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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非平坦表面を有する基板をプラズマ処理チャンバへ搬入して前記基板を基板ホルダ上に
設ける工程であって、前記プラズマ処理チャンバは、前記基板ホルダに対向する上側壁と
前記基板ホルダを取り囲む周辺壁を有する、工程；
　前記プラズマ処理チャンバ内にプラズマを生成する工程；
　ドーパント種を含む第１気体混合物を、第１期間中に第１流量で、前記プラズマ処理チ
ャンバの上側中央領域内に位置する少なくとも１つの気体注入ポートから前記プラズマ処
理チャンバ内に導入する工程；
　前記第１気体混合物の導入に続いて、ドーパント種を含む第２気体混合物を、第２期間
中に第２流量で、前記プラズマ処理チャンバの周辺領域内に位置する少なくとも１つの気
体注入ポートから前記プラズマ処理チャンバ内に導入する工程；
　前記第１気体混合物を導入する工程と前記第２気体混合物を導入する工程を繰り返すこ
とで、前記基板上に生成される構造上にドーパント種のコンフォーマルな層を生成する工
程、
を有する、
非平坦表面を有する基板のプラズマ処理方法。
【請求項２】
　前記プラズマ処理チャンバが、前記プラズマを生成するマイクロ波プラズマ源を有する
、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記プラズマ源がスロットアンテナプラズマ源又は表面波プラズマ（ＳＷＰ）源である
、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ドーパント種が、Ａｓ、Ｐ、又はＢのうちの少なくとも一を含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記第１気体混合物と前記第２気体混合物の各々が、５００ｓｃｃｍ乃至１５００ｓｃ
ｃｍの流量で供給されるヘリウム又はアルゴンのうちの少なくとも一を含み、
　前記第１気体混合物と前記第２気体混合物の各々は、該第１気体混合物と該第２気体混
合物の気体流全体の１０％以下の流量で供給されるドーパント含有気体をさらに含み、
　前記ドーパント含有気体は、アルシン、ホスフィン、又はボリンのうちの少なくとも一
を含み、
　前記第１期間と前記第２期間の各々の経過期間が０．５乃至１０秒で、
　前記第１気体混合物と前記第２気体混合物を導入する間、前記基板は２００℃以下に維
持され、かつ、
　前記基板上に生成される構造が複数のＦｉｎ－ＦＥＴを有し、かつ、前記ドーパント種
の層が前記Ｆｉｎ－ＦＥＴ上に生成される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１期間中、前記プラズマ処理チャンバへ入り込む大部分のドーパントが、前記プ
ラズマ処理チャンバの上側中央領域内に位置する前記少なくとも１つの気体注入ポートを
介して入り込み、かつ、
　前記第２期間中、前記プラズマ処理チャンバへ入り込む大部分のドーパントは、前記プ
ラズマ処理チャンバの周辺領域内に位置する前記少なくとも１つの気体注入ポートを介し
て入り込む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１気体混合物と前記第２気体混合物が、ヘリウムとアルゴンからなる群から選ば
れる少なくとも１つの気体を含み、かつ、
前記ドーパント種はアルシン又はホスフィンのうちの少なくとも１つを含む、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記プラズマがマイクロ波電源を用いて生成され、かつ、
　前記プラズマは、前記マイクロ波電源を用いて前記第１期間中と前記第２期間中に維持
される、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１気体混合物がヘリウム又はアルゴンのうちの少なくとも一を含み、
　前記第１気体混合物は、該第１気体混合物の全体流の０．０１％乃至０．１％の量のＰ
Ｈ３又はＡｓＨ３のうちの少なくとも一をさらに含み、
　前記第２気体混合物はヘリウム又はアルゴンのうちの少なくとも一を含み、かつ、
　前記第２気体混合物は、該第２気体混合物の全体流の０．０１％乃至０．１％の量のＰ
Ｈ３又はＡｓＨ３のうちの少なくとも一をさらに含む、
　請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１期間と前記第２期間の各々が０．５乃至１０秒の経過期間を有する、請求項９
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１期間と前記第２期間の各々が２乃至１０秒の経過期間を有する、請求項１０に
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記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１期間と前記第２期間の各々が０．５乃至１０秒の経過期間を有し、かつ、
　前記工程を繰り返す工程を含む全プロセス時間が３０乃至６０秒である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１気体混合物と前記第２気体混合物の導入の中断後に前記基板をアニーリングす
る工程をさらに有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基板ホルダが、該基板ホルダに結合されたＲＦ電源によってＲＦバイアス印加され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１気体混合物と前記第２気体混合物の導入中、前記基板が１００乃至２００℃の
温度に維持され、かつ、
　さらに前記第１気体混合物と前記第２気体混合物の各々は：　
　（ｉ）５００ｓｃｃｍ乃至１５００ｓｃｃｍの流量で供給されるヘリウム又はアルゴン
のうちの少なくとも一；及び、
（ｉｉ）　１５ｓｃｃｍ乃至５０ｓｃｃｍの流量で供給されて２％以下のＰＨ３又はＡｓ
Ｈ３のうちの少なくとも一を含むドーパント含有気体、
を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　非平坦表面を有する基板をプラズマ処理チャンバへ搬入して前記基板を基板ホルダ上に
設ける工程であって、前記プラズマ処理チャンバは、前記基板ホルダに対向する前記プラ
ズマ処理チャンバの面上の上側壁と前記基板ホルダを取り囲む周辺壁を有する、工程；
　マイクロ波エネルギー又は表面波プラズマ源のうちの少なくとも一を用いて前記プラズ
マ処理チャンバ内にプラズマを生成する工程；
　ドーパント種を含む第１気体混合物を、第１期間中に第１流量で、前記プラズマ処理チ
ャンバの上側壁上であって前記基板の中央付近に位置する少なくとも１つの気体注入ポー
