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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】プラズマエンハンスト原子層堆積（ＰＥＡＬＤ）などのプラズマアシストプロセ
スによって金属またはシリコンの酸化膜を生成する方法を提供する。
【解決手段】プラズマでない酸素、ＣｘＯｙ、およびＮｘＯｙ（ｘおよびｙは整数である
）のどれに対しても反応しない前駆体を、基板が配置される反応空間に供給するステップ
と、反応空間において前駆体をＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙのプラズマに曝露するス
テップと、前駆体およびプラズマを使用して基板上に酸化膜を生成するステップとを含む
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマアシストプロセスによって酸化膜を生成する方法であって、
　（ｉ）プラズマでない酸素、ＣｘＯｙ、およびＮｘＯｙ（ｘおよびｙは整数である）の
どれに対しても反応しない前駆体を、基板が配置される反応空間に供給するステップと、
　（ｉｉ）前記反応空間において前記前駆体をＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙのプラズ
マに曝露するステップと、
　（ｉｉｉ）前記前駆体および前記プラズマを使用して前記基板上に酸化膜を生成するス
テップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記前駆体が、Ｓｉ、Ｔｉ、またはＧｅを含有し、前記酸化膜が、ＳｉＯ、ＴｉＯ、ま
たはＧｅＯによって実質的に構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記前駆体が、有機アミノシランである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙのプラズマが、ＣＯ２プラズマである、請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記プラズマアシストプロセスは、プラズマエンハンスト原子層堆積（ＰＥＡＬＤ）で
あり、ステップ（ｉ）は（ｉａ）前記基板上で前記前駆体を吸収するために前記前駆体を
前記反応空間に供給し、続いて吸収されていない前駆体を前記基板から取り除くためにパ
ージするステップを含み、ステップ（ｉｉ）は（ｉｉａ）吸収された前駆体に対して表面
反応を引き起こすように前記吸収された前駆体をプラズマに曝露し、続いて反応していな
い成分を前記基板から取り除くためにパージするステップを含み、ステップ（ｉａ）およ
び（ｉｉａ）は１回のサイクルからなり、ステップ（ｉｉｉ）において酸化膜を生成する
ために反復される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ステップ（ｉａ）におけるパージするステップが、吸収されていない前駆体のほとんど
を除去するのに不十分である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記プラズマが、ＲＦパワーを前記反応空間に印加することによって前記反応空間にお
いて生成される、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　ＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙが、ステップ（ｉ）から（ｉｉｉ）の間を通して前記
反応空間に連続して供給される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記プラズマアシストプロセスが、プラズマエンハンスト化学気相成長（ＰＥＣＶＤ）
であり、ステップ（ｉ）が（ｉａ）前記前駆体を前記反応空間に供給するステップを含み
、ステップ（ｉｉ）が（ｉｉａ）前記前駆体の反応成分が前記基板上に堆積する前に前記
反応空間において反応を引き起こすように前記前駆体をプラズマに曝露するステップを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記プラズマが、ＲＦパワーを前記反応空間に印加することによって前記反応空間内で
生成される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ステップ（ｉｉ）において、酸素プラズマが前記反応空間にさらに加えられる、請求項
１に記載の方法。
【請求項１２】
　ステップ（ｉｉ）において、酸素プラズマが前記反応空間において使用されない、請求
