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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反応チャンバにおいて基板表面に膜を堆積する方法であって、
　（ａ）第１反応物が前記基板表面に吸着可能な条件下で、前記反応チャンバに前記第１
反応物を導入すること、
　（ｂ）前記第１反応物が前記基板表面に吸着されている間に、前記反応チャンバに第２
反応物を導入すること、
　（ｃ）前記第１反応物と前記第２反応物との間の反応を前記基板表面にもたらして、前
記膜の一部を形成するために、前記基板表面をプラズマに曝露すること、
　（ｄ）（ａ）～（ｃ）を少なくとも１回繰返すこと、
　（ｅ）（ａ）～（ｄ）の間には導入されないドーパント含有材料を、該ドーパント含有
材料が前記膜の被曝露面と接触可能な条件下で、前記反応チャンバに導入すること、
　（ｆ）前記ドーパント含有材料から前記膜にドーパントを導入すること
　を備える、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法は更に、（ｇ）（ｅ）又は（ｆ）の後に（ａ）～（ｃ）を繰返す
ことを備える、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法は更に、（ｇ）（ａ）～（ｅ）を繰返すことを備える、方法。
【請求項４】
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　請求項１に記載の方法において、（ａ）～（ｃ）の間に堆積される膜の厚さは、約０．
５～１オングストロームである、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法は更に、前記膜が存在する前記基板表面の形体に、前記膜からの
前記ドーパントを拡散させることを更に含む、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、前記膜から前記ドーパントを拡散させることは、前記
膜をアニールすることを含む、方法。
【請求項７】
　請求項５に記載の方法において、前記膜は、前記基板表面の三次元の形体上に存在し、
前記膜から前記ドーパントを拡散させることで、前記形体に前記ドーパントをコンフォー
マルに拡散させる、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記形体の幅は、約４０ナノメートル以下である、方
法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法において、更に、前記基板表面をプラズマに曝露する前に、前記
反応チャンバから前記第２反応物をパージすることを備える、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、前記パージすることは、酸化体を含むガスを、前記反
応チャンバに流入させることを含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、前記第１反応物および前記第２反応物は、前記反応チ
ャンバ内において気相で共存し、前記第１反応物および前記第２反応物は、（ｃ）でプラ
ズマに曝露されるまで、前記反応チャンバ内において互いに反応しない、方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法において、前記ドーパントを前記膜に導入することは、前記ドー
パント含有材料をプラズマに曝露することを含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法において、前記第１反応物は、酸化剤である方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法において、前記酸化剤は、亜酸化窒素である、方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法において、前記第２反応物は、
　アルキルアミノシラン（ＳｉＨｘ（ＮＲ２）４－ｘ）、（式中ｘ=１～３、Ｒは、アル
キル基を含む）、及び
　ハロシラン（ＳｉＨｘＹ４－ｘ）、（式中ｘ=１～３、Ｙは、Ｃｌ、Ｂｒ、及びＩを含
む）
　から成る群から選択される、方法。
【請求項１６】
　前記第２反応物は、ＢＴＢＡＳである、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１に記載の方法において、前記ドーパント含有材料は、ホスフィン、アルシン、
アルキルボラン、アルキルガラン、アルキルホスフィン、ハロゲン化リン、ハロゲン化ヒ
素、ハロゲン化ガリウム、ハロゲン化ホウ素、アルキルボラン、及びジボランから成る群
から選択される、方法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の方法において、前記膜は、誘電体膜である、方法。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法において、総膜厚は、約１０～１００オングストロームである、
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方法。
【請求項２０】
　請求項１に記載の方法において、前記膜におけるドーパント濃度は、約０．０１～１０
重量％である、方法。
【請求項２１】
　請求項１に記載の方法において、さらに、
　フォトレジストを前記基板表面に塗布すること、
　前記フォトレジストを光にさらすこと、
　前記レジストをパターニングし、前記基板表面に前記パターンを転写すること、
　前記基板表面から前記フォトレジストを選択的に除去すること、
　を備える方法。
【請求項２２】
　反応チャンバにおいて基板表面に誘電体膜を堆積する方法であって、
　（ａ）酸化体が前記基板表面に吸着可能な条件下で、前記反応チャンバに前記酸化体を
流入させること、
　（ｂ）前記酸化体が、前記反応チャンバに流入し続けている間に、誘電性前駆体を前記
反応チャンバに導入すること、
　（ｃ）前記基板表面での前記誘電性前駆体と酸化体との反応をもたらして、前記誘電体
膜の一部を形成するために、前記基板表面をプラズマに曝露すること、
　（ｄ）（ａ）～（ｃ）の間には導入されないドーパント含有材料を、前記ドーパント含
有材料が前記誘電体膜の被曝露面と接触可能な条件下で、前記反応チャンバに導入するこ
と、
　（ｅ）前記ドーパント含有材料からドーパントを、前記誘電体膜に取込ませること
　を含む方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法において、前記誘電性前駆体は、ＢＴＢＡＳである、方法。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の方法において、さらに、前記誘電体膜からドーパントを基板に拡散
させることを備える、方法。
【請求項２５】
　請求項２２に記載の方法において、操作（ａ）～（ｃ）は繰返される、方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の方法において、（ａ）が最初に実行されるときには、前記酸化体は
、酸素対窒素を第１比率で含有し、（ａ）が繰返されるときには、前記酸化体は、酸素対
窒素を、前記第１比率よりも小さい第２比率で含有する、方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法において、前記酸化体は、（ａ）が最初に実行されるときには
、酸素元素を含み、前記酸化体は、（ａ）が繰返されるときには、亜酸化窒素を含む、方
法。
【請求項２８】
　請求項２５に記載の方法において、前記基板は、（ｃ）が最初に実行されるときには、
第１温度であり、前記基板は、（ｃ）が繰返されるときには、前記第１温度より高い第２
温度である、方法。
【請求項２９】
　請求項２２に記載の方法において、さらに、（ａ）の前に、前記基板表面を前記ドーパ
ント含有材料と接触させることを備える、方法。
【請求項３０】
　反応チャンバにおいて基板表面に誘電体膜を堆積する方法であって、
　（ａ）誘電性前駆体が前記基板表面に吸着可能な条件下で、前記反応チャンバに前記誘
電性前駆体を導入すること、
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　（ｂ）その後、前記誘電性前駆体が前記基板表面に吸着された状態のままで、前記反応
チャンバから前記誘電性前駆体をパージすること、
　（ｃ）前記基板表面における前記誘電性前駆体の反応をもたらして、前記誘電体膜の一
部を形成するために、前記基板表面をプラズマに曝露すること、
　（ｄ）（ａ）～（ｃ）の間には導入されないドーパント前駆体を、前記ドーパント前駆
体が前記誘電体膜の一部と接触可能な条件下で、前記反応チャンバに導入すること
　を備える方法。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の方法において、さらに、（ａ）～（ｃ）の前及び間に、酸化体を前
記反応チャンバに流入させることを備える、方法。
【請求項３２】
　請求項３０に記載の方法において、さらに、（ｅ）ドーパントを前記誘電体膜に導入す
るために、前記ドーパント前駆体を反応させることを備える、方法。
【請求項３３】
　ドープ膜を基板表面に堆積するための装置であって、
　前記ドープ膜の堆積中、前記基板を保持するデバイスを含む反応チャンバと、
　前記反応チャンバに結合されている１又は複数の処理ガス入口、
　コントローラであって、
　　（ａ）第１反応物が前記基板表面に吸着可能な条件下で、前記反応チャンバに前記第
１反応物を導入すること、
　　（ｂ）前記第１反応物が前記基板表面に吸着されている間に、第２反応物を前記反応
チャンバに導入すること、
　　（ｃ）前記第１反応物と前記第２反応物との間の反応を前記基板表面でもたらして、
前記ドープ膜の一部を形成するために、前記基板表面をプラズマに曝露する、
　　（ｄ）（ａ）～（ｃ）を少なくとも１回繰返すこと；
　　（ｅ）（ａ）～（ｄ）の間には導入されないドーパント含有材料を、前記ドーパント
含有材料が前記ドープ膜の被曝露面と接触可能な条件下で、前記反応チャンバに導入する
こと、
　　（ｆ）前記ドーパント含有材料から前記ドープ膜にドーパントを導入すること
を前記装置に実行させるよう設計又は構成されているコントローラ
　を備える装置。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の装置において、前記コントローラは、さらに、前記装置が、（ａ）
～（ｄ）の前及び間に酸化体を前記反応チャンバに流入させるように設計又は構成されて
いる、装置。
【請求項３５】
　請求項３３に記載の装置において、前記コントローラは、さらに、（ｇ）（ｅ）又は（
ｆ）の後に（ａ）～（ｃ）を繰返させるように設計又は構成されている、装置。
【請求項３６】
　請求項３３に記載の装置において、前記コントローラは、さらに、（ｇ）前記ドープ膜
から前記ドーパントを、前記ドープ膜が存在する前記基板表面の形体に取り込ませるよう
に設計又は構成されている、装置。
【請求項３７】
　請求項３６に記載の装置において、前記ドープ膜から前記ドーパントを取り込ませるこ
とは、前記ドープ膜をアニールすることを含む、装置。
【請求項３８】
　請求項３３に記載の装置において、前記コントローラは、さらに、前記基板表面をプラ
ズマに曝露する前に、前記第２反応物を前記反応チャンバからパージさせるように設計又
は構成されている、装置。
【請求項３９】
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　請求項３８に記載の装置において、前記パージは、酸化体を含むガスを、前記反応チャ
ンバに流入させることを含む、装置。
【請求項４０】
　請求項３３に記載の装置において、前記コントローラは、さらに、（ｅ）が、（ａ）～
（ｄ）の１回又は複数回繰返す間の間隔で実行されるように、設計又は構成され、前記間
隔は、前記ドープ膜を堆積する期間に亘り、変化する、装置。
【請求項４１】
　請求項３３に記載の前記装置とステッパを含むシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、２０１０年４月１５日に出願された米国仮特許出願第６１／３２４，７１０号
、２０１０年８月１０日に出願された米国仮特許出願第６１／３７２，３６７号、２０１
０年９月１日に出願された米国仮特許出願第６１／３７９，０８１号、２０１０年９月２
９日に出願された米国仮特許出願第６１／４１７，８０７号の利益を主張する、２０１１
年４月１１日に出願された米国特許出願第１３／０８４，３９９号の継続出願として、３
５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．１２０の下に優先権を主張するものである。各上記特許出願は、その全
てがあらゆる目的で、本明細書に参照により組込まれる。また、本出願は、２０１１年４
月１１日に出願された米国特許出願第１３／０８４，３０５号の継続出願でもあり、その
全てがあらゆる目的で本明細書に参照により組込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　様々な半導体装置用薄膜層は、原子層堆積（ａｔｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ：ＡＬＤ）工程で堆積されることができる。しかしながら、既存のＡＬＤ工程は
、高コンフォーマル誘電体膜を堆積するのに適さないことがある。
【発明の概要】
【０００３】
　本明細書に開示される様々な態様は、膜を基板表面に堆積するための方法及び装置に関
する。ある実施形態では、方法は、膜を１又は複数サイクルの反応物の吸着及び反応を通
して成長させる、表面で起こる反応（ｓｕｒｆａｃｅ　ｍｅｄｉａｔｅｄ　ｒｅａｃｔｉ
ｏｎ）によって膜を堆積することを含む。一態様では、方法は、吸着及び反応のサイクル
間に、ドーパント種を膜に間欠的に供給することを特徴とする。ある時点で、ドーパント
種は、基板表面を越えて基板のドープ領域に打込まれることができる。
【０００４】
　一態様では、開示された方法は、反応チャンバにおいて基板表面に膜を堆積させる。こ
の方法は、以下の操作によって特徴付けられる。（ａ）第１反応物が基板表面に吸着可能
な条件下で、第１反応物を反応チャンバに導入すること、（ｂ）第１反応物が基板表面に
吸着されている間に、第２反応物を反応チャンバに導入すること、（ｃ）第１反応物と第
２反応物との間の反応を基板表面にもたらし、膜の一部を形成するために、基板表面をプ
ラズマに曝露すること、（ｄ）（ａ）～（ｃ）を少なくとも１回繰返すこと、（ｅ）（ａ
）～（ｄ）の間には導入されないドーパント含有材料を、当該ドーパント含有材料が膜の
被曝露面と接触可能な条件下で、反応チャンバに導入すること、及び（ｆ）ドーパント含
有材料から膜にドーパントを導入すること。ドーパントの膜への導入は、ドーパント含有
材料をプラズマに曝露することを伴うことができる。
【０００５】
　様々な実装では、方法は、膜から、膜が存在する基板表面のフィーチャー（特徴）に、
ドーパントを打込むことを更に含む。膜からドーパントを打込むことは、膜をアニールす
ることによって実現されることができる。用途によっては、膜は、基板表面の三次元の形
体上に存在し、膜からドーパントを打込むことで、形体にドーパントをコンフォーマルに
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拡散させる。特定の用途では、形体の幅は、約４０ナノメートル以下である。
【０００６】
　ある実装では、膜は誘電体膜である。場合によっては、総膜厚は、約１０～１００オン
グストロームである。様々な実施形態では、膜におけるドーパント濃度は、約０．０１～
１０重量％である。
【０００７】
　ある実施形態では、この態様の方法は、（ｅ）又は（ｆ）の後に（ａ）～（ｃ）を繰返
すことを更に含む。ある実施形態では、この態様の方法は、（ａ）～（ｅ）を繰返すこと
を更に含む。実装によっては、（ａ）～（ｃ）中に堆積される膜の量は、約０．５～１オ
ングストロームである。
【０００８】
　ある実施形態では、方法は、基板表面をプラズマに曝露する前に、反応チャンバから第
２反応物をパージすることを更に含む。パージすることは、酸化体を含むガスを、反応チ
ャンバに流入することによって実現されることができる。実装によっては、第１反応物と
第２反応物は、反応チャンバ内で気相で共存し、第１反応物と第２反応物は、（ｃ）でプ
ラズマに曝露されるまで、反応チャンバ内で互いにはっきりとは反応しない。
【０００９】
　ある実施形態では、第１反応物は、酸化剤、例えば亜酸化窒素である。ある実施形態で
は、第２反応物は、（ｉ）アルキルアミノシラン（ＳｉＨｘ（ＮＲ２）４－ｘ）、（式中
ｘ=１～３、Ｒは、アルキル基を含む）、又は（ｉｉ）ハロシラン（ＳｉＨｘＹ４－ｘ）
、（式中ｘ=１～３、Ｙは、Ｃｌ、Ｂｒ、及びＩを含む）等の誘電性前駆体である。特定
の実施形態では、第２反応物は、ＢＴＢＡＳである。ある実施形態では、ドーパント含有
材料は、ホスフィン、アルシン、アルキルボラン、アルキルガラン、アルキルホスフィン
、ハロゲン化リン、ハロゲン化ヒ素、ハロゲン化ガリウム、ハロゲン化ホウ素、アルキル
ボラン、又はジボランである。
【００１０】
　別の態様では、開示された方法は、反応チャンバにおいて誘電体膜を基板表面に堆積す
る。この方法は、以下の操作によって特徴付けられる。（ａ）第１反応物が基板表面に吸
着可能な条件下で、酸化体を反応チャンバに流入すること、（ｂ）酸化体が反応チャンバ
に流入し続けている間に、誘電性前駆体を反応チャンバに導入すること（ｃ）基板表面で
の誘電性前駆体と酸化体との反応をもたらして、誘電体膜の一部を形成するために、基板
表面をプラズマに曝露すること、（ｄ）（ａ）～（ｃ）の間には導入されないドーパント
含有材料を、当該ドーパント含有材料が膜の被曝露面と接触可能な条件下で、反応チャン
バに導入すること、及び（ｅ）ドーパント含有材料からのドーパントを、誘電体膜に取込
ませること。一実装では、誘電性前駆体は、ＢＴＢＡＳ、又は前の態様で特定されたよう
な別の前駆体である。
【００１１】
　更に、方法は、操作（ａ）～（ｃ）が１回又は複数回繰返される必要があるかも知れな
い。特定の実施例では、（ａ）が最初に実行されるときには、酸化体は、酸素対窒素を第
１比率で含有するが、（ａ）が次に実行されるときには、酸化体は、酸素対窒素を、第２
比率で含有する。第２比率は、第１比率よりも低い。例えば、酸化体は、（ａ）が最初に
実行されるときには、酸素元素を含有することができるが、（ａ）が繰返されるときには
、亜酸化窒素を含むことができる。実施形態によっては、基板は、（ｃ）が最初に実行さ
れるときには、第１温度とし、基板は、（ｃ）が繰返されるときには、第１温度より高い
第２温度とする。
【００１２】
　場合によっては、方法は、ドーパントを誘電体膜から基板に打込むことを更に含む。実
施形態によっては、方法は、（ａ）の前に、基板表面をドーパント含有材料と接触させる
ことを更に含む。
【００１３】
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　別の態様では、開示された方法は、以下の操作によって特徴付けられる。（ａ）誘電性
前駆体を、該前駆体が基板表面に吸着可能な条件下で、反応チャンバに導入すること、（
ｂ）その後、前駆体が基板表面に吸着された状態のままで、反応チャンバから誘電性前駆
体をパージすること、（ｃ）基板表面の誘電性前駆体の反応を駆動して、誘電体膜の一部
を形成するために、基板表面をプラズマに曝露すること、及び（ｄ）（ａ）～（ｃ）の間
には導入されないドーパント前駆体を、当該ドーパント前駆体が誘電体膜の一部と接触可
能な条件下で、反応チャンバに導入することにより、反応チャンバにおいて基板表面に誘
電体膜を堆積する。実装によっては、方法は、（ａ）～（ｃ）の前及び間に、酸化体を反
応チャンバに流入することを更に含む。場合によっては、方法は、ドーパントを膜に取込
むために、ドーパント前駆体を反応させることを更に伴う。
【００１４】
　また別の態様は、基板表面にドープ膜を堆積するための装置に関する。この装置は以下
の特徴により特徴付けられる。ドープ誘電体膜の堆積中、基板を保持するデバイスを含む
反応チャンバ、反応チャンバと結合された１つ又は複数の処理ガス入口、及びコントロー
ラ。コントローラは、この装置に以下の操作を実行させるように設計又は構成される。（
ａ）第１反応物が基板表面に吸着可能な条件下で、第１反応物を反応チャンバに導入する
こと、（ｂ）第１反応物が基板表面に吸着されている間に、第２反応物を反応チャンバに
導入すること、（ｃ）第１反応物と第２反応物との間の反応を基板表面にもたらして、膜
の一部を形成するために、基板表面をプラズマに曝露すること、（ｄ）（ａ）～（ｃ）を
少なくとも１回繰返すこと、（ｅ）（ａ）～（ｄ）の間には導入されないドーパント含有
材料を、当該ドーパント含有材料が膜の被曝露面と接触可能な条件下で、反応チャンバに
導入すること、及び（ｆ）ドーパント含有材料から膜にドーパントを導入することコント
ローラは、他の態様に従い言及されたような他の方法を直接実行するように、設計又は構
成されることができる。
【００１５】
　ある実施形態では、コントローラは、上記装置が、（ａ）～（ｄ）の前及び間に酸化体
を反応チャンバに流入させるように、更に設計又は構成される。ある実施形態では、コン
トローラは、（ｅ）又は（ｆ）の後に（ａ）～（ｃ）を繰返させるように更に設計又は構
成される。ある実施形態では、コントローラは、膜が存在する基板表面のフィーチャー（
特徴）に膜からドーパントを打込ませるように、更に設計又は構成される。膜からドーパ
ントを打込むことは、膜をアニールすることによって実現されることができる。実装によ
っては、コントローラは、（ｅ）が、（ａ）～（ｄ）を１回又は複数回繰返す間に間隔を
置いて実行されるように、更に設計又は構成され、該間隔は、膜を堆積する間に亘り、変
化する。
【００１６】
　様々な実装では、コントローラは、基板表面をプラズマに曝露する前に、第２反応物を
反応チャンバからパージさせるように、更に設計又は構成される。一実施例では、パージ
は、酸化体を含むガスを、コントローラの指示の下で、反応チャンバに流入することによ
って実現される。
【００１７】
　これら及び他の特徴について、関連する図面を参照して、以下で更に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本開示の実施形態による例示的なコンフォーマル膜堆積（ＣＦＤ）工程に関する
タイムチャートを図式的に示している。
【図２】本開示の実施形態による別の例示的なＣＦＤ工程に関するタイムチャートを図式
的に示している。
【図３】本開示の実施形態による、別の例示的なＣＦＤ工程に関するタイムチャートを図
式的に示している。
【図４】本開示の実施形態によるプラズマ処理を含む例示的なＣＦＤ工程に関するタイム
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チャートを図式的に示している。
【図５】本開示の実施形態により堆積された膜に関するウエットエッチレート比と堆積温
度との例示的な相関関係を示している。
【図６】本開示の実施形態により堆積された膜に関するウエットエッチレート比と膜応力
との例示的な相関関係を示している。
【図７】本開示の実施形態により堆積された膜に関する汚染物質濃度と堆積温度との例示
的な相関関係を示している。
【図８】複数のギャップを含む非平面基板の例示的な断面を図式的に示している。
【図９】本開示の実施形態によるＰＥＣＶＤ工程への移行を含む例示的なＣＦＤ工程に関
するタイムチャートを図式的に示している。
【図１０】キーホールボイドを含むギャップ充填部の例示的な断面を図式的に示している
。
【図１１】本開示の実施形態による原位置エッチングを含む例示的なＣＦＤ工程に関する
タイムチャートを図式的に示している。
【図１２Ａ】食い込みギャップ充填部プロファイルの例示的な断面を図式的に示している
。
【図１２Ｂ】本開示の実施形態による原位置エッチング工程中の、図１２Ａの食い込みギ
ャップ充填部プロファイルの例示的な断面を図式的に示している。
【図１２Ｃ】本開示の実施形態による原位置エッチング後の堆積工程中の、図１２Ｂの食
い込みギャップ充填部プロファイルの例示的な断面を図式的に示している。
【図１３】本開示の実施形態による例示的な処理ステーションを図式的に示している。
【図１４】本開示の実施形態による複数の処理ステーションとコントローラを含む例示的
な処理ツールを図式的に示している。
【図１５】本開示の実施形態による原位置エッチングを含むＣＦＤ工程中の、シリコン貫
通ビアの例示的な断面図を図式的に示している。
【図１６】立体的なゲート構造を有するトランジスタを示しており、該トランジスタでは
、ソースとドレインが、従来のイオン注入技術ではドープし難い薄い縦型構造で形成され
ている。
【図１７】基本的なＣＦＤの操作順序を、ｘ軸に沿って左から右に時間を進めて示してい
る。
【図１８】ドーパントが下地基板との界面に堆積され、その後、ＣＦＤサイクル間にドー
パントの供給が組入れられ、任意に、アンドープ保護「キャッピング」層で覆われたもの
を、ＣＦＤ酸化膜とすることができる、実施形態について表している。
【図１９】ドーパントが下地基板との界面に堆積され、その後、ＣＦＤサイクル間にドー
パントの供給が組入れられ、任意に、アンドープ保護「キャッピング」層で覆われたもの
を、ＣＦＤ酸化膜とすることができる、実施形態について表している。
【図２０】ＣＦＤのＢＳＧ／ＰＳＧ膜を合成するのに使用される、典型的な堆積ブロック
を示している。
【図２１】ＣＦＤ膜に関する段差被覆性が、緻密で分離した構造に関して～１００％にな
ると計算されたことを示している。
【図２２】ＳＩＭＳデータが、ＣＦＤ膜における平均ホウ素濃度が、ホウ素を約０．５～
３．５重量％とする範囲で調整可能であると示すことを、表している。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　通常、半導体デバイスの製造は、集積作製工程で非平面基板に１又は複数の薄膜の堆積
を伴う。集積工程の態様によっては、基板トポグラフィに一致する薄膜を堆積することが
、有用な場合がある。例えば、窒化シリコン膜が、低濃度ソース領域及び低濃度ドレイン
領域を、次のイオン注入工程から保護するためのスペーサ層として機能するように、隆起
したゲートスタックの上面に堆積されることがある。
【００２０】
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　スペーサ層堆積工程では、化学気相堆積（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ：ＣＶＤ）工程が、非平面基板上に窒化シリコン膜を形成するのに使用され、
次に、この膜が、スペーサ構造を形成するために異方性エッチングされることがある。し
かしながら、ゲートスタック間の距離が減少すると、ＣＶＤ気相反応の物質移動限界（ｍ
ａｓｓ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎ）が、「ブレッドローフィング（ｂ
ｒｅａｄ－ｌｏａｆｉｎｇ）」堆積作用を発生させる虞がある。かかる作用により、通常
、ゲートスタックの上面では堆積が厚くなり、ゲートスタックの両下隅では堆積が薄くな
る。更に、ダイによっては、デバイス密度が異なる領域を有するものがあるため、ウエハ
表面全体に亘る大量輸送作用の結果、ダイ内及びウエハ内で膜厚のバラツキが生じること
がある。こうした膜厚のバラツキの結果、オーバーエッチングとなる領域や、アンダーエ
ッチングとなる領域が生じることがある。これにより、デバイスの性能及び／又はダイの
歩留まりが低下する可能性がある。
【００２１】
　これらの問題を解決する手段には、原子層堆積（ａｔｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ：ＡＬＤ）を伴うものがある。熱的に活性化された気相反応が、膜を堆積す
るために使用されるＣＶＤ工程とは対照的に、ＡＬＤ工程は、層ごとに膜を堆積するため
に表面で起こる堆積反応を使用する。ＡＬＤ工程の一例では、表面活性部分の集合を含む
、基板表面は、第１膜前駆体（Ｐ１）の気相流通に曝露される。Ｐ１の分子の中には、基
板表面に凝縮相を形成し、Ｐ１の化学吸着種及び物理吸着分子を含むものもある。その後
、反応器は、気相と物理吸着されたＰ１を除去するために、真空排気され、その結果化学
吸着種のみが残る。その後、第２膜前駆体（Ｐ２）が、反応器に導入され、その結果Ｐ２
分子の一部が基板に吸着する。反応器は、未結合Ｐ２を除去するために、再び真空排気さ
れることができる。次に、基板に提供される熱エネルギは、Ｐ１及びＰ２の吸着分子間の
表面反応を活性化し、膜層を形成する。最後に、反応器は、反応副産物、場合により未反
応Ｐ１及びＰ２を除去するために、真空排気され、ＡＬＤサイクルを終了する。膜厚を厚
くするために、更なるＡＬＤサイクルを含むことができる。
【００２２】
