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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に薄膜を形成する工程と、
　前記薄膜を形成する工程における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する工程
と、
　前記第１の温度よりも高い第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の
温度で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する工
程と、
　を有する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第１の温度に上昇させる期
間のうち少なくとも一部を含む請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第１の温度に一定に維持す
る期間を含む請求項１または２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第２の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第２の温度に上昇させる期
間のうち少なくとも一部を含む請求項１乃至３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法
。
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【請求項５】
　前記第２の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第２の温度に一定に維持す
る期間を含む請求項１乃至４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第２の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第２の温度から下降させる
期間のうち少なくとも一部を含む請求項１乃至５のいずれかに記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項７】
　前記第１の温度を、前記薄膜中から前記第１の不純物を除去する際に、前記第１の不純
物により前記薄膜が酸化されない温度とする請求項１乃至６のいずれかに記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の温度を、前記薄膜中から前記第１の不純物を除去する際に、前記第１の不純
物と、前記薄膜中に含まれる前記第１の不純物とは異なる不純物とが、反応しない温度と
する請求項１乃至７のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の温度を、前記薄膜中から前記第１の不純物を除去する際に、前記第１の不純
物と、前記薄膜中に含まれる前記第２の不純物とが、反応しない温度とする請求項１乃至
８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１の温度を、３００℃以上４５０℃以下の範囲内の温度とする請求項１乃至９の
いずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２の温度を、３００℃を超え９００℃以下の範囲内の温度とする請求項１乃至１
０のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記薄膜は、所定元素、酸素および炭素を含む請求項１乃至１１のいずれかに記載の半
導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記薄膜を形成する工程では、
　前記基板に対して前記所定元素、炭素およびハロゲン元素を含み、前記所定元素と炭素
との化学結合を有する原料ガスを供給する工程と、
　前記基板に対して酸化ガスを供給する工程と、
　前記基板に対して触媒ガスを供給する工程と、
　を含むサイクルを所定回数行う請求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　基板上に薄膜を形成する工程と、
　前記薄膜を形成する工程における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する工程
と、
　前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度
で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する工程と
、
　を有し、
　前記第１の不純物を除去する工程および前記第２の不純物を除去する工程では、前記基
板に対して酸素非含有ガスを供給することにより、酸素非含有の雰囲気下で、前記熱処理
を行う半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　基板を収容する処理室と、
　薄膜を形成するための処理ガスを前記処理室内へ供給する処理ガス供給系と、
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　前記処理室内の基板を加熱するヒータと、
　前記処理室内の基板に対して前記処理ガスを供給して前記基板上に薄膜を形成する処理
と、前記薄膜を形成する処理における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を
熱処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する処
理と、前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の
温度で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する処
理と、を行うように、前記処理ガス供給系および前記ヒータを制御するよう構成される制
御部と、
　を有する基板処理装置。
【請求項１６】
　基板を収容する処理室と、
　薄膜を形成するための処理ガスを前記処理室内へ供給する処理ガス供給系と、
　前記処理室内の基板を加熱するヒータと、
　前記処理室内の基板に対して前記処理ガスを供給して前記基板上に薄膜を形成する処理
と、前記薄膜を形成する処理における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を
熱処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する処
理と、前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の
温度で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する処
理と、を行い、前記第１の不純物を除去する処理および前記第２の不純物を除去する処理
では、前記基板に対して酸素非含有ガスを供給することにより、酸素非含有の雰囲気下で
、前記熱処理を行うように、前記処理ガス供給系および前記ヒータを制御するよう構成さ
れる制御部と、
　を有する基板処理装置。
【請求項１７】
　基板上に薄膜を形成する第１基板処理部と、前記薄膜を熱処理する第２基板処理部と、
を有する基板処理システムであって、
　前記第１基板処理部は、
　基板を収容する第１処理室と、
　薄膜を形成するための処理ガスを前記第１処理室内へ供給する処理ガス供給系と、
　前記第１処理室内の基板に対して前記処理ガスを供給して前記基板上に薄膜を形成する
処理を行うように、前記処理ガス供給系を制御するよう構成される第１制御部と、を有し
、
　前記第２基板処理部は、
　基板を収容する第２処理室と、
　前記第２処理室内の基板を加熱するヒータと、
　前記第２処理室内に前記薄膜が形成された前記基板を収容した状態で、前記薄膜を形成
する処理における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱処理することによ
り、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する処理と、前記第１の温
度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度で熱処理した後
の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する処理と、を行うように
、前記ヒータを制御するよう構成される第２制御部と、を有する基板処理システム。
【請求項１８】
　基板上に薄膜を形成する第１基板処理部と、前記薄膜を熱処理する第２基板処理部と、
を有する基板処理システムであって、
　前記第１基板処理部は、
　基板を収容する第１処理室と、
　薄膜を形成するための処理ガスを前記第１処理室内へ供給する処理ガス供給系と、
　前記第１処理室内の基板に対して前記処理ガスを供給して前記基板上に薄膜を形成する
処理を行うように、前記処理ガス供給系を制御するよう構成される第１制御部と、を有し
、
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　前記第２基板処理部は、
　基板を収容する第２処理室と、
　前記第２処理室内の基板を加熱するヒータと、
　前記第２処理室内に前記薄膜が形成された前記基板を収容した状態で、前記薄膜を形成
する処理における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱処理することによ
り、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する処理と、前記第１の温
度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度で熱処理した後
の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する処理と、を行い、前記
第１の不純物を除去する処理および前記第２の不純物を除去する処理では、前記基板に対
して酸素非含有ガスを供給することにより、酸素非含有の雰囲気下で、前記熱処理を行う
ように、前記ヒータを制御するよう構成される第２制御部と、を有する基板処理システム
。
【請求項１９】
　処理室内の基板上に薄膜を形成する手順と、
　前記薄膜を形成する手順における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する手順
と、
　前記第１の温度よりも高い第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の
温度で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する手
順と、
　をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項２０】
　処理室内の基板上に薄膜を形成する手順と、
　前記薄膜を形成する手順における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する手順
と、
　前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度
で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する手順と
、
　をコンピュータに実行させ、
　前記第１の不純物を除去する手順および前記第２の不純物を除去する手順では、前記基
板に対して酸素非含有ガスを供給することにより、酸素非含有の雰囲気下で、前記熱処理
を行わせるプログラム。
【請求項２１】
　処理室内の基板上に薄膜を形成する手順と、
　前記薄膜を形成する手順における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する手順
と、
　前記第１の温度よりも高い第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の
温度で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する手
順と、
　をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒
体。
【請求項２２】
　処理室内の基板上に薄膜を形成する手順と、
　前記薄膜を形成する手順における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する手順
と、
　前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度
で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する手順と
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、
　をコンピュータに実行させ、
　前記第１の不純物を除去する手順および前記第２の不純物を除去する手順では、前記基
板に対して酸素非含有ガスを供給することにより、酸素非含有の雰囲気下で、前記熱処理
を行わせるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法、基板処理装置、基板処理システムおよびプログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の製造工程の一工程として、基板に対して例えばシリコン等の所定元素を含
む原料ガスや、酸化ガス等を供給し、基板上にシリコン酸化膜等の薄膜を形成する工程が
行われることがある。その際、例えば触媒ガスを用いることで比較的低温での成膜が可能
となり、半導体装置の受ける熱履歴等を改善することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　基板上に薄膜を形成する際、例えば炭素等を薄膜に含有させて、ウエットエッチングに
対する耐性を向上させ、また、膜の誘電率を低下させるなど、膜質の向上を図る場合があ
る。
【０００４】
　しかしながら、比較的低温の条件下では、膜中に充分な量の炭素が取り込まれ難かった
り、膜中に水分等の不純物が混入してしまったりする場合がある。このため、例えば充分
なエッチング耐性を備える低誘電率の薄膜を形成できないなどの課題が生じてしまう。
【０００５】
　本発明の目的は、優れたエッチング耐性を有する低誘電率の薄膜を形成する技術を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、
　基板上に薄膜を形成する工程と、
　前記薄膜を形成する工程における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する工程
と、
　前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度
で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する工程と
、
　を有する半導体装置の製造方法が提供される。
【０００７】
　本発明の他の態様によれば、
　基板を収容する処理室と、
　薄膜を形成するための処理ガスを前記処理室内へ供給する処理ガス供給系と、
　前記処理室内の基板を加熱するヒータと、
　前記処理室内の基板に対して前記処理ガスを供給して前記基板上に薄膜を形成する処理
と、前記薄膜を形成する処理における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を
熱処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する処
理と、前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の
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温度で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する処
理と、を行うように、前記処理ガス供給系および前記ヒータを制御するよう構成される制
御部と、
　を有する基板処理装置が提供される。
【０００８】
　本発明のさらに他の態様によれば、
　基板上に薄膜を形成する第１基板処理部と、前記薄膜を熱処理する第２基板処理部と、
を有する基板処理システムであって、
　前記第１基板処理部は、
　基板を収容する第１処理室と、
　薄膜を形成するための処理ガスを前記第１処理室内へ供給する処理ガス供給系と、
　前記第１処理室内の基板に対して前記処理ガスを供給して前記基板上に薄膜を形成する
処理を行うように、前記処理ガス供給系を制御するよう構成される第１制御部と、を有し
、
　前記第２基板処理部は、
　基板を収容する第２処理室と、
　前記第２処理室内の基板を加熱するヒータと、
　前記第２処理室内に前記薄膜が形成された前記基板を収容した状態で、前記薄膜を形成
する処理における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱処理することによ
り、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する処理と、前記第１の温
度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度で熱処理した後
の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する処理と、を行うように
、前記ヒータを制御するよう構成される第２制御部と、を有する基板処理システムが提供
される。
【０００９】
　本発明のさらに他の態様によれば、
　処理室内の基板上に薄膜を形成する手順と、
　前記薄膜を形成する手順における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分および塩素を含む第１の不純物を除去する手順
と、
　前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度
で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物を含む第２の不純物を除去する手順と
、
　をコンピュータに実行させるプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、優れたエッチング耐性を有する低誘電率の薄膜を形成することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態で好適に用いられる基板処理装置の縦型処理炉の概略構成
図であり、処理炉部分を縦断面図で示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態で好適に用いられる基板処理装置の縦型処理炉の概略構成
図であり、処理炉部分を図１のＡ－Ａ線断面図で示す図である。
【図３】本発明の第１実施形態で好適に用いられる基板処理装置のコントローラの概略構
成図であり、コントローラの制御系をブロック図で示す図である。
【図４】本発明の第１実施形態およびその変形例の成膜シーケンスにおけるガス供給のタ
イミングを示す図であり、（ａ）は第１実施形態のシーケンス例を示す図であり、（ｂ）
は変形例のシーケンス例を示す図である。
【図５】本発明の第１実施形態の薄膜形成工程の触媒反応の説明図であって、（ａ）はス
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テップ１ａにおける触媒反応を示す図であり、（ｂ）はステップ２ａにおける触媒反応を
示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態およびその変形例の成膜シーケンスにおけるガス供給のタ
イミングを示す図であり、（ａ）は第２実施形態のシーケンス例を示す図であり、（ｂ）
は変形例１のシーケンス例を示す図であり、（ｃ）は変形例２のシーケンス例を示す図で
ある。
【図７】本発明の第３実施形態の成膜シーケンスにおけるガス供給のタイミングを示す図
であり、（ａ）はスタック膜を形成するシーケンス例を示す図であり、（ｂ）はラミネー
ト膜を形成するシーケンス例を示す図である。
【図８】本発明の第３実施形態の変形例の成膜シーケンスにおけるガス供給およびＲＦ電
力供給のタイミングを示す図であり、（ａ）はスタック膜を形成するシーケンス例を示す
図であり、（ｂ）はラミネート膜を形成するシーケンス例を示す図である。
【図９】（ａ）～（ｆ）は、原料ガスとして用いられる各種シランの化学構造式を示す図
であり、それぞれ、ＢＴＣＳＭ，ＢＴＣＳＥ，ＴＣＤＭＤＳ，ＤＣＴＭＤＳ，ＨＣＤＳ，
ＢＤＥＡＳの化学構造式を示す図である。
【図１０】（ａ）～（ｆ）は、触媒ガスとして用いられる各種アミンの名称、化学組成式
、化学構造式、および酸解離定数を示す図であり、それぞれ、環状アミン、ＴＥＡ，ＤＥ
Ａ，ＭＥＡ，ＴＭＡ，ＭＭＡの名称、化学組成式、化学構造式、および酸解離定数を示す
図である。
【図１１】本発明の実施例のグラフであり、（ａ）は熱処理前後でのＳｉＯＣ膜の比誘電
率を、（ｂ）は熱処理前後でのＳｉＯＣ膜のウエットエッチングレートを、（ｃ）はＳｉ
ＯＣ膜のウエットエッチングレートの熱処理の温度依存性を示す。
【図１２】本発明の第１実施形態の成膜シーケンスにより形成した熱処理前のＳｉＯＣ膜
のＴＤＳによる脱離スペクトルを例示する図であり、（ａ）はＨ２Ｏの脱離スペクトルを
、（ｂ）はＣｌの脱離スペクトルを、（ｃ）はＣ２Ｈ２の脱離スペクトルを例示するグラ
フである。
【図１３】本発明の実施例の評価結果を示す図であり、サンプル１のＳｉＯＣ膜とサンプ
ル２のＳｉＯＣ膜との各種特性を比較して表にまとめたものである。
【図１４】（ａ）は、第２の温度を第１の温度よりも高い温度とした場合の熱処理工程の
温度制御シーケンスを、（ｂ）～（ｄ）はその変形例を示す図である。
【図１５】第２の温度を第１の温度と同等な温度とした場合の熱処理工程の温度制御シー
ケンスを示す図である。
【図１６】本発明の実施例の評価結果を示す図であり、（ａ）はサンプル１～６のＳｉＯ
Ｃ膜のウエットエッチングレートを示すグラフであり、（ｂ）は各サンプルの熱処理条件
を比較して表にまとめたものである。
【図１７】本発明の実施例の評価結果を示す図であり、サンプル１～８のＳｉＯＣ膜およ
びサンプル９，１０のＳｉＯ膜の比誘電率を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜第１実施形態＞
　以下、本発明の第１実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１３】
（１）基板処理装置の全体構成
　図１に示すように、処理炉２０２は加熱手段（加熱機構）としてのヒータ２０７を有す
る。ヒータ２０７は円筒形状であり、保持板としてのヒータベース（図示せず）に支持さ
れることにより垂直に据え付けられている。ヒータ２０７は、後述するようにガスを熱で
活性化（励起）させる活性化機構（励起部）としても機能する。
【００１４】
　ヒータ２０７の内側には、ヒータ２０７と同心円状に反応管２０３が配設されている。
反応管２０３は、例えば石英（ＳｉＯ２）または炭化シリコン（ＳｉＣ）等の耐熱性材料
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からなり、上端が閉塞し下端が開口した円筒形状に形成されている。反応管２０３の下方
には、反応管２０３と同心円状に、マニホールド（インレットフランジ）２０９が配設さ
れている。マニホールド２０９は、例えばステンレス等の金属で構成され、上端および下
端が開口した円筒形状に形成されている。マニホールド２０９の上端部は、反応管２０３
の下端部に係合しており、反応管２０３を支持するように構成されている。マニホールド
２０９と反応管２０３との間には、シール部材としてのＯリング２２０ａが設けられてい
る。マニホールド２０９がヒータベースに支持されることにより、反応管２０３は垂直に
据え付けられた状態となる。主に、反応管２０３とマニホールド２０９とにより処理容器
（反応容器）が構成される。処理容器の筒中空部には処理室２０１が形成されている。処
理室２０１は、基板としてのウエハ２００を、後述するボート２１７によって水平姿勢で
垂直方向に多段に整列した状態で収容可能に構成されている。
【００１５】
　処理室２０１内には、ノズル２４９ａ～２４９ｃが、マニホールド２０９の側壁を貫通
するように設けられている。ノズル２４９ａ～２４９ｃには、ガス供給管２３２ａ～２３
２ｃがそれぞれ接続されている。ガス供給管２３２ａには、ガス供給管２３２ｄ～２３２
ｆが接続されている。ガス供給管２３２ｂには、ガス供給管２３２ｇ，２３２ｈが接続さ
れている。ガス供給管２３２ｃには、ガス供給管２３２ｉが接続されている。このように
、処理容器には、３本のノズル２４９ａ～２４９ｃと、複数本のガス供給管２３２ａ～２
３２ｉとが設けられており、処理室２０１内へ複数種類のガスを供給することができるよ
うに構成されている。
【００１６】
　ガス供給管２４９ａ～２４９ｉには、上流方向から順に、流量制御器（流量制御部）で
あるマスフローコントローラ（ＭＦＣ）２４１ａ～２４１ｉ、および開閉弁であるバルブ
２４３ａ～２４３ｉがそれぞれ設けられている。ガス供給管２３２ａ～２３２ｃのバルブ
２４３ａ～２４３ｃよりも下流側には、不活性ガスを供給するガス供給管２３２ｊ～２３
２ｌがそれぞれ接続されている。ガス供給管２３２ｊ～２３２ｌには、上流方向から順に
、ＭＦＣ２４１ｊ～２４１ｌおよびバルブ２４３ｊ～２４３ｌがそれぞれ設けられている
。
【００１７】
　ガス供給管２３２ａ，２３２ｃの先端部には、ノズル２４９ａ，２４９ｃがそれぞれ接
続されている。ノズル２４９ａ，２４９ｃは、図２に示すように、反応管２０３の内壁と
ウエハ２００との間における円環状の空間に、反応管２０３の内壁の下部より上部に沿っ
て、ウエハ２００の積載方向上方に向かって立ち上がるようにそれぞれ設けられている。
すなわち、ノズル２４９ａ，２４９ｃは、ウエハ２００が配列されるウエハ配列領域の側
方の、ウエハ配列領域を水平に取り囲む領域に、ウエハ配列領域に沿うようにそれぞれ設
けられている。ノズル２４９ａ，２４９ｃはＬ字型のロングノズルとしてそれぞれ構成さ
れており、それらの各水平部はマニホールド２０９の側壁を貫通するように設けられてお
り、それらの各垂直部は少なくともウエハ配列領域の一端側から他端側に向かって立ち上
がるように設けられている。ノズル２４９ａ，２４９ｃの側面には、ガスを供給するガス
供給孔２５０ａ，２５０ｃがそれぞれ設けられている。ガス供給孔２５０ａ，２５０ｃは
、反応管２０３の中心を向くように開口しており、ウエハ２００に向けてガスを供給する
ことが可能となっている。ガス供給孔２５０ａ，２５０ｃは、反応管２０３の下部から上
部にわたって複数設けられ、それぞれが同一の開口面積を有し、更に同じ開口ピッチで設
けられている。
【００１８】
　ガス供給管２３２ｂの先端部には、ノズル２４９ｂが接続されている。ノズル２４９ｂ
は、ガス分散空間であるバッファ室２３７内に設けられている。バッファ室２３７は、図
２に示すように、反応管２０３の内壁とウエハ２００との間における円環状の空間に、ま
た、反応管２０３内壁の下部より上部にわたる部分に、ウエハ２００の積載方向に沿って
設けられている。すなわち、バッファ室２３７は、ウエハ配列領域の側方の、ウエハ配列
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領域を水平に取り囲む領域に、ウエハ配列領域に沿うように設けられている。バッファ室
２３７のウエハ２００と隣接する壁の端部には、ガスを供給するガス供給孔２５０ｄが設
けられている。ガス供給孔２５０ｄは、反応管２０３の中心を向くように開口しており、
ウエハ２００に向けてガスを供給することが可能となっている。ガス供給孔２５０ｄは、
反応管２０３の下部から上部にわたって複数設けられ、それぞれが同一の開口面積を有し
、更に同じ開口ピッチで設けられている。
【００１９】
　ノズル２４９ｂは、バッファ室２３７のガス供給孔２５０ｄが設けられた端部と反対側
の端部に、反応管２０３の内壁の下部より上部に沿って、ウエハ２００の積載方向上方に
向かって立ち上がるように設けられている。すなわち、ノズル２４９ｂは、ウエハ２００
が配列されるウエハ配列領域の側方の、ウエハ配列領域を水平に取り囲む領域に、ウエハ
配列領域に沿うように設けられている。ノズル２４９ｂはＬ字型のロングノズルとして構
成されており、その水平部はマニホールド２０９の側壁を貫通するように設けられており
、その垂直部は少なくともウエハ配列領域の一端側から他端側に向かって立ち上がるよう
に設けられている。ノズル２４９ｂの側面には、ガスを供給するガス供給孔２５０ｂが設
けられている。ガス供給孔２５０ｂは、バッファ室２３７の中心を向くように開口してい
る。ガス供給孔２５０ｂは、ガス供給孔２５０ｄと同様に、反応管２０３の下部から上部
にわたって複数設けられている。バッファ室２３７内と処理室２０１内との差圧が小さい
場合、複数のガス供給孔２５０ｂの開口面積および開口ピッチを、上流側（下部）から下
流側（上部）にわたりそれぞれ同一にするとよい。また、バッファ室２３７内と処理室２
０１内との差圧が大きい場合、ガス供給孔２５０ｂの開口面積を上流側から下流側に向か
って徐々に大きくしたり、ガス供給孔２５０ｂの開口ピッチを上流側から下流側に向かっ
て徐々に小さくしたりするとよい。
【００２０】
　ガス供給孔２５０ｂのそれぞれの開口面積や開口ピッチを、上流側から下流側にかけて
上述のように調節することで、ガス供給孔２５０ｂのそれぞれから、流速の差はあるもの
の、流量がほぼ同量であるガスを噴出させることが可能となる。そして、これら複数のガ
ス供給孔２５０ｂのそれぞれから噴出するガスを、一旦、バッファ室２３７内へ導入する
ことで、バッファ室２３７内においてガスの流速差の均一化を行うことが可能となる。複
数のガス供給孔２５０ｂのそれぞれよりバッファ室２３７内へ噴出したガスは、バッファ
室２３７内で各ガスの粒子速度が緩和された後、複数のガス供給孔２５０ｄより処理室２
０１内へ噴出する。複数のガス供給孔２５０ｂのそれぞれよりバッファ室２３７内へ噴出
したガスは、ガス供給孔２５０ｄのそれぞれより処理室２０１内へ噴出する際には、均一
な流量と流速とを有するガスとなる。
【００２１】
　このように、本実施形態では、反応管２０３の内壁と、積載された複数のウエハ２００
の端部とで定義される円環状の縦長の空間内、つまり、円筒状の空間内に配置したノズル
２４９ａ～２４９ｃおよびバッファ室２３７を経由してガスを搬送している。そして、ノ
ズル２４９ａ～２４９ｃおよびバッファ室２３７にそれぞれ開口されたガス供給孔２５０
ａ～２５０ｄから、ウエハ２００の近傍で初めて反応管２０３内へガスを噴出させている
。そして、反応管２０３内におけるガスの主たる流れを、ウエハ２００の表面と平行な方
向、すなわち、水平方向としている。このような構成とすることで、各ウエハ２００に均
一にガスを供給でき、各ウエハ２００に形成される膜の膜厚の均一性を向上させることが
可能となる。ウエハ２００の表面上を流れたガス、すなわち、反応後の残ガスは、排気口
、すなわち、後述する排気管２３１の方向に向かって流れる。但し、この残ガスの流れの
方向は、排気口の位置によって適宜特定され、垂直方向に限ったものではない。
【００２２】
　ガス供給管２３２ａからは、所定元素、Ｃおよびハロゲン元素を含み、所定元素とＣと
の化学結合を有する原料ガスとして、例えば、所定元素としてのＳｉ、アルキレン基およ
びハロゲン基を含み、ＳｉとＣとの化学結合（Ｓｉ－Ｃ結合）を有するアルキレンハロシ
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ラン原料ガスが、ＭＦＣ２４１ａ、バルブ２４３ａ、ノズル２４９ａを介して処理室２０
１内へ供給される。アルキレン基とは、一般式ＣｎＨ２ｎ＋２で表される鎖状飽和炭化水
素（アルカン）から水素（Ｈ）を２つ取り除いた官能基であり、一般式ＣｎＨ２ｎで表さ
れる原子の集合体である。アルキレン基には、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、
ブチレン基等が含まれる。ハロゲン基には、クロロ基、フルオロ基、ブロモ基等が含まれ
る。すなわち、ハロゲン基には、塩素（Ｃｌ）、フッ素（Ｆ）、臭素（Ｂｒ）等のハロゲ
ン元素が含まれる。
【００２３】
　アルキレンハロシラン原料ガスとしては、例えば、Ｓｉ、アルキレン基としてのメチレ
ン基（－ＣＨ２－）およびハロゲン基としてのクロロ基（Ｃｌ）を含む原料ガス、すなわ
ち、メチレン基を含むクロロシラン原料ガスや、Ｓｉ、アルキレン基としてのエチレン基
（－Ｃ２Ｈ４－）およびハロゲン基としてのクロロ基（Ｃｌ）を含む原料ガス、すなわち
、エチレン基を含むクロロシラン原料ガスを用いることができる。メチレン基を含むクロ
ロシラン原料ガスとしては、例えば、メチレンビス（トリクロロシラン）ガス、すなわち
、ビス（トリクロロシリル）メタン（（ＳｉＣｌ３）２ＣＨ２、略称：ＢＴＣＳＭ）ガス
等を用いることができる。エチレン基を含むクロロシラン原料ガスとしては、例えば、エ
チレンビス（トリクロロシラン）ガス、すなわち、１，２－ビス（トリクロロシリル）エ
タン（（ＳｉＣｌ３）２Ｃ２Ｈ４、略称：ＢＴＣＳＥ）ガス等を用いることができる。
【００２４】
　図９（ａ）に示すように、ＢＴＣＳＭは、その化学構造式中（１分子中）にアルキレン
基としてのメチレン基を１つ含んでいる。メチレン基が有する２つの結合手は、それぞれ
Ｓｉと結合しており、Ｓｉ－Ｃ－Ｓｉ結合を構成している。
【００２５】
　図９（ｂ）に示すように、ＢＴＣＳＥは、１分子中にアルキレン基としてのエチレン基
を１つ含んでいる。エチレン基が有する２つの結合手は、それぞれＳｉと結合しており、
Ｓｉ－Ｃ－Ｃ－Ｓｉ結合を構成している。
【００２６】
　ガス供給管２３２ｄからは、所定元素、Ｃおよびハロゲン元素を含み、所定元素とＣと
の化学結合を有する原料ガスとして、例えば、所定元素としてのＳｉ、アルキル基および
ハロゲン基を含み、Ｓｉ－Ｃ結合を有するアルキルハロシラン原料ガスが、ＭＦＣ２４１
ｄ、バルブ２４３ｄ、ノズル２４９ａを介して処理室２０１内へ供給される。アルキル基
とは、一般式ＣｎＨ２ｎ＋２で表される鎖状飽和炭化水素からＨを１つ取り除いた官能基
であり、一般式ＣｎＨ２ｎ＋１で表される原子の集合体である。アルキル基には、メチル
基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が含まれる。ハロゲン基には、クロロ基、フルオ
ロ基、ブロモ基、すなわち、Ｃｌ、Ｆ、Ｂｒ等のハロゲン元素が含まれる。
【００２７】
　アルキルハロシラン原料ガスとしては、例えば、Ｓｉ、アルキル基としてのメチル基（
－ＣＨ３）およびハロゲン基としてのクロロ基（Ｃｌ）を含む原料ガス、すなわち、メチ
ル基を含むクロロシラン原料ガスを用いることができる。メチル基を含むクロロシラン原
料ガスとしては、例えば、１，１，２，２－テトラクロロ－１，２－ジメチルジシラン（
（ＣＨ３）２Ｓｉ２Ｃｌ４、略称：ＴＣＤＭＤＳ）ガス、１，２－ジクロロ－１，１，２
，２－テトラメチルジシラン（（ＣＨ３）４Ｓｉ２Ｃｌ２、略称：ＤＣＴＭＤＳ）ガス、
１－モノクロロ－１，１，２，２，２－ペンタメチルジシラン（（ＣＨ３）５Ｓｉ２Ｃｌ
、略称：ＭＣＰＭＤＳ）ガス等を用いることができる。ＴＣＤＭＤＳガス、ＤＣＴＭＤＳ
ガス等のアルキルハロシラン原料ガスは、ＢＴＣＳＥガス、ＢＴＣＳＭガス等のアルキレ
ンハロシランガス原料ガスとは異なり、Ｓｉ－Ｓｉ結合を有するガス、すなわち、所定元
素およびハロゲン元素を含み、所定元素同士の化学結合を有する原料ガスでもある。
【００２８】
　図９（ｃ）に示すように、ＴＣＤＭＤＳは、１分子中にアルキル基としてのメチル基を
２つ含んでいる。２つのメチル基が有する各結合手は、それぞれＳｉと結合しており、Ｓ
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ｉ－Ｃ結合を構成している。ＴＣＤＭＤＳはジシランの誘導体であり、Ｓｉ－Ｓｉ結合を
有している。すなわち、ＴＣＤＭＤＳは、Ｓｉ同士が結合し、且つ、ＳｉとＣとが結合し
たＳｉ－Ｓｉ－Ｃ結合を有している。
【００２９】
　図９（ｄ）に示すように、ＤＣＴＭＤＳは、１分子中にアルキル基としてのメチル基を
４つ含んでいる。４つのメチル基が有する各結合手は、それぞれＳｉと結合しており、Ｓ
ｉ－Ｃ結合を構成している。ＤＣＴＭＤＳはジシランの誘導体であり、Ｓｉ－Ｓｉ結合を
有している。すなわち、ＤＣＴＭＤＳは、Ｓｉ同士が結合し、且つ、ＳｉとＣとが結合し
たＳｉ－Ｓｉ－Ｃ結合を有している。
【００３０】
　ガス供給管２３２ｅからは、所定元素としてのＳｉおよびハロゲン元素を含む原料ガス
として、例えば、Ｓｉおよびハロゲン元素を含み、Ｓｉ同士の化学結合（Ｓｉ－Ｓｉ結合
）を有するハロシラン原料ガスが、ＭＦＣ２４１ｅ、バルブ２４３ｅ、ノズル２４９ａを
介して処理室２０１内へ供給される。
【００３１】
　ハロシラン原料ガスとしては、例えば、Ｓｉ、ハロゲン元素としてのクロロ基（Ｃｌ）
を含み、Ｓｉ－Ｓｉ結合を有する原料ガス、すなわち、クロロシラン原料ガスを用いるこ
とができる。クロロシラン原料ガスとは、クロロ基を含むシラン原料ガスのことであり、
少なくともＳｉおよびハロゲン元素としてのＣｌを含む原料ガスのことである。すなわち
、ここでいうクロロシラン原料は、ハロゲン化物の一種とも言える。ガス供給管２３２ｅ
から供給されるクロロシラン原料ガスとしては、例えば、ヘキサクロロジシラン（Ｓｉ２