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項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、プラズマエンハンスト原子層堆積（ＰＥＡＬＤ）などのプラズマア
シストプロセスによって金属またはシリコンの酸化膜を生成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＥＡＬＤプロセスにおいて、用途の種類に応じて、ホウケイ酸ガラス（ＢＳＧ）／リ
ンケイ酸ガラス（ＰＳＧ）のプロセスにおける下層の酸化および自己ドーピングなどの解
決すべき課題が存在している。従来、これらの問題はＲＦパワーを下げることによって処
理されている。
【０００３】
　例えば、図１ａに示すように、高いＲＦパワーが印加される場合、ドーパント（ホウ素
）２のＳｉ基板３への侵入がイオン衝撃効果に起因してＢＳＧ膜１の堆積の間に起こるの
で、固体拡散（ＳＳＤ）のためのＢＳＧ／ＰＳＧプロセスにおいて低いＲＦパワーが必要
とされる。すなわち、ＢＳＧ／ＰＳＧ膜の一部は、ドーパントの拡散が堆積工程の間およ
び後に所望されない領域から除去され、次いで不純物の拡散が基板内の特定の領域のみに
制限され得るように基板の熱処理が行われるが、高いＲＦパワーが印加されるときに拡散
が堆積の間に起こる場合、不純物の望ましくない拡散が基板の別の領域において生じる。
【０００４】
　さらに、図１ｂに示すように、高いＲＦパワーが印加される場合、下層７が、膜堆積の
間、酸素プラズマ、イオン衝撃、およびスパッタリングの効果に起因して酸化されるので
、下層７の酸化が望ましくないＳｉＯプロセスにおいて低いＲＦパワーが必要とされる。
すなわち、ＳｉＯ膜５がＰＥＡＬＤによって下層７（この下層７にＷ、ＴｉＮもしくは他
の材料が含まれるか、またはこの下層７はＳｉＮ膜である）に堆積される場合、下層７を
構成する材料はＳｉＯ膜５の堆積のために使用される酸化ガスを含むプラズマによってそ
の上部６において酸化されるので、所望のデバイス特性を得ることができない。
【０００５】
　さらに、図１ｃに示すように、膜堆積プロセスの間に高いＲＦパワーが印加される場合
、フォトレジスト寸法は後退し、酸素プラズマ、イオン衝撃、およびスパッタリングの効
果に起因して減少するので、フォトレジスト上の膜堆積のプロセスにおいて低いＲＦパワ
ーが必要とされる。すなわち、酸化物９がダブルパターニングプロセスにおいて基板１１
上に形成されるパターン化されたフォトレジスト１０にＰＥＡＬＤによって堆積される場
合、下部のフォトレジスト１０の一部１２は、ＳｉＯ膜９の堆積に使用される酸化ガスを
含むプラズマによって酸化され、浸食され、フォトレジスト１０の所望の寸法を得ること
ができない。
【０００６】
　関連分野に関係する問題および解決策の上記のいずれかの説明は、本発明についての関
連性を提供する目的のためだけに本開示に含まれ、それらの説明のいずれかまたは全ては
本発明がなされた時点で知られていたことを認めるものと解釈されるべきではない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一部の実施形態において、使用される前駆体がプラズマでない酸素に対して反応しない
という事実にも関わらず、酸素は基板上に酸化膜を堆積するための酸素供給ガスとして使
用されず、代わりに、二酸化炭素が酸素供給ガスとして使用される。一部の実施形態にお
いて、ＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙ（ｘおよびｙは整数である）が酸素供給ガスとし
て使用される。一部の実施形態において、任意の組み合せで酸素、ＣｘＯｙ、およびＮｘ

Ｏｙの混合物が使用されてもよい。前駆体として、プラズマでない酸素、ＣｘＯｙ、およ
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びＮｘＯｙのいずれかに反応する、ＳｉＨ４などの化学物質は使用されない。好ましくは
、有機アミノシランが前駆体として使用されてもよい。
【０００８】
　従って、ＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙが等価の堆積条件下で酸素の代わりに使用さ
れる場合、酸素の使用と比較して、下層の酸化が効果的に阻害され得る。ＣｘＯｙおよび
／またはＮｘＯｙが酸素の代わりに使用されるＰＥＡＬＤにおいて、前駆体を供給した後
のパージの継続時間が、吸収していない前駆体を基板の表面から除去するのに短すぎるま
たは不十分である場合でさえも、粒子の生成が効果的に阻害され得る。前駆体を供給した
後のパージの継続時間が、吸収していない前駆体を基板の表面から除去するのに短すぎる
または不十分であるプロセスは、疑似ＡＬＤ（ｐｓｅｕｄｏ－ＡＬＤ）（または表面反応
制御ＣＶＤ）と称される。さらに、ＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙの使用は、酸素の使
