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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理チャンバの内面上に形成された堆積物を処理チャンバからクリーニングするための
方法であって、前記処理チャンバ内面は、上側領域と下側領域を有し、前記方法は、
（a）反応種を形成するため、不活性ガスとクリーニングガスを備えるガス混合物を前記
処理チャンバの外側で解離する操作と、
（b）前記処理チャンバに前記反応種を提供する操作と、
（c）前記処理チャンバ上側領域内で前記反応種を前記堆積物と反応させる操作と、
（d）前記処理チャンバ上側領域内に形成された前記堆積物から揮発性の化合物を生成す
る操作と、
（e）前記処理チャンバ上側領域内に形成された堆積物から形成された前記揮発性の化合
物を、前記処理チャンバから取り除く操作と、
（f）前記処理チャンバ内に配置された基板支持体の上側の前記処理チャンバ上側領域と
前記基板支持体の下側の前記処理チャンバ下側領域の間の流体連絡を増加させる操作と、
（g）前記処理チャンバ下側領域内で、前記反応種を前記堆積物と反応させる操作と、
（h）前記処理チャンバ下側領域内に形成された前記堆積物から揮発性の化合物を形成す
る操作と、
（i）前記処理チャンバ下側領域内に形成された堆積物から形成された前記揮発性の化合
物を、前記処理チャンバから取り除く操作と
を有する方法。
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【請求項２】
　前記不活性ガスと前記クリーニングガスの比が約2:1である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　反応種を形成するために前記処理チャンバの外側でガス混合物を解離する前記操作が、
マイクロ波でエネルギが与えられる遠隔プラズマ装置で行われる請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記反応種を、前記処理チャンバ上側領域の中に形成された堆積物と反応させる前記操
作が第１の圧力で実行され、前記反応種を、前記処理チャンバ下側領域の中に形成された
堆積物と反応させる前記操作が、前記第１の圧力とは異なる第２の力で実行される請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のガスが不活性ガスであり、前記第２のガスがハロゲン化ガスであり、前記処
理チャンバ上側領域と前記処理チャンバ下側領域の間の流体連絡を増加させる操作は、前
記基板支持体と前記基板支持体に隣接して形成された板のエッジとの間隔を大きくするこ
とを含む請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ハロゲン化されたガスがNF3である請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記マイクロ波電力が、前記ガス混合物の前記クリーニングガスに99%以上の解離を引
き起こす請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の圧力が、前記第２の圧力より大きい請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の圧力が、前記第２の圧力の約２倍である請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の圧力が約2トールである請求項４に記載の方法。
【請求項１１】
　基板の上にタンタルを備える膜を堆積するために行われた基板処理操作の結果、処理チ
ャンバの内面上に形成されたタンタルを備える堆積物を取り除く方法であって、
前記処理チャンバは上側処理領域と、下側処理領域とを備え、
(a)前記処理チャンバの外の遠隔チャンバ内でプラズマを点火する操作と、
(b)前記クリーニングガスから反応種を発生させるために、前記プラズマで前記クリーニ
ングガスを励起する操作と、
(c)前記反応種に混合させる不活性ガスを提供して、不活性ガスと反応種を備えるガス混
合物を形成する操作と、
(d)前記処理チャンバ内の上側処理領域に、前記ガス混合物を提供する操作と、
(e)前記処理チャンバを第１の圧力に維持しつつ、前記上側処理領域内で、前記反応種を
、タンタルを備える前記膜と反応させて、揮発性の化合物を形成する操作と、
(f)前記上側処理領域内に形成された前記揮発性の化合物を、前記処理チャンバから取り
除く操作と、
(g) 前記処理チャンバ内に配置された基板支持体の上側の前記上側処理領域と前記基板支
持体の下側の前記下側処理領域の間の流体連絡を増加させる操作と、
(h)前記処理チャンバ内の下側処理領域に前記ガス混合物を提供する操作と、
(i)前記処理チャンバを第２の圧力に維持しつつ、前記下側処理領域内で、前記反応種を
、タンタルを備える前記膜と反応させて揮発性の化合物を形成する操作と、
(j)前記下側処理領域内に形成された前記揮発性の化合物を、前記処理チャンバから取り
除く操作と
を有する方法。
【請求項１２】
　操作(j)の後に、前記チャンバ内に基板の存在なしに、前記処理チャンバ内で処理操作
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を行い、前記処理チャンバの内面上にタンタルを備える膜を形成する操作を更に有し、前
記処理操作は、前記上側処理領域と下側処理領域から形成された前記揮発性の化合物を前
記処理チャンバから取り除いた後に行われる請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記クリーニングガスがハロゲンであり、前記不活性ガスが、Arと、Xeと、Neと、Heと
、N2とから成る群から選択される請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記クリーニングガスが弗素を備える請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記クリーニングガスがNF3である請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般に、処理リアクタ内に蓄積された処理副生成物及び不必要な堆積物を取り去
ることに適した装置及び方法に関する。より詳しくは、本発明は、タンタルを有する膜、
例えば五酸化タンタル（Ta2O5）等の堆積の後、ウエハ処理装置の内部部品をクリーニン
グする方法に関する。さらに、ここに説明される方法は、他のプロセスによって形成され
た堆積物を取り去るに適しており、半導体デバイスやフラットパネルディスプレイの製造
に有用である。
【０００２】
【従来の技術】
小さいサイズのデバイス上に容量の大きな集積回路（IC）を形成する要求には、今日の64
メガビットのDRAMを256メガビット、1ギガビットあるいはそれ以上の大きさの記憶装置へ
と変えることに対する大きな関心が含まれる。同じ又は小さな基板フットプリントデバイ
スに対してキャパシティをより大きくするこの必要性は、以前に用いられた従来の誘電体
膜をスタック型のキャパシタの形成、例えば二酸化珪素（SiO2）を、より高い誘電率を有
する誘電体膜に代替する必要を生じさせる。高い誘電率材料（例えばTa2O5）を有するキ
ャパシタは通常、標準的なSiO2-Si3N4-SiO2スタックキャパシタに比べてかなり大きいキ
ャパシタンス密度を有するので、IC製造における選択材料とすることができる。誘電率膜
が高ければ、キャパシタ領域をより小さくすることが可能となり、それは、トランジスタ
のより近接したスペーシングを可能にし、トランジスタ密度を増加させる。スタックキャ
パシタ製造において大きな興味の対象である材料の1つは、SiO2の6倍以上の比誘電率を有
する五酸化タンタルである。この材料の用途が増加し広がることを合わせれば、堆積サイ
クルを繰り返した後、処理チャンバ内に蓄積する不必要な堆積物を取り去る改良されたイ
ンシチュウの方法の必要性になる。
【０００３】
利用可能な洗浄方法の１つに、処理チャンバに与えられる反応種を生産するための遠隔式
（リモート）プラズマジェネレータの利用がある。1995年9月12日発行のHitachiの米国特
許第5,449,411号は、SiO2の堆積の前に、真空チャンバをクリーニングするためのプロセ
スを説明する。C2F6、CF4、CHF3、CH6、F2、HF、Cl2またはHCl等の処理ガスのマイクロ波
プラズマが記載される。この特許では、チャンバ内の電極にRF電界を印加することでクリ
ーニングプロセスを改良することが可能であることが、更に説明される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
Applied Komatsu Technologyに1998年8月4日発行された米国特許5,778,788では、およそ3
,000～12,000ワットの強力なマイクロ波ソース又はおよそ12,000ワット/リットル～48,00
0ワット/リットルのリモートチャンバ内の出力密度を用いて先駆体ガスを励起することに
よる、電子デバイスの製造に用いられる堆積チャンバをクリーニングする方法を説明する
。
【０００５】
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この特許では、アルゴン、窒素、ヘリウム、水素または酸素等の少数のキャリヤガスを用
いて、反応種をチャンバへ輸送し、クリーニングプロセスを援助し、あるいは堆積チャン
バ内のプラズマの発生及び安定を援助することができることを更に説明する。この特許は
また、反応種を更に励起するために用いられるチャンバベースの励振源をチャンバに具備
して用いることが説明される。
【０００６】
半導体工業に直面している別の問題は、処理ガスを得る費用が増大していることであり、
これが、処理ガスにより生成される排気副生成物の廃棄費用が増大していることにも結合
する。クリーニングガスNF3は、この問題の例証となる例である。優れたクリーニングガ
スと長年認められたため、NF3の調達費用は着実に増加した。クリーニングガスをより有
効に利用することで、ガス消費量を全体的に減少させることに帰着する、改良されたリモ
ートプラズマチャンバクリーニングプロセスが必要である。この改良プロセスは、効果的
にプラズマを生成し又はチャンバ堆積物を取り除くためには、チャンバベースの励起を必
要とすることなく、リモートマイクロ波励起源だけによるべきである。ガス消費量が低減
されることにより、ガス供給コスト、CFC発生及びガス廃棄費用が低減される。更に、こ
の改良方法は、Ta2O5その他の誘電膜等の誘電膜に対して、商業上現実的な洗浄率を提供
することができなければならない。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の具体例は、処理チャンバの内面に形成された堆積物を処理チャンバよりクリーニ
ングする方法であって、前記処理チャンバ内面が第１の領域と、前記第１の領域とは異な
る前記第２の領域とを有し、以下の通りのステップを備えており、それらは、反応種を形
成するため、不活性気体とクリーニングガスを備えるガス混合物を、前記処理チャンバの
外側で分解するステップと、前記処理チャンバに前記反応種を提供するステップと、前記
処理チャンバ第１の領域内で前記堆積物を前記反応種と反応させるステップと、前記処理
チャンバ第１の領域内で形成された前記堆積物より、揮発性の組成物を形成するステップ
と、前記処理チャンバ第１の領域内に形成される堆積物から形成される前記揮発性の組成
物を前記処理チャンバから取り除くステップと、前記処理チャンバの第１の領域と第２の
