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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気相反応物を交互に反応室に供給して成膜を行い、且つ、各気相反応物の供給の間に、
反応室内にある気相反応物を排気すると共に不活性ガスを供給するパージを行う枚葉式原
子層成長（ＡＬＤ）法を用いる半導体装置の製造方法であって、
　前記成膜の際に、反応室から気相反応物を排気する複数の排気管における排気量が均一
になるように、各排気管に付属する排気バルブの開度を制御し、
　前記パージの際に、アイソレーションバルブを有し前記複数の排気管の排気バルブをバ
イパスするバイパスラインを開放することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記成膜の際には、前記アイソレーションバルブを閉じて前記排気バルブにより気相反
応物の流れを制御することを特徴とする、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記アイソレーションバルブを開放しバイパスラインを用いて排気している間に、排気
バルブの開閉度を次のステップの最適値に変更する、請求項１又は２に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項４】
　前記排気バルブが、圧力制御式回転バルブである、請求項１～３の何れか一に記載の半
導体装置の製造方法。
【請求項５】
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　前記ＡＬＤ法が、半導体基板上にキャパシタの容量絶縁膜を形成するプロセスである、
請求項１～４の何れか一に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記容量絶縁膜を形成するプロセス条件作成時に、ＡＬＤの各ステップで気相反応物の
流れを均一にするため、排気バルブの開閉度最適化の手順を実施することを特徴とする、
請求項１～５の何れか一に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記排気バルブの開閉度最適化の手順で反応室に供給するガスは、実際の成膜に用いる
気相反応物と同じであることを特徴とする、請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記排気バルブの開閉度最適化の手順で反応室に供給するガスは、実際の成膜に用いる
気相反応物と異なるガスを用いることを特徴とする、請求項６に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項９】
　前記排気バルブの開閉度最適化の手順で決定された開閉度最適値を、各ステップの開閉
度設定パラメータとして使用し、各ステップの切り替わるタイミングに合わせて排気バル
ブの開閉度を変更することを特徴とする、請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記排気バルブの開閉度を各ステップの切り替わるタイミングに合わせて、反応室に設
置された真空計の計測値と、各排気管毎に設置された真空計の計測値とを用いて、開閉度
を制御することを特徴とする、請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記排気バルブの開閉度最適化の手順で決定された開閉度最適値を各ステップの開閉度
設定パラメータとして使用し、各ステップの切り替わるタイミングに合わせて排気バルブ
の開閉度を最適値まで変更した後、反応室に設置された真空計の計測値と各排気管毎に設
置された真空計の計測値とを用いて、開閉度を制御することを特徴とする、請求項６に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記排気バルブの開閉度の変更は、容量絶縁膜の成膜に寄与しないステップで行うこと
を特徴とする、請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記排気バルブの開閉度の変更は、容量絶縁膜の成膜に寄与しないステップの前後のス
テップで行うことを特徴とする、請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記容量絶縁膜形成時の成膜に寄与しないステップの排気バルブの開閉度を完全解放に
設定することを特徴とする、請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記容量絶縁膜形成時の成膜に寄与しないステップの排気バルブの開閉度を、次のステ
ップのバルブ開閉度最適値に設定することを特徴とする、請求項６に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項１６】
　気相反応物を交互に反応室に供給して成膜を行い、且つ、各気相反応物の供給の間に、
反応室内にある気相反応物を排気すると共に不活性ガスを供給するパージを行う枚葉式原
子層成長（ＡＬＤ）法を用いて容量絶縁膜を形成する半導体装置の製造方法であって、
　前記成膜に際して、反応室から気相反応物を排気する複数の排気管における真空度が均
一になるように、各排気管に付属する圧力制御用回転式バルブの開度を制御し、
　気相反応物の流れを均一にするため、圧力制御用回転式バルブの開閉度最適化の手順を
実施し、
　圧力制御用回転式バルブの開閉度最適化の手順で決定された開閉度最適値を各ステップ
の開閉度設定パラメータとして使用し、各ステップの切り替わるタイミングに合わせて圧
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力制御用回転式バルブの開閉度を最適値まで変更した後、反応室の真空度と各排気管毎の
真空度とを用いて、圧力制御用回転式バルブの開閉度を制御することを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【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に関し、更に詳しくは、原子層成長（以下、ＡＬＤと