用と比較してプラズマの点火に実質的に影響を及ぼさず、酸素が使用されていない場合で
さえも、プラズマの点火は印加されるＲＦパワーを増加させずに安定化され得る。さらに
、一部の実施形態に従って得られた酸化膜はモノシランを使用して得られたＳｉＮなどの
窒化膜と高い親和性を有する。二酸化炭素プラズマを使用して酸化膜だけでなく、窒化膜
もまた形成される場合、酸素とモノシランとの反応によるラインの目詰まりおよび粒子の
生成を回避することができる。なぜなら、酸化膜のダストフリー堆積または実質的なダス
トフリー堆積（例えば、基板上の粒子の数は約１０個以下である）を実施でき、酸化物／
窒化物／酸化物の層構造を有する膜コンデンサを生成する場合、ＰＥＡＬＤにおけるパー
ジまたは真空化の継続時間が短縮され得るので、スループットを増加させることができる
。
【０００９】
　本発明の態様および関連分野に対して達成された利点を要約する目的のために、本発明
の特定の目的および利点が本開示に記載されている。もちろん、全てのこのような目的ま
たは利点は本発明の任意の特定の実施形態に従って達成され得ることを必ずしも必要とし
ないことは理解される。したがって、例えば、当業者は、本明細書に教示または示唆され
得るような他の目的または利点を必ずしも達成しなくても、本明細書に教示されている１
つの利点または１群の利点を達成または最適化するように本発明が具現化され得るかまた
は実施され得ることを認識するであろう。
【００１０】
　本発明のさらなる態様、特徴および利点は以下の詳細な説明から明らかになるであろう
。
【００１１】
　ここで、本発明のこれらおよび他の特徴を好ましい実施形態の図面を参照して記載する
が、それらは本発明を例示するためであり、本発明を限定するものではない。図面は例示
目的のために非常に簡略化しており、必ずしも縮尺通りではない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１ａ】図１ａは、ホウケイ酸ガラス（ＢＳＧ）／リンケイ酸ガラス（ＰＳＧ）につい
てのプロセスを示す、部分的に製造された集積回路の概略断面図である。
【図１ｂ】図１ｂは、ＳｉＯプロセスを示す、部分的に製造された集積回路の概略断面図
である。
【図１ｃ】図１ｃは、フォトレジスト上に膜を堆積するプロセスを示す、部分的に製造さ
れた集積回路の概略断面図である。
【図２】図２は、比較例に係る酸素プラズマ（Ｏ２）および本発明の一実施形態に係る二
酸化炭素プラズマ（ＣＯ２）を使用した酸化度（Ｓｉ基板における生成したＳｉＯ層の厚
さ［ｎｍ］として表した）とプラズマ曝露時間［秒］との関係を示すグラフである。
【図３】図３は、酸素プラズマ（Ｏ２）および二酸化炭素プラズマ（ＣＯ２）を使用した
場合の１０Ｗ、１５Ｗ、２０Ｗおよび２５Ｗの印加したＲＦパワーにおけるプラズマ点火
チャートを示し、各チャートは、圧力［Ｐａ］である垂直軸（行はそれぞれ２２２、２５
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０、３００、４００、５００、６００、７００および８００Ｐａに対応する）および電極
間の間隔［ｍｍ］である水平軸（列はそれぞれ９．５、１１、１２、１３、１４、１５お
よび１６ｍｍ）により規定される行列により形成され、各々のセルは、点火失敗なしを最
も明るく表し、５０回の点火失敗の発生を最も暗く表したグレースケールを使用した５０
回の試行回数ごとの点火失敗の数を示す。
【図４】図４は、本発明の実施形態に有用な、酸化膜を堆積させるためのＰＥＡＬＤ装置
の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本開示において、「ガス」は、蒸発した固体および／または液体を含んでもよく、単一
のガスまたはガスの混合物により構成されてもよい。同様に、「一つ」の物品は、一つの
種類または複数の種類を含む属を指す。本開示において、シャワーヘッドを介して反応チ
ャンバに導入されるプロセスガスは、金属またはシリコン含有前駆体および反応ガスから
構成されてもよく、それらから実質的になってもよく、またはそれらからなってもよい。
反応ガスは、ＲＦパワーがその反応ガスに印加されると前駆体を酸化するガスを含む。前
駆体および反応ガスは反応空間に別々に導入されてもよい。前駆体は希ガスなどの搬送ガ
スと共に導入されてもよい。プロセスガス以外のガス、すなわちシャワーヘッドを介する
通過によらないで導入されるガスは、例えば、反応空間をシールするために使用されても
よく、それらのガスは希ガスなどのシールガスを含む。一部の実施形態において、「膜」
は、ターゲットとなる表面もしくは対象となる表面全体を覆うためにピンホールを有さず
に実質的に厚さ方向に垂直な方向に連続して延びる層、またはターゲットとなる表面もし