領域の間の流体の連通を増加させるステップと、前記処理チャンバの第２の領域内の前記
堆積物を前記反応種と反応させるステップと、前記処理チャンバの第２の領域内に形成さ
れる前記堆積物から、揮発性の組成物を形成するステップと、前記処理チャンバ第２の領
域内に形成される堆積物から形成される前記揮発性の組成物を、前記処理チャンバから取
り除くステップと、を有する。
【０００８】
本発明の別の具体例は、処理チャンバ内に配置される基板上で実行される堆積操作の結果
として処理チャンバの中に形成される堆積物を、取り除く方法であって、この方法は、前
記処理チャンバとは別個の遠隔チャンバ内でクリーニングガスを励起して、前記クリーニ
ングガスから反応種を形成するステップと、前記反応種と混合する不活性気体を提供して
、反応種を備えるガス混合物を形成するステップと、前記処理チャンバを第１の圧力に維
持しつつ、前記処理チャンバに前記ガス混合物を提供するステップと、前記第１の圧力で
前記処理チャンバを維持しつつ、前記反応種を前記堆積物と反応させて揮発性の組成物を
形成し、その後、前記第１の圧力で形成される前記揮発性の組成物を、前記処理チャンバ
から取り除くステップと、前記第１の圧力とは異なる第２の圧力に前記処理チャンバを維
持しつつ、反応種を備えている前記ガス混合物を前記処理チャンバに提供するステップと
、前記処理チャンバを前記第２の圧力に維持しつつ、前記反応種を前記堆積物に反応させ
て揮発性の組成物を形成し、その後、前記第２の圧力で形成される前記揮発性の組成物を
前記処理チャンバから取り除くステップと、前記処理チャンバ内で処理操作を行い、前記
チャンバ内に基板を配置せずに前記処理チャンバの内面上に膜を形成するステップとを有
する。
【０００９】
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【発明の実施の形態】
本発明は、処理チャンバの内面上に蓄積された処理副生成物の除去のための新しいインシ
チュウのクリーニングプロセスに関するものである。ここに説明された具体例では、抵抗
加熱ＣＶＤチャンバを用いる。このタイプのチャンバの一例は、アプライドマテリアルズ
社によって製造されるxZスタイルのシングルウエハ処理チャンバであり、これは、以下に
説明されるように変形される。ここに説明するチャンバは、五酸化タンタル（Ta2O5）の
熱堆積等、多種多様な半導体製造技術に利用できるモジュール式の処理システムの一部で
ある。以下の記載及び具体例では、Ta2O5を備える膜の堆積及びクリーニングに関して説
明されるが、当業者は、本発明で説明された方法が、本発明の範囲から離れることなく市
販の処理システム及び操作に適応可能であると理解されよう。例の中には、周知の半導体
処理装置及び方法論の説明をしなかったが、これは、本発明を不必要にあいまいにしない
ためである。
【００１０】
図1は、処理チャンバ10及び遠隔プラズマジェネレータ60を有する本発明の処理システム5
の概要図である。処理チャンバ10は、リッド20及びチャンバ本体22を備えており、これら
が一緒になって、排気可能で温度制御された処理環境を形成する。リッド20及びチャンバ
本体22は、典型的には、良好な熱的特性を有する堅い材料で作られる。例えば、チャンバ
リッド20と本体22は、アルミニウムで形成されてもよい。
【００１１】
図1に示される代表的な具体例では、抵抗加熱基板支持体28がチャンバ10内に与えられ、
これはワークピースを支持しかつ熱堆積反応のための反応熱を提供するが、この熱堆積反
応は、例えば、タンタル前駆体の分解によるTa2O5の堆積、例えば（Ta（OC2H5)5）、TAET
O、タンタルテトラエトキシドジメチルアミノエトキシド(tantalum tetraethoxide dimet
hylaminoethoxide （Ta（OEt)4（OCH2CH2N(Me)2）やTAT-DMAE等である。基板支持体28内
の抵抗ヒータ29に与えられる電力は、ヒータ制御装置44により調整される。ヒータ29への
電力は、チャンバ10内で実行される望ましい処理操作のために適切な温度を与えるように
調整される。チャンバ10内での基板支持体28の垂直位置は、リフトメカニズム42によって
制御される。支持体シャフト41が、基板支持体28に結合し、メカニズム42を持ち上げる。
チャンバ10内の基板支持体28の位置又はスペーシングは、シャワーヘッド32の下面と基板
支持体28の上面の間の離隔距離である。スペーシングは、1000分の１インチ又はミルの単
位で測定され、大きなスペーシングは、シャワーヘッド32と基板支持体28の間の離隔距離
が増加したことを示す。チャンバ10内に部品は、典型的には保護コーティングを有するか
、あるいは、比較的高温及び、しばしば電子部品の製造に用いる腐食性化学環境への曝露
を認容する耐久性のある原料から製造される。例えば、シャワーヘッド32はアルミニウム
から形成されてもよい。グラファイトとセラミック組成は、基板支持体28及び支持シャフ
ト41の製造にしばしば用いられる。
【００１２】
ポンプ15と絞り弁14を用いて、チャンバ10を排気し、チャンバ10内に圧力調整された環境
を提供する。ポンプ15は、隔壁22の周囲の中に配置され基板支持体28を取り囲むポンピン
グチャンネル40に連通する。ポンピング板34が、複数の孔径36を具備し、チャンバ内部領
域24及び26のより一様な伝導と排気を提供する。スペーシング38は、基板支持体28をポン
ピング板34から隔てる。図1の代表的なチャンバ10について、スペーシング38は0.112イン
チ～0.088インチである。このように、基板支持体28とポンピング板34は実質的に、チャ
ンバ10の内部を、上側内部領域24と下側内部領域26に分割する。また、上側内部領域24は
、シャワーヘッド32とガス分配板30を有する。
【００１３】
処理ガスは、チャンバ10の外側でガスサプライ46及び48の中に貯蔵されている。バルブ及
びコントローラ50は、チャンバ10へのガス導入に用いられるマスフロー制御装置等の電子
測定系と制御系を表す。サプライ46と48からのガスは、バルブ及びコントローラ50より、
内部のチャンバ領域24及び26に入る前に、チャンバサプライ配管52、リッド20、ガス分配



(6) JP 4889138 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

板30そしてシャワーヘッド32の中を流れる。ここではシングルバルブ及びコントローラ50
を用いて示したが、ガスサプライ46及び48は、チャンバ10内に要望されるプロセスによっ
ては、独立のバルブとコントローラユニット50によって制御することができる。
【００１４】
また、ガスを励起してチャンバ内部領域24及び26に生成反応種を提供するために用いられ
る遠隔プラズマ生成システム60が図1に例示される。遠隔プラズマジェネレータ60の1つの
利点は、遠隔プラズマジェネレータ60によって発生する生成プラズマないし反応種を、内
部チャンバ処理領域24と26内にクリーニング又はプロセス用途に用いることにより、基板
支持体28等の内部チャンバ部品、シャワーヘッド32又はポンピング34が、プラズマ生成の
ために内部処理領域24と26内にＲＦエネルギーが印加される場合に通常生じるイオン衝撃
を受けないようにする。遠隔で励起されたプラズマにより生成した反応種は、有害性が低
いと考えられるが、それは、内部チャンバ部品がイオン衝撃を受けないからである。
【００１５】
チャンバベースの励起クリーニング方法に対しての、本発明の遠隔励起クリーニング方法
の別の利点は、遠隔励起クリーニング方法において、チャンバ条件、例えば温度等がチャ
ンバで行われるプロセスに関連する条件又はその近くに維持できるということである。例
えば、475℃でTa2O5を堆積するためにチャンバが用いられる本発明の代表的な具体例では
、遠隔励起された化学種を、同じ温度でチャンバに提供してもよく、これにより、堆積プ
ロセスと遠隔励起クリーニングプロセスの間でチャンバ温度を変えるために要する延長時
間が排除される。
【００１６】
ここで、図1に示される遠隔プラズマジェネレータ60の略図に戻れば、本発明の遠隔プラ
ズマ器械60の部品と操作がよく理解できる。マグネトロン組立体62は、マグネトロンチュ
ーブを収容し、これはマイクロ波エネルギを生成する。代表的なマグネトロンチューブ62
は、羽根配列でアノードに囲まれる高温のフィラメント円筒状カソードから成る。電源装
置から直流電力が供給されれば、このアノード/カソード組立体は、高磁界を生成する。
この磁界に接触する電子は、アノードとカソードの間で移動する際、円の経路を進む。こ
の円運動は、アノード羽根の間で、電圧共振、ないしマイクロ波を誘導する。アンテナは
、マグネトロン62からアイソレーター64、そして導波管66へとマイクロ波を導く。アイソ
レーター64は、マグネトロン62への損傷を防ぐために反射電力を吸収し消滅させる。導波
管66は、アイソレーター64からチューナー68へとマイクロ波を導く。
【００１７】
チューナー68は、マグネトロン62を空胴共振器（マイクロ波キャビティ）72のインピーダ
ンスに整合させ、導波管66に位置する3つの同調スタブの垂直位置を調整することによっ
て、反射電力を最小の程度とする。チューナー68は、マニュアル又は自動で調整可能であ
る。自動チューナーがチューナー68で使用される場合は、実際の前進電力(forward power
)を設定点に連続的に整合させるために、フィードバック信号をマグネトロン電源装置に
提供してもよい。オートチューナーコントローラ70は、反射電力を最小にするため、導波
管66内の同調スタブの位置を制御する。また、オートチューナーコントローラ70は、前進
電力及び反射電力の読み出しだけではなく、スタブの位置を表示する。
【００１８】
手動のチューナーを用いる場合、必要に応じて、スタブの位置をマニュアルでセットする
ことができ、反射電力が最小になる。マニュアルのチューナーコントローラよりコストが
かかるが、自動のチューナーコントローラは、クリーニングガス、例えばNF3等でプラズ
マを発火し維持することができる。クリーニングガスだけでは、プラズマを発火し維持す
ることは困難であるため、通常、自動のチューナーコントローラが必要である。マニュア
ルのチューナーでは、別にプラズマ起動ステップが必要であり、この起動のステップでは
、希ガスが遠隔装置の中を流され、プラズマが発火する。一旦希ガスによりプラズマがア
プリケータ内に形成された後、クリーニングガスが導入される。最後に、クリーニングガ
スの流量が、要望された流動状態まで増加され、他方で、要望されたガス流れ又は気体組
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成が得られるまで希ガス流れが低減される。
【００１９】
さて、マイクロ波アプリケータキャビティ72の横断面を示す図2に移れば、ここでは、供
給管路78からのガスがマグネトロン62からのマイクロ波エネルギに曝露される。アプリケ
ータ72は、円筒状の形状の別のクォーツチューブ75内に配置される円筒状の形状のサファ
イヤチューブ76を有する。チューブ75及び76への過熱と損傷を防ぐために、冷却水が、チ
ューブ75と76を切り離す冷却水路77に提供される。チューナー68を出たマイクロ波エネル
ギは、この出たマイクロ波がチューブ75と76に向けられるよう、アプリケータ72に結合さ
れたマイクロ波チャネル71の中を移動する。活性化容量73は、チャネル71とサファイヤチ
ューブ76の横断面の交差部分により形成される。例えば、一具体例においては、活性化容
量73は4.733 x 10-3リットルであり、マイクロ波チャネル71は方形の断面を有し高さ約3.