トから前記プラズマ処理チャンバ内に導入する工程；
　前記第１期間の完了に続いて、前記第１気体混合物を、第２期間中に第２流量で、前記
基板の周辺付近に位置する少なくとも１つの気体注入ポートから前記プラズマ処理チャン
バ内に導入する工程；
　ドーパント種のコンフォーマルな層が前記基板上に生成される構造上に生成されるよう
に、前記基板の中央付近の位置から前記第１気体混合物を導入する工程と前記基板の周辺
付近の位置から前記第１気体混合物を導入する工程を繰り返す工程、
　を有する、
非平坦表面を有する基板のプラズマ処理方法。
【請求項１７】
　前記第１気体混合物が５００ｓｃｃｍ乃至１５００ｓｃｃｍの流量で導入される不活性
気体を含み、
　前記第１気体混合物は１５ｓｃｃｍ乃至５０ｓｃｃｍの流量で導入されるドーパント含
有気体をさらに含み、
　前記第１期間と前記第２期間の各々が０．５乃至１０秒の経過期間を有する、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ドーパント含有気体が該ドーパント含有気体の２％以下の量で存在するＰＨ３又は
ＡｓＨ３のうちの少なくとも一を含み、かつ、
　前記基板上に生成される構造が複数のＦｉｎ－ＦＥＴを有し、かつ、前記ドーパント種
の層が前記Ｆｉｎ－ＦＥＴ上に生成される、
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　請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１期間及び前記第２期間の少なくとも一部の間に前記基板ホルダへＲＦ電力を印
加する工程；並びに、
　さらに前記第１気体混合物の供給の中断後に前記基板をアニーリングして前記プラズマ
を消滅させる工程、
　を有する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記アニーリングが：
　前記基板を第１温度でアニーリングする工程；及び、
　前記第１温度でのアニーリング後に前記第１温度よりも高い第２温度で前記基板をアニ
ーリングする工程、を有し、
　当該方法はさらに前記第１気体混合物を用いた前記ドーパント種の層の生成後に前記基
板上にさらなる層を生成することなく前記第１温度で前記アニーリングを実行する工程、
を有する、
　請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマドーピングに関し、特に、基板表面をドーピングする方法及び装置
に関する。本発明は特に、表面構造－たとえば上に生成されたフィン形状構造－を有する
シリコン基板にドーピングを行うのに特に有利である。
【背景技術】
【０００２】
　本願は、２０１３年４月４日に出願された米国特許仮出願第６１／８０８３２１号の優
先権を主張する。米国特許仮出願第６１／８０８３２１号の内容のすべては本願に援用さ
れる。
【０００３】
　ドーピングとは、基板の材料特性の変化を実現するために基板へ原子を挿入することを
意味する。特性にはたとえば、電気移動度、屈折率、表面反応度、機械特性、又はより具
体的には電気バンド構造が含まれ得る。ドーピングの最も一般的な用途は、電気デバイス
－たとえばゲートソース及びドレイン－へのドナー及びアクセプタの注入である。ドーピ
ングのプロセスは、原子注入及びそれに続く電気的活性化－熱の印加を含む－を有して良
い。プラズマドーピングは、処理されている半導体基板上のフィン構造又は他の非平坦電
気的構造のドーピング用の低エネルギーイオン注入に対する代替方法である。電子サイク
ロトロン共鳴（ＥＳＲ）プラズマ及び誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）がプラズマドーピング
に用いられてきた。より最近ではマイクロ波プラズマ源－特に表面波に基づくプラズマ源
－がプラズマドーピングに用いられてきた。一般的にはプラズマドーピング源は、中央と
端部の気体注入を利用する。この中央又は周辺気体注入が用いられている理由は、ウエハ
／基板に対向するシャワーヘッドからの気体注入を利用するのは、ＥＣＲ、ＩＣＰ、又は
マイクロ波駆動源では実装が困難だからである。
【０００４】
　基板にドーピングを行うとき、基板全体にわたってコンフォーマル又は均一なドーピン
グを供する際に問題－基板表面が該基板表面に全体にわたってドーパントによって不均一
に飽和される－が起こる恐れがある。ある領域では、過剰な量のドーパントが注入される
恐れがある。その結果、ドーパント種はクラスタを生成する恐れがある。ここでクラスタ
とは、基板上に生成されたドーパント原子の結合された多原子（３以上）の群を指す。ク
ラスタはまたドーパント原子及び他の原子－たとえば酸素－を含み得る。ドーパントのク
ラスタが生成された場合、そのドーパントのクラスタは低温（たとえばヒ素ドーピングで
は約４６０℃）で揮発性となるので、基板がアニーリングされるとき、そのドーパントの
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クラスタは堆積後に容易に除去又は昇華され得る。その結果局在化した領域においてドー
パントが失われる。基板の表面反応性は基板全体にわたって不均一となる。それに加えて
ある領域が不十分にしかドーピングされない場合、基板の表面反応性は基板全体にわたっ
て不均一となる。さらにあるドーピング法はイオンエネルギーを過剰に高くする恐れがあ
る。その結果、ドーピングされている基板上に生成される特徴部位が意図せずして損傷す
る恐れがある。たとえば高エネルギーイオンは、Ｆｉｎ－ＦＥＴ（フィン状電界効果型ト
ランジスタ）の隅部を損傷させるか、あるいは、基板へ過剰に侵入することで、損傷した
材料（シリコンフィン又はゲート構造）を生成する恐れがある。クリーニング工程がある
程度の損傷を除去し得るが、過剰な損傷は、クリーニング工程で除去される量－たとえば
ダイのｎ及びｐ（ドナー及びアクセプタ）領域をマスクする一部として用いられているよ
うな量－を超え得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　非平坦表面のドーピングもまた課題がある。その理由の一部には形態係数又は幾何学構
造が良くないことがある。コンフォーマルなプラズマドーピングは一般的に、ウエハの面
上に入射する角度分布が等方的なドーパント束、又は、一般的には表面の法線に対して３
０～４５°の非等方的な角度分布を有するドーパント束を用いる。たとえば従来の３０～
４５°の注入では、均等なドーパント束が垂直面と水平面に入射する。これは、完全に垂
直かつ水平で、垂直面が隣接する垂直面によって隠されない構造については適切である。
しかし、１よりも大きなアスペクト比を有する谷が隣接し、かつ、相対的に高い構造が隣
接する構造は、相対的にわずかなドーパントしか受け取らない。これらの構造の例には、
Ｆｉｎ－ＦＥＴデバイス、垂直ＮＡＮＤフラッシュメモリ構造、及びＣＭＯＳイメージセ