くは対象となる表面を単に覆う層を指す。一部の実施形態において、「層」は、表面上に
形成される特定の厚さを有する構造または膜の同義語または非膜構造を指す。膜または層
は、特定の性質を有する別個の単一の膜もしくは層または複数の膜もしくは層により構成
されてもよく、隣接する膜または層の間の境界は明確であってもよく、または明確でなく
てもよく、物理的、化学的および／もしくは任意の他の特性、形成プロセスもしくは順序
、ならびに／または隣接する膜もしくは層の機能もしくは目的に基づいて規定されてもよ
い。さらに、本開示において、任意の２つの数の変数は、その変数の実行可能な範囲を構
成でき、実行可能な範囲は通常作業に基づいて決定でき、示された任意の範囲はエンドポ
イントを含んでいてもよく、または除外していてもよい。さらに、示された変数の任意の
値（それらが「約」と共に示されているか否かに関わらず）は、正確な値またはおおよそ
の値を指し、同値を含んでもよく、一部の実施形態において、平均値、中央値、代表値、
多数値などを指してもよい。
【００１４】
　条件および／または構造が特定されていない本開示において、当業者は、通常の実験と
して、本開示を考慮してそのような条件および／または構造を容易に得ることができる。
【００１５】
　開示された実施形態の全てにおいて、一実施形態において使用されている任意の要素は
、意図される目的のために本明細書に明確、必然的または本質的に開示されている要素を
含む、要素と等価の任意の要素と置き換えられてもよい。さらに、本発明は装置および方
法に同様に適用されてもよい。
【００１６】
　本開示において、任意の定義された意味は、一部の実施形態において、通常および慣例
の意味を必ずしも除外しているわけではない。
【００１７】
　一部の実施形態において、プラズマアシストプロセスによって酸化膜を生成する方法は
、（ｉ）プラズマでない酸素、ＣｘＯｙ、およびＮｘＯｙ（ｘおよびｙは整数である）の
どれに対しても反応しない前駆体を、基板が配置される反応空間に供給するステップと、
（ｉｉ）反応空間において前駆体をＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙのプラズマに曝露す
るステップと、（ｉｉｉ）前駆体およびプラズマを使用して基板上に酸化膜を生成するス
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テップとを含む。本開示において、「酸化膜」とは、Ｍ－Ｏ結合（Ｍは金属またはシリコ
ンである）によって特徴付けられ、主にまたは大部分はＭ－Ｏ結合によって構成され、Ｍ
ｉ－Ｏ膜に分類され、および／またはＭｉ－Ｏ結合によって実質的に構成される主要骨格
を有する膜を指す。有機アミノシランなどの炭化水素を有する前駆体が使用される場合、
酸化膜は前駆体由来の炭素を含有し得る。一部の実施形態において、酸化膜は微量元素と
してＣ、Ｈおよび／またはＮを含有し得る。
【００１８】
　前駆体として、モノシランなどのシラン化合物は除外される。なぜならそれらはプラズ
マではない場合でも酸素に対して反応性があるからである。一部の実施形態において、前
駆体は、酸素、ＣｘＯｙ、およびＮｘＯｙに対して非反応性であり、「非反応性」という
用語は、前駆体および酸素、ＣｘＯｙ、またはＮｘＯｙがプラズマの非存在下で４００℃
以下の温度および１０ｔｏｒｒ以下の圧力を有する雰囲気の反応空間に同時に導入される
条件下の反応の結果として基板上に生成される膜の体積または粒子が検出されないことを
指す。一部の実施形態において、前駆体は、Ｓｉ、ＴｉまたはＧｅを含有し、酸化膜は実
質的にＳｉＯ、ＴｉＯ、またはＧｅＯにより構成される。他の実施形態において、前駆体
は、Ａｓ、Ｇａ、Ｓｂ、Ｉｎ、ＡｌまたはＺｒを含有する。当業者は本開示に基づいた慣
例の実験により酸化膜の種類に応じて適切な前駆体を選択できる。
【００１９】
　例えば、ＳｉＯ膜に関して、ビス（ジエチルアミノ）シラン（ＢＤＥＡＳまたはＳＡＭ
２４）、テトラキス（ジメチルアミノ）シラン（４ＤＭＡＳ）、トリス（ジメチルアミノ
）シラン（３ＤＭＡＳ）、ビス（ジメチルアミノ）シラン（２ＤＭＡＳ）、テトラキス（
エチルメチルアミノ）シラン（４ＥＭＡＳ）、トリス（エチルメチルアミノ）シラン（３
ＥＭＡＳ）、ビス（第三級ブチルアミノ）シラン（ＢＴＢＡＳ）、およびビス（エチルメ
チルアミノ）シラン（ＢＥＭＡＳ）を個々に、または２つもしくはそれ以上の任意の組み
合わせで含む、有機アミノシランが使用されてもよい。例えば、ＡｓＯ膜に関して、トリ
エトキシアルシンおよびトリエチルアルセネートが個々に、または任意の組み合わせで使
用されてもよい。例えば、ＳｂＯ膜に関して、Ｓｂ（ｉ－Ｏ－Ｃ３Ｈ７）３およびトリエ
トキシアンチモンが個々に、または任意の組み合わせで使用されてもよい。例えば、Ｉｎ
