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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を処理する空間を形成する反応室と、
　前記反応室に接続され、第１のガスを前記反応室に供給する第１のガス供給配管、第２
ガスを前記反応室に供給する第２のガス供給配管及び、前記反応室内を排気するガス排気
配管とを有し、少なくとも前記第１のガスと前記第２のガスを交互に前記反応室内に供給
し、前記基板上に所望の膜を生成する基板処理装置であって、
　前記第１のガス供給配管の途中に、前記反応室に供給するガスを溜めるガス溜め部と、
そのガス溜め部をバイパスするバイパスラインとを並設し、
　前記第１のガスを供給する場合は、前記ガス溜め部か前記バイパスラインのどちらか一
方を使用して前記第１のガスを前記反応室に供給させる制御部を設けたことを特徴とする
基板処理装置。
【請求項２】
　前記第１のガスはプラズマにより励起しない状態で前記反応室に供給され、前記第２の
ガスはプラズマ励起された状態で前記反応室に供給されることを特徴とする請求項１記載
の基板処理装置。
【請求項３】
　前記第１のガスを前記ガス溜め部を使用して供給する場合、前記第２のガスを前記反応
室に供給している間に、前記第１のガスを前記ガス溜め部に溜めるように前記第１のガス
を供給する供給配管及び前記第２ガスを供給する供給配管に設けた各バルブを制御するこ



(2) JP 4204840 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

とを特徴とする請求項１記載の基板処理装置。
【請求項４】
　前記第１のガスを前記反応室に供給している時の反応室内圧力は、前記第２のガスを前
記反応室内に供給している時の反応室内圧力よりも高く設定することを特徴とする請求項
１記載の基板処理装置。
【請求項５】
　前記第１のガスを前記反応室内に供給開始した時点から次の前記第１のガスを供給開始
した時点までの間を１サイクルとし、６０サイクル以上の時は前記ガス溜め部を使用し、
６０サイクル未満の時は前記バイパスラインを使用して、前記第１のガスを供給すること
を特徴とする請求項１記載の基板処理装置。
【請求項６】
　前記第１のガスを前記反応室内に供給開始した時点から次の前記第１のガスを供給開始
した時点までの間を１サイクルとし、該サイクルを複数回繰り返し、更に前記基板を回転
させながら前記基板に膜を生成する装置であって、該１サイクルの時間と、前記基板が一
周する時間とを異ならせることを特徴とする請求項１記載の基板処理装置。
【請求項７】
　厚膜を成膜する場合は前記ガス溜め部を使用し、薄膜を成膜する場合は前記バイパスラ
インを使用して、ガスを供給することを特徴とする請求項１記載の基板処理装置。
【請求項８】
　前記厚膜は１０００Å以上で、前記薄膜は１００Å以下の膜厚であることを特徴とする
請求項７記載の基板処理装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は基板処理装置に係り、特に成膜に寄与するガスを供給するガス供給構造を改善し
たものに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
基板へのプロセス処理例としてＡＬＤ（Atomic Layer Deposition)法を用いた成膜処理を
行う基板処理装置が知られている。この基板処理装置は、ある成膜条件（温度、時間等）
の下で、成膜に用いる２種（又はそれ以上）の原料ガスを１種類ずつ交互に反応室内の基
板上に供給して、その基板上に１原子層単位で吸着させ、表面反応のみを利用して成膜を
行うものである。この場合、原料ガスのガス供給量はガス供給配管に設けたマスフローコ
ントローラ（ＭＦＣ）による流量制御によって行なっている。
【０００３】
気相反応物の交互表面反応に基板を曝すことによって基板上に膜を成長させる場合、各原
料ガスの基板表面への吸着が速いほど成膜にかかる時間が少なくて済み、生産性が向上す
る。一般的に吸着量は圧力×時間に比例している。圧力×時間に当たる量をＬとすると、
圧力が高ければ時間が短くても、Ｌが等しければ同じ量、吸着させることが可能である。
すなわち、反応室内の圧力を急速に上げれば、原料ガスを短時間で吸着させることが可能
ということになる。
そこで、反応室内の圧力を上げるには原料を急速に供給することが必要となる。通常原料
ガスの供給は、ＭＦＣを使用するが、ＭＦＣの最大流量の制限から供給速度が制限されて
しまう。
【０００４】
このため、ＭＦＣの下流側のガス供給配管に原料ガスを溜めるガス溜め部を設けることが