ンサが含まれる。それに加えて、多くの構造は平坦ではなく、かつ、基板に対して垂直又
は平行な幾何学構造を有していない。これらの構造の例には、イメージセンサ、隆起した
円筒構造を備えるフォトニックデバイス、シリコンナノワイヤ、又はリセスを有するゲー
ト構造が含まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上に生成された構造を有する基板の表面にドーピングを行う有利な方法及び
装置を供する。本発明はフィン構造－たとえばＦｉｎＦＥＴデバイス－を有する表面にド
ーピングを行うのに特に有利だが、本発明は他のドーピング用途にも用いられ得る。好適
形態によると、気体混合物は、中央位置又は（複数の）中央注入ポートからの導入と、前
記チャンバの周辺に位置する複数の気体導入ポートによる周辺の導入とを繰り返しながら
交互に導入される。より詳細には、本発明の例によると、第１期間中、基本的に不活性気
体（たとえばヘリウム、水素、又はアルゴン）とドーパント気体（好適にはホスフィン又
はアルシンを含む気体）を含む気体混合物が、前記プロセスチャンバの上部に位置する中
央注入ポートを介して注入される。その後前記チャンバの上部の中央ポートを介する流れ
は本質的に中断され、かつ、第２期間の間、前記チャンバの側部の前記周辺ポートを介し
て前記気体が導入される。前記第１期間と前記第２期間の持続時間は同一であっても良い
し、あるいは、それぞれ異なっても良い。好適には前記第１期間と前記第２期間の持続時
間は、前記チャンバの平均気体流滞在期間よりも長くなければならない。たとえば前記第
１期間と前記第２期間はそれぞれ、約０．５～１０秒で、より好適には約２～１０秒であ
って良い。前記流れが交互に代わるのは、前記ドーピングプロセスが完了するまで続く（
全体のプロセスでは約３０～６０秒）。
【０００７】
　例によると、前記流れが前記（複数の）中央注入ポートを介して流れるとき、前記周辺
ポートを介する前記流れは完全には中断されず、同様に、前記流れが前記周辺ポートを介
して流れるとき、前記中央ポートを介する前記流れは完全には中断されない。これにより
、たとえば前記ポートが注入用の基本位置として利用されない期間中での前記ポートへの
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逆流、又は、堆積物の生成という問題が回避され得る。しかし前記ポートが基本的な注入
ポートとして用いられない期間中での前記ポートを介する流れは小さいまま－好適には全
体の流れの２０％未満で、より好適には全体の流れの１０％未満で、あるいは、全体の流
れの５％未満に－維持されることが好ましい。好適には、（複数の）基本的ではないポー
トを介する流れは、前記チャンバへの基本的な流れの領域が前記気体混合物が基本的に所
与の期間注入される際に通り抜けるポートからとなることを保証しながら、逆流を防ぐの
に十分である。
【０００８】
　好適例によると、マイクロ波エネルギーが、低プラズマ電位のプラズマを生成及び維持
するのに利用される。前記低プラズマ電位は、前記基板へのイオン誘起損傷の可能性を防
止又は緩和する。それに加えて、ＲＦ電源が、処理中にＲＦバイアスを供するように、前
記基板が上に設けられる基板支持体又は下部電極へ用いられて良い。この装置は、特に、
上述して以降で詳述する交互に変更される気体流との併用で有利となるドーピングのため
に低エネルギーイオンを供する。しかし前記イオンエネルギーは、（前記不活性気体のイ
オンによって）前記基板のシリコン表面をアモルファス又はランダムにすることで、前記
表面が前記ドーパントを受けて飽和することを可能にするのに十分である。
【０００９】
　本発明と本発明により実現される利点のより完全な評価は、特に図面とともに考慮する
ときに本願の詳細な説明から理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明によって用いられ得るプラズマ処理チャンバの例を表している。
【図２】中心の気体導入と周辺の気体導入との様々な比（又は割合）についてのウエハ全
体にわたる抵抗率の変化を表している。ここで前記比はプロセス全体を通して一定にされ
ている。
【図３】中央の流れと端部の流れとの様々な比又は比率についてチャンバ内での気体の解
離のモデルを表している。
【図４】本発明によるプロセスの例のフローチャートである。
【図５】図４のプロセスの一部の進展を表すフローチャートである。
【図６】本発明によるプロセスの例の進展を表す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図面を参照すると、本発明の実施例が記載されている。本発明の詳細及び利点が、表さ
れた例を参照することで説明されているが、本発明は本願で具体的に説明された形態以外
でも実施可能であることに留意して欲しい。たとえば本発明は、本願で説明された複数の
特徴からなる（複数の）部分集合を利用し、かつ、他を除くある利点を利用することによ
って実施されて良い。従って本発明は、本願で具体的に説明された以外の形態で実施され
て良いことに留意して欲しい。
【００１２】
　図１は本発明によって用いられ得るプラズマ処理チャンバの例を表している。図示され
ているように、装置は、内部でプラズマが生成される処理空間１２を封止する処理チャン
バ１０を有する。ウエハ１４は基板支持体１６上で支持される。好適構成では、バイアス
－好適にはＲＦバイアス－は、ウエハ支持体にバイアスを供するように、ＲＦ源１８によ
ってウエハ支持体へ印加される。しかしこの電源は、好適形態ではプラズマの生成又は維
持には利用されず、むしろウエハへイオンを引き込むためのバイアスとして供される。例
として、ＲＦバイアスは１３．５６ＭＨｚの周波数を有して良い。しかし他の周波数が利
用されても良い。また例として、ＲＦ電力の電力レベルは０～７５０ワットであって良い
。電力レベルはまた、プラズマ生成源の電力レベルに依存して変化しても良い。なぜなら
プラズマ生成源もまた下側電極上にバイアスを生成するからである。よってプラズマを生
成する際の電力が大きな場合、ＲＦ電源１８によって下側電極へ印加される電力の大きさ
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は小さくて良い。プラズマを生成する際に用いられる電力もまた、下側電極又は基板支持
体上にバイアスを供するのに十分であって良い。その結果バイアス印加のためにそれぞれ
別に電極を印加する必要はない。たとえば５０００Ｗ以上のマイクロ波電力が、基板へイ
オンを引き込むためのＲＦ電力なしで用いられて良い。
【００１３】
　プラズマを生成及び維持するため、マイクロ波源は、矢印Ｍによって概略的に表された
マイクロ波エネルギーを供給する。同軸導波路２０、遅波板２２、ラジアルスロットアン
テナ２３、及び上部誘電板又は石英窓２４によってマイクロ波を供給するマイクロ波源を