4インチ、幅約1.7インチであり、他方、チューブ76は1.04のインチの内径を有している。
代表的なマイクロ波電力の設定である1400～3200ワットは、活性化容量73内に295,800W/L
～676,100W/Lの出力密度を発生させる。この出力密度は計測可能であり、システムの特定
のジオメトリー及び利用されるマイクロ波電力によって変化する。方形かつ円筒状である
と説明したが当業者には、チューブ75と76と同様に、他の形状をマイクロ波チャネル71に
使用できることが理解されよう。チューブ76はサファイヤで、75はとクォーツで製造され
ると説明されているが、これらはマイクロ波エネルギへの曝露を維持可能な他の適当な材
料で作られてもよい。さらに、チューブ76は、供給ライン78から提供されるガスに不活性
でなければならない。
【００２０】
ガス供給ライン78を介して供給されるガスまたはガス群は、マイクロ波アプリケータ72内
の水冷されたサファイヤチューブ76に入る。マイクロ波エネルギを受けたガスまたはガス
群はイオン化し、これは処理チャンバ10内でその後クリーニング操作と処理操作において
用いることができる反応種を生成する。例えば、そのようなクリーニングガスはNF3であ
り、これは、基板がチャンバ10の中に存在しないとき、処理チャンバ内部領域24と26のク
リーニングのために反応性の高い弗素を供給するために用いることができる。マイクロ波
パワーレベルは、生成される反応種の量に対する1つの限界である。例えば、約3500Wのマ
イクロ波パワーレベルは、約1700sccmのNF3を完全に解離することが可能である。1700scc
mより大きなガス流動が、不完全なクリーニングガス解離を生じることもある。光プラズ
マ感応素子74は、キャビティ72内のプラズマの存在を検出する。マイクロ波アプリケータ
キャビティ72内に発生する反応性種は、チャンバ供給ライン88を介してチャンバ10に供給
される。
【００２１】
再び図1を参照して、チャンバ供給ライン88内の反応性種は、制御弁90を通過するが、こ
の制御弁90は、オンオフバルブ又は分流加減器バルブシステムの部分であってもよい。バ
ルブ90に分流加減器（ダイバータ）を使用することで、遠隔プラズマジェネレータの継続
操作を可能にする一方、その反応種がチャンバ10に与えられる必要がない。制御弁90を通
過した後、遠隔プラズマジェネレータ60からの反応性種は、チャンバ内部領域24及び26に
入る前に、ガス供給ライン52、リッド20、ガス分配板30、そしてシャワーヘッド32の中を
流れる。
【００２２】
遠隔プラズマジェネレータ60の中で解離されるべきガスは、ガスサプライ86及び84の中に
貯蔵される。バルブ及び制御メカニズム80はガスサプライ86のための、バルブ及び制御メ
カニズム82は、ガスサプライ84のための、それぞれ、電子流量制御ユニットを表す。バル
ブと流れ制御メカニズム80と82の出力設定点は、ユーザーによって決定され、また、生じ
ているガス流動出力は、サプライ配管78を介してマイクロ波アプリケータキャビティ72に
提供される。本発明に従って、ガスサプライ84は、チャンバ10内に形成される堆積物の除
去のための反応種に解離されるクリーニングガスのソースであってもよい。本発明の具体
例がNF3の使用に関して説明されたが、反応性ガス又はクリーニングガスは多種多様なハ
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ロゲンとハロゲン化合物から選択されてもよい。例えば、反応性ガスは、塩素、弗素又は
この化合物（例えばNF3、CF4、SF6、C2F6、CCl4、C2Cl6）であってもよい。反応性のガス
の選択は、取り除こうとする材料に依存する。例えば、本発明の代表的な具体例で述べら
れるように、反応性の弗素はTa2O5の蓄積物を取り除くか、クリーニングするために用い
られてもよい。
【００２３】
また本発明に従えば、ガスサプライ86は、2倍の目的を有する希ガスのソースである。マ
ニュアルのチューナー60を有するこれらマイクロ波ジェネレーター装置60に対して、不活
性ガスを用いて、マイクロ波アプリケータキャビティ72内にプラズマを点火する。第２に
、以下に記す比に従い、不活性ガスを反応性のガスと同時に流し、反応種再結合を防止す
ることにより、チャンバ10に達する反応種の数を増加させる。また、不活性ガスを添加す
ることは、それらの反応種のチャンバ10内の滞在時間を増加させることになる。不活性ガ
スとクリーニングまたは反応性のガスの比を、流量について説明したが、不活性ガスとク
リーニングガスの比は、また、他のあらゆる手段により決定することができ、チャンバ10
に提供される各ガスの相対量を記述することができる。
【００２４】
ガスサプライ78がアプリケータ72に不活性ガスを流すように、図1、5及び7に例示される
が、これに替えて、不活性ガスを供給ライン88で反応種の流れに与えることができること
が理解されよう。アプリケータ72の下流で反応種の流れに不活性ガスを与えることは、ア
プリケータ72内のクリーニングガスの流れに印加される電力の量を増加するという更なる
利点を有するが、これは、クリーニングガスだけがアプリケータ72の中を流れるからであ
る。
【００２５】
図1に例示されるように、遠隔プラズマ生成ソースと共に動作するように修正された処理
チャンバで、本発明を実行することが可能である。図3は、本発明の新しいクリーニング
プロセスを示すブロック線図300を有する。遠隔プラズマクリーニングプロセスが、図3の
ブロック302～308で示される。例示の目的で、本発明の方法を、図1の処理システム5と同
様の処理システムのために実行されるように説明する。従って、以下の記載では、図1に
示される参照番号及び要素が用いられる。
【００２６】
ブロック301の中に示されるように、本発明の第１のステップは、処理チャンバ内に堆積
物を形成する処理操作を行うことである。この例示では、説明される処理操作は、およそ
450℃でタンタル前駆体と酸化剤を混合することにより五酸化タンタルを熱堆積するもの
である。基板は、抵抗加熱基板支持体上に配置され、ヒータコントローラ44が、約450℃
の適切な処理温度に基板を維持するよう、電力ヒータ29を調整する。たとえば、リフト機
構42はチャンバ10内で、シャワーヘッド32に対して400ミルの間隔で基板支持体28を配置
しまたその上にウエハを配置する。図1のガスサプライ46及び48は、酸素または亜酸化窒
素等の酸化ガスとTAT-DMAEまたはTAETO等のタンタル前駆体を有する。N2といった不活性
ガスを、タンタル前駆体のためのキャリヤガスとして用いてもよい。バルブ及びコントロ
ーラ機構50は、タンタルガスと酸化ガスの流量を混合し調整して、これをチャンバ10に運
ぶ。支持体28上に配置される基板の温度は、流入するガス流体から五酸化タンタルを形成
するに十分である。
【００２７】
プロセスによっては、各基板が処理された後にクリーニングを必要とする。別のプロセス
では、連続的な一連のプロセスシーケンスの後の、あるいは指定された膜厚に堆積の後の
、定期的なクリーニングでよい。定期的なクリーニングの1つの例としては、各基板が約1
00オングストローム(A)のTa2O5膜の受け取る場合に、一連の基板が処理されるTa2O5の堆
積である。多数の基板がこのように処理された後、最後の基板がチャンバから取り出され
た後チャンバはクリーニングされる。Ta2O5のための代表的な処理サイクルは、各100オン
グストローム(A)をウエハ500枚ごとに、あるいは、膜の1ミクロン堆積ごとに、一回チャ
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ンバをクリーニングすることである。
【００２８】
チャンバ10等の堆積チャンバは、チャンバ内に配置される基板の上に優先して膜を堆積さ
せるように設計されている。また、堆積は、プロセスガスに反応を起こさせるための十分
な温度では、内部領域24及び26内の他の表面にも生じる。活性化のため又は反応の駆動の
ために熱エネルギー以外の手段を有しないチャンバ10等の抵抗加熱堆積チャンバでは、シ
ャワーヘッド32の下側面、ポンピング板34の上側面及び第１の内部領域24を囲む壁32等が
、抵抗加熱された基板支持体に近接するため、堆積は加熱されたこれらの面上に生じるこ
とが予期される。基板支持体34が処理されている基板より大きいので、堆積はまた、処理
されているウエハによって覆われない基板支持体34の上側表面の外周に生じる。定期的な
クリーニングプロセスサイクルでは、蓄積物は、ウエハの枚数、プロセス及び各ウエハ上
に堆積する膜厚によって変化する。
【００２９】
図4は、ポンピング板34のエッジと、上述の堆積プロセスを実施後スペーシング38により
隔てられる基板支持体28の拡大図である図1の図Aを例示する。通常、図4は、生じうるチ
ャンバに特定の蓄積を代表する。代表的な定期的なクリーニングプロセス（例えばTa2O5
の堆積）では、ウエハが連続して100枚処理され各ウエハが100オングストロームのTa2O5
層を受ける。この処理サイクルは、基板支持体28に最も近いポンピング板34のエッジの露
出領域に、最も大きな蓄積、約200オングストロームを形成する。他のチャンバ部品の蓄
積の厚さは、構成要素の温度と処理ガスへの曝露の度合いによって変化する。
【００３０】
ポンピング板34と基板支持体28によりチャンバ10が内部領域24と26に見かけ上分割される
ことは、内部のチャンバ構成要素の相互関係により特定のチャンバ内部領域が妨害される
ことを例示する。このように、ポンピング板34と基板支持体28の間のスペーシング38が狭
いため、内部領域24及び26が生じる。この狭いスペーシング38は、内部領域24及び26の間
の流体連絡を低下させる領域である。狭いスペーシング38は、処理チャンバ10内に起こる
妨害の代表であり、チャンバ内部の好ましい堆積領域24を越えたところの反応条件は同様
ではない。スペーシング38のような妨害及び制限は、チャンバ10等の抵抗加熱チャンバに
限定されず、他の処理チャンバにも見出される。阻害が、処理領域内に異なる領域を形成
する他の処理装置からの例は、以下を含む：リアクタ内に用いられる石英ボートによって
、水平なフィードチューブリアクタの水平姿勢機構の部分が、チューブリアクタの中に利
用されるクォーツウエハボートが、ボートを動かす装置によってブロックされる管のそれ