提案されている。
図６はガス供給配管にガス溜め部を取り付けた例を示す図である。
図６に示すように、ガス溜め部１０の前後のガス供給配管５１に開閉用の第1、第２バル
ブ１、２をそれぞれ設け、原料ガスの供給の際には、ＭＦＣ２７とガス溜め部１０との間
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にある第１バルブ１を開けて原料ガスを一旦ガス溜め部１０に溜めてから、ガス溜め部１
０と反応室である反応管６との間にある第２バルブ２を開けるという動作を実施する。す
るとガス溜め部１０と反応管６との間には配管５１と開いた第２バルブ２しかなく、ＭＦ
Ｃ２７を通す従来の供給法ではさらにＭＦＣ２７と長い配管５１があることからそれに比
べて、経路のコンダクタンスが大きくなり、供給速度が大きくなる。式を用いて説明する
と、供給速度、コンダクタンス、圧力の関係式Ｑ＝Ｃ×（Ｐ１－Ｐ２）である。ここでＱ
は供給速度（Ｐａ・ｍ３／ｓｅｃ）、Ｃはコンダクタンス（ｍ３／ｓｅｃ）、Ｐ１、Ｐ２
は配管前後の圧力（Ｐａ）を示す。
【０００５】
よって、経路のコンダクタンスが大きくなれば、供給速度も大きくなり、原料ガスを短時
間で吸着させることが可能となる。つまり、ガス供給配管に原料ガスを溜めるガス溜め部
を設けることにより、反応室内に供給する原料ガスの供給速度を速くすることができるの
で、原料ガスを短時間で吸着させることが可能となり、成膜時間を短くすることができる
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ＡＬＤ法を用いた基板処理装置は、複数種類例えば２種類の反応性ガスを１種
類ずつ交互に基板上に供給して１原子層単位で吸着させ、表面反応を利用して成膜を行う
ものであり、この工程を１サイクルとする。膜厚制御は、反応性ガス供給のサイクル数で
制御する。例えば、成膜速度が１Å／サイクルとすると、５００Åの膜を形成する場合、
処理を５００サイクル行う。つまり、１サイクルで極薄膜を形成し、これを所定サイクル
行うことにより、所望の厚さの膜を得ている。
【０００７】
原料ガスを一旦ガス溜め部に溜め、ガス溜め部から速い供給速度で基板上へと供給する、
例えば１つの原料ガスの供給口から基板上にその径方向に沿って供給すると、原料ガスの
供給口に近い基板の膜厚が厚くなる、つまり局所的に膜が厚くなる部分ができ、周囲の１
箇所だけ凸状になる恐れがある。次のサイクルでは、ガス溜め部を使用してガス溜め部か
ら速い供給速度で基板上へと供給すると、局所的に膜が厚くなった部分（凸状部）以外の
部分に膜が成膜される。このため、サイクル数が例えば５００であると、局所的に厚くな
る部分が分散して、膜厚が均一になる。しかし、薄膜を形成する場合、例えば、サイクル
数が６０未満の場合では、局所的に厚くなる部分の分散の程度が悪く、つまり局所的に厚
くなる部分が分散する前に成膜が終ってしまい、周囲が凹凸になって膜厚の均一性が悪く
なることがあり得る。
【０００８】
そこで本発明の目的は、薄膜を成膜するときの膜厚の均一性を良好にすることができる基
板処理装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、基板を処理する空間を形成する反応室と、前記反応室に接続され、第
１のガスを前記反応室に供給する第１のガス供給配管、第２ガスを前記反応室に供給する
第２のガス供給配管及び、前記反応室内を排気するガス排気配管とを有し、少なくとも前
記第１のガスと前記第２のガスを交互に前記反応室内に供給し、前記基板上に所望の膜を
生成する基板処理装置であって、前記第１のガス供給配管の途中に、前記反応室に供給す
るガスを溜めるガス溜め部と、そのガス溜め部をバイパスするバイパスラインとを並設し
、前記第１のガスを供給する場合は、前記ガス溜め部か前記バイパスラインのどちらか一
方を使用して前記第１のガスを前記反応室に供給させる制御部を設けたことを特徴とする
基板処理装置が提供される。
【００１０】
　このように構成することにより、ガス溜め部を使用せずに、バイパスラインを使用して
処理用ガスを反応室に供給することで、処理用ガスは反応室に急速には供給されず、十分
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に拡散されるので、膜厚の均一性が良好になる。よって、薄膜を成膜するとき、バイパス
ラインを使用することにより、薄い膜でも膜厚の均一な膜を成膜することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて詳述する。