Ｏ膜に関して、（ＣＨ３）３Ｉｎおよび（Ｃ２Ｈ５）３Ｉｎが個々に、または任意の組み
合わせで使用されてもよい。例えば、ＧａＯ膜に関して、Ｇａ（ＯＣＨ３）３およびＧａ
（ＯＣ２Ｈ５）３が個々に、または２つもしくはそれ以上の任意の組み合わせで使用され
てもよい。例えば、ＴｉＯ膜に関して、チタンイソプロポキシドまたはチタンテトライソ
プロポキシド（ＴＴｉＰ）、テトラキス（ジメチルアミノ）チタン（ＴＤＭＡＴ）、テト
ラキス（１－メトキシ－２－メチル－２－プロパノレート）チタン（Ｔｉ（ＭＭＰ）４）
、チタン－テトラ－ブトキシド（ＴＴＢ）、およびテトラキス（エチルメチルアミノ）チ
タン（ＴＥＭＡＴ）が個々に、または２つもしくはそれ以上の任意の組み合わせで使用さ
れてもよい。例えば、ＧｅＯ膜に関して、テトラエチルオキシゲルマン（ＴＥＯＧ）、テ
トラメチルオキシゲルマン（ＴＭＯＧ）、テトラエチルゲルマン（ＴＥＧ）、テトラメチ
ルゲルマン（ＴＭＧ）、テトラキス（ジメチルアミノ）ゲルマニウム（ＴＤＭＡＧｅ）、
ゲルマニウムテトライソプロポキシド、およびゲルマニウムテトライソブトキシドが個々
に、または２つもしくはそれ以上の任意の組み合わせで使用されてもよい。一部の実施形
態において、前駆体は前述の化合物のいずれかから本質的になる。「から本質的になる」
という用語は、法律および規則により許容される範囲で使用される。
【００２０】
　一部の実施形態において、希ガスを含むまたは含まないＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯ

ｙを使用してプラズマが生成される。ＣｘＯｙとして、ＣＯ、Ｃ２Ｏ、ＣＯ２、Ｃ３Ｏ２

、ＣＯ３およびＣ５Ｏ２が個々に、または２つもしくはそれ以上の任意の組み合わせで使
用されてもよい。ＮｘＯｙとして、ＮＯ、Ｎ２Ｏ、ＮＯ２、Ｎ２Ｏ３、Ｎ２Ｏ４およびＮ

２Ｏ５が個々に、または２つもしくはそれ以上の任意の組み合わせで使用されてもよい。
一部の実施形態において、ＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙのプラズマはＣＯ２プラズマ
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である。一部の実施形態において、ステップ（ｉｉ）において、酸素プラズマがさらに、
ＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙのプラズマが十分な酸化力を提供されていないので、所
望の特性を有する酸化膜が得られない場合、またはＣｘＯｙおよび／もしくはＮｘＯｙの
プラズマが酸化膜における不純物の濃度を増加させる場合、ステップ（ｉｉ）の開始を除
いて反応空間に加えられる。ステップ（ｉｉ）の開始において、ＣｘＯｙおよび／または
ＮｘＯｙのプラズマは、下層の酸化を阻害するように酸素プラズマなしで使用され、酸化
膜が下層の接触面に形成され、酸化問題（酸化膜自体が下層の酸化をブロックするバリア
層として機能する）を軽減するのに十分に厚くなった後（例えば、ＲＦパワーに応じて約
０．５ｎｍ～約２．０ｎｍの厚さ）、酸素プラズマが部分的または完全にＣｘＯｙおよび
／またはＮｘＯｙのプラズマの代わりに加えられる。一部の実施形態において、酸化膜は
、酸素のプラズマなしにＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙのプラズマを使用して形成され
る下部の酸化層、ならびに酸素とＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙの混合プラズマを使用
して形成される上部の酸化層から構成される（ＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙの酸素の
流量比は０／１００超～約１００／０の範囲であり得る）。一部の実施形態において、ス
テップ（ｉｉ）において、酸素プラズマはステップ（ｉｉ）の最初から終わりまで反応空
間において使用されない。
【００２１】
　一部の実施形態において、プラズマアシストプロセスは、プラズマエンハンスト原子層
堆積（ＰＥＡＬＤ）であり、ステップ（ｉ）は（ｉａ）基板上で前駆体を吸収するために
前駆体を反応空間に供給し、続いて吸収されていない前駆体を基板から取り除くためにパ
ージするステップを含み、ステップ（ｉｉ）は（ｉｉａ）吸収された前駆体に対して表面
反応を引き起こすように吸収された前駆体をプラズマに曝露し、続いて反応していない成
分を基板から取り除くためにパージするステップを含み、ステップ（ｉａ）および（ｉｉ
ａ）は１回のサイクルからなり、ステップ（ｉｉｉ）において酸化膜を生成するために反
復される。例えば、上記の方法は、酸素が酸化ガスとして通常使用されている図１ａ～１
ｃに記載されているプロセスにおける問題を効果的に解決できるので、一部の実施形態に