らの部分を妨げるような方法で妨げられ;エッチングプロセスに用いられるシャドウリン
グは、反応する物質ガスに露出されない面と逆にそれにさらされる面を有し、そして、エ
ッチングされた材料を蓄積する場合があり;そして基板ハンドリングシステムは、処理チ
ャンバの一部を妨害又は制限することができるリフト機構になってもよい。
【００３１】
このように、図1の特定の具体例の中では、チャンバ10は、第１の内部領域24と第２の内
部領域26に分割される。ポンピング板34とほぼ同じ面にある支持体28を有するスペーシン
グ38の結果、第１の内部領域24の有効チャンバ容量は、およそ0.6402Lである。
【００３２】
図3のフローチャート300及びブロック302に示されるように、基板がチャンバ10内にない
間に、処理チャンバの外に位置する遠隔プラズマジェネレータ内にプラズマを点火する。
先に述べたように、プラズマ開始ガスが、マニュアルのチューナーコントローラを有する
遠隔プラズマシステム60に利用されるだろう。自動のチューナーコントローラを有する遠
隔プラズマシステム60の場合、持続可能なプラズマを、選ばれたクリーニングガスから直
接に点火することができるので、ステップ302は必要でない。プラズマ開始ガスは、VIII
群のガス、例えばHe、Ne、XeやAr、あるいは不活性ガス、例えばN2や、プラズマ起動のた
めに適する他のガスであってもよい。ここで、不活性ガスまたはプラズマ開始ガスは、こ
こで説明した出力レベルでマイクロ波エネルギに曝露されたときに解離するガスのことで
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ある。特定の具体例では、ガスサプライ86はArを有し、そして、バルブ及び制御メカニズ
ム80が、Arの流れを、毎分約600標準立方センチメートル（sccm）で供給ライン76を通し
てマイクロ波アプリケータキャビティ72へ流れるように調整する。
【００３３】
アプリケータキャビティ72の内部では、ガス流体は、水冷式のアプリケータ管を通り抜け
、これは少なくとも100W、好ましくは約1400ワット～3200ワットの間でマグネトロン組立
体62によって発生するマイクロ波エネルギ準位に曝露される。図1のチャンバ10及び上記
のガス流動のために適した代表的なマイクロ波エネルギーレベルは、約1400ワットである
。プラズマを点火するためにArを用いる具体例では、マイクロ波エネルギはサファイヤ管
を通り、Arプラズマがマイクロ波アプリケータキャビティ72内に生成する。プラズマは、
高エネルギまたは内部で高温のArを生成し、これが、遠隔プラズマ供給ライン88、制御弁
90、そしてガス供給ライン52内を流れて、チャンバ10に進入する。プラズマがマイクロ波
アプリケータキャビティ72の中に確立される間、チャンバ10は約2.0のトールに維持され
る。マニュアルのチューナーによるそれらのシステムでは、Ar等の不活性ガスを用いて遠
隔プラズマを点火し、チャンバ10に安定な高エネルギArフローを得るための代表的な時間
は、約10秒以下である。
【００３４】
次に、ブロック303に示されるように、反応種を形成するために、遠隔チャンバ内でガス
を励起する。ガスサプライ84は、Cl2、HCl、ClF3、NF3、SF6、F2やHF等のハロゲン支持ガ
スを有していてもよい。自動のチューナーを有する遠隔装置60の場合、励起されたガスを
プラズマ点火のためにも用いることができるため、ステップ302と303を一緒に実行しても
よい。アプリケータ72内にプラズマを維持しつつ、ガスが供給ライン78の中を通ってマイ
クロ波アプリケータキャビティ72に流入することができるよう、バルブとコントローラ機
構82によって、励起ガスの流量が与えられる。アプリケータキャビティ72の内側では、メ
ガトロン組立体62によって発生させられるマイクロ波エネルギ及び点火されたプラズマに
クリーニングガス流体が露出される、水冷式のサファイヤアプリケータ管を、ガス流体は
、通り抜ける。代表的なマイクロ波エネルギーレベルは、約1400ワットである。NF3がク
リーニングガスとして用いられる具体例では、アプリケータキャビティ72内で解離するこ
とにより、反応性のF、若干のN2、NFとF2の痕跡量を生成する。NF3を用いることは、解離
エネルギが低いことや、各個々のNF3分子からの多数の反応性の弗素化学種が生成するこ
と等、特定の利点を有する。
【００３５】
次に、ブロック304に示されるように、処理チャンバの内部の領域に、不活性ガスと反応
種の混合物が提供される。マイクロ波印可キャビティ72がチャンバ10に対して遠隔に位置
するため、遠隔プラズマシステム60によって発生する反応性の種は、チャンバ供給ライン
88に沿ってある距離を流れてチャンバ10に達する。その結果、チャンバ10へ流れる間、ア
プリケータキャビティ72で解離によって生成される反応種は、衝突して再結合する場合が
ある。チャンバ10内に形成される堆積物を取り除くために反応種を提供する代わりに、再
結合された反応性の低いガスをチャンバ10に提供する。NF3がアプリケータ72内で励起さ
れる具体例では、反応性のFが再結合することがあり、あるいはそれに替えてチャンバ10
にF2とNF2を提供してもよい。このように、チャンバ10の前で反応種が再結合することに
より、チャンバ内部領域24及び26に反応種を提供するための遠隔プラズマジェネレーショ
ンシステム60の効率を低下させる。反応種で不活性ガスを提供することは、チャンバ10へ
向かう分子の衝突が反応種と不活性ガスの間で生じる確率を増加し、そのために反応種再
結合の確率が低減する。
【００３６】
不活性ガスにAr、クリーニングガスにNF3である代表的な具体例では、それぞれの流量は
、NF3が約200sccm、Arが約400sccm Arに調節される。不活性ガスと反応性のガスの間の比
を約2:1に維持することにより、反応性ガスの解離により生成する反応種が再結合する確
率を減らす。また、反応性ガスと不活性ガスの最適な比は、利用される特定の遠隔プラズ
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マジェネレータの特性と用いる反応性ガスのタイプに応じて変えてもよい。反応性のガス
と不活性ガスの比が上記の比2:1の約25%内に維持されたときに、有利な結果が成し遂げら
れた。
【００３７】
次に、ブロック305に示されるように、処理チャンバ内の圧力を調整する。一般に、チャ
ンバ圧力の特徴としては、圧力が高ければ、チャンバ内の反応種の滞在時間が低減される
傾向があるということである。しかし、クリーニングが領域24内で最初に開始する場合、
堆積物の量が最も多くなる。たとえ励起化学種の滞在時間と平均自由行程が小さい場合で
も、励起化学種が堆積物と化学反応しこれを取り除く確率は高い。他方、圧力が低ければ
、平均自由行程と滞在時間が大きくなる傾向があり、そのためチャンバの内部の領域を全
体に反応種を分散することができると考えられる。本発明の特定の具体例では、チャンバ
圧力を約2.0トールとした場合、基板支持体28上又はチャンバの中心部では、チャンバの
壁22又はチャンバの外の部分よりも高いクリーニング速度となる。
【００３８】
次に、ブロック306の中に示されるように、処理チャンバの内部領域で形成される堆積物
を取り除く。チャンバ内面上に形成される堆積物を取り除くこと、ないしチャンバをクリ
ーニングすることは、チャンバ面の堆積膜を反応種と反応させて揮発性の組成物を形成す
ることにより成し遂げられる。例えば、図1のチャンバ10等、五酸化タンタル堆積に用い
られるチャンバでは、反応性の弗素を形成するために先に述べたようにNF3を遠隔で解離
することができる。反応性の弗素は、次いでチャンバ10の内部内に形成された五酸化タン
タルと化学反応し、これを取り除く。図1の中に例示されたチャンバ10を参照すれば、チ
ャンバ10に提供される大部分の反応種は、内部のチャンバ領域24内に形成される堆積物と
化学反応する。基板支持体28とポンピング板34の間のスペーシング38が狭いため、反応性
種の大部分は、内部領域24の有効容積の中に残留する。反応種の中には、基板支持体28と
ポンピング板34の向き合うエッジ及び下面に形成された五酸化タンタル堆積物と相互に作
用するものもある。一般に、取り除かれる堆積物の大部分は、内部領域24内の面上に形成
されたものである。例えば図1のチャンバ10では、シャワーヘッド32の下面とポンピング
板34と基板支持体28の上面の上に形成された堆積物は、反応種と化学反応し、揮発性の組
成物を形成するだろう。
【００３９】
取り除かれるだろう堆積物は、図1の拡大図Aを例示する図4を参照することにより、よく
理解することができる。図4には、ポンピング板34と基板支持体28がスペーシング38によ
って隔てられるチャンバの一部の様子が示される。それらの相対位置とチャンバ設計の理
由で、ポンピング板34と基板支持体28が、直接にお互いに隣接したとき、あるいは図1及
び4に示す堆積位置の中にあるとき、スペーシング38が最小になる。直接にポンピング板3
4に隣接する位置にある基板支持体28に対しては、図1及び図4に示すように、スペーシン
グ38は、0.088～0.112インチのオーダーにある。チャンバ領域24に導入される反応種は、
ポンピング板34と基板支持体28の上面上に形成された堆積物25と容易に接触して反応する
だろう。スペーシング38のため、領域24内に導入した反応性種が領域26に進入することが
、ある程度妨げられる。その結果、取り除かれる大多数の堆積物を有するチャンバ内部領
域24は、クリーニングされる第１の領域となる。第１のクリーニングサイクルの間、大部
分のクリーニングは、第１の領域24内で行われる。
【００４０】
図3のフローチャート300に戻れば、ブロック307に示されるように、揮発性の化合物が処
理チャンバから取り除かれる。反応性の弗素種が五酸化タンタル堆積物と反応して揮発性
の化合物を形成するため、これら化合物はポンプ15を介してチャンバ10の内部領域から排
気される。このプロセスは、処理領域24内に形成された堆積物が取り除かれるまで続く。
上述の2:1の不活性ガス/反応性ガスの比でNF3から生成した反応種についての代表的な除
去速度は、五酸化タンタルでは毎分約1ミクロンである。
【００４１】