　前駆体のドーシングステップの曝露時間及び前駆体の付着係数に応じて、各ＡＬＤサイ
クルは、一実施例では、０．５～３オングストロームの厚さで膜層を堆積できる。従って
、ＡＬＤ工程は、厚さ数ナノメートルを超える膜を堆積する場合には、時間がかかる可能
性がある。更に、前駆体によっては、コンフォーマル膜を堆積するのに、曝露時間が長い
ものもあり、ウエハのスループット時間を低下させる虞もある。
【００２３】
　また、コンフォーマル膜は、平面基板上に堆積され得る。例えば、リソグラフィのパタ
ーンを塗布するための反射防止層が、膜の種類を交互にした平面スタックから形成される
ことがある。かかる反射防止層の厚さは、約１００～１０００オングストロームとなるこ
とがあり、ＡＬＤ工程をＣＶＤ工程より魅力的でないものにしている。しかしながら、か
かる反射防止層はまた、多くのＣＶＤ工程が提供するより、ウエハ内厚のバラツキに対す
る耐性が低いこともある。例えば、厚さ６００オングストロームの反射防止層は、３オン
グストローム未満の厚さ範囲に耐えられる。
【００２４】
　従って、様々な実施形態が、本明細書で提供され、非平面基板及び平面基板上にプラズ
マ活性化によるコンフォーマル膜堆積（ｃｏｎｆｏｒｍａｌ　ｆｉｌｍ　ｄｅｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ：ＣＦＤ）のための工程及び装置を提供する。これらの実施形態は、全部でなく一
部のＣＦＤ工程で用いられる様々な特徴を包含している。これらの特徴には、（１）一方
又は両方の反応物を反応チャンバから「掃引（ｓｗｅｅｐ）」するために必要な時間を無
くす、又は短縮すること、（２）異なる反応物を断続的に反応チャンバに流入しながら、
少なくとも一方の反応物の連続流を提供すること、（３）全ての反応物が反応チャンバか
ら取除かれるときでなく、一方の反応物が気相で存在する間に、プラズマを着火すること
、（４）膜特性を改質するためにプラズマで堆積されたＣＦＤ膜を処理すること、（５）
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ＣＦＤによって膜の第１部分を堆積した後に、通常同一反応チャンバ内で、ＰＥＣＶＤに
よって膜の一部を堆積すること、（６）ＣＦＤ段階間で、部分的に堆積された膜をエッチ
ングすること、（７）ドーパント供給サイクルを、膜のみを堆積するサイクル間に組入れ
ることによってＣＦＤ膜をドープすること、がある。勿論、このリストは完全なものでは
ない。様々な他のＣＦＤの特徴については、本明細書の以下の部分を検討すれば、明らか
になるであろう。
【００２５】
　ＣＦＤ「サイクル」の概念は、本明細書の様々な実施形態の記述に関連している。一般
的に、１サイクルは、表面堆積反応を１回実行するのに必要な最小操作セットである。１
サイクルの結果、基板表面に少なくとも部分的な膜層を生成する。通常、ＣＦＤサイクル
は、各反応物を基板表面に供給及び吸着し、その後これらの吸着された反応物を反応させ
て、部分的な膜層を形成するのに必要なこれらのステップのみを含む。勿論、該サイクル
は、反応物又は副産物の１つを掃引する、及び／又は堆積する際に部分的な膜を処理する
等の一定の補助的ステップを含むことができる。一般的に、１サイクルには、１回の一意
な操作順序のみを含む。一例として、１サイクルは、以下の操作を含むことができる。（
ｉ）反応物Ａを供給／吸着すること、（ｉｉ）反応物Ｂを供給／吸着すること、（ｉｉｉ
）反応チャンバからＢを掃引すること、（ｉｖ）プラズマを印加して、Ａ及びＢの表面反
応を駆動し、部分的な膜層を表面に形成すること。
【００２６】
　次に、上記７つの特徴について更に記述する。以下の説明では、更に一または複数の種
類の反応物を、基板表面に吸着させ、その後反応させて、プラズマとの相互作用によって
表面に膜を形成するＣＦＤ反応について、考察する。
【００２７】
　特徴１（反応物の連続流）－従来のＡＬＤで反応物が通常流れないときに、ＣＦＤサイ
クルの一部又は複数部分で、反応物Ａが反応チャンバに流れ続ける。従来のＡＬＤでは、
反応物Ａは、基板表面に反応物を吸着させる目的のために流れる。ＡＬＤサイクルの他の
段階では、反応物Ａは流れない。しかしながら、本明細書に記載された、あるＣＦＤ実施
形態によれば、反応物Ａは、反応物Ａの吸着と関連する段階中だけでなく、反応物Ａの吸
着以外の操作を行うＣＦＤサイクルの段階中にも流れる。例えば、多くの実施形態では、
反応物Ａは、装置が第２反応物（本明細書では、反応物Ｂ）をドーシングしている間にも
反応器へ流入する。従って、少なくとも一部のＣＦＤサイクル中、反応物Ａと反応物Ｂが
、気相で共存する。また、反応物Ａは、基板表面で反応を駆動するためにプラズマが印加
される間、流れることができる。連続的に流れる反応物は、キャリアガス例えば、アルゴ
ンと共に反応チャンバに供給されてもよいことに留意されたい。
【００２８】
　連続流の実施形態に関する一利点は、流れを確立することで、流れのオンオフに関連す
る流れの一時的な初期化や安定化で生じる遅延や流れの変動を回避できる点である。
【００２９】
　具体的な例として、酸化膜は、主反応物（「固形成分」前駆体と呼ばれることがある、
又はこの例では、単に「反応物Ｂ」と呼ばれる）を使用して、コンフォーマル膜堆積工程
によって、堆積されることができる。ビス（ｔｅｒｔ－ブチルアミノ）シラン（ＢＴＢＡ
Ｓ）は、そうした主反応物の１つである。この例では、酸化物堆積工程は、酸素又は亜酸
化窒素等の酸化体の供給を伴い、この酸化体は、個別の曝露段階において主反応物を供給
中に初めから連続的に流れる。また、酸化体は、個別のプラズマ曝露段階中も、流れ続け
る。例えば、図１で示した順序を参照されたい。ちなみに、従来のＡＬＤ工程では、酸化
体の流れは、固形成分前駆体が反応器に供給される際に、停止する。例えば、反応物Ｂが
供給されると、反応物Ａの流れは、停止する。
【００３０】
　特定の実施例によっては、連続して流れる反応物は、「補助」反応物である。本明細書
で使用されるように、「補助」反応物は、主反応物ではない任意の反応物である。上記で
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示唆されたように、主反応物は、室温で固体である元素を含有し、該元素は、ＣＦＤによ
る成膜に役立てられる。かかる元素の例としては、金属（例えば、アルミニウム及びチタ
ニウム）、半導体（例えば、シリコン及びゲルマニウム）、及び非金属又は半金属（例え
ば、ホウ素）がある。補助反応物の例としては、酸素、オゾン、水素、一酸化炭素、亜酸
化窒素、アンモニア、アルキルアミン等が挙げられる。
【００３１】
　連続的に流れる反応物は、一定の流量で、又は変動するが制御された流量で提供されて
もよい。後者の場合、一例として、補助反応物の流量は、曝露段階中に、第１反応物が供
給されると、低減されてもよい。例えば、酸化物を堆積する際に、酸化体（例えば、酸素
又は亜酸化窒素）は、全堆積シーケンス中連続的に流れるが、その流量は、第１反応物（
例えば、ＢＴＢＡＳ）が供給されると、低減されることができる。これにより、ドーシン
グ中、ＢＴＢＡＳの分圧が増大され、その結果、基板表面を飽和状態にするのに必要な曝
露時間を短縮できる。プラズマを着火する直前に、プラズマ曝露段階中にＢＴＢＡＳが存
在する可能性を低くするために、酸化体の流れが増大されてもよい。実施形態によっては
、連続的に流れる反応物は、２以上の堆積サイクルに亘り変動流量で流れる。例えば、反
応物は、第１ＣＦＤサイクル中は第１流量で、第２ＣＦＤサイクル中は第２流量で流れる
ことができる。
【００３２】
　複数の反応物が用いられ、且つこの反応物の１つの流れが連続する場合、この反応物の
少なくとも２つは、一部のＣＦＤサイクル中、気相で共存する。同様に、第１反応物を供
給後にパージステップが全く実行されない場合、２反応物は共存することになる。そのた
めに、活性化エネルギを付加しない限り、気相で互いにはっきりと反応しない反応物を採
用することが、重要かも知れない。通常、反応物は、基板表面に存在し、プラズマに曝露
されるまで、又は別の適当な非熱活性化状態に曝されるまで反応すべきではない。かかる
反応物を選択するにあたり、少なくとも（１）所望する反応に関する熱力学的な好感度（
ギブスの自由エネルギー０）、及び（２）所望する堆積温度で無視できる程度の反応を得
るのに十分大きくする必要がある、反応のための活性化エネルギについて、検討を行う。
【００３３】
　特徴２（掃引ステップを短縮又は排除する）－ある実施形態では、従来のＡＬＤで通常
実行される掃引ステップに関連する時間を省く、又は短縮する。従来のＡＬＤでは、別々
の掃引ステップは、各反応物が基板表面に供給され、吸着された後に、実行される。吸着
又は反応は、従来のＡＬＤ掃引ステップでは、殆ど又は全く起こらない。ＣＦＤサイクル
では、少なくとも１種類の反応物が供給された後の掃引ステップは、短縮又は排除される
。掃引ステップが除去された工程順の例が、図１に示されている。反応チャンバから反応
物Ａを掃引するために、掃引ステップが実行されることはない。場合によっては、ＣＦＤ
サイクルにおいて第１反応物の供給後に掃引ステップは全く実行されないが、第２又は最
終供給反応物の供給後に、任意で掃引ステップが実行される。
【００３４】
　ＣＦＤ「掃引」ステップ又は段階の概念は、本明細書の様々な実施形態に関する記述に
現れる。一般的に、掃引段階は、気相反応物の１つを、反応チャンバから除去又はパージ
し、通常、かかる反応物の供給が終了した後にのみ発生する。即ち、当該反応物は、掃引
段階中、もはや反応チャンバには供給されない。しかしながら、反応物は、掃引段階中、
基板表面に吸着されたまま残存している。通常、掃引は、反応物が基板表面に所望するレ
ベルに吸着された後に、反応チャンバ内にある気相反応物を除去する役目を果たす。また
、掃引段階では、吸着が弱い種（例えば、特定の前駆体リガンド又は反応副産物）を基板
表面から除去することもできる。ＡＬＤでは、掃引段階は、２反応物の又は１反応物の、
表面反応のための熱、プラズマ又は他の駆動力との気相における相互作用を防止するのに
必要であると考えられてきた。一般に、本明細書で指定されない限り、掃引段階は、（ｉ
）反応チャンバを真空排気すること、及び／又は（ｉｉ）掃引対象の種を含有しない気体
を、反応チャンバを通して流すことによって、実現できる。（ｉｉ）の場合には、かかる
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気体は、例えば、不活性ガス、又は連続的に流れる補助反応物等の補助反応物とすること
ができる。
【００３５】
　他方の反応物の連続流の有無に関わらず、掃引段階の排除を実現できる。図１に表され
た実施形態では、反応物Ａは、基板表面への吸着が完了した後に、掃出されず、むしろ流
れ続ける（図面の参照番号１３０で示す）。
【００３６】
　２種類以上の反応物が用いられる様々な実施形態では、掃引ステップが排除又は短縮さ
れる反応物は、補助反応物である。一例として、補助反応物は、酸化体又は窒素ソースで
あり、第１反応物は、シリコン、ホウ素、又はゲルマニウム含有前駆体である。勿論、主
反応物の掃引も、短縮又は排除できる。幾つかの実施例では、補助反応物の供給後に、掃
引ステップは全く実行されず、主反応物の供給後に、掃引ステップは任意に実行される。
【００３７】
　前述したように、掃引段階は、完全に排除される必要はないが、従来のＡＬＤ工程の掃
引段階と比べて単に期間を短縮する必要がある。例えば、ＣＦＤサイクル中の補助反応物
等反応物の掃引段階は、約０．２秒間以下、例えば、約０．００１～０．１秒間実行され
てもよい。
【００３８】
　特徴３（反応物の１つが気相で存在している間に、プラズマを着火すること）この特徴
では、全反応物が反応チャンバから取除かれる前に、プラズマが着火される。これは、従
来のＡＬＤとは異なり、プラズマ活性化又は他の反応駆動操作が、気相反応物が反応チャ
ンバにもう存在しなくなった後にのみ提供される。この特徴は、図１に表した通り、反応
物ＡがＣＦＤサイクルのプラズマ部分中に連続して流れる場合に、必ず発生する点に注意
されたい。しかしながら、開示される実施形態は、この方法に限定されない。１種類又は
複数種類の反応物は、ＣＦＤサイクルのプラズマ段階中流れることができるが、ＣＦＤサ
イクル中連続して流れる必要はない。更に、プラズマ活性化中気相で存在する反応物は、
主反応物又は補助反応物とすることができる（２種類以上の反応物がＣＦＤサイクルで用
いられる場合）。
【００３９】
　例えば、順序は、（ｉ）反応物Ａを導入すること、（ｉｉ）Ａをパージすること、（ｉ
ｉｉ）反応物Ｂを導入し、Ｂが流れている間にプラズマを当てること、及び（ｉｖ）パー
ジすること、となる。かかる実施形態では、工程は、気相からプラズマ活性化反応種を用
いる。これは、ＣＦＤが連続的なステップの順序に制約されない一般的な例である。
【００４０】
　活性化プラズマが、固形成分前駆体（第１反応物）が反応器に供給される時間中、提供
される場合、段差被覆性が、よりコンフォーマルでなくなる可能性があるが、堆積速度は
通常速くなる。しかしながら、プラズマ活性化が１補助反応物供給中のみに行われる場合
、必ずしもそうとは限らない。プラズマは、気相補助成分を活性化して、より反応し易く
でき、その結果、コンフォーマル膜堆積反応における反応性を高められる。ある実施形態
では、この特徴は、酸化物、窒化物、又は炭化物等のシリコン含有膜を堆積する際に、用
いられる。
【００４１】
　特徴４（堆積されたＣＦＤ膜のプラズマ処理）これらの実施形態では、プラズマは、コ
ンフォーマル膜堆積工程において２つ以上の役割を果たすことができる。役割の１つは、
各ＣＦＤサイクル中に、成膜反応を活性化又は駆動することである。他の役割は、１回又
は複数回のＣＦＤサイクルに続いて、ＣＦＤ膜が部分的又は完全に堆積された後に、膜を
処理することである。プラズマ処理は、１つ又は複数の膜特性を改質することを意図して
行われる。通常、必ずしもではないが、プラズマ処理段階は、成膜反応を活性化する（即
ち、成膜反応を駆動すること）ために用いられる条件とは異なる条件下で、行われる。一
例として、プラズマ処理は、還元環境又は酸化環境の下で（例えば、水素又は酸素の存在
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下で）実行されてもよいが、これは、ＣＦＤサイクルの活性化部分中にそうする必要はな
い。
【００４２】
　プラズマ処理の操作は、ＣＦＤ工程のサイクル毎、１サイクルおきに、又はある程度低
頻度で実行されてもよい。処理は、一定数のＣＦＤサイクルと関係する規則的な間隔で実
行される、又は可変的に（例えば、異なるＣＦＤサイクル間隔で）又はランダムでも、実
行されることができる。典型的な実施例では、膜堆積は、数ＣＦＤサイクルに亘り、適切
な膜厚に達するまで実行され、その後にプラズマ処理が用いられる。その後、膜堆積が再
び数ＣＦＤサイクルに亘りプラズマ処理なしに実行された後、プラズマ処理が再び実行さ
れる。こうした、Ｘ回の　ＣＦＤサイクルに続いて、プラズマ処理（膜改質）が行われる
特別な順序（ｓｕｐｅｒ－ｓｅｑｕｅｎｃｅ）は、ＣＦＤによって完全に成膜されるまで
繰返されることができる。
【００４３】
　ある実施形態では、プラズマ処理は、ＣＦＤサイクルを開始する前に、ＣＦＤ膜が堆積
される表面の１つ又は複数の特性を改質するために、実行されることができる。様々な実
施形態では、表面は、シリコン（ドープ又はアンドープの）又はシリコン含有材料製であ
る。改質表面は、次に堆積されるＣＦＤ膜との高質な界面をより良好に作成できる可能性
がある。界面は、例えば、良好な接着性、例えば欠陥低減等を通じた信頼性の高い電気特
性を提供することができる。
【００４４】
　ＣＦＤ前の基板の前処理は、いかなる特定のプラズマ処理にも限定されない。ある実施
形態では、前処理は、水素プラズマ、窒素プラズマ、窒素／水素プラズマ、アンモニアプ
ラズマ、アルゴンプラズマ、ヘリウムプラズマへの曝露、ヘリウムアニール、水素アニー
ル、アンモニアアニール、及びヘリウム、水素、アルゴン、窒素、水素／窒素フォーミン
グガス、及び／又はアンモニアの存在下の紫外線硬化を伴う。プラズマ処理は、マイクロ
波、ＩＣＰリモート、ダイレクトプラズマ発生装置及び当業者に既知の他のプラズマ発生
装置を含むが、これらに限定されない様々なプラズマ発生装置で可能である。
【００４５】
　全体的に、この処理は、ＣＦＤサイクル前、中、後に行うことができる。ＣＦＤサイク
ル中に行う場合、処理の頻度は、適切な堆積条件に対して選択されることができる。通常
、処理は、１サイクル当たり１回以上は行わない。
【００４６】
　一例として、若干炭素が存在する前駆体からシリコン窒化物を生成する工程について検
討する。かかる前駆体の例としては、ＢＴＢＡＳが挙げられる。前駆体に存在する炭素の
結果として、堆積されたままの窒化膜は、若干炭素不純物を含んでおり、該不純物は、窒
化物の電気特性を低下させることがある。この問題を解決するのに、炭素含有前駆体で数
ＣＦＤサイクルを行った後に、部分的に堆積された膜は、炭素不純物を減少及び最終的に
除去するために、プラズマの存在下で水素に曝露される。
【００４７】
　膜表面を改質するのに用いられるプラズマ条件は、膜の特性及び／又は組成に関して所
望する変化を齎すように選択されることができる。所望する改質のために選択できる及び
／又は調整できるプラズマ条件の中には、酸化条件、還元条件、エッチング条件、プラズ
マを発生するのに使用される電力、プラズマを発生させるのに使用される周波数、プラズ
マを発生させる２種類以上の周波数の使用、プラズマ密度、プラズマと基板との間の距離
等がある。プラズマ処理で改質できるＣＦＤ膜特性の例としては、膜内応力、エッチング
耐性、密度、硬度、光学特性（屈折率、反射率、光学密度等）、誘電率、炭素含有量、電
気特性（フラットバンド電圧の広がり（Ｖｆｂ　ｓｐｒｅａｄ）等）等が挙げられる。
【００４８】
　実施形態によって、プラズマ処理以外の処理が、堆積されたままの膜の特性を改質する
ために用いられる。かかる処理としては、電磁放射処理、熱処理（例えば、アニール、高
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温パルス）等が挙げられる。これらの処理のいずれも、単独、又はプラズマ処理を含む、
別の処理と組合せて実行されることができる。かかる処理は何れも、上記プラズマ処理の
何れかの代りに採用可能である。特定の実施形態では、処理は、膜を紫外線に曝露するこ
とを伴う。後述するように、特定の実施形態では、この方法は、紫外線をＣＦＤ酸化膜に
原位置で（即ち、成膜中）又は酸化物の堆積後に、照射することを伴う。かかる処理は、
欠陥構造を減少又は排除するのに役立つと共に、電気的性能を向上させるのにも役立つ。
【００４９】
　ある特定の実施形態では、紫外線処理は、プラズマ処理と結び付けられる。これらの２
操作は、同時に又は連続して実行可能である。連続して実行するオプションでは、任意で
、紫外線操作が最初に行われる。同時に実行するオプションでは、２処理は、別々のソー
ス（例えば、プラズマ用ＲＦ電源及び紫外線用ランプ）から、又は副産物として紫外線を
生成するヘリウムプラズマ等の単独ソースから提供されることができる。
【００５０】
　特徴５（ＣＦＤによって堆積し、その後ＰＥＣＶＤに移行する）かかる実施形態では、
完成された膜は、ＣＦＤによって一部が、またＰＥＣＶＤ等のＣＶＤ工程によって一部が
生成されている。通常、堆積工程のＣＦＤ部分が先に実行され、ＰＥＣＶＤ部分が２番目
に実行されるが、必ずしもそうする必要はない。ＣＦＤ工程とＣＶＤ工程を混合すること
で、段差被覆性を、ＣＶＤ単独で見られる段差被覆性より向上でき、更に、堆積速度を、
ＣＦＤ単独で見られる堆積速度より向上できる。場合によっては、寄生的なＣＶＤ操作を
作成して、それにより堆積速度を速くし、異なる種類（ｃｌａｓｓ）の膜を獲得する等の
ために、プラズマ又は他の活性化が、１つのＣＦＤ反応物が流れている間に、適用される
。
【００５１】
　ある実施形態では、２つ以上のＣＦＤ段階が用いられる、及び／又は２つ以上のＣＶＤ
段階が用いられる。例えば、膜の最初の部分は、ＣＦＤによって堆積され、次に膜の中間
部分がＣＶＤによって堆積され、膜の最終部分がＣＦＤによって堆積されることができる
。かかる実施形態では、ＣＦＤによって膜の後半部分を堆積する前に、同様にプラズマ処
理又はエッチングによって、膜のＣＶＤ部分を改質するのが望ましいかも知れない。
【００５２】
　移行段階が、ＣＦＤ段階とＣＶＤ段階との間で用いられてもよい。かかる移行段階中に
用いられる条件は、ＣＦＤ又はＣＶＤ段階のどちらかで用いられたものとは異なる。通常
、必ずしもそうではないが、その条件により、ＣＦＤ表面反応と、ＣＶＤ型の気相反応が
同時に可能になる。移行段階は、通常、プラズマへの曝露を伴い、該プラズマは、例えば
、パルス状であってもよい。更に、移行段階は、低流量で、即ち工程の対応するＣＦＤ段
階で用いられる流量より大幅に少量で、１種類又は複数種類の反応物を供給することを伴
うことができる。
【００５３】
　特徴６（ＣＦＤにより堆積し、エッチングし、その後更にＣＦＤにより堆積する）かか
る実施形態では、ＣＦＤ堆積が、１又は複数サイクル（通常、数回のサイクル）実行され
、その後、得られた膜は、例えば、凹入部（カスプ）に、又は付近にある若干の余分な膜
を除去するために、エッチングされ、次に、ＣＦＤ堆積の更なるサイクルが行われる。堆
積膜における他の構造的な形体の例でも、同様な方法でエッチングされ得る。この工程用
に選択されるエッチャントは、エッチングされる材料によって異なる。場合によっては、
エッチング操作は、フッ素含有エッチャント（例えば、ＮＦ３）又は水素で、実行されて
もよい。
【００５４】
　ある実施形態では、リモートプラズマが、エッチャントを生成するのに用いられる。一
般に、リモートプラズマは、ダイレクトプラズマより等方的にエッチングする。リモート
プラズマは、一般的に、比較的高い分率でラジカルを基板に提供する。これらのラジカル
の反応性は、凹部内での垂直位置によって異なることがある。この形体の上部では、ラジ
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カルが、より集中し、その結果高速でエッチングする一方で、更に凹部を下方に降り、底
部では、一部のラジカルが失われるため、低速でエッチングする。これは、勿論、凹部開
口部で堆積し過ぎるという問題を解決するための望ましい反応プロファイルである。エッ
チングの際にリモートプラズマを使用する更なる利点は、プラズマが比較的弱いため、基
板層を破損する虞がない点である。これは、下地基板層が酸化し易い又は他の損傷を受け
易い場合に、特に有益なことがある。
【００５５】
　特徴７（膜組成を更なる反応物で調整すること）本明細書で示す実施例の多くは、１又
は２種類の反応物を用いるＣＦＤ工程に関する。更に、実施例の多くは、全てのＣＦＤサ
イクルに同じ反応物を用いる。しかしながら、必ずしもそうする必要はない。まず、多く
のＣＦＤ工程は、３種類以上の反応物を用いてもよい。例としては、（ｉ）ＣＦＤの反応
物として使用するタングステンに、ジボラン、六フッ化タングステン、及び水素、及び（
ｉｉ）ＣＦＤの反応物として使用する酸化シリコンに、ジボランＢＴＢＡＳ、及び酸素が
挙げられる。ジボランは、成長する膜から除去されることができる、又は適切な場合には
、膜に取込むことができる。
【００５６】
　更に、実施例の中には、ごく一部のＣＦＤサイクルで更なる反応物を用いるものもある
。基本的なＣＦＤ工程サイクルでは、基材膜組成物（例えば、酸化シリコン又は炭化シリ
コン）を作成するために、そうした反応物だけを用いる。この基本的な工程は、全て又は
殆ど全てのＣＦＤサイクルで実行される。しかしながら、一部のＣＦＤサイクルは、変形
サイクルとして実行され、通常の堆積サイクルの条件から逸脱する。例えば、変形サイク
ルは、１つ又は複数の更なる反応物を用いることがある。また、これらの変形サイクルは
、必ずしもそうする必要はないが、基本的なＣＦＤ工程で用いられるのと同じ反応物を用
いることもできる。
【００５７】
　かかるＣＦＤ工程は、ＣＦＤ膜として、ドープ酸化物又は他のドープ物質を用意する際
に特に有益である。実装によっては、ドーパント前駆体は、「更なる」反応物として、極
僅かなＣＦＤサイクルのみに含まれる。ドーパントを添加する頻度は、ドーパントの所望
する濃度によって決定される。　例えば、ドーパント前駆体は、１０基材堆積サイクル毎
に含まれてもよい。
【００５８】
　特に熱活性化を必要とする他の多くの堆積工程とは異なり、ＣＦＤ工程は、比較的低温
で行われることができる。一般的に、ＣＦＤ温度は、約２０～４００℃である。かかる温
度は、フォトレジストコア上の堆積等、温度に敏感な工程状況における堆積を可能にする
よう、選択されることができる。特定の実施形態では、約２０～１００℃の温度が、ダブ
ルパターニングを（例えば、フォトレジストコアを使用して）塗布するのに使用される。
別の実施形態では、約２００～３５０℃の温度が、メモリ作製処理に用いられる。
【００５９】
　以上示唆されたように、ＣＦＤは、先進テクノロジノードにおける膜の堆積によく適し
ている。従って、例えば、ＣＦＤ処理は、３２ｎｍノード、２２ｎｍノード、１６ｎｍノ
ード、１１ｎｍノード、及びこれらの内の何れか以降で、工程が統一されてもよい。これ
らのノードは、長年に亘るマイクロエレクトロニクス技術要件に関する業界のコンセンサ
スである、国際半導体技術ロードマップ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ　Ｒｏａｄｍａｐ　ｆｏｒ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ：ＩＴＲＳ）に記載さ
れている。一般的に、ノードは、メモリセルのハーフピッチを基準にしている。特定の実
施例では、ＣＦＤ処理は、「２Ｘ」デバイス（２０～２９ｎｍ領域のデバイス形体を有す
る）に適用される。
【００６０】
　本明細書に記載したＣＦＤ膜の殆どの実施例は、シリコンベースのマイクロエレクトロ
ニクスデバイスに関するものだが、膜は、他の分野でも適用が見られる。ＧａＡｓや他の
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するマイクロエレクトロニクス又はオプトエレクトロニクス半導体は、本明細書に開示さ
れるＣＦＤ工程を使用することから利益を得られる。光起電デバイス等太陽エネルギ分野
において、エレクトロクロミック分野及び他の分野において、コンフォーマル誘電体膜の
適用が、可能である。
【００６１】
　図１は、プラズマ活性化されるＣＦＤ工程の例示的な実施形態に関するタイミングチャ
ート１００を概略的に示している。２回の完全なＣＦＤサイクルが表されている。図示さ
れたように、各サイクルは、反応物Ａに曝露する段階１２０Ａまたは１２０Ｂ、直ぐに続
いて反応物Ｂに曝露する段階１４０Ａまたは１４０Ｂ、反応物Ｂを掃引する段階１６０Ａ
または１６０Ｂ、及び最終的にプラズマ活性化段階１８０Ａまたは１８０Ｂを含む。プラ
ズマ活性化段階１８０Ａ及び１８０Ｂ中に提供されるプラズマエネルギは、表面に吸着さ
れた反応種ＡとＢとの間の反応を活性化する。図示された実施形態では、一方の反応物（
反応物Ａ）が供給された後には、全く掃引段階が実行されない。実際に、この反応物は、
膜堆積工程中連続して流れる。従って、反応物Ａが気相で存在する間に、プラズマが着火
される。上記特徴１～３は、図１の実施例で具現化されている。
【００６２】
　図示された実施形態では、反応ガスＡ及びＢは気相で、反応することなく、共存できる
。よって、ＡＬＤ工程で説明された工程ステップの１つ又は複数が、この例示的なＣＦＤ
工程では、短縮又は排除されることができる。例えば、Ａ曝露段階１２０Ａ及び１２０Ｂ
後の掃引ステップが、排除されることができる。
【００６３】
　ＣＦＤ工程は、多数の異なる種類の膜の何れかを堆積するのに用いられる。本明細書で
示された実施例の殆どは、誘電体材料に関するが、開示されたＣＦＤ工程は、導電材料及
び半導体材料の膜を形成するのに用いられてもよい。窒化物及び酸化物は、取上げた誘電
体材料であるが、炭化物、酸窒化物、炭素ドープ酸化物、ホウ化物等も生成されることが
できる。酸化物は、アンドープシリカガラス（ｕｎｄｏｐｅｄ　ｓｉｌｉｃａｔｅ　ｇｌ
ａｓｓ：ＵＳＧ）、ドープシリカガラスを含む広範囲の材料を含む。ドープガラスの例と
しては、ホウ素ドープシリカガラス（ｂｏｒｏｎ　ｄｏｐｅｄ　ｓｉｌｉｃａｔｅ　ｇｌ
ａｓｓ：ＢＳＧ）、リンドープシリカガラス（ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　ｄｏｐｅｄ　ｓｉ
ｌｉｃａｔｅ　ｇｌａｓｓ：ＰＳＧ）、及びボロンリンドープシリカガラス（ｂｏｒｏｎ
　ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　ｄｏｐｅｄ　ｓｉｌｉｃａｔｅ　ｇｌａｓｓ：ＢＰＳＧ）が、
挙げられる。
【００６４】
　実施形態によっては、窒化シリコン膜は、シリコン含有反応物と１つ又は複数の窒素含
有反応物及び／又は窒素含有反応物混合物との反応によって、形成されることができる。
シリコン含有反応物の例としては、ビス（ターシャリーブチルアミノ）シラン（ＳｉＨ２