Ｃｌ６、略称：ＨＣＤＳ）ガスを用いることができる。
【００３２】
　図９（ｅ）に示すように、ＨＣＤＳは、１分子中に２つのＳｉおよび６つのクロロ基を
含む。Ｓｉおよびハロゲン元素を含む原料ガスとしては、ＨＣＤＳガスの他、テトラクロ
ロシラン、すなわち、シリコンテトラクロライド（ＳｉＣｌ４、略称：ＳＴＣ）ガス、ト
リクロロシラン（ＳｉＨＣｌ３、略称：ＴＣＳ）ガス、ジクロロシラン（ＳｉＨ２Ｃｌ２

、略称：ＤＣＳ）ガス、モノクロロシラン（ＳｉＨ３Ｃｌ、略称：ＭＣＳ）ガス等の無機
原料ガスを用いることができる。
【００３３】
　ガス供給管２３２ｆからは、所定元素としてのＳｉ、Ｃおよび窒素（Ｎ）を含み、Ｓｉ
とＮとの化学結合（Ｓｉ－Ｎ結合）を有する原料ガスとして、例えば、Ｓｉおよびアミノ
基（アミン基）を含む原料ガスであるアミノシラン原料ガスが、ＭＦＣ２４１ｆ、バルブ
２４３ｆ、ノズル２４９ａを介して処理室２０１内へ供給される。
【００３４】
　アミノシラン原料ガスとは、アミノ基を含むシラン原料ガスのことであり、少なくとも
Ｓｉと、ＣおよびＮを含んだアミノ基と、を含む原料ガスのことである。ガス供給管２３
２ｆから供給されるアミノシラン原料ガスとしては、例えば、ビス（ジエチルアミノ）シ
ラン（Ｓｉ［Ｎ（Ｃ２Ｈ５）２］２Ｈ２、略称：ＢＤＥＡＳ）ガスを用いることができる
。
【００３５】
　図９（ｆ）に示すように、ＢＤＥＡＳは、１分子中に１つのＳｉおよび２つのアミノ基
を含む。Ｓｉ、ＣおよびＮを含みＳｉ－Ｎ結合を有する原料ガスとしては、ＢＤＥＡＳガ
スの他、トリス（ジエチルアミノ）シラン（ＳｉＨ［Ｎ（Ｃ２Ｈ５）２］３、略称：３Ｄ
ＥＡＳ）ガス、テトラキス（ジエチルアミノ）シラン（Ｓｉ［Ｎ（Ｃ２Ｈ５）２］４、略
称：４ＤＥＡＳ）ガス、トリス（ジメチルアミノ）シラン（Ｓｉ［Ｎ（ＣＨ３）２］３Ｈ
、略称：３ＤＭＡＳ）ガス、テトラキス（ジメチルアミノ）シラン（Ｓｉ［Ｎ（ＣＨ３）

２］４、略称：４ＤＭＡＳ）ガス等の有機原料ガスを用いることができる。
【００３６】
　ここで、原料ガスとは、気体状態の原料、例えば、常温常圧下で液体状態である原料を
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気化することで得られるガスや、常温常圧下で気体状態である原料等のことである。本明
細書において「原料」という言葉を用いた場合は、「液体状態である液体原料」を意味す
る場合、「気体状態である原料ガス」を意味する場合、または、その両方を意味する場合
がある。ＢＴＣＳＭ、ＢＴＣＳＥ、ＴＣＤＭＤＳ、ＤＣＴＭＤＳ、ＨＣＤＳ、ＢＤＥＡＳ
のように常温常圧下で液体状態である液体原料を用いる場合は、液体原料を気化器やバブ
ラ等の気化システムにより気化して、原料ガス（ＢＴＣＳＭガス、ＢＴＣＳＥガス、ＴＣ
ＤＭＤＳガス、ＤＣＴＭＤＳガス、ＨＣＤＳガス、ＢＤＥＡＳガス）として供給すること
となる。
【００３７】
　ガス供給管２３２ｂからは、酸化ガスとして、例えば、酸素（Ｏ）を含むガス（酸素含
有ガス）が、ＭＦＣ２４１ｂ、バルブ２４３ｂ、ノズル２４９ｂ、バッファ室２３７を介
して処理室２０１内へ供給される。ガス供給管２３２ｂから供給される酸化ガスとしては
、例えば、水蒸気（Ｈ２Ｏガス）を用いることができる。なお、Ｈ２Ｏガスの供給に際し
ては、図示しない外部燃焼装置に、酸素（Ｏ２）ガスと水素（Ｈ２）ガスとを供給して燃
焼させてＨ２Ｏガスを生成し、供給する構成としてもよい。
【００３８】
　ガス供給管２３２ｇからは、酸化ガスとして、例えば、Ｏを含むガス（酸素含有ガス）
が、ＭＦＣ２４１ｇ、バルブ２４３ｇ、ノズル２４９ｂ、バッファ室２３７を介して処理
室２０１内へ供給される。ガス供給管２３２ｇから供給される酸化ガスとしては、例えば
、オゾン（Ｏ３）ガスを用いることができる。
【００３９】
　ガス供給管２３２ｈからは、酸化ガスとして、例えば、Ｏを含むガス（酸素含有ガス）
が、ＭＦＣ２４１ｈ、バルブ２４３ｈ、ノズル２４９ｂ、バッファ室２３７を介して処理
室２０１内へ供給される。ガス供給管２３２ｈから供給される酸化ガスとしては、例えば
、酸素（Ｏ２）ガスを用いることができる。
【００４０】
　ガス供給管２３２ｃからは、触媒作用によりウエハ２００の表面、あるいは、Ｈ２Ｏガ
スが有するＯ－Ｈ結合の結合力を弱め、原料ガスの分解を促進し、また、Ｈ２Ｏガス等の
酸化ガスによる酸化反応を促進する触媒ガスとして、例えば、Ｃ、ＮおよびＨを含むアミ
ン系ガスが、ＭＦＣ２４１ｃ、バルブ２４３ｃ、ノズル２４９ｃを介して処理室２０１内
へ供給される。
【００４１】
　アミン系ガスとは、アンモニア（ＮＨ３）のＨのうち少なくとも１つをアルキル基等の
炭化水素基で置換したアミンを含むガスである。図１０に示すように、触媒ガスとして用
いられる各種アミンは、例えば、孤立電子対を有するＮを含み、酸解離定数（以下、ｐＫ
ａともいう）が５～１１程度である。酸解離定数（ｐＫａ）とは、酸の強さを定量的に表
わす指標のひとつであり、酸からＨイオンが放出される解離反応における平衡定数Ｋａを
負の常用対数で表わしたものである。アミン系ガスとしては、炭化水素基が環状となった
環状アミン系ガスや、炭化水素基が鎖状となった鎖状アミン系ガスを用いることができる
。ガス供給管２３２ｃから供給されるアミン系ガスとしては、例えば、環状アミン系ガス
であるピリジン（Ｃ５Ｈ５Ｎ）ガスを用いることができる。
【００４２】
　環状アミン系ガスとしては、図１０（ａ）に示すように、例えばピリジン（Ｃ５Ｈ５Ｎ
、ｐＫａ＝５．６７）ガス、アミノピリジン（Ｃ５Ｈ６Ｎ２、ｐＫａ＝６．８９）ガス、
ピコリン（Ｃ６Ｈ７Ｎ、ｐＫａ＝６．０７）ガス、ルチジン（Ｃ７Ｈ９Ｎ、ｐＫａ＝６．
９６）ガス、ピペラジン（Ｃ４Ｈ１０Ｎ２、ｐＫａ＝９．８０）ガス、ピペリジン（Ｃ５

Ｈ１１Ｎ、ｐＫａ＝１１．１２）ガス等を用いることができる。環状アミン系ガスは、Ｃ
とＮとの複数種類の元素からその環状構造が構成される複素環化合物、すなわち、窒素含
有複素環化合物であるともいえる。
【００４３】
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　ガス供給管２３２ｉからは、環状アミン系ガスと同様の触媒作用を持つ触媒ガスとして
、例えば、Ｃ、ＮおよびＨを含むアミン系ガスが、ＭＦＣ２４１ｉ、バルブ２４３ｉ、ノ
ズル２４９ｃを介して処理室２０１内へ供給される。ガス供給管２３２ｉから供給される
アミン系ガスとしては、例えば、鎖状アミン系ガスであるトリエチルアミン（（Ｃ２Ｈ５

）３Ｎ、略称：ＴＥＡ）ガスを用いることができる。
【００４４】
　鎖状アミン系ガスとしては、図１０（ｂ）～（ｆ）にそれぞれ示すように、例えばトリ
エチルアミン（（Ｃ２Ｈ５）３Ｎ、略称：ＴＥＡ、ｐＫａ＝１０．７）ガス、ジエチルア
ミン（（Ｃ２Ｈ５）２ＮＨ、略称：ＤＥＡ、ｐＫａ＝１０．９）ガス、モノエチルアミン
（（Ｃ２Ｈ５）ＮＨ２、略称：ＭＥＡ、ｐＫａ＝１０．６）ガス、トリメチルアミン（（
ＣＨ３）３Ｎ、略称：ＴＭＡ、ｐＫａ＝９．８）ガス、モノメチルアミン（（ＣＨ３）Ｎ
Ｈ２、略称：ＭＭＡ、ｐＫａ＝１０．６）ガス等を用いることができる。
【００４５】
　触媒ガスとして作用するアミン系ガスを、アミン系触媒ガスと称することもできる。触
媒ガスとしては、上述のアミン系ガスの他、非アミン系ガス、例えば、アンモニア（ＮＨ

３、ｐＫａ＝９．２）ガス等も用いることができる。
【００４６】
　ここで例示した触媒ガスは、後述する薄膜形成処理において、分子構造の一部が分解す
る場合もある。このような、化学反応の前後でその一部が変化するガスは、厳密には「触
媒」ではない。しかしながら、本明細書では、化学反応の過程でその一部が分解する場合
であっても、大部分は分解せず、また、反応の速度を変化させ、実質的に触媒として作用
する物質を、「触媒」と称することとしている。
【００４７】
　ガス供給管２３２ｊ～２３２ｌからは、例えば、不活性ガスとして、例えば窒素（Ｎ２

）ガスが、それぞれＭＦＣ２４１ｊ～２４１ｌ、バルブ２４３ｊ～２４３ｌ、ガス供給管
２３２ａ～２３２ｃ、ノズル２４９ａ～２４９ｃ、バッファ室２３７を介して処理室２０
１内へ供給される。
【００４８】
　Ｎ２ガスは、パージガスとしても作用し、また、後述する酸素非含有の雰囲気を生成す
るＯを含まない酸素非含有ガスとしても作用する。Ｎ２ガスが酸素非含有ガスとして用い
られる際には、Ｎ２ガスは、熱処理ガスやアニールガスとしても作用する場合がある。不
活性ガス、パージガス、および酸素非含有ガスとしては、Ｎ２ガスの他、例えば、アルゴ
ン（Ａｒ）ガス、ヘリウム（Ｈｅ）ガス、ネオン（Ｎｅ）ガス、キセノン（Ｘｅ）ガス等
の希ガスを用いることができる。
【００４９】
　各ガス供給管から上述のようなガスをそれぞれ流す場合、主に、ガス供給管２３２ａ，
２３２ｄ，２３２ｅ，２３２ｆ、ＭＦＣ２４１ａ，２４１ｄ，２４１ｅ，２４１ｆ、バル
ブ２４３ａ，２４３ｄ，２４３ｅ，２４３ｆにより、原料ガスを供給する原料ガス供給系
が構成される。ノズル２４９ａを原料ガス供給系に含めて考えてもよい。原料ガス供給系
を原料供給系と称することもできる。原料ガス供給系は、それぞれ異なる元素の元素源と
なる複数種類の原料ガスや、分子構造がそれぞれ異なる複数種類の原料ガスをそれぞれ供
給する複数の供給ライン（供給系）の集合体とみることもできる。すなわち、原料ガス供
給系は、主にガス供給管２３２ａ、ＭＦＣ２４１ａ、バルブ２４３ａにより構成されるＢ
ＴＣＳＭガス供給ラインと、主にガス供給管２３２ｄ、ＭＦＣ２４１ｄ、バルブ２４３ｄ
により構成されるＴＣＤＭＤＳガス供給ラインと、主にガス供給管２３２ｅ、ＭＦＣ２４
１ｅ、バルブ２４３ｅにより構成されるＨＣＤＳガス供給ラインと、主にガス供給管２３
２ｆ、ＭＦＣ２４１ｆ、バルブ２４３ｆにより構成されるＢＤＥＡＳガス供給ラインと、
の集合体であるといえる。個々の供給ラインに、ノズル２４９ａを含めて考えてもよい。
【００５０】
　このように、原料ガス供給系を構成する複数の供給ラインは、それぞれ異なる元素の元
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素源となる複数種類の原料ガスや、分子構造がそれぞれ異なる複数種類の原料ガスをそれ
ぞれ供給するよう構成されている。また、各原料ガスは、それぞれ異なる分子構造、すな
わち、それぞれ異なる化学構造式を有している。各原料ガスの組成や成分が異なっていて
もよい。それぞれ異なる分子構造を有する原料ガスは、化学的性質もそれぞれ異なってい
る。よって、後述するように、所望の成膜処理に応じて、適宜、原料ガスの種類を選択す
ることで、１台の基板処理装置で様々な組成比、膜質の薄膜を汎用的に、かつ、再現性よ
く形成できるようになる。
【００５１】
　また、主に、ガス供給管２３２ｂ，２３２ｇ，２３２ｈ、ＭＦＣ２４１ｂ，２４１ｇ，
２４１ｈ、バルブ２４３ｂ，２４３ｇ，２４３ｈにより、酸化ガス供給系が構成される。
ノズル２４９ｂ、バッファ室２３７を酸化ガス供給系に含めて考えてもよい。酸化ガス供
給系を酸化剤供給系と称することもできる。酸化ガス供給系は、分子構造がそれぞれ異な
る複数種類の酸化ガスをそれぞれ供給する複数の供給ライン（供給系）の集合体とみるこ
ともできる。すなわち、酸化ガス供給系は、主にガス供給管２３２ｂ、ＭＦＣ２４１ｂ、
バルブ２４３ｂにより構成されるＨ２Ｏガス供給ラインと、主にガス供給管２３２ｇ、Ｍ
ＦＣ２４１ｇ、バルブ２４３ｇにより構成されるＯ３ガス供給ラインと、主にガス供給管
２３２ｈ、ＭＦＣ２４１ｈ、バルブ２４３ｈにより構成されるＯ２ガス供給ラインと、の
集合体であるといえる。個々の供給ラインに、ノズル２４９ｂやバッファ室２３７を含め
て考えてもよい。
【００５２】
　このように、酸化ガス供給系を構成する複数の供給ラインは、分子構造がそれぞれ異な
る複数種類の酸化ガスをそれぞれ供給するよう構成されている。また、各酸化ガスは、そ
れぞれ異なる分子構造、すなわち、それぞれ異なる化学構造式を有している。各酸化ガス
の組成や成分が異なっていてもよい。それぞれ異なる分子構造を有する酸化ガスは、化学
的性質もそれぞれ異なっている。よって、例えば、所望の成膜処理に応じて、適宜、酸化
ガスの種類を選択することで、１台の基板処理装置で様々な組成比、膜質の薄膜を汎用的
に、かつ、再現性よく形成できるようになる。
【００５３】
　また、主に、ガス供給管２３２ｃ，２３２ｉ、ＭＦＣ２４１ｃ，２４１ｉ、バルブ２４
３ｃ，２４３ｉにより、触媒ガス供給系が構成される。ノズル２４９ｃを触媒ガス供給系
に含めて考えてもよい。触媒ガス供給系は、分子構造がそれぞれ異なる複数種類の触媒ガ
スをそれぞれ供給する複数の供給ライン（供給系）の集合体とみることもできる。すなわ
ち、触媒ガス供給系は、主にガス供給管２３２ｃ、ＭＦＣ２４１ｃ、バルブ２４３ｃによ
り構成されるピリジンガス供給ラインと、主にガス供給管２３２ｉ、ＭＦＣ２４１ｉ、バ
ルブ２４３ｉにより構成されるＴＥＡガス供給ラインと、の集合体であるといえる。個々
の供給ラインに、ノズル２４９ｃを含めて考えてもよい。また、ピリジンガスやＴＥＡガ
スは、後述するように、触媒としてのアミン系ガス、すなわち、アミン系触媒ガスともい
える。以下、各種アミン系触媒ガスを供給する触媒ガス供給系を、アミン系触媒ガス供給
系ともいう。
【００５４】
　このように、触媒ガス供給系を構成する複数の供給ラインは、分子構造がそれぞれ異な
る複数種類の触媒ガスをそれぞれ供給するよう構成されている。また、各触媒ガスは、そ
れぞれ異なる分子構造、すなわち、それぞれ異なる化学構造式を有している。各触媒ガス
の組成や成分が異なっていてもよい。それぞれ異なる分子構造を有する触媒ガスは、化学
的性質もそれぞれ異なっている。よって、後述するように、所望の成膜処理に応じて、適
宜、触媒ガスの種類を選択することで、１台の基板処理装置で様々な組成比、膜質の薄膜
を汎用的に、かつ、再現性よく形成できるようになる。
【００５５】
　また、主に、ガス供給管２３２ｊ～２３２ｌ、ＭＦＣ２４１ｊ～２４１ｌ、バルブ２４
３ｊ～２４３ｌにより、不活性ガス供給系が構成される。ガス供給管２３２ａ～２３２ｃ
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におけるガス供給管２３２ｊ～２３２ｌとの接続部より下流側、ノズル２４９ａ～２４９
ｃ、バッファ室２３７を不活性ガス供給系に含めて考えてもよい。不活性ガス供給系は、
複数の供給ラインの集合体とみることもできる。すなわち、不活性ガス供給系は、主にガ
ス供給管２３２ｊ、ＭＦＣ２４１ｊ、バルブ２４３ｊにより構成される不活性ガス供給ラ
インと、主にガス供給管２３２ｋ、ＭＦＣ２４１ｋ、バルブ２４３ｋにより構成される不
活性ガス供給ラインと、主にガス供給管２３２ｌ、ＭＦＣ２４１ｌ、バルブ２４３ｌによ
り構成される不活性ガス供給ラインと、の集合体であるといえる。不活性ガス供給系はパ
ージガス供給系および酸素非含有ガス供給系としても機能する。なお、酸素非含有ガス供
給系は、後述する酸素非含有の雰囲気を生成する雰囲気生成部の一部を構成することとな
る。
【００５６】
　上述の原料ガス供給系、酸化ガス供給系、触媒ガス供給系、不活性ガス供給系のうち、
いずれか、或いは、全てのガス供給系を、処理ガス供給系と称することもできる。
【００５７】
　バッファ室２３７内には、図２に示すように、導電体からなり、細長い構造を有する２
本の棒状電極２６９，２７０が、反応管２０３の下部より上部にわたりウエハ２００の積
層方向に沿って配設されている。棒状電極２６９，２７０のそれぞれは、ノズル２４９ｄ
と平行に設けられている。棒状電極２６９，２７０のそれぞれは、上部より下部にわたっ
て電極保護管２７５により覆われることで保護されている。棒状電極２６９，２７０のい
ずれか一方は、整合器２７２を介して高周波電源２７３に接続され、他方は、基準電位で
あるアースに接続されている。整合器２７２を介して高周波電源２７３から棒状電極２６
９，２７０間に高周波（ＲＦ）電力を印加することで、棒状電極２６９，２７０間のプラ
ズマ生成領域２２４にプラズマが生成される。主に、棒状電極２６９，２７０、電極保護
管２７５によりプラズマ発生器（プラズマ発生部）としてのプラズマ源が構成される。整
合器２７２、高周波電源２７３をプラズマ源に含めて考えてもよい。プラズマ源は、ガス
をプラズマ状態に活性化（励起）させる活性化機構（励起部）として機能する。
【００５８】
　電極保護管２７５は、棒状電極２６９，２７０のそれぞれをバッファ室２３７内の雰囲
気と隔離した状態でバッファ室２３７内に挿入できる構造となっている。電極保護管２７
５の内部の酸素濃度が外気（大気）の酸素濃度と同程度であると、電極保護管２７５内に
それぞれ挿入された棒状電極２６９，２７０は、ヒータ２０７による熱で酸化されてしま
う。電極保護管２７５の内部にＮ２ガスなどの不活性ガスを充填しておくか、不活性ガス
パージ機構を用いて電極保護管２７５の内部をＮ２ガスなどの不活性ガスでパージするこ
とで、電極保護管２７５の内部の酸素濃度を低減させ、棒状電極２６９，２７０の酸化を
抑制することができるように構成されている。
【００５９】
　反応管２０３には、処理室２０１内の雰囲気を排気する排気管２３１が設けられている
。排気管２３１には、処理室２０１内の圧力を検出する圧力検出器（圧力検出部）として
の圧力センサ２４５および圧力調整器（圧力調整部）としてのＡＰＣ（Ａｕｔｏ　Ｐｒｅ
ｓｓｕｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）バルブ２４４を介して、真空排気装置としての真空
ポンプ２４６が接続されている。ＡＰＣバルブ２４４は、真空ポンプ２４６を作動させた
状態で弁を開閉することで、処理室２０１内の真空排気および真空排気停止を行うことが
でき、更に、真空ポンプ２４６を作動させた状態で、圧力センサ２４５により検出された
圧力情報に基づいて弁開度を調節することで、処理室２０１内の圧力を調整することがで
きるように構成されているバルブである。主に、排気管２３１、ＡＰＣバルブ２４４、圧
力センサ２４５により、排気系が構成される。真空ポンプ２４６を排気系に含めて考えて
もよい。排気管２３１は、反応管２０３に設ける場合に限らず、ノズル２４９ａ～２４９
ｃと同様にマニホールド２０９に設けてもよい。
【００６０】
　主に、上述の排気系および上述の酸素非含有ガス供給系により、処理室２０１内に酸素
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非含有の雰囲気を生成する雰囲気生成部が構成される。排気系は、処理室２０１内を真空
排気することで排気系単独で、或いは、処理室２０１内のウエハ２００に対して酸素非含
有ガスを供給する酸素非含有ガス供給系と協働して、処理室２０１内の雰囲気を酸素非含
有の雰囲気とするよう構成されている。
【００６１】
　マニホールド２０９の下方には、マニホールド２０９の下端開口を気密に閉塞可能な炉
口蓋体としてのシールキャップ２１９が設けられている。シールキャップ２１９はマニホ
ールド２０９の下端に垂直方向下側から当接されるように構成されている。シールキャッ
プ２１９は例えばＳＵＳ等の金属からなり、円盤状に形成されている。シールキャップ２
１９の上面にはマニホールド２０９の下端と当接するシール部材としてのＯリング２２０
ｂが設けられている。シールキャップ２１９の処理室２０１と反対側には、後述するボー
ト２１７を回転させる回転機構２６７が設置されている。回転機構２６７の回転軸２５５
は、シールキャップ２１９を貫通してボート２１７に接続されている。回転機構２６７は
、ボート２１７を回転させることでウエハ２００を回転させるように構成されている。シ
ールキャップ２１９は、反応管２０３の外部に垂直に設置された昇降機構としてのボート
エレベータ１１５によって垂直方向に昇降されるように構成されている。ボートエレベー
タ１１５は、シールキャップ２１９を昇降させることで、ボート２１７を処理室２０１内
外に搬入および搬出することが可能なように構成されている。すなわち、ボートエレベー
タ１１５は、ボート２１７およびボート２１７に支持されるウエハ２００を、処理室２０
１内外に搬送する搬送装置（搬送機構）として構成される。
【００６２】
　基板支持具としてのボート２１７は、複数、例えば２５～２００枚のウエハ２００を、
水平姿勢で、かつ、互いに中心を揃えた状態で垂直方向に整列させて多段に支持するよう
に、つまり、間隔を空けて配列させるように構成されている。ボート２１７は、例えば石
英やＳｉＣ等の耐熱性材料からなる。ボート２１７の下部には、例えば石英やＳｉＣ等の
耐熱性材料からなる断熱板２１８が水平姿勢で多段に支持されている。この構成により、
ヒータ２０７からの熱がシールキャップ２１９側に伝わりにくくなっている。但し、本実
施形態は上述の形態に限定されない。例えば、ボート２１７の下部に断熱板２１８を設け
ずに、石英やＳｉＣ等の耐熱性材料からなる筒状の部材として構成された断熱筒を設けて
もよい。
【００６３】
　反応管２０３内には、温度検出器としての温度センサ２６３が設置されている。温度セ
ンサ２６３により検出された温度情報に基づきヒータ２０７への通電具合を調整すること
で、処理室２０１内の温度が所望の温度分布となるように構成されている。温度センサ２
６３は、ノズル２４９ａ～２４９ｃと同様にＬ字型に構成されており、反応管２０３の内
壁に沿って設けられている。
【００６４】
　図３に示すように、制御部（制御手段）であるコントローラ１２１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１２１ａ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２１ｂ、記憶装置１２１ｃ、Ｉ／Ｏポート１２１ｄを備えたコ
ンピュータとして構成されている。ＲＡＭ１２１ｂ、記憶装置１２１ｃ、Ｉ／Ｏポート１
２１ｄは、内部バス１２１ｅを介して、ＣＰＵ１２１ａとデータ交換可能なように構成さ
れている。コントローラ１２１には、例えばタッチパネル等として構成された入出力装置
１２２が接続されている。
【００６５】
　記憶装置１２１ｃは、例えばフラッシュメモリ、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉ
ｖｅ）等で構成されている。記憶装置１２１ｃ内には、基板処理装置の動作を制御する制
御プログラムや、後述する薄膜形成等の基板処理の手順や条件などが記載されたプロセス
レシピ等が、読み出し可能に格納されている。プロセスレシピは、後述する薄膜形成工程
等の基板処理工程における各手順をコントローラ１２１に実行させ、所定の結果を得るこ
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とが出来るように組み合わされたものであり、プログラムとして機能する。以下、このプ
ロセスレシピや制御プログラム等を総称して、単に、プログラムともいう。本明細書にお
いてプログラムという言葉を用いた場合は、プロセスレシピ単体のみを含む場合、制御プ
ログラム単体のみを含む場合、または、その両方を含む場合がある。ＲＡＭ１２１ｂは、
ＣＰＵ１２１ａによって読み出されたプログラムやデータ等が一時的に保持されるメモリ
領域（ワークエリア）として構成されている。
【００６６】
　Ｉ／Ｏポート１２１ｄは、上述のＭＦＣ２４１ａ～２４１ｌ、バルブ２４３ａ～２４３
ｌ、圧力センサ２４５、ＡＰＣバルブ２４４、真空ポンプ２４６、温度センサ２６３、ヒ
ータ２０７、整合器２７２、高周波電源２７３、回転機構２６７、ボートエレベータ１１
５等に接続されている。
【００６７】
　ＣＰＵ１２１ａは、記憶装置１２１ｃから制御プログラムを読み出して実行すると共に
、入出力装置１２２からの操作コマンドの入力等に応じて記憶装置１２１ｃからプロセス
レシピを読み出すように構成されている。ＣＰＵ１２１ａは、読み出したプロセスレシピ
の内容に沿うように、ＭＦＣ２４１ａ～２４１ｌによる各種ガスの流量調整動作、バルブ
２４３ａ～２４３ｌの開閉動作、ＡＰＣバルブ２４４の開閉動作および圧力センサ２４５
に基づくＡＰＣバルブ２４４による圧力調整動作、真空ポンプ２４６の起動および停止、
温度センサ２６３に基づくヒータ２０７の温度調整動作、回転機構２６７によるボート２
１７の回転および回転速度調節動作、ボートエレベータ１１５によるボート２１７の昇降
動作、整合器２７２によるインピーダンス調整動作、高周波電源２７３の電力供給等を制
御するように構成されている。
【００６８】
　コントローラ１２１は、専用のコンピュータとして構成されている場合に限らず、汎用
のコンピュータとして構成されていてもよい。例えば、上述のプログラムを格納した外部
記憶装置（例えば、磁気テープ、フレキシブルディスクやハードディスク等の磁気ディス
ク、ＣＤやＤＶＤ等の光ディスク、ＭＯ等の光磁気ディスク、ＵＳＢメモリやメモリカー
ド等の半導体メモリ）１２３を用意し、この外部記憶装置１２３を用いて汎用のコンピュ
ータにプログラムをインストールすること等により、本実施形態のコントローラ１２１を
構成することができる。但し、コンピュータにプログラムを供給するための手段は、外部
記憶装置１２３を介して供給する場合に限らない。例えば、インターネットや専用回線等
の通信手段を用い、外部記憶装置１２３を介さずにプログラムを供給するようにしてもよ
い。記憶装置１２１ｃや外部記憶装置１２３は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体と
して構成される。以下、これらを総称して、単に、記録媒体ともいう。本明細書において
記録媒体という言葉を用いた場合は、記憶装置１２１ｃ単体のみを含む場合、外部記憶装
置１２３単体のみを含む場合、または、その両方を含む場合がある。
【００６９】
（２）薄膜形成工程
　上述の基板処理装置を用い、半導体装置（半導体デバイス）の製造工程の一工程として
、基板上に薄膜を形成（成膜）するシーケンス例について、図４（ａ）を用いて説明する
。以下の説明において、基板処理装置を構成する各部の動作はコントローラ１２１により
制御される。
【００７０】
　図４（ａ）に示す成膜シーケンスでは、
　基板としてのウエハ２００に対してＳｉ、ＣおよびＣｌを含みＳｉ－Ｃ結合を有する原
料ガスとしてＢＴＣＳＭガスを供給する工程と、
　ウエハ２００に対して酸化ガスとしてＨ２Ｏガスを供給する工程と、
　ウエハ２００に対して触媒ガスとしてピリジンガスを供給する工程と、
　を含むサイクルを所定回数（ｎ回）行うことにより、ウエハ２００上に、Ｓｉ、Ｏおよ
びＣを含む薄膜としてシリコン酸炭化膜（以下、ＳｉＯＣ膜ともいう）を形成する工程を