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本発明の特定の具体例では、最初の一連のステップ304～307は、小容積の処理領域と高圧
に対して、有利な不活性ガス－クリーニングガス混合物を提供したことを示す。例えば、
この小容積の処理領域とは領域24の容量であってもよく、この高圧とは約2トールであっ
てもよい。当業者には、ブロック304、305、306及び307を続けて図示し説明したのは、本
発明の方法を説明する際の明瞭性のためだけであることが理解されよう。本発明を行う場
合、当業者は、ブロック304、305、306及び307で説明される各ステップを、これとは異な
る順序又はほぼ同時に実行することができるだろう。
【００４２】
次のステップは、ブロック308に示されるように、全ての内部チャンバ領域で形成された
堆積物が取り除かれるまで、ステップ304、305、306及び307を繰り返すことである。この
ステップは、内部チャンバ構成要素の相対位置と、チャンバ圧力と反応種との間の関係に
起因する制限を考慮する。第１の一連のステップ304、305、306及び307では、堆積物は主
に内部チャンバ領域24から取り除かれた。第２の一連のステップ304、305、306と307では
、反応種が提供され堆積物が別の処理領域より、あるいは一連の処理領域より取り除かれ
る。
【００４３】
図5に例示されるチャンバ10の代表的な具体例では、別の内部領域内での遠隔励起化学種
を容易にするため、基板支持体28が別の場所に移された。換言すれば、処理領域24及び26
の間での流体連絡を増大するため、基板支持体28が別の場所に移される。このように、領
域24に進入する反応種は、より容易に領域26にアクセスしそこに形成される堆積物と反応
することが可能である。この代表的な具体例では、内部の領域とは、内部領域24と26のこ
とを指す。支持体28の運動について例示しているが、別のチャンバでは、第１の処理領域
と第２の処理領域の間、あるいは第２の処理領域と次の処理領域の間の流体連絡を増加さ
せるため、別の構成要素の互いに相対的な位置を変更する。
【００４４】
図5に戻れば、この図5は、図1の処理システム5を示し、ここでは、上記のステップ301～3
07が行われる。また、図5のチャンバ10も、追加の処理領域への流体連絡を増加させるた
めの内部構成要素の配置を例示する。図5では、ポンピング板34の下の位置にある抵抗加
熱基板支持体28が、効果的にスペーシング38を増加させ、そして領域24と領域26の間の流
体連絡を増加させる。その結果、領域24に進入した反応性種は、容易に領域26内へと流れ
る。例えば、図1で基板支持体28のスペーシングが約400ミルであるならば、図5ではスペ
ーシングは約550ミルである。図5の処理システム5は、その他の点では図1の処理システム
5と同様に構成される。このように、同様の構成要素は同じ照合番号によって参照される
。
【００４５】
さて図6を参照し、これは図5の拡大図Aであるが、拡大されたスペーシング38と同様に、
処理ステップ301～307の影響をよく理解することができる。図5及び6は、ポンピング板34
の平面の下の下降位置にある基板支持体28を例示する。スペーシング38は、図1及び4の場
合のように、基板支持体28とポンピング板34がほぼ同じ水平面上にある場合を表すスペー
シング38と比較して、かなりより大きい図5及び6の大きくなったスペーシング38により、
遠隔で生成した反応種が下側チャンバ内部領域26に輸送されるようになり、そこに形成さ
れた堆積物が除去できるようになる。このように、基板支持体28が下降位置にあれば、チ
ャンバ10の有効容積は、内部チャンバ領域24及び26の両方のフルボリュームであり、何故
なら、チャンバの各内部領域からチャンバに導入される反応種を制限しないようスペーシ
ング38が十分に大きいからである。また、プロセスの第１の一連のプロセスステップ301
～307の結果として、基板支持体28とポンピング板34の両方の上面からの堆積物25の除去
が、図6に示される。更に、図6が例示するように、基板支持体28とポンピング板34のエッ
ジ及び底面上の堆積物25は、これらの領域が反応種により容易に接近できるため、取り除
くことができる。ステップ308は、第１の一連のステップ304～307によるクリーニングが
不十分であった追加処理領域から、追加の堆積物を取り除くためにステップ304～307を繰
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り返すことが望まれることを示している。
【００４６】
図3のフローチャート300に戻り、そしてブロック308に従えば、次のステップは、全ての
堆積物が取り除かれるか全ての内部の領域が清浄になるまで、他の内部の領域に対してブ
ロック304、305、306及び307を繰り返すことである。処理領域に提供されるガス混合物に
おける不活性ガスと反応種の比を、ステップ304～307の繰り返しの各々の間に変えてもよ
く、あるいは、ある要望された比に維持してもよいことが、理解されよう。例えば、先に
述べたように、不活性ガスとクリーニングガスは、有利な2:1の比を維持してもよい。図5
及び6に示すように、処理チャンバの内部の領域は、ステップ304で参照されるように、内
部領域24及び26を有する、より大きい容量を有している。
【００４７】
次に、ブロック305によれば、チャンバ10内の圧力を調整する。スペーシング38を大きく
する他に、圧力の低減と、生じる滞在時間の増加により、反応種が内部領域26から堆積物
を取り除くのを助けると考えられる。従って、チャンバ10内の圧力は低減され、これによ
り、反応種を内部領域34及び26内に広げる。代表的な圧力は、約900mT、又は、第１のス
テップ305で用いられる圧力のおよそ半分の圧力である。
【００４８】
次は、ブロック306に従って、堆積物を反応種と反応させて揮発性の化合物を形成するこ
とにより堆積物を取り除く。ここで、図6の中に示されるように、反応を起こす堆積物の
大部分は、下側の堆積領域26内で生じうる他の蓄積物だけではなく、基板支持体28とポン
ピング板34の上に残っていたものである。反応種がその領域の中に残っている堆積物と反
応する間、クリーニングは領域24内で継続される。前述の通り、反応種は、処理領域内で
堆積物と反応して、揮発性の化合物を生成する。
【００４９】
本発明の特定の具体例では、第２の一連のステップ304～307は、低い圧力で大きな容量の
処理領域に有利な不活性ガス－クリーニングガス混合物を提供することを表す。たとえば
、不活性ガス－クリーニングガス混合物が、約900mTの圧力で、領域24及び26の容量の和
に提供される。あるいは、第２の一連のステップが、第１の一連のステップでクリーニン
グされたチャンバ容量より大きい容量を有するチャンバ内部領域で第１の一連のステップ
304～307で用いられる圧力の半分の圧力で行われる。
【００５０】
次は、ブロック307に従い、揮発分がチャンバから取り除かれる。例えば、チャンバ10で
、揮発性の化合物は、ポンプ15を介して内部領域24及び26から排気されるだろう。所望の
場合、制御弁90を配置して開け閉めすることにより、反応種と不活性ガスがチャンバ10に
到達することを防止する。反応種と不活性ガスがチャンバ10に進入することをそらすかあ
るいは妨げるかにより、前のクリーニング操作のあらゆる残留ガスを排気できるようにす
る。
次は、ブロック308に従い、ステップ304、305、306及び307を繰り返し行い、他の内部領
域の中に形成された堆積物を取り除く。具体的に考慮されるべき事項は、ステップ304～3
07を繰り返し行い、本発明の方法によりクリーニングされるチャンバの特定の構成に従い
各内部のチャンバ領域に反応種を提供する。基板支持体28とポンピング板34が上側及び下
側の内部領域24及び26をつくるように、他の処理チャンバは、そのチャンバの特定の内部
構成要素によってつくられた領域又は部分を有するだろう。
チャンバ領域24と26が基板支持体28とポンピング板34の間で狭くなることについて説明さ
れるが、これらの制限または阻害は、処理装置の実際上のタイプごとに生じる同様の問題
を単に例示するだけのものである。チャンバ10の場合のようにポンピング板を使用するリ
アクタもあるが、他のリアクタは、分割し、ガス流動を制限し、あるいはチャンバ内部の
内の処理領域の間の流体連絡を低減するプロセス特定の構成要素を有する。例は、相対位
置によって、堆積ガスとクリーニングガスから互いを妨げるウエハハンドリング及びサセ
プタリフト機構を有するタイプ、のRF励起プラズマ堆積チャンバを有する。このタイプの
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チャンバでは、チャンバ内部を効果的にクリーニングするためにハンドラーとリフト機構
を交互に置くことによって処理領域をつくってもよい。別の例は、処理の間のウエハ運動
を排除するためにシャドウリングを使用するエッチングチャンバである。このチャンバで
は、処理領域は、チャンバ内のシャドウリングの相対的な配置によって決定することがで
きる。他の例では、処理領域に基板を動かすために軌道又はコンベヤシステムを利用する
チューブリアクタやその他の処理システムを有する。トラックシステムまたはコンベヤシ
ステムによって妨げられる領域により、このタイプのシステムの処理領域を形成すること
ができる。チャンバタイプ、プロセスタイプチャンバ領域の他の例や、与えられたチャン
バ内の内部構成要素の阻害要因は、当業者に理解され、またこれらは本発明の範囲内にあ
る。
【００５１】
次は、ブロック309に従い、処理操作を再開する前に処理チャンバの内側に材料の層を堆
積する。このステップの1つの目的は、残留クリーニングガス、反応物及び揮発性の化合
物を取り除くことであり、これは、処理チャンバ内に残しておいた場合に、その後堆積す
る膜を阻害する。状況により、不活性ガスでチャンバをパージすることで十分であるが、
プロセスによっては、チャンバ内部面上に膜の層を故意に堆積しておくことにより、改良
された結果をなしとげる。シーズニングを行うステップ、ないしはプロセスチャンバ内に
故意に膜の層を堆積させるステップは、弗素をクリーニング反応物として用いた場合に特
に重要である。残留弗素は、その後処理された基板上に堆積する膜の品質に対して有害な
影響を有することがある。基板の存在なしにチャンバ内で膜の層を形成することにより、