（ＮＨＣ（ＣＨ３）３）２又はＢＴＢＡＳ）、ジクロロシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）、及び
クロロシラン（ＳｉＨ３Ｃｌ）が挙げられるが、これらに限定されない。窒素含有反応物
の例としては、アンモニア、窒素、及びｔｅｒｔ－ブチルアミン（（ＣＨ３）３ＣＮＨ２

又はｔ－ブチルアミン）が挙げられるが、これらに限定されない。窒素含有反応物混合物
の例としては、窒素と水素の混合物が挙げられるが、これに限定されない。
【００６５】
　１種類又は複数種類の反応物の選択は、様々な膜及び／又はハードウェアを検討して、
行われてもよい。例えば、実施形態によっては、窒化シリコン膜は、ジクロロシランとプ
ラズマ活性化窒素の反応から形成されることができる。ジクロロシランの窒化シリコン表
面への化学吸着は、シリコン－水素終端表面を作成し、塩化水素（ＨＣｌ）を放出できる
。この化学吸着反応の実施例は、反応式１で図式的に表される。
【００６６】
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【化１】

【００６７】
　反応式１に示された環式中間体は、その後、プラズマ活性化窒素との反応によって、シ
リコンアミン終端表面に変成されることができる。
【００６８】
　しかしながら、ジクロロシランの分子の中には、別のメカニズムで化学吸着するものも
ある。例えば、表面モホロジが、反応式１で表された環式中間体の構成を妨げる場合があ
る。別の化学吸着メカニズムの実施例については、反応式２に図式的に示される。
【００６９】

【化２】

【００７０】
　次の窒素プラズマ活性化中、反応式２に示された残留中間種の塩素原子は、放出される
ことができ、プラズマにより活性化されることができる。これにより、窒化シリコン表面
をエッチングでき、窒化シリコン膜を粗面化又は白濁化（ｈａｚｙ）する可能性もある。
更に、残留塩素原子は、再吸着し、堆積膜を、物理的及び／又は化学的に、汚染する可能
性があるかも知れない。この汚染は、窒化シリコン膜の物理特性及び／又は電気特性を変
えてしまう虞がある。更にまた、活性化された塩素原子は、処理ステーションのハードウ
ェアの一部に対してエッチング損傷を引起すかも知れず、処理ステーションの一部の耐用
年数を短くする虞がある。
【００７１】
　従って、実施形態によっては、クロロシランがジクロロシランの代りに用いられてもよ
い。そうすることで、膜汚染、膜損傷、及び／又は処理ステーションの損傷を軽減できる
。クロロシランの化学吸着に関する実施例は、反応式３で図式的に示される。
【００７２】
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【化３】

【００７３】
　反応式３で表された実施例では、クロロシランをシリコン含有反応物として使用するが
、当然ながら、任意の適当なモノ置換ハロシランが使用されることもできる。
【００７４】
　以上説明したように、図示された中間構造体は、窒化シリコンのシリコンアミン終端表
面を形成するために、窒素ソースと反応できる。例えば、アンモニアは、プラズマによっ
て活性化され、様々なアンモニアのラジカル種を生成することができる。ラジカル種は、
中間体と反応し、シリコンアミン終端表面を形成する。
【００７５】
　しかしながら、アンモニアは、反応物供給ラインの表面、処理ステーション、及び排気
配管に強力に物理吸着するため、パージ及び真空排気時間が延びる可能性がある。更に、
アンモニアは、一部の気相シリコン含有反応物との反応性が高いことがある。例えば、ジ
クロロシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２）とアンモニアの気相混合物は、ジアミノシラン（ＳｉＨ

２（ＮＨ２）２）等の不安定種を生成する可能性がある。かかる種は、気相で分解し、小
粒子の核を形成することがある。また、小粒子は、アンモニアが、ハロシランの化学吸着
中に生成される塩化水素と反応した場合、形成されることもある。かかる粒子が、処理ス
テーションに蓄積して、基板表面を汚染することがあると、集積デバイスの不具合に繋が
る虞があり、また処理ステーションのハードウェアを汚染することがあると、ツールのダ
ウンタイムやクリーニングに繋がる虞がある。また、小粒子が排気配管に蓄積する可能性
もあり、ポンプや送風機を詰まらせる可能性や、特別な環境排気用スクラバ及び／又はコ
ールドトラップの必要性が出て来る可能性もある。
【００７６】
　従って、実施形態によっては、置換アミンが、窒素含有反応物として使用されてもよい
。例えば、ｔ－ブチルアミン等のアルキル置換アミンをプラズマ活性化して生成された様
々なラジカルが、処理ステーションに供給されてもよい。ｔ－ブチルアミン等の置換アミ
ンは、処理ハードウェアへの付着係数がアンモニアより低い可能性があり、その結果、比
較的物理吸着率を低くでき、比較的処理パージ時間も短くできる。
【００７７】
　更に、かかる窒素含有反応物は、塩化アンモニウムより比較的揮発性の高いハロゲン化
塩を生成できる。例えば、塩化テトラブチルアンモニウム（ｔ－ｂｕｔｙｌａｍｍｏｎｉ
ｕｍ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ）は、塩化アンモニウムより揮発性が高いことがある。そのため
、ツールのダウンタイム、デバイスの欠陥形成、及び環境問題緩和費用を低減することが
できる。
【００７８】
　更にまた、かかる窒素含有反応物は、様々な副産物反応によって、他のアミン前駆体を
生成できる。例えば、ｔ－ブチルアミンとジクロロシランとの反応は、ＢＴＢＡＳを生成
できる。従って、副生物で、窒化シリコンを生成するよう、代替ルートを提供して、膜の
歩留まりを向上することができる。別の実施例では、置換アミンは、窒化シリコン膜に対
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して低温で熱活性化されるルートを提供できる。例えば、ｔ－ブチルアミンは、３００℃
超の温度で、熱分解して、イソブチレンとアンモニアを生成する。
【００７９】
　上記提供された説明目的の実施例では、ｔ－ブチルアミンを使用した窒化シリコン膜の
形成について記載しているが、当然ながら任意の適当な置換アミンが、本開示の範囲内で
用いられてもよい。適当な置換アミンは、実施形態によっては、反応物の熱力学的特性及
び／又は反応特性に基づいて、選択されてもよい。例えば、反応物から生成されるハロゲ
ン化塩の相対的な揮発性が、関連する温度によって様々な熱分解経路が存在し、選択でき
るので、考慮されてもよい。
【００８０】
　更に、上記提供された実施例では、窒化シリコン膜の堆積について記載しているが、当
然ながら、上述した原理は、一般的に、他の膜の堆積にも適用できる。例えば、実施形態
によっては、酸化シリコンを堆積するために、適当なハロシランを酸素プラズマ等の適当
な酸素含有反応種と組合せて使用できる。
【００８１】
　反応物、製品膜、及び膜特性及び処理特性範囲の非限定的なリストが、表１に提供され
る。
【００８２】
【表１】
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【００８３】
　また、図１は、様々なＣＦＤ処理パラメータに関する、時間経過に伴う例示的なＣＦＤ
工程段階の実施形態についても示している。図１では、例示的な２堆積サイクル１１０Ａ
及び１１０Ｂについて表しているが、当然ながら、所望する膜厚を堆積するのに、任意の
適当な回数の堆積サイクルが、ＣＦＤ工程に含まれてもよい。例示的なＣＦＤ処理パラメ
ータとしては、不活性種及び反応種に関する流量、プラズマ出力及び周波数、基板温度、
及び処理ステーションの圧力が挙げられるが、これらに限定されない。ＢＴＢＡＳ及び酸
素を使用する例示的な二酸化シリコン堆積サイクルに関する、非限定的なパラメータ範囲
が、表２に提供される。
【００８４】
【表２】