本発明の実施の形態にておこなった、基板へのプロセス処理例としてＡＬＤ（Atomic Lay
er Deposition)法を用いた成膜処理について説明する。
【００１２】
図１及び図２は、実施の形態による縦型の基板処理装置の一例を示す図である。図１及び
図２を用いて、縦型の基板処理装置の基本構成を説明する。なお、ここでは、基本構成に
追加されるガス溜め部１０及びバイパス配管１１の構成を除いて説明してある。
図１及び図２に示すように、ヒータ３１の内側に、被処理基板である例えば直径２００ｍ
ｍのウェーハ（基板）７を処理する反応室を構成する石英製の反応管６が設けられる。反
応管６の下端開口はシールキャップ３５により気密に閉塞され、シールキャップ３５にボ
ート３９が立設されて反応管６内に挿入される。ボート３９は、軸受１８に回転自在に軸
支されている回転軸１９を介して回転機構２０に連結されており、処理の均一性を向上す
る為にボート３９（基板７）が回転し得る構造になっている。ボート３９にはバッチ処理
される複数の基板７が水平姿勢で管軸方向に多段に積載される。前記ヒータ３１は反応管
６内の基板７を所定の温度に加熱するようになっている。
【００１３】
反応管６内に複数種類、ここでは２種類のガスを供給する供給路としての２本のガス供給
配管が設けられる。ここでは第１ガス供給配管５１はリモートプラズマユニットを介さな
いで、また第２ガス供給配管５２はリモートプラズマユニット３７を介して反応管６の一
側部にそれぞれ接続されている。したがって反応管６内の複数の基板７に供給されるガス
には、プラズマにより励起しないで供給するガスと、プラズマ励起することにより活性種
として供給するガスとの２種類がある。第１供給配管５１及び第２供給配管５２には、Ｍ
ＦＣ２７、２８がそれぞれ設けられ、第１供給配管５１及び第２供給配管５２に流れるガ
ス流量を制御するようになっている。なお、反応管６の他側部には、反応管６を排気する
排気路としてのガス排気配管４０が接続され、ガス排気配管４０には図示しない真空排気
手段としての真空ポンプが接続されている。
【００１４】
リモートプラズマユニット３７は、反応管６内の第２バッファ室４１内にボート３９に沿
って立設されたノズル４３に接続される。
第２バッファ室４１は、反応管６の内壁と基板７との間の空間、図示例では反応管６の内
壁に沿って円弧状に設けられている。また、第２バッファ室４１は、反応管６の内壁に沿
っていると共に、反応管６の内壁の下部より上部までわたって基板７の積載方向に沿って
設けられている。第２バッファ室４１の基板７と隣接する壁の端部にはガス供給口として
の第２バッファ室孔４６が設けられている。この第２バッファ室孔４６は反応管６（基板
７）の中心へ向けて開口している。
【００１５】
そして第２バッファ室４１内の第２バッファ室孔４６が設けられた端部と反対側の端部に
は、リモートプラズマユニット３７に接続されたノズル４３が、やはり反応管６の下部よ
り上部にわたり基板７の積載方向に沿って配設されている。ノズル４３には複数のノズル
孔４７が設けられている。
【００１６】
ノズル４３と第２バッファ室４１には、上述したガスノズル孔４７と第２バッファ室孔４
６とが設けられているが、この孔の開口状態の例を図３により説明する。
図３（ａ）は、図１に示されたノズルの斜視図であり、（ｂ）は、同じく図１に示された
第２バッファ室４１の斜視図である。
【００１７】
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図３（ａ）に示すノズル４３は、断面が円形のパイプでその側面には、そのノズル４３の
ほぼ最上部より、第２バッファ室４１の底部に至る位置にまでノズル孔４７が、ガス流の
上流側より下流側へ向けて直線的に並んで設けられ、且つその開口面積は、第２ガス供給
配管５２から見て上流側（図３においては下方）より下流側（図３においては上方）に向
かって大きく形成され、コンダクタンスを変化させて、上流でも下流でも均等にガスが吹
き出されるようになっている。
【００１８】
図３（ｂ）に示す第２バッファ室４１は、断面が円弧状を有するパイプで、その内側の曲
面の端部には、同じ開口面積を有する第２バッファ室孔４６が、基板７の積載方向に沿っ
て直線的に並んで設けられている。
【００１９】
また、第２バッファ室４１と隣接する反応管６の内壁には、図１及び図２に示すように、
第１バッファ室４２が設けられている。この第１バッファ室４２の下部には、第１ガス供
給配管５１が接続されている。第１バッファ室４２も、第２バッファ室４１と同様に基板
７と隣接する位置に同一ピッチで第１バッファ室孔４８を有し、下部には反応ガス導入口