残留ガスが反応して揮発性の化合物を生成し、チャンバから排気される。さらに、チャン
バ内に残っている粒子は、堆積したシーズニング層の中に捉えられる。いずれの場合も、
シーズニングのステップは、未反応ないし残留のクリーニングガスと副生成物を、処理操
作の再開の前にチャンバから確実に取り除けるようにする。タンタル堆積チャンバ等の代
表的な具体例では、約475℃の温度でチャンバへ気化TAT-DMAE及び酸化ガスを流入するこ
とによって五酸化タンタルを基板支持体28の上やチャンバ10の他の内面上に堆積してもよ
い。
Ta2O5のための代表的なシーズニング層は、約2500オングストロームである。
シーズニング層の特定の厚さと組成は、堆積する膜とチャンバとタイプによって変える。
【００５２】
本発明の最終のステップ、すなわちブロック310は、チャンバ10内での処理操作の再開で
ある。この処理操作は、約450℃でタンタル前駆体と酸化剤を混合させることによる五酸
化タンタルの熱堆積である。したがって、基板は抵抗加熱基板支持体28上に配置される。
ヒータコントローラ44は、約450℃の妥当な処理温度に基板を維持するため、電力提供ヒ
ータ29を調整する。例えば、リフト機構42は、シャワーヘッド32に対して、例えば400ミ
ルのスペーシングで、チャンバ10内に基板支持体28及びその上のウエハを配置する。図1
のガスサプライ46及び48は、酸素や亜酸化窒素等の酸化ガスと、TAT-DMAEやTAETO等のタ
ンタル前駆体を有する。バルブ及びコントローラ機構50は、タンタルと酸化しているガス
の流量を混合し調整して、これらをチャンバ10に届ける。支持体28上に配置される基板の
温度は、入って来るガス流体から五酸化タンタルを形成するのに十分である。
【００５３】
本発明の代替法は、また、多数の処理領域（例えばチャンバ10の第１の処理領域24及び第
２の処理領域26）を有するチャンバの１つの処理領域内で行われてもよく、あるいは、図
7のチャンバ100のように１つの処理領域だけを有しているチャンバ内で行われてもよい。
この代替法は、クリーニングガス/不活性ガス比とチャンバ圧力を調整することによって
行われる。図7に戻れば、単一の処理領域を有するチャンバの具体例を、よりよく理解す
ることができる。
【００５４】
図7は、単一の処理領域を有する代表的なチャンバ100を例示する。チャンバ100は、アル
ティマ(Ultima)高密度プラズマ（HDP）化学気相堆積(CVD)チャンバ、または、アルティマ
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 HDP CVD チャンバ（米国カリフォルニア州サンタクララのアプライドマテリアルズ社に
より製造）であってもよい。チャンバ100は、プラズマ生成装置60とガスサプライ46及び4
8に結合される。チャンバ100はチャンバ本体105及びリッド110を有し、これらが一緒に、
圧力と温度が制御された処理領域107を形成する。基板支持体125は、支持上面126を有し
、処理領域107内に配置される。支持体アーム130がチャンバ本体105に結合し、基板支持
体125を支持する。処理領域107内の圧力は、ターボポンプ140と粗引きポンプ150によって
提供される。スロットルバルブ及びゲートバルブ組立体135は、処理領域107をターボポン
プ140と粗引きポンプ150から分離して、処理領域107内の圧力を制御する。プラズマ装置6
0と、図7に示された同様の符号の要素は、図1と5に関して先に述べたように、同じもので
ある。図7の遠隔プラズマ装置60はマニュアルのチューナーコントローラ68であるが、自
動のチューナーコントローラを用いてクリーニングガスを解離してもよい。
【００５５】
ガスサプライ48及び46は、商業品質の半導体膜を堆積するために用いられるあらゆる様々
な処理ガスであってもよい。二酸化ケイ素、窒化ケイ素、弗素ドープのケイ酸塩ガラス（
FSG）その他の低誘電率膜（リンドープのケイ酸塩ガラス（PSG）またはその他のプリメタ
ルの誘電体膜）を堆積させるため、ガスサプライ46、48、そして、バルブ及びコントロー
ラ50は、処理領域107に前駆体材料を提供するための構成を有していてもよい。ガスサプ
ライ48及び46からのガスは、ガスサプライ入口52、次いでチャンバガス入口120の中に流
入する。誘導コイル112は、チャンバ100内に行われる堆積プロセスのために、基板支持体
上面126の上方の領域107部分にＲＦエネルギーを提供する。コイル112によって提供され
るＲＦエネルギーは、堆積プロセスだけのために用いられ、本発明の遠隔クリーニングプ
ロセスの間は用いられない。図7のチャンバ100等の代表的なプラズマ励起堆積リアクタで
は、堆積物は、コイル112によって輪郭を描かれる領域の中に主に形成される傾向がある
だろう。処理領域107内での堆積に対するコイル112の影響は、基板支持体上面126に生じ
る堆積物に最も高く集中し、そして、基板支持体125と支持体アーム130の側に沿って生じ
る。程度は非常に小さいが、チャンバリッド110及びチャンバ本体105の内面上にも堆積物
が形成される。
【００５６】
本発明の代替法は、チャンバの単一の処理領域の中で行うことができることが、図8を参
照することにより、よく理解されるだろう。図8は、本発明の単一処理領域の方法のフロ
ーチャートである。
【００５７】
先ず、図8のフローチャート800のブロック801に示されるように、処理チャンバ内に堆積
物を形成し、チャンバから処理された基板を取り除いた後に、遠隔プラズマ装置の中にプ
ラズマを点火する。マニュアルのチューナーコントローラを用いるため、プラズマはプラ
ズマ開始ガスの使用を通じて、より容易に点火される。プラズマの点火は、約1000sccmの
流量でアプリケータ72内を流れるAr等の不活性ガスを流すことにより実行される。チャン
バ100内の圧力が600mTを超えるまで上昇した後、マグネトロン62がアプリケータ72内のAr
ガス流れにマイクロ波エネルギを向ける。いったんプラズマが点火され、そして、クリー
ニングガスの流量を増加させつつ、プラズマ開始ガスの流量を減らすことにより、クリー
ニングガスが導入される。ArとNF3を用いる代表的な具体例では、Arを約1000sccmで流し
、約3200Wでマイクロ波エネルギを生成するマグネトロン62によりプラズマを点火する。
次いで、NF3を約100sccmでアプリケータ72に導入する。少しの後、不活性ガスの流量を低
減しつつ、クリーニングガスの流量を増加させる。その結果、アプリケータ内を流れプラ
ズマに解離しているクリーニングガスで、アプリケータ72内に支持されたプラズマを提供
するクリーニングガスのみ、あるいはNF3のみが要望される特定の例では、安定なプラズ
マがNF3の流れで形成された後、Ar流量を止めてもよい。マニュアルで調整されたシステ
ムでは典型的には、Arはプラズマの点火のために約1000sccmで導入される。NF3が導入さ
れ、次いで、Ar流れが、要望されたAr/NF3比によって調整される。ここにプラズマが点火
され、そして、アプリケータ72の中に導入され解離されるクリーニングガスのみで支持さ
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れ。上記のプロセスが、マニュアルチューン遠隔プラズマシステムでプラズマを点火する
ことを例示していると理解されよう。また、自動で調整する遠隔プラズマシステムを用い
て、アプリケータ72内にプラズマを点火するために不活性ガス又は他のプラズマ開始ガス
を最初に用いずに、直接クリーニングガスを励起ないし解離することができる。
【００５８】
次は、ブロック802に示されるように、クリーニングガスを希釈すべきかどうか決定する
ことである。ここでクリーニングガスの希釈とは、クリーニングガス又は反応種生成ガス
の流れに不活性ガスを加えることをいう。ステップ802で指示するように、クリーニング
ガスは、不活性ガスと協働で又は単独で提供されることができる。クリーニングガスの希
釈が要望される場合、次のステップはブロック811に示される。クリーニングガス希釈が
要望されない場合は、次のステップはブロック803に示される。
【００５９】
クリーニングガスの希釈が要望されない場合、クリーニングガス流量を調整するブロック
803まで進む。このステップでは、プラズマ点火の間、クリーニングガス流量を、利用さ
れる流量から要望されたクリーニングステップの流量へと調節する。クリーニングガス流
量は、例えば、消費されるクリーニングガスの費用、マグネトロン62の電力容量やチャン
バからクリーニングされる膜堆積物のタイプによって、変えることができる。マグネトロ
ン62のパワー出力により、クリーニングガス流量を、完全又はほぼ完全に解離できるよう
に制限できることを覚えているべきである。例えば、遠隔プラズマ装置60の定格3500Wの
マグネトロン62では、1700sccmの NF3ガス流れの約99%を解離できると考えられる。マグ
ネトロン電力を3500W一定とする場合、ガス流れが1700sccmを超えれば、解離のパーセン
テージが低減することになる。所与のクリーニングガス流量に対し、マグネトロン電力出
力レベルを低くすれば、解離のパーセンテージが低くなる。例えば、300sccmのNF3流量と
500Wのマグネトロン電力では、解離は約95%しかできないが、1500sccmのNF3流量と3200W
のマグネトロン電力では、99%以上の高い解離を生成する。クリーニングガス流量を要望
された速度に調整した後に、ブロック804まで進む。
【００６０】
クリーニングガスを希釈することが望ましい場合には、クリーニングガスと不活性ガスの
混合物が遠隔プラズマアプリケータに提供される。アプリケータ72の中にクリーニングガ
スだけを流し、不活性ガスをアプリケータ72の下流に導入することにより、クリーニング
ガス希釈を行うことができる。この場合、クリーニングガス流量に調整を提供するブロッ
ク811に示されるように進む。ブロック803に関して述べたように、クリーニングガスを要
望された速度に調整することができる。クリーニングガス流量を調整した後、クリーニン
グガス希釈の次のステップは、要望された速度に不活性ガス流量を調整することである。
ブロック811及び812でのクリーニングガスと不活性ガスの調整は、図7のバルブ及びコン
トローラ80と82によって行われる。当業者には、不活性ガスの流れがクリーニングガスの