おいて、上記の方法は図１ａ～１ｃに記載されているプロセスを改変するために適用され
る。当業者は本開示に基づいた慣例の実験によりこのような改変されたプロセスを実施で
きる。
【００２２】
　一部の実施形態において、酸化膜は以下の表１に示した条件下でＰＥＡＬＤによって形
成されてもよいが、その条件は酸化膜の種類に応じて変更してもよい。ＡＬＤは自己限定
性吸着反応プロセスであるので、堆積した前駆体分子の量は反応表面サイトの数によって
決定され、飽和後の前駆体曝露とは関係なく、前駆体の供給は反応表面サイトが飽和され
るようにサイクルごとになされる。
【００２３】
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【表１】

【００２４】
　上記において、キャリアガスおよび補助ガスを連続的に供給することによって、別のパ
ージガスは必要とされない。なぜならこれらのガスの連続供給はパージの機構として機能
するからである。反応ガスは前駆体に反応しないので、連続的に供給されてもよく、それ
により反応ガスの連続供給もまた、パージの機構として機能する。
【００２５】
　一部の実施形態において、ＰＥＡＬＤによる酸化膜の厚さは約１ｎｍ～約３５０ｎｍの
範囲である（所望の膜厚さは膜の用途および目的などに応じて適切とみなされるように選
択されてもよい）。
【００２６】
　キャリアガス、シールガス、パージガスまたはプロセス調整ガス（補助ガス）として、
Ａｒ、Ｈｅ、Ｎｅ、ＫｒおよびＸｅなどの希ガスが、個々に、または２つもしくはそれ以
上の任意の組み合わせで使用されてもよい。一部の実施形態において、ステップ（ｉａ）
におけるパージは吸収されていない前駆体のほとんどを除去するのに不十分であり、パー
ジ時間は約０．２秒～約３秒、典型的には約０．３秒～約１．０秒の範囲であってもよい
。パージ時間がＡＬＤにおいて短縮される場合、ＣＶＤのようなプロセスは基板の表面上
および表面付近で行われるので、このプロセスは疑似ＡＬＤまたはＣＶＤアシストＡＬＤ
と称される。疑似ＡＬＤはプロセス時間を短縮させ、生産性を増加させ、制御パラメータ
のマージンを広げるが、膜のコンフォーマリティ（ｃｏｎｆｏｒｍａｌｉｔｙ）は純粋な
ＡＬＤによるものほど良好ではない場合がある。このプロセスは反応チャンバの内壁にお
けるプレコートの形成に適用されてもよい。プレコート（例えば、約２０ｎｍ～約２００
ｎｍの厚さを有する）は、疑似ＡＬＤが実施される場合、プラズマ反応を安定にするのに
効果的である。さらに、驚くべきことに、一部の実施形態の疑似ＡＬＤにおいて、パージ
時間が顕著に短縮されているので、吸収されていない前駆体の反応がガス相におけるプラ
ズマによって行われるという事実にも関わらず、基板上の粒子の数は増加しない。
【００２７】
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　一部の実施形態において、プラズマはＲＦパワーを反応空間に印加することによって反
応空間内に生成される（ｉｎ－ｓｉｔｕプラズマ）。一部の実施形態において、ＣｘＯｙ

および／またはＮｘＯｙはステップ（ｉ）～（ｉｉｉ）の間中ずっと反応空間に連続して
供給され、ＲＦパワーが印加される場合、反応ガスは励起される。本開示において、「連
続して」とは、一部の実施形態において、真空を中断しないこと、タイムラインを中断し
ないこと、処理条件を変更しないこと、すぐ後に次のステップに進むこと、または２つの
構造の間に別の物理的もしくは化学的境界が存在しないことを指す。
【００２８】
　あるいは、ＣｘＯｙおよび／またはＮｘＯｙは前駆体のパルスと重ならないパルスで供
給されてもよい。一部の実施形態において、リモートプラズマユニットが、反応ガスを励
起し、プラズマを反応空間に供給するために使用されてもよい。
【００２９】
　一部の実施形態において、プラズマアシストプロセスは、プラズマエンハンスト化学気
相成長（ＰＥＣＶＤ）であり、ステップ（ｉ）は（ｉｂ）前駆体を反応空間に供給するス
テップを含み、ステップ（ｉｉ）は（ｉｉｂ）前駆体の反応成分が基板上に堆積する前に
反応空間において反応を引き起こすように前駆体をプラズマに曝露するステップを含む。
上記において、ＰＥＣＶＤにおいて酸素の代わりに反応ガスとしてＣｘＯｙおよび／また
はＮｘＯｙを使用する場合、驚くべきことに、基板上の粒子の数は顕著に減少し得るので
、ＰＥＡＬＤとＰＥＣＶＤの混合プロセスは、粒子の数を増加させずに効果的かつ連続し
て実施することができ、ＰＥＣＶＤの使用を発展させる。
【００３０】
　一部の実施形態において、酸化膜は以下の表２に示した条件下でＰＥＣＶＤによって形
成されてもよいが、その条件は酸化膜の種類に応じて変更してもよい。
【００３１】
【表２】

【００３２】
　一部の実施形態において、ＰＥＣＶＤによる酸化膜の厚さは約５ｎｍ～約１０００ｎｍ