【００８５】
　ＣＦＤサイクルは、通常、各反応物の曝露段階を含む。この「曝露段階」中、基板表面
に反応物を吸着させるために、反応物が処理チャンバに供給される。通常、曝露段階の始
めには、基板表面には、明らかな量の反応物は吸着されない。図１では、反応物Ａの曝露
段階１２０Ａ及びＢで、反応物Ａが、制御流量で、処理ステーションに供給され、基板の
曝露面を飽和状態にする。反応物Ａは、任意の適当な堆積反応物とされてもよい；例えば
、主反応物又は補助反応物。ＣＦＤが二酸化シリコン膜を製造する一実施例では、反応物
Ａを、酸素としてもよい。図１で示された実施形態では、反応物Ａは、堆積サイクル１１
０Ａ及び１１０Ｂを通して連続的に流れる。気相反応を防止するために、膜前駆体の曝露
が別々に行われる通常のＡＬＤ工程とは異なり、反応物Ａ及びＢは、ＣＦＤ工程の幾つか
の実施形態では、気相で混合可能である。上述したように、実施形態によっては、反応物
Ａ及びＢは、プラズマエネルギを印加する前又は表面反応を活性化する前に、反応器内で
発生する条件下で互いに明らかに反応せずに、気相で共存できるように、選択される。場
合によっては、反応物は、（１）両反応物間の反応が、熱力学的に好ましく（即ち、ギブ
スのフリーエネルギ＜０）、且つ（２）その反応は、十分高い活性化エネルギを有するが
、所望の堆積温度では、無視できる程度の反応しかしないようなものが、選択される。こ
れらの基準を満たす様々な反応物の組合せが、本開示の他の箇所にも認められる。多くの
そうした組合せは、室温で固体となる元素を提供する主反応物、及びそうでない補助反応
物を含む。一部の組合せで使用される補助反応物の例としては、酸素、窒素、アルキルア
ミン、及び水素が挙げられる。
【００８６】
　連続して反応物Ａを処理ステーションに供給することで、ＡＬＤ工程では、反応物Ａが
まず供給開始され、その後安定化され、基板に曝露され、その後供給停止され、最終的に
反応器から除去されるのと比べて、反応物Ａの流量が供給開始され、安定化するまでの時
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間を短縮又は排除できる。図１に示された実施形態では、反応物Ａ曝露段階１２０Ａ及び
Ｂを、一定流量を有するものとして、表しているが、当然ながら、変流量を含む、任意の
適当な反応物Ａの流れも、本開示の範囲内で用いられてもよい。更に、図１では、反応物
Ａは全ＣＦＤサイクル中（堆積サイクル１１０Ａ）中一定流量に保たれるが、これは必ず
しもそうである必要はない。例えば、反応物Ａの流量は、Ｂ曝露段階１４０Ａ及び１４０
Ｂ中減少してもよい。これにより、Ｂの分圧を増大させ、その結果、反応物Ｂを基板表面
に吸着させる駆動力を高められる。
【００８７】
　実施形態によっては、反応物Ａ曝露段階１２０Ａは、反応物Ａのための基板表面飽和時
間を超える期間を有することができる。例えば、図１の実施形態は、反応物Ａ曝露段階１
２０Ａに、反応物Ａ飽和後曝露時間１３０を含む。任意で、反応物Ａ曝露段階１２０Ａは
、制御流量の不活性ガスを含む。例示的な不活性ガスは、窒素、アルゴン、及びヘリウム
を含むが、これらに限定されない。不活性ガスは、処理ステーションの圧力及び／又は温
度制御、液状前駆体の蒸発、前駆体のより迅速な供給を助けるために、及び／又は処理ス
テーション及び／又は処理ステーションの配管から処理ガスを除去するための掃引ガスと
して提供されることができる。
【００８８】
　図１に示された実施形態の反応物Ｂ曝露段階１４０Ａでは、曝露される基板表面を飽和
状態にするために、反応物Ｂが、制御流量で処理ステーションに供給される。一実施例の
二酸化シリコン膜では、反応物ＢをＢＴＢＡＳとしてもよい。図１の実施形態では、反応
物Ｂ曝露段階１４０Ａを、一定流量を有するものとして表しているが、当然ながら、変流
量を含む任意の適当な反応物Ｂの流れが、本開示の範囲内で、用いられる。更に、当然な
がら、反応物Ｂ曝露段階１４０Ａは、任意の適当な期間を有することができる。実施形態
によっては、反応物Ｂ曝露段階１４０Ａは、反応物Ｂのための基板表面飽和時間を超える
期間を有することができる。例えば、図１に示された実施形態では、反応物Ｂ曝露段階１
４０Ａに含まれる、反応物Ｂ飽和後曝露時間１５０を表している。任意で、反応物Ｂ曝露
段階１４０Ａは、適切な不活性ガスの制御流を含んでもよく、該不活性ガスは、上述した
ように、処理ステーションの圧力及び／又は温度制御、液状前駆体の蒸発、前駆体のより
迅速な供給を助けることができる、及び処理ステーションガスの逆拡散を防止できる。図
１で示された実施形態では、不活性ガスが、反応物Ｂ曝露段階１４０Ａを通して処理ステ
ーションに連続的に供給される。
【００８９】
　実施形態によっては、堆積反応をプラズマ活性化することで、結果的に、熱活性化反応
より堆積温度を低くでき、利用可能な集積工程のサーマルバジェットの消費を削減できる
可能性がある。例えば、実施形態によっては、プラズマ活性化ＣＦＤ工程は、室温で行う
ことができる。
【００９０】
　図１に表されたＣＦＤ工程の実施形態は、プラズマ活性化されるが、当然ながら、他の
非熱エネルギ源も、本開示の範囲内で、使用されてもよい。非限定的な非熱エネルギ源の
例としては、紫外線ランプ、下流又はリモートプラズマソース、誘導結合プラズマ、及び
マイクロ波表面波プラズマが挙げられるが、これらに限定されない。
【００９１】
　更に、本明細書で言及された多くの実施例が、２種類の反応物（Ａ及びＢ）を含むが、
当然ながら、任意の適当な数の反応物が、本開示の範囲内で用いられる。実施形態によっ
ては、反応物の表面分解反応用プラズマエネルギを供給するのに使用される単一の反応物
及び不活性ガスが、使用されてもよい。或いは、特徴７の内容において上述されたように
、実施形態によっては、膜を堆積するのに３種類以上の反応物を使用できる。
【００９２】
　シナリオによっては、表面吸着されたＢ種は、基板表面で不連続な島として存在するこ
とがあり、反応物Ｂが表面飽和状態になるのを難しくしている。様々な表面条件が、基板
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表面で反応物Ｂの核形成や飽和を遅延させる可能性がある。例えば、反応物Ａ及び／又は
Ｂの吸着で放出されたリガンドが、一部の表面活性部位を遮断し、反応物Ｂの更なる吸着
を妨げてしまうことがある。従って、実施形態によっては、反応物Ｂ曝露段階１４０Ａ中
に、反応物Ｂの流れを調整することによって、及び／又は反応物Ｂを処理ステーションに
離散的にパルス状に流入することによって、連続する反応物Ｂの吸着層が、設けられる。
これにより、一定流シナリオと比較して、反応物Ｂを節約しつつ、表面吸着工程及び表面
脱着工程に時間的余裕を持たせることができる。
【００９３】
　加えて又は或いは、実施形態によっては、１つ又は複数の掃引段階が、連続する反応物
Ｂの曝露間に含まれることができる。例えば、図２の実施形態では、堆積サイクル２１０
に関する、例示的なＣＦＤ工程タイムチャート２００を図式的に示している。反応物Ｂ曝
露段階２４０Ａでは、反応物Ｂが、基板表面に曝露される。次に、掃引段階２６０Ａで、
反応物Ｂが供給停止され、反応物Ｂの気相種が、処理ステーションから除去される。一シ
ナリオでは、気相反応物Ｂは、反応物Ａ及び／又は不活性ガスの連続流によって転位され
ることができる。別のシナリオでは、気相反応物Ｂは、処理ステーションから真空排気す
ることによって、除去されることができる。気相反応物Ｂを除去することで、吸着／脱着
工程の平衡をシフトさせ、リガンドを脱着し、被吸着反応物Ｂの表面での再配置を促して
、不連続な被吸着反応物Ｂの島同士を合併させることができる。反応物Ｂ曝露段階２４０
Ｂでは、反応物Ｂが再び基板表面に曝露される。図２で示された実施形態は、１回の反応
物Ｂの掃引及び曝露サイクルを含むが、当然ながら、掃引サイクルと曝露サイクルとを交
互に繰り返す回数は、任意の適当な回数が、本開示の範囲内で用いられてもよい。
【００９４】
　図１の実施形態に戻ると、１８０Ａでのプラズマによる活性化の前に、気相反応物Ｂは
、実施形態によっては、掃引段階１６０Ａで処理ステーションから除去されることができ
る。ＣＦＤサイクルは、上記の曝露段階に加えて１つ又は複数の掃引段階を含むことがで
きる。更に、処理ステーションを掃引することで、掃引しなければ残留し、膜を汚染する
可能性がある表面に吸着されたリガンドを除去することができる。掃引ガスの例としては
、アルゴン、ヘリウム、及び窒素を含むが、これらに限定されない。図１に示された実施
形態では、掃引段階１６０Ａ用掃引ガスは、不活性ガス流によって供給される。実施形態
によっては、掃引段階１６０Ａは、処理ステーションを真空排気するための１つ又は複数
の真空排気のサブ段階を含むことができる。或いは、当然ながら、実施形態によっては、
掃引段階１６０Ａは省略されることができる。
【００９５】
　掃引段階１６０Ａは、任意の適当な期間を有してもよい。実施形態によっては、１種類
又は複数種類の掃引ガスの流量を増大させることで、掃引段階１６０Ａの期間を短縮でき
る。例えば、掃引ガスの流量は、掃引段階１６０Ａの期間を変更するために、様々な反応
物の熱力学的特性、及び／又は処理ステーション及び／又は処理ステーションの配管の幾
何特性に応じて、調節されることができる。非限定的な一実施例では、掃引段階の期間は
、掃引ガス流量を調整することで最適化できる。これにより、堆積サイクルタイムを短縮
でき、その結果、基板処理能力を向上できる。
【００９６】
　ＣＦＤサイクルは、通常、上記の曝露段階及び任意の掃引段階に加えて、「活性化段階
」を含む。活性化段階は、基板表面に吸着された１種類又は複数種類の反応物の反応を駆
動する役目を果たす。図１に示された実施形態のプラズマ活性化段階１８０Ａでは、プラ
ズマエネルギが、表面に吸着された反応物ＡとＢとの間の表面反応を活性化させるために
提供される。例えば、プラズマは、反応物Ａラジカルを生成するために、直接又は間接的
に反応物Ａの気相分子を活性化できる。これらのラジカルは、その後被表面吸着反応物Ｂ
と相互作用し、その結果成膜表面反応する。プラズマ活性化段階１８０Ａは、堆積サイク
ル１１０Ａを完結するが、図１の実施形態では、その次に、堆積サイクル１１０Ｂが行わ
れ、反応物Ａ曝露段階１２０Ｂが開始する。
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　実施形態によっては、プラズマ活性化段階１８０Ａで着火されるプラズマは、基板表面
の直上で生成されることができる。これにより、プラズマ密度を高くでき、反応物Ａと反
応物Ｂとの間の表面反応率を向上できる。例えば、ＣＦＤ工程用プラズマは、２枚の容量
結合されたプレートを使用して高周波（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：ＲＦ）電界を
低圧ガスに印加することによって、生成されることができる。代替の実施形態では、遠隔
生成されるプラズマが、主反応チャンバの外で生成されてもよい。
【００９８】
　任意の適当なガスが、プラズマを生成するのに使用されることができる。第１実施例で
は、アルゴン又はヘリウム等の不活性ガスが、プラズマを生成するのに使用されることが
できる。第２実施例では、酸素又はアンモニア等の反応物ガスが、プラズマを生成するの
に使用されることができる。第３実施例では、窒素等の掃引ガスが、プラズマを生成する
のに使用されることができる。勿論、これらの種類のガスの組合せが、用いられてもよい
。ＲＦ電界によってプレート間でガスをイオン化させて、プラズマを着火し、プラズマ放
電領域で自由電子を発生させる。これらの電子は、ＲＦ電界によって加速され、気相反応
分子と衝突することがある。これらの電子が反応分子と衝突することで、堆積工程に関与
するラジカル種を生成できる。当然ながら、ＲＦ電界は、任意の適当な電極によっても結
合されることができる。電極の非限定的な実施例は、処理ガス分散シャワーヘッド及び基
板支持台を含む。当然ながら、ＣＦＤ工程用プラズマは、ガスに対するＲＦ電界の容量結
合以外の１つ又は複数の適当な方法によって、生成されてもよい。
【００９９】
　プラズマ活性化段階１８０Ａは、任意の適当な期間を有することができる。実施形態に
よっては、プラズマ活性化段階１８０Ａは、プラズマ活性化されたラジカルが全ての曝露
された基板表面及び吸着質と相互作用する時間を超える期間を有し、基板表面に連続膜を
形成することができる。例えば、図１に示された実施形態は、プラズマ活性化段階１８０
Ａに、プラズマ後飽和曝露時間１９０を含んでいる。
【０１００】
　以下で更に十分に説明されるように、また特徴４に関する言及で示唆されたように、プ
ラズマ曝露時間を延長することで、及び／又は複数のプラズマ曝露段階を設けることで、
堆積膜のバルク部及び／又は表面近傍部の後反応処理を提供できる。一シナリオでは、プ
ラズマ処理によって表面汚染を軽減することで、反応物Ａの吸着用表面を用意できる。例
えば、シリコン含有反応物と窒素含有反応物の反応から生成される窒化シリコン膜は、そ
の後の反応物の吸着に抵抗する表面を有するかも知れない。プラズマで窒化シリコン表面
を処理することで、その後の吸着及び反応現象を促進する水素結合を発生できる。
【０１０１】
　実施形態によっては、膜応力、誘電率、屈折率、エッチレート等の膜特性は、プラズマ
パラメータを変化させることによって調整されることができ、これについては、以下で更
に詳細に言及する。表３は、４００℃で堆積された３つのＣＦＤ二酸化シリコン膜の実施
例に関する様々な膜特性の実施例リストを提供している。また、参照目的で、表３は、４
００℃で堆積されたＰＥＣＶＤ二酸化シリコン膜の実施例に関する膜情報も含む。
【０１０２】
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【表３】

【０１０３】
　例えば、図３は、堆積段階３１０に続いてプラズマ処理段階３９０を含むＣＦＤ工程タ
イムチャート３００に関する実施形態について図式的に示している。当然ながら、任意の
適当なプラズマが、プラズマ処理段階中に使用されてもよい。第１シナリオでは、第１プ
ラズマガスが、堆積サイクルの活性化中に使用され、第２の異なるプラズマガスが、プラ
ズマ処理段階中に使用されることができる。第２シナリオでは、第２の異なるプラズマガ
スが、プラズマ処理段階中、第１プラズマガスを補うことができる。例示的な原位置プラ
ズマ処理サイクルのための非限定的なパラメータ範囲が、表４に提供される。
【０１０４】