(18) JP 5864637 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

行う。このＳｉＯＣ膜を、Ｃを含むＳｉＯ膜や、Ｃがドープ（添加）されたＳｉＯ膜と称
することもできる。
【００７１】
　このとき、
　ＢＴＣＳＭガスを供給する工程を、ピリジンガスを供給する工程を実施した状態で行い
、
　Ｈ２Ｏガスを供給する工程を、ピリジンガスを供給する工程を実施した状態で行う。
【００７２】
　また、ＳｉＯＣ膜を形成した後、
　ＳｉＯＣ膜を形成する工程におけるウエハ２００の温度よりも高い第１の温度でＳｉＯ
Ｃ膜を熱処理することにより、ＳｉＯＣ膜中から第１の不純物を除去する工程と、
　第１の温度以上の第２の温度でＳｉＯＣ膜を熱処理することにより、第１の温度で熱処
理した後のＳｉＯＣ膜中から、第１の不純物とは異なる第２の不純物を除去する工程と、
を更に行う。
　これらの熱処理は、酸素非含有の雰囲気下、すなわち、ウエハ２００に対して酸素非含
有ガスとしてＮ２ガスを供給することにより生成された酸素非含有の雰囲気下で行われる
。
【００７３】
　また、本実施形態では、各工程は、ノンプラズマの雰囲気下で行われる。
【００７４】
　本明細書において「ウエハ」という言葉を用いた場合は、「ウエハそのもの」を意味す
る場合や、「ウエハとその表面に形成された所定の層や膜等との積層体（集合体）」を意
味する場合、すなわち、表面に形成された所定の層や膜等を含めてウエハと称する場合が
ある。また、本明細書において「ウエハの表面」という言葉を用いた場合は、「ウエハそ
のものの表面（露出面）」を意味する場合や、「ウエハ上に形成された所定の層や膜等の
表面、すなわち、積層体としてのウエハの最表面」を意味する場合がある。
【００７５】
　本明細書において「ウエハに対して所定のガスを供給する」と記載した場合は、「ウエ
ハそのものの表面（露出面）に対して所定のガスを直接供給する」ことを意味する場合や
、「ウエハ上に形成されている層や膜等に対して、すなわち、積層体としてのウエハの最
表面に対して所定のガスを供給する」ことを意味する場合がある。また、本明細書におい
て「ウエハ上に所定の層（又は膜）を形成する」と記載した場合は、「ウエハそのものの
表面（露出面）上に所定の層（又は膜）を直接形成する」ことを意味する場合や、「ウエ
ハ上に形成されている層や膜等の上、すなわち、積層体としてのウエハの最表面の上に所
定の層（又は膜）を形成する」ことを意味する場合がある。
【００７６】
　本明細書において「基板」という言葉を用いた場合も、「ウエハ」という言葉を用いた
場合と同様であり、その場合、上記説明において、「ウエハ」を「基板」に置き換えて考
えればよい。
【００７７】
（ウエハチャージおよびボートロード）
　複数のウエハ２００がボート２１７に装填（ウエハチャージ）されると、図１に示すよ
うに、複数のウエハ２００を支持したボート２１７は、ボートエレベータ１１５によって
持ち上げられて処理室２０１内へ搬入（ボートロード）される。この状態で、シールキャ
ップ２１９はＯリング２２０ｂを介してマニホールド２０９の下端をシールした状態とな
る。
【００７８】
（圧力調整および温度調整）
　処理室２０１内の圧力、すなわち、ウエハ２００が存在する空間の圧力が所望の圧力（
真空度）となるように真空ポンプ２４６によって真空排気される。この際、処理室２０１
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内の圧力は圧力センサ２４５で測定され、この測定された圧力情報に基づきＡＰＣバルブ
２４４がフィードバック制御される。真空ポンプ２４６は、少なくともウエハ２００に対
する処理が終了するまでの間は常時作動させた状態を維持する。また、処理室２０１内の
ウエハ２００が所望の温度となるようにヒータ２０７によって加熱される。この際、処理
室２０１内が所望の温度分布となるように、温度センサ２６３が検出した温度情報に基づ
きヒータ２０７への通電具合がフィードバック制御される。ヒータ２０７による処理室２
０１内の加熱は、少なくともウエハ２００に対する処理が終了するまでの間は継続して行
われる。ただし、後述するように、室温でウエハ２００に対する処理を行う場合は、ヒー
タ２０７による処理室２０１内の加熱は行わなくてもよい。続いて、回転機構２６７によ
るボート２１７およびウエハ２００の回転を開始する。回転機構２６７によるボート２１
７およびウエハ２００の回転は、少なくともウエハ２００に対する処理が終了するまでの
間は継続して行われる。
【００７９】
（ＳｉＯＣ膜形成工程）
　その後、次の２つのステップ、すなわち、ステップ１ａ，２ａを順次実行する。
【００８０】
　［ステップ１ａ］
（ＢＴＣＳＭガス＋ピリジンガス供給）
　バルブ２４３ａを開き、ガス供給管２３２ａ内へＢＴＣＳＭガスを流す。ＢＴＣＳＭガ
スは、ＭＦＣ２４１ａにより流量調整され、ガス供給孔２５０ａから処理室２０１内へ供
給され、排気管２３１から排気される。このとき、ウエハ２００に対してＢＴＣＳＭガス
が供給されることとなる。このとき同時にバルブ２４３ｊを開き、ガス供給管２３２ｊ内
へＮ２ガスを流す。Ｎ２ガスは、ＭＦＣ２４１ｊにより流量調整され、ＢＴＣＳＭガスと
一緒に処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。
【００８１】
　また、バルブ２４３ｃを開き、ガス供給管２３２ｃ内へピリジンガスを流す。ピリジン
ガスは、ＭＦＣ２４１ｃにより流量調整され、ガス供給孔２５０ｃから処理室２０１内へ
供給され、排気管２３１から排気される。このとき、ウエハ２００に対してピリジンガス
が供給されることとなる。このとき同時にバルブ２４３ｌを開き、ガス供給管２３２ｌ内
へＮ２ガスを流す。Ｎ２ガスは、ＭＦＣ２４１ｌにより流量調整され、ピリジンガスと一
緒に処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。
【００８２】
　また、バッファ室２３７内やノズル２４９ｂ内へのＢＴＣＳＭガスおよびピリジンガス
の侵入を防止するため、バルブ２４３ｋを開き、ガス供給管２３２ｋ内へＮ２ガスを流す
。Ｎ２ガスは、ガス供給管２３２ｂ、ノズル２４９ｂ、バッファ室２３７を介して処理室
２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。
【００８３】
　このとき、ＡＰＣバルブ２４４を適正に調整して、処理室２０１内の圧力を、例えば１
～１３３３０Ｐａ、好ましくは１３３～２６６６Ｐａの範囲内の圧力とする。ＭＦＣ２４
１ａで制御するＢＴＣＳＭガスの供給流量は、例えば１～２０００ｓｃｃｍ、好ましくは
１０～１０００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＭＦＣ２４１ｃで制御するピリジンガス
の供給流量は、例えば１～２０００ｓｃｃｍ、好ましくは１０～１０００ｓｃｃｍの範囲
内の流量とする。ＭＦＣ２４１ｊ～２４１ｌで制御するＮ２ガスの供給流量は、それぞれ
例えば１００～１００００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＢＴＣＳＭガスおよびピリジ
ンガスをウエハ２００に対して供給する時間、すなわち、ガス供給時間（照射時間）は、
例えば１～１００秒、好ましくは５～６０秒の範囲内の時間とする。
【００８４】
　このとき、ヒータ２０７の温度は、ウエハ２００の温度が、例えば室温以上１５０℃以
下、好ましくは室温以上１００℃以下、より好ましくは５０℃以上１００℃以下の範囲内
の温度となるような温度に設定する。ＢＴＣＳＭガス供給時に触媒ガスを供給しない場合
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、ウエハ２００の温度が２５０℃未満となるとウエハ２００上にＢＴＣＳＭが化学吸着し
にくくなり、実用的な成膜レートが得られなくなることがある。本実施形態のように、触
媒ガスとしてのピリジンガスを供給することで、ウエハ２００の温度を２５０℃未満とし
ても、これを解消することが可能となる。ピリジンガスの存在下において、ウエハ２００
の温度を１５０℃以下、さらには１００℃以下とすることで、ウエハ２００に加わる熱量
を低減することができ、ウエハ２００の受ける熱履歴の制御を良好に行うことができる。
ピリジンガスの存在下では、ウエハ２００の温度が室温以上の温度であれば、ウエハ２０
０上にＢＴＣＳＭを充分に吸着させることができ、充分な成膜レートが得られることとな
る。よって、ウエハ２００の温度は、室温以上１５０℃以下、好ましくは室温以上１００
℃以下、より好ましくは５０℃以上１００℃以下の範囲内の温度とするのがよい。
【００８５】
　上述の条件下でウエハ２００に対してＢＴＣＳＭガスを供給することにより、ウエハ２
００（表面の下地膜）上に、第１の層として、例えば１原子層未満から数原子層程度の厚
さのＣおよびＣｌを含むＳｉ含有層が形成される。ＣおよびＣｌを含むＳｉ含有層は、Ｃ
およびＣｌを含むＳｉ層であってもよいし、ＢＴＣＳＭガスの吸着層であってもよいし、
その両方を含んでいてもよい。
【００８６】
　ＣおよびＣｌを含むＳｉ層とは、Ｓｉにより構成されＣおよびＣｌを含む連続的な層の
他、不連続な層や、これらが重なってできるＣおよびＣｌを含むＳｉ薄膜をも含む総称で
ある。Ｓｉにより構成されＣおよびＣｌを含む連続的な層を、ＣおよびＣｌを含むＳｉ薄
膜という場合もある。ＣおよびＣｌを含むＳｉ層を構成するＳｉは、ＣやＣｌとの結合が
完全に切れていないものの他、ＣやＣｌとの結合が完全に切れているものも含む。
【００８７】
　ＢＴＣＳＭガスの吸着層は、ＢＴＣＳＭガスのガス分子の連続的な吸着層の他、不連続
な吸着層をも含む。すなわち、ＢＴＣＳＭガスの吸着層は、ＢＴＣＳＭ分子で構成される
１分子層もしくは１分子層未満の厚さの吸着層を含む。ＢＴＣＳＭガスの吸着層を構成す
るＢＴＣＳＭ分子は、図９（ａ）に化学構造式を示すものだけでなく、ＳｉとＣとの結合
が一部切れたものや、ＳｉとＣｌとの結合が一部切れたものも含む。すなわち、ＢＴＣＳ
Ｍガスの吸着層は、ＢＴＣＳＭ分子の物理吸着層であってもよいし、ＢＴＣＳＭ分子の化
学吸着層であってもよいし、その両方を含んでいてもよい。
【００８８】
　ここで、１原子層未満の厚さの層とは不連続に形成される原子層のことを意味しており
、１原子層の厚さの層とは連続的に形成される原子層のことを意味している。１分子層未
満の厚さの層とは不連続に形成される分子層のことを意味しており、１分子層の厚さの層
とは連続的に形成される分子層のことを意味している。ＣおよびＣｌを含むＳｉ含有層は
、ＣおよびＣｌを含むＳｉ層とＢＴＣＳＭガスの吸着層との両方を含み得る。但し、上述
の通り、ＣおよびＣｌを含むＳｉ含有層については「１原子層」、「数原子層」等の表現
を用いることとする。
【００８９】
　ウエハ２００上に形成される第１の層としてのＣおよびＣｌを含むＳｉ含有層の厚さが
数原子層を超えると、後述するステップ２ａでの酸化の作用が第１の層の全体に届かなく
なる。また、ウエハ２００上に形成可能な第１の層の厚さの最小値は１原子層未満である
。よって、第１の層の厚さは１原子層未満から数原子層程度とするのが好ましい。第１の
層の厚さを１原子層以下、すなわち、１原子層または１原子層未満とすることで、後述す
るステップ２ａでの酸化反応の作用を相対的に高めることができ、ステップ２ａでの酸化
反応に要する時間を短縮することもできる。ステップ１ａでの第１の層の形成に要する時
間を短縮することもできる。結果として、１サイクルあたりの処理時間を短縮することが
でき、トータルでの処理時間を短縮することも可能となる。すなわち、成膜レートを高く
することも可能となる。また、第１の層の厚さを１原子層以下とすることで、膜厚均一性
の制御性を高めることも可能となる。
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【００９０】
　ＢＴＣＳＭガスが自己分解（熱分解）する条件下、すなわち、ＢＴＣＳＭの熱分解反応
が生じる条件下では、ウエハ２００上にＳｉが堆積することでＣおよびＣｌを含むＳｉ層
が形成される。ＢＴＣＳＭガスが自己分解（熱分解）しない条件下、すなわち、ＢＴＣＳ
Ｍの熱分解反応が生じない条件下では、ウエハ２００上にＢＴＣＳＭガスが吸着すること
でＢＴＣＳＭガスの吸着層が形成される。ウエハ２００上にＢＴＣＳＭガスの吸着層を形
成するよりも、ウエハ２００上にＣおよびＣｌを含むＳｉ層を形成する方が、成膜レート
を高くすることができ、好ましい。但し、本実施形態では、ウエハ２００の温度を例えば
１５０℃以下の低温としているので、ウエハ２００上にＣおよびＣｌを含むＳｉ層が形成
されるよりも、ウエハ２００上にＢＴＣＳＭガスの吸着層が形成される方が、優位となる
可能性がある。さらに、触媒ガスを供給しない場合には、ＢＴＣＳＭガスの吸着層におい
ては、ウエハ２００表面等の下地に対する結合やＢＴＣＳＭ分子同士の結合が、化学吸着
よりも弱い物理吸着の状態が優位となってしまう可能性がある。すなわち、触媒ガスを供
給しない場合には、ＢＴＣＳＭガスの吸着層は、その殆どがＢＴＣＳＭガスの物理吸着層
から構成されてしまう可能性がある。
【００９１】
　ピリジンガスは、ウエハ２００の表面に存在するＯ－Ｈ結合の結合力を弱め、ＢＴＣＳ
Ｍガスの分解を促し、ＢＴＣＳＭ分子の化学吸着による第１の層の形成を促進させる触媒
ガスとして作用する。例えば、図５（ａ）に示すように、ピリジンガスは、ウエハ２００
の表面に存在するＯ－Ｈ結合に作用し、Ｏ－Ｈ間の結合力を弱める。結合力の弱まったＨ
とＢＴＣＳＭガスのＣｌとが反応することで、ＨＣｌ等のＣｌ、Ｈを含むガス状物質が生
成され、ウエハ２００の表面からＨが脱離すると共にＢＴＣＳＭ分子からＣｌが脱離する
。Ｃｌを失ったＢＴＣＳＭ分子（ハロゲン化物）は、ウエハ２００等の表面に化学吸着す
る。これにより、ウエハ２００等の表面に、ＢＴＣＳＭガスの化学吸着層が形成される。
【００９２】
　ピリジンガスがＯ－Ｈ間の結合力を弱めるのは、ピリジン分子中の孤立電子対を有する
Ｎが、Ｈを引きつける作用を持つためである。Ｎ等を含む所定の化合物がＨを引きつける
作用の大きさは、例えば上述の酸解離定数（ｐＫａ）を指標の１つとすることができる。
上述の通り、ｐＫａは、酸からＨイオンが放出される解離反応における平衡定数Ｋａを負
の常用対数で表した定数であり、ｐＫａが大きい化合物はＨを引き付ける力が強い。例え
ば、ｐＫａが５以上の化合物を触媒ガスとして用いることで、ＢＴＣＳＭガスの分解を促
して第１の層の形成を促進させることができる。一方で、触媒ガスのｐＫａが過度に大き
いと、ＢＴＣＳＭ分子から引き抜かれたＣｌと触媒ガスとが結合し、これにより、塩化ア
ンモニウム（ＮＨ４Ｃｌ）等の塩（Ｓａｌｔ：イオン化合物）が生じ、パーティクル源と
なる場合がある。これを抑制するには、触媒ガスのｐＫａを１１程度以下、好ましくは７
以下とすることが望ましい。ピリジンガスは、ｐＫａが約５．６７と比較的大きく、Ｈを
引きつける力が強い。また、ｐＫａが７以下であるので、パーティクルも発生し難い。
【００９３】
（残留ガス除去）
　第１の層が形成された後、バルブ２４３ａを閉じ、ＢＴＣＳＭガスの供給を停止する。
また、バルブ２４３ｃを閉じ、ピリジンガスの供給を停止する。このとき、ＡＰＣバルブ
２４４は開いたままとして、真空ポンプ２４６により処理室２０１内を真空排気し、処理
室２０１内に残留する未反応もしくは第１の層の形成に寄与した後のＢＴＣＳＭガスおよ
びピリジンガスを処理室２０１内から排除する。また、バルブ２４３ｊ～２４３ｌは開い
たままとして、処理室２０１内へのＮ２ガスの供給を維持する。Ｎ２ガスはパージガスと
して作用し、これにより、処理室２０１内に残留する未反応もしくは第１の層の形成に寄
与した後のＢＴＣＳＭガスおよびピリジンガスを処理室２０１内から排除する効果を高め
ることができる。
【００９４】
　このとき、処理室２０１内に残留するガスを完全に排除しなくてもよく、処理室２０１
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内を完全にパージしなくてもよい。処理室２０１内に残留するガスが微量であれば、その
後に行われるステップ２ａにおいて悪影響が生じることはない。処理室２０１内へ供給す
るＮ２ガスの流量も大流量とする必要はなく、例えば、反応管２０３（処理室２０１）の
容積と同程度の量を供給することで、ステップ２ａにおいて悪影響が生じない程度のパー
ジを行うことができる。このように、処理室２０１内を完全にパージしないことで、パー
ジ時間を短縮し、スループットを向上させることができる。Ｎ２ガスの消費を必要最小限
に抑えることも可能となる。
【００９５】
　原料ガスとしては、ＢＴＣＳＭガスの他、例えば、ＢＴＣＳＥガス、ＴＣＤＭＤＳガス
、ＤＣＴＭＤＳガス等を用いることができる。触媒ガスとしては、ピリジンガスの他、例
えば、アミノピリジンガス、ピコリンガス、ルチジンガス、ピペラジンガス、ピペリジン
ガス等の環状アミン系ガスや、ＴＥＡガス、ＤＥＡガス、ＭＥＡガス、ＴＭＡガス、ＭＭ
Ａガス等の鎖状アミン系ガスや、ＮＨ３ガス等の非アミン系ガスを用いることができる。
不活性ガスとしては、Ｎ２ガスの他、例えば、Ａｒガス、Ｈｅガス、Ｎｅガス、Ｘｅガス
等の希ガスを用いることができる。
【００９６】
　［ステップ２ａ］
（Ｈ２Ｏガス＋ピリジンガス供給）
　ステップ１ａが終了した後、バルブ２４３ｂを開き、ガス供給管２３２ｂ内へＨ２Ｏガ
スを流す。Ｈ２Ｏガスは、ＭＦＣ２４１ｂにより流量調整され、ガス供給孔２５０ｂから
バッファ室２３７内へ供給されてガス供給孔２５０ｄから処理室２０１内へ供給され、排
気管２３１から排気される。このとき、ノンプラズマの雰囲気下で、ウエハ２００に対し
てＨ２Ｏガスが供給されることとなる。このとき同時にバルブ２４３ｋを開き、ガス供給
管２３２ｋ内へＮ２ガスを流す。Ｎ２ガスは、ＭＦＣ２４１ｋにより流量調整され、Ｈ２

Ｏガスと一緒に処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。
【００９７】
　また、ステップ１ａにおけるピリジンガスの供給と同様にして、ウエハ２００に対して
ピリジンガスを供給する。
【００９８】
　また、ノズル２４９ａ内へのＨ２Ｏガスおよびピリジンガスの侵入を防止するため、バ
ルブ２４３ｊを開き、ガス供給管２３２ｊ内へＮ２ガスを流す。Ｎ２ガスは、ガス供給管
２３２ａ、ノズル２４９ａを介して処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気さ
れる。
【００９９】
　このとき、ＡＰＣバルブ２４４を適正に調整して、処理室２０１内の圧力を、例えば１
～１３３３０Ｐａ、好ましくは１３３～２６６６Ｐａの範囲内の圧力とする。ＭＦＣ２４
１ｂで制御するＨ２Ｏガスの供給流量は、例えば１０００～１００００ｓｃｃｍ、好まし
くは１０～１０００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＭＦＣ２４１ｃで制御するピリジン
ガスの供給流量は、例えば１～２０００ｓｃｃｍ、好ましくは１０～１０００ｓｃｃｍの
範囲内の流量とする。ＭＦＣ２４１ｊ～２４１ｌで制御するＮ２ガスの供給流量は、それ
ぞれ例えば１００～１００００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。Ｈ２Ｏガスおよびピリジ
ンガスをウエハ２００に対して供給する時間、すなわち、ガス供給時間（照射時間）は、
例えば１～１００秒、好ましくは５～６０秒の範囲内の時間とする。ヒータ２０７の温度
は、ウエハ２００の温度が、ステップ１ａでのウエハ２００の温度と同様な温度帯、例え
ば室温以上１５０℃以下、好ましくは室温以上１００℃以下、より好ましくは５０℃以上
１００℃以下の範囲内の温度となるように設定する。
【０１００】
　処理室２０１内へ供給されたＨ２Ｏガスは熱で活性化され、排気管２３１から排気され
る。このときウエハ２００に対して、熱で活性化されたＨ２Ｏガスが供給されることとな
る。処理室２０１内へ流しているガスは熱的に活性化されたＨ２Ｏガスであり、処理室２
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０１内へはＢＴＣＳＭガスは流していない。したがって、Ｈ２Ｏガスは気相反応を起こす
ことはなく、活性化された状態でウエハ２００に対して供給され、ステップ１ａでウエハ
２００上に形成された第１の層（ＣおよびＣｌを含むＳｉ含有層）の少なくとも一部と反
応する。これにより、第１の層は、ノンプラズマで熱的に酸化され、Ｓｉ、ＯおよびＣを
含む第２の層、すなわち、ＳｉＯＣ層へと変化させられる。
【０１０１】
　ピリジンガスは、Ｈ２Ｏガスが有するＯ－Ｈ結合の結合力を弱め、Ｈ２Ｏガスの分解を
促し、Ｈ２Ｏガスと第１の層との反応を促進させる触媒ガスとして作用する。例えば、図
５（ｂ）に示すように、ピリジンガスは、Ｈ２Ｏガスの有するＯ－Ｈ結合に作用し、Ｏ－
Ｈ間の結合力を弱める。結合力の弱まったＨと、ウエハ２００上に形成された第１の層が
有するＣｌとが反応することで、ＨＣｌ等のＣｌ、Ｈを含むガス状物質が生成され、Ｈ２

Ｏ分子からＨが脱離すると共に第１の層からＣｌが脱離する。Ｈを失ったＨ２ＯガスのＯ
が、Ｃｌが脱離して少なくともＣの一部が残った第１の層のＳｉと結合する。
【０１０２】
　ピリジンガスの供給を実施した状態でＨ２Ｏガスを供給する工程（Ｈ２Ｏガスとピリジ
ンガスとを供給する工程）では、所望の膜組成等に応じて、供給するピリジンガスの供給
量を適宜調整することができる。ピリジンガスの供給量を増加させると、ピリジンガスの
作用が高まってＨ２Ｏガスの酸化力が向上し、Ｓｉ－Ｃ結合が切断されてＣが脱離し易く
なり、結果としてＳｉＯＣ層中のＣ濃度が低下する。ピリジンガスの供給量を低下させる
と、ピリジンガスの作用が弱まってＨ２Ｏガスの酸化力が低下し、Ｓｉ－Ｃ結合が維持さ
れ易くなり、結果としてＳｉＯＣ層中のＣ濃度が増加する。従って、ピリジンガスの供給
量を適宜調整することにより、ＳｉＯＣ層中の、すなわち、ＳｉＯＣ層が積層されてなる
ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度や、Ｓｉ濃度や、Ｏ濃度等を相対的に変化させることができる。
【０１０３】
　ピリジンガスの供給を実施した状態でＨ２Ｏガスを供給する工程（Ｈ２Ｏガスとピリジ
ンガスとを供給する工程）において供給するピリジンガスの供給量は、上述のピリジンガ
スの供給を実施した状態でＢＴＣＳＭガスを供給する工程（ＢＴＣＳＭガスとピリジンガ
スとを供給する工程）において供給するピリジンガスの供給量とは、独立別個に調整する
ことができる。例えば、両工程におけるピリジンガスの供給量が同一となるように調整し
てもよく、異なるように調整してもよい。
【０１０４】
　ピリジンガスの供給量や流量等を異なる数値に設定したプロセスレシピ（処理手順や処
理条件が記載されたプログラム）を予め複数用意しておくことで、ピリジンガスの供給量
の調整が容易となる。オペレータ（操作員）は、所望の膜組成等に応じて、適正なプロセ
スレシピを適宜選択し、成膜処理を実行すればよい。
【０１０５】
　本実施形態のように例えば１５０℃以下の低温条件下でＳｉＯＣ層を形成すると、Ｓｉ
ＯＣ層中に、水分（Ｈ２Ｏ）やＣｌ等の不純物（第１の不純物）や、炭化水素化合物等の
炭化水素（ＣｘＨｙ）系の不純物（第２の不純物）が混入し易くなる。すなわち、このＳ
ｉＯＣ層が積層されてなるＳｉＯＣ膜中にも、水分やＣｌ等の不純物や、ＣｘＨｙ系の不
純物が多く含まれる場合がある。水分等の不純物は、例えば、酸化ガスとして用いたＨ２

Ｏガスや、処理室２０１内へウエハ２００を搬入する際に外部から持ち込まれた水分等に
由来する。Ｃｌ等の不純物は、例えばＢＴＣＳＭ分子中のＣｌ等に由来する。ＣｘＨｙ系
の不純物は、例えばＢＴＣＳＭ分子中のＣ、Ｈや、ピリジン分子中のＣ、Ｈに由来する。
【０１０６】
（残留ガス除去）
　その後、バルブ２４３ｂを閉じ、Ｈ２Ｏガスの供給を停止する。また、バルブ２４３ｃ
を閉じ、ピリジンガスの供給を停止する。このとき、ＡＰＣバルブ２４４は開いたままと
して、真空ポンプ２４６により処理室２０１内を真空排気し、処理室２０１内に残留する
未反応もしくは反応に寄与した後のＨ２Ｏガスやピリジンガスや反応副生成物を処理室２
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０１内から排除する。また、バルブ２４３ｊ～２４３ｌは開いたままとして、処理室２０
１内へのＮ２ガスの供給を維持する。Ｎ２ガスはパージガスとして作用し、これにより、
処理室２０１内に残留する未反応もしくは第２の層の形成に寄与した後のＨ２Ｏガスやピ
リジンガスや反応副生成物を処理室２０１内から排除する効果を高めることができる。
【０１０７】
　このとき、処理室２０１内に残留するガスを完全に排除しなくてもよく、処理室２０１
内を完全にパージしなくてもよい。処理室２０１内に残留するガスが微量であれば、その
後に行われるステップ１ａにおいて悪影響が生じることはない。処理室２０１内へ供給す
るＮ２ガスの流量も大流量とする必要はなく、例えば、反応管２０３（処理室２０１）の
容積と同程度の量を供給することで、ステップ１ａにおいて悪影響が生じない程度のパー
ジを行うことができる。このように、処理室２０１内を完全にパージしないことで、パー
ジ時間を短縮し、スループットを向上させることができる。Ｎ２ガスの消費を必要最小限
に抑えることも可能となる。
【０１０８】
　酸化ガスとしては、Ｈ２Ｏガスの他、例えば、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）ガス、水素（Ｈ