の範囲である（所望の膜厚さは膜の用途および目的などに応じて適切であるとみなされる
ように選択されてもよい）。キャリアガス、シールガス、パージガス、またはプロセス調
整ガスとして、Ａｒ、Ｈｅ、Ｎｅ、ＫｒおよびＸｅなどの希ガスが、個々に、または２つ
もしくはそれ以上の任意の組み合わせで使用されてもよい。
【００３３】
　一部の実施形態において、プラズマはＲＦパワーを反応空間に印加することによって反
応空間内に生成される（ｉｎ－ｓｉｔｕプラズマ）。一部の実施形態において、リモート
プラズマユニットが、反応ガスを励起し、プラズマを反応空間に供給するために使用され
てもよい。
【００３４】
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　図４は、望ましくは、本発明の一部の実施形態において有用である、以下に記載した手
順を実施するようにプログラムされた制御装置と組み合わされたＰＥＡＬＤ装置の概略図
である。この図において、平行な一対の導電性平板電極４４、４２が与えられ、それらは
反応チャンバ４３の内部５１において互いに対向し、ＨＲＦパワー（１３．５６ＭＨｚま
たは２７ＭＨｚ）４５および必要に応じて５ＭＨｚ以下のＬＲＦパワー（４００ｋＨｚ～
５００ｋＨｚ）９０が片側に印加され、他方の側に電気的なグラウンド５２が接地され、
プラズマが電極間で励起される。温度調節装置が下側ステージ４２（下側電極）に与えら
れ、その上に配置される基板４１の温度は所与の温度にて一定に維持される。上側電極４
４はシャワープレートと同様に機能し、反応ガスおよび希ガスは、ガスフロー制御装置６
３、パルスフロー制御バルブ７１～７３、およびシャワープレートを介して反応チャンバ
４３内に導入される。この実施形態において、前駆体はヒーターを備えたボトル７４内に
液体として保存される。希ガスは、（ａ）バルブ７２および７３が閉鎖されるとバルブ７
１を介して、または（ｂ）バルブ７１が閉鎖されるとバルブ７２、ボトル７４、およびバ
ルブ７３を介して、反応チャンバ４３内に連続して流れることができる。（ｂ）において
、希ガスは前駆体を保持し、前駆体と一緒に反応チャンバ４３内に流れる。（ａ）におい
て、希ガスのみが反応チャンバ４３内に流れる。バルブの操作と共に上記の機構によって
、希ガスは、前駆体の供給をパルスしながら連続して供給され得る。あるいは、反応チャ
ンバ４３において、排気パイプ４６が設けられ、その排気パイプ４６を介して、反応チャ
ンバ４３の内部５１内のガスが排気される。あるいは、シールガスを反応チャンバ４３の
内部５１内に導入するためにシールガスフロー制御装置６４が反応チャンバに設けられる
（反応チャンバの内部の反応領域と搬送領域を分離するための分離プレートはこの図から
省略されている）。ＰＥＣＶＤに関して、パルス機構を使用せずに同じ装置が使用されて
もよい。
【００３５】
　当業者は、装置が、本明細書のいずれかに記載している、制御される堆積およびリアク
タクリーニングプロセスを行うようにプログラムまたは構成されている１つまたは複数の
制御装置（図示せず）を備えることは理解するであろう。制御装置は、様々な電源、加熱
システム、ポンプ、ロボットおよびガスフロー制御装置またはリアクタのバルブと通信す
ることも同様に当業者により理解されるであろう。
【実施例】
【００３６】
　参照例１および２
　酸素プラズマ（参照例１）および二酸化炭素プラズマ（参照例２）によって引き起こさ
れる酸化度を評価するために、前駆体を供給せず（酸化膜を堆積させず）に剥き出しのＳ
ｉ基板を酸素プラズマおよび二酸化炭素プラズマのそれぞれに曝露し、各プラズマによる
酸化度を、プラズマによる剥き出しのＳｉ基板の表面の酸化によって生成されたＳｉＯの
厚さに基づいて加速度的に評価した。酸化膜の堆積において、少なくとも堆積プロセスの
開始において、参照例１および２に観察されるものと同様の現象が発生すると考えられる
。
【００３７】
　剥き出しのＳｉ基板を図４に示した装置にロードし、以下の表３に示した条件下でプラ
ズマに曝露した。
【００３８】
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【表３】

【００３９】
　プラズマに曝露したＳｉ基板の組成を深さ方向において分析し、酸素が検出された部分
の深さ（ｎｍ）をＳｉＯ層の厚さとして測定した。その結果を図２に示す。図２に示され
るように、ＣＯ２を使用した場合のＳｉＯ層の厚さは、Ｏ２を使用した場合のＳｉＯ層の
厚さより、１０秒の曝露時間にて約８％薄く（（１．４１－１．３）／１．４１）、１０
０秒の曝露時間にて約２７％（（２．０５－１．４９）／２．０５）薄かった。酸化ガス
としてＣＯ２を使用することによって、Ｏ２の使用と比較して、下層の酸化度は顕著に減
少し得る。
【００４０】
　実施例１および２ならびに比較例１および２