【表４】

【０１０５】
　図３に示されたプラズマ活性化段階３８０では、基板表面は、膜堆積反応を活性化する
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ためにプラズマに曝露される。図３に示された実施形態で表されたように、処理ステーシ
ョンには、プラズマ処理掃引段階３９０Ａでは、例えば、酸素等の補助反応物としてもよ
い反応物Ａ及び不活性ガスの連続流が提供される。処理ステーションを掃引することで、
処理ステーションから揮発性の汚染物質を除去できる。掃引ガスは図３に示されているが
、当然ながら、任意の適当な反応物除去方法も、本開示の範囲内で使用されてもよい。プ
ラズマ処理活性化段階３９０Ｂでは、プラズマが、新たに堆積された膜のバルク領域及び
／又は表面近傍領域を処理するために、着火される。
【０１０６】
　図３の実施形態は、プラズマ処理段階を含む１回のＣＦＤサイクルを含むが、当然なが
ら、任意の適当な繰返し回数が、本開示の範囲内で用いられてもよい。更に、当然ながら
、１回又は複数回のプラズマ処理サイクルが、通常の堆積サイクル間に間隔を開けて（規
則的に又は別の方法で）、挿入されてもよい。例えば、図４は、２堆積サイクル間に挿入
されるプラズマ処理段階を含むＣＦＤ工程タイムチャート４００の実施形態を示している
。図４の実施形態は、２堆積サイクル間に挿入されるプラズマ処理サイクルを含むが、当
然ながら、任意の適当な回数の堆積サイクルが、１回又は複数回のプラズマ処理サイクル
前又は後に行われてもよい。例えば、プラズマ処理が膜密度を変更するのに使用されるシ
ナリオでは、プラズマ処理サイクルは、１０堆積サイクル毎に挿入されることができる。
プラズマ処理が吸着及び反応事象（ｅｖｅｎｔ）用表面を用意するのに使用されるシナリ
オでは、プラズマ処理段階は、全てのＣＦＤサイクルに、例えば各ＣＦＤ堆積段階後に、
組込まれることができる。
【０１０７】
　堆積膜のプラズマ処理は、膜の１つ又は複数の物理特性を変更できる。一シナリオでは
、プラズマ処理は、新たに堆積される膜を緻密化できる。緻密膜は、非緻密膜より、エッ
チング耐性が高いことがある。例えば、図５は、熱成長した二酸化シリコン膜のエッチレ
ートに対する、例示的なＣＦＤ処理された二酸化シリコン膜のエッチレートの比較５００
に関する実施形態を示している。図５の例示的な膜の実施形態は、ＣＦＤ工程５０２及び
５０４によって５０～４００℃の様々な温度で堆積された。参考のために、プラズマＣＶ
Ｄ工程で堆積されたアンドープシリカガラス（ＵＳＧ）及び二酸化シリコンスペーサ層の
相対的なエッチレートが、図５に表示されている。各堆積サイクルに１秒の高周波酸素プ
ラズマ活性化段階を含む、工程５０２によって生成された膜は、希フッ酸（１００：１　
水：フッ酸（Ｈ２Ｏ：ＨＦ））によるウエットエッチングに対する耐性が、各堆積サイク
ルに１０秒の高周波酸素プラズマ活性化段階を含む膜５０４の約半分であった。従って、
プラズマ活性化段階の１つ又は複数の態様を変えることで、及び／又は、１回又は複数回
のプラズマ処理サイクルを含むことで、堆積膜のエッチレートを変えられることが分かる
。
【０１０８】
　別のシナリオでは、膜のプラズマ処理は、膜の応力特性を変化させることができる。例
えば、図６は、例示的なＣＦＤ二酸化シリコン膜に関するウエットエッチレート比と膜応
力との相関関係６００の実施形態を示している。図６で示された実施形態では、例えば、
プラズマ曝露時間を長くすることによってウエットエッチレート比を低減すると、圧縮膜
応力を増大させる可能性がある。
【０１０９】
　別のシナリオでは、堆積膜のプラズマ処理は、他の膜成分（例えば、例示的な二酸化シ
リコン膜におけるシリコン及び／又は酸素）に対して微量な膜汚染物質（例えば、例示的
な二酸化シリコン膜における水素、窒素及び／又は炭素）を一時的に分画除去することが
できる。例えば、図７は、堆積温度、プラズマ曝露時間、膜汚染物質濃度との相関関係７
００に関する実施形態を示している。図７に示された実施形態では、５０℃で堆積され、
１０秒間酸素プラズマ活性化段階を行ったＣＦＤ二酸化シリコン膜７０４は、水素と炭素
の濃度が、同じ温度で堆積されたが、１秒間だけ酸素プラズマ活性化段階を行ったＣＦＤ
二酸化シリコン膜７０２より低いことを、表している。膜における汚染物質濃度を変更す
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ることで、膜の電気特性及び／又は物理特性を変更できる。例えば、炭素及び／又は水素
含有量を調節することで、膜誘電率、及び／又は膜エッチレートを調節できる。従って、
プラズマ活性化段階の１つ又は複数の態様を変更することで、及び／又は、１回又は複数
回のプラズマ処理サイクルを含むことで、膜組成を変更する方法を提供できることが分か
る。
【０１１０】
　上述したプラズマ処理は、酸素プラズマ処理に関するが、当然ながら、任意の適当なプ
ラズマ処理が、本実施形態の範囲から逸脱せずに、用いられてもよい。例えば、実施形態
によっては、置換アミンが、適当なＣＦＤ工程における窒素含有反応物として、ＮＨ３の
代りに用いられてもよい。ＮＨ３をコンフォーマルＳｉＮ堆積のために置換アミン（例え
ば、ｔ－ブチルアミンのようなアルキルアミン）と交換することで、多くの利益を提供で
きるが、場合によっては、堆積膜は、アルキルアミン反応物から発生する炭素残留物（例
えば、其々ｔ－ブチルアミン分子（ＮＨ２（ＣＨ３）３）を含む３つのメチル基からの炭
素残留物）を含む可能性もある。この膜内炭素の結果、漏電を齎す虞があり、膜を誘電体
バリア用途に使用できない可能性もある。
【０１１１】
　従って、実施形態によっては、ＳｉＮ膜堆積中に水素プラズマを着火することで、Ｓｉ
Ｎ膜における炭素残留物を減少させることができ、それにより膜の絶縁特性を比較的向上
できる。実施形態によっては、炭素残留物の減少は、ＦＴＩＲスペクトルで容易に観察で
きる。例えば、ＳｉＮ：Ｃ－Ｈレベルが、約１０ａｔ％から約１ａｔ％に減少されること
がある。
【０１１２】
　そのために、実施形態によっては、窒化シリコン膜が、アルキルアミン又は窒素含有反
応物に含まれるアルキルアミンの混合物を使用するＣＦＤ工程、及び１又は複数回の水素
プラズマ処理で、堆積されることができる。当然ながら、任意の適当な水素プラズマが、
本開示の範囲から逸脱せずに用いられてもよい。従って、実施形態によっては、Ｈ２にＨ
ｅ又はＡｒ等のガスを混合したもの、又は他のＨ含有ガス、又はリモートプラズマソース
によって発生させた活性Ｈ原子が、堆積膜を処理するために、使用されることができる。
更に、実施形態によっては、膜の炭素含有量は、処理パルス数及び処理パルスの期間、処
理プラズマの強度、基板温度、及び処理ガス組成の中の１つ又は複数を変更することによ
って、任意の適当な濃度に調整されることができる。
【０１１３】
　上述した水素プラズマ処理は、窒化シリコン膜に関するが、当然ながら、適当な水素プ
ラズマ処理の応用が、ＳｉＯｘ、ＧｅＯｘ、及びＳｉＯｘＮｙを含むが、これらに限定さ
れない、他のＣＦＤ堆積膜の炭素含有量を調節するのに使用されてもよい。
【０１１４】
　本明細書に開示されたある実施形態は、ＣＦＤ酸化膜の紫外線処理（プラズマ処理の有
無に関わらず）に関する。この処理は、酸化物の欠陥を緩和して、ゲート誘電体のＣＶ特
性等の電気特性を向上できる。かかる処理から利益を得られるＣＦＤ酸化物を用いるデバ
イス及びパッケージ用途としては、シリコン貫通ビア、ゲート酸化物を用いる論理技術、
シャロートレンチ分離（ｓｈａｌｌｏｗ　ｔｒｅｎｃｈ　ｉｓｏｌａｔｉｏｎ：ＳＴＩ）
、ＳＴＩ－フォトレジスト剥離後に形成される薄熱酸化、Ｐウェル注入前の犠牲酸化物（
例えば、～６０Ａ）、「ウェル」後の熱酸化物成長、ゲート／チャネル酸化物、ＤＲＡＭ
のプレメタル誘電体（Ｐｒｅ－Ｍｅｔａｌ　Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ：ＰＭＤ）用ＰＥＣＶ
Ｄ酸化物が挙げられる。
【０１１５】
　場合によっては、未処理のＣＦＤ酸化膜は、堆積されたままの膜における固定電荷と思
われる原因で、比較的電気性能が悪いと観察されたものもある。例えば、膜の中には、ウ
エハ内Ｖｆｂの変化が大きいものも見られた。そうした問題は、紫外線照射を伴う堆積後
処理及び／又は水素存在下での熱アニールを使用することによって、解決された。この工
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程は、（１）酸化物とシリコンの界面、又は（２）被堆積誘電体膜内、又は（３）大気／
酸化表面（表面電荷）での固定電荷に関する欠陥を不動態化及び／又は緩和すると思われ
る。かかる処理を使用することで、堆積されたままの酸化物に関するＶｆｂの広がりが、
紫外線硬化後８．３Ｖ～約１．５Ｖに狭められた。
【０１１６】
　これらの実施形態は、主として酸化膜を改善することに関するが、開示された方法は、
一般的に、誘電体、金属、金属／誘電体界面工学の発展に適用されることができる。特定
の誘電体材料としては、例えば、ドープ酸化シリコンを含む酸化シリコン、炭化シリコン
、オキシ炭化シリコン（ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｘｙｃａｒｂｉｄｅ）、窒化シリコン、オキ
シ窒化シリコン（ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｘｙｎｉｔｒｉｄｅ）、及びアッシング可能なハー
ドマスク材料が挙げられる。
【０１１７】
　誘電特性を向上するために適用できる処理の例として、以下が挙げられる。
　（Ａ）紫外線硬化した後に水素アニールを行うＣＦＤによって合成される、誘電体膜の
堆積後処理。最も単純な実施形態では、固定電荷を低減するために、紫外線処理のみが使
用される。
　（Ｂ）Ｈ２－プラズマ、Ｎ２－プラズマ、Ｎ２／Ｈ２－プラズマ、ＮＨ３－プラズマ、
Ａｒ－プラズマ、Ｈｅ－プラズマ、Ｈｅアニール、Ｈ２－アニール、ＮＨ３－アニール、
及びＨｅ、Ｈ２、Ａｒ、Ｎ２、Ｈ２／Ｎ２－フォーミングガス、ＮＨ３の存在下での紫外
線硬化を含む、処理を伴う、ＣＦＤ－誘電体膜堆積前の基板の前処理。プラズマ処理は、
マイクロ波、ＩＣＰリモート、ダイレクトプラズマ発生装置等を含むが、これらに限定さ
れない様々なプラズマ発生装置で可能である。
　（Ｃ）Ｈ２－プラズマ、Ｎ２－プラズマ、Ｎ２／Ｈ２－プラズマ、ＮＨ３－プラズマ、
Ａｒ－プラズマ、Ｈｅ－プラズマ、Ｈｅアニール、Ｈ２－アニール、ＮＨ３－アニール、
及びＨｅ、Ｈ２、Ａｒ、Ｎ２、Ｈ２／Ｎ２－フォーミングガス、ＮＨ３の存在下での紫外
線硬化を含む、処理を伴う、同時処理（堆積中に硬化）。プラズマ処理は、マイクロ波、
ＩＣＰリモート、ダイレクトプラズマ発生装置、及び当業者に既知の他のプラズマ発生装
置を含むが、これらに限定されない様々なプラズマ発生装置で実行可能である。リモート
プラズマ、紫外線照射、ダイレクトプラズマ、及びマイクロ波プラズマを含むが、これら
に限定されない等方的及び指向的な処理が、適用されることができる。例示的な方法とし
ては、ＣＦＤサイクル群間に膜を断続的に処理する方法が挙げられる。ＣＦＤサイクル群
は、約１～１０，０００サイクルまで様々とすることができる。典型的なシナリオは、（
１）５サイクルのＣＦＤ酸化物成長、その後（２）上述した方法の何れかで１つ又は複数
の膜処理（例えば、Ｈｅ－プラズマ、紫外線処理）、その後（３）５サイクルのＣＦＤ酸
化物成長を含む。この方法は、任意の所望される厚さの膜を成長するために使用されるこ
とができる。
　（Ｄ）任意の上記プラズマによる副産物として施される（例えば、ヘリウムプラズマが
、紫外線を照射する）紫外線処理。
【０１１８】
　ＣＦＤサイクル中での原位置「硬化」に関する手順の一例として、以下の操作が挙げら
れる。
　Ｈｅ－プラズマを介した紫外線処理
　ＢＴＢＡＳのドーズ
　パージ
　Ｏ２／Ａｒ－ＲＦプラズマ活性化
　パージ
　ステップ１～５を繰返して、所望される厚さの膜を生成。
【０１１９】
　紫外線硬化条件の範囲は、上記内容の何れにも採用されることができる。一般に、載置
台温度は、硬化中約２５０～５００℃に維持される。多くのデバイス作製用途には、上限
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温度は、４５０℃に又は４００℃にも限定される。硬化中に用いられる雰囲気は、不活性
又は反応性としてもよい。硬化中に存在してもよいガスの例としては、ヘリウム、アルゴ
ン、窒素、フォーミングガス、及びアンモニアが挙げられる。かかるガスの流量は、約２
～２０，０００ｓｃｃｍ、好適には約４，０００～１８，０００ｓｃｃｍとすることがで
きる。紫外線ランプのパワーは、例えば２～１０ｋＷ、好適には約３．５～７ｋＷとする
ことができる。かかるソースからの紫外線に曝露する適切な期間は、約２０～２００秒（
例えば、約９０秒）である。最後に、圧力は、０～約４０トルのレベルに保たれることが
できる。
【０１２０】
　特定の実施形態では、ＣＦＤ酸化物の効果的な処理が、以下の条件を使用して行われた
。
　載置台温度＝４００℃
　雰囲気＝　Ｈｅ
　圧力＝４０トルＨｅ
　流量＝１０，０００ｓｃｃｍ
【０１２１】
　実施形態によっては、酸化物の熱アニールは、紫外線硬化操作後に実行される。一実施
例では、以下の条件が、アニールの際に使用された。
　載置台温度＝４００℃
　雰囲気＝Ｈ２＋Ｎ２

　圧力＝２．５トル
　流量＝７５０ｓｃｃｍ　Ｈ２；３０００ｓｃｃｍ　Ｎ２

【０１２２】
　また、堆積膜の物理特性及び電気特性も、堆積温度等の他の処理パラメータを調節する
ことによって変更できる。また、例えば、図７で図示された実施形態の相関関係７００は
、ＣＦＤ膜堆積温度と膜汚染物質濃度との関係の例を示している。膜堆積温度が高くなる
のに従い、膜汚染物質の付着は減少する。別の実施例では、図５に示された実施形態では
、上述したように、堆積温度が高くなるに従い、例示的な二酸化シリコンＣＦＤ膜のウエ
ットエッチレート比が低下することを示している。膜特性を調整するために調節されるこ
とができる他の堆積パラメータとしては、ＲＦ電力、ＲＦ周波数、圧力、及び流量が挙げ
られる。更に、実施形態によっては、膜の特徴は、反応物の選択を変更することによって
、変更されることができる。例えば、二酸化シリコン膜の水素含有量は、シリコン含有反
応物としてテトライソシアナートシラン（ｔｅｔｒａ　ｉｓｏｃｙａｎａｔｅ　ｓｉｌａ
ｎｅ：ＴＩＣＳ）、及び酸素含有反応物として酸素及び／又は亜酸化窒素を使用すること
によって、低減されることができる。
【０１２３】
　当然ながら、上述したような膜の物理特性及び／又は電気特性の変化は、デバイスの性
能及び歩留まりを調節する機会だけでなく、デバイスの製造工程を統合する態様を変更す
る機会も提供できる。非限定的な一実施例として、ＣＦＤ二酸化シリコン膜のエッチレー
ト特性を調整する能力により、この膜は、エッチストップ、ハードマスク、及び他の工程
統合用途に適する可能性がある。従って、ＣＦＤで生産される膜の様々な実施形態は、本
明細書では、集積半導体デバイス作製工程全体に亘る用途に提供される。
【０１２４】
　一シナリオでは、ＣＦＤ工程は、コンフォーマル二酸化シリコン膜を非平面基板上に堆
積できる。例えば、ＣＦＤ二酸化シリコン膜は、シャロートレンチ分離（ｓｈａｌｌｏｗ
　ｔｒｅｎｃｈ　ｉｓｏｌａｔｉｏｎ：ＳＴＩ）構造のトレンチ充填等、構造のギャップ
充填に使用されることができる。後述する様々な実施形態は、ギャップ充填用途に関する
が、当然ながら、これは単に非限定的で、説明目的の用途であり、他の適当な膜材料を使
用する他の適当な用途も、本開示の範囲内であり得る。ＣＦＤ二酸化シリコン膜の他の用
途としては、層間誘電体（ｉｎｔｅｒｌａｙｅｒ　ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ：ＩＬＤ）用途
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、金属間誘電体（ｉｎｔｅｒｍｅｔａｌ　ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ：ＩＭＤ）用途、プレメ
タル誘電体（ＰＭＤ）用途、シリコン貫通ビア（ｔｈｒｏｕｇｈ－ｓｉｌｉｃｏｎ　ｖｉ
ａ：ＴＳＶ）用誘電体ライナ用途、抵抗変化メモリ（ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ＲＡＭ：Ｒｅ
ＲＡＭ）用途、及び／又はＤＲＡＭ用途におけるスタックトキャパシタ作製が挙げられる
が、これらに限定されない。
【０１２５】
　ドープ酸化シリコンは、ホウ素、リン、又はヒ素ドーパントの拡散ソースとして使用さ
れることができる。例えば、ホウ素ドープシリカガラス（ＢＳＧ）、リンドープシリカガ
ラス（ＰＳＧ）、又はボロンリンドープシリカガラス（ＢＰＳＧ）にも使用可能である。
ドープＣＦＤ層は、例えば、マルチゲートＦｉｎＦＥＴ等の三次元トランジスタ構造及び
三次元メモリデバイスにおいて、コンフォーマルドーピングを提供するのに、採用可能で
ある。従来のイオン注入装置は、特に高アスペクト比の構造で、容易に側壁をドープでき
ない。ＣＦＤドープ酸化物を拡散ソースすることには、様々な利点がある。まず、ＣＦＤ
ドープ酸化物は、低温で高いコンフォーマリティを提供する。対照的に、低圧ＣＶＤ生産
されるドープＴＥＯＳ（テトラエチルオルソシリケート：ｔｅｔｒａｅｔｈｙｌｏｒｔｈ
ｏｓｉｌｉｃａｔｅ）が知られているが、高温で堆積する必要があり、相対的に、準常圧
ＣＶＤ及びＰＥＣＶＤドープ酸化膜は、より低温で可能であるが、コンフォーマリティは
不十分である。ドーピングのコンフォーマリティは重要だが、膜自体のコンフォーマリテ
ィも重要である、というのも、膜は通常、犠牲的に塗布され、その結果除去される必要が
あるためである。非コンフォーマル膜は、通常、除去に関してより難しい課題に直面して
いる、即ち、一部の領域が、オーバーエッチングされることがある。また、ＣＦＤは、ド
ーピング濃度を極めて良好に制御できる。上述したように、ＣＦＤ工程は、数層のアンド
ープ酸化物から、その後、単層のドーピングを提供できる。ドーピングのレベルは、ドー
プ層が堆積される頻度及びドーピングサイクルの条件から厳格に制御可能である。ある実
施形態では、ドーピングサイクルは、例えば、有意な立体障害を伴うドーパントソースを
使用することによって、制御される。従来のシリコンベースのマイクロエレクトロニクス
に加えて、ＣＦＤドープの他の用途として、ＧａＡｓ等のＩＩＩ－Ｖ半導体及びＨｇＣｄ
Ｔｅ等のＩＩ－ＶＩ半導体に基づくマイクロエレクトロニクス及びオプトエレクロニクス
、光発電、フラットパネルディスプレイ、及びエレクトロクロミック技術が挙げられる。
【０１２６】
　一部のギャップ充填工程は、異なる堆積ツールで実行される２膜堆積ステップを伴い、
堆積工程間の真空破壊及び大気曝露を必要とする。図８は、複数のギャップ８０２を含む
例示的な非平面基板８００を図式的に示している。図８に表されるように、ギャップ８０
２は、異なるアスペクト比を有し、各アスペクト比は、各ギャップ８０２のギャップ深さ
（Ｈ）とギャップ幅（Ｗ）との比率として定義されることができる。例えば、集積半導体
デバイスのロジック領域は、異なるロジックデバイス構造に対応する様々なギャップアス
ペクト比を有することができる。
【０１２７】
　図８に表されるように、非平面基板８００は、薄いコンフォーマル膜８０４で被覆され
ている。コンフォーマル膜８０４が、ギャップ８０２Ａを完全に充填している一方で、ギ
ャップ８０２Ｂ及び８０２Ｃは開口状態のままになっている。ギャップ８０２Ｂ及び８０
２Ｃをコンフォーマル膜で密閉すると、工程時間が延長されるかも知れない。従って、や
り方によっては、厚い膜は、ＣＶＤ及び／又はＰＥＣＶＤ法等の堆積速度が速い処理で、
原位置以外（ｅｘ－ｓｉｔｕ）で堆積されてもよい。しかしながら、ギャップ充填膜を原
位置以外で堆積すると、製造ラインにおけるウエハ処理能力を低下させる虞がある。例え
ば、堆積ツール間の基板ハンドリング及び移送時間は、生産期間中、多くの基板処理活動
を減らす虞がある。そのため、製造ライン処理能力を低下させ、製造ラインに更なる処理
ツールを設置したり、該ツールをメンテナンスしたりする必要が出て来るかも知れない。
【０１２８】
　更に、ギャップ８０２Ｃのアスペクト比は、気相堆積工程に適するかも知れないが、ギ
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ャップ８０２Ｂのアスペクト比は、堆積速度が速い処理では充填が不完全になり、キーホ
ールボイドを形成する虞がある。例えば、図１０は、基板１００２に形成された高アスペ
クト比構造１０００の例を示している。図１０に表されるように、厚い膜１００６を堆積
中にブレッドローフィング（ｂｒｅａｄ－ｌｏａｆｉｎｇ）作用により、キーホールボイ
ド１００８が発生している。キーホールボイドは、続く工程でも、再び開口状態になり、
導電性膜で充填されるものの、デバイスのショートを招く可能性がある。
【０１２９】
　ギャップ８０２Ｂ等の高アスペクト比のギャップを解決するためのやり方の中には、か
かるギャップを形成させないデバイス設計ルールを設けるやり方もある。しかしながら、
かかる設計ルールは、更なるマスキングステップを必要とする可能性があり、デバイスの
設計を難しくする、及び／又は、集積半導体デバイス面積を増大させる可能性もあり、製
造コストの増大にもつながりかねない。従って、実施形態によっては、ＣＦＤ工程は、原
位置でのＣＦＤ工程からＣＶＤ及び／又はＰＥＣＶＤ工程への移行を含んでもよい。例え
ば、図９は、３段階に分割されたＣＦＤ工程タイムチャート９００の実施形態を示してい
る。ＣＦＤ工程段階９０２は、例示的なＣＦＤ工程サイクルについて表している。明瞭化
のため、単一のＣＦＤ工程サイクルが、図９に表された実施形態では示されているが、当
然ながら、任意の適当な回数のＣＦＤ工程サイクル及びプラズマ処理サイクルが、ＣＦＤ
工程段階９０２に含まれてもよい。移行段階９０４が、ＣＦＤ工程段階９０２に続いて行
われる。図９の実施形態で表されたように、移行段階９０４は、ＣＦＤ工程とＰＥＣＶＤ
工程の両方の態様を含んでいる。特に、反応物Ｂが、反応物Ｂ曝露段階９０４Ａの終了後
に処理ステーションに提供され、その結果、反応物Ａ及びＢの両方が、プラズマ活性化段
階９０４Ｂ中、気相で存在する。これにより、ＰＥＣＶＤ型気相反応と同時にＣＦＤ型表
面反応が提供できる。移行段階９０４は、反応物Ｂ曝露段階９０４Ａとプラズマ活性化段
階９０４Ｂの１回の繰返しのみを含むが、当然ながら、任意の適当な繰返し回数が、移行
段階に含まれてもよい。
【０１３０】
　実施形態によっては、プラズマ発生装置は、プラズマ活性化段階９０４Ｂ中にプラズマ
エネルギの間欠パルスを提供するよう制御されることができる。例えば、プラズマは、１
０～１５０Ｈｚの周波数を含むが、これらに限定されない、１又は複数の周波数でパルス
状に発生させることができる。これにより、イオン衝撃の指向性を低減することで、連続
的なプラズマと比較して、段差被覆性を高めることができる。更に、これにより、基板に
対するイオン衝撃による損傷を軽減できる。例えば、フォトレジスト基板は、連続プラズ
マ中、イオン衝撃によって侵食される虞がある。プラズマエネルギをパルス状に発生させ
ることで、フォトレジストへの侵食を軽減できる。
【０１３１】
　図９で示された実施形態では、プラズマ活性化段階９０４Ｂ中の反応物Ｂの流量は、反
応物Ｂ曝露段階９０４Ａ中の反応物Ｂの流量より少ない。従って、反応物Ｂは、プラズマ
活性化段階９０４Ｂ中に処理ステーション内へ「細流される（ｔｒｉｃｋｌｅｄ）」かも
知れない。これにより、ＣＦＤ型表面反応を補う気相ＰＥＣＶＤ反応を提供できる。しか
し、当然ながら、実施形態によっては、反応物Ｂの流量は、単一のプラズマ活性化段階中
又は移行段階に亘り、変化してもよい。例えば、反応物Ｂ曝露とプラズマ活性化を２回繰
返すことを含む移行段階では、第１プラズマ活性化段階中の反応物Ｂの流量は、第２プラ
ズマ活性化段階中の反応物Ｂの流量より少なくてもよい。プラズマ活性化段階９０４Ｂ中
の反応物Ｂの流量を変化させることで、段差被覆を特徴とするＣＦＤ工程段階９０２から
堆積速度を特徴とするＰＥＣＶＤ工程段階９０６にスムーズに移行できる。
【０１３２】
　実施形態によっては、ＣＦＤ工程は、堆積膜の食い込み（ｒｅ－ｅｎｔｒａｎｔ）部を
選択的に除去するための原位置エッチングを含んでもよい。ギャップ充填ＣＦＤ工程の原
位置エッチングを含む例示的な二酸化シリコン堆積工程に関する非限定的なパラメータ範
囲が、表５に提供される。
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【０１３３】
【表５】