を有している。第１バッファ室孔４８の開口面積は、上流でも下流でも均等にガスが吹き
出されるように、上流側から下流に向かうに従って大きく形成されている。
【００２０】
また、２種類のガスの流し方、及び基板７の成膜温度を制御する制御部６０が設けられる
。制御部６０は、２種類のガスを一種類ずつ交互に繰り返し流すように制御するガス供給
制御機能と、ヒータ加熱による成膜温度を制御する温度制御機能とを有している。
【００２１】
次に上述した基本構成の縦型ＡＬＤ装置を用いて成膜する方法を説明する。膜はＳｉ3Ｎ4

膜を形成する。反応ガスはＤＣＳ（ＳｉＨ2Ｃｌ2：ジクロルシラン）と、プラズマで活性
化したＮＨ3活性種である。
【００２２】
まず成膜しようとする基板７をボート３９に装填し、反応管６内（以下、単に炉内ともい
う）に搬入する。次に基板上にＳｉ3Ｎ4膜の成膜を行なう。このときの反応管６内温度は
、下地膜と密着性がよく界面の欠陥の少ない膜が形成される温度、例えば３５０～６００
℃である。この成膜には、ＮＨ3とＤＣＳとを交互に流して１原子層づつ膜を形成するＡ
ＬＤ法を用いる。
【００２３】
まず第２ガス供給配管５２からＮＨ3を供給する。ＮＨ3はＤＣＳよりも反応温度が高いた
め、前記反応管６内温度では反応しない。そこで、ＮＨ3をリモートプラズマユニット３
７でプラズマ励起することにより活性種としてから流すようにして、前記反応管６内温度
でも反応するようにする。このとき、反応管６内圧力は比較的低い圧力４０～６０Ｐaに
維持しつつ、プラズマ励起することにより活性種としたＮＨ3を５～１２０秒間供給する
。反応管６内に流しているのはプラズマ励起することにより活性種としたＮＨ3だけで、
ＤＣＳは存在しない。したがって、プラズマ励起することにより活性種としたＮＨ3は、
気相反応を起こすことなく、基板７上の下地膜に吸着する。
【００２４】
ノズル４３に設けられたノズル孔４７は、ここから第２バッファ室４１に噴出するＮＨ3

の流量が同量となるように、ガス流の上流側より下流側に向かって開口面積が徐々に大き
くなるように設けられている。
従って、ノズル孔４７を通過して第２バッファ室４１に噴出するＮＨ3は、流速において
、上流側で速く下流側で遅くなるが、流量においては、全てのノズル孔４７において同一
となる。
この第２バッファ室４１に噴出したＮＨ3は、ここに一旦導入され、第２バッファ室４１
の内部の圧力は均一になる。
【００２５】
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上述したように第２バッファ室４１に設けられた第２バッファ室孔４６は、全て同一開口
面積であるため、基板７ヘ供給されるＮＨ3の活性種は、均一な流量、且つ均一な流速で
供給されるため、各基板７に対して均一な成膜処理が行われる。
さらに、第２バッファ室孔４６は、多段に載置された基板７の間隔の中間に位置するよう
設けることにより、処理用ガスであるＮＨ3は、積載された各基板７へ充分に供給される
。
【００２６】
つぎに第１ガス供給配管５１からＤＣＳを供給する。ＤＣＳは前記反応管６内温度で反応
するので、リモートプラズマ３７によるプラズマ励起の必要はない。このときの反応管６
内圧力はＮＨ3のときよりも高い圧力２６６～９３１Ｐａに昇圧する。ＤＣＳの供給によ
り下地膜上のＮＨ3とＤＣＳとが表面反応して、Ｓｉ3Ｎ4膜が成膜される。
【００２７】
第１バッファ室４２には、ガスの上流より下流に向かって開口面積が徐々に大きくなる第
１バッファ室孔４８が反応管６（基板７）の中心に向けて設けられている。この結果、第
１バッファ室孔４８より基板７に供給されるＤＣＳは、流速は異なるが、流量は同一の流
れとなって、反応管６内へ噴出する。
【００２８】
もちろん、ＤＣＳの供給も第１バッファ室４２の替わりに、ＮＨ3の供給に用いたのと同
様のノズル４３と第２バッファ室４１を、もう一組、反応管６内に設置し、ここに設けら
れた第２バッファ室孔４６よりＤＣＳを供給することとすれば、流量も流速も均一にする
ことができ好ましい。
しかし、本実施の形態において、ＤＣＳの供給は、ノズル４３と第２バッファ室４１の組
合わせよりも簡易的な、第１バッファ室４２を用いて、ガス流量を等しくすれば、基板７
において充分均一な成膜処理が可能である。
【００２９】
上述したＮＨ3とＤＣＳとを交互に流す工程を１サイクルとする。このサイクルを繰り返
すことにより、所定厚のＳｉ3Ｎ4膜が形成される。ＡＬＤ法では、成膜に寄与する２種の
ガスが同時に気相中に存在しないため、ガスは下地表面に吸着し、下地膜と反応する。こ
のため下地膜との密着性が良い膜が得られ、２種のガスを同時に流すＣＶＤ（Chemical V