流れの前に変更されるように、あるいは、これらガス流れをほとんど同時に調整できるよ
う、この調整のシーケンスを逆にすることができることが理解される。マグネトロン62が
3200Wのマイクロ波エネルギをアプリケータ72に届ける本発明の例示的な具体例では、ク
リーニングガスは、NF3でありそして、不活性ガスはArであり、本発明に従うクリーニン
グガス希釈のための代表的な流量は、NF3/Ar流量比が1:1又は好ましくは2:1である。本発
明の特定の具体例では、Arガス流量は750sccm、NF3流量は1500sccmであり、アプリケータ
72に向けられるマイクロ波エネルギは4500Wである。
【００６１】
ブロック803に従ってクリーニングガス流量を調整した後、またはブロック811及び812に
従ってクリーニングガスと不活性ガスの流れを調整した後、ブロック804に示されるよう
に、次のステップは、処理チャンバに反応種を提供することである。クリーニングガス希
釈を用いるかどうかに関係なく、クリーニングガスはアプリケータ72の中を通過しマグネ
トロン62により発生したマイクロ波エネルギに曝露されれば、クリーニングガスは解離す
る。十分なマイクロ波エネルギが提供される限り、アプリケータ72に提供されるクリーニ
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ングガスは解離され反応種が形成される。例えば、NF3がクリーニングガスに用いられる
場合は、アプリケータ72内で起こる解離は、反応性のF、若干のN2と、NF及びF2の痕跡量
を生成する。図7のチャンバ100の例示的な具体例を再び参照すれば、アプリケータ72を出
た反応種は、供給ライン88の中を通り、分流器90を通過し、そして、チャンバ供給ライン
52の中に入る。反応種は、チャンバ供給ライン52から、チャンバガス入口120を介して処
理領域107に提供される。
【００６２】
図8に再び戻り、次のステップは、ブロック805に示されるように、チャンバ圧力を調整す
ることである。処理領域107内の圧力をモニターする1つの方法は、キャパシタンスマノメ
ータを用いることである。処理領域107内に要望された圧力は、スロットルバルブ/ゲート
バルブ組立体135の位置を調整することによって得られ、処理領域107とポンプ140及び150
の間のコンダクタンスを増加又は低減する。1T～4Tの範囲の圧力、好ましくは約1.8T～3T
の範囲の圧力で、有利な結果が得られる。
【００６３】
次は、ブロック806に示されるように、反応種をチャンバ堆積物と反応させこれを取り除
くことである。処理領域107に進入する反応種は、処理領域107の中に形成される堆積物と
結合して、揮発性の化合物を形成し、これがチャンバから排気される。図7のチャンバ100
等の代表的なプラズマ励起堆積リアクタでは、コイル112によって輪郭を描かれる領域の
中に、主に堆積物が形成される傾向があるだろう。処理領域107内に行われる堆積プロセ
スのコイル112の影響の結果、堆積物基板支持体上面126上に最も集中し、基板支持体125
及び支持アーム130の側に沿って生じると考えられる。また、チャンバリッド110とチャン
バ本体105の内面の上に、堆積物が形成される。処理領域107に進入する反応種は、堆積物
と反応して、揮発性の化合物を形成し、処理領域107から排気される。
【００６４】
次は、ブロック807に示されるように、ガス流動を修正するかどうかの決定である。
【００６５】
別の不活性ガス又はクリーニングガスの流れが要望される場合には、ブロック802に戻る
。ブロック802では、希釈を用いるケースの場合のように、クリーニングガス希釈を続け
るかどうか決定し、または、希釈されないクリーニングガスを用いたケースの場合のよう
に実行するだろう。クリーニングガス希釈以外の場合にブロック803に従ってなされる調
整に基づき、又は、クリーニングガス希釈の場合にブロック811及び812に従ってなされる
調整に基づき、この調整された流量で処理チャンバ（ブロック804）に、反応種を提供す
る。修正されたガス流動は前述の通り使用され、また、チャンバ圧力は、ブロック805で
調整することができる。次に、ブロック806に従って反応種が堆積物と反応しこれを取り
除くことができる。もう一度、そして、必要な回数だけ、ブロック807の決定を行って、
ブロック802に戻り、そして、異なるガス流動とチャンバ圧力に対して上記のステップを
繰り返す。
【００６６】
ブロック802～ブロック807の繰返しの数が完了した後、あるいはガス流量調整が要望され
ない場合、ブロック808である次のブロックまで進む。
【００６７】
次のステップは、ブロック808に示されるように、チャンバ圧力が修正されるかどうかに
ついて決定することである。このステップは、チャンバ100内に異なる圧力を与えつつ、
同じガス流動がチャンバに提供されるの可能にする。例えば、ブロック807でガス流動を
修正しないと決定し、続いて、ブロック808でチャンバ圧力を修正すると決定することに
より、以前に決定した反応種の組成となり、あるいは、異なる圧力状態の下で処理領域10
7に与えられる反応種/不活性ガス混合物となる。例えば、様々な異なるガス流動組合わせ
を提供しつつ、チャンバを定圧で維持できる（例えば、ブロック805で圧力調整がなされ
ないが、他方でブロック807ではガス流動を調整することを選択する場合）。あるいは、
ブロック807でガス流動修正を選択しないがブロック808でチャンバ圧力修正を選択したケ
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ースのように、一定のガス流量を維持しつつ、様々な圧力をチャンバ100に用いることが
できる。また、多数の圧力と多数のガス流動組合わせを用いるクリーニング方法が予想さ
れる。上述の通り、圧力が高ければ一般に、ガスの平均自由行程が短くなり、圧力が低け
れば一般に、ガスの平均自由行程が長くなる。例えば、堆積物が最も多くまた反応種と堆
積物の間の反応が生じうる場合に、初期のクリーニングステップに高い圧力を用いてもよ
い。クリーニングが進行し、堆積物が減少すれば、滞在時間を増やすため、より低い圧力
を用いることができるので、滞在時間が長い反応種と残留堆積物の間の反応の可能性が高
められる。また、本発明の方法で考慮すべきは、クリーニングガスの希釈と低いチャンバ
圧力を有利に用いて、滞在時間を増やして反応種の再結合を低減することにより、チャン
バクリーニングプロセスを改良することである。
【００６８】
ブロック807～808に応じて提供された、望ましいガス流動と圧力の組合わせを行った後、
次のステップは、ブロック809に示されるように、チャンバのシーズニングである。タン
タル堆積チャンバに関して上記で説明したように、これらステップを行い、処理領域から
残留クリーニングガス、反応種、そして、上述のクリーニングプロセスで生成する他の揮
発性の化合物取り除いた場合に、多くの堆積プロセスの質と信頼性は改良される。次の処
理操作で窒化ケイ素の堆積が含まれる場合には、約1000オングストロームの窒化ケイ素の
層が処理領域107内に堆積される。二酸化ケイ素、弗素ドープのケイ酸塩ガラス（FSG）ま
たは他の低誘電率膜（すなわち4.0未満の誘電率を有する膜）、リンドープのケイ酸塩ガ
ラス（PSG）または他のプリメタルの誘電体膜の場合は、約1000オングストロームの二酸
化ケイ素の層が処理領域107内に堆積する。
【００６９】
フローチャート800のブロック810は、チャンバ処理を再開することになる本発明の最後の
ステップを示す。処理の要求により、所望の場合に、ブロック800のクリーニングプロセ
スを繰り返してもよい。代表的な半導体製造プロセスのための代表的なクリーニングサイ
クルは、3～5枚の基板が処理された後、あるいは、チャンバ100内で処理された基板の上
に約3μｍの膜が堆積した後、チャンバをクリーニングすることを有する。
【００７０】
図8に関する上の記載は、本発明のより完全な理解を続けて提供するためのブロック線図8
00のステップを示す。当業者は、ステップの多くが同時に又はほぼ同時に行われてもよい
ことを理解するだろう。フローチャート800の中のその他の小さな逸脱も、本発明の範囲
内である。例えば、クリーニングガス希釈を要望する場合に、クリーニングガスの流れを
調整する前に不活性ガス流れを調整するように、ステップ811と812を逆に実行することが
できる。さらに、チャンバ圧力は、クリーニングガス希釈（ブロック802、811、812及び8
07）を用いるべきかどうかの決定の前に、調整されてもよい（ブロック805及び808）。
【００７１】
フローチャート800に示される本発明の方法は、以下の代表的な例を考慮することによっ
て、よりよく理解されることができる。本発明の具体例の中に、処理チャンバは、一定の
圧力に維持される一方、クリーニングガスは、本発明に従い、単独で、そしてその後不活
性ガスと協働で、提供される。チャンバは、低誘電率（すなわち誘電率4.0未満）の堆積
を含む処理操作のために用いることができるものである。このような膜は、弗素ドープの
ケイ酸塩ガラス（FSG）である。処理チャンバ内に堆積物を形成する処理操作を行い、処
理される最後のウエハを取り出した後に、3200Wのプラズマを遠隔プラズマ装置の中に点
火することができる。マニュアル調整のマイクロ波発振器が使用される場合は、アルゴン
等の不活性ガスを、プラズマ点火のために用いることができる。点火の後、遠隔プラズマ
装置にクリーニングガスが提供され、反応種を発生する。この例では、NF3が用いられ、
そして、クリーニングガス希釈（ブロック802）は、プロセスのこの部分では用いられな
い。次に、ブロック803に従い、クリーニングガス流量が、要望された流量に調整される
。この例では、NF3は約1500sccmで提供される。NF3が解離し、処理チャンバに反応種を提
供する（ブロック804）ので、チャンバ圧力は、約3トールの定圧に維持される（ブロック
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805）。解離されたクリーニングガスによって提供される反応種は、チャンバ内に形成さ
れる堆積物と反応し、揮発性の化合物を形成し、これはチャンバから排気される（ブロッ
ク806）。この例では、反応種は、反応性の弗素であり、約1.2オングストローム／分～0.