用いることによってプラズマが生成される。プラズマの生成に用いられる電源の周波数は
変化して良い。例として、約８００ＭＨｚ～１０ＧＨｚの範囲の周波数が利用されて良い
。気体は、供給ライン３７，３８から供給され、かつ、チャンバの上壁又は石英窓を突き
抜けて延びる中央ポート２６、及び、チャンバの側壁又は周辺壁１１を突き抜けて延びる
複数の周辺ポート２７を介して注入される。表された例では、同軸導波路２０は中空で、
かつ、ポート２６へ向かう気体は、導波路２０のみならず、遅波板２２、スロットアンテ
ナ２３、及び石英窓２４を突き抜けて延びる開口部又は流路２１を介して供給される。交
互供給装置はまた、中央の気体導入が係る構造を通過しなくて良いように利用されても良
い。中央の注入及び／又は周辺の注入のためには様々な代替型が利用されて良いことに留
意して欲しい。たとえば単一の中央ポート２６の代わりに、複数の中央ポートが供されて
良い。それに加えて、周辺ポート２７が、チャンバの側壁を貫通して延びるものとして表
されているが、これらのポートに加えて若しくはこれらのポートの代わりに、チャンバの
上部領域を貫通する周辺部に位置するポートを有すること、又は、チャンバ内に設けられ
る気体注入リングを利用してプラズマ処理チャンバの周辺領域へ気体混合物を注入するこ
とが可能である。それに加えて、周辺注入位置２７は基板に対して同一の半径方向の位置
であるが、周辺気体注入は、気体注入をさらに制御するように複数の異なる半径方向の位
置に供されて良い。これは、チャンバ上部の各異なる位置に注入ポートを備える、各異な
る半径方向の位置でポートを備える気体注入リングによって、又は、側壁を介した注入と
上記手法のうちの１つ以上との組み合わせを利用することによって実現されて良い。マイ
クロ波電力はたとえば典型的なチャンバであれば１ｋＷ～１０ｋＷであって良い。他の例
では、約３～５ｋＷの電力が用いられて良い。アンテナの電力密度は例として、平面ラジ
アルラインスロットアンテナでは１Ｗ／ｃｍ２～１０Ｗ／ｃｍ２であって良い。前述した
事項は好適範囲である。しかし他の電力量又は電力レベルが用いられても良い。
【００１４】
　好適には、チャンバの１つ以上の部品が、処理中での当然又は生来の組成及び消費を考
慮して、処理中に酸素及びシリコン源を供する。たとえば、シリコン及び酸素は処理中に
プラズマ中に存在するように、チャンバ壁はイットリウム酸化物（Ｙ２Ｏ３）によってコ
ーティングされて良く、かつ、他の部品－たとえばシリカ窓又は集束リング－はシリカで
構成されて良い。前述したように、酸素（及びシリコン）は処理において有利な役割を果
たし得るが、少量しか必要ないので、酸素は気体混合物の特定の添加剤である必要はない
。必要に応じて、少量の酸素が気体混合物に加えられて良い。しかし酸素の必要量は相対
的に少ないので、満足行く酸素の寄与は、既存のチャンバ部品によって、又は、酸素及び
／若しくはシリコン源を供するチャンバ部品を選ぶことによって供されて良い。気体の供
給又は気体源は、３０、３２で供される１つ以上の気体源によって概略的に表されている
。基本的には、気体混合物は、基本プラズマ生成気体である不活性気体－たとえばヘリウ
ム又はアルゴン－で構成される。不活性気体は気体源３０から供給されて良い。それに加
えて、ドーパント含有気体が供される。好適にはドーパントはアルシン、ホスフィン又は
ボリンである。他のドーパント－たとえばホウ素系ドーパント気体－が用いられても良い
。たとえばドーパント含有気体は、キャリア気体－たとえばヘリウム－中で希釈される低
濃度のドーパント－水素気体－たとえばＡｓＨ３、Ｂ２Ｈ６、又はＰＨ３－を含んで良い
。他のドーパント気体－たとえば様々なヒ素、リン、若しくはホウ素のフッ化物又は水素
化物－もまた用いられて良い。前記のものは単原子、二原子、三原子、又は他の形態で供
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されて良い。クラスタイオン－たとえばホウ素ドーピング用のＢ１０Ｈｘ－もまた用いら
れて良い。クラスタイオンはドーパント種及び基板から離れて生成された他の原子の結合
した多原子構成物であり、かつ、プラズマへ導入される。クラスタイオンは、質量が大き
いことに起因して、小さなクラスタ原子あたりのエネルギーを有し、かつ、基板を損傷さ
せることなく基板と衝突するように分散する点で有利となり得る。例として、ドーパント
化合物は、ドーパント含有気体の２％未満で、より好適には１％未満であって良い（たと
えば０．７％のＡｓＨ３で、残りはＨｅと、任意でドーパント含有気体中の少量のさらな
る添加物－たとえば追加の水素－）。よってドーパント自体は、特に気体流全体と比較し
て非常に少量しかチャンバ内に導入されない。チャンバ内に導入されるドーパントの量は
、壁又は排出ポンプポートへのドーパントの損失の原因となる照射の必要量よりも大きい
。例として、不活性気体のヘリウム又はアルゴンガスが約５００ｓｃｃｍ～約１５００ｓ
ｃｃｍの流量で導入される一方で、ドーパント含有気体はたとえば１５～５０ｓｃｃｍ（
たとえば２８ｓｃｃｍ）の流量で導入される。さらにドーパント含有気体は、希釈された
量のドーパントを含み、かつ、たとえば０．７％のドーパント－たとえばＡｓＨ３又はＰ
Ｈ３－を含んで良い。残りは不活性気体－たとえばＨｅ又はＡｒ－である。よってたとえ
ば３０～６０秒にわたって起こりえるドーピングプロセス全体を通して、ほんの少量のド
ーパント自体が実際にはチャンバへ注入される。ドーパントの量はたとえば、標準状態で
約０．５（以下）～３．０ｃｍ３（すなわち０．５～３ｓｃｃｍ）のドーパント気体が全
プロセスで（全プロセスを通じて）ある。気体混合物全体（不活性気体とドーパント含有
気体の両方を含む）に関しては、ドーパント化合物（たとえばＡｓＨ３又はＰＨ３）はた
とえば混合物全体又は気体流全体の約０．０１％～０．１％であって良い。プロセスレシ
ピに依存して、さらなる元素が不活性気体又はドーパント含有気体に含まれても良い。た
とえばさらなる水素が、ドーパント含有気体又は不活性気体と共に導入されることによっ
て、気体混合物中に供されても良い（たとえば１～３ｓｃｃｍ）。気体は、適切なポンプ
によってチャンバから排出される。ここで排出は矢印Ｅで表される。
【００１５】
　理想的には、ドーパントは、基板－特にたとえばＦｉｎＦＥＴのような基板の構造－上
に生成されたドーパントの単分子層と等価な照射－具体的には１０１５原子／ｃｍ２のオ
ーダー－を供する。プロセス時間は約３０～６０秒であって良く、より典型的には４０～
６０秒であって良い。ドーパント原子－たとえばＡｓ－束は、１０１３～１０１４原子／
（ｃｍ２・ｓｅｃ）であって良い。全体のイオン束は、１０１５～１０１６原子／（ｃｍ
２・ｓｅｃ）のオーダーであって良い。よってプラズマ中の多くのイオンはドーパントで
はないイオン－たとえばヘリウムイオン－である。その結果、プロセスの初期の間、以降