　図４に示した装置を使用して、酸化膜を以下の表４に示した条件下でＰＥＡＬＤによっ
て基板上に堆積させた。比較例１および２において酸化ガスとしてＯ２を使用したのに対
して、実施例１および２において酸化ガスとしてＣＯ２を使用し、比較例１および実施例
１において、前駆体パージ時間は０．８秒であったのに対して、比較例２および実施例２
において前駆体パージ時間は０．１秒であった。
【００４１】
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【表４】

【００４２】
　各々の基板を、平均膜厚、成長速度、膜厚均一性、および検出された粒子の数に関して
分析した。結果を表４に示す。比較例１および実施例１において、前駆体パージ時間は０
．８秒であり、これは吸収されていない前駆体を基板の表面から除去するのに十分である
と考えられるのに対して、比較例２および実施例２において、前駆体パージ時間は０．１
秒であり、これは吸収されていない前駆体を基板の表面から除去するのに不十分であると
考えられる。比較例２において、吸収されていない前駆体を完全に除去せずにプラズマが
酸素雰囲気中で生成されたので、吸収されず、除去されていない前駆体はガス相において
酸素プラズマと反応し、それにより数千個の粒子のうちの数十個が堆積した。一方、実施
例２において、プラズマが二酸化炭素雰囲気中で生成された場合、粒子の数は驚くべきこ
とに１０未満であった。ＰＥＡＬＤにおいて二酸化炭素プラズマを使用することによって
、ダストフリー堆積が実施され得ることが確認される。
【００４３】
　実施例３および比較例３
　図４に示した装置を使用して以下の表５に示した条件下でＰＥＣＶＤ（前駆体をプラズ
マに曝露した）によって酸化膜を基板に堆積させた。比較例３においてＯ２を酸化ガスと
して使用したのに対して、実施例３においてＣＯ２を酸化ガスとして使用した。
【００４４】
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【表５】

【００４５】
　各々の基板を、平均膜厚、膜厚均一性、および検出された粒子の数に関して分析した。
結果を表５に示す。比較例３において、プラズマが酸素雰囲気中で生成されたので、前駆
体はガス相において酸素プラズマと反応し、それにより数千個の粒子のうちの数十個が堆
積した。一方、実施例２と同様に実施例３において、プラズマが二酸化炭素雰囲気中で生
成された場合、粒子の数は驚くべきことに１０未満であった。また、ＰＥＣＶＤにおいて
二酸化炭素プラズマを使用することによって、ダストフリー堆積が実施され得ることが確
認される。
【００４６】
　実施例４
　ボトルを５０℃に加熱した（それにより前駆体の供給は増加する）ことを除いて、実施
例２と同じ条件下でＰＥＡＬＤによって酸化膜を基板上に堆積させた。結果として、成長
速度は０．１３２ｎｍ／サイクルに増加した。しかしながら、検出された粒子の数は１０
未満であり、短いパージ時間（０．１秒）を維持しながら供給が増加した場合でさえも、
検出された粒子の数は極めて低いままであり得ることが示される。
【００４７】
　参照例３および４
　酸素（参照例３）および二酸化炭素（参照例４）を使用してプラズマ点火範囲を評価す
るために、１０Ｗ、１５Ｗ、２０Ｗ、および２５ＷのＲＦパワーがそれぞれの行列に印加
された場合、圧力［Ｐａ］である垂直軸（行はそれぞれ２２２、２５０、３００、４００
、５００、６００、７００、および８００Ｐａに対応する）および電極間の間隔［ｍｍ］
である水平軸（列はそれぞれ９．５、１１、１２、１３、１４、１５、および１６ｍｍに
対応する）によって各々定義される複数の行列に基づいて、図４に示した装置を使用して
点火状態を検査した。結果を図３に示す。各行列における各セルは、点火失敗なしを最も
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明るく表し、５０回の点火失敗の発生を最も暗く表したグレースケールを使用した５０回
の試行回数ごとの点火失敗の数を示す。図３に示したように、酸素と二酸化炭素との間で
点火性に顕著な相違は存在せず、二酸化炭素は酸素を使用したプラズマの点火と同様にプ
ラズマを点火できることを示す。
【００４８】
　複数のおよび様々な変更が本発明の精神から逸脱せずになされ得ることは当業者により
理解されるであろう。したがって、本発明の形態は例示のみであり、本発明の範囲を限定
することを意図するわけではないことが明確に理解されるべきである。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図３】

【図４】
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【図２】
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