9オングストローム／分で、FSG堆積物を取り除く。3μｍの堆積材料が蓄積された後、チ
ャンバがクリーニングされるプロセスでは、このステップは75～100秒継続される。
【００７２】
この例での次のステップは、ブロック807に応じてのガス流れを修正し、ブロック802に応
じてクリーニングガス希釈を用いることである。ブロック811と812に応じて、クリーニン
グガスと不活性ガスの流れは、完全又はほぼ完全な解離がアプリケータ72内で生じるよう
なレベルで調整され維持される。この例では、クリーニングガスはNF3、不活性ガスはア
ルゴンで、これらの比は1:1で与えられ、ここでは、Arを750sccmに調整しつつ、NF3を750
sccmに調整できる。あるいは、クリーニングガスと不活性ガスの比を2:1にすることによ
って有利な結果を得ることもできる。再び、実施例としてNF3とArを用い、Arを500sccm 
提供しつつ、NF3を1000sccm 提供するように調整する。比が1:1の実施例と2:1の実施例の
両方において、クリーニングガスがNF3又は同様の解離エネルギが必要なその他のガスで
ある場合、アプリケータ72の中の全流量は、1500sccmであり、その場合、マグネトロン62
からの出力が3500Wで使用される場合は、クリーニングガスは、完全又はほぼ完全に（即
ち約99%）解離すると考えられる。
【００７３】
クリーニングガス（この例ではNF3）が処理チャンバ内で解離して、反応種を提供する場
合（ブロック804）は、チャンバ圧力は、約3トールの一定の圧力に維持される（ブロック
805）。解離されたクリーニングガスによって提供される反応種は、チャンバ内に形成さ
れた堆積物と反応して揮発性の化合物を形成し、これはチャンバから排気される（ブロッ
ク806）。
【００７４】
次に、ブロック806に従って行われた堆積物の除去が完了した後、クリーニングガスと不
活性ガスの流れをブロック807と802によって修正し、クリーニングガスと不活性ガスの別
の組合わせを提供し、あるいは、単独でクリーニングガスを提供する。この特定の例に従
えば、ブロック807と808に従ったガス流動とチャンバ圧力の修正は要望されない。これに
替えて、ブロック809に従って、処理操作を再開する前に膜の層を堆積するより、チャン
バのシーズニングが行われる。例えば、FSGを堆積するために用いられる処理装置で、約1
000オングストロームのSiO2の層を堆積してもよい。この特定の例では、ブロック810に従
う次のステップは、処理チャンバでFSG堆積操作を再開することである。
【００７５】
本発明の特定の別の具体例では、クリーニング方法は、少なくとも2つの異なる圧力を使
用し、クリーニングガスは単独で用い、また、クリーニングガスは不活性ガスによって希
釈される。当初、堆積物の量が最も多いときは、高い圧力を用い、その後堆積物の量が減
りチャンバ内に分散すれば、低圧のクリーニングへと続く。チャンバは、プリメタルの誘
電体の堆積等の処理操作のために用いることができる。このような膜には、リンドープの
シリコンガラス（PSG）がある。処理チャンバ内に堆積物を形成する処理操作を行い、処
理される最後のウエハを取り出した後に、3200Wのプラズマを遠隔プラズマ装置の中に点
火する。先に述べたように、マニュアルで調整されるマイクロ波発振器を使用する場合は
、アルゴン等の不活性ガスを用いてプラズマを点火する。点火の後、反応種を発生させる
ためにクリーニングガスが遠隔プラズマ装置に提供される。この例では、NF3を用い、ク
リーニングガスの希釈は、プロセスのこの部分では使用されない（ブロック802）。次に
、ブロック803に従い、クリーニングのガス流量が、要望された流量に調整される。この
例では、NF3は約1500sccmで提供される。NF3が処理チャンバ内で解離して反応種を与える
場合（ブロック804）、チャンバ圧力は約3トールの一定の圧力で維持される（ブロック80
5）。解離されたクリーニングガスによって提供される反応種は、チャンバ内に形成され
た堆積物と反応して揮発性の化合物を生成し、これはチャンバから排気される（ブロック
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806）。
【００７６】
本発明のこの代表的な遠隔クリーニングプロセスの次のステップは、ブロック807に従っ
てガス流れを修正し、ブロック802に従ってクリーニングガス希釈を用いることである。
ブロック811と812に応じて、クリーニングガス流れと不活性ガス流れが調整される。この
例では、クリーニングガスがNF3、不活性ガスがアルゴンであり、NF3が750sccm、Arが750
sccmであるので、ガスは1:1の比で提供される。あるいは、クリーニングガスと不活性ガ
スの比を2:1で提供することによってより良いクリーニング均一性を得ることができ、こ
れは、NF3を1000sccm とArを500sccm、好ましくは NF3を1500sccm とArを750sccmで与え
るようガス流れを調整する場合がある。前の例の場合のように、クリーニングガスが完全
又はほぼ完全に解離されるレベルで、アプリケータ72の中の全流れとマイクロ波電力が維
持される。
【００７７】
クリーニングガスと不活性ガスの混合物が処理チャンバ内で解離し反応種を提供すれば（
ブロック804）、チャンバ圧力は約1.8トールの圧力に低減される（ブロック805）。反応
種は、圧力が低ければ滞在時間が長くなるので、チャンバから排気される揮発性の化合物
を形成するためにチャンバ内に形成される残留堆積物と反応する確率を上げる（ブロック
806）。
【００７８】
ブロック806に従って行われる堆積物の除去が終了した後、処理操作を再開する前にブロ
ック809に従って膜の層を堆積することによって、チャンバはシーズニングされる。例え
ば、基板が領域107内に存在しない間、PSGの堆積のために用いられる処理装置の中で、約
1000オングストロームのSiO2の層を処理領域107内で堆積してもよい。次に、ブロック810
に従い、処理チャンバ内で基板上へのPSG膜の堆積を再開する。
【００７９】
上記の特定の具体例に加えて、ブロック線図800のステップ群を連続反復する際、様々な
ガス流量とチャンバ圧力を使用し、あるいは修正してもよいことが予想される。また、ブ
ロック線図800の方法をブロック線図300の方法で使用してもよいことが予想される。この
ような組み合わせの方法を例示する1つの結果は、ブロック線図800のガス混合とチャンバ
圧力調整を、処理リアクタ10内に形成される多数の内部の領域に使用する場合である。
【００８０】
さて図9、10と11を参照すれば、図3に示される本発明の方法によって実現される有利なク
リーニング速度とクリーニング均一性がよく理解できる。図9、10と11に例示される結果
は、数枚の200mmウエハ上に堆積したSiO2膜の初めの厚さと均一性を測定し、次いで、こ
れらのウエハをチャンバ10内の異なるプロセス条件に曝露し、クリーニング速度と均一性
について異なるプロセス条件の影響を決定することにより得られたものである。特定のク
リーニングプロセス環境への曝露の後、膜厚及び均一性を再び測定し、最初の厚さ及び均
一性と比較した。各グラフは、異なる変量を表しており、例えば、図9では様々なAr流量
、図10では様々なNF3流量、と図11では様々なチャンバ圧力を表す。
【００８１】
図9は、チャンバ圧力とNF3流れを一定にしつつ、アルゴン流量を上げた場合のクリーニン
グ速度と均一性に対する影響を表す。2トールのチャンバ圧力と200sccmのNF3流量を維持
しつつ、Ar流れを0から1000sccmに変えた。400sccmの流量では、約7500オングストローム
／分という最も高いクリーニング速度と約11%の最も低い均一性が与えられた。Ar流量が4
00sccm以上に増加し、あるいは、NF3流れがAr流れの増加に伴い希釈されれば、均一性は3
5%にまで増加したが、クリーニング速度は約4100～5800オングストローム／分に低下した
。Ar流れが400sccm以下に下がれば、クリーニング速度は6000オングストローム／分～750
0オングストローム／分に低下したが、クリーニング均一性は12%～25%に増加した。
【００８２】
図10は、クリーニング速度及び均一性に対するNF3流れの増加の影響を表す。チャンバ圧
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力を2トル、Ar流量を400sccmに維持しつつ、NF3流量を0sccmから400sccmまで上げた。NF3
が200sccmでは、クリーニング速度は約7500オングストローム／分、クリーニング均一性
は約10%であった。200sccmより高くなるようNF3流れを上げれば、クリーニング速度は約6
000オングストローム／分に下がり、クリーニング均一性は約15%に上がった。200sccmよ
り低くNF3流量を下げれば、クリーニング速度は約3000オングストローム／分まで下がっ
たが、クリーニング均一性は20%～30%まで上がった。
【００８３】
図11は、一定のArとNF3流量に対して、クリーニング速度とクリーン均一性に対するチャ
ンバ圧力の影響を表す。チャンバ圧力が2トールに対して、クリーン均一性は約10%であっ
たが、クリーニング速度は約7500オングストローム／分であった。圧力が2トールより低
くなれば、クリーニング均一性は緩やかに上昇するが、クリーニング速度は約3000オング
ストローム／分に下がった。圧力が2トールより高くなれば、均一性は20%を超えるが、ク
リーニング速度は約3000オングストローム／分にしかならない。クリーニング速度が高け
れば、より高速のクリーンであることを示し、また、低いクリーニング均一性の値が低け
れば、クリーニングラジカルがチャンバ内部全体に均一に適用されるので、チャンバ構成
要素がオーバーエッチ及び損傷を与えられる可能性が低減されることを示す。このように
、図9、10及び11で得られまた例示される結果を検討すれば、アプリケータ72の中で励起
され2:1の比でチャンバに提供されるAr/NF3混合物の圧力を2トールとして本発明の方法を
チャンバ10に用いれば、あるいは Arが200sccm、NF3が400sccm、マイクロ波電力が1400ワ
ットの特定の具体例を用いれば、最高のクリーニング速度と最小の均一性を有する有利な
クリーニングが実現される。
【００８４】
図12は、図7のチャンバ100と同様のチャンバ内で行われる試験で得られた代替結果を表す
。この試験では、二酸化ケイ素膜が300mmのウエハの上に堆積され、初期の膜の厚さと均
一性が測定された。ウエハは、次いでチャンバ100内に置かれ、図8の中に示されるクリー
ニング方法と同様のクリーニングプロセス条件に曝露された。クリーニングプロセスを行
った後に、ウエハをチャンバから取り出し、膜の厚さと均一性を再び測定した。これらの
クリーニング後の測定が、図12に例示される。図8の方法を、1：2 のAr/NF3比で、チャン
バ100内で行ったが、この具体例では、4500ワットのマイクロ波電力と3トールのチャンバ
圧力で、750sccmのAr流れと1500sccm のNF3流れを用いた。図8の方法のこの特定の具体例
では、4.34%のクリーニング均一性と、2000オングストローム／分のクリーニング速度が
実現された。
【００８５】
発明の特定の具体例を示してきたが、更なる修正と改善を行うことは、当業者には可能で
あろう。従って、本発明は特定の形に限定されず、また特許請求の範囲は、本発明の本質
及びその範囲から逸脱せずにその全ての修正をカバーするものであることが理解されるこ
とが要望される。
【図面の簡単な説明】
【図１】図1は、本発明の処理システムの概略的な横断面図である。
【図２】図2は、遠隔プラズマアプリケータキャビティの断面図である。
【図３】図3は、本発明の方法を例示するブロック線図である。
【図４】図4は、図1の拡大図Aである。
【図５】図5は、本発明の処理システムの概略的な横断面図である。
【図６】図6は、図4の拡大図Aである。
【図７】図7は、本発明の単一容量の処理チャンバ及び遠隔プラズマ装置の概略的横断面
図である。
【図８】図8は、本発明の方法を例示するブロック線図である。
【図９】図9は、クリーニング速度とクリーニング均一性に対するアルゴンフローの影響
を例示するグラフである。
【図１０】図10は、クリーニング速度とクリーニング均一性に対するNF3フローの影響を
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例示するグラフである。
【図１１】図11は、クリーニング速度と均一性に対するチャンバ圧力の影響を例示するグ
ラフである。
【図１２】図12は、本発明に従ったクリーニング方法を受けた300mmウエハの厚さマップ
である。
【符号の説明】
５…処理システム、１０…処理チャンバ、２０…リッド、２２…本体、２８…抵抗加熱基
板支持体、２９…抵抗ヒータ、３２…シャワーヘッド、４１…支持体シャフト、４２…リ
フトメカニズム、４４…ヒータ制御装置、６０…プラズマジェネレータ。

【図１】 【図２】
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