２）ガス＋酸素（Ｏ２）ガス、Ｈ２ガス＋オゾン（Ｏ３）ガス等を用いることができる。
また、Ｈを含有しないガス、例えば、Ｏ２ガス等を単独で用いることもできる。触媒ガス
としては、ピリジンガスの他、例えば、上述の各種のアミン系ガスや、非アミン系ガスを
用いることができる。不活性ガスとしては、Ｎ２ガスの他、例えば、上述の各種希ガスを
用いることができる。
【０１０９】
　本発明者等によれば、本実施形態のガス系および条件範囲内で総合的に判断すると、各
工程を通じ、触媒ガスとしてより好ましいのはピリジンガスであると考えられる。次いで
、ＴＥＡガスが好ましく、その次にピペリジンガスが好ましいと考えられる。
【０１１０】
（所定回数実施）
　上述したステップ１ａ，２ａを１サイクルとして、このサイクルを１回以上、すなわち
、所定回数（ｎ回）行うことにより、ウエハ２００上に、所定組成および所定膜厚のＳｉ
ＯＣ膜を成膜することができる。上述のサイクルは、複数回繰り返すのが好ましい。すな
わち、１サイクルあたりに形成するＳｉＯＣ層の厚さを所望の膜厚よりも小さくして、上
述のサイクルを所望の膜厚になるまで複数回繰り返すのが好ましい。
【０１１１】
　このとき、各ステップにおける処理室２０１内の圧力やガス供給時間等の処理条件を制
御することで、ＳｉＯＣ層における各元素成分、すなわち、Ｓｉ成分、Ｏ成分およびＣ成
分の割合、すなわち、Ｓｉ濃度、Ｏ濃度およびＣ濃度を微調整することができ、ＳｉＯＣ
膜の組成比をより緻密に制御することができる。
【０１１２】
　サイクルを複数回行う場合、少なくとも２サイクル目以降の各ステップにおいて、「ウ
エハ２００に対して所定のガスを供給する」と記載した部分は、「ウエハ２００上に形成
されている層に対して、すなわち、積層体としてのウエハ２００の最表面に対して所定の
ガスを供給する」ことを意味し、「ウエハ２００上に所定の層を形成する」と記載した部
分は、「ウエハ２００上に形成されている層の上、すなわち、積層体としてのウエハ２０
０の最表面の上に所定の層を形成する」ことを意味している。この点は、上述の通りであ
る。この点は、後述する他の実施形態においても同様である。
【０１１３】
（ＳｉＯＣ膜改質工程）
　上述のように、例えば１５０℃以下の低温条件下で形成されたＳｉＯＣ膜中には、水分
やＣｌ等の不純物や、ＣｘＨｙ系の不純物が混入していることがある。ＳｉＯＣ膜中にこ
れらの不純物が混入すると、ＳｉＯＣ膜のエッチング耐性が低下し、また、誘電率が増加
してしまうことがある。すなわち、膜中にＣを添加した効果が損なわれてしまうことがあ
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る。
【０１１４】
　そこで、本実施形態では、
　ＳｉＯＣ膜を形成する工程におけるウエハ２００の温度よりも高い第１の温度でＳｉＯ
Ｃ膜を熱処理することにより、ＳｉＯＣ膜中から第１の不純物（水分やＣｌ等の不純物）
を除去する工程（第１の熱処理工程）と、
　第１の温度以上の第２の温度でＳｉＯＣ膜を熱処理することにより、第１の温度で熱処
理した後のＳｉＯＣ膜中から、第１の不純物とは異なる第２の不純物（ＣｘＨｙ系の不純
物）を除去する工程（第２の熱処理工程）と、
　を行い、ＳｉＯＣ膜中における複数種類の不純物を少なくとも２段階で除去する改質処
理を行う。すなわち、ＳｉＯＣ膜を改質する処理、いわゆる、アニール処理を２段階で行
う。以下、このＳｉＯＣ膜改質工程のシーケンス例について説明する。
【０１１５】
（圧力調整および温度調整）
　処理室２０１内の圧力、すなわち、ウエハ２００が存在する空間の圧力が所望の圧力（
真空度）となるよう、ＡＰＣバルブ２４４をフィードバック制御しながら、真空ポンプ２
４６によって処理室２０１内を真空排気する。また、処理室２０１内のウエハ２００が所
望の温度、すなわち、第１の温度となるようにヒータ２０７によって加熱される。この際
、処理室２０１内が所望の温度分布となるように、温度センサ２６３が検出した温度情報
に基づきヒータ２０７への通電具合がフィードバック制御される。この工程においても、
回転機構２６７によるボート２１７およびウエハ２００の回転を継続しておく。
【０１１６】
　またこのとき、処理室２０１内へ酸素非含有ガスとしてのＮ２ガスを供給し、処理室２
０１内を酸素非含有の雰囲気とする。このとき、ガス供給管２３２ｊ～２３２ｌのうち少
なくともいずれか、或いは全てを使ってＮ２ガスを供給することができる。ここでは、例
えばガス供給管２３２ｊ～２３２ｌの全てからＮ２ガスを供給することとする。すなわち
、バルブ２４３ｊ～２４３ｌを開き、ガス供給管２３２ｊ～２３２ｌ内へＮ２ガスを流す
。Ｎ２ガスは、ＭＦＣ２４１ｊ～２４１ｌにより流量調整され、ガス供給孔２５０ａ，２
５０ｃ，２５０ｄから処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。これに
より、処理室２０１内がＮ２ガス雰囲気、すなわち、酸素非含有の雰囲気となる。Ｎ２ガ
スは、これ以降、熱処理ガスとしても作用することとなる。
【０１１７】
（第１の熱処理）
　処理室２０１内が所望の圧力を有するＮ２ガス雰囲気となり、また、ウエハ２００の温
度が所望の温度、すなわち、第１の温度となったら、この状態を所定時間保持し、ウエハ
２００上に形成されたＳｉＯＣ膜に対して第１の熱処理を行う。
【０１１８】
　このとき、ＡＰＣバルブ２４４を適正に調整して、処理室２０１内の圧力を、例えば１
３３～１０１３２５Ｐａ（１～７６０Ｔｏｒｒ）、好ましくは１０１３２～１０１３２５
Ｐａ（７６～７６０Ｔｏｒｒ）の範囲内の圧力とする。ＭＦＣ２４１ｊ～２４１ｌで制御
するＮ２ガスの供給流量は、それぞれ例えば１００～１００００ｓｃｃｍの範囲内の流量
とする。ウエハ２００上のＳｉＯＣ膜に対する熱処理時間は、例えば１～６０分、好まし
くは１～３０分、より好ましくは１～１０分の範囲内の時間とする。
【０１１９】
　このとき、ヒータ２０７の温度は、ウエハ２００の温度が、例えば上述のＳｉＯＣ膜を
形成する工程におけるウエハ２００の温度よりも高い第１の温度となるような温度に設定
する。具体的には、ウエハ２００の温度が、室温～１５０℃よりも高い温度であって、例
えば、３００℃以上４５０℃以下、好ましくは３００℃以上４００℃以下、より好ましく
は３００℃以上３５０℃以下の範囲内の温度となるような温度に設定する。このような温
度範囲は、第１の不純物としての水分やＣｌ等の不純物を、所望しない反応（ＳｉＯＣ膜
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の酸化等）を生じさせることなく、効率的にまた充分に、ＳｉＯＣ膜中から脱離させて除
去することを考慮のうえ決定される。
【０１２０】
　図１２は、本実施形態の成膜シーケンスにより形成した熱処理前のＳｉＯＣ膜のＴＤＳ
（昇温脱離ガス分光法）による脱離スペクトルを例示する図であり、（ａ）は水分（Ｈ２

Ｏ）の脱離スペクトルを、（ｂ）はＣｌの脱離スペクトルを、（ｃ）はＣ２Ｈ２の脱離ス
ペクトルをそれぞれ例示している。図１２（ａ）～（ｃ）の横軸は熱処理時のウエハ２０
０の温度（℃）を、縦軸はイオン電流値（Ａ）を示している。
【０１２１】
　図１２（ａ）、図１２（ｂ）に例示するように、ウエハ２００の温度が３００℃を下回
ると、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等の不純物、特に、水分を脱離させて除去することが
難しくなり、ＳｉＯＣ膜の改質効果が低下してしまう。例えば、ウエハ２００の温度を１
５０℃以下とすると、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等の不純物は殆ど脱離しなくなる。ウ
エハ２００の温度を３００℃以上とすることで、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等の不純物
を充分に脱離させて除去することが可能となる。
【０１２２】
　ただし、ウエハ２００の温度が４５０℃を上回ると、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等が
脱離する際に、水分とＣｌとが反応することで、ＳｉＯＣ膜が酸化されてしまうことがあ
る。ＳｉＯＣ膜が酸化されることで、ＳｉＯＣ膜の膜収縮率が大きくなってしまう。
【０１２３】
　また、この温度帯、すなわち４５０℃を上回る温度帯では、水分とＣｌとが反応する際
にＨＣｌが生成され、このＨＣｌにより、ＳｉＯＣ膜中に含まれるＳｉ－Ｃｌ結合やＳｉ
－Ｈ結合等が切り離されることがある。これらの結合が切り離されると、ＳｉＯＣ膜中に
不要な吸着サイトが生成され、ＳｉＯＣ膜中から脱離した物質（脱離物質）のこの吸着サ
イトへの再吸着を招いてしまう。すなわち、ＣｌやＨとの結合が切れてダングリングボン
ド（未結合手）を有することとなったＳｉに、ＳｉＯＣ膜中からの脱離物質が吸着するこ
ととなる。このようにして形成されたＳｉと脱離物質との結合は、不安定で弱い。それゆ
え、この脱離物質は、ＳｉＯＣ膜を構成する成分とはならず、不純物としてＳｉＯＣ膜中
に残存することとなる。脱離物質としては、水分やＣｌやＣｘＨｙ系の不純物や、これら
が分解した物質等が挙げられる。
【０１２４】
　また、この温度帯、すなわち４５０℃を上回る温度帯では、図１２（ｃ）に例示するよ
うに、ＳｉＯＣ膜中からＣｘＨｙ系の不純物も脱離することとなる。そして、この脱離し
たＣｘＨｙ系の不純物がＳｉＯＣ膜中を通過する際にＣｌと反応することで、ＳｉＯＣ膜
中における吸着サイトへのＣの再吸着を引き起こしてしまうことがある。すなわち、Ｃｘ

Ｈｙ系の不純物とＣｌとの反応により、ＣｘＨｙ系の不純物に由来するＣが、ＳｉＯＣ膜
を構成するいずれかの元素（原子）、例えばＳｉのダングリングボンドに吸着することが
ある。このようにして形成されたＣとＳｉとの結合は、不安定で弱い。それゆえ、ＣｘＨ

ｙ系の不純物に由来するＣは、ＳｉＯＣ膜を構成する成分とはならず、不純物としてＳｉ
ＯＣ膜中に残存することとなる。ＳｉＯＣ膜中の吸着サイトにＣが再吸着する際は、Ｃが
Ｃ単独でこの吸着サイトに再吸着する場合もあるし、ＣがＣｘＨｙの形でこの吸着サイト
に再吸着する場合もある。
【０１２５】
　つまり、この温度帯、すなわち４５０℃を上回る温度帯では、上述の所望しない反応に
より、ＳｉＯＣ膜の膜収縮率が大きくなり、また、ＳｉＯＣ膜中から不純物を充分に脱離
させて除去することができなくなる。結果として、ＳｉＯＣ膜の誘電率（ｋ値）を充分に
下げることができなくなる。
【０１２６】
　ウエハ２００の温度を３００℃以上４５０℃以下とすることで、上述の所望しない反応
を抑制しつつ、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等の不純物を充分に脱離させて除去すること
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が可能となる。すなわち、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等が脱離する際における、水分と
Ｃｌとの反応によるＳｉＯＣ膜の酸化を抑制し、ＳｉＯＣ膜の膜収縮率の増大を抑制する
ことが可能となる。また、水分とＣｌとの反応によるＨＣｌの生成を抑制し、ＨＣｌによ
るＳｉＯＣ膜中のＳｉ－Ｃｌ結合やＳｉ－Ｈ結合等の切り離しを抑制することが可能とな
る。結果として、ＳｉＯＣ膜中の不要な吸着サイトの生成を抑制し、この吸着サイトへの
脱離物質の再吸着を抑制することが可能となる。また、ＳｉＯＣ膜中からＣｘＨｙ系の不
純物が脱離する際における、ＣｘＨｙ系の不純物とＣｌとの反応を抑制し、ＳｉＯＣ膜中
の吸着サイトへのＣの再吸着を抑制することが可能となる。また、図１２（ｃ）に示すよ
うに、特に、ウエハ２００の温度が４００℃程度であるときに、ＣｘＨｙ系の不純物の脱
離量がピークとなる。よって、ウエハ２００の温度を４００℃以下、好ましくは３５０℃
以下とすることで、ＣｘＨｙ系の不純物の脱離を抑制することができるようになる。すな
わち、ＣｘＨｙ系の不純物の脱離量を少なくすることができるようになる。これにより、
ＳｉＯＣ膜から脱離するＣｘＨｙ系の不純物の絶対量を低減することができ、ＣｘＨｙ系
の不純物とＣｌとの反応によるＣの再吸着を更に抑制することができることとなる。
【０１２７】
　ウエハ２００の温度をこのような温度帯、すなわち、３００℃以上４５０℃以下の温度
帯とすることで、ＳｉＯＣ膜の膜収縮率を小さくすることができ、ＳｉＯＣ膜中から脱離
したＣやＣｘＨｙを含む脱離物質のＳｉＯＣ膜中の吸着サイトへの再吸着を抑制すること
ができ、ＳｉＯＣ膜中から不純物、特に、水分やＣｌ等の不純物を充分に脱離させて除去
することが可能となる。
【０１２８】
　また、ウエハ２００の温度をこのような温度帯、すなわち、３００℃以上４５０℃以下
の温度帯とすることで、上述のように、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等の不純物が脱離し
て除去されるだけでなく、ＣｘＨｙ系の不純物の少なくとも一部も脱離して除去されるこ
ととなる。また、その際、このような温度帯であれば、ＳｉＯＣ膜中から脱離したＣｘＨ

ｙ系の不純物とＣｌとの反応を抑制し、ＳｉＯＣ膜中の吸着サイトへのＣの再吸着を抑制
することができる。すなわち、このような温度帯とすることで、ＳｉＯＣ膜中から一度脱
離させたＣｘＨｙ系の不純物におけるＣが、ＳｉＯＣ膜中の吸着サイトへ再吸着すること
を抑制することが可能となる。
【０１２９】
　以上のことから、ウエハ２００の温度は３００℃以上４５０℃以下、好ましくは３００
℃以上４００℃以下、より好ましくは３００℃以上３５０℃以下の範囲内の温度とするの
がよい。
【０１３０】
　上述の条件下でＳｉＯＣ膜に対して第１の熱処理を施すことにより、上述の所望しない
反応を抑制しつつ、ＳｉＯＣ膜中の水分やＣｌ等の不純物をＳｉＯＣ膜中から充分に脱離
させて除去することができる。また、上述の所望しない反応を抑制しつつ、ＳｉＯＣ膜中
のＣｘＨｙ系の不純物の少なくとも一部をＳｉＯＣ膜中から脱離させて除去することがで
きる。ＳｉＯＣ膜中におけるこれらの不純物がＳｉＯＣ膜中から除去されることでＳｉＯ
Ｃ膜が改質されて、第１の熱処理を行う前のＳｉＯＣ膜よりも、ＳｉＯＣ膜のエッチング
耐性が高まり、また、誘電率が低下して、ＳｉＯＣ膜の膜質（膜特性）を向上させること
ができる。
【０１３１】
　ただし、第１の熱処理工程が終了した段階、すなわち、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等
の不純物を充分に除去させた段階では、ＳｉＯＣ膜中にＣｘＨｙ系の不純物が残留してい
る場合がある。つまり、このような温度帯では、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等の不純物
やＣｘＨｙ系の不純物が脱離して除去されるが、水分やＣｌ等の不純物の方が、ＣｘＨｙ

系の不純物よりも先に除去されるため、水分やＣｌ等の不純物の大部分が除去された段階
では、ＳｉＯＣ膜中にＣｘＨｙ系の不純物が未だ残留している場合がある。そして、この
段階では、ＳｉＯＣ膜中に残留しているＣｘＨｙ系の不純物が原因で、ＳｉＯＣ膜のｋ値
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を充分に下げることができない場合がある。そこで、後述する第２の熱処理工程において
、第１の温度以上の第２の温度でＳｉＯＣ膜を熱処理することにより、第１の温度で熱処
理した後のＳｉＯＣ膜中から、ＳｉＯＣ膜中に残留しているＣｘＨｙ系の不純物を除去す
ることとなる。結果として、ＳｉＯＣ膜のｋ値を充分に下げることができることとなる。
【０１３２】
（第２の熱処理）
　第１の熱処理終了後、すなわち、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等の不純物を充分に脱離
させて除去させた後、ウエハ２００の温度を第１の温度から第２の温度へ変更する。第２
の温度は第１の温度以上の温度とする。すなわち、第２の温度は、第１の温度よりも高い
温度とするか、第１の温度と同等な温度とする。処理室２０１内の雰囲気は、第１の熱処
理工程と同様の所望の圧力を有するＮ２ガス雰囲気に維持する。
【０１３３】
　ウエハ２００の温度が所望の温度、すなわち、第２の温度となったら、この状態を所定
時間保持し、第１の熱処理が行われたＳｉＯＣ膜に対して第２の熱処理を行う。すなわち
、第１の温度で第１の熱処理を行った後のＳｉＯＣ膜に対して、第２の温度で第２の熱処
理を行う。
【０１３４】
　このとき、ＡＰＣバルブ２４４を適正に調整して、処理室２０１内の圧力を、例えば１
３３～１０１３２５Ｐａ（１～７６０Ｔｏｒｒ）、好ましくは１０１３２～１０１３２５
Ｐａ（７６～７６０Ｔｏｒｒ）の範囲内の圧力とする。ＭＦＣ２４１ｊ～２４１ｌで制御
するＮ２ガスの供給流量は、それぞれ例えば１００～１００００ｓｃｃｍの範囲内の流量
とする。ウエハ２００上のＳｉＯＣ膜に対する熱処理時間は、例えば１～１２０分、好ま
しくは１～６０分、より好ましくは１～３０分の範囲内の時間とする。
【０１３５】
　このとき、ヒータ２０７の温度は、ウエハ２００の温度が、例えば上述の第１の熱処理
工程における第１の温度以上の第２の温度となるような温度に設定する。具体的には、ウ
エハ２００の温度が、第１の温度以上の温度であって、例えば、３００℃以上９００℃以
下、好ましくは３５０℃以上７００℃以下、より好ましくは４００℃以上７００℃以下、
さらに好ましくは４５０℃以上６００℃以下の範囲内の温度となるような温度に設定する
。このような温度範囲は、第２の不純物としてのＣｘＨｙ系の不純物を、効率的にまた充
分にＳｉＯＣ膜中から脱離させて除去することや、ウエハ２００が受ける熱負荷や熱履歴
等を考慮のうえ決定される。
【０１３６】
　図１２（ｃ）に例示するように、ウエハ２００の温度が３００℃を下回ると、ＳｉＯＣ
膜中からＣ２Ｈ２等のＣｘＨｙ系の不純物を脱離させて除去することが難しくなり、Ｓｉ
ＯＣ膜の改質効果が低下してしまう。例えば、ウエハ２００の温度を２００℃以下とする
と、ＳｉＯＣ膜中からＣｘＨｙ系の不純物は殆ど脱離しなくなる。ウエハ２００の温度を
３００℃以上とすることで、ＳｉＯＣ膜中からＣｘＨｙ系の不純物を充分に脱離させて除
去することが可能となる。ただし、ウエハ２００の温度を３００℃とした場合は、ＳｉＯ
Ｃ膜中からＣｘＨｙ系の不純物を充分に脱離させるまでに時間がかかることがある。ウエ
ハ２００の温度を３５０℃以上とすることで、ＳｉＯＣ膜中からＣｘＨｙ系の不純物を充
分に脱離させるまでの時間を短縮することが可能となる。また、特に、ウエハ２００の温
度が４００℃程度であるときに、ＣｘＨｙ系の不純物の脱離量がピークとなる。よって、
ウエハ２００の温度を４００℃以上とすることで、ＣｘＨｙ系の不純物の脱離を促進させ
ることが可能となる。すなわち、ＳｉＯＣ膜中からＣｘＨｙ系の不純物を効率的に脱離さ
せることができるようになる。また、ＳｉＯＣ膜中からＣｘＨｙ系の不純物を充分に脱離
させるまでの時間を更に短縮することも可能となる。
【０１３７】
　第２の熱処理工程を行う段階では、ＳｉＯＣ膜中における水分やＣｌ等の不純物は既に
除去されており、上述のような所望しない反応は生じない。すなわち、水分とＣｌとの反
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応によるＳｉＯＣ膜の酸化、それによるＳｉＯＣ膜の膜収縮率の増大、水分とＣｌとの反
応によるＨＣｌの生成、ＨＣｌによるＳｉＯＣ膜中のＳｉ－Ｃｌ結合やＳｉ－Ｈ結合等の
切り離し、それによる不要な吸着サイトの生成、この吸着サイトへの脱離物質の再吸着、
ＣｘＨｙ系の不純物とＣｌとの反応による吸着サイトへのＣの再吸着等の所望しない反応
は生じることはない。これは、第２の温度は、所望しない反応が生じ得る温度帯（４５０
℃を上回る温度帯）を含むものの、第２の熱処理工程を行う段階では、所望しない反応を
生じさせる物質（水分やＣｌ等）が発生しないからである。なお、ウエハ２００の温度を
４５０℃以上とすることでも、ＳｉＯＣ膜中からのＣｘＨｙ系の不純物の脱離を促進させ
ることができ好ましい。ウエハ２００の温度を４５０℃以上とすることで、ウエハ２００
の温度を３００～３５０℃とする場合よりも、ＳｉＯＣ膜中からのＣｘＨｙ系の不純物の
脱離を促進させることができる。
【０１３８】
　ウエハ２００の温度が９００℃を超えると、熱負荷が大きくなりすぎ、ウエハ２００上
に形成される半導体デバイスの電気特性等に影響を及ぼすことがある。ウエハ２００の温
度を少なくとも９００℃以下とすることで、この熱負荷による電気特性等への影響を抑制
することが可能となる。熱処理対象のＳｉＯＣ膜が形成されたウエハ２００がメモリデバ
イス向けであるような場合には、９００℃程度の熱にまで耐えることができる。また、こ
のウエハ２００がロジックデバイス向けであっても、７００℃程度の熱にまで耐えること
ができる。ウエハ２００の温度を６００℃以下とすれば、デバイス構造等の熱損傷をより
確実に回避することが容易となる。
【０１３９】
　以上のことから、ウエハ２００の温度は３００℃以上９００℃以下、好ましくは３５０
℃以上７００℃以下、より好ましくは４００℃以上７００℃以下、さらに好ましくは４５
０℃以上６００℃以下の範囲内の温度とするのがよい。第２の温度は第１の温度以上の温
度とすればよい。すなわち、第２の温度は第１の温度よりも高い温度としてもよいし、第
１の温度と同等な温度としてもよい。
【０１４０】
　例えば、第１の温度を３００～４００℃とし、第２の温度を４５０～６００℃とした場
合、第１の熱処理工程および第２の熱処理工程のそれぞれにおいて、上述の所望しない反
応を確実に防止することが可能となる。特に、第１の温度を３００～４００℃の温度とす
ることで、第１の熱処理工程において、所望しない反応をより確実に防止することが可能
となる。また、第２の温度を４５０～６００℃、すなわち、所望しない反応が生じ得る温
度帯としても、第２の熱処理工程を行う段階では、所望しない反応を生じさせる物質（水
分やＣｌ等）が発生しないことから、所望しない反応を確実に抑制することが可能となる
。また、第２の温度を４５０～６００℃、すなわち、第１の温度を超える温度とすること
で、第２の熱処理工程におけるＳｉＯＣ膜中からのＣｘＨｙ系の不純物の脱離を、より迅
速に行うことが可能となる。
【０１４１】
　また、例えば、第１の温度および第２の温度を同一の温度、例えば４００～４５０℃の
範囲内の同一の温度としてもよい。第１の温度および第２の温度をそれぞれ４００～４５
０℃の範囲内の同一の温度とすれば、第１の熱処理工程および第２の熱処理工程において
、上述の所望しない反応を確実に抑制することが可能となる。また、第１の温度および第
２の温度を同一の温度とすれば、第１の熱処理工程と第２の熱処理工程との間で、ウエハ
２００の温度、すなわち、処理室２０１内の温度（ヒータ２０７の温度）を変更（調整）
する必要がない。すなわち、第１の熱処理工程と第２の熱処理工程との間で、処理室２０
１内の温度が安定するまで待機する必要がない。従って、これらの工程を連続的に行うこ
とが可能となり、また、熱処理の温度制御を簡素化させることが可能となる。
【０１４２】
　上述の条件下でＳｉＯＣ膜に対して第２の熱処理を施すことにより、上述の所望しない
反応を抑制しつつ、ＳｉＯＣ膜中のＣｘＨｙ系の不純物をＳｉＯＣ膜中から充分に脱離さ
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せて除去することができる。ＳｉＯＣ膜中におけるこの不純物がＳｉＯＣ膜中から除去さ
れることでＳｉＯＣ膜が更に改質され、第１の熱処理を行った後であって第２の熱処理を
行う前のＳｉＯＣ膜よりも、ＳｉＯＣ膜のエッチング耐性を更に高めることができ、また
、誘電率を更に低下させることができる。すなわち、ＳｉＯＣ膜の膜質（膜特性）を更に
向上させることができる。本実施形態の手法によれば、ＳｉＯＣ膜の誘電率（ｋ値）を、
例えば２．７程度まで低下させることができる。
【０１４３】
　このように、本実施形態では、まず、所望しない反応が生じない温度帯（第１の温度）
で、ＳｉＯＣ膜を熱処理する。これにより、所望しない反応を生じさせることなく、所望
しない反応を生じさせる物質である水分やＣｌ等の不純物（第１の不純物）を、ＳｉＯＣ
膜中から除去するようにしている。そして、ＳｉＯＣ膜中から所望しない反応を生じさせ
る物質である水分やＣｌ等の不純物（第１の不純物）を除去した後に、所望しない反応が
生じ得る温度帯を含む温度帯（第２の温度）で、所望しない反応を生じさせる物質である
水分やＣｌ等の不純物（第１の不純物）が存在（発生）しない雰囲気下において、ＳｉＯ
Ｃ膜を熱処理する。これにより、所望しない反応を生じさせることなく、所望しない反応
が生じない温度帯（第１の温度）で熱処理した後のＳｉＯＣ膜中からＣｘＨｙ系の不純物
（第２の不純物）を除去するようにしている。
【０１４４】
　本実施形態におけるこのような熱処理を、２段階熱処理（多段階熱処理）と称すること
もできる。また、２段階アニール（多段階アニール）、２段階改質処理（多段階改質処理
）、２段階不純物除去処理（多段階不純物除去処理）等と称することもできる。
【０１４５】
　第１の熱処理工程および第２の熱処理工程では、処理室２０１内を、酸素非含有ガスと
してのＮ２ガスにより酸素非含有の雰囲気としている。ここでいう酸素非含有の雰囲気と
は、処理室２０１内の雰囲気中に酸化ガス（Ｏ成分）が存在しない状態だけでなく、処理
室２０１内の雰囲気中における酸化ガスの濃度（Ｏ濃度）が、処理対象のＳｉＯＣ膜に影
響を与えない程度に低下した状態を含む。これにより、上述のような成膜温度よりも高い
温度で熱処理を行っても、ＳｉＯＣ膜中のＯ濃度が所望の濃度を超えて高まってしまうこ
と、すなわち、ＳｉＯＣ膜の酸化が過度に進行してしまうことを抑制することができる。
また、処理室２０１内を酸素非含有の雰囲気としているので、酸化の進行等に伴ってＳｉ
ＯＣ膜中のＣ濃度が所望の濃度未満に低下してしまうこと、すなわち、ＳｉＯＣ膜中から
Ｃが脱離してしまうことを抑制することができる。このとき、Ｎ２ガス等の酸素非含有ガ
スは、熱処理ガスとして作用しているともいえる。また、Ｎ２ガス等は、ＳｉＯＣ膜中か
ら脱離した不純物を運ぶキャリアガスとして作用しているともいえる。すなわち、酸素非
含有ガスは、これら不純物のＳｉＯＣ膜中や処理室２０１内からの排出を促し、これによ
り、ＳｉＯＣ膜の改質を促進させるアニールガスとして作用しているともいえる。
【０１４６】
　処理室２０１内を酸素非含有の雰囲気とするには、例えば、Ｎ２ガス等の酸素非含有ガ
スをウエハ２００に対して供給することなく、酸素非含有の雰囲気を生成する雰囲気生成
部としての排気系により、処理室２０１内を真空排気してもよい。これにより、Ｏ成分を
含めた殆どの成分を、処理室２０１内の雰囲気から排気、除去することができる。但し、
上述のように、処理室２０１内を排気しつつ、更にＮ２ガス等の酸素非含有ガスをウエハ
２００に対して供給する方が、処理室２０１内に残留するＯ成分の排気を促進させ、処理
室２０１内を酸素非含有の雰囲気とすることが容易となる。また、この方が、処理室２０
１を構成する処理容器の内壁や、外部から持ち込まれたウエハ２００等から、Ｏ成分を含
むアウトガスが発生したとしても、Ｎ２ガスによる希釈効果により、処理室２０１内の酸
素非含有の雰囲気を保つことが容易となる。
【０１４７】
　ＳｉＯＣ膜の改質処理（アニール処理）は、主に、ウエハ２００の温度が所望の温度で
安定的に維持される熱処理の期間中に行われる。但し、上述のウエハ２００の温度を調整
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する工程（成膜温度から第１の温度へ変更する工程、第１の温度から第２の温度へ変更す
る工程等）にてウエハ２００を昇温させるとき、或いは、後述する処理室２０１内をパー
ジする工程にてウエハ２００を降温させるときであっても、ＳｉＯＣ膜中の不純物の除去
が進行し得る温度にウエハ２００の温度が保たれている間は、ＳｉＯＣ膜の改質処理は進
行し得る。よって、ＳｉＯＣ膜を改質する工程とは、主に、ＳｉＯＣ膜を熱処理する工程
のことを指すが、ウエハ２００の温度を調整する工程および処理室２０１内をパージする
工程のうち少なくとも一部の期間を、ＳｉＯＣ膜を改質する工程に含めて考えてもよい。
換言すれば、ＳｉＯＣ膜を改質する工程とは、ウエハ２００の温度が、改質処理に必要な
温度に到達してから、改質処理に必要な温度未満に到達する直前までの期間を指すともい
える。また、ＳｉＯＣ膜を改質する工程とは、ウエハ２００の温度が、改質処理に必要な
温度に到達してから、すなわち、ＳｉＯＣ膜の改質が開始されてから、ＳｉＯＣ膜の改質
が完了するまでの期間を指すともいえる。
【０１４８】
　酸素非含有ガスとしては、Ｎ２ガスの他、例えば、Ａｒガス、Ｈｅガス、Ｎｅガス、Ｘ
ｅガス等の希ガスを用いることができる。
【０１４９】
（パージおよび大気圧復帰）
　ＳｉＯＣ膜を改質する処理が終了したら、バルブ２４３ｊ～２４３ｌを開いたままとし
て、ガス供給管２３２ｊ～２３２ｌのそれぞれからＮ２ガスを処理室２０１内へ供給し、
排気管２３１から排気する。Ｎ２ガスはパージガスとして作用し、これにより、処理室２
０１内がパージされ、処理室２０１内に残留するガスやＳｉＯＣ膜から脱離した不純物等
の物質を含むガス等が処理室２０１内から除去される。その後、処理室２０１内の雰囲気
が不活性ガスに置換され、処理室２０１内の圧力が常圧に復帰される。
【０１５０】
　また、ヒータ２０７への通電具合を調整し、或いは、ヒータ２０７への通電を停止して
、ウエハ２００の温度が例えば２００℃未満、好ましくは室温程度の温度となるように、
ウエハ２００の温度を降温させる。ウエハ２００の降温を、上述のパージおよび大気圧復
帰と平行して行うことで、パージガスの冷却効果によって、ウエハ２００の温度を所定温
度にまで短時間に低下させることができる。
【０１５１】
（ボートアンロードおよびウエハディスチャージ）
　その後、ボートエレベータ１１５によりシールキャップ２１９が下降され、マニホール
ド２０９の下端が開口され、処理済のウエハ２００がボート２１７に支持された状態でマ
ニホールド２０９の下端から反応管２０３の外部に搬出（ボートアンロード）される。処
理済のウエハ２００はボート２１７より取出される（ウエハディスチャージ）。
【０１５２】
（３）本実施形態による効果
　本実施形態によれば、以下に示す１つまたは複数の効果を奏する。
【０１５３】
（ａ）ＢＴＣＳＭガスのようなＳｉ、Ｃおよびハロゲン元素を含みＳｉ－Ｃ結合を有する
原料と共にピリジンガスのような触媒を供給することで、ＢＴＣＳＭガスのような原料の
分解を促すことが可能となる。これにより、例えば１５０℃以下の低温条件下であっても
、第１の層を形成することが可能となる。また、第１の層を形成する際、ＢＴＣＳＭガス
のような原料の物理吸着層ではなく、化学吸着層の形成を優勢とすることが可能となり、
第１の層の形成レートを高めることが可能となる。
【０１５４】
　また、Ｈ２Ｏガスのような酸化剤と共にピリジンガスのような触媒を供給することで、
Ｈ２Ｏガスのような酸化剤の分解を促し、Ｈ２Ｏガスのような酸化剤の酸化力を向上させ
ることが可能となる。これにより、例えば１５０℃以下の低温条件下であっても、第１の
層とＨ２Ｏガスのような酸化剤とを効率よく反応させ、第１の層を第２の層に改質するこ
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とが可能となる。また、第１の層の改質レートを高めることが可能となる。
【０１５５】
　つまり、ピリジンガスのような触媒の触媒作用により、ＳｉＯＣ膜の成膜温度を低温化
させ、また、ＳｉＯＣ膜の成膜レートを高めることが可能となる。
【０１５６】
（ｂ）ＢＴＣＳＭガスのような、Ｓｉ、Ｃおよびハロゲン元素を含みＳｉ－Ｃ結合を有す
る原料ガス、すなわち、Ｓｉソースとして作用し、また、Ｃソースとして作用するガスを
用いることで、第１の層中にＣを添加することが可能となる。結果として、高濃度にＣが
添加された膜、すなわち、高いＣ濃度を有するＳｉＯＣ膜を形成することが可能となる。
【０１５７】
　特に、ＢＴＣＳＭガスのような、Ｓｉ－Ｓｉ結合を有さず、それらの間にＣが介在した
Ｓｉ－Ｃ－Ｓｉ結合を有する原料ガスを用いることで、ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度を高めるこ
とが可能となる。というのも、原料ガスに含まれるＣは、２つの結合手でＳｉとそれぞれ
結合している。このため、第１の層を形成する際、ＢＴＣＳＭガスに含まれるＣとＳｉと
の結合が全て切れてしまい、Ｃが第１の層中に取り込まれなくなることを抑制できるよう
になる。また、第１の層を第２の層へと改質する際、第１の層中に含まれるＣとＳｉとの
結合が全て切れてしまい、第１の層からＣが脱離してしまうことを抑制できるようになる
。すなわち、ＢＴＣＳＭガスのようなＳｉ－Ｃ－Ｓｉ結合を有する原料ガスを用いること
で、ＴＣＤＭＤＳガスのようなＳｉ－Ｓｉの間にＣが介在した結合を有さない原料ガス等
を用いる場合よりも、膜中のＣ濃度を高めることが可能となる。
【０１５８】
　また、膜中にＣを添加することで、ＳｉＯＣ膜のフッ酸（ＨＦ）に対する耐性（エッチ
ング耐性）を向上させることも可能となる。
【０１５９】
　参考までに、１％濃度のフッ酸（１％ＨＦ水溶液）に対するウエットエッチングレート
（以降、ＷＥＲともいう）は、低温条件下で触媒ガスを用いて得られるＳｉＯ膜で約６０
０Å／ｍｉｎ、低温条件下でプラズマを用いて得られるＳｉＯ膜で約２００Å／ｍｉｎ、
酸化炉内でシリコンウエハを熱酸化して得られる熱酸化膜で約６０Å／ｍｉｎである。つ
まり、低温条件下で触媒ガスやプラズマを用いて形成されるＳｉＯ膜は、熱酸化膜よりも
エッチング耐性が低くなる傾向がある。エッチング耐性を向上させるには、膜中にＣを添
加すること、すなわち、ＳｉＯＣ膜を形成することが有効である。成膜温度が６００～８
００℃であれば、例えば、ＨＣＤＳガス等の原料ガス（Ｓｉソース）、Ｏ２ガス等の酸化
ガス（Ｏソース）、プロピレン（Ｃ３Ｈ６）ガス等の炭素含有ガス（Ｃソース）をウエハ
に対して交互或いは同時に供給することで、ＳｉＯＣ膜を形成することが可能である。し
かしながら、成膜温度を例えば１５０℃以下とした場合、上述のガスや、上述の成膜手法
を用いてＳｉＯＣ膜を形成することは困難である。
【０１６０】
　これに対し、本実施形態では、例えば１５０℃以下の低温条件下であっても、高濃度に
Ｃが添加されたＳｉＯＣ膜、すなわち、エッチング耐性の高い膜を形成することが可能と
なる。例えば、本実施形態では、熱酸化膜よりもエッチング耐性が高い膜を形成すること
が可能となる。また、ピリジンガスの供給量を適宜調整すること等により、ＳｉＯＣ膜中
のＣ濃度、すなわち、エッチング耐性を、精度よく制御することが可能となる。
【０１６１】
（ｃ）ＢＴＣＳＭガスのような、１分子中に含まれるアルキレン基の分子量（分子サイズ
）が小さなアルキレンハロシラン原料ガスを用いることで、成膜レートを高め、強固な膜
を形成することが可能となる。というのも、例えばヘキシレン基やヘプチレン基等の分子
量の大きなアルキレン基を１分子中に含むアルキレンハロシラン原料ガスを用いた場合、
この分子量の大きなアルキレン基が、原料ガスに含まれるＳｉの反応を阻害する立体障害
を引き起こし、第１の層の形成を阻害してしまうことがある。また、第１の層中に、上述
のアルキレン基が未分解、或いは一部しか分解していない状態で残っていた場合、この分
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子量の大きなアルキレン基が、第１の層に含まれるＳｉとＨ２Ｏガスとの反応を阻害する
立体障害を引き起こし、第２の層の形成を阻害してしまうことがある。これに対し、ＢＴ
ＣＳＭガスのような、１分子中に含まれるアルキレン基の分子量が小さなアルキレンハロ
シラン原料ガスを用いることで、上述の立体障害の発生を抑制することができ、第１の層
および第２の層の形成をそれぞれ促進させることができる。結果として、成膜レートを高
め、強固な膜を形成することが可能となる。また、ＴＣＤＭＤＳガスのような、１分子中
に含まれるアルキル基の分子量が小さなアルキルハロシラン原料ガスを用いた場合にも、
同様の効果が得られる。
【０１６２】
（ｄ）ＢＴＣＳＭガスのような、１分子中に２つのＳｉを含む原料ガスを用いることで、
ＳｉＯＣ膜を、膜中に含まれるＳｉ同士が互いに近接した膜とすることが可能となる。と
いうのも、ＢＴＣＳＭガスが自己分解しない条件下で第１の層を形成する際、ＢＴＣＳＭ
ガス分子に含まれる２つのＳｉは、互いに近接した状態を保ったままウエハ２００（表面
の下地膜）上に吸着することとなる。また、ＢＴＣＳＭガスが自己分解する条件下で第１
の層を形成する際、ＢＴＣＳＭガス分子に含まれる２つのＳｉは、互いに近接した状態を
保ったままウエハ２００上に堆積する傾向が強くなる。つまり、ＢＴＣＳＭガスのような
１分子中に２つのＳｉを含むガスを用いることで、トリスジメチルアミノシラン（Ｓｉ（
Ｎ（ＣＨ３）２））３Ｈ、略称：３ＤＭＡＳ）ガスのような１分子中に１つのＳｉしか有
さないガスを用いる場合と比べ、第１の層中に含まれるＳｉ同士を互いに近接した状態と
することが可能となる。結果として、ＳｉＯＣ膜を、膜中のＳｉ同士が互いに近接した膜
とすることが可能となる。これにより、膜のエッチング耐性を向上させることも可能とな
る。
【０１６３】
（ｅ）ＢＴＣＳＭガスのような原料およびピリジンガスのような触媒の供給と、Ｈ２Ｏガ
スのような酸化剤およびピリジンガスのような触媒の供給と、を交互に行うことで、これ
らのガスを、表面反応が支配的な条件下で適正に反応させることができる。結果として、
ＳｉＯＣ膜の段差被覆性、膜厚制御の制御性をそれぞれ向上させることが可能となる。ま
た、処理室２０１内における過剰な気相反応を回避することができ、パーティクルの発生
を抑制することも可能となる。
【０１６４】
（ｆ）ＳｉＯＣ膜の成膜温度よりも高い第１の温度でＳｉＯＣ膜を熱処理することにより
、ＳｉＯＣ膜中から第１の不純物（水分やＣｌ等の不純物）を除去することができる。そ
の後、第１の温度以上の第２の温度でＳｉＯＣ膜を熱処理することにより、第１の温度で
熱処理した後のＳｉＯＣ膜中から、第１の不純物とは異なる第２の不純物（ＣｘＨｙ系の
不純物）を除去することができる。結果として、ＳｉＯＣ膜を、ＳｉＯＣ膜改質工程を行
う前のアズデポ（ａｓ　ｄｅｐｏ）状態のＳｉＯＣ膜よりも、不純物の少ない膜とするこ
とができる。これにより、ＳｉＯＣ膜のエッチング耐性を向上させ、膜の誘電率を低下さ
せることができる。つまり、ＳｉＯＣ膜の膜質を向上させることができる。
【０１６５】
（ｇ）ＳｉＯＣ膜形成工程およびＳｉＯＣ膜改質工程の一連の処理を行うことで、ポーラ
ス状の膜を形成することが可能となる。すなわち、ＳｉＯＣ膜をポーラス化することがで
きる。
【０１６６】
　というのも、ＳｉＯＣ膜形成工程で形成された膜中には、少なくともＳｉ－Ｃ結合とＳ
ｉ－Ｏ結合とが存在する。ＳｉとＣとの結合距離は、ＳｉとＯとの結合距離よりも大きい
。よって、ＳｉＯ２膜に比べると、ＳｉＯＣ膜は、膜中へのＳｉ－Ｃ結合の導入により原
子間距離が大きくなり、膜密度が疎となる。また、ＳｉＯＣ膜中には、Ｓｉ－Ｃ－Ｓｉ結
合が存在する場合もあり、この場合、さらに膜密度が疎となる。特に、原料ガスとして、
ＢＴＣＳＭガスのようなＳｉ－Ｃ－Ｓｉ結合を有するガスを用いた場合、ＳｉＯＣ膜中に
Ｓｉ－Ｃ－Ｓｉ結合が含まれやすくなり、膜密度が疎となる傾向が強くなる。この膜密度
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が疎となる部分には、微小な孔（ポア）、すなわち、微小な空間が生じているともいえる
。つまり、ＳｉＯＣ膜形成工程で形成されたＳｉＯＣ膜は、アズデポ状態でポーラス状の
膜、すなわち、膜中の原子密度の低い膜となる。
【０１６７】
　また、ＳｉＯＣ膜改質工程において、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等の不純物やＣｘＨ