apor Deposition）法で成膜するよりも界面の欠陥が減少する。また、複数種類のガスの
うちプラズマ励起の必要なＮＨ3ガスをプラズマ励起することにより活性種として流すよ
うにしたので、プラズマ励起の必要のないＤＣＳガスによる反応温度で成膜できるので、
３５０～６００℃という低温で成膜できる。
【００３０】
この基本構成に加えて、本実施の形態の基板処理装置では、第１ガス供給配管５１のＭＦ
Ｃ２７の下流側（ＭＦＣ２７と反応管６との間）には、ガスを溜めるガス溜め部１０が設
けられている。このガス溜め部１０は、例えば通常の配管よりもガス容量の大きなガスタ
ンク又は螺旋配管などで構成する。
また、第１ガス供給配管５１のＭＦＣ２７の下流側には、ガス溜め部１０をバイパスする
バイパスラインであるバイパス配管１１が接続されている。
【００３１】
ガス溜め部１０の近傍の上流側の第１ガス供給配管５１に管路を開閉する第１バルブ１を
、下流側の第１ガス供給配管５１に管路を開閉する第２バルブ２をそれぞれ設ける。バイ
パス配管１１に管路を開閉する第３バルブ３を設ける。
第１、第２、第３バルブ１、２、３を開閉することにより、第１ガス供給配管５１を介し
て第１の種類のガスとしてのＤＣＳガスをガス溜め部１０に溜めたり、溜めたＤＣＳガス
を反応管６に供給できたり、ガス溜め部１０を使用せずにＤＣＳガスをバイパス配管１１
を介して反応管６に供給できるようになっている。
【００３２】
また、リモートプラズマユニット３７の近傍の上流側の第２ガス供給配管５２には管路を



(7) JP 4204840 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

開閉する第４バルブ４を設け、この第４バルブ４を開閉することにより、第２の種類のガ
スとしてのＮＨ3ガスを反応管６に供給したり、供給を止めたりできるようになっている
。ガス排気配管４０には管路を開閉及び開度を調整する排気バルブ（図示せず）を設け、
この排気バルブを開閉することにより反応管６を排気したり、排気を止めたりできるよう
になっている。また排気バルブの開度を調整することにより反応管６を所定圧に維持しつ
つ排気できるようになっている。なお、排気バルブは、開閉及び開度調整する機能を有す
る単体のバルブで構成しても、あるいは開閉機能を有するバルブと開度調整機能を有する
バルブとの複数のバルブで構成してもよい。
【００３３】
また、第１、第２、第３、第４バルブ１、２、３、４、及びヒータ３１等を制御する制御
部６０が設けられる。制御部６０は、排気バルブ及び第１、第２、第３バルブ１、２、３
を制御して、ＤＣＳガスを第１ガス供給配管５１に流してガス溜め部１０に溜め、反応管
６の排気を止めた状態あるいは排気をしながらガス溜め部１０に溜めたＤＣＳガスを反応
管６に供給するか、または、ガス溜め部１０を使用せずに、バイパス配管１１を介してＤ
ＣＳガスを反応管６に供給することにより、反応管６を昇圧状態として基板７をＤＣＳガ
スに晒す。また、反応管６を排気しつつＮＨ3ガスをリモートプラズマユニット３７を介
して第２ガス供給配管５２より反応管６に供給することにより、ＮＨ3ガスをプラズマ励
起することにより得られた活性種に基板７を晒すようになっている。
【００３４】
つぎに、ガス溜め部１０を用いた成膜シーケンスの一例について説明する。
原料ガスとしてＤＣＳ及びＮＨ3を用いた場合について説明する。ＮＨ3のガス供給配管５
２（ライン）はガス溜め部１０がなく、ＤＣＳはガス溜め部１０を有するガス供給配管５
１（ライン）を使って供給を行う例で示す。下記の例ではガス溜め部１０がない配管を用
いて原料ガスを先に反応管６内に流しているが、ガス溜め部１０を有する配管を使って原
料ガスを先に流す方法でも同様である。
【００３５】
まず成膜しようとする基板７をボート３９に装填し、反応管６内に搬入する。搬入後、次
の（１）～（４）の動作を１サイクルとして、これを繰り返し実行する。
【００３６】
（１）プラズマ励起の必要なＮＨ3ガスと、プラズマ励起の必要のないＤＣＳガスとを併
行して流す。まず第２ガス供給配管５２に設けた第４バルブ４、及びガス排気配管４０に
設けた排気バルブを共に開けて、第２ガス供給配管５２からＮＨ3をリモートプラズマユ
ニット３７でプラズマ励起することにより活性種として第２バッファ室４１を通って、例
えば第２バッファ室４１に設けた基板７間隔１枚毎に設けられた第２バッファ室孔４６か
ら基板７上に供給しつつ、ガス排気配管４０から排気する。
【００３７】
ＮＨ3ガスをプラズマ励起することにより活性種として流すときは、ガス排気配管４０か
らの排気を適正に調整して反応管６内圧力を１０～１００Ｐaとする。ＭＦＣ２８で制御