【０１３４】
　図１１は、堆積段階１１０２、エッチング段階１１０４及び次の堆積段階１１０６を含
む、ＣＦＤ工程タイムチャート１１００の実施形態を示している。図１１に示された実施
形態の堆積段階１１０２では、膜が、基板の曝露面に堆積される。例えば、堆積段階１１
０２は、１回又は複数回のＣＦＤ工程堆積サイクルを含んでもよい。
【０１３５】
　図１１の実施形態のエッチング段階１１０４では、反応物Ａ及びＢが、供給停止され、
エッチングガスが処理ステーションに導入される。エッチングガスの非限定的な一例とし
ては、三フッ化窒素（ＮＦ３）がある。図１１に表された実施形態では、エッチングガス
が、エッチング段階１１０４中に着火されたプラズマによって、活性化される。処理ステ
ーション圧力、基板温度、エッチングガス流量等の様々な処理パラメータは、非平面基板
上の堆積膜の食い込み部を選択的に除去するように、エッチング段階１１０４中に調節さ
れることができる。任意の適当なエッチング工程が、本開示の範囲内で用いられる。他の
例示的なエッチング工程としては、反応性イオンエッチング、非プラズマ気相エッチング
、固相昇華法、エッチング種の吸着及び指向的活性化（例えば、イオン衝撃による）が挙
げられるが、これらに限定されない。
【０１３６】
　実施形態によっては、非相溶性の気相種は、膜をエッチングする前後に、処理ステーシ
ョンから除去されることができる。例えば、図１１の実施形態では、反応物Ａ及びＢを供
給停止した後、及びエッチング段階１１０４中にエッチングガスを供給停止した後にも、
不活性ガスの連続流を含む。
【０１３７】
　エッチング段階１１０４の終了時に、堆積段階１１０６が始まり、更に非平面基板のギ
ャップを充填する。堆積段階１１０６は、任意の適当な堆積工程としてもよい。例えば、
堆積段階１１０６は、ＣＦＤ工程、ＣＶＤ工程、ＰＥＣＶＤ工程等の１工程又は複数の工
程を含んでもよい。図１１の実施形態は、単一のエッチング段階１１０４を示しているが
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、当然ながら、複数の原位置エッチング工程が、ギャップ充填工程中に、任意の適当な種
類の複数の堆積段階間で間隔を置いて、挿入されることができる。
【０１３８】
　図１２Ａ～図１２Ｃは、上述した原位置堆積工程及びエッチング工程に関する実施形態
の様々な段階における非平面基板の例示的な断面図を表している。図１２Ａは、ギャップ
１２０２を含む、例示的な非平面基板１２００の断面図を示している。ギャップ１２０２
は、薄膜１２０４で被覆されている。　薄膜１２０４は、殆どギャップ１２０２とコンフ
ォーマルであるが、薄膜１２０４は、ギャップ１２０２の先端付近に食い込み部分１２０
６を含む。
【０１３９】
　図１２Ｂで表された実施形態では、薄膜１２０４の食い込み部分１２０６が選択的に除
去されており、薄膜１２０４の上側領域１２０４Ａが、下側領域１２０４Ｂより薄くなっ
ている。選択的な食い込み部分の除去、及び／又は側壁角度の調節は、物質移動を制限す
る及び／又は活性エッチング種に関する寿命の限界によって達成されることができる。実
施形態によっては、ギャップ１２０２の先端部で選択的にエッチングすることで、ギャッ
プ１２０２の側壁角度も調節でき、その結果ギャップ１２０２が、底部より先端部で広く
なっている。これにより、その後の堆積段階におけるブレッドローフィング作用を更に低
減できる。図１２Ｃで示された実施形態では、その後の堆積段階後に、ギャップ１２０２
が、略充填され、全くボイドが無くなっている。
【０１４０】
　原位置エッチング工程の別の実施形態が、図１５に示されており、図１５では、銅電極
用シリコン貫通ビア（ＴＳＶ）を表している。例示的なＴＳＶの中には、深さ約１０５ミ
クロン、及び直径約６ミクロンを有し、その結果、アスペクト比が約１７．５：１となり
、サーマルバジェット上限が、約２００℃のものもある。図１５の実施形態で示されたよ
うに、シリコン貫通ビアは、シリコン基板を金属充填ビアから電気的に分離するために、
誘電体分離層２５０２によって被覆される。誘電体分離層材料の例としては、酸化シリコ
ン、窒化シリコン、低誘電率（ｌｏｗ－ｋ）の誘電材料が挙げられるが、これらに限定さ
れない。実施形態によっては、上述した例示的なエッチング工程は、アルゴン等の適当な
スパッタガスを使用した、食い込み部の物理スパッタリングを追加されることができる。
【０１４１】
　ＣＦＤ膜の他の例示的用途としては、ＢＥＯＬ（ｂａｃｋ　ｅｎｄ　ｏｆ　ｌｉｎｅ）
配線分離用途用コンフォーマル低誘電率膜（例えば、誘電率（ｋ）は、一部の非限定的な
実施例では、約３．０以下）、エッチストップ層及びスペーサ層用途用コンフォーマル窒
化シリコン膜、コンフォーマル反射防止層、及び銅接着層及び銅バリア層を含むが、これ
らに限定されない。ＢＥＯＬ処理のための低誘電率誘電体の多様な組成物は、ＣＦＤを使
用して作製可能である。例としては、酸化シリコン、酸素ドープ炭化物、炭素ドープ酸化
物、酸窒化物等が挙げられる。
【０１４２】
　別の実施例では、一集積工程シナリオでは、二酸化シリコンスペーサ層が、フォトレジ
スト「コア」上に堆積されることができる。別のコア材料（炭化シリコン層等）の代わり
にフォトレジストコアを使用することで、集積工程におけるパターニングステップを排除
できる。該工程は、通常のリソグラフィ技術を使用してフォトレジストをパターニングし
、その後ＣＦＤ酸化物の薄膜を直接当該コア上に堆積することを伴うことができる。次に
、指向性ドライエッチング工程が、パターニングされたフォトレジストの上面でＣＤＦ酸
化膜を除去し、下面でパターニングされたフォトレジスト（トレンチと見なす）の側壁に
沿った材料のみ残すために、使用されることができる。この段階で、単純なアッシングが
、ＣＦＤ酸化物の下に残存する曝露コアを除去するために、使用可能である。単一のフォ
トレジスト線が存在したところに、この時点で、２本のＣＦＤ酸化物線が存在するように
なる。この様に、この工程は、パターン密度を２倍にする；そのため「ダブルパターニン
グ」と呼ばれるときもある。残念ながら、フォトレジストコアを使用することで、スペー



(33) JP 6199292 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

サ層の堆積温度が、従来のＣＶＤ、ＰＥＣＶＤ及び／又は、ＡＬＤ工程の堆積温度より低
い可能性がある７０℃未満に限定されるかも知れない。従って、実施形態によっては、低
温のＣＦＤ二酸化シリコン膜は、７０℃未満で堆積されるかも知れない。当然ながら、他
の考えられる集積工程用途が、適当なＣＦＤ成膜に関して、本開示の範囲内で存在する。
また、様々な実施形態において、上述したように堆積された窒化シリコン等の窒化物は、
半導体デバイス製造の様々なステージにおけるコンフォーマル拡散バリア層及び／又はエ
ッチストップとして、用いられる。
【０１４３】
　上述した様々なＣＦＤ堆積工程は、単一種類の膜を堆積、処理、及び／又はエッチング
することを目的としているが、当然ながら、本開示の範囲内のＣＦＤ工程の中には、複数
種類の膜を原位置で堆積することを含むものもある。例えば、複数種類の膜を交互にした
層が、原位置で堆積されてもよい。第１シナリオでは、ゲートデバイス用の二重構造スペ
ーサが、窒化シリコン／酸化シリコンのスペーサ積層体を原位置で堆積することによって
、作製されてもよい。これにより、サイクルタイムを短縮し、処理ステーション処理能力
を増大でき、且つ膜層間で生じ得る不適合によって形成される層間不良を回避できる。第
２シナリオでは、リソグラフィパターニング用途のための反射防止層が、調整可能な光学
特性を有するＳｉＯＮ又はアモルファスシリコンとＳｉＯＣの積層体として堆積されるこ
とができる。
【０１４４】
　ある実施形態では、ドーパント含有ソース層が、コンフォーマル膜堆積工程で形成され
る。該層は、ドーパント種（例えば、ホウ素、リン、ガリウム、及び／又はヒ素等のドー
パント原子）のソースを提供するので、「ソース」層と呼ばれる。ドープＣＦＤ層は、デ
バイスの下地（又は、上部）構造をドープするためのドーパントのソースとして機能する
。ソース層が形成された後（又は、形成中）に、ドーパント種は、打込まれるか、そうで
なければ作製中のデバイスにある隣接する構造体に取込まれる。ある実施形態では、ドー
パント種は、コンフォーマルなドーパントソース膜を形成中又は形成した後に、アニール
が施されることによって、打込まれる。ＣＦＤの高コンフォーマル性により、三次元でド
ープする必要がある構造を含む、従来とは異なるデバイス構造をドープ可能になる。ＣＦ
Ｄドーパントソース層は、通常、本明細書に記載された１つ又は複数の工程によって、形
成されるが、ドーパント種を取込む更なる工程操作も含む。実施形態によっては、誘電層
が、ドーパント種が取込まれるベースソース層として機能する。
【０１４５】
　例えば、ドープ酸化シリコンは、ホウ素、リン、ヒ素等の拡散ソースとして使用される
ことができる。例えば、ホウ素ドープシリカガラス（ＢＳＧ）、リンドープシリカガラス
（ＰＳＧ）、又はボロンリンドープシリカガラス（ＢＰＳＧ）が使用可能である。
【０１４６】
　ドープＣＦＤ層は、例えば、マルチゲートＦｉｎＦＥＴ等の三次元トランジスタ構造、
及び三次元メモリデバイスにおいて、コンフォーマルなドープを提供するのに、採用可能
である。幾つかの三次元構造の例は、「トライゲート（インテル）」Ｊ．　Ｋａｖａｌｉ
ｅｒｏｓ他、ＶＬＳＩ技術シンポジウム２００６、５０頁、及び「ＦｉｎＦＥＴ」山下他
（ＩＢＭアライアンス）、ＶＬＳＩ２０１１に見られ、両方共全体を、参照として本明細
書に組込むものとする。従来のイオン注入装置は、特に高アスペクト比の構造では、側壁
を容易にドープできない。また、密配列のｉ３Ｄ構造では、注入装置における指向性イオ
ンビームに対してシャドウイング効果がある場合があるため、注入角度の傾斜に関して、
重大なドーズ量保持問題が発生する。従来のシリコンベースのマイクロエレクトロニクス
に加えて、ＣＦＤドープの他の用途として、ＧａＡｓ等のＩＩＩ－Ｖ半導体及びＨｇＣｄ
Ｔｅ等のＩＩ－ＶＩ半導体に基づくマイクロエレクトロニクス及びオプトエレクロニクス
、光発電、フラットパネルディスプレイ、及びエレクトロクロミック技術が挙げられる。
【０１４７】
　図１６は、三次元のゲート構造を有するトランジスタを示しており、該トランジスタで
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は、ソースとドレインが、従来のイオン注入技術ではドープし難い薄い縦型構造で形成さ
れている。しかしながら、ｎ又はｐドープＣＦＤ酸化物の薄層が、縦型構造全体に形成さ
れると、コンフォーマルなドープが完成される。コンフォーマルなドープは、三次元デバ
イスの電流密度を、直列抵抗が減少するため１０～２５％増大させることが観測された。
山下他のＶＬＳＩ２０１１を参照されたい。
【０１４８】
　拡散ソースとしてのＣＦＤドープ酸化物には、様々な利点がある。まず、低温で高いコ
ンフォーマリティを提供する。ドープ膜は犠牲的なことがあるため、非コンフォーマル膜
は、通常、除去に関してより難しい課題に直面している、即ち、一部の領域が、オーバー
エッチングされることがある。説明したように、ＣＦＤは、高コンフォーマル膜を提供す
る。加えて、ＣＦＤでは、ドープ濃度を極めて上手く制御できる。ＣＦＤ工程は、アンド
ープ酸化物を１層又は複数層設けた後に、必要に応じて、単層をドープできる。ドープレ
ベルは、ドープ層が堆積される頻度及びドープサイクルの条件によって、厳密に制御可能
である。ある実施形態では、ドープサイクルは、例えば、有意な立体障害を伴うドーパン
トソースを使用して、制御される。
【０１４９】
　図１７では、基本的なＣＦＤの操作順序を、ｘ軸に沿って左から右に時間を進めて示し
ている。多数の変形例が確認されており、この図は、説明目的でのみ提示されている。順
序の初めに、操作Ａ中、気相酸化体が、ＣＦＤ膜が堆積される基板を収容する反応チャン
バ内に導入される。適当な酸化体の例としては、酸素元素（例えば、Ｏ２又はＯ３）、亜
酸化窒素（Ｎ２Ｏ）、水、イソプロパノール等のアルキルアルコール、一酸化炭素、及び
二酸化炭素が挙げられる。酸化体は、通常、アルゴン又は窒素等の不活性ガスと共に提供
される。
【０１５０】
　次に、操作Ｂでは、誘電性前駆体が、一時的に反応チャンバに導入される。操作Ｂの期
間は、前駆体が、１サイクルの膜成長に十分に対応できる量で、基板表面に吸着できるよ
うに、選択される。実施形態によっては、前駆体で、基板表面を飽和状態にする。前駆体
は、所望する組成の誘電体を生成する能力によって、選択される。誘電性組成物の例とし
ては、酸化シリコン（シリカガラスを含む）、窒化シリコン、オキシ窒化シリコン（ｓｉ
ｌｉｃｏｎ　ｏｘｙｎｉｔｒｉｄｅ）、及びオキシ炭化シリコン（ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｘ
ｙｃａｒｂｉｄｅ）が挙げられる。適当な前駆体の例としては、アルキルアミノシラン（
ＳｉＨｘ（ＮＲ２）４－ｘ、式中ｘ=１～３、Ｒは、メチル、エチル、プロピル、ブチル
等のアルキル基を、様々な異性体構成で含む）、及びハロシラン（ＳｉＨｘＹ４－ｘ、式
中ｘ=１～３、Ｙは、Ｃｌ、Ｂｒ、及びＩを含む）が挙げられる。より具体的な例として
は、ビス－アルキルアミノシラン及び立体障害性アルキルシランが挙げられる。特定の一
実施例では、ＢＴＢＡＳが、酸化シリコンを生成するための前駆体である。
【０１５１】
　操作Ｂ中、段階Ａ中に反応チャンバに導入された酸化体は、流れ続ける。ある実施形態
では、該酸化体は、操作Ａ中と同じ流量で、且つ同じ濃度で流れ続ける。操作Ｂの終わり
に、誘電性前駆体の反応チャンバへの流れが終了され、図示されたように、操作Ｃが開始
する。操作Ｃ中、酸化体及び不活性ガスが、反応チャンバ内で、残留誘電性前駆体をパー
ジするために、操作Ａ及びＢ中のように流れ続ける。
【０１５２】
　操作Ｃ中にパージが完了された後、前駆体は、誘電体膜の一部を形成するように、基板
上で反応させられる（操作Ｄを参照）。様々な実施形態では、プラズマが、吸着された誘
電性前駆体の反応を駆動するように、印加される。実施形態によっては、この反応は、酸
化反応である。以前に反応チャンバに流入した酸化体の一部は、誘電性前駆体と共に表面
に吸着されることができ、その結果、プラズマによる表面反応に即利用可能な酸化剤を提
供できる。
【０１５３】



(35) JP 6199292 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

　操作Ａ～Ｄが纏まって、１サイクルの誘電体膜堆積工程を提供する。当然のことながら
、本明細書に記載された他のＣＦＤ実施形態が、ここで図示された基本的なサイクルの代
りに使用されてもよい。図示された実施形態では、堆積サイクル（Ａ～Ｄ）は、全くドー
パント種を導入せずに実行される。様々な実施形態では、操作Ａ～Ｄによって表されたサ
イクルが、ドーパント種を導入する前に、連続して１回又は複数回繰返される。これにつ
いては、図１７の段階Ｅで説明されている。実施形態によっては、操作Ａ～Ｄが、少なく
とも１回、又は少なくとも２回、又は少なくとも５回、ドーパントを導入する前に繰返さ
れる。
【０１５４】
　一実施例として、誘電体は、約０．５～１オングストローム／サイクルの速度で堆積さ
れる。１又は複数サイクル（Ａ～Ｄの繰返し）の各サイクルを通じて、酸化体は、反応チ
ャンバに流入し続ける。
【０１５５】
　工程の数箇所で、誘電体堆積のサイクルが、例えば　ジボラン等のドーパント前駆体種
の導入で中断される。これは、図面で操作Ｆとして説明されている。誘電体ソース膜に提
供されることができるドーパントの例としては、ホウ素、ガリウム、リン、ヒ素等の原子
価ＩＩＩ及びＩＶ元素、及び他のドーパントが挙げられる。ドーパント前駆体の例として
は、ジボランの他に、ホスフィン及び他の水素化物ソースが挙げられる。また、アルキル
前駆体（例えば、トリメチルガリウム）、ハロ前駆体（例えば、塩化ガリウム）等の非水
素化物ドーパントも、使用可能である。
【０１５６】
　バージョンによっては、ドーパントが、下地基板との界面に堆積され、その後、ＣＦＤ
サイクルに、ドーパントのパルスが、ｘサイクル毎に組入れられ（記述したように）、任
意に、アンドープ保護「キャッピング」層で覆われたものを、ＣＦＤ酸化膜とすることが
できる。得られた積層体の例については、図１８で参照されたい。
【０１５７】
　特定の実施形態では、ドーパント前駆体種は、酸化体又は他の反応物とではなく、不活
性ガス（例えば、アルゴン）等のキャリアガスと混合されて、反応チャンバに供給される
。従って、この基本例では、操作Ｆ中、酸化体の流れが中断する。他の実施形態では、前
駆体は、還元剤又は酸化剤と共に導入される。ある実施形態では、ドーパント対キャリア
ガスの濃度は、約１：５～１：２０である。ある実施形態では、ドーパント堆積温度は、
約３００～４００℃である。ドーパント曝露ステップの期間は、目標濃度に応じて異なる
。ある実施形態では、曝露ステップは、約２．５～７．５秒である。特定の実施例では、
ジボラン１，０００ｓｃｃｍが、アルゴン１０，０００ｓｃｃｍに、圧力３トル、約４０
０℃で流される。
【０１５８】
　ある実施形態では、ドーパント前駆体は、非表面限定メカニズム（ｎｏｎ－ｓｕｒｆａ
ｃｅ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）によって基板表面に集合する。例えば、前
駆体は、ＡＬＤ（表面吸着に限定される）工程よりむしろＣＶＤ型の工程によって堆積で
きる。
【０１５９】
　任意には、ドーパント前駆体は、誘電体膜を更に処理する前に、反応チャンバからパー
ジされる。また、図１７で表されるように、ドーパント前駆体を供給した後に、プラズマ
、昇温等によって行われることができる任意の活性化操作Ｇが続く。ジボランをドーパン
ト前駆体とする例では、活性化操作により、ジボランをホウ素元素に変換する。操作Ｇが
完了した後、この工程は、任意のパージ（図示せず）を続行する。
【０１６０】
　ＣＶＤでジボランをドーパントとする一実施例では、活性化操作は、ホウ素を生成する
のに、温度ベースの分解だけを行う。これは、温度変化に応じた工程である。高温ほど、
同じ単位厚さ当たりのホウ素濃度を得るのに、比較的短い曝露時間で済ませられる。或い
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は、一部の工程（例えば、トリメチルボラン（ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｏｒａｎｅ：ＴＭＢ
）を採用する工程）では、活性化に、プラズマ又は熱酸化ステップを伴うものもある。一
部の他の前駆体に関しては、遊離ホウ素又は他のドーパントを適所に保持するのに「ピン
ニング（ｐｉｎｎｉｎｇ）」ステップを用いるのが適切であるかも知れない。これは、「
ピンニング」プラズマを使用して実現されることができる。
【０１６１】
　ある実施形態では、プラズマ活性化には、炭素を膜に取入れるのに適するあらゆる周波
数のＲＦ電力を要する。実施形態によっては、ＲＦ電源は、高周波及び低周波ＲＦ電源を
互いに無関係に制御するよう、構成されることができる。例示的な低周波数ＲＦ電力とし
ては、約２００～１０００ｋＨｚの周波数が挙げられるが、これらに限定されない。例示
的な高周波ＲＦ電力としては、約１０～８０ＭＨｚ（例えば、１３．５６ＭＨｚ）の周波
数が挙げられるが、これらに限定されない。同様に、ＲＦ電源及び整合ネットワークは、
プラズマを生成するのに、任意の適当な電力で操作されることができる。適当な電力の例
としては、高周波プラズマに関しては約１００～３，０００Ｗ、低周波プラズマに関して
は約１００～１０，０００Ｗ（ウエハ当たり）の電力が挙げられるが、これらに限定され
ない。ＲＦ電源は、任意の適当なデューティサイクルで動作されることができる。適当な
デューティサイクルの例としては、約５～９０％のデューティサイクルが挙げられるが、
これらに限定されない。一般的に許容可能な処理圧力は、約０．５～５トルで、好適には
約２～４トルである。ドーパントに曝露する前の特定のプラズマ前処理（下地基板の）に
関しては、最大約１０トル（又は最大約９トル）の圧力が、有効であることが分かった。
【０１６２】
　下表では、様々なＢＳＧ工程に使用されることができるプラズマパラメータの範囲につ
いて纏めている。
【０１６３】
【表６】