ｙ系の不純物が脱離する際、これらの不純物の抜けた部分には、微小な孔（ポア）、すな
わち、微小な空間が生じる。つまり、ＳｉＯＣ膜改質工程により改質されたＳｉＯＣ膜は
、アズデポ状態のＳｉＯＣ膜よりも、更にポーラス化が進んだポーラス状の膜、すなわち
、膜中の原子密度の更に低い膜となる。但し、ＳｉＯＣ膜改質工程において、上述の所望
しない反応が生じると、ＳｉＯＣ膜の膜収縮率が大きくなり、ＳｉＯＣ膜のポーラス状態
を維持することが難しくなる。ＳｉＯＣ膜改質工程を上述の処理条件にて行うことで、ア
ズデポ状態でのポーラス状態を維持しつつ、更にポーラス化が進んだ状態に改質（変化）
させることが可能となる。すなわち、ＳｉＯＣ膜の膜質を向上させることができる。
【０１６８】
（ｈ）ＳｉＯＣ膜形成工程およびＳｉＯＣ膜改質工程の一連の処理を行うことで、ＳｉＯ
Ｃ膜の誘電率（ｋ値）を、ＳｉＯ２膜の誘電率よりも低下させることが可能となる。とい
うのも、ＳｉＯＣ膜形成工程およびＳｉＯＣ膜改質工程の一連の処理を行うことで、上述
したように、ＳｉＯＣ膜をポーラス化させることができる。また、ＳｉＯＣ膜改質工程を
行うことにより、ＳｉＯＣ膜中から水分やＣｌ等の不純物やＣｘＨｙ系の不純物を除去す
ることができる。水分等の不純物は、永久双極子モーメントを持つため、電場に従って向
きを変え、誘電率を高くする物質である。ＳｉＯＣ膜のポーラス化と、誘電率を高くする
物質の除去とにより、ＳｉＯＣ膜の誘電率を、ＳｉＯ２膜の誘電率よりも低下させること
ができる。本実施形態の成膜シーケンスによれば、ＳｉＯＣ膜の誘電率を例えば３．０以
下、具体的には、２．６８まで低下させることができることを確認した。
【０１６９】
（ｉ）ところで、トランジスタや、次世代メモリとして開発されているＲｅＲＡＭやＭＲ
ＡＭには、低温成膜、低ＷＥＲ（高エッチング耐性）、低誘電率等を満たす薄膜として、
例えばシリコン窒化膜（ＳｉＮ膜）にＣを添加したシリコン炭窒化膜（ＳｉＣＮ膜）や、
ＳｉＣＮ膜中に更にＯを添加したシリコン酸炭窒化膜（ＳｉＯＣＮ膜）等の薄膜を用いる
ことが考えられる。一方で、これらの薄膜のエッチング耐性を更に向上させ、誘電率を更
に低下させようとすると、膜中のＣ濃度やＯ濃度を増加させ、Ｎ濃度を低下させる必要が
ある。しかしながら、例えば各種ガスを交互に供給して成膜する上述のような方法で、か
つ低温領域にて、Ｎ濃度を例えば不純物レベルに抑えつつ、Ｃ濃度等を高めることは困難
である。
【０１７０】
　これに対し、本実施形態では、例えば１５０℃以下の低温の条件下であっても、Ｓｉ，
ＣおよびＣｌを含みＳｉ－Ｃ結合を有する原料ガスを用いることで、薄膜中のＣ濃度を高
めたり、精度よく制御したりすることが可能となる。
【０１７１】
（４）本実施形態の変形例
　本実施形態の成膜シーケンスは、図４（ａ）に示す態様に限定されず、以下に示す変形
例のように変更することができる。
【０１７２】
（変形例１）
　原料ガスを供給するステップ１ａでは、原料ガスとして、例えば、ＢＴＣＳＥガスのよ
うな、ＢＴＣＳＭガスとは種類の異なるアルキレンハロシラン原料ガスを供給するように
してもよい。また例えば、ＴＣＤＭＤＳガスのような、アルキルハロシラン原料ガスを供
給するようにしてもよい。図４（ｂ）は、原料ガスとして、ＢＴＣＳＭガスの代わりにＴ
ＣＤＭＤＳガスを用いる例を示している。この場合、ステップ１ａでは、バルブ２４３ｄ
の開閉制御を、図４（ａ）に示す成膜シーケンスのステップ１ａにおけるバルブ２４３ａ
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の開閉制御と同様の手順で行う。その他の処理条件や処理手順は、例えば、図４（ａ）に
示す成膜シーケンスと同様とする。
【０１７３】
　本変形例によれば、図４（ａ）に示す成膜シーケンスと同様の効果を奏する。
【０１７４】
　また、本変形例のように原料ガスの種類を適宜選択することで、ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度
等を制御することが可能となる。また、ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度を制御することで、Ｃ濃度
に対する相対的なＳｉ濃度およびＯ濃度を変化させることも可能となる。
【０１７５】
　この１要因としては、例えば、各原料ガスの分子構造中におけるＣの配置の違いが考え
られる。というのも、ＢＴＣＳＭガスやＢＴＣＳＥガス等はＳｉ－Ｃ－Ｓｉ結合やＳｉ－
Ｃ－Ｃ－Ｓｉ結合を有する原料ガスであり、ＣがＳｉに挟み込まれた分子構造を有してい
る。ＢＴＣＳＭガスやＢＴＣＳＥガス等に含まれるＳｉの４つの結合手のうち、Ｃと結合
していない余った結合手には、多くのＣｌが結合している。例えば、ＢＴＣＳＭガスやＢ
ＴＣＳＥガスはいずれも、Ｓｉの４つの結合手のうち３つの結合手にＣｌが結合している
。このように、ＢＴＣＳＭガスやＢＴＣＳＥガス等は、１分子中に多く（例えば６つ）の
Ｃｌを含むことから、ＴＣＤＭＤＳガス等のような１分子中に含まれるＣｌの数が少ない
（例えば４つ以下）原料ガスよりも、高い反応性を有するものと考えられる。反応性の高
いＢＴＣＳＭガスやＢＴＣＳＥガス等を原料ガスとして用いることで、第１の層を形成す
る際の反応を効率的に行うことができ、ＳｉＯＣ膜の成膜レートを高めることが可能とな
る。また、反応性の高い原料ガスを用いることで、成膜処理を進行させることが可能な処
理条件の範囲、すなわち、プロセスウインドウを拡張することが可能となる。広範なプロ
セスウインドウ内から、所望のＣ濃度が得られる成膜条件を選択することができるので、
結果として、ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度を高めることが容易となる。また、ＳｉＯＣ膜中のＣ
濃度の制御性を向上させることも可能となる。ここで、ＢＴＣＳＭガス中に含まれるＣの
数は、例えばＴＣＤＭＤＳガス等と比較して少ない。但し、この点は、ＳｉＯＣ膜中のＣ
濃度の向上に不利には働かないと考えられる。本発明者等によれば、ＢＴＣＳＭガスを用
いる方が、ＴＣＤＭＤＳガスを用いる場合よりも、Ｃ濃度を向上させることが容易である
ことを確認している。
【０１７６】
　また、ＴＣＤＭＤＳガスやＤＣＴＭＤＳガス等はＳｉ－Ｃ－Ｓｉ結合やＳｉ－Ｃ－Ｃ－
Ｓｉ結合を有さない原料ガスであり、メチル基等のアルキル基がＳｉに結合した分子構造
、すなわち、クロロシラン原料ガスの一部のクロロ基がメチル基に置き換わった分子構造
を有している。ＴＣＤＭＤＳガスやＤＣＴＭＤＳガス等は、１分子中に含むＣｌの数が少
ない（例えば４つ以下）ことから、ＢＴＣＳＭガスやＢＴＣＳＥガス等の原料ガスよりも
、反応性が低くなると考えられる。そのため、ＴＣＤＭＤＳガスやＤＣＴＭＤＳガス等を
原料ガスとして用いることで、第１の層を形成する際の反応を、比較的ゆっくりと進行さ
せることができ、ＳｉＯＣ膜を、より緻密な膜とすることが可能となる。結果として、Ｓ
ｉＯＣ膜中のＣ濃度を適正に抑えたとしても、高いエッチング耐性を維持することが可能
となる。ＴＣＤＭＤＳガスを原料ガスとして用いる場合と、ＤＣＴＭＤＳガスを原料ガス
として用いる場合と、の比較では、１分子中にメチル基、すなわち、Ｃを多数含むＤＣＴ
ＭＤＳガスの方が、膜中へのＣの取り込み量に有利に働くことを確認している。
【０１７７】
　このように、原料ガスとして例えばＢＴＣＳＭガスやＢＴＣＳＥガス等を選択して供給
することで、ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度を高めることが容易となる。また、原料ガスとして例
えばＴＣＤＭＤＳガスやＤＣＴＭＤＳガス等を選択して供給することで、エッチング耐性
を維持しつつ、ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度を適正に抑えることが可能となる。このように、複
数種類の原料ガスの中から特定の原料ガスを選択して供給することで、ＳｉＯＣ膜中のＣ
濃度等を精度よく制御することが可能となる。
【０１７８】
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（変形例２）
　Ｏ２ガスを供給するステップ２ａでは、触媒ガスとして、ピリジンガスとは異なる分子
構造を有する触媒ガス、すなわち、ピリジンガスとは異なる種類のアミン系触媒ガスを供
給するようにしてもよい。すなわち、原料ガスと共に供給する触媒ガスの種類と、酸化ガ
スと共に供給する触媒ガスの種類と、を異ならせてもよい。この場合、ステップ２ａでは
、ガス供給管２３２ｃから、ピリジンガスとは異なる種類のアミン系触媒ガスを供給すれ
ばよい。その他の処理条件や処理手順は、例えば、図４（ａ）に示す成膜シーケンスと同
様とする。
【０１７９】
　本変形例によれば、図４（ａ）に示す成膜シーケンスと同様の効果を奏する。
【０１８０】
　また、本変形例のように触媒ガスの種類を適宜選択することで、ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度
等を制御することが可能となる。また、ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度を制御することで、膜中の
Ｓｉ濃度およびＯ濃度を相対的に変化させることも可能となる。
【０１８１】
　この１要因としては、例えば、触媒ガスの分子構造に応じた触媒作用の強さの相違が考
えられる。例えば、ｐＫａ値の大きい触媒ガスを選択することで、酸化ガスの分解が促進
され、その酸化力が増加することがある。その結果、ステップ２ａにおいて第１の層に含
まれるＳｉ－Ｃ結合が切断され、最終的に形成されるＳｉＯＣ膜中のＣ濃度が低下するこ
とがある。また、例えば、ｐＫａの小さい触媒ガスを選択することで、酸化ガスの分解が
適正に抑制され、その酸化力が低下することがある。その結果、ステップ２ａにおいて第
１の層に含まれるＳｉ－Ｃ結合が維持され易くなり、最終的に形成されるＳｉＯＣ膜中の
Ｃ濃度が高まることがある。また、他の要因としては、触媒ガスや生成される塩等の触媒
反応に関わる各種物質の蒸気圧の違いが考えられる。また、これらの要因が合わさった複
合要因等が考えられる。
【０１８２】
（変形例３）
　上述のステップ１ａ，２ａのサイクルを複数回行う際、その途中で、原料ガスの種類や
触媒ガスの種類を変更してもよい。また、ステップ１ａ，２ａのサイクルを複数回行う際
、その途中で、触媒ガスの供給量を変更してもよい。
【０１８３】
　この場合、原料ガスの種類の変更を、１回のみ行ってもよく、複数回行ってもよい。ま
た、用いる原料ガスは２種類であっても３種類以上であってもよい。原料ガスの組み合わ
せは、Ｓｉ、Ｃおよびハロゲン元素を含みＳｉ－Ｃ結合を有する原料ガスの中から任意に
選択することができる。原料ガスの使用順序は任意に選択することができる。また、触媒
ガスの種類の変更を、１回のみ行ってもよく、複数回行ってもよい。また、用いる触媒ガ
スは２種類であっても３種類以上であってもよい。触媒ガスの組み合わせや順序は任意に
選択することができる。また、触媒ガスの供給量を変更する場合は、その供給量を小流量
から大流量へと変更してもよく、大流量から小流量へと変更してもよい。また、触媒ガス
の供給量の変更を、１回のみ行ってもよく、複数回行ってもよい。このとき、触媒ガスの
供給量を、小流量から大流量へ、又は大流量から小流量へと段階的に増加または低下させ
てもよく、或いは、適宜任意の組み合わせで上下に変化させてもよい。
【０１８４】
　本変形例によれば、図４（ａ）に示す成膜シーケンスと同様の効果を奏する。また、本
変形例によれば、ＳｉＯＣ膜中のＣ濃度を膜厚方向で変化させることができる。ＳｉＯＣ
膜中のＣ濃度を膜厚方向で変化させることにより、膜中の相対的なＳｉ濃度およびＯ濃度
を膜厚方向で変化させることもできる。結果として、例えば、ＳｉＯＣ膜のエッチング耐
性や誘電率等を膜厚方向で変化させることができる。
【０１８５】
（変形例４）
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　図１に示すような原料ガス供給ライン、触媒ガス供給ラインをそれぞれ複数備えた基板
処理装置を用いる場合に限らず、図１に示す複数のガス供給ラインのうち特定のガス供給
ラインのみを備えた基板処理装置を用いることも可能である。但し、複数のガス供給ライ
ンを備えた基板処理装置を用いる場合、使用するガス供給ラインを適宜選択することで、
所望の膜組成等に応じて、複数種のガスの中から特定のガスを選択して供給することが容
易となる。また、１台の基板処理装置で、様々な組成比、膜質を有する膜を、汎用的かつ
再現性よく形成できるようになる。また、ガス種の追加や入替等に際して、装置運用の自
由度を確保することが可能となる。
【０１８６】
（変形例５）
　ＳｉＯＣ膜形成工程とＳｉＯＣ膜改質工程とを、異なる処理室内にて行うようにしても
よい。
【０１８７】
　例えば、ＳｉＯＣ膜形成工程を、図１に示す基板処理装置（以下、第１基板処理部とも
いう）が備える処理室２０１（以下、第１処理室ともいう）内で行う。第１基板処理部を
構成する各部の動作は、第１制御部により制御される。第１基板処理部を用い、上述のス
テップ１ａ，２ａと同様のステップ１ｂ，２ｂを含むサイクルを所定回数実施する。その
後、処理室２０１内のパージおよび大気圧復帰、ボートアンロード、ウエハディスチャー
ジを順次実行する。続いて、ボート２１７より取り出されたウエハ２００上に形成された
ＳｉＯＣ膜を熱処理する工程、すなわち、ＳｉＯＣ膜改質工程を、処理室２０１とは異な
る処理室内で行う。このとき、例えば、図１に示す基板処理装置と同様に構成された基板
処理装置であって、ＳｉＯＣ膜形成工程を行った装置とは別の基板処理装置（以下、第２
基板処理部ともいう）が備える処理室（以下、第２処理室ともいう）を用いることができ
る。第２基板処理部を構成する各部の動作は、第２制御部により制御される。第２基板処
理部を用い、第１基板処理部においてＳｉＯＣ膜形成工程を行うときと同様に、ウエハチ
ャージ、ボートロードを順次実行する。また、上述の実施形態のＳｉＯＣ膜改質工程を行
うときと同様に、圧力調整、温度調整を行う。その後、上述の実施形態と同様に、第１の
熱処理、第２の熱処理、パージ、大気圧復帰、ボートアンロードおよびウエハディスチャ
ージを順次実行する。本変形例における処理条件や処理手順は、例えば、図４（ａ）に示
す成膜シーケンスと同様とする。
【０１８８】
　以上のように、ＳｉＯＣ膜形成工程とＳｉＯＣ膜改質工程とを、同一の処理室２０１内
にて（Ｉｎ－Ｓｉｔｕで）行うだけでなく、異なる処理室（第１処理室および第２処理室
）内にて（Ｅｘ－Ｓｉｔｕで）行うこともできる。Ｉｎ－Ｓｉｔｕで両工程を行えば、途
中、ウエハ２００が大気曝露されることなく、ウエハ２００を真空下に置いたまま、一貫
して処理を行うことができ、安定した成膜処理を行うことができる。Ｅｘ－Ｓｉｔｕで両
工程を行えば、それぞれの処理室内の温度を例えば各工程での処理温度又はそれに近い温
度に予め設定しておくことができ、温度調整に要する時間を短縮させ、生産効率を高める
ことができる。
【０１８９】
　本変形例では、主に、ＳｉＯＣ膜を形成する第１基板処理部と、ＳｉＯＣ膜を熱処理す
る第２基板処理部とにより、基板処理システムが構成されることとなる。但し、基板処理
システムは、第１基板処理部と第２基板処理部とが上述のようにそれぞれ独立した装置（
スタンドアローン型装置）群として構成されている場合に限らず、第１基板処理部と第２
基板処理部とが同一のプラットフォームに搭載された１つの装置（クラスタ型装置）とし
て構成されていてもよい。また、ＳｉＯＣ膜改質工程を行う装置は、図１に示す基板処理
装置とは異なる構成の装置、例えば、アニール処理専用機（熱処理炉）等として構成され
ていてもよい。
【０１９０】
＜第２実施形態＞
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　次に、本発明の第２実施形態について、図６（ａ）を用いて説明する。本実施形態にお
いても、上述の実施形態と同様、図１、図２に示す基板処理装置を用いる。以下の説明に
おいて、基板処理装置を構成する各部の動作はコントローラ１２１により制御される。
【０１９１】
　本実施形態の成膜シーケンスでは、
　ウエハ２００に対してＳｉ、ＣおよびＣｌを含みＳｉ－Ｃ結合を有する原料ガスとして
ＢＴＣＳＭガスを供給する工程と、
　ウエハ２００に対して酸化ガスとしてＯ３ガスを供給する工程と、
　ウエハ２００に対して触媒ガスとしてＴＥＡガスを供給する工程と、
　を含むサイクルを所定回数（ｎ回）行うことにより、ウエハ２００上に、Ｓｉ、Ｏおよ
びＣを含む薄膜としてＳｉＯＣ膜を形成する工程を行う。
【０１９２】
　このとき、ＢＴＣＳＭガスを供給する工程を、ＴＥＡガスを供給する工程を不実施とし
た状態で行い、Ｏ３ガスを供給する工程を、ＴＥＡガスを供給する工程を実施した状態で
行う。
【０１９３】
　また、ＳｉＯＣ膜形成工程を実施した後、上述の実施形態と同様にＳｉＯＣ膜改質工程
を行う。
【０１９４】
　以下、本実施形態のＳｉＯＣ膜形成工程のうち、上述の実施形態とは異なる点について
詳しく説明する。
【０１９５】
（ＳｉＯＣ膜形成工程）
　ウエハチャージ、ボートロード、圧力調整および温度調整後、次の２つのステップ１ｃ
，２ｃを順次実行する。
【０１９６】
　［ステップ１ｃ］
（ＢＴＣＳＭガス供給）
　図４（ａ）に示す成膜シーケンスのステップ１ａと同様の手順にて、ウエハ２００に対
してＢＴＣＳＭガスを供給する。このとき、バルブ２４３ｃ，２４３ｉを閉じた状態とし
、ウエハ２００に対するＢＴＣＳＭガスの供給を、ピリジンガスやＴＥＡガス等のアミン
系触媒ガスの供給を停止した状態、すなわち、アミン系触媒ガスを非供給とした状態で行
う。すなわち、ウエハ２００に対するＢＴＣＳＭガスの供給を行うときは、触媒ガスの供
給を行わないこととする。
【０１９７】
　また、バッファ室２３７内、ノズル２４９ｂ，２４９ｃ内へのＢＴＣＳＭガスの侵入を
防止するため、バルブ２４３ｋ，２４３ｌを開き、ガス供給管２３２ｋ，２３２ｌ内へＮ