するＮＨ3の供給流量は１０００～１００００ｓｃｃｍである。基板７をＮＨ3をプラズマ
励起することにより得られた活性種に晒す時間は２～６０秒間である。このときの反応管
６内温度は３００～６００℃に設定してある。ＮＨ3は反応温度が高いため、前記反応管
６内温度では反応せず、第４バルブ４下流側にリモートプラズマユニット３７でプラズマ
励起することにより活性種としてから流すようにしているので、反応管６内温度は設定し
た低い温度範囲のままで行なえる。
【００３８】
このＮＨ3をプラズマ励起することにより活性種として供給しているとき、第１ガス供給
配管５１の上流側の第１バルブ１を開け、下流側の第２バルブ２を閉めて、ＤＣＳも流す
ようにする。これによりバルブ１、２間に設けたガス溜め部１０にＤＣＳが供給されて、
ガス溜め部１０に所定圧、所定量のＤＣＳが溜まったら第１バルブ１も閉めて、ガス溜め
部１０にＤＣＳを閉じ込めておく。ガス溜め部１０内には、圧力が２００００Ｐａ以上に



(8) JP 4204840 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

なるようにＤＣＳを溜める。また、ガス溜め部１０と反応管６との間のコンダクタンスが
１．５×１０-3ｍ3／ｓ以上になるように配管系を構成する。また、反応管容積とこれに
対する必要なガス溜め部１０の容積との比として考えると、反応管容積１００ｌ（１００
リットル）の場合においては、ガス溜め部容積は１００～３００ｃｃであることが好まし
く、容積比としてはガス溜め部１０は反応管容積の１／１０００～３／１０００倍とする
ことが好ましい。
【００３９】
反応管６内に流しているガスはＮＨ3をプラズマ励起することにより得られた活性種であ
り、ＤＣＳは存在しない。したがって、ＮＨ3は気相反応を起こすことはなく、プラズマ
により励起され活性種となったＮＨ3は基板７上の下地膜に吸着する。
【００４０】
ノズル４３から第２バッファ室４１に供給されたＮＨ3は、第２バッファ室４１に設けら
れた基板７間隔１枚毎に設けられた第２バッファ室孔４６から基板７上に供給される。
【００４１】
第４バルブ４を閉じてＮＨ3を反応管６内に流すことを止める。
【００４２】
（２）次に反応管６内、第２バッファ室４１内から残留ＮＨ3の除去を行うが、真空排気
手段による排気で、例えば、反応管６内を２０Ｐａ以下に排気し、残留ＮＨ3を反応管６
内から排除する。このとき、第２バッファ室４１とリモートプラズマユニット３７との間
に不活性ガスでのラインを追加して、不活性ガスによるパージと真空引きを組み合わせる
のもガス置換には効果的である。
【００４３】
（３）ガス溜め部１０の下流にある第２バルブ２を開く。これにより、ガス溜め部１０に
溜められたＤＣＳが第１バッファ室４２を通って、第１バッファ室４２に設けられた基板
７間隔１枚毎に設けられた第１バッファ孔４８から基板７上に一気に供給される。ＮＨ3

との反応を促進するためにＤＣＳの分圧が高くなるように反応管６内圧力の調整手段は圧
力が高くなるように設定する。
【００４４】
例えば、ＤＣＳの供給により、反応管６内圧力は急激に上昇してＮＨ3のときよりも高い
約２６６～９３１Ｐａまで昇圧される。ＤＣＳの供給流量は１００～２０００ｃｃである
。ＤＣＳを供給するための時間は２～４秒設定し、その後上昇した圧力雰囲気中に晒す時
間を２～４秒に設定し、合計６秒とした。このときの反応管６内温度は、ＮＨ3の供給時
と同じく、３００～６００℃である。ＤＣＳの供給により、下地膜上のＮＨ3とＤＣＳと
が反応して、基板７上にＳｉ3Ｎ4膜が成膜される。
【００４５】
第２バルブ２を閉じてＤＣＳのガス溜め部１０からの供給を止める。第バルブ２を閉じた
後は、次の供給が始まるまでの時間をＤＣＳの溜め時間に当てることができる。（つまり
、他の動作実施中、溜め時間のみの動作として余分に時間を取る必要がなく、第１バルブ
１を開いてガス溜め部１０へのＤＣＳの供給を開始する。）
【００４６】
（４）次に反応管６内、第１バッファ室４２内から残留ＤＣＳの除去を行うが、真空排気
手段による排気で実施し、残留するＤＣＳの成膜に寄与した後のガスを反応管６内から排
除する。この際、第１バッファ室４２と第２バルブ２との間に不活性ガスでのラインを追
加して、不活性ガスによるパージと真空引きを組み合わせるのもガス置換には効果的であ
る。
【００４７】
これら（１）～（４）の動作を１サイクルとし、このサイクルを複数回繰り返すことによ
り、基板７上に所定膜厚のＳｉ3Ｎ4膜を成膜することができる。
【００４８】
このシーケンス中、基板７を載置したボート３９を一定速度で回転させる。これにより、