で詳述するように、シリコン表面のアモルファス化又はランダム化が最初に起こり、続い
てドーパントが照射され、ドーパントによる飽和が起こる。
【００１６】
　混合及び／又は切り換え装置が図１の３４で表されている。気体がこれまでに混合され
る場合、装置３４は、プロセスが進行するに伴って交互に変更するように中央ポート２６
から周辺ポート２７への流れの切り換えを制御する切り換え装置であって良い。気体がこ
れまでに混合されない場合、３４で概略的に表されている装置は、混合装置と、切り換え
集合体をも有して良い。気体の流れと切り換えは３６で表される制御装置によって制御さ
れる。表された例では、２つの気体供給源３０、３２が供される。一の気体供給源は不活
性気体源を供し、他の気体供給源はドーパント含有気体源（ドーパント化合物。たとえば
ヘリウム又はアルゴンのようなキャリア気体によって希釈されたアルシン又はホスフィン
）を供する。
【００１７】
　必要な場合には、中央の注入についての不活性気体に対するドーパント気体の濃度又は
割合は、混合物が周辺で注入されるときと比較して変化して良い。しかし、装置とその制
御を過度に複雑にすることを避けるように、同一の気体混合物が利用されて良い。ここで
流れは、第１期間中の基本的に中央注入ポートでの流れから、第２期間中の基本的に周辺
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注入ポートでの流れに交互に変更される。また流れは、プロセスの進展に伴って交互に変
更され続ける。
【００１８】
　流れは、基本的に周辺ポート２７を介して流れるときでも、中央ポート２６内で完全に
中断されないことが好ましい。同様に、流れは、基本的に中央ポート２６を介して流れる
ときでも、周辺ポート２７から完全に中断されないことが好ましい。これは、たとえば、
流れが基本的に他のポートを介して流れるとき、処理空間１２からポートへ向かう逆流が
起こる生じる恐れのある問題を回避するためである。しかし以降で詳述するように、流れ
が切り換えられるとき、流れの大部分－全体の流れの少なくとも８０％で、より好適には
全体の流れの９０％超で、かつ、さらにより好適には全体の流れの９５％超－は中央ポー
ト又は周辺ポートのいずれかを介して流れる。所与の時間で基本注入位置として用いられ
ていないポートについては、流れは、逆流を防止するのに十分となり得る。逆流を防止す
るため、（ドーパント含有気体を含まない）不活性気体が用いられて良く、あるいはその
代わりに、基本注入位置へ供給される同一の混合物が用いられて良い。
【００１９】
　試験は、周辺ポートと比較した中央での全体の流れの量の比又は割合を静的にして実行
された。しかし同一の割合又は比がドーピングプロセスを通じて維持された。たとえば、
流れの３０％が中央ポートを通過して流れの７０％が周辺ポートを通過するプロセスが実
行された。ここでこの比はプロセスを通じて維持された。プロセスを通じて端部流と中央
流との間での様々な割合又は比を維持してさらなる試験が実行された。続いてドーピング
及びプロセスの均一性を反映する、（プラズマドーピング及びアニーリング後での）ウエ
ハ全体にわたる表面シート抵抗率が測定された。結果が図２に示されている。図中、ウエ
ハ上方の数字は、プロセスを通じて中央ポートを介して注入される全体流の割合を表して
いる。図２は、結果として得られたウエハ上での抵抗率の測定を概略的に表している。測
定結果は、活性化したドーパントの量に反比例している。各ウエハ底部での割合の数字は
、表面抵抗率の均一性の指標である。低い割合は良好な均一性を反映している。各ウエハ
内の線は抵抗率の異なる領域を表す。
【００２０】
　中央気体注入の比率が高いことで、目玉効果（ｂｕｌｌ‘ｓ－ｅｙｅ　ｅｆｆｅｃｔ）
すなわち図２の下列中のウエハによって表されているようにウエハの中央に集束された低
抵抗を有するシート抵抗プロファイルとなる。この効果は、中央気体注入器からの中央へ
のドーパント束が大きくなることに関連する。中央注入から端部注入へ遷移する結果、ド
ーパントの生成が減少する（つまり、端部注入器がポンピングポート付近に設けられてい
るのでドーパント前駆体の局所的滞在時間が短くなり、かつ、プラズマ密度は一般的にチ
ャンバ端部で低くなるのでドーパントの生成が減少する）ことでシート抵抗は徐々に増大
する。気体注入が支配的に端部注入であれば、ウエハ端部に対してドーパント束源が近接
するので、中央に対して端部でのシート抵抗は減少する。シート抵抗の均一性はドーパン
ト束だけに起因するのではなく、ウエハへ向かう他の種の束にも影響され得る。前記他の
種には、前駆体解離副生成物（たとえば水素）又はチャンバ壁若しくは他のチャンバの部
品からの物質（たとえば酸素又はシリコン）又は供給気体（たとえばイオン、高速中性物
質）又はウエハへ運ばれる副生成物－たとえば再堆積されたシリコン又はドーピング種－
が含まれる。最終的なシート抵抗は、高照射量でのクラスタへのドーパントの電位によっ
てさらに影響を受ける。クラスタは望ましくない。なぜなら、クラスタは一般的に、典型
的なアニーリング温度では揮発性であるため、アニーリング中に失われ、かつ、電気的に
不活性であるためである。
【００２１】
　束は流れの場によって強く影響され得る。付着係数と熱速度との積が、固有チャンバ長
を滞在時間で除した値以下であるとき、流れの場の条件は支配的因子であり得る。
【００２２】
　図２からわかるように、比率が中央に注入される混合物の割合と共に増大することで、
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均一性は改善し始め、約６０％の中央注入まで続く。しかし均一性は、中央注入が約８０
％にまで増大することで低下し始める。それに加えて、中央に注入された量が増大するこ
とで、目玉効果は特に顕著になる。このときウエハの中央部は、低抵抗率の集中領域（ド
ーパントの多い量）を有する。
【００２３】
　上述したように、ドーパント分布もまた流体力学的効果による影響を強く受け得る。注
入器付近でのドーパント前駆体の急速な生成及び／又は同一の流体力学的流路による不純
物の輸送は、ウエハ上のどこにドーパント種が到着するのかを決定する傾向を有する。一
般的に滞在時間は、平均滞在時間又は気体若しくはイオンがチャンバ内に存在する平均期
間（チャンバサイズ又は幾何学形状、圧力、及び気体の流量又は速度に依存する）を指す
。しかしここでは局所的滞在時間を考慮しなければならない。なぜなら端部又は周辺から
流れる一方で、中央注入に対する幾何学形状は異なるからである。たとえば周辺で注入さ
れる気体混合物は排出口に近づき、かつ、しかも気体が同時に中央からも注入される場合
には、この中央流もまた排出口へ向かうように流れる。図３の図は、中央－端部流を交互
に変更することによるチャンバ内でのドーパント分布のモデルを示している（たとえば、
一番左側の７５／２５は、７５％の流れがチャンバ中央で、２５％の流れがチャンバ端部