２ガスを流す。Ｎ２ガスは、ガス供給管２３２ｂ，２３２ｃ、ノズル２４９ｂ，２４９ｃ
、およびバッファ室２３７を介して処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気さ
れる。
【０１９８】
　このとき、ＡＰＣバルブ２４４を適正に調整して、処理室２０１内の圧力を、例えば１
～１３３３０Ｐａ、好ましくは１３３～２６６６Ｐａの範囲内の圧力とする。ＭＦＣ２４
１ａで制御するＢＴＣＳＭガスの供給流量は、例えば１～２０００ｓｃｃｍの範囲内の流
量とする。ＭＦＣ２４１ｊ～２４１ｌで制御するＮ２ガスの供給流量は、それぞれ例えば
１００～１００００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＢＴＣＳＭガスをウエハ２００に対
して供給する時間、すなわち、ガス供給時間（照射時間）は、例えば１～１００秒、好ま
しくは５～６０秒の範囲内の時間とする。
【０１９９】
　このとき、ヒータ２０７の温度は、ウエハ２００の温度が、例えば室温以上１５０℃以
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下、好ましくは室温以上１００℃以下、より好ましくは５０℃以上１００℃以下の範囲内
の温度となるような温度に設定する。ＢＴＣＳＭガス供給時に触媒ガスを供給しない場合
、ウエハ２００の温度が２５０℃未満となるとウエハ２００上にＢＴＣＳＭが化学吸着し
にくくなり、実用的な成膜レートが得られなくなることがある。本実施形態では、次に行
うステップ２ａにおいてＯ３ガスとＴＥＡガスとを組み合わせて用いることで、ウエハ２
００の温度を２５０℃未満としても、これを解消することが可能となる。ステップ２ａを
次に行うことを前提としたうえで、ウエハ２００の温度を１５０℃以下、さらには１００
℃以下とすると、ウエハ２００に加わる熱量を低減することができ、ウエハ２００の受け
る熱履歴の制御を良好に行うことができる。このとき、室温以上の温度であれば充分な成
膜レートが得られる。よって、ウエハ２００の温度は、室温以上１５０℃以下、好ましく
は室温以上１００℃以下、より好ましくは５０℃以上１００℃以下の範囲内の温度とする
のがよい。
【０２００】
　上述の条件下でウエハ２００に対してＢＴＣＳＭガスを供給することにより、ウエハ２
００（表面の下地膜）上に、第１の層として、例えば１原子層未満から数原子層程度の厚
さのＣおよびＣｌを含むＳｉ含有層が形成される。上述のように、例えば１５０℃以下の
低温条件下では、第１の層として、熱分解が不充分な物理吸着によるＢＴＣＳＭガスの吸
着層、すなわち、ＢＴＣＳＭガスの物理吸着層が主に形成されていると考えられる。
【０２０１】
　このように、第１の層が主にＢＴＣＳＭガスの物理吸着層により構成されていると、第
１の層がウエハ２００上などに定着し難くなる。また、この後に酸化処理を行っても、第
１の層は強固な結合を有するＳｉＯＣ層に変化し難くなる。つまり、ＢＴＣＳＭガスの供
給時に触媒ガスを供給しない場合、たとえその後の酸化処理にて触媒ガスを供給したとし
ても、第１の層の酸化反応が進行し難くなることがある。その結果、ＳｉＯＣ膜の成膜レ
ートが低下したり、ＳｉＯＣ膜を形成することが不可能となったりすることがある。
【０２０２】
　このような課題に対し、上述の実施形態では、原料ガスを供給する工程と酸化ガスを供
給する工程との両方で触媒ガスを供給することで、第１の層のウエハ２００上への定着を
促すようにしている。上述したように、触媒ガスは、ウエハ２００の表面に存在するＯ－
Ｈ結合の結合力を弱め、ＢＴＣＳＭガスの熱分解反応を促進させることから、ＢＴＣＳＭ
ガス分子の化学吸着による第１の層の形成を促進させることができ、第１の層をウエハ２
００上へ強固に定着させることが可能となる。
【０２０３】
　これに対し、本実施形態では、次に行うステップ２ｃにおいてのみ触媒ガスを使用する
ようにしている。但し、本実施形態では、ステップ２ｃにおいて、酸化力の強い酸化ガス
（例えばＯ３ガス）と、触媒作用の強い触媒ガス（例えばＴＥＡガス等のアミン系触媒ガ
ス）と、を組み合わせることで、上述の課題を解決するようにしている。これらのガスを
組み合わせて用いることにより、ステップ２ｃにおける酸化ガスの酸化力を著しく高める
ことができる。結果として、第１の層が主にＢＴＣＳＭガスの物理吸着層により構成され
ていたとしても、第１の層の酸化反応を確実に進行させ、強固な結合を有するＳｉＯＣ層
へ変化させることが可能となる。すなわち、下地との結合や、層中の隣り合う分子や原子
間の結合が強固なＳｉＯＣ層を形成することが可能となる。
【０２０４】
　また、本実施形態では、少なくともＢＴＣＳＭガス供給時において、触媒ガスを用いた
複雑な反応系を経る必要がないことから、成膜プロセスの構築が容易となる。また、ＢＴ
ＣＳＭガス供給時に触媒ガスを供給しないことから、触媒反応により生じる塩がパーティ
クル源となってしまうことを回避でき、成膜処理の品質を向上させることが可能となる。
また、ＢＴＣＳＭガス供給時に触媒ガスを供給しないことから、成膜処理全体で見たとき
の触媒ガスの使用量を低減させることができ、成膜処理のコストを削減することが可能と
なる。
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【０２０５】
（残留ガス除去）
　その後、上述の実施形態と同様の手順にて、ＢＴＣＳＭガスの供給を停止し、処理室２
０１内からの残留ガスの除去を行う。
【０２０６】
　［ステップ２ｃ］
（Ｏ３ガス＋ＴＥＡガス供給）
　ステップ１ｃが終了した後、処理室２０１内へＯ３ガスおよびＴＥＡガスを流す。ステ
ップ２ｃでは、バルブ２４３ｇ，２４３ｉの開閉制御を、図４（ａ）に示す成膜シーケン
スのステップ２ａにおけるバルブ２４３ａ，２４３ｃの開閉制御と同様の手順で行う。
【０２０７】
　このとき、ＭＦＣ２４１ｇで制御するＯ３ガスの供給流量は、例えば１０００～１００
００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＭＦＣ２４１ｉで制御するＴＥＡガスの供給流量は
、例えばＯ３ガスの供給流量（ｓｃｃｍ）／ＴＥＡガスの供給流量（ｓｃｃｍ）の比にし
て０．０１～１００、より好ましくは０．０５～１０の範囲内となる流量とする。ＭＦＣ
２４１ｊ～２４１ｌで制御するＮ２ガスの供給流量は、それぞれ例えば１００～１０００
０ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。Ｏ３ガスおよびＴＥＡガスをウエハ２００に対して供
給する時間、すなわち、ガス供給時間（照射時間）は、例えば１～１００秒、好ましくは
５～６０秒の範囲内の時間とする。ヒータ２０７の温度は、ウエハ２００の温度が、ステ
ップ１ｃでのＢＴＣＳＭガスの供給時と同様な温度帯、例えば、室温以上１５０℃以下、
好ましくは室温以上１００℃以下、より好ましくは５０℃以上１００℃以下の範囲内の温
度となるように設定する。その他の処理条件は、例えば、図４（ａ）に示す成膜シーケン
スのステップ２ａと同様な処理条件とする。
【０２０８】
　処理室２０１内へ供給されたＯ３ガスは熱で活性化され、排気管２３１から排気される
。このときウエハ２００に対して、熱で活性化されたＯ３ガスが供給されることとなる。
処理室２０１内へ流しているガスは熱的に活性化されたＯ３ガスであり、処理室２０１内
へはＢＴＣＳＭガスは流していない。したがって、Ｏ３ガスは気相反応を起こすことはな
く、活性化された状態でウエハ２００に対して供給され、ステップ１ｃでウエハ２００上
に形成された第１の層（ＣおよびＣｌを含むＳｉ含有層）の少なくとも一部と反応する。
これにより、第１の層は、ノンプラズマで熱的に酸化され、Ｓｉ、ＯおよびＣを含む第２
の層、すなわち、ＳｉＯＣ層へと変化させられる。
【０２０９】
　ＴＥＡガスは、Ｏ３ガスの分解を促し、Ｏ３ガスの酸化力を向上させ、Ｏ３ガスと第１
の層との反応を促進させる触媒ガスとして作用する。特に、Ｏ３ガスとＴＥＡガスとを組
み合わせることにより、Ｏ３ガスの酸化力を、通常の触媒反応で予測される範囲を超えて
大幅に向上させることができる。上述のように、ＢＴＣＳＭガスの供給時に触媒ガスを供
給せず、ＢＴＣＳＭガスの熱分解が不充分であると、その後の酸化ガスの供給工程におい
て触媒ガスを供給しても、充分な反応性が得られ難くなることがある。しかしながら、Ｏ

３ガスとＴＥＡガスとを一緒に供給することで、例えばステップ１ｃにおいて、第１の層
として熱分解が不充分な物理吸着によるＢＴＣＳＭガスの吸着層、すなわち、ＢＴＣＳＭ
ガスの物理吸着層が主に形成されていたとしても、Ｏ３ガスと第１の層との酸化反応を適
正に進行させることが可能となる。すなわち、ＴＥＡガスの作用によりＯ３ガスの酸化力
を著しく高めることができ、これにより、ＢＴＣＳＭガスの物理吸着層に対しても酸化処
理を確実に行うことができる。結果として、下地との結合や、隣り合う分子や原子間の結
合が強固なＳｉＯＣ層を形成することが可能となる。
【０２１０】
（残留ガス除去）
　その後、バルブ２４３ｇを閉じ、Ｏ３ガスの供給を停止する。また、バルブ２４３ｉを
閉じ、ＴＥＡガスの供給を停止する。そして、上述の実施形態と同様の手順にて、処理室
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２０１内からの残留ガスの除去を行う。
【０２１１】
（所定回数実施）
　上述したステップ１ｃ，２ｃを１サイクルとして、このサイクルを１回以上、すなわち
、所定回数（ｎ回）行うことにより、ウエハ２００上に、所定組成および所定膜厚のＳｉ
ＯＣ膜を成膜することができる。このサイクルを複数回繰り返すのが好ましい点は、上述
の実施形態と同様である。
【０２１２】
（ＳｉＯＣ膜改質工程）
　本実施形態においても、低温条件下で形成されたＳｉＯＣ膜中には、水分やＣｌ等の不
純物や、ＣｘＨｙ系の不純物が多く含まれる場合がある。よって、上述の実施形態と同様
の手順および処理条件にて、圧力調整、温度調整、第１の熱処理、第２の熱処理、パージ
および大気圧復帰を行って、ＳｉＯＣ膜中の不純物を除去し、ＳｉＯＣ膜を改質する。こ
れにより、ＳｉＯＣ膜改質工程を行う前のＳｉＯＣ膜よりも、高エッチング耐性で、低誘
電率のＳｉＯＣ膜が得られることとなる。
【０２１３】
　その後、上述の実施形態と同様の手順にて、ボートアンロードおよびウエハディスチャ
ージを行って、本実施形態の成膜処理を終了する。
【０２１４】
（２）本実施形態による効果
　本実施形態によれば、上述の実施形態と同様の効果を奏する他、以下に示す１つまたは
複数の効果を奏する。
【０２１５】
（ａ）ウエハ２００に対するＢＴＣＳＭガスの供給を、ウエハ２００に対する触媒ガスの
供給を停止した状態で行う。これにより、成膜プロセスを簡素化することができる。また
、ＢＴＣＳＭガス供給時に触媒ガスを供給した場合に生じる塩が発生せず、パーティクル
の発生を抑制することができる。また、成膜処理全体で見たときの触媒ガスの使用量を抑
え、製造コストを低減することができる。
【０２１６】
（ｂ）ウエハ２００に対するＯ３ガスの供給を、ウエハ２００に対するＴＥＡガスの供給
を実施した状態で行う。これにより、Ｏ３ガスの酸化力を顕著に高めることができる。Ｏ

３ガスとアミン系触媒ガスとを組み合わせることで、Ｏ３ガスの酸化力を、通常の触媒反
応で予測可能な範囲を超えて大幅に高めることができる。よって、ＢＴＣＳＭガスの供給
時に触媒ガスを供給しなくとも、第１の層に対して充分な反応性が得られ、Ｏ３ガスと第
１の層との酸化反応を適正に進行させることが可能となる。また、酸化反応のレートを向
上させ、ＳｉＯＣ膜の成膜レートを維持することが可能となる。
【０２１７】
　Ｏ３ガスと組み合わせるアミン系触媒ガスとしては、ＴＥＡガスが優れており、次いで
ピリジンガス、次にピペリジンガスが適していると考えられる。これは、ＳｉＯＣ膜を形
成可能な温度範囲が、触媒ガスとしてＴＥＡガスを用いた場合が最も広く、次いでピリジ
ンガスを用いた場合が広く、次にピペリジンガスを用いた場合が広いこと等に基づく。
【０２１８】
（ｃ）本実施形態によれば、図４（ａ）等を用いて説明した上述の実施形態と同様の効果
を奏する。但し、上述の実施形態で示した各種効果は、本実施形態よりも、上述の実施形
態の方が顕著となることがある。例えば、ＳｉＯＣ膜の誘電率低下の効果は、Ｏ３ガスと
ＴＥＡガスとを用いる本実施形態よりも、Ｈ２Ｏガスとピリジンガスとを用いる上述の実
施形態の方が、顕著となることがある。この要因としては、例えば、酸化ガスとしてＨ２

Ｏガスを用いることで、酸化ガスとしてＯ３ガスを用いる場合よりも、ＳｉＯＣ膜のポー
ラス化の度合いが増加すること等が挙げられる。酸化ガスとしてＨ２Ｏガスを用いること
で、酸化ガスとしてＯ３ガスを用いる場合よりも、水分を多く含むＳｉＯＣ膜が形成され
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る。そして、水分を多く含むＳｉＯＣ膜に対して第１の熱処理および第２の熱処理を施す
ことで、膜中に微小な孔（ポア）、すなわち、微小な空間がより多く生じ、ＳｉＯＣ膜の
ポーラス化がさらに進むことがあると考えられる。
【０２１９】
（３）本実施形態の変形例
　本実施形態の成膜シーケンスは、図６（ａ）に示す態様に限定されず、例えば図６（ｂ
）や図６（ｃ）に示す変形例のように変更し、ウエハ２００上にＳｉＯ膜を形成すること
ができる。
【０２２０】
　この場合、原料ガスとしては、ＢＴＣＳＭガスではなく、ＨＣＤＳガスやＢＤＥＡＳガ
ス等を用いる。ＨＣＤＳガスやＢＤＥＡＳガス等を供給するステップ１ｃでは、バルブ２
４３ｅやバルブ２４３ｆの開閉制御を、図６（ａ）に示す成膜シーケンスのステップ１ｃ
におけるバルブ２４３ａの開閉制御と同様の手順で行う。ＨＣＤＳガスやＢＤＥＡＳガス
の供給流量も、例えば、図６（ａ）に示す成膜シーケンスのステップ１ｃにおけるＢＴＣ
ＳＭガスの供給流量と同様とする。その他の処理条件は、例えば、図６（ａ）に示す成膜
シーケンスのステップ１ｃと同様な処理条件とする。
【０２２１】
　このように、低温条件下で形成されたＳｉＯ膜中には、水分等の不純物が含まれる可能
性がある。原料ガスとしてＨＣＤＳガスを用いた場合には、ＳｉＯ膜中にＣｌ等の不純物
が含まれる可能性もある。原料ガスとしてＢＤＥＡＳガスを用いた場合には、ＳｉＯ膜中
にＣ、Ｈ、Ｎ等の不純物が含まれる可能性もある。上述の実施形態と同様の手順および処
理条件にて、ＳｉＯ膜に対する第１の熱処理および第２の熱処理を行って、ＳｉＯ膜中の
不純物を除去し、ＳｉＯ膜を改質することにより、ＳｉＯ膜改質工程を行う前のＳｉＯ膜
よりも、高エッチング耐性で、低誘電率のＳｉＯ膜が得られる。
【０２２２】
＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態について、図７（ａ）、図７（ｂ）を用いて説明する。本
実施形態においても、上述の実施形態と同様、図１、図２に示す基板処理装置を用いる。
以下の説明において、基板処理装置を構成する各部の動作はコントローラ１２１により制
御される。
【０２２３】
　本実施形態の成膜シーケンスでは、
　ウエハ２００に対してＳｉおよびＣｌを含む原料ガスとしてＨＣＤＳガスを供給する工
程を、ウエハ２００に対して触媒ガスとしてピリジンガスを供給する工程を実施した状態
で行い（ステップ１ｄ）、ウエハ２００に対して酸化ガスとしてＨ２Ｏガスを供給する工
程を、ウエハ２００に対して触媒ガスとしてピリジンガスを供給する工程を実施した状態
で行い（ステップ２ｄ）、これらの工程を含むセットを所定回数（ｍ１回）行うことによ
り、ＳｉおよびＯを含む第１の薄膜としてＳｉＯ膜を形成する工程と、
　ウエハ２００に対してＳｉ、ＣおよびＣｌを含みＳｉ－Ｃ結合を有する原料ガスとして
ＢＴＣＳＭガスを供給する工程を、ウエハ２００に対して触媒ガスとしてピリジンガスを
供給する工程を実施した状態で行い（ステップ１ｅ）、ウエハ２００に対して酸化ガスと
してＨ２Ｏガスを供給する工程を、ウエハ２００に対して触媒ガスとしてピリジンガスを
供給する工程を実施した状態で行い（ステップ２ｅ）、これらの工程を含むセットを所定
回数（ｍ２回）行うことにより、Ｓｉ，ＯおよびＣを含む第２の薄膜としてＳｉＯＣ膜を
形成する工程と、
　を含むサイクルを所定回数（ｎ回）行うことにより、ウエハ２００上に、ＳｉＯ膜とＳ
ｉＯＣ膜との積層膜を形成する工程を行う。
【０２２４】
　また、ＳｉＯ膜とＳｉＯＣ膜との積層膜を形成した後、上述の実施形態と同様にこの積
層膜の改質工程を行う。
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【０２２５】
　以下、本実施形態のＳｉＯ膜およびＳｉＯＣ膜形成工程のうち、上述の実施形態とは異
なる点について詳しく説明する。
【０２２６】
（ＳｉＯ膜形成工程）
　ウエハチャージ、ボートロード、圧力調整および温度調整後、次の２つのステップ１ｄ
，２ｄを順次実行する。
【０２２７】
　［ステップ１ｄ］
（ＨＣＤＳガス＋ピリジンガス供給）
　図６（ｂ）に示す成膜シーケンスのステップ１ｃと同様の手順にて、ウエハ２００に対
してＨＣＤＳガスを供給する。また、図４（ａ）に示す成膜シーケンスのステップ１ａと
同様の手順にて、ウエハ２００に対してピリジンガスを供給する。このときの処理条件は
、例えば、図６（ｂ）に示す成膜シーケンスのステップ１ｃおよび図４（ａ）に示す成膜
シーケンスのステップ１ａと同様な処理条件とする。ピリジンガスは、ＨＣＤＳガスに対
しても、ＢＴＣＳＭガスに対する触媒作用と同様の触媒作用を示す。
【０２２８】
　これにより、ウエハ２００上に、第１の層として、例えば１原子層未満から数原子層程
度の厚さのＣｌを含むＳｉ含有層が形成される。ＨＣＤＳガスをピリジンガスと同時に流
すことで、例えば１５０℃以下の比較的低温の条件下であっても、ウエハ２００上にＣｌ
を含むＳｉ含有層を形成することができる。
【０２２９】
（残留ガス除去）
　その後、上述の実施形態と同様の手順にて、ＨＣＤＳガスとピリジンガスとの供給を停
止し、処理室２０１内からの残留ガスの除去を行う。
【０２３０】
　［ステップ２ｄ］
（Ｈ２Ｏガス＋ピリジンガス供給）
　ステップ１ｄが終了し処理室２０１内の残留ガスを除去した後、図４（ａ）に示す成膜
シーケンスのステップ２ａと同様の供給手順にて、ウエハ２００に対してＨ２Ｏガスとピ
リジンガスとを供給する。このときの処理条件は、例えば、図４（ａ）に示す成膜シーケ
ンスのステップ２ａと同様な処理条件とする。これにより、第１の層は、ノンプラズマで
熱的に酸化され、ＳｉおよびＯを含む第２の層、すなわち、シリコン酸化層（ＳｉＯ層）
へと変化させられる。
【０２３１】
（残留ガス除去）
　その後、上述の実施形態と同様の手順にて、Ｈ２Ｏガスとピリジンガスとの供給を停止
し、処理室２０１内からの残留ガスの除去を行う。
【０２３２】
（所定回数実施）
　上述したステップ１ｄ，２ｄを１セットとして、このセットを１回以上、すなわち、所
定回数（ｍ１回）行うことにより、ウエハ２００上に、所定組成および所定膜厚のＳｉＯ
膜を成膜することができる。このセットを複数回繰り返すのが好ましい点は、上述の実施
形態と同様である。
【０２３３】
（ＳｉＯＣ膜形成工程）
　次に、図４（ａ）に示す成膜シーケンスのステップ１ａ，２ａと同様の手順および処理
条件で、ステップ１ｅ，２ｅを順次実行する。ステップ１ｅ，２ｅを１セットとして、こ
のセットを１回以上、すなわち、所定回数（ｍ２回）行うことにより、ＳｉＯ膜上に、所
定組成および所定膜厚のＳｉＯＣ膜を成膜することができる。このセットを複数回繰り返
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すのが好ましい点は、上述の実施形態と同様である。
【０２３４】
（所定回数実施）
　上述のＳｉＯ膜形成工程とＳｉＯＣ膜形成工程とを１サイクルとして、このサイクルを
１回以上、すなわち、所定回数（ｎ回）行うことにより、ウエハ２００上に、ＳｉＯ膜と
ＳｉＯＣ膜との積層膜が形成される。なお、ＳｉＯ膜形成工程とＳｉＯＣ膜形成工程とは
、どちらから開始してもよい。
【０２３５】
　図７（ａ）に示すように、ＳｉＯ膜形成工程とＳｉＯＣ膜形成工程とを含むサイクルを
１回行うことで、ＳｉＯ膜とＳｉＯＣ膜とがそれぞれ１層ずつ積層されてなる積層膜（ス
タック膜）を形成することができる。
【０２３６】
　また、図７（ｂ）に示すように、ＳｉＯ膜形成工程とＳｉＯＣ膜形成工程とを含むサイ
クルを複数回行うことで、ＳｉＯ膜とＳｉＯＣ膜とがそれぞれ複数積層されてなる積層膜
（ラミネート膜）を形成することができる。図７（ｂ）は、ＳｉＯ膜形成工程とＳｉＯＣ
膜形成工程とを含むサイクルを２回繰り返す例を示している。
【０２３７】
（積層膜改質工程）
　本実施形態においても、低温条件下で形成されたＳｉＯ膜とＳｉＯＣ膜との積層膜中に
は、水分やＣｌ等の不純物や、ＣｘＨｙ系の不純物が多く含まれる場合がある。よって、
上述の実施形態と同様の手順および処理条件にて、圧力調整、温度調整、第１の熱処理、
第２の熱処理、パージおよび大気圧復帰を行って、積層膜中の不純物を除去し、積層膜を
改質する。これにより、積層膜改質工程を行う前の積層膜よりも、高エッチング耐性で、
低誘電率の積層膜が得られることとなる。
【０２３８】
　その後、上述の実施形態と同様の手順にて、ボートアンロードおよびウエハディスチャ
ージを行って、本実施形態の成膜処理を終了する。
【０２３９】
　本実施形態によっても、上述の実施形態と同様の効果を奏する。
【０２４０】
　また、ＳｉＯ膜の膜厚とＳｉＯＣ膜の膜厚との比率を制御することで、例えば、上述の
各セットの回数（ｍ１，ｍ２）の比率を制御することで、最終的に形成される積層膜の組
成比を緻密に制御することが可能となる。また、図７（ｂ）に示す成膜シーケンスでは、
ＳｉＯ膜およびＳｉＯＣ膜の膜厚をそれぞれ５ｎｍ以下、好ましくは１ｎｍ以下とするこ
とで、最終的に形成する積層膜を、積層方向において統一された特性を有する膜、すなわ
ち、膜全体として一体不可分の特性を有するナノラミネート膜とすることができる。なお
、上述のセットの実施回数（ｍ１回、ｍ２回）をそれぞれ１～１０回程度とすることで、
ＳｉＯ膜およびＳｉＯＣ膜の膜厚をそれぞれ５ｎｍ以下、好ましくは１ｎｍ以下とするこ
とができる。
【０２４１】
（２）本実施形態の変形例
　本実施形態の成膜シーケンスは、図７（ａ）、図７（ｂ）に示す態様に限定されず、図
８（ａ）や図８（ｂ）に示す変形例のように変更することもできる。すなわち、ＳｉＯ膜
形成工程では、触媒ガスの供給を行わなくてもよい。また、ＳｉＯ膜形成工程では、原料
ガスとして、ＨＣＤＳガスを用いず、例えば、Ｓｉ、ＣおよびＮを含みＳｉ－Ｎ結合を有
するＢＤＥＡＳガスを用いてもよい。また、ＳｉＯ膜形成工程では、酸化ガスとして、プ
ラズマで活性化させたＯ２ガス、すなわち、プラズマ状態に励起したＯ２ガスを用いても
よい。
【０２４２】
　ＢＤＥＡＳガスを供給するステップ１ｆでは、バルブ２４３ｆの開閉制御を、図７（ａ
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）、図７（ｂ）に示す成膜シーケンスのステップ１ｄにおけるバルブ２４３ｅの開閉制御
と同様の手順で行う。このとき、バルブ２４３ｃ，２４３ｉを閉じた状態とし、ウエハ２
００に対するＢＤＥＡＳガスの供給を、ピリジンガスやＴＥＡガス等のアミン系触媒ガス
の供給を停止した状態で行う。ＢＤＥＡＳガスの供給流量は、例えば、図７（ａ）、図７
（ｂ）に示す成膜シーケンスのステップ１ｄにおけるＨＣＤＳガスの供給流量と同様とす
る。その他の処理条件は、例えば、図７（ａ）、図７（ｂ）に示す成膜シーケンスのステ
ップ１ｄと同様な処理条件とする。
【０２４３】
　ウエハ２００に対してＢＤＥＡＳガスを供給することにより、ウエハ２００（表面の下
地膜）上に、第１の層として、例えば１原子層未満から数原子層程度の厚さのＮおよびＣ
を含むＳｉ含有層が形成される。ＢＤＥＡＳガスは、ウエハ２００等に吸着し易く分解性
や反応性の高いガスである。よって、例えば１５０℃以下の比較的低温の条件下であって
も、ウエハ２００上に第１の層を形成することができる。
【０２４４】
　プラズマで活性化させたＯ２ガスを供給するステップ２ｆでは、バルブ２４３ｈの開閉
制御を、図７（ａ）、図７（ｂ）に示す成膜シーケンスのステップ２ｄにおけるバルブ２
４３ｂの開閉制御と同様の手順で行う。このとき、バルブ２４３ｃ，２４３ｉを閉じた状
態とし、ウエハ２００に対するＯ２ガスの供給を、ピリジンガスやＴＥＡガス等のアミン
系触媒ガスの供給を停止した状態で行う。ＭＦＣ２４１ｈで制御するＯ２ガスの供給流量
は、例えば１００～１００００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。棒状電極２６９，２７０
間に印加する高周波電力は、例えば５０～１０００Ｗの範囲内の電力とする。処理室２０
１内の圧力は、例えば１～１００Ｐａの範囲内の圧力とする。プラズマを用いることで、
処理室２０１内の圧力をこのような比較的低い圧力帯としても、Ｏ２ガスを活性化させる
ことが可能となる。Ｏ２ガスをプラズマ励起することにより得られた活性種をウエハ２０
０に対して供給する時間、すなわち、ガス供給時間（照射時間）は、例えば１～１００秒
、好ましくは５～６０秒の範囲内の時間とする。その他の処理条件は、例えば、図７（ａ
）、図７（ｂ）に示す成膜シーケンスのステップ２ｅと同様な処理条件とする。
【０２４５】
　ウエハ２００に対してプラズマで活性化させたＯ２ガスを供給することにより、ウエハ
２００上に形成された第１の層（ＮおよびＣを含むＳｉ含有層）に対し、酸化処理が行わ
れる。第１の層は、ＳｉおよびＯを含む第２の層、すなわち、ＳｉＯ層へと変化させられ
る。
【０２４６】
　本変形例によっても、図７（ａ）、図７（ｂ）に示す成膜シーケンスと同様の効果を奏
する。
【０２４７】
＜他の実施形態＞
　以上、本発明の実施形態を具体的に説明した。但し、本発明は上述の実施形態や変形例
に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【０２４８】
　本発明の熱処理工程の温度制御シーケンス、すなわち、アニールシーケンスは、上述の
実施形態に限定されず、例えば、図１４、図１５に示すように種々変更が可能である。図
１４（ａ）は、上述の実施形態と同様に、第２の温度を第１の温度よりも高い温度とした
場合のアニールシーケンスを示している。図１４（ｂ）～１４（ｄ）は、その変形例をそ
れぞれ示している。図１５は、第２の温度を第１の温度と同等な温度とした場合のアニー
ルシーケンスを示している。これらの図の横軸は経過時間（分）を、縦軸はウエハ温度（
℃）を示している。
【０２４９】
　図１４（ａ）に示すアニールシーケンスでは、成膜後のウエハ２００の温度を第１の温
度まで上昇させ、さらにその温度を第１の温度に所定時間一定に維持することで、第１の
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熱処理工程を行うようにしている。その後、ウエハ２００の温度を第１の温度よりも高い
第２の温度まで上昇させ、さらにその温度を第２の温度に所定時間一定に維持することで
、第２の熱処理工程を行うようにしている。その後、ウエハ２００の温度を搬出可能な温
度まで降下させるようにしている。
【０２５０】
　このアニールシーケンスによれば、第１の熱処理工程において、ウエハ２００の温度を
第２の温度よりも低い第１の温度に所定時間一定に維持することで、上述したように、所
望しない反応を確実に防止することが可能となる。また、ウエハ２００の温度を第１の温
度に維持する時間を充分に確保することで、ＳｉＯＣ膜からの第１の不純物（水分やＣｌ
等）の脱離を確実に行うことが可能となる。
【０２５１】
　その後、第２の熱処理工程において、ウエハ２００の温度を第１の温度よりも高い第２
の温度に所定時間一定に維持することで、上述したように、第２の熱処理工程における第
２の不純物（ＣｘＨｙ系の不純物）の脱離を迅速に行うことが可能となる。また、このと
き、所望しない反応を生じさせる物質（水分やＣｌ等）が発生しないため、上述の所望し
ない反応を確実に抑制することが可能となる。また、ウエハ２００の温度を第２の温度に
維持する時間を充分に確保することで、ＳｉＯＣ膜からの第２の不純物の脱離を確実に行
うことが可能となる。
【０２５２】
　図１４（ｂ）に示すアニールシーケンスでは、成膜後のウエハ２００の温度を第１の温
度まで上昇させた後、その温度を一定に維持することなく、第２の温度まで上昇させるよ
うにしている。そして、ウエハ２００の温度が第２の温度に到達したら、その温度を一定
に維持することなく、降下させるようにしている。このアニールシーケンスでは、ウエハ
２００の温度がＳｉＯＣ膜中からの第１の不純物の脱離が開始される温度（第１の温度付
近の温度）に到達してから、ＳｉＯＣ膜中からの第１の不純物の脱離が完了するまでの間
に、第１の熱処理工程が行われる。また、ウエハ２００の温度がＳｉＯＣ膜中からの第２
の不純物の脱離が活発となる温度（第２の温度付近の温度）に到達してから、膜中からの
第２の不純物の脱離が完了するまでの間に、第２の熱処理工程が行われる。なお、ＳｉＯ
Ｃ膜中からの第１の不純物の脱離が概ね完了してから、すなわち、膜中から脱離する不純
物のうち第２の不純物の占める割合が支配的となってから、膜中からの第２の不純物の脱
離が活発となるまでの期間を、第２の熱処理工程に含めて考えてもよい。
【０２５３】
　このアニールシーケンスによれば、ウエハ２００の昇温レートや降温レートの大きさを
適正に調整することで、第１の熱処理工程と第２の熱処理工程とを、この順に、それぞれ
適正に行うことが可能となる。
【０２５４】
　例えば、ウエハ２００の温度が第１の温度に到達するまでの昇温レート、および、ウエ
ハ２００の温度が第１の温度を超過してから第２の温度に到達するまでの昇温レートのう
ち少なくともいずれかの大きさを低く抑えることで、第１の熱処理工程において、上述の
所望しない反応を確実に防止しつつ、その実施時間を充分に確保することが可能となる。
これにより、ＳｉＯＣ膜からの第１の不純物の脱離を確実に行うことが可能となる。例え
ば、ウエハ２００の温度が第１の温度に到達するまでの昇温レート、および、ウエハ２０
０の温度が第１の温度を超過してから第２の温度に到達するまでの昇温レートのうちの一
方を他方より小さくすることで、第１の熱処理工程の実施時間を充分に確保することがで
き、ＳｉＯＣ膜からの第１の不純物の脱離を確実に行うことが可能となる。さらに、トー
タルでの所要時間を短縮することも可能となる。
【０２５５】
　また例えば、ウエハ２００の温度が第１の温度を超過してから第２の温度に到達するま
での昇温レート、および、ウエハ２００の温度が第２の温度に到達した後の降温レートの
うち少なくともいずれかの大きさを低く抑えることで、第２の熱処理工程の実施時間を充
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分に確保することが可能となる。これにより、ＳｉＯＣ膜中からの第２の不純物の脱離を
確実に行うことが可能となる。また、このとき、所望しない反応を生じさせる物質が発生
しないため、上述の所望しない反応を確実に抑制することが可能となる。例えば、ウエハ
２００の温度が第１の温度を超過してから第２の温度に到達するまでの昇温レート、およ
び、ウエハ２００の温度が第２の温度に到達した後の降温レートのうちの一方を他方より
小さくすることで、第２の熱処理工程の実施時間を充分に確保することができ、ＳｉＯＣ
膜からの第２の不純物の脱離を確実に行うことが可能となる。さらに、トータルでの所要
時間を短縮することも可能となる。
【０２５６】
　このアニールシーケンスによれば、ウエハ２００の温度を一定に維持する制御を行わな
いことから、温度制御を簡素化させることが可能となる。例えば、成膜直後のウエハ２０
０の温度を第２の温度まで上昇させる際に、その昇温レートを充分に低く抑えることに留
意すれば、第１の熱処理工程と第２の熱処理工程とを、この順に、それぞれ適正に行うこ
とが可能となる。
【０２５７】
　図１４（ｃ）、図１４（ｄ）に示すアニールシーケンスは、図１４（ａ）、図１４（ｂ
）に示すアニールシーケンスを組み合わせたものである。図１４（ｃ）に示すアニールシ
ーケンスでは、ウエハ２００の温度を第２の温度に到達するまで連続して上昇させ、ウエ
ハ２００の温度が第２の温度に達したらその温度を所定時間一定に維持し、その後、降下
させるようにしている。また、図１４（ｄ）に示すアニールシーケンスでは、ウエハ２０
０の温度が第１の温度に到達したらその温度を所定時間一定に維持し、その後、ウエハ２
００の温度を第２の温度まで上昇させ、ウエハ２００の温度が第２の温度に到達したら、
その温度を一定に維持することなく、降下させるようにしている。これらのアニールシー
ケンスにおいても、図１４（ａ）、図１４（ｂ）に示すアニールシーケンスと同様の効果
を奏する。なお、図１４（ａ）、図１４（ｂ）、図１４（ｃ）、図１４（ｄ）に示すアニ
ールシーケンスを適宜組み合わせて用いることもできる。
【０２５８】
　図１５に示すアニールシーケンスは、第２の温度を第１の温度と同等な温度とする例を
示している。このアニールシーケンスでは、成膜後のウエハ２００の温度を第１の温度ま
で上昇させた後、その温度を所定時間一定に維持し、その後、降下させるようにしている
。
【０２５９】
　上述したように、ウエハ２００の温度を第１の温度まで上昇させると、ＳｉＯＣ膜中か
らの第１の不純物および第２の不純物の脱離が開始される。その際、第１の不純物の脱離
が、第２の不純物の脱離よりも先に完了する。このアニールシーケンスでは、ウエハ２０
０の温度が、ＳｉＯＣ膜中からの第１の不純物の脱離が開始される温度（第１の温度付近
の温度）に到達してから、ＳｉＯＣ膜中からの第１の不純物の脱離が完了するまでの間に
、第１の熱処理工程が行われる。また、ＳｉＯＣ膜中からの第１の不純物の脱離が概ね完
了してから、すなわち、膜中から脱離する不純物のうち第２の不純物の占める割合が支配
的となってから、膜中からの第２の不純物の脱離が完了するまでの間に、第２の熱処理工
程が行われる。なお、ＳｉＯＣ膜中からの第２の不純物の脱離が開始されてから、ＳｉＯ
Ｃ膜中からの第１の不純物の脱離が完了するまでの期間を、第２の熱処理工程に含めて考
えてもよい。すなわち、第１の熱処理工程と第２の熱処理工程とが同時に開始され、先に
第１の熱処理工程が完了し、その後、第２の熱処理工程が完了するものと考えてもよい。
なお、第１の熱処理工程と第２の熱処理工程とが同時に開始されても、第１の温度は上述
の所望しない反応が生じる温度帯を含まないことから、第１の熱処理工程と第２の熱処理
工程とが同時に行われる際に、上述の所望しない反応が生じることはない。
【０２６０】
　このアニールシーケンスによれば、ウエハ２００の温度を第１の温度に維持する時間を
充分に確保することで、第１の熱処理工程と第２の熱処理工程とを、それぞれ適正に行う
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ことが可能となる。すなわち、第１の熱処理工程が完了した後、ウエハ２００の温度を第
１の温度に維持する時間を充分に確保することで、ウエハ２００の温度をさらに上昇させ
ることなく、第２の熱処理工程を確実に実施することが可能となる。
【０２６１】
　また、このアニールシーケンスによれば、第２の温度を第１の温度と同等な温度として
いることから、すなわち、ウエハ２００の温度を第１の温度を超える温度まで上昇させな
いことから、ウエハ２００の受ける熱履歴の制御を良好に行うことができる。また、この
アニールシーケンスによれば、ウエハ２００の温度を第１の温度を超える温度まで上昇さ
せる必要がないことから、比較的出力の小さなヒータ２０７を用いることができ、基板処
理装置の製造コストを低減させることができる。
【０２６２】
　また、このアニールシーケンスによれば、ウエハ２００の温度を２段階に上昇させる制
御を行わないことから、温度制御を簡素化させることが可能となる。例えば、成膜直後の
ウエハ２００の温度を第１の温度まで上昇させた後、その温度を一定に保つ時間を維持す
る時間を充分に確保することに留意すれば、第１の熱処理工程と第２の熱処理工程とを、
それぞれ適正に行うことが可能となる。
【０２６３】
　上述の実施形態等では、不活性ガス、パージガスおよび酸素非含有ガスを、全て同一の
ガス供給系から供給する例について説明した。本発明はこの態様に限定されず、不活性ガ
ス供給系、パージガス供給系および酸素非含有ガス供給系の全て或いは一部を、別系統の
ガス供給系として設けてもよい。但し、排気系のみにより処理室２０１内に酸素非含有の
雰囲気を生成する場合には、酸素非含有ガス供給系を設ける必要はない。
【０２６４】
　また、上述の実施形態等では、Ｓｉ含有層をＳｉＯＣ層やＳｉＯ層へと変化させる際、
触媒ガスと共に熱で活性化した酸化ガスを用いる例、すなわち、触媒ガスと酸化ガスとを
ノンプラズマの雰囲気下（条件下）で供給する例について説明した。本発明はこの態様に
限定されず、触媒ガスと共にプラズマで励起した酸化ガスを用いてもよい。すなわち、触
媒ガスと酸化ガスとをプラズマの雰囲気下（条件下）で供給するようにしてもよい。この
ときの処理条件は、例えば上述の実施形態や変形例と同様な処理条件とすることができる
。
【０２６５】
　また、上述の実施形態等では、Ｈ２Ｏガス等の酸化ガスを用いてＳｉＯＣ膜やＳｉＯ膜
等のＳｉ系薄膜を形成する例について説明した。本発明はこの態様に限定されず、例えば
酸化ガスの代わりに窒化ガスを用い、ＣおよびＣｌを含むＳｉ含有層を窒化させ、ＳｉＣ
Ｎ膜等のＳｉ系薄膜を形成してもよい。あるいは、酸化ガスや窒化ガス等を適宜組み合わ
せ、ＳｉＯＮ膜やＳｉＯＣＮ膜等のＳｉ系薄膜を形成してもよい。窒化ガスとしては、例
えばアンモニア（ＮＨ３）ガス、ジアゼン（Ｎ２Ｈ２）ガス、ヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）ガ
ス、Ｎ３Ｈ８ガス、これらの化合物を含むガス等を用いることができる。このときの処理
条件は、例えば上述の実施形態と同様な処理条件とすることができる。
【０２６６】
　また、上述の実施形態等では、ＳｉＯＣ膜やＳｉＯ膜の成膜に用いる原料ガスとして、
クロロシラン原料ガスを用いる例について説明した。本発明はこの態様に限定されず、ク
ロロシラン原料ガス以外のハロシラン原料ガス、例えば、フルオロシラン原料ガスやブロ
モシラン原料ガス等を用いてもよい。このときの処理条件は、例えば上述の実施形態と同
様な処理条件とすることができる。
【０２６７】
　トランジスタの微細化と共に、ゲート電極のサイドウオールスペーサ（ＳＷＳ）等を構
成する薄膜に対し、成膜温度の低温化、フッ化水素（ＨＦ）に対する耐性の向上、誘電率
の低下が求められている。また、次世代メモリとして開発されているＲｅＲＡＭ用の保護
膜には３５０℃以下の低温成膜が求められ、ＭＲＡＭ用の保護膜に至っては２５０℃以下