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基板７上に一方向から（基板の径方向に沿うと共に基板の表面に沿って）ガスを供給して
も、基板７の全面にわたって、より均一な成膜処理が実現される、つまり、膜厚の面内均
一性が向上する。本実施の形態例において、基板７の回転速度は、前記１サイクルで１４
～３０秒くらいであるが、スループットの観点からは、１０秒程度にすることが好ましい
。
【００４９】
１サイクル／１回転であると、原料ガス例えばＤＣＳを供給するとき、毎回基板７の位置
が同じである。つまり、基板７は回転しているが、第１バッファ室孔４８からＤＣＳを供
給するとき、同じ基板７の一周縁部から基板７に向かってガスが供給される。このように
ガスが供給されると、ガス溜め部１０を使用しているため、ガスの供給スピードが速いの
で、図５に示すように、第１バッファ室孔４８（ガス供給口）側になった基板端６５の膜
厚が狭い幅で厚くなる傾向がある。
【００５０】
このため、毎回基板７の同じ位置が第１バッファ室孔４８近くにくることがないように回
転速度やガスの供給タイミングを微調整するようにすることが好ましい。この微調整は、
例えば、図４に示すように、ガスの供給位置Ｐが１サイクル毎に４５°ずれてガスが供給
されるように、回転速度を上げたり下げたり、または回転速度を同じにしてガスの供給タ
イミングをずらしたりして調整する。この微調整で、基板７の一部分だけに第１バッファ
室孔４８が向かい合うという状態になることがなくなり、局所的に厚くなる部分を分散さ
せ、均一性を向上させることができる。
【００５１】
しかし、この微調整は、例えば６０サイクル以上の交互供給を必要とする厚い膜を成膜す
る場合には、有効であるが、６０サイクル未満の薄い膜を成膜する場合には、回転速度と
ガス供給のタイミングの組み合わせによって基板７の一部分だけに第１バッファ室孔４８
が向かい合うという状態にならないようにはできるが、回転回数が少ないため、分散の程
度が低く周囲が凸凹になる恐れがある。回転数が少ないほど、すなわち、基板に形成する
膜厚が薄い膜ほど凸凹による均一性悪化の可能性が高くなる。なお、ここで６０サイクル
を境界にして厚い膜と薄い膜とに分けたが、この数値はあくまでも分りやすくするために
挙げた例であり、これに限定されるものではない。例えば、１サイクルで膜厚が約１Åの
膜が形成される場合には、６０サイクルで６０Åの膜が形成されるが、一般的には１００
Å以下の膜厚の膜は薄膜といえる。また、１０００Å以上だと厚膜といえる。
【００５２】
そこで、６０サイクル未満の薄い膜を成膜する場合には、ガス溜め部１０を使用せずに、
バイパス配管１１を使用して原料ガス、実施の形態ではＤＣＳを供給するようにする。バ
イパス配管１１を使用してＤＣＳを供給すると、ガス溜め部１０を使用してガスを供給す
る場合に比して基板７へのガスの供給スピードが例えば１／５と遅い。ガスがある程度長
い時間かけて供給されるので、ガスが分散すると共に、回転する基板７のある狭い一部分
のみにガスが集中することなく、広い範囲に分散される。よって、凸凹になる恐れがなく
なり、薄膜を成膜する場合でも面内均一性を向上することができる。
【００５３】
したがって、実施の形態の基板処理装置では、薄膜成膜の際にはガス溜め部１０にガスを
溜めて供給するのではなく、マスフローコントローラ２７を通して所望の時間ガスを反応
管６に供給し得るバイパス配管１１を設けて、６０Å以下の薄膜の成膜時にはバイパス配
管１１を、６０Åよりも厚い膜の成膜時にはガス溜め部１０を使うというように、供給路
を使い分けることで、薄膜と厚膜両方で膜厚の均一性が良好な膜を成膜することができる
。
【００５４】
なお、薄膜を成膜するとき、交互供給の回数（サイクル数）が少なくてすむので、ガス溜
め部１０を用いない分、ガス溜め部１０を使用する場合に比して、１サイクル当たり数秒
の昇圧時間が余分に必要になるが、トータル的にはあまり時間増加にはなることがない。



(10) JP 4204840 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

【００５５】
また、ガス溜め部１０をタンクとして使用せずに、第１、第２バルブ１，２を開けっぱな
しにして、単にガスの通り道、つまり配管としてガス溜め部１０を使用することも考えら
れるが、ガス溜め部１０を配管として成膜を実施したところ、バイパス配管１１を用いた
場合と比較して、膜厚均一性、膜厚再現性が悪い。これは、ガス溜め部１０内にガスが溜
まり、よどみが生じ、その後の排気動作でも除去しきれずに、次に流すガスと気相で反応
してしまったことが原因と推測される。ガスの供給の後の排気時間を十分長くすることで