であることを意味する）。図３は、ドーパント種の半径方向分布を表すようにチャンバの
半分を表している（換言すると、各図の左はチャンバ中央で、各図の右は側壁を表してい
る）。一番左の図（７５％の中央流）からわかるように、ドーパントはチャンバ中央に集
中する。中央注入が減少することで、濃度は集中しなくなるが、２５／７５の図（２５％
中央注入、７５％端部）さえも、ドーパントの寄与に関しては、側部注入からの対応する
顕著な影響がないことを反映している。実質的にすべてのドーパントが側部から流れると
き、顕著なドーパントの寄与が明らかになる。その結果、少なくとも８０％の流れが側部
からである場合、側部注入の最も顕著な効果が起こることが反映されている。
【００２４】
　よって周辺又は端部注入を有効にするためには、周辺又は端部注入は重要な主要流－た
とえば流れの少なくとも８０％－でなければならない。しかしそのような流量がプロセス
を通じて維持される場合、上の図２で述べたように均一性が不十分となる。よって本発明
は、第１期間中では流れは基本的に中央からであり、かつ、第２期間中では流れは基本的
に周辺からである交互に変更される流れを利用する。それに加えて、流れが基本的に中央
又は周辺内である期間中、その流れは、全体の流れの少なくとも８０％で、より好適には
全体の流れの少なくとも９０％で、かつ、さらにより好適には全体の流れの少なくとも９
５％である。前述したように、現在の好適形態では、たとえばプラズマの逆流に係る問題
を回避するように、流れは完全には中断されない。しかし流れが各対応する期間中に基本
的に案内されないポートについては、その流れは、たとえば逆流又は堆積物の蓄積を防止
するのに十分な程度の最小に保たれていることが好ましい。所与のポートが基本注入位置
ではないときに流れが完全に中断される場合、他の手段（機械的閉包（ｃｌｏｓｕｒｅ）
又は被覆）が、逆流を防止するのに用いられて良い。
【００２５】
　ウエハ上での正味のドーパント分布に影響を及ぼす他の種の束及びフィン上でのＲｓ（
シート抵抗）又はＸｊ（接合深さ）も同様に流れの場による影響を受け得る。本発明によ
る中央－端部変調又は切り換えは、ドーパントプロファイルの分布は実質的に均一となり
、かつ、均一性からのずれは制御可能になるようにウエハ全体にわたるデバイスの特性を
調節するための価値ある手段を供する。切り換えによって供される均一性に対するさらな
る利点は、処理中に、チャンバの部品が供給源となる元素（たとえば酸素及び／又はシリ
コン）に対する良好な均一性を供することである。係る中央－端部変調法は、スロットア
ンテナ、又はより一般的にはマイクロ波駆動プラズマドーピングシステム及び他のプラズ
マドーピングシステムに適用されて良い。手法は、中央／端部気体注入比を調節する工程
を含んで良い。係る比は、気体の量又は気体を交互に変更する周期（デューティサイクル
）であって良い。圧力の調節だけではなく、注入器の位置と間隔も調節されて良い。３以
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上の組の注入器を所定の順序でラスタリングすることも可能である。
【００２６】
　プラズマは、様々なドーパント－たとえホスフィン及びアルシンドーパント－用のマイ
クロ波系プラズマドーピング装置（たとえばスロットアンテナ及び／又は表面波プラズマ
システム）を用いることによって生成されて良い。前述したように、他のドーパント又は
ドーパント気体－たとえば様々なヒ素、リン、若しくはホウ素系フッ化物又は水素化物及
びクラスタイオン－が用いられて良い。プラズマドーピングシステムを用いることによっ
て、プロセス気体の流れは、（複数の）中央注入器と側方の端部又は周辺注入器との間で
交互に変更される。
【００２７】
　本発明の好適方法によると、プラズマドーピングが、パターンを除去又は平滑化し、か
つ、コンフォーマルなドーピング層を供するように均一性を改善するため、好適には気体
滞在時間のオーダー（ここで滞在時間は平均滞在時間を表す普通の意味で用いられている
）又はその倍数のオーダー（ヘルツオーダー）のパルス速度での気体の切り換え（中央－
端部）を用いて実行される。前述したように、切り換え速度は０．５～１０秒のオーダー
であって良い。しかしそれよりも遅い１５～３０秒のオーダーの切り換え速度が用いられ
ても良い。速い切り換え速度が均一性を促進し得る一方で、遅い切り換え速度は表面反応
性を低下させる利点を有し得る。
【００２８】
　切り換えは、中央注入器から端部注入器への切り換え、又は、異なる中央－端部の重み
付けされた流量間での変調であって良い。異なる気体の組み合わせが中央－端部で注入さ
れて良い。たとえば酸素源又はシリコン源は、Ｒｓ（シート抵抗）とＸｊ（接合深さ）の
中央－端部の変化に影響を及ぼす因子を制御するため、ドーピング前駆体（たとえばホス
フィン又はアルシン）と共にウエハ端部（又はウエハ中央）で注入されて良い。流れの方
法は、堆積を最適化する特定のプラズマドーピングレシピ及び化学物質に適合されて良い
。たとえばドーパント束が高すぎる場合、クラスタはドーパント種間又はドーパントと酸
化物との間で生成され得る。クラスタは揮発性となり、かつ、（複数の）アニーリング工
程中に昇華し得る。束が低すぎる場合、適切に機能するデバイスを得るのに十分なドーパ
ントが加えられない。
【００２９】
　水素と酸素の付加は有利となり得る。水素は有利となるようにドーパントの輸送に影響
を及ぼし得る。酸素と再堆積されたシリコンは保護キャップのように機能し得る。過飽和
ドーパント層は相当量の酸素を含み得る。しかし酸素はアニーリング中に失われるが、処
理中にキャップとして振る舞うことができる。よって方法は、酸素と水素の供給を制御す
る工程をも含んで良い。
【００３０】
　酸素は中央又は周辺注入ポートへ供給される気体混合物の一部として供されて良いが、
十分な酸素は、酸素源を供する部品を有するチャンバを利用することによって供されても
良い。チャンバ部品はまた処理中にシリコン源を供しても良い。たとえばチャンバはイッ
トリウム酸化物によって被覆されて良い。イットリウム酸化物は、チャンバ部品の被覆と
して有利であり、かつ、プロセス用に酸素源を供することもできる。それに加えて、ある
チャンバ部品－たとえばシリカ窓又は場合によっては集束リング－はシリカで構成されて
良い。これは、酸素源のみならずシリコン源をも供することができる。よって酸素及びシ
リコンは、気体混合物中に供されることなくプロセスによって利用されて良い。それに加
えて、さらなる水素の供給は、たとえば水素にドーパント含有気体を供することによって
制御されて良い。
【００３１】
　多数の変化型が本発明の技術的範囲内で可能であることに留意して欲しい。たとえば中
央注入の気体混合物は、周辺又は端部ポートを介する注入と比較して異なり得る（たとえ
ば、中央ポートが基本注入ポートであるときに用いられるドーパント含有気体の割合は、