(49) JP 5864637 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

の低温成膜が求められている。このような要求に対し、本発明は、Ｓｉ、Ｃおよびハロゲ
ン元素を含みＳｉ－Ｃ結合を有する原料ガスと酸化ガス等とを用いてＳｉ系薄膜（ＳｉＯ
Ｃ膜、ＳｉＯＣＮ膜、ＳｉＣＮ膜）等の薄膜を形成する場合に、好適に適用することがで
きる。
【０２６８】
　上述の各実施形態や各変形例の手法により形成したＳｉ系薄膜を、ＳＷＳとして使用す
ることにより、リーク電流が少なく、加工性に優れたデバイス形成技術を提供することが
可能となる。また、上述の各実施形態や各変形例の手法により形成したＳｉ系薄膜を、エ
ッチストッパとして使用することにより、加工性に優れたデバイス形成技術を提供するこ
とが可能となる。また、上述の各実施形態や一部の変形例によれば、低温領域においても
プラズマを用いず、理想的量論比のＳｉ系薄膜を形成することができる。プラズマを用い
ずＳｉ系薄膜を形成できることから、例えばＤＰＴのＳＡＤＰ膜等、プラズマダメージを
懸念する工程への適応も可能となる。
【０２６９】
　上述の実施形態等では、半導体元素であるＳｉを含むシリコン系薄膜（ＳｉＯ膜、Ｓｉ
ＯＣ膜、ＳｉＣＮ膜、ＳｉＯＮ膜、ＳｉＯＣＮ膜）を形成する例について説明したが、本
発明は、これに限定されるものではない。例えば、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ
）、ハフニウム（Ｈｆ）、タンタル（Ｔａ）、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ
）等の金属元素を含む金属系薄膜を形成する場合にも、本発明を適用することができる。
【０２７０】
　例えば、本発明は、チタン酸化膜（ＴｉＯ膜）、ジルコニウム酸化膜（ＺｒＯ膜）、ハ
フニウム酸化膜（ＨｆＯ膜）、タンタル酸化膜（ＴａＯ膜）、アルミニウム酸化膜（Ａｌ
Ｏ膜）、モリブデン酸化膜（ＭｏＯ膜）等の金属酸化膜を形成する場合にも好適に適用す
ることができる。
【０２７１】
　また例えば、本発明は、チタン酸炭化膜（ＴｉＯＣ膜）、ジルコニウム酸炭化膜（Ｚｒ
ＯＣ膜）、ハフニウム酸炭化膜（ＨｆＯＣ膜）、タンタル酸炭化膜（ＴａＯＣ膜）、アル
ミニウム酸炭化膜（ＡｌＯＣ膜）、モリブデン酸炭化膜（ＭｏＯＣ膜）等の金属酸炭化膜
を形成する場合にも好適に適用することができる。
【０２７２】
　また例えば、本発明は、チタン炭窒化膜（ＴｉＣＮ膜）、ジルコニウム炭窒化膜（Ｚｒ
ＣＮ膜）、ハフニウム炭窒化膜（ＨｆＣＮ膜）、タンタル炭窒化膜（ＴａＣＮ膜）、アル
ミニウム炭窒化膜（ＡｌＣＮ膜）、モリブデン炭窒化膜（ＭｏＣＮ膜）等の金属炭窒化膜
を形成する場合にも好適に適用することができる。
【０２７３】
　また例えば、本発明は、チタン酸窒化膜（ＴｉＯＮ膜）、ジルコニウム酸窒化膜（Ｚｒ
ＯＮ膜）、ハフニウム酸窒化膜（ＨｆＯＮ膜）、タンタル酸窒化膜（ＴａＯＮ膜）、アル
ミニウム酸窒化膜（ＡｌＯＮ膜）、モリブデン酸窒化膜（ＭｏＯＮ膜）等の金属酸窒化膜
を形成する場合にも好適に適用することができる。
【０２７４】
　また例えば、本発明は、チタン酸炭窒化膜（ＴｉＯＣＮ膜）、ジルコニウム酸炭窒化膜
（ＺｒＯＣＮ膜）、ハフニウム酸炭窒化膜（ＨｆＯＣＮ膜）、タンタル酸炭窒化膜（Ｔａ
ＯＣＮ膜）、アルミニウム酸炭窒化膜（ＡｌＯＣＮ膜）、モリブデン酸炭窒化膜（ＭｏＯ
ＣＮ膜）等の金属酸炭窒化膜を形成する場合にも好適に適用することができる。
【０２７５】
　この場合、原料ガスとして、上述の実施形態におけるＳｉを含む原料ガスの代わりに、
金属元素を含む原料ガスを用い、上述の実施形態と同様なシーケンスにより成膜を行うこ
とができる。
【０２７６】
　例えば、Ｔｉを含む金属系薄膜（ＴｉＯ膜、ＴｉＯＣ膜、ＴｉＣＮ膜、ＴｉＯＮ膜、Ｔ
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ｉＯＣＮ膜）を形成する場合は、Ｔｉを含む原料ガスとして、Ｔｉ、Ｃおよびハロゲン元
素を含み、Ｔｉ－Ｃ結合を有する原料ガスや、Ｔｉおよびハロゲン元素を含む原料ガスを
用いることができる。Ｔｉおよびハロゲン元素を含む原料ガスとしては、例えばチタニウ
ムテトラクロライド（ＴｉＣｌ４）等のＴｉおよびクロロ基を含む原料ガスや、チタニウ
ムテトラフルオライド（ＴｉＦ４）等のＴｉおよびフルオロ基を含む原料ガスを用いるこ
とができる。酸化ガスや窒化ガスやアミン系触媒ガスや酸素非含有ガスとしては、上述の
実施形態と同様なガスを用いることができる。このときの処理条件は、例えば上述の実施
形態と同様な処理条件とすることができる。
【０２７７】
　また例えば、Ｚｒを含む金属系薄膜（ＺｒＯ膜、ＺｒＯＣ膜、ＺｒＣＮ膜、ＺｒＯＮ膜
、ＺｒＯＣＮ膜）を形成する場合は、Ｚｒを含む原料ガスとして、Ｚｒ、Ｃおよびハロゲ
ン元素を含み、Ｚｒ－Ｃ結合を有する原料ガスや、Ｚｒおよびハロゲン元素を含む原料ガ
スを用いることができる。Ｚｒおよびハロゲン元素を含む原料ガスとしては、例えばジル
コニウムテトラクロライド（ＺｒＣｌ４）等のＺｒおよびクロロ基を含む原料ガスや、ジ
ルコニウムテトラフルオライド（ＺｒＦ４）等のＺｒおよびフルオロ基を含む原料ガスを
用いることができる。酸化ガスや窒化ガスやアミン系触媒ガスや酸素非含有ガスとしては
、上述の実施形態と同様なガスを用いることができる。このときの処理条件は、例えば上
述の実施形態と同様な処理条件とすることができる。
【０２７８】
　また例えば、Ｈｆを含む金属系薄膜（ＨｆＯ膜、ＨｆＯＣ膜、ＨｆＣＮ膜、ＨｆＯＮ膜
、ＨｆＯＣＮ膜）を形成する場合は、Ｈｆを含む原料ガスとして、Ｈｆ、Ｃおよびハロゲ
ン元素を含み、Ｈｆ－Ｃ結合を有する原料ガスや、Ｈｆおよびハロゲン元素を含む原料ガ
スを用いることができる。Ｈｆおよびハロゲン元素を含む原料ガスとしては、例えばハフ
ニウムテトラクロライド（ＨｆＣｌ４）等のＨｆおよびクロロ基を含む原料ガスや、ハフ
ニウムテトラフルオライド（ＨｆＦ４）等のＨｆおよびフルオロ基を含む原料ガスを用い
ることができる。酸化ガスや窒化ガスやアミン系触媒ガスや酸素非含有ガスとしては、上
述の実施形態と同様なガスを用いることができる。このときの処理条件は、例えば上述の
実施形態と同様な処理条件とすることができる。
【０２７９】
　また例えば、Ｔａを含む金属系薄膜（ＴａＯ膜、ＴａＯＣ膜、ＴａＣＮ膜、ＴａＯＮ膜
、ＴａＯＣＮ膜）を形成する場合は、Ｔａを含む原料ガスとして、Ｔａ、Ｃおよびハロゲ
ン元素を含み、Ｔａ－Ｃ結合を有する原料ガスや、Ｔａおよびハロゲン元素を含む原料ガ
スを用いることができる。Ｔａおよびハロゲン元素を含む原料ガスとしては、例えばタン
タルペンタクロライド（ＴａＣｌ５）等のＴａおよびクロロ基を含む原料ガスや、タンタ
ルペンタフルオライド（ＴａＦ５）等のＴａおよびフルオロ基を含む原料ガスを用いるこ
とができる。酸化ガスや窒化ガスやアミン系触媒ガスや酸素非含有ガスとしては、上述の
実施形態と同様なガスを用いることができる。このときの処理条件は、例えば上述の実施
形態と同様な処理条件とすることができる。
【０２８０】
　また例えば、Ａｌを含む金属系薄膜（ＡｌＯ膜、ＡｌＯＣ膜、ＡｌＣＮ膜、ＡｌＯＮ膜
、ＡｌＯＣＮ膜）を形成する場合は、Ａｌを含む原料ガスとして、Ａｌ、Ｃおよびハロゲ
ン元素を含み、Ａｌ－Ｃ結合を有する原料ガスや、Ａｌおよびハロゲン元素を含む原料ガ
スを用いることができる。Ａｌおよびハロゲン元素を含む原料ガスとしては、例えばアル
ミニウムトリクロライド（ＡｌＣｌ３）等のＡｌおよびクロロ基を含む原料ガスや、アル
ミニウムトリフルオライド（ＡｌＦ３）等のＡｌおよびフルオロ基を含む原料ガスを用い
ることができる。酸化ガスや窒化ガスやアミン系触媒ガスや酸素非含有ガスとしては、上
述の実施形態と同様なガスを用いることができる。このときの処理条件は、例えば上述の
実施形態と同様な処理条件とすることができる。
【０２８１】
　また例えば、Ｍｏを含む金属系薄膜（ＭｏＯ膜、ＭｏＯＣ膜、ＭｏＯＮ膜、ＭｏＯＣＮ
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膜）を形成する場合は、Ｍｏを含む原料ガスとして、Ｍｏ、Ｃおよびハロゲン元素を含み
、Ｍｏ－Ｃ結合を有する原料ガスや、Ｍｏおよびハロゲン元素を含む原料ガスを用いるこ
とができる。Ｍｏおよびハロゲン元素を含む原料ガスとしては、例えばモリブデンペンタ
クロライド（ＭｏＣｌ５）等のＭｏおよびクロロ基を含む原料ガスや、モリブデンペンタ
フルオライド（ＭｏＦ５）等のＭｏおよびフルオロ基を含む原料ガスを用いることができ
る。酸化ガスや窒化ガスやアミン系触媒ガスや酸素非含有ガスとしては、上述の実施形態
と同様なガスを用いることができる。このときの処理条件は、例えば上述の実施形態と同
様な処理条件とすることができる。
【０２８２】
　すなわち、本発明は、半導体元素や金属元素等の所定元素を含む薄膜を形成する場合に
好適に適用することができる。また、本発明の改質工程は、第１の不純物として水分（Ｈ