、この悪化は解消された。しかし、それでは、１サイクル当たり数秒の供給時間延長に加
え、排気時間も増加するので、成膜時間の増大を招き好ましくない。よって、バイパス配
管１１を設けることが有効である。
【００５６】
本実施の形態では、ガス溜め部１０にＤＣＳを溜めている間に、ＡＬＤ法で必要なステッ
プであるＮＨ3をプラズマ励起することにより活性種として供給、及び反応管６内排気を
しているので、ＤＣＳを溜めるための特別なステップを必要としない。また、反応管６内
を排気してＮＨ3を除去してからＤＣＳを流すので、両者は基板７に向かう途中で反応し
ない。供給されたＤＣＳは、基板７に吸着しているＮＨ3とのみ有効に反応させることが
できる。
【００５７】
なお、上述した実施の形態では、ガス溜め部１０としてガスタンクや螺旋配管を１個設け
た場合について説明した。しかし、これに限定されることなく、並列に複数個設けるよう
にてもよい。また、本発明のガス溜め部１０はガスタンクや螺旋配管に限定されず、ガス
を溜めて一気に放出できるものであればいずれの手段であってもよい。例えば、ＤＣＳの
ガス供給配管を通常よりも太くし、それに応じてＭＦＣの容量を大きくするようにしても
よい。また、ＤＣＳのガス供給配管を複数本にしてもよい。この場合、ＤＣＳ供給源とな
るボンベの数をガス供給配管の本数に応じて増やしても良い。また、ＤＣＳは蒸気圧が低
いので、ボンベを加熱してＤＣＳの気化量を多くするようにしてもよい。さらに、ポンプ
で強制的にＤＣＳを反応管６内に送り込むようにしてもよい。
【００５８】
また、上述した実施の形態では、本発明を縦型の基板処理装置について適用しているが、
半導体装置の製造方法にも適用することが可能である。この半導体装置の製造方法は、例
えば、反応室（反応管）内の排気と反応室への処理用ガスの供給とを行って、反応室内の
基板を処理する半導体装置の製造方法において、処理用ガスを流す供給路の途中に処理用
ガスを溜めておき、この供給路の途中に溜めた処理用ガスを反応室に供給するか、または
、処理用ガスを供給路の途中に溜めることなく反応室に供給して、基板上に成膜するよう
にしたものとすることができる。これによれば、薄膜を成膜するとき、処理用ガスを供給
路の途中に溜めることなく反応室に通常の供給速度で供給して、基板上に十分拡散するよ
うにしたので、成膜される膜の厚さが均一になる。よって、薄膜を成膜するとき、ガスを
溜めることなく反応室に供給することにより、薄い膜でも膜厚の均一な膜を成膜すること
ができる。
【００５９】
なお、上述した実施の形態では、反応ガスにリモートプラズマユニットが必要なＤＣＳ、
ＮＨ3系を用いた場合について説明したが、本発明はこれに限定されず、リモートプラズ
マユニットを必要としないガス系にも適用可能である。例えば、ＨＣＤ（Ｓｉ3Ｃｌ6）と
ＮＨ3とを用いてＳｉ3Ｎ4膜を形成する場合、両ガス供給配管にガス溜め部を用いること
ができるので、バイパスラインもそれぞれに設ける。また、Ａｌ（ＣＨ3）3とオゾンＯ3

とを用いてＡｌ2Ｏ3膜を形成する場合、Ａｌ（ＣＨ3）3はガス溜め部に溜め、Ｏ3はオゾ
ン発生器から供給する。
【００６０】
【発明の効果】
本発明によれば、ガス溜め部と並列に設置したバイパスラインを使用してガスを供給し、
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薄膜成膜でも膜厚均一性の良好な膜を得ることができ、膜厚に関わらず均一性の良好な膜
を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる基板処理装置の反応管の一例を示す模式的な横断面図である。
【図２】本発明にかかる基板処理装置の反応管の一例を示す模式的な縦断面図である。
【図３】本発明にかかるノズルと第２バッファ室のガス孔の一例を示す斜視図である。
【図４】ガスの供給位置と基板との関係を示す図である。
【図５】基板の状態を示す図であり、その（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。
【図６】先に提案されている基板処理装置の反応管の一例を示す模式的な横断面図である
。
【符号の説明】
６　　反応管（反応室）
７　　基板
１０　ガス溜め部
１１　バイパス配管（バイパスライン）
４０　ガス排気配管
５１　第１ガス供給配管
５２　第２ガス供給配管
６０　制御部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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