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周辺ポートが基本注入ポートであるときに用いられる割合とは異なるか、あるいは、周辺
と比較して中央で用いられる添加物（の量）は異なる）。現在のところ、設計及びプロセ
ス制御の簡明を期すため、同一の気体混合物が利用されて良い。このとき基本注入位置が
中央と周辺とで交互に変更される。
【００３２】
　また例として、中央ポートが基本注入位置である場合、周辺ポートに対する中央ポート
の流量の除算は同一である必要はない。たとえば中央ポートが基本注入位置である場合、
ある割合の全体流が中央ポートに供給されて残りは周辺ポートに供給され、かつ、切り換
え後、周辺ポートが基本注入位置で残りが中央である場合、異なる割合の（つまり中央が
基本注入位置であるときの中央に対する割合とは異なる）全体流が利用されて良い。現在
の好適形態によると、流れの大部分（全体の流れの９０又は９５％以上）は所与の時間に
基本的に利用されるポートへ向かって案内され、かつ、基本ではないポートを介する流れ
は、単純に逆流を防止するのに十分である。ここで（複数の）基本ポートは中央から周辺
又は端部に切り換えられる。
【００３３】
　他の変化型によると、周辺ポートからの増大する流れは、中央からの流れが中断（又は
全体の流れの２０％以下、より好適には全体の流れの１０％以下、かつさらにより好適に
は全体の流れの５％以下の小さな値に低下）される前に始まって良い。この変化型では、
流れが第１期間中に中央ポートを介して注入された後、第２期間中にその流れは周辺ポー
トへ向けて増大する。しかしこの増大は、中央流の中断（又は小さな値への低下）前に起
こる。周辺ポートへ向かう流れが増大した後、中央ポートへ向かう流れは中断又は小さな
値に低下する。同様に流れを中央ポートへ再び切り換えるとき、流れは中央ポートで増大
し、その後周辺からの流れは中断又は小さな値に低下する。よってこの変化型では、流れ
が基本的に中央又は周辺からのいずれかである交互に変更する期間と共に、両方の位置か
ら増大する流れ（高流量）の重なり期間が存在し得る。それに加えて流れは本願の実施例
では上昇しても下降しても良く、あるいは、流れは単数又は複数の階段状で変化しても良
い。
【００３４】
　気体流が中央ポートと端部ポートとの間で交互に変更され得るが、大抵のプラズマシス
テムでは、ノズル自体の上の堆積を防止するため、両方／すべてのノズルを介する最小の
流れが存在しなければならない。あるプラズマシステムでは、最小の４０～５０ｓｃｃｍ
の不活性気体が、逆拡散と堆積を防止するのに流れる必要がある。これは、基本注入に用
いられていないポートへ不活性気体のみの流れを供することによって実現されて良く、あ
るいは、ドーパント気体の流れは気体混合物中での全体流の相対的に小さな割合であるた
め、同一の気体混合物は、中央ポートと周辺ポートの両方を介して案内されて良いが、ど
ちらが基本注入位置として用いられるのかを交互に変更することによって実現されて良い
。
【００３５】
　前述したように、図１は側壁を貫通して延びる端部又は周辺ポートを表しているが、端
部での気体注入器はその代わりに、チャンバ周辺のガスリング、又は、下方のチャンバ屋
根／窓付近のウエハ端部に対向する注入器、又は、内部注入器（ガスリング又は同様の構
造物）であって良い。それに加えて周辺ポートは様々な半径方向位置に供されて良い。バ
フル板又はスクリーンが、ウエハとプラズマ源／注入器の間に設けられて良く、あるいは
、流れの場をさらに変更する切り替え装置と結合されて良い。
【００３６】
　図４は、本発明によるプロセスの例の全体的なフロー図を表している。工程Ｓ２００で
示されているように、プラズマ処理システムには壁の条件設定又は調節が施される。この
工程は一般的に、新しいプロセスチャンバについて、又は、チャンバが洗浄若しくは保守
点検された後にのみ利用される。さもなければこの工程は一般的には実行される必要がな
い。工程Ｓ２１０では、プラズマドーピングプロセスが、たとえば表された例ではドーパ
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ント気体としてＡｓＨ３を用い、かつ、不活性気体としてＨｅを用いることによって実行
される。上述したように、他のドーパント気体（たとえばＰＨ３）又は不活性気体（たと
えばアルゴン）が用いられても良い。このプロセス中、流れは、基本的に中央注入ポート
からの流れから基本的に周辺ポートからの流れに繰り返し切り換え、すなわち交互に変更
される。工程Ｓ２１０の一部は図５と図６に関連して以降で詳述される。
【００３７】
　ドーピング後、ドーピングされた基板を安定化及び活性化させるためにアニーリング工
程が実行される。現在のところアニーリングは、アニーリング専用の別個のチャンバ内で
実行される。しかし必要な場合には、たとえばマイクロ波を基板へ結合することによって
、プラズマドーピングプロセスが実行された同一チャンバ内でアニーリングを実行するこ
とも可能である。
【００３８】
　好適アニーリングによると、アニーリングは二段階で起こる。第１の低温アニーリング
が第１温度で実行される。その後第２の高温アニーリングが、第１温度よりも高い第２温
度で実行される。第１アニーリングは基本的に安定化のためであり、かつ、ドーパントと
シリコン基板のシリコンとの混合すなわち混晶化を促進する。低温アニーリングはまた、
高温アニーリング中にドーパントが除去されるのを防止（又は緩和）するのにも有利であ
る。高温アニーリングは、ドーパントがシリコンと共に電気的に活性な状態になるように
エネルギーを供する。アニーリングは、たとえば第１工程と第２工程の各々は約３～１０
秒間で実行されるような急速アニーリングであることが好ましい。また例として、第１ア
ニーリングの温度は約６５０～８５０℃であって良い。第２アニーリングの温度はたとえ
ば約９００～１１００℃－たとえば約１０５０℃－であって良い。
【００３９】
　本発明の有利な特徴の一によると、特に残りのプロセス工程と併用してドーピング中に
気体供給を切り換えすなわち交互に変更することによって、ドーピングの良好な飽和及び
均一性が、基板表面上にドーパント種のクラスタを過剰に生成することなく実現され得る
。前述したように、ドーパント種のクラスタは揮発性であり得るため、アニーリング中に
容易に除去され得る。従って他のプロセスは通常、アニーリング中に被ドーピング層（た
とえばシリコン酸化物層）を保持するように被ドーピング層上に追加の層を付与すること
を必要とする。しかし本発明によると、ドーピング完了後に他の保護層又は「キャップ」
層の追加は必要とされない（ドーピング用の気体混合物の流れの完了又は中断後、追加層
の堆積－たとえば追加シリコン又はシリコン酸化物層－は必要ない）。
【００４０】
　図５と図６を参照すると、図４の工程Ｓ２１０で起こるプロセスの部分工程すなわち一
部が記載されている。最初に、プラズマプロセスは、プラズマの衝突又は生成によって開