【０１６４】
　図示された基本工程では、誘電体堆積及び断続的なドーパント供給のサイクル（操作Ａ
～Ｇ）は、図面の段階Ｈに示されるように、複数回実行されることができる。工程順序が
繰返される実際の回数は、所望される膜の総厚及びサイクル毎に堆積される誘電体の厚さ
によって決まる他、膜に取入れられるドーパントの量によっても決まる。実施形態によっ
ては、操作Ａ～Ｇは、少なくとも２回、又は少なくとも３回、又は少なくとも５回、又は
少なくとも約１０回繰返される。
【０１６５】
　誘電体膜が完全に堆積された後に、該誘電体膜は、付近の半導体構造にドーパント種源
として使用されることができる。これは、堆積された膜からのドーパントを、図１７の操
作Ｉで表されたように、デバイス構造に打込むことによって、実現されることができる。
様々な実施形態では、打込みは、アニール等の熱による拡散処理によって実現される。場
合によっては、特に極浅い接合を採用する場合、レーザスパイクアニールが、用いられて
もよい。
【０１６６】
　この基本工程に関して多くの変形例が、想到され得る。そうした変形例の中には、隣接
する半導体構造に拡散するために利用可能なドーパントの量を増大させることを、目標と
するものもある。他の変形例は、ソース膜から付近の半導体構造に供給されるドーパント
の流量を制御するように設計される。更に他の変更例では、ドーパント種が拡散する方向
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を制御する。しばしば、ドーパントがデバイス構造に向かい、且つ膜の反対側から離隔し
て拡散するのに有利に働くようにすることが望ましい。
【０１６７】
　ある実施形態では、ドーパントが成長する誘電体膜に導入される頻度が、制御される。
ドーパント前駆体供給サイクルを頻繁にする程、最終的な誘電体膜におけるドーパントの
総濃度は高くなる。また、その結果、膜全体に比較的均一にドーパントが分布する。より
少ないドーパント前駆体供給サイクルが、堆積工程に挿入されると、ドーパント供給サイ
クルがより頻繁に行われる場合と比べて、膜のドーパント濃度が高い領域は、より大きく
離間される。
【０１６８】
　一実施形態では、ドーパント前駆体は、成長する誘電体膜に、各誘電体堆積サイクルに
１回供給される。別の実施形態では、ドーパント前駆体は、１誘電体堆積サイクルおきに
１回供給される。他の実施形態では、低頻度のドーパント前駆体供給サイクルが、工程に
取入れられる。例えば、ドーパント前駆体は、３、４、又は５誘電体堆積サイクルおきに
１回供給されてもよい。場合によっては、ドーパント前駆体は、５～２０誘電体堆積サイ
クルおきに約１回の頻度で供給される。
【０１６９】
　当然ながら、成長している膜へのドーパント前駆体導入の頻度は、誘電体膜を堆積する
間に亘り一定にする必要はない。この点を考慮すると、得られる誘電体膜は、堆積誘電体
膜の厚さに亘りドーパントの平均濃度が不均等となるような、ドーパントの傾斜組成を有
する可能性がある。一実施形態では、ドーパントの濃度は、ドープされる半導体デバイス
構造に隣接する誘電体膜の側で、より高くなる。勿論、誘電体膜のドーパント濃度勾配は
、全誘電体堆積工程に亘るドーパント供給サイクルの頻度を慎重に変化させることによっ
て、所望に応じて、調整可能である。
【０１７０】
　基本工程に関する別の変形例は、任意のドーパント前駆体供給サイクル中に供給される
ドーパント前駆体の量の調節を伴う。任意の所定のドーパント供給サイクル中に供給され
るドーパント前駆体の量は、反応チャンバに供給されるドーパント前駆体の濃度だけでな
く、供給されたドーパント前駆体に基板が曝露される期間によっても、決定される。
【０１７１】
　前述の通り、ドーパント前駆体の中には、ＣＶＤのような工程を介して、成長中の膜上
に提供されることができるものもある。かかる場合、任意の所定のサイクルにおいて成長
中の膜に供給されるドーパント前駆体の量は、吸着又は他の表面で起こる現象によって限
定されない。そのため、任意のドーパント供給サイクル中に提供されるドーパント前駆体
の量は、比較的多量で、制御可能である場合がある。より多量のドーパント前駆体がドー
パント供給サイクル中に供給される程、誘電体膜におけるドーパントの総濃度は高くなる
。これにより、全工程においてドーパント前駆体供給サイクルが比較的低頻度であっても
、そのために生じる影響を埋め合わせできる。しかし、当然ながら、任意の所定のドーパ
ント前駆体供給サイクル中に供給されるドーパントの量を増加させると、その結果膜にお
いてドーパントの濃度が局所的に比較的高くなる虞がある。勿論、そうしたドーパント濃
度の急上昇は、アニール、又は誘電体膜においてドーパント濃度をより均一にするようド
ーパントを拡散する他の操作によって緩和可能である。
【０１７２】
　ホウ素をドーパントとする場合では、典型的なホウ素前駆体供給サイクル中に供給され
るホウ素のフラックスは、約７．５ＭＬ（メガ－ラングミュア（Ｍｅｇａ－Ｌａｎｇｍｕ
ｉｒ））から３０ＭＬまで、目標とする膜濃度に応じて、可変であり、ＭＬは、フラック
ス／曝露の単位である。
【０１７３】
　実施形態によっては、各前駆体供給サイクルで供給されるドーパント前駆体の量は、完
全な誘電体膜に成長させる間を通して一定ではない。従って、１サイクル当たりに供給さ
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れるドーパント前駆体の量は、誘電体膜において所望のドーパント濃度勾配を発生させる
ように調整可能である。例えば、ドープされる半導体デバイスの形体に比較的近い誘電体
膜の場所で発生するドーパント前駆体供給サイクルでは、より多量のドーパント前駆体を
提供することが、望ましいかも知れない。その結果得られる濃度勾配では、ドープされる
デバイス構造に隣接する膜の領域で、ドーパント濃度が高くなる。
【０１７４】
　実施形態によっては、ドーパント前駆体は、吸着だけに限って、基板表面に取入れられ
る。かかる前駆体を用いて、ドーパントの膜への導入が、ＡＬＤのような工程を介して（
上述したＣＶＤのような方法とは対照的に）進行する。吸着による工程によって基板表面
に付着するドーパント前駆体の例としては、トリメチルボラン、及びトリメチルガリウム
等他のアルキル前駆体が挙げられる。ＣＶＤのような工程によって基板表面に蓄積するド
ーパント前駆体の例としては、ジボラン、ホスフィン、及びアルシンが挙げられる。
【０１７５】
　一般に、誘電体膜のドーパントに関する濃度プロファイルは、適宜調整可能である。一
実施形態では、ドーパント濃度は、ドープされる構造に隣接する膜の縁部で急に高レベル
になる。実施形態によっては、濃度は、膜厚を通じて断続的に増減する。一実施例では、
ドーパント（例えば、ホウ素）は、下地基板とＣＦＤ誘電体層との間の界面にのみ提供さ
れる。このドーパント層は、「スパイク層」と呼ばれることがある。場合によっては、ド
ーパント曝露を、一度に（ｓｉｎｇｌｅ－ｓｔｅｐ）行うよりも、パルス状に行う（例え
ば、ドーパント前駆体へＣＶＤ曝露を使用して）ことで、ウエハ内のドーパント取込みに
関する均一性を高められる。別の実施例では、ＣＦＤ酸化物又は他の誘電体に、ドーパン
ト（例えば、ドープＢＳＧにおけるホウ素）が組入れられる。図１８及び図１９を参照さ
れたい。組入れられるドープ誘電体は、スパイク層を備えても、備えなくてもよい。また
別の実施例では、アンドープＣＦＤ酸化物又は他の誘電体キャップは、保護層として機能
する。再度、図１８及び図１９を参照されたい。
【０１７６】
　ドーパント種が存在する誘電体膜自体は、膜自体を通してドーパント種の拡散に影響を
与えるように、調整可能である。例えば、膜密度及び／又は化学組成は、所望する影響を
ドーパント種の拡散に関して及ぼすように、制御されることができる。やり方によっては
、誘電体全体の厚さは、調整されたドーパント拡散性が、膜厚を通じて不変であるように
、同じ密度又は組成を有する。他のやり方では、膜特性は、ドーパントの拡散が膜厚に亘
り異なるように、調整される。本発明者らは、プラズマ酸化パラメータが、例えば、アニ
ール中にＣＦＤ酸化物に亘りドーパントをより多く拡散可能にするために、ＣＦＤ酸化物
を低密度にするよう変更可能であることを、見出した。
【０１７７】
　ある実施形態では、誘電体膜（又は成膜に使用される処理ガス）の組成は、膜における
ドーパント拡散に影響を及ぼすように、調整される。例えば、誘電体膜堆積サイクル中に
反応チャンバに供給された酸化体処理ガスにおける窒素対酸素の比率が、誘電体膜を通り
拡散するドーパント種の能力に影響を及ぼすことが分かった。例えば、誘電体膜の形成中
に使用される酸化体ガス中に存在する窒素の量が多いと、その結果、誘電体膜が、ドーパ
ント拡散に対してかなりの抵抗を持つようになる。対照的に、ガス中に存在する酸素の量
が比較的多いと、その結果、膜が、ドーパント拡散に対して遥かに小さな抵抗を持つよう
になる。処理ガス中に存在する窒素は、含窒素化合物（例えば、Ｎ２Ｏ）又は窒素元素、
Ｎ２といったもので、提供されることができる。様々な実施形態では、誘電体膜堆積サイ
クル中に連続的に流れる酸化体は、亜酸化窒素を含有する。
【０１７８】
　ある実施形態では、誘電体膜は、初めに、誘電体膜の初期成長段階中、酸素含有量が多
く、窒素含有量が比較的少ない酸化体ガス(酸化剤ガス)を使用することによって作製され
る。後に、膜がドープされる基板構造上に部分的に形成された後、酸化体ガスは、窒素が
比較的豊富となるように、組成が変化させられる。例えば、初期の堆積サイクル中、誘電
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体膜に使用される酸化体ガスは、全体的に分子状酸素を含有してもよい。後の誘電体堆積
サイクルでは、酸化体ガスは、酸素が、少なくとも部分的に亜酸化窒素と置換されるよう
に改質される。これは、目標を、膜の下部に向かう方向への拡散を促進し、膜の上部に向
かう方向への拡散を遮断することと仮定している－ドープされるデバイス構造が、誘電体
膜の下に位置していると仮定している。本発明者らは、窒素濃度レベルが、約１Ｅ２０原
子／ｃｃ（例えば、ＳＩＭＳで測定された）より高い場合、ホウ素拡散に対する遮断効果
がかなり大きくなることを、見出した。対照的に、窒素濃度レベルが、約１Ｅ１９原子／
ｃｃ以下では、遮断効果は、事実上排除できる。
【０１７９】
　膜組成自体の観点からすれば、膜の窒素含有量は、ドープされる基板構造に近い膜の部
分にある比較的低レベルから、ドープされる構造の反対側に位置する部分にある比較的高
レベルまで、様々にできる。
【０１８０】
　また、誘電体膜の形成中に用いられる堆積温度も、ドーパント原子が膜内で拡散する能
力に影響を及ぼす。一般に、ＣＦＤ処理によって比較的低温で堆積された誘電体は、一般
的に、比較的ドーパント拡散速度を速くできることが分かった。比較的速いドーパント拡
散速度に関連する比較的低温の例は、約３００～４００℃の範囲の温度であり、特には、
約３５０～４００℃である。勿論、これらの温度範囲は、誘電性前駆体及び他の堆積パラ
メータの選択によって異なる。これらの温度範囲は、多くの前駆体で用いられるが、誘電
性前駆体としてＢＴＢＡＳを使用する際に、特に適する。
【０１８１】
　対照的に、比較的高温で堆積された誘電体は、ドーパント種の拡散に抵抗する傾向があ
る。誘電性前駆体としてＢＴＢＡＳを使用すると、比較的遅いドーパント拡散速度と関連
する比較的高温は、約３５０～４００℃の範囲、特には３００～３８０℃の範囲である。
勿論、これらの温度は、他の前駆体にも適用されることができる。更に、確かに、高温な
程、一般的にドーパント拡散に抵抗する緻密な膜になるが、プラズマ酸化中のＲＦ曝露時
間や電力等他のパラメータによって、拡散率及び／又は密度も制御可能である。ＣＦＤ酸
化物成長中に用いられる基本パラメータの例としては、（１）通常低周波プラズマなしで
の、約２００～２，５００ワット（３００ｍｍウエハに対して）の高周波プラズマ、及び
（２）約０．２～１．５秒の範囲のプラズマ曝露時間が挙げられる。
【０１８２】
　ある実施形態では、比較的低温が、ドープされるデバイス構造に隣接して誘電体膜を堆
積するのに用いられ、高温が、誘電体膜の一部を該構造から更に離隔して堆積するのに用
いられる。ある実施形態では、完全に誘電体膜を堆積するまでの間に用いられる温度は、
変化し、また同様に、酸化体ガス中の窒素対酸素の比率も、堆積工程中、変化する。この
様に、得られる誘電体膜のドーパント拡散性は、膜厚に亘り過度に変化することがある。
【０１８３】
　様々な実施形態では、堆積温度は、ＣＦＤ中に基板を保持する載置台又はチャックを加
熱及び／又は冷却することによって、制御される。適当な載置台の例は、２００９年５月
５日に出願された米国特許出願第１２／４３５，８９０号（米国出願公開第２００９－０
２７７４７２号）、及び２０１１年４月１３日に出願された米国特許出願第１３／０８６
，０１０号に記載されており、両出願は、全体として本明細書中に参照として組込まれる
。
【０１８４】
　ある実施形態では、ドープされる基板表面のデバイス構造は、誘電体膜又はドーパント
前駆体を堆積する前に、前処理される。一実施例では、前処理は、還元性プラズマ等のプ
ラズマに曝露することを伴う。かかる処理は、例えば、ドープされる基板形体がシリコン
を含有する場合に、適するかも知れない。通常、シリコンは、次なるドーパントの拡散に
対するバリアとして機能できる少量の自然酸化物を含有する。特定の実施形態では、基板
表面は、水素含有プラズマ等の還元性プラズマで前処理され、その後、表面は、誘電体膜
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堆積の第１サイクル前に、気相の、ドーパント前駆体と接触させられる。前駆体は、プラ
ズマ前処理が完了された直後に、反応チャンバに供給されることができる。実施例によっ
ては、ドーパント前駆体は、ジボランとする。一般に、図１７に表された工程は、ドーパ
ント又はドーパント前駆体が、第１誘電体堆積サイクル前に、基板表面に供給されるよう
に、変更されてもよい。
【０１８５】
　様々な実施形態では、部分的に形成された誘電体膜自体が、ドーパント前駆体に曝露さ
れる前に、プラズマ又は他の活性化処理で、前処理される。これは、（ａ）ドーパント前
駆体に曝露する前に熱均一性を提供することによって、ウエハ内の均一性を高めるのに役
立ち、（ｂ）ドーパント前駆体の誘電体表面に対する付着を増進するために、誘電体表面
を（例えば、化学的及び／又は物理的に粗面化して）活性化するのに役立つ。
【０１８６】
　他のある実施形態では、ドーパント種の化学状態は、膜堆積工程のドーパント前駆体の
供給段階及び／又は活性化段階中に、制御される。実施形態によっては、ドーパント前駆
体は、誘電体膜内にドーパントを「固定」し、それにより、アニールや他のそうした操作
によって次に活性化されるまで、ドーパント拡散を制限する方法で、処理される。一実施
例では、特定のドーパントは、ドーパント又はドーパント前駆体を誘電体膜堆積工程のド
ーパント供給段階中に酸化することによって、固定される。特定の実施例では、得られる
ホウ素含有材料を誘電体膜中に効果的に固定するために、ジボランが、酸化環境で、反応
チャンバに供給される。或いは、ドーパントは、前駆体を反応チャンバに不活性又は還元
性環境で供給することによって、固定され、その後、誘電体膜上に位置しながら、酸化環
境に曝露される。対照的に、還元剤で特定のドーパント前駆体を処理し、その後の酸化を
行わないことで、誘電体膜においてより易動性が高いドーパントを生成できる。
【０１８７】
　ソース層が形成された後（又はソース層の形成中）に、ドーパント種は、打込まれる、
或いはそうでなければ、作製されるデバイスにおいて隣接する構造に取込まれる。ある実
施形態では、ドーパント種は、コンフォーマルなドーパントソース膜の形成中又は後にア
ニールすることによって、打込まれる。従来の熱アニールの他に、例えば、フラッシュア
ニール及びレーザスパイクアニールが、使用可能である。アニールの時間及び温度は、ソ
ース層のドーパントの濃度、量及び種類、ソース層マトリクス（例えば、酸化物ガラス）
の組成及びモホロジ、ドーパント種が隣接するデバイス構造内に移動しなければならない
距離、デバイス構造における所望するドーパント濃度、及びデバイス構造の組成及びモホ
ロジを含む様々なパラメータに応じて決まる。ある実施形態では、アニールは、約９００
～１１００℃の温度で、約２～３０秒間、実行される。
【０１８８】
　本明細書で説明したように、様々な装置が、ドープ誘電体膜を堆積するのに、設計され
ることができる。一般的に、そうした装置は、ドープ膜の堆積中基板を保持するための処
理チャンバを含む。処理チャンバは、誘電性前駆体、酸化体、キャリアガス又は不活性ガ
ス、ドーパント種等を含む処理ガスを導入するための１つ又は複数の入口を含む。様々な
実施形態では、この装置は更に、誘電体層を作成するのに適する特性を持つプラズマを発
生させるための特徴、ドーパントを誘電体層に取込むための特徴、誘電体層を処理して、
該層の電気、光学、機械及び／又は化学特性を改質するための特徴、及び膜からのドーパ
ントを基板に打込むための特徴を含む。通常、この装置は、真空ポンプ又はかかるポンプ
に接続するための設備を含む。更にまた、この装置は、コントローラ又は本明細書に記載
されたドープ誘電体堆積操作の順序を実現するために、該装置を制御するよう構成又は設
計されたコントローラを有する。コントローラは、処理ガスを供給し、圧力を制御するた
めの弁、プラズマを生成する電源、及び真空源を含む装置の様々な特徴を制御する命令を
含むことができる。命令は、様々な操作のタイミング及び順序を制御できる。様々な実施
形態では、この装置は、カリフォルニア州サンノゼのノベラスシステムズ社（Ｎｏｖｅｌ
ｌｕｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）から入手可能な堆積ツールのＶｅｃｔｏｒ（登録商標）群で提



(41) JP 6199292 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

供されるような特徴を有することができる。ドープ誘電体膜を堆積するのに適する装置に
関する他の特徴については、本明細書の他の箇所に記載される。
【０１８９】
ドープＣＦＤ膜の特性
　ドーパント種源として機能する誘電体膜には、様々な特徴がある。様々な実施形態では
、膜厚は、約２０～２００オングストロームである。場合によっては、三次元トランジス
タ構造体のソース－ドレインエクステンション領域のフロントエンドをドープするため等
には、膜厚は、約５０～１００オングストロームである。誘電体膜におけるドーパント原
子（又は、他のドーパント種）の平均濃度は、膜の単位表面積当たりの総量の他、膜及び
ドープ適用部におけるドーパント原子の拡散率を含む様々な因子によって決まる。ある実
施形態では、膜におけるドーパント濃度は、約０．０１～１０重量％である。更なる実施
形態では、膜におけるドーパント濃度は、約０．１～１重量％である。また更なる実施形
態では、膜におけるドーパント濃度は、約０．５～４重量％である。本明細書に記載され
た技術により、広範囲、例えば約０．０１～１０重量パーセントにわたるドーパント濃度
の調整が可能になる。例えば、ホウ素濃度は、ＣＦＤ誘電体膜において、約０．１～４．
３重量％に容易に調整可能であることが実証されている。ある実施形態では、５、７、１
０及び１２ｎｍのＣＦＤ膜が、約０．１～０．５重量％のホウ素で成長される。
【０１９０】
　ＣＦＤドープ誘電体膜は、他の特性を特徴とすることができる。例えば、ＣＦＤ堆積膜
のシート抵抗（Ｒｓ）は、約１００から５０，０００Ω／ｓｑ．まで様々とすることがで
きる。場合によっては、これらの値は、一部又は全てのドーパントが、ドープＣＦＤ層か
ら打込まれた後に、得られる。ＣＦＤ膜からドーパントを打込むことによって作成される
接合部深さ（例えば、ＳＩＭＳによって測定される）は、適宜、最大約１，０００オング
ストロームのレベルに調節可能である。勿論、多くのフロントエンドデバイスは、かなり
浅い接合部深さ、例えば、約５～５０Ａの範囲を必要とするが、この深さも、ＣＦＤ膜を
使用して獲得できる。実際の接合部深さは、例えば、面間ドーパント（例えば、ホウ素）
濃度、バルク及び界面から基板（例えば、シリコン）へのドーパントの易動性、及びドー
パントに打込むのに使用されるアニールの温度及び期間を含む、多くの因子によって、制
御可能である。
【０１９１】
ＣＦＤドープの適用
　誘電体ソース層が形成される基板表面は、高コンフォーマルな堆積を必要とすることが
ある。ある実施例では、誘電体ソース膜は、約１：０．５～１：１２（特には、約１：１
～１：８）のアスペクト比を有し、約６０ｎｍ以下（特には、約３０ｎｍ以下）の形体幅
を有する形体をコンフォーマルにコーティングする。本明細書に記載された種類の誘電体
ソース層を使用するドープは、２２ｎｍテクノロジノード、１６ｎｍテクノロジノード等
を含む、４５ｎｍテクノロジノード以降に従い形成されたデバイスで、特に適用が見られ
るであろう。
【０１９２】
　ＣＦＤソース層を使用してドープされることができるデバイス構造の中には、ＣＭＯＳ
ソース及びドレイン、ソース－ドレインエクステンション領域、メモリ素子のコンデンサ
電極、ゲート構造等の従来のドープ構造がある。この方法でドープされることができる他
の構造は、２２ｎｍテクノロジノードで作製された一部のデバイスで用いられる一部の三
次元ゲート構造のもの等のゲート構造におけるソース／ドレインエクステンション領域に
ある接合部等の非平面又は三次元構造である。一部の三次元構造は、以前に参照として組
込んだ、「トライゲート（インテル）」：Ｊ．Ｋａｖａｌｉｅｒｏｓ他、ＶＬＳＩ技術シ
ンポジウム２００６、５０頁、及び「ＦｉｎＦＥＴ」山下他　（ＩＢＭアライアンス）、
ＶＬＳＩ２０１１、及び両文献における参考文献に見られる。
【０１９３】
　ドープＣＦＤ膜は、集積回路作製の様々なステージで使用されるエッチング可能層を提
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レートがドープレベルによって調整可能である、ウエットエッチング速度が調節可能なガ
ラス層である。即ち、ドープレベルは、所定のエッチレートを提供するように選択される
。特定の実施形態では、エッチング可能層は、リン、ホウ素、又はそれらの組合せ等のド
ーパントを含有するケイ酸塩ガラス層である。
【０１９４】
ＣＦＤドープの実施例
　ＣＦＤのホウ素ドープシリカガラス（ＢＳＧ）膜が、用意され、該膜は、複雑な三次元
ゲート構成に関して略１００％の段差被覆性を達成した。同様の結果が、リンドープシリ
カガラス（ＰＳＧ）でも予想される。ホウ素又はリンは、かかる膜から、ソース及びドレ
イン接合部の縦横領域に、ドーパント拡散下でコンフォーマル／均質にする次なるアニー
ルステップ中に、打込可能である。図２０は、ＣＦＤのＢＳＧ／ＰＳＧ膜を合成するのに
使用される、典型的な堆積ブロックを示している。ＣＦＤ酸化物の成長サイクルは、（ａ
）ＳｉＯ２前駆体（ＢＴＢＡＳ）の飽和ドーズ量、（ｂ）残留前駆体種を洗い流すための
不活性なパージ、（ｃ）酸化プラズマステップ、及び（ｄ）反応副産物を除去するための
不活性ガスパージを含む。このメカニズムにより確実に、反応をセルフリミッティングな
ものにし、これらの膜で優れたコンフォーマリティが観察されるようにできる。ホウ素又
はリン曝露ステップは、ＣＦＤ酸化物成長中に定期的に挿入され、次に圧送及びパージ順
序が続き、必要であれば、任意のＲＦピンニング／硬化ステップ（例えば、プラズマへの
曝露）が行われる。この堆積ブロックは、目標ＢＳＧ／ＰＳＧの厚さによって、必要に応
じて何回でも繰返される。図２０を参照されたい。
【０１９５】
　ホウ素又はリン曝露を挿入する頻度により、所定温度でドーパント拡散距離を調節する
一方で、曝露の長さにより、ドーパントの総ドーズ量を制御する。これら２つの強力な制
御パラメータは、正確に界面のドーパント濃度を調整するために、融通の利く合成スキー
ムを提供する。
【０１９６】
　実験では、ＣＦＤは、ＢＳＧ膜で優れた成長特性を示した。ＣＦＤのＢＳＧ工程では、
シリコンソースとしてＢＴＢＡＳを使用し、酸化のためにＮ２Ｏプラズマを使用し、ホウ
素でドープするためにアルゴン中で５％のジボラン（Ｂ２Ｈ６）を使用した。アルゴンと
Ｎ２Ｏの混合物が、パージガスとして使用された。アンドープＣＦＤ酸化物の結果と一致
して、～１Ａ／サイクルの成長率が得られ、ホウ素曝露ステップを含むことが、ＣＦＤ成
長に悪影響を及ぼさなかったことが示された。２５０Ａ厚のＣＦＤのＢＳＧ膜は、ＳＥＭ
写真で示されるように、異なる試験構造に略完全なコンフォーマリティを示した。これら
の膜に関する段差被覆性は、緻密な構造と分離した構造に関して～１００％になると計算
された（図２１）。段差被覆性は、形体の側壁の膜厚を、同じ形体の上部の膜厚で割った
商として定義される。表３は、膜における最終的な平均ホウ素濃度に関して、ホウ素曝露
時間、ホウ素挿入の頻度、及び成長温度の効果を区別するために、初めの研究とは異なる
分割で示している。２５Ｘ　ＣＦＤ　Ｏｘは、ホウ素挿入ステージ当たりに２５回ＣＦＤ
アンドープ酸化物サイクルがあることを意味する。この試料は、約５００オングストロー
ムまで成長したため、全順序が、約２０回繰返された（ＣＦＤ酸化物に対して１Ａ／サイ
クルの成長率とすると）ことになる。これらの分割に関するＳＩＭＳデータは、図２２に
示されるように、平均ホウ素濃度が、ホウ素を約０．５～３．５重量％とする範囲で調整
可能であり、それにより、カスタマイズされたドープオプションが可能になることを示し
ている。
【０１９７】
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【表７】