２Ｏ）および塩素（Ｃｌ）を含み、第２の不純物として炭化水素化合物（ＣｘＨｙ系の不
純物）を含む薄膜であれば、上述の成膜手法や膜種に限らず、幅広く適用することができ
る。
【０２８３】
　これらの各種薄膜の成膜に用いられるプロセスレシピ（処理手順や処理条件が記載され
たプログラム）は、基板処理の内容（形成する薄膜の膜種、組成比、膜質、膜厚、原料ガ
ス、酸化ガス、触媒ガス、酸素非含有ガスの種類等）に応じて、それぞれ個別に用意する
（複数用意する）ことが好ましい。そして、基板処理を開始する際、基板処理の内容に応
じて、複数のプロセスレシピの中から、適正なプロセスレシピを適宜選択することが好ま
しい。具体的には、基板処理の内容に応じて個別に用意された複数のプロセスレシピを、
電気通信回線や当該プロセスレシピを記録した記録媒体（外部記憶装置１２３）を介して
、基板処理装置が備える記憶装置１２１ｃ内に予め格納（インストール）しておくことが
好ましい。そして、基板処理を開始する際、基板処理装置が備えるＣＰＵ１２１ａが、記
憶装置１２１ｃ内に格納された複数のプロセスレシピの中から、基板処理の内容に応じて
、適正なプロセスレシピを適宜選択することが好ましい。このように構成することで、１
台の基板処理装置で様々な膜種、組成比、膜質、膜厚の薄膜を汎用的に、かつ、再現性よ
く形成できるようになる。また、オペレータの操作負担（処理手順や処理条件の入力負担
等）を低減でき、操作ミスを回避しつつ、基板処理を迅速に開始できるようになる。
【０２８４】
　上述のプロセスレシピは、新たに作成する場合に限らず、例えば、基板処理装置に既に
インストールされていた既存のプロセスレシピを変更することで用意してもよい。プロセ
スレシピを変更する場合は、変更後のプロセスレシピを、電気通信回線や当該プロセスレ
シピを記録した記録媒体を介して、基板処理装置にインストールしてもよい。また、既存
の基板処理装置が備える入出力装置１２２を操作し、基板処理装置に既にインストールさ
れていた既存のプロセスレシピを直接変更するようにしてもよい。
【０２８５】
　また、上述の実施形態等の成膜シーケンスにおいては、ＳｉＯＣ膜、ＳｉＯ膜、積層膜
等の形成を室温にて行う例についても説明した。この場合、ヒータ２０７による処理室２
０１内の加熱を行う必要はなく、基板処理装置にヒータ２０７を設けなくともよい。これ
により、基板処理装置の加熱系の構成を簡素化することができ、基板処理装置をより安価
で単純な構造とすることができる。この場合、ＳｉＯＣ膜、ＳｉＯ膜、積層膜等の改質工
程は、ＳｉＯＣ膜、ＳｉＯ膜、積層膜等の形成工程を行う処理室とは異なる処理室で、Ｅ
ｘ－Ｓｉｔｕにて行うこととなる。
【０２８６】
　上述の実施形態等では、ＳｉＯＣ膜、ＳｉＯ膜、積層膜等の改質処理（アニール処理）
を、抵抗加熱式のヒータ２０７による加熱で行う例について説明した。本発明はこの形態
に限定されない。例えば、上述の改質処理を、プラズマ、紫外線、マイクロ波等の照射に
より行うようにしてもよい。すなわち、上述の改質処理は、ヒータ２０７からの伝熱を用
いて行うだけでなく、プラズマや電磁波等の熱以外の活性化手段を用いて行うようにして
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もよい。これらの場合においても、上述の実施形態等と同様な効果が得られる。
【０２８７】
　プラズマを照射することで上述の改質処理を行う場合、例えば、容量結合プラズマ発生
器、誘導結合プラズマ発生器、電子サイクロトロン共振器、表面波プラズマ発生器、ヘリ
コン波プラズマ発生器等を、ヒータ２０７に代わる活性化手段として用いることができる
。また、これらの機器を、ヒータ２０７と組み合わせて用いることもできる。これらの機
器を用い、処理室２０１内あるいは処理室２０１外部に設けられたバッファ室内において
例えばＨｅ、Ａｒ、Ｎ２等のガスをプラズマ化させ、得られたプラズマ、すなわち、荷電
粒子と中性粒子とからなり、集団的振る舞いをする準中性気体を処理室２０１内のウエハ
２００に対して照射することで、上述の改質処理を行うことができる。
【０２８８】
　紫外線を照射することで上述の改質処理を行う場合、例えば、重水素ランプ、ヘリウム
ランプ、カーボンアークランプ、ＢＲＶ光源、エキシマランプ、水銀ランプ等を、ヒータ
２０７に代わる活性化手段として用いることができる。また、これらの機器を、ヒータ２
０７と組み合わせて用いることもできる。これらの光源から例えば１０ｎｍ～２００ｎｍ
の波長の真空紫外線を処理室２０１内のウエハ２００に対して照射することで、上述の改
質処理を行うことができる。
【０２８９】
　マイクロ波を照射することで上述の改質処理を行う場合、例えば、波長１００μｍ～１
ｍ、周波数３ＴＨｚ～３００ＭＨｚの電磁波を発生させるマイクロ波発生器を、ヒータ２
０７に代わる活性化手段として用いることができる。また、これらの機器を、ヒータ２０
７と組み合わせて用いることもできる。上述の波長のマイクロ波を処理室２０１内のウエ
ハ２００に対して照射し、ＳｉＯＣ膜、ＳｉＯ膜、積層膜等の膜中、すなわち、誘電体中
の電子分極やイオン分極などに作用させて誘導加熱を生じさせることで、上述の改質処理
を行うことができる。
【０２９０】
　これらの場合においても、処理条件は、例えば上述の実施形態や変形例と同様な処理条
件とすることができる。
【０２９１】
　上述の実施形態等では、一度に複数枚の基板を処理するバッチ式の基板処理装置を用い
て薄膜を成膜する例について説明した。本発明はこれに限定されず、一度に１枚または数
枚の基板を処理する枚葉式の基板処理装置を用いて薄膜を形成する場合にも、好適に適用
できる。また、上述の実施形態では、ホットウォール型の処理炉を有する基板処理装置を
用いて薄膜を形成する例について説明した。本発明はこれに限定されず、コールドウォー
ル型の処理炉を有する基板処理装置を用いて薄膜を形成する場合にも、好適に適用できる
。これらの場合の処理条件は、例えば上述の実施形態と同様な処理条件とすることができ
る。
【０２９２】
　上述の各実施形態および各変形例は、適宜組み合わせて用いることができる。また、こ
のときの処理条件は、例えば上述の実施形態と同様な処理条件とすることができる。
【実施例】
【０２９３】
（第１実施例）
　本発明の実施例として、上述の実施形態における基板処理装置を用い、上述の実施形態
における図４（ａ）の成膜シーケンスによりウエハ上にＳｉＯＣ膜を形成し、その後、Ｓ
ｉＯＣ膜の改質処理を行って、それぞれのＳｉＯＣ膜の各種特性を評価した。成膜処理と
改質処理とは、それぞれ異なる処理室内で、すなわち、Ｅｘ－ｓｉｔｕで行った。改質処
理としては、第１の熱処理を行わず、第２の熱処理のみ行った。原料ガスとしてはＢＴＣ
ＳＭガスを、酸化ガスとしてはＨ２Ｏガスを、触媒ガスとしてはピリジンガスを、改質処
理時の熱処理ガスとしてはＮ２ガスを用いた。処理条件は上述の実施形態と同様な処理条
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件とした。
【０２９４】
　図１１は、本実施例の評価結果を示すグラフであり、（ａ）は熱処理前後でのＳｉＯＣ
膜の比誘電率を、（ｂ）は熱処理前後でのＳｉＯＣ膜のウエットエッチングレート（ＷＥ
Ｒ）を、（ｃ）はＳｉＯＣ膜のＷＥＲの熱処理の温度依存性を示している。
【０２９５】
　図１１（ａ）のグラフの横軸はＳｉＯＣ膜の処理状態を示しており、左から順に、ウエ
ハの温度を６０℃として成膜されたまま熱処理を受けていないＳｉＯＣ膜の例（６０℃　
ａｓ　ｄｅｐｏ）、ウエハの温度を６０℃として成膜された後Ｎ２ガスの雰囲気下でウエ
ハの温度を６００℃として３０分間熱処理されたＳｉＯＣ膜の例（６００℃　３０ｍｉｎ
　Ｎ２　ａｎｎｅａｌ）を示している。また、グラフの縦軸は、ＳｉＯＣ膜の比誘電率（
ｋ　ｖａｌｕｅ）を示している。ＳｉＯＣ膜の比誘電率とは、真空の誘電率ε０に対する
ＳｉＯＣ膜の誘電率εの比εｒ＝ε／ε０のことである。
【０２９６】
　図１１（ａ）によれば、本実施例における熱処理前のＳｉＯＣ膜の比誘電率は７．７６
であることがわかる。また、本発明者等が行った他の評価によれば、比較的高温で成膜さ
れたＳｉＯＣ膜の比誘電率は４．５程度であった。本実施例におけるＳｉＯＣ膜の比誘電
率は、熱処理前においてはこれよりも高いことがわかる。これに対し、本実施例における
熱処理後のＳｉＯＣ膜の比誘電率は３．５８であり、上述の比較的高温で成膜されたＳｉ
ＯＣ膜の比誘電率（４．５程度）や、一般的な熱酸化膜の比誘電率（３．９程度）を大幅
に下回ることがわかる。これは、ＳｉＯＣ膜の熱処理により、低温条件下で形成されたＳ
ｉＯＣ膜中に含まれていた水分やＣｌ等の不純物等の誘電率を高くする物質がＳｉＯＣ膜
中から除去されたことと、ＳｉＯＣ膜がポーラス化されたことが主な要因と考えられる。
【０２９７】
　図１１（ｂ）のグラフの横軸は、図１１（ａ）と同様であり、左から順に、それぞれ、
「６０℃　ａｓ　ｄｅｐｏ」および「６００℃　３０ｍｉｎ　Ｎ２　ａｎｎｅａｌ」を示
している。また、グラフの縦軸は、ＳｉＯＣ膜の１％濃度のフッ化水素含有液（１％ＨＦ
水溶液）によるＷＥＲ［ａ．ｕ．］を示している。ここで、ＷＥＲは、単位時間当たりの
エッチング深さであり、その値が小さいほど、ＨＦに対する耐性（エッチング耐性）が高
いことを示している。
【０２９８】
　図１１（ｂ）における熱処理前のＳｉＯＣ膜は、そのＷＥＲから比較的良好なエッチン
グ耐性を備えることがわかる。このＳｉＯＣ膜のＷＥＲは、他の評価において本発明者等
が低温条件下で成膜したＳｉＯ膜のＷＥＲよりも低いことが確認されている。また、図１
１（ｂ）によれば、熱処理後のＳｉＯＣ膜のＷＥＲは、熱処理前のＳｉＯＣ膜のＷＥＲの
１／８以下の値であることがわかる。これは、通常の熱酸化膜のＷＥＲよりも低い値に相
当する。つまり、ＳｉＯＣ膜を熱処理することにより、ＳｉＯＣ膜中の不純物を低減させ
、エッチング耐性を向上させることが可能であることがわかる。
【０２９９】
　図１１（ｃ）のグラフの横軸は、ウエハの温度を６０℃として成膜された後Ｎ２ガスの
雰囲気下で３０分間熱処理されたＳｉＯＣ膜の熱処理時の温度条件を示しており、左から
順に、２００℃，３００℃，５００℃，６００℃，６３０℃の例を示している。また、グ
ラフの縦軸は、図１１（ｂ）と同様、ＳｉＯＣ膜の１％ＨＦ水溶液によるＷＥＲ［ａ．ｕ
．］を示している。
【０３００】
　図１１（ｃ）によれば、熱処理時の温度が２００℃の場合、そのＷＥＲから改質処理に
よる効果が充分に得られることがわかる。また、図１１（ｃ）によれば、熱処理時の温度
が３００℃のときのＷＥＲは、熱処理時の温度が２００℃のときのＷＥＲの約半分となり
、更に良好な結果が得られることがわかる。また、熱処理時の温度が５００℃のとき、Ｗ
ＥＲの低下がより顕著となり、これよりも高い温度、すなわち、６００℃，６３０℃の結
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果と比べて遜色のない結果が得られることがわかる。熱処理時の温度が５００℃，６００
℃，６３０℃のときのＷＥＲは、いずれも熱処理時の温度が２００℃のときのＷＥＲの約
１０分の１以下となることがわかる。このことから、熱処理時の温度を少なくとも５００
℃以上とすることで、エッチング耐性を向上させる顕著な効果が得られることがわかる。
また、５００℃以上の温度では、ＷＥＲの低下度合いが鈍るものの、６３０℃においては
ＷＥＲが更に低下することがわかる。６３０℃におけるＷＥＲは、５００℃におけるＷＥ
Ｒの７割程度である。よって、熱処理時の温度を６３０℃としたり、或いはそれ以上の温
度とすることで、いっそう優れたエッチング耐性が得られることが予測できる。このよう
に、熱処理時の温度を高めることで、ＳｉＯＣ膜のＷＥＲを低下させる効果がいっそう高
まることがわかる。
【０３０１】
（第２実施例）
　本発明の実施例として、上述の実施形態における基板処理装置を用い、上述の実施形態
における図４（ａ）の成膜シーケンスによりウエハ上にＳｉＯＣ膜を形成し、その後、Ｓ
ｉＯＣ膜の改質処理を行った。成膜処理と改質処理とは、それぞれ異なる処理室内で、す
なわち、Ｅｘ－ｓｉｔｕで行った。
【０３０２】
　ここでは、改質処理として、第１の熱処理および第２の熱処理の両方を図１４（ａ）に
示すアニールシーケンスで行ったサンプル（サンプル１）と、第１の熱処理を行わず、第
２の熱処理のみ行ったサンプル（サンプル２）とを準備した。そして、各サンプルのＳｉ
ＯＣ膜の各種特性を評価した。
【０３０３】
　各サンプルを作成する際、原料ガスとしてはＢＴＣＳＭガスを、酸化ガスとしてはＨ２

Ｏガスを、触媒ガスとしてはピリジンガスを用い、改質処理時の熱処理ガスとしてはＮ２

ガスを用いた。サンプル１の第１の熱処理におけるウエハの温度（第１の温度）を４５０
℃とし、第２の熱処理におけるウエハの温度（第２の温度）を６００℃とした。それ以外
の処理条件は上述の実施形態と同様な処理条件とした。
【０３０４】
　図１３は、本実施例の評価結果を示す図であり、サンプル１のＳｉＯＣ膜とサンプル２
のＳｉＯＣ膜との各種特性（ＷＥＲ、シュリンク率（収縮率）、ｋ　ｖａｌｕｅ（比誘電
率））を比較して表にまとめたものである。
【０３０５】
　図１３によれば、サンプル１のＳｉＯＣ膜のＷＥＲは、サンプル２のＳｉＯＣ膜のＷＥ
Ｒの１／１７以下であり、サンプル１のＳｉＯＣ膜のＷＥＲは、サンプル２のＳｉＯＣ膜
のＷＥＲよりも遥かに小さいことがわかる。また、サンプル２のＳｉＯＣ膜のＷＥＲも比
較的小さく、サンプル２のＳｉＯＣ膜も比較的良好なエッチング耐性を有することがわか
る。すなわち、サンプル１のＳｉＯＣ膜のＷＥＲは、その小さいＷＥＲ（サンプル２のＳ
ｉＯＣ膜のＷＥＲ）よりも更に小さく、サンプル１のＳｉＯＣ膜は、その良好なエッチン
グ耐性（サンプル２のＳｉＯＣ膜のエッチング耐性）をさらに上回るエッチング耐性を有
することがわかる。これは、サンプル２のＳｉＯＣ膜の場合、第２の熱処理により、Ｓｉ
ＯＣ膜中に含まれていた水分やＣｌ等の不純物がＳｉＯＣ膜中から除去されたのに対し、
サンプル１のＳｉＯＣ膜の場合、第１の熱処理および第２の熱処理が段階的に行われたこ
とにより、ＳｉＯＣ膜中に含まれていた水分やＣｌ等の不純物の他、ＣｘＨｙ系の不純物
がＳｉＯＣ膜中から充分に除去された結果であると考えられる。
【０３０６】
　また、図１３によれば、サンプル１のＳｉＯＣ膜のシュリンク率は、サンプル２のＳｉ
ＯＣ膜のシュリンク率の９／１０程度であり、サンプル１のＳｉＯＣ膜のシュリンク率は
、サンプル２のＳｉＯＣ膜のシュリンク率よりも小さいことがわかる。ここで、シュリン
ク率とは、改質処理前のＳｉＯＣ膜に対する改質処理後のＳｉＯＣ膜の収縮率、すなわち
、改質処理によりＳｉＯＣ膜が収縮する割合を示している。すなわち、サンプル１のＳｉ
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ＯＣ膜は、サンプル２のＳｉＯＣ膜よりも、改質処理により収縮していないことが分かる
。逆にいうと、サンプル２のＳｉＯＣ膜は、サンプル１のＳｉＯＣ膜よりも、改質処理に
より収縮していることが分かる。
【０３０７】
　サンプル１のＳｉＯＣ膜のシュリンク率が小さいのは、サンプル１のＳｉＯＣ膜は、第
１の熱処理および第２の熱処理が段階的に施されることで、すなわち、２段階で温度の異
なる熱処理が行われることで、ＳｉＯＣ膜中から脱離した水分やＣｌ等によるＳｉＯＣ膜
の酸化を抑制でき、膜収縮率を抑制できたからと考えられる。また、サンプル２のＳｉＯ
Ｃ膜のシュリンク率が大きいのは、サンプル２のＳｉＯＣ膜は、第１の熱処理が施される
ことなく第２の熱処理のみが施されることで、すなわち、１段階で比較的高い温度で熱処
理が行われることで、ＳｉＯＣ膜中から脱離した水分やＣｌ等によりＳｉＯＣ膜が酸化さ
れ、ＳｉＯＣ膜が収縮し易くなったからと考えられる。
【０３０８】
　また、図１３によれば、サンプル１のＳｉＯＣ膜の比誘電率（２．６８）は、サンプル
２のＳｉＯＣ膜の比誘電率（３．５８）よりも小さいことがわかる。また、サンプル２の
ＳｉＯＣ膜の比誘電率（３．５８）は、一般的な熱酸化膜の比誘電率（３．９程度）を大
幅に下回る比誘電率であるが、サンプル１のＳｉＯＣ膜の比誘電率（２．６８）は、それ
をもさらに下回る比誘電率であることがわかる。
【０３０９】
　サンプル２のＳｉＯＣ膜の比誘電率が一般的な熱酸化膜の比誘電率を大幅に下回ること
となったのは、ＳｉＯＣ膜に対する第２の熱処理により、ＳｉＯＣ膜中に含まれていた水
分やＣｌ等の不純物等の誘電率を高くする物質がＳｉＯＣ膜中から除去されたことと、Ｓ
ｉＯＣ膜がポーラス化されたことが主な要因と考えられる。サンプル１のＳｉＯＣ膜の比
誘電率が一般的な熱酸化膜の比誘電率やサンプル２のＳｉＯＣ膜の比誘電率を大幅に下回
ることとなったのは、ＳｉＯＣ膜に対する第１の熱処理および第２の熱処理、すなわち、
温度を変えて段階的に行われる熱処理により、ＳｉＯＣ膜中に含まれていた水分やＣｌ等
の不純物等の誘電率を高くする物質の他、ＣｘＨｙ系の不純物等の誘電率を高くする物質
がＳｉＯＣ膜中から充分に除去されたことと、ＳｉＯＣ膜のポーラス化が更に進んだこと
が主な要因と考えられる。
【０３１０】
（第３実施例）
　本発明の実施例として、上述の実施形態における基板処理装置を用い、上述の実施形態
における図４（ａ）の成膜シーケンスによりウエハ上にＳｉＯＣ膜を形成し、その後、Ｓ
ｉＯＣ膜の改質処理を行った。成膜処理と改質処理とは、それぞれ異なる処理室内で、す
なわち、Ｅｘ－ｓｉｔｕで行った。
【０３１１】
　ここでは、ウエハの温度を６０℃として成膜した後、Ｎ２ガスの雰囲気下でウエハの温
度を１００℃として熱処理を行ったサンプル（サンプル１）と、ウエハの温度を６０℃と
して成膜した後、改質処理として、Ｎ２ガスの雰囲気下でウエハの温度を２００℃として
熱処理を行ったサンプル２と、ウエハの温度を６０℃として成膜した後、改質処理として
、第１の熱処理および第２の熱処理を図１５のアニールシーケンスで行ったサンプル３と
、ウエハの温度を６０℃として成膜した後、改質処理として、第１の熱処理および第２の
熱処理を図１４（ａ）のアニールシーケンスで行ったサンプル（サンプル４～６）と、を
準備した。そして、各サンプルのＳｉＯＣ膜のＷＥＲを評価した。
【０３１２】
　各サンプルを作成する際、原料ガスとしてはＢＴＣＳＭガスを、酸化ガスとしてはＨ２

Ｏガスを、触媒ガスとしてはピリジンガスを、ＳｉＯＣ膜改質処理時の熱処理ガスとして
はＮ２ガスを用いた。サンプル３の第１の熱処理および第２の熱処理におけるウエハの温
度（第１の温度、第２の温度）を３００℃とした。サンプル４～６の第１の熱処理におけ
るウエハの温度（第１の温度）をそれぞれ４５０℃とした。サンプル４～６の第２の熱処
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理におけるウエハの温度（第２の温度）をそれぞれ５００℃、６００℃、６３０℃とした
。その他の条件、すなわち、第１の温度や第２の温度に維持する時間、昇温や降温に要す
る時間等については、図１６（ｂ）の表に示す通りとした。それ以外の処理条件は上述の
実施形態と同様な処理条件とした。
【０３１３】
　図１６（ａ）はサンプル１～６のＷＥＲを示すグラフであり、図１６（ｂ）はサンプル
１～６のアニールシーケンスの熱処理条件を比較して表にまとめたものである。図１６（
ａ）の横軸は各サンプルを、縦軸は１％ＨＦ水溶液によるＳｉＯＣ膜のＷＥＲ［Å／ｍｉ
ｎ］を示している。
【０３１４】
　図１６（ａ）によれば、サンプル２～６のＳｉＯＣ膜は、サンプル１のＳｉＯＣ膜より
もＷＥＲが遙かに小さいこと、すなわち、エッチング耐性が極めて良好であることがわか
る。特に、第１の温度、第２の温度を上述の実施形態で例示した範囲内の温度にそれぞれ
設定したサンプル３～６では、ＷＥＲがさらに小さく、エッチング耐性がさらに良好であ
ることがわかる。なお、第２の温度を第１の温度よりも高い温度に設定したサンプル４～
６の方が、第２の温度を第１の温度と同じ温度に設定したサンプル３よりも、ＷＥＲは小
さく、エッチング耐性がより良好となることがわかる。これは、第１の熱処理および第２
の熱処理を上述の実施形態に記載の条件範囲内で行ったことで、ＳｉＯＣ膜中に含まれて
いた水分やＣｌ等の第１の不純物の他、ＣｘＨｙ系の第２の不純物がＳｉＯＣ膜中から充
分に除去されたことが主な要因と考えられる。
【０３１５】
（第４実施例）
　本発明の実施例として、上述の実施形態における基板処理装置を用い、上述の実施形態
における図４（ａ）の成膜シーケンスによりウエハ上にＳｉＯＣ膜を形成し、その後、Ｓ
ｉＯＣ膜の改質処理を行った。成膜処理と改質処理とは、それぞれ異なる処理室内で、す
なわち、Ｅｘ－ｓｉｔｕで行った。
【０３１６】
　ここでは、ウエハの温度を６０℃としてＳｉＯＣ膜を形成したアズデポ状態のサンプル
（サンプル１）と、ウエハの温度を６０℃としてＳｉＯＣ膜を形成した後、第１の熱処理
および第２の熱処理を図１５のアニールシーケンスで行ったサンプル（サンプル２～４）
と、ウエハの温度を６０℃としてＳｉＯＣ膜を形成した後、第１の熱処理および第２の熱
処理を図１４（ａ）のアニールシーケンスで行ったサンプル（サンプル５～８）と、を準
備した。そして、各サンプルのＳｉＯＣ膜の比誘電率を評価した。
【０３１７】
　サンプル１～８を作成する際、原料ガスとしてはＢＴＣＳＭガスを、酸化ガスとしては
Ｈ２Ｏガスを、触媒ガスとしてはピリジンガスを、ＳｉＯＣ膜改質処理時の熱処理ガスと
してはＮ２ガスを用いた。サンプル２～４の第１の熱処理および第２の熱処理におけるウ
エハの温度（＝第１の温度＝第２の温度）をそれぞれ３００℃、４００℃、６００℃とし
た。サンプル５の第１の熱処理におけるウエハの温度（第１の温度）は６０℃とし、第２
の熱処理におけるウエハの温度（第２の温度）を２００℃とした。サンプル６～８の第１
の熱処理におけるウエハの温度（第１の温度）をそれぞれ４５０℃とし、第２の熱処理に
おけるウエハの温度（第２の温度）をそれぞれ５００℃、６３０℃、７００℃とした。そ
れ以外の処理条件は上述の実施形態と同様な処理条件とした。
【０３１８】
　また、参考例として、原料ガスおよび触媒ガスの供給と、酸化ガスおよび触媒ガスの供
給と、を交互に所定回数行う成膜シーケンスによりウエハ上にＳｉＯ膜を形成し、その後
、ＳｉＯ膜の改質処理を行った。成膜処理と改質処理とは、異なる処理室内で、すなわち
、Ｅｘ－ｓｉｔｕで行った。
【０３１９】
　ここでは、ウエハの温度を６０℃としてＳｉＯ膜を形成したアズデポ状態のサンプル（
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サンプル９）と、ウエハの温度を６０℃としてＳｉＯ膜を形成した後、改質処理として、
第１の熱処理を行わず、第２の熱処理のみ行ったサンプル（サンプル１０）と、を準備し
た。そして、各サンプルのＳｉＯ膜の比誘電率を評価した。
【０３２０】
　サンプル９，１０を作成する際、原料ガスとしてはＨＣＤＳガスを、酸化ガスとしては
Ｈ２Ｏガスを、触媒ガスとしてはピリジンガスを、改質処理時の熱処理ガスとしてはＮ２

ガスを用いた。サンプル１０の第２の熱処理におけるウエハの温度（第２の温度）を６０
０℃とした。それ以外の処理条件は上述の実施形態と同様な処理条件とした。
【０３２１】
　図１７は、サンプル１～１０の比誘電率（ｋ　ｖａｌｕｅ）を示すグラフであり、横軸
は第２の熱処理におけるウエハの温度（℃）を、縦軸は比誘電率を示している。この図で
は、便宜上、サンプル１～１０をそれぞれＳ１～Ｓ１０と表記している。
【０３２２】
　図１７によれば、サンプル２～８のＳｉＯＣ膜は、サンプル１のＳｉＯＣ膜や、サンプ
ル９のＳｉＯ膜よりも、比誘電率が小さくなることがわかる。特に、第１の温度、第２の
温度を上述の実施形態で例示した範囲内の温度にそれぞれ設定したサンプル３～４，６～
８では、比誘電率がさらに小さくなることがわかる。また、サンプル３～４，６～８のＳ
ｉＯＣ膜は、サンプル１０のＳｉＯ膜よりも、比誘電率が小さくなることがわかる。また
、サンプル６～８のＳｉＯＣ膜は、比誘電率が３よりも小さくなることがわかる。これら
は、第１の熱処理および第２の熱処理を上述の実施形態に記載の条件範囲内で行ったこと
で、低温条件下で形成されたＳｉＯＣ膜中に含まれていた水分やＣｌ等の不純物やＣｘＨ

ｙ系の不純物等の誘電率を高くする物質がＳｉＯＣ膜中から除去されたことと、ＳｉＯＣ
膜がポーラス化されたことが主な要因と考えられる。
【０３２３】
＜本発明の好ましい態様＞
　以下、本発明の好ましい態様について付記する。
【０３２４】
　（付記１）
　本発明の一態様によれば、
　基板上に薄膜を形成する工程と、
　前記薄膜を形成する工程における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分（Ｈ２Ｏ）および塩素（Ｃｌ）を含む第１の不
純物を除去する工程と、
　前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度
で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物（ＣｘＨｙ系の不純物）を含む第２の
不純物を除去する工程と、
　を有する半導体装置の製造方法、および、基板処理方法が提供される。
【０３２５】
　（付記２）
　付記１に記載の方法であって、好ましくは、
　前記第１の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第１の温度に上昇させる期
間のうち少なくとも一部を含む。
【０３２６】
　（付記３）
　付記１または２に記載の方法であって、好ましくは、
　前記第１の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第１の温度に一定に維持す
る期間を含む。
【０３２７】
　（付記４）
　付記１乃至３のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
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　前記第２の温度は、前記第１の温度よりも高い温度である。また、前記第２の不純物を
除去する工程は、前記基板の温度を前記第２の温度に上昇させる期間のうち少なくとも一
部を含む。
【０３２８】
　（付記５）
　付記１乃至４のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
　前記第２の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第２の温度に一定に維持す
る期間を含む。
【０３２９】
　（付記６）
　付記１乃至５のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
　前記第２の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第２の温度から下降させる
期間のうち少なくとも一部を含む。
【０３３０】
　（付記７）
　付記１乃至３のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
　前記第２の温度は、前記第１の温度と同等の温度（同一の温度）である。また、前記第
２の不純物を除去する工程は、前記基板の温度を前記第１の温度に維持する期間を含む。
【０３３１】
　（付記８）
　付記１乃至７のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
　前記第１の温度を、前記薄膜中から前記第１の不純物を除去する際に、前記第１の不純
物により前記薄膜が酸化されない温度とする。また好ましくは、前記第１の温度を、前記
薄膜中から前記第１の不純物を除去する際に、前記第１の不純物と、前記薄膜中に含まれ
る前記第１の不純物とは異なる不純物とが、反応しない温度とする。また好ましくは、前
記第１の温度を、前記薄膜中から前記第１の不純物を除去する際に、前記第１の不純物と
、前記薄膜中に含まれる前記第２の不純物とが、反応しない温度とする。
【０３３２】
　（付記９）
　付記１乃至８のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
　前記第１の温度を、３００℃以上４５０℃以下の範囲内の温度とする。より好ましくは
、前記第１の温度を、３００℃以上４００℃以下の範囲内の温度、さらに好ましくは、３
００℃以上３５０℃以下の範囲内の温度とする。
【０３３３】
　（付記１０）
　付記１乃至９のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
　前記第２の温度を、３００℃以上９００℃以下の範囲内の温度とする。より好ましくは
、前記第２の温度を、３５０℃以上７００℃以下の範囲内の温度、さらに好ましくは、４
００℃以上７００℃以下の範囲内の温度、さらに好ましくは、４５０℃以上６００℃以下
の範囲内の温度とする。
【０３３４】
　（付記１１）
　付記１乃至１０のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
　前記薄膜は、所定元素、酸素および炭素を含む。
【０３３５】
　（付記１２）
　付記１１に記載の方法であって、好ましくは、
　前記薄膜を形成する工程では、
　前記基板に対して前記所定元素、炭素およびハロゲン元素を含み、前記所定元素と炭素
との化学結合を有する原料ガスを供給する工程と、



(59) JP 5864637 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

　前記基板に対して酸化ガスを供給する工程と、
　前記基板に対して触媒ガスを供給する工程と、
　を含むサイクルを所定回数行う。
【０３３６】
　（付記１３）
　付記１２に記載の方法であって、好ましくは、
　前記薄膜を形成する工程では、前記基板の温度を、室温以上１５０℃以下の温度とする
。また好ましくは、前記基板の温度を、室温以上１００℃以下の温度、さらに好ましくは
、５０℃以上１００℃以下の温度とする。
【０３３７】
　（付記１４）
　付記１２または１３に記載の方法であって、好ましくは、
　前記所定元素はシリコン（Ｓｉ）を含み、前記原料ガスは、Ｓｉ－Ｃ結合、Ｓｉ－Ｃ－
Ｓｉ結合およびＳｉ－Ｃ－Ｃ－Ｓｉ結合からなる群より選択される少なくとも１つを有す
る。
【０３３８】
　（付記１５）
　付記１乃至１４のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
　前記第１の不純物を除去する工程および前記第２の不純物を除去する工程では、前記基
板に対して酸素非含有ガスを供給することにより、酸素非含有の雰囲気下で、前記熱処理
を行う。また、前記第１の不純物を除去する工程および前記第２の不純物を除去する工程
では、前記基板に対して不活性ガスを供給することにより、不活性ガス雰囲気下で、前記
熱処理を行う。
【０３３９】
　（付記１６）
　付記１乃至１５のいずれかに記載の方法であって、好ましくは、
　前記薄膜を形成する工程および前記薄膜を熱処理する工程（第１の不純物を除去する工
程、第２の不純物を除去する工程）は、同一の処理室内で、または、それぞれ異なる処理
室内で行われる。
【０３４０】
　（付記１７）
　本発明の他の態様によれば、
　基板を収容する処理室と、
　薄膜を形成するための処理ガスを前記処理室内へ供給する処理ガス供給系と、
　前記処理室内の基板を加熱するヒータと、
　前記処理室内の基板に対して前記処理ガスを供給して前記基板上に薄膜を形成する処理
と、前記薄膜を形成する処理における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を
熱処理することにより、前記薄膜中から水分（Ｈ２Ｏ）および塩素（Ｃｌ）を含む第１の
不純物を除去する処理と、前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理すること
により、前記第１の温度で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物（ＣｘＨｙ系
の不純物）を含む第２の不純物を除去する処理と、を行うように、前記処理ガス供給系お
よび前記ヒータを制御するよう構成される制御部と、
　を有する基板処理装置が提供される。
【０３４１】
　（付記１８）
　本発明のさらに他の態様によれば、
　基板上に薄膜を形成する第１基板処理部と、前記薄膜を熱処理する第２基板処理部と、
を有する基板処理システムであって、
　前記第１基板処理部は、
　基板を収容する第１処理室と、
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　薄膜を形成するための処理ガスを前記第１処理室内へ供給する処理ガス供給系と、
　前記第１処理室内の基板に対して前記処理ガスを供給して前記基板上に薄膜を形成する
処理を行うように、前記処理ガス供給系を制御するよう構成される第１制御部と、を有し
、
　前記第２基板処理部は、
　基板を収容する第２処理室と、
　前記第２処理室内の基板を加熱するヒータと、
　前記第２処理室内に前記薄膜が形成された前記基板を収容した状態で、前記薄膜を形成
する処理における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱処理することによ
り、前記薄膜中から水分（Ｈ２Ｏ）および塩素（Ｃｌ）を含む第１の不純物を除去する処
理と、前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の
温度で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物（ＣｘＨｙ系の不純物）を含む第
２の不純物を除去する処理と、を行うように、前記ヒータを制御するよう構成される第２
制御部と、を有する基板処理システムが提供される。
【０３４２】
　（付記１９）
　本発明のさらに他の態様によれば、
　処理室内の基板上に薄膜を形成する手順と、
　前記薄膜を形成する手順における前記基板の温度よりも高い第１の温度で前記薄膜を熱
処理することにより、前記薄膜中から水分（Ｈ２Ｏ）および塩素（Ｃｌ）を含む第１の不
純物を除去する手順と、
　前記第１の温度以上の第２の温度で前記薄膜を熱処理することにより、前記第１の温度
で熱処理した後の前記薄膜中から、炭化水素化合物（ＣｘＨｙ系の不純物）を含む第２の
不純物を除去する手順と、
　をコンピュータに実行させるプログラム、および、該プログラムを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体が提供される。
【符号の説明】
【０３４３】
１２１　　コントローラ（制御部）
２００　　ウエハ（基板）
２０１　　処理室
２０２　　処理炉
２０３　　反応管
２０７　　ヒータ（加熱手段）
２０９　　マニホールド
２３１　　排気管
２３２ａ～２３２ｌ　ガス供給管
２４４　　ＡＰＣバルブ（圧力調整部）
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