始される。このとき気体流は、基本的に中央ポートから案内される流れから基本的に中央
ポートから案内される流れに交互に変更される。流れの切り換えすなわち交互の繰り返し
以外には、プロセス条件はプロセスを通して同じままであって良い。例として、ウエハの
温度は約１００℃～２００℃に維持されて良い。圧力はたとえば約１５０～２３０ｍＴｏ
ｒｒであって良い。しかし圧力はこの範囲以外であっても良い。切り換え期間すなわち切
り換えの間での所与の期間は、好適には約０．５～１０秒で、より好適には約２～１０秒
で、かつ、さらにより好適には約２～５秒であって良い。しかし切り換え期間は変化して
良く、かつ、本発明の利点は、はるかに遅い切り換え速度－たとえば１５～３０秒－でも
実現され得る。好適にはマイクロ波又は表面波プラズマが利用される。過剰なイオンエネ
ルギーは望ましくない。なぜなら過剰なイオンエネルギーは、基板構造への損傷を生じさ
せるか、あるいは、意図しないイオンを過剰にシリコン表面へ侵入させてしまうためであ
る。しかし基板表面をアモルファス化又はランダム化するのに十分なイオンエネルギーは
必要である（後述）。好適にはＲＦエネルギーバイアスもまた、下側電極又は基板支持体
へ印加される。マイクロ波エネルギーがプラズマの衝突と維持に利用され、かつ、下側電
極へＲＦバイアスが印加される本発明の装置は、過剰なイオンエネルギーなしで、十分な
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イオンとイオンエネルギーを供する。例として、マイクロ波電力は１ｋＷ～１０ｋＷで好
適には３ｋＷ～５ｋＷであって良いが、他の電力レベルが用いられても良い。アンテナで
の電力レベルは例として、平面ラジアルラインスロットアンテナでは１Ｗ／ｃｍ２～１０
Ｗ／ｃｍ２であって良い。ＲＦ電力はたとえば１００～７５０Ｗであって良い。しかし他
の電力レベルが用いられも良く、かつ、下側電極又は基板支持体へのＲＦバイアス電力供
給を省略することも可能である。基板支持体へのＲＦ電力はたとえば１３．５６ＭＨｚで
あって良いが、他の周波数が用いられても良い。プラズマを生成する周波数はたとえば８
００ＭＨｚ～１０ＧＨｚであっても良い。
【００４１】
　ドーピングされるべき基板表面をアモルファス化又はランダム化するため、初期段階に
では十分なイオンのプラズマが必要とされる。これは、図５の工程Ｓ２１２で表され、か
つ、図６のアモルファス化部分Ｓ２１２にも表されている。これはたとえばプロセスの最
初の１～２秒間で起こる。ここでプラズマからのイオンは、基板の表面及びその上に生成
された構造（表されているのはフィン構造）に衝突する。ヘリウムイオン（又はアルゴン
のような他の不活性気体のイオン）は基本的にアモルファス化を生じさせる。なぜならド
ーパントイオンが相対的に少なく、そのためにそれ自身によって表面をアモルファス化す
るには十分ではないためである。
【００４２】
　工程Ｓ２１３（図５及び図６）に示されているように、表面をアモルファス化した後、
ドーパント種もまた表面上に堆積され始める間に、表面への照射と表面の酸化が起こる（
たとえばプロセス開始後約３～１０秒まで）。図６では、暗いすなわち黒塗りのドットは
シリコン又は酸素原子を表し、かつ、白いすなわち白抜きのドットはドーパント原子を表
す。この工程Ｓ２１３では、シリコンと酸素もまた、基板上に小さな層を生成することで
、最上部の表面上にＳｉ－Ｏｘ又はＳｉ－Ｏｘ－Ｄ（Ｄはドーパント）層を生成する。こ
の最上層は、多数の利点を供することができる。前記多数の利点には以下の（１）と（２
）が含まれる。（１）ドーパントは隣接してこの最上層を蓄積しようとするので、この最
上層は、この最上層の直下にドーパントの中間層を生成することを促進する。よって最上
層はドーパントが基板から離脱することとドーパントが基板内へあまりに深く侵入するこ
との両方を防止する。（２）特にドーパントのクラスタ化が本発明によって抑制又は回避
されるので、この最上層は、アニーリング中にドーパントの昇華を防止するのに十分とな
り得る。上述したように、一部のプロセスは、ドーピング後であってアニーリング中にド
ーパントが離脱するのを防止するために追加のキャップ層を供する。本発明の利点のうち
の一によると、係る追加のキャップ層が生成される必要はない。当然のこととして、必要
な場合には、本発明は追加のキャップ層を使用しながら実施されても良い。しかし本発明
は、ドーピング後の追加層なしで実施されて良く、かつ、ドーピング中に生成される小さ
な最上層は、アニーリング中（最上層の除去中）にドーパントを保護するのに十分である
。酸素が酸化用の酸素源を供するように気体混合物と共に導入され得るが、既存のチャン
バ部品（又はチャンバ部品／材料の選択）が、たとえばチャンバ部品表面上のイットリウ
ム酸化物コーティング及び／又はチャンバ内のシリカ部品（シリコン源ともなり得る）か
ら上述した十分な酸素源を供して良い。
【００４３】
　工程Ｓ２１４では、堆積されるドーパント量が増大するが、飽和しないままであり、か
つ、ドーパントの堆積は、工程Ｓ２１５で表面が飽和するまで、略プロセスの残りにわた
って増大し続ける。図６で表されているように、ドーパントの量が増大するので、ドーパ
ントの堆積は、プラズマから直接ドーパント種を堆積することによってのみならず、トレ
ンチ底部からフィン構造の壁までで起こる再堆積からも起こる。
【００４４】
　ドーパントが基板表面上で飽和した後、ドーピングプロセスは完了する。全体のプロセ
スは略３０～６０秒間で起こり、より典型的には略４０～６０秒にわたって起こる。その
後基板は、好適には前述した二段階アニーリングによってアニーリングされる。
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【００４５】
　本発明は、ＦｉｎＦＥＴデバイスのドーピングにおいて特に有利となり得る。しかし本
発明は他の用途にも適用され得る。たとえば本発明は、垂直ＮＡＮＤフラッシュメモリ構
造とＣＭＯＳイメージセンサのドーピング、又は、エルビウムドーピングにも用いられて
良い。よって本発明は、平面ではなく基板に対して垂直又は平行な幾何学構造を有しない
様々なデバイス又は構造で用いられて良い。これらの構造の例には、イメージセンサ、隆
起した円筒構造を備えるフォトニックデバイス、シリコンナノワイヤ、又はリセスを有す
るゲート構造が含まれる。
【００４６】
　前述の記載から明らかなように、本発明は基板をドーピングするための有利な方法及び
装置を供する。変化型が添付の請求項の技術的範囲内で実施可能であるので、本発明は本
願で具体的に説明された実施形態以外の実施形態で実施可能であることに留意して欲しい
。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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