【０１９８】
装置
　当然ながら、任意の適当な処理ステーションが、上述した実施形態の１つ又は複数で用
いられてもよい。例えば、図１３は、ＣＦＤ処理ステーション１３００の実施形態を図式
的に示している。簡単にするために、ＣＦＤ処理ステーション１３００は、低圧環境を維
持するための処理チャンバ本体１３０２を有するスタンドアロンの処理ステーションとし
て表されている。しかし、当然ながら、複数のＣＦＤ処理ステーション１３００が、一般
的な低圧処理のツール環境に含まれてもよい。図１３で図示された実施形態では、１つの
処理ステーションを示しているが、当然ながら、実施形態によっては、複数の処理ステー
ションが、処理ツールに含まれてもよい。例えば、図１４は、マルチステーション処理ツ
ール２４００の実施形態について図示している。更に、当然ながら、実施形態によっては
、以下で詳述されるものを含む、ＣＦＤ処理ステーション１３００の１つ又は複数のハー
ドウェアパラメータが、１台又は複数のコンピュータコントローラによって、プログラム
的に調節されてもよい。
【０１９９】
　ＣＦＤ処理ステーション１３００は、処理ガスを分散シャワーヘッド１３０６に供給す
る反応物供給システム１３０１と流体連通する。反応物供給システム１３０１は、シャワ
ーヘッド１３０６に供給するために処理ガスを配合及び／又は調整する混合容器１３０４
を含む。１個又は複数の混合容器入口弁１３２０は、混合容器１３０４への処理ガスの導
入を制御できる。
【０２００】
　ＢＴＢＡＳのような、一部の反応物は、処理ステーションで気化され、次に処理ステー
ションに供給される前に、液体で貯蔵されてもよい。例えば、図１３の実施形態は、混合
容器１３０４に供給される液状反応物を気化するための気化ポイント１３０３を含む。実
施形態によっては、気化ポイント１３０３は、加熱気化器としてもよい。かかる気化器か
ら発生した飽和反応物の蒸気は、下流側供給配管で凝縮できる。非相溶性のガスを凝縮さ
れた反応物に曝露すると、小粒子を作成できる。これらの小粒子は、配管に詰まり、バル
ブ操作を妨害して、基板等を汚染する虞がある。これらの問題を解決するやり方の中には
、残留反応物を除去するために、供給配管を掃引する及び／又は真空排気することを伴う
ものがある。しかしながら、供給配管を掃引すると、処理ステーションのサイクルタイム
が長くなり、処理ステーションの処理能力を下げる場合がある。従って、実施形態によっ
ては、気化ポイント１３０３の下流側供給配管　は、ヒートトレースされてもよい。また
、実施例によっては、混合容器１３０４も、ヒートトレースされてもよい。非限定的な一
実施例では、気化ポイント１３０３の下流側配管は、約１００℃から延びて、混合容器１
３０４で約１５０℃に上昇する昇温プロファイルを有する。
【０２０１】
　実施形態によっては、反応液は、液体噴射装置で気化されてもよい。例えば、液体噴射
装置は、液状反応物を混合容器上流のキャリアガス流にパルス状に噴射することができる
。一シナリオでは、液体噴射装置は、液体を高圧から低圧にフラッシュすることによって
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、反応物を気化できる。別のシナリオでは、液体噴射装置は、液体を霧化して分散した微
小液滴にし、該微小液滴は、加熱された供給パイプで、その後気化させることができる。
当然ながら、小さな液滴は、大きな液滴より速く気化するため、液体噴射と完全気化との
間の遅延を短縮できる。より速く気化させることで、気化ポイント１３０３から下流の配
管長を短くできる。一シナリオでは、液体噴射装置は、混合容器１３０４に直接取付けら
れる。別のシナリオでは、液体噴射装置は、シャワーヘッド１３０６に直接取付けられる
。
【０２０２】
　シャワーヘッド１３０６及び載置台１３０８は、プラズマに電気を供給するＲＦ電源１
３１４及び整合ネットワーク１３１６と電気的に導通する。実施形態によっては、プラズ
マエネルギは、処理ステーションの圧力、ガス濃度、ＲＦソース電力、ＲＦソース周波数
、及びプラズマ電力のパルスタイミングの１つ又は複数を制御することによって、制御さ
れることができる。例えば、ＲＦ電源１３１４と整合ネットワーク１３１６は、所望する
ラジカル種の組成を有するプラズマを形成するために、任意の適当な電力で操作されるこ
とができる。適当な電力の例としては、３００ｍｍのウエハに対しては１００～５，００
０Ｗの電力が挙げられるが、これらに限定されない。同様に、ＲＦ電源１３１４は、任意
の適当な周波数のＲＦ電力を提供できる。実施形態によっては、ＲＦ電源１３１４は、高
周波ＲＦ電源と低周波ＲＦ電源を互いに無関係に制御するよう構成されることができる。
例示的な低周波数のＲＦ周波数としては、５０～５００ｋＨｚの周波数が挙げられるが、
これらに限定されない。例示的な高周波のＲＦ周波数としては、１．８ＭＨｚ～２．４５
ＧＨｚの周波数が挙げられるが、これらに限定されない。当然ながら、任意の適当なパラ
メータは、プラズマエネルギを表面反応に提供するために、個々に又は連続的に調節され
ることができる。非限定的な一実施例では、プラズマ電力は、連続して出力されるプラズ
マと比較して、基板表面へのイオン衝撃を軽減するために、断続的にパルス状に出力され
ることができる。
【０２０３】
　実施形態によっては、プラズマは、１個又は複数のプラズマモニタによって原位置でモ
ニタリングされることができる。一シナリオでは、プラズマ電力は、１個又は複数の電圧
、電流センサ（例えば、ＶＩプローブ）によってモニタリングされることができる。別の
シナリオでは、プラズマ密度及び／又は処理ガス濃度は、１個又は複数の光学発光分光（
optical emission spectroscopy：ＯＥＳ）センサで測定されることができる。実施形態
によっては、１つ又は複数のプラズマパラメータは、かかる原位置プラズマモニタからの
測定値に基づいて、プログラム的に調節されることができる。例えば、ＯＥＳセンサは、
プラズマ電力をプログラム的に制御するフィードバックループで、使用されることができ
る。当然ながら、実施形態によっては、他のモニタが、プラズマ及び他の処理特性をモニ
タリングするのに使用されることができる。かかるモニタとしては、赤外線（ＩＲ）モニ
タ、音響モニタ、及び圧力トランスデューサが挙げられるが、これらに限定されない。
【０２０４】
　実施形態によっては、載置台１３０８は、ヒータ１３１０を介して温度制御されること
ができる。更に、実施形態によっては、ＣＦＤ処理ステーション１３００に対する圧力制
御は、ちょう形弁１３１８によって提供されることができる。図１３の実施形態に示され
るように、ちょう形弁１３１８は、下流側の真空ポンプ（図示せず）によって提供される
真空をスロットル調整する。しかしながら、実施形態によっては、処理ステーション１３
００の圧力制御は、ＣＦＤ処理ステーション１３００に導入された１種類又は複数のガス
の流量を変えることによって、調節されることもできる。
【０２０５】
　上述したように、１つ又は複数の処理ステーションは、マルチステーション処理ツール
に含まれることができる。図１４は、内向きロードロック２４０２及び外向きロードロッ
ク２４０４を有するマルチステーション処理ツール２４００の実施形態に関する概略図を
示しており、これらのロードロックのどちらか又は両方は、リモートプラズマソースを備
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えることができる。大気圧にあるロボット２４０６は、ポッド２４０８を通して装填され
たカセットから大気圧ポート２４１０を通じて内向きロードロック２４０２の中へウエハ
を移動させるように構成される。ウエハは、ロボット２４０６によって、内向きロードロ
ック２４０２にある載置台２４１２上に置かれ、大気圧ポート２４１０が閉じられ、ロー
ドロックがポンプダウンされる。内向きロードロック２４０２がリモートプラズマソース
を備える場合、ウエハは、処理チャンバ２４１４に導入される前に、ロードロック中でリ
モートプラズマ処理に曝されることができる。更に、ウエハは、例えば、湿気及び吸着さ
れたガスを除去するために、内向きロードロック２４０２において加熱されることもでき
る。次に、処理チャンバ２４１４へのチャンバ搬送ポート２４１６が開かれ、別のロボッ
ト（図示せず）が、ウエハを反応器に入れ、処理のために、反応器内に図示された第１ス
テーションの載置台上に載置する。図１４で表された実施形態は、ロードロックを含むが
、当然ながら、実施形態によっては、ウエハを処理ステーションに直接入れることも可能
である。
【０２０６】
　図示された処理チャンバ２４１４は、図１４に示された実施形態では１～４の番号を付
された４つの処理ステーションを備える。各ステーションは、加熱された載置台（２４１
８でステーション１として示される）、及びガスライン入口を有する。当然ながら、実施
形態によっては、各プロセスステーションが、異なる又は複数の目的を有してよい。例え
ば、実施形態によっては、処理ステーションは、ＣＦＤ工程モードとＰＥＣＶＤ工程モー
ドとの間で切替可能としてもよい。加えて、又は或いは、実施形態によっては、処理チャ
ンバ２４１４は、ＣＦＤ工程ステーションとＰＥＣＶＤ工程ステーションとからなる対を
１つ又は複数含むことができる。図示された処理チャンバ２４１４は、４つのステーショ
ンを備えるが、当然ながら、本開示による処理チャンバは、任意の適当な数のステーショ
ンを有してもよい。例えば、実施形態によっては、処理チャンバが、５つ以上のステーシ
ョンを有することができる一方で、その他の実施形態では、処理チャンバが、３つ以下の
ステーションを有することができる。
【０２０７】
　図１４では、処理チャンバ２４１４内でウエハを移送するウエハハンドリングシステム
２４９０も示している。実施形態によっては、ウエハハンドリングシステム２４９０は、
ウエハを、様々な処理ステーション間で、及び／又は処理ステーションとロードロックと
の間で移送することができる。当然ながら、任意の適当なウエハハンドリングシステムが
用いられてもよい。非限定的な例として、ウエハカルーセル及びウエハハンドリングロボ
ットが挙げられる。また、図１４は、処理ツール２４００の処理条件及びハードウェア状
態を制御するために用いられるシステムコントローラ２４５０の実施形態も表している。
システムコントローラ２４５０は、１つ又は複数のメモリデバイス２４５６、１つ又は複
数の大容量ストレージデバイス２４５４、及び１つ又は複数のプロセッサ２４５２を含む
ことができる。プロセッサ２４５２は、ＣＰＵ又はコンピュータ、アナログ及び／又はデ
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等を含むことができる。
【０２０８】
　実施形態によっては、システムコントローラ２４５０は、処理ツール２４００の全活動
を制御する。システムコントローラ２４５０は、大容量ストレージデバイス２４５４に記
憶され、メモリデバイス２４５６に読み込まれ、プロセッサ２４５２上で実行されるシス
テム制御ソフトウェア２４５８を実行する。システム制御ソフトウェア２４５８は、タイ
ミング、ガスの混合、チャンバ及び／又はステーション圧力、チャンバ及び／又はステー
ション温度、ウエハ温度、目標電力レベル、ＲＦ電力レベル、基板載置台、チャック及び
／又はサセプタ位置、及び処理ツール２４００によって行われる特定の処理に関する他の
パラメータを制御するための命令を含むことができる。システム制御ソフトウェア２４５
８は、任意の適当な方法で構成されてもよい。例えば、様々な処理ツールコンポーネント
サブルーチン又は制御オブジェクトが、様々な処理ツール工程を実行するのに必要な処理
ツールコンポーネントの動作を制御するために、書き込まれることができる。システム制
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御ソフトウェア２４５８は、任意の適当なコンピュータ可読プログラミング言語としてコ
ード化されることができる。
【０２０９】
　実施形態によっては、システム制御ソフトウェア２４５８は、上述された様々なパラメ
ータを制御するための入力／出力制御（ＩＯＣ）シーケンシング命令を含むことができる
。例えば、ＣＦＤ工程の各段階は、システムコントローラ２４５０によって実行される１
つ又は複数の命令を含むことができる。ＣＦＤ工程段階のための処理条件を設定する命令
は、対応するＣＦＤレシピ段階に含めることができる。実施形態によっては、ＣＦＤレシ
ピ段階は、ＣＦＤ工程段階のための全命令が、該工程段階と同時に実行されるように、順
番に配列されることができる。
【０２１０】
　実施形態によっては、システムコントローラ２４５０に関連して大容量ストレージデバ
イス２４５４及び／又はメモリデバイス２４５６に保存された他のコンピュータソフトウ
ェア及び／又はプログラムが、用いられてもよい。これを目的としたプログラム又はプロ
グラムの部分の例として、基板位置決めプログラム、処理ガス制御プログラム、圧力制御
プログラム、ヒータ制御プログラム、及びプラズマ制御プログラムが挙げられる。
【０２１１】
　基板位置決めプログラムは、基板を載置台２４１８上に載せるために、及び基板と処理
ツール２４００の他の部品との間の間隔を制御するために使用される、処理ツールコンポ
ーネントに関するプログラムコードを含むことができる。
【０２１２】
　処理ガス制御プログラムは、ガス組成及び流量を制御するための、及び任意で、処理ス
テーション内の圧力を安定させるために、堆積の前に１つ又は複数の処理ステーションに
ガスを流入させるためのコードを含むことができる。圧力制御プログラムは、例えば、処
理ステーションの排気システムにおけるスロットル弁や処理ステーションに入るガス流等
を規制することによって、処理ステーション内の圧力を制御するためのコードを含むこと
ができる。
【０２１３】
　ヒータ制御プログラムは、基板を加熱するために使用される加熱ユニットへの電流を制
御するためのコードを含むことができる。或いは、ヒータ制御プログラムは、基板への熱
伝達ガス（ヘリウム等）の供給を制御することができる。
【０２１４】
　プラズマ制御プログラムは、１つ又は複数の処理ステーションの処理電極に印加される
ＲＦ電力レベルを設定するためのコードを含むことができる。
【０２１５】
　実施形態によっては、システムコントローラ２４５０に関連付けられたユーザインタフ
ェースを存在させてもよい。ユーザインタフェースとしては、ディスプレイ画面、装置及
び／又は処理条件のグラフィックソフトウェア表示、及びポインティングデバイス、キー
ボード、タッチ画面、マイクロフォン等のユーザ入力装置等が挙げられる。
【０２１６】
　実施形態によっては、システムコントローラ２４５０によって調節されるパラメータは
、処理条件に関するものであってよい。非限定的な例としては、処理ガスの組成及び流量
、温度、圧力、プラズマ条件（ＲＦバイアス電力レベル等）、圧力、温度等が挙げられる
。これらのパラメータは、ユーザインタフェースを用いて入力可能なレシピの形でユーザ
に提供されることができる。
【０２１７】
　工程をモニタリングするための信号は、システムコントローラ２４５０のアナログ及び
／又はデジタル入力接続によって、様々な処理ツールセンサから提供されることができる
。工程を制御するための信号は、処理ツール２４００のアナログ及びデジタル出力接続に
載せて出力されることができる。モニタリング可能な処理ツールセンサの非限定的な例と
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。適切にプログラムされたフィードバック及び制御アルゴリズムが、処理条件を維持する
ために、これらのセンサからのデータと共に使用されることができる。
【０２１８】
　システムコントローラ２４５０は、上記堆積工程を実行するためのプログラム命令を提
供することができる。プログラム命令は、ＤＣ電力レベル、ＲＦバイアス電力レベル、圧
力、温度等の、様々な処理パラメータを制御できる。命令は、本明細書で説明される様々
な実施形態に従い、積層膜を原位置で堆積する操作を行うために、これらのパラメータを
制御できる。
【０２１９】
　本明細書で上述した装置／工程は、半導体デバイス、ディスプレイ、ＬＥＤ、光起電力
パネル等の作製又は製造のための、リソグラフィパターニングツール又は工程と併せて使
用されることができる。必ずしもそうとは限らないが、通常、かかるツール／工程は、共
通の作製設備において併せて使用又は実行される。リソグラフィによる膜のパターニング
は、通常、以下の操作：（１）スピンオンツール又は噴き付けツールを使用して、被加工
物、即ち基板にフォトレジストを塗布する操作；（２）加熱板又は高温炉又はＵＶ硬化ツ
ールを使用して、フォトレジストを硬化させる操作；（３）ウエハステッパ等のツールに
よって、可視光又はＵＶ光又はｘ線でフォトレジストを露光する操作；（４）レジストを
選択的に除去するようにレジストを現像し、それによりウェットベンチ等のツールを使用
してパターニングする操作；（５）ドライエッチングツール又はプラズマアシストエッチ
ングツールを使用して、レジストパターンを下地膜又は被加工物に転写する操作；及び（
６）ＲＦ又はマイクロ波プラズマ除去ストリッパ等のツールを使用して、レジストを除去
する操作の中の、一部又は全部を含み、各操作は、考えられる幾つかのツールによって可
能になる。
【０２２０】
　本明細書に記載された構成及び／又はやり方は、全く例示的なものであり、これらの特
定の実施形態又は実施例は、多数の変形例が可能であるため、限定する意味に取られない
ものと、理解されるべきである。本明細書に記載された特定のルーチン又は方法は、あら
ゆる処理戦略の中の、１つ又は複数を提示したに過ぎないかも知れない。よって、説明し
た様々な行為（ａｃｔ）は、説明された順序で、他の順序で、並行して、又は場合によっ
ては省略されて、実行されることができる。同様に、上述した工程の順番は、変更される
ことできる。
【０２２１】
　本開示の内容は、本明細書に開示された様々な工程、システム及び構成の新規な且つ進
歩性のある全ての組合せ及び部分的組合せ、及び他の特徴、機能、行為、及び／又は特性
、並びに一部及び全ての均等物を含む。
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