呼ぶ。ＡＬＤ: Atomic Layer Deposition）法を利用して、半導体装置内に容量絶縁膜を
成膜する技術の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　微細化技術の向上によりＤＲＡＭの高密度化が加速され、キャパシタに許容できる占有
面積は減少している。一方、デバイス動作に必要な容量は維持する必要があり、世代が進
むにつれて、シリンダ－を深くする等の構造（高アスペクト構造）が主流になっている。
このような背景に対して従来のＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法では、被覆性良
く容量絶縁膜を形成することが困難になってきた。そこで近年、ＡＬＤ法による成膜が行
われている。ＡＬＤ法は原子層毎に成膜する手法である。例えば非晶質酸化アルミニウム
膜を成膜する場合には、図９に示す通り、アルミソースであるトリメチルアルミニウム（
ＴＭＡ）を導入するステップ（ステップＢ）と、酸化剤であるオゾン（Ｏ３）を導入する
ステップ（ステップＥ）とを交互に行う。また、それぞれのガス導入ステップの間には、
気相中で反応しないように、真空引きステップ（ステップＤ及びＧ）と、不活性ガス（ア
ルゴン（Ａｒ）等）によるパージステップ（ステップＡ、Ｃ、Ｆ）とを行う。導入された
トリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）は、半導体基板の表面に吸着した材料のみが酸化され
るため、基板表面の吸着量を最適化することで、高アスペクト構造でも緻密で良質な容量
絶縁膜を形成することが可能となる。
【０００３】
　一方、半導体産業は価格変動が激しく、競合他社との競争に打ち勝つためには、製造コ
ストの低減が不可欠である。このため、半導体基板の大口径化の流れが加速しているもの
の、半導体基板の大口径化に伴い、基板全面において一様に成膜することが困難になりつ
つある。特に、半導体基板全面のシリンダー底部にまで一様に成膜するために上記ＡＬＤ
法を用いた場合には、シリンダー底部での気相反応物の表面吸着量を同一にする必要があ
り、充分過ぎるほど気相反応物を供給することで表面吸着量を飽和させるか、或いは、ガ
ス供給が全面均一になるように制御して表面吸着量を飽和領域に達しない一定量にするこ
とが必要である。
【０００４】
　従来のＡＬＤ装置の一例を図１０に示す。図１０では、形成する容量絶縁膜が非晶質酸
化アルミニウム膜であり、非晶質酸化アルミニウムを形成するためのアルミソースとして
トリメチルアルミニウムを（ＴＭＡ）、酸化剤としてオゾン（Ｏ３）をそれぞれ用いる。
トリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）とオゾン（Ｏ３）は独立した導入管３５及び３６から
、シャワーヘッド３３を通って反応室（成膜室）３１内に導入される。また各々の導入管
３５、３６には、配管内部及び反応室３１内を不活性ガスで置換できるように、アルゴン
（Ａｒ）の導入管が接続されている。また未反応ガスや反応生成物を排出するために排気
管３８が設けられ、この排気管３８は図示しない真空排気設備に接続されている。
【０００５】
　排気管３８の途中には圧力制御用回転式バルブ３９が設置され、その開閉度を調節する
ことで、反応室３１内の圧力は０．１３３～１３．３Ｐａの間で調整できる。更に、反応
室３１にはステージヒーター３４が設けられており、処理中の半導体基板３２はステージ
ヒーター３４上に設置されることで成膜温度まで加熱される。成膜温度は、形成する容量
絶縁膜の種類及び半導体基板の構造に合わせて、２５０～５００℃の範囲で任意に選択で
きる。試料搬入口３７を通って反応室３１内に半導体基板３２が搬入された後、非晶質酸
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化アルミニウム膜の形成を開始する。成膜後の膜厚均一性は、真空度や成膜温度、ガス流
量等を調整することで対応している。
【特許文献１】特開昭６３－５６９１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記ＡＬＤ処理の各ステップで供給されるガスの最適供給量が異なる場合に
は、ガスの流れる方向がステップ毎に異なるため、半導体基板全面で一様に成膜できない
場合がある。また半導体基板表面の膜厚が均一であっても面内で膜質が異なる場合もある
。更に、上述したように高アスペクト構造化が加速されている現状では、例えばシリンダ
ー上部での膜厚、膜質は同等であっても、シリンダー底部まで充分にガスが供給されず被
覆性が低下することなどが起こり得る。このような問題を解決するために、充分すぎるほ
どの供給飽和状態を用いる場合には、図９におけるステップＢ（又はＥ）の設定時間を数
１０～数１００秒、場合によってはそれ以上に設定する必要があり、装置処理能力を極端
に低下させる。そのため、ガスの流れを全面均一になるよう制御し、供給飽和状態を用い
ずとも良質な膜が形成できる半導体製造装置が必要であるが、従来のＡＬＤ装置ではガス
の流れを制御することは難しい。
【０００７】
　一例として、従来のＡＬＤ装置の上面図と側面図を図１１に示す。図中矢印で示したの
は、ステップＢ（又はＥ）での成膜中のガスの流れる方向であり、矢印の本数でガスの流
量を示している。理想的には、反応室３１中央に排気管３８を設置し、反応室３１内部を
真円にすることで、ガスは全方位均一に流れる。しかし、実際には反応室３１中央にはス
テージヒーター３４等、重要なユニットが存在し、排気管３８は反応室３１の中心から外
れた位置に設置されることが多い。また反応室３１内部も真円とはならず様々な凹凸があ
るためにガスの流れに偏りが発生する。このような問題を改善するための一例として、図
１２に示すように、遮蔽板５０を反応室３１に設置している装置もある。
【０００８】
　遮蔽板５０には、反応室３１内でのガスの流れを調整するために孔径を変更した開口部
が設けられ、ガスの流れを調整している。しかしながらこの構造はあくまで標準的な条件
を用いた場合のみを想定しているため、標準条件から逸脱した条件を用いた場合には、や
はりガスの流れに偏りが生じる。実際に遮蔽板５０が設置された装置にて標準条件（条件
Ａ）で成膜した場合と、容量絶縁膜の膜質を最適にするため、標準条件から逸脱した条件
（条件Ｂ）を用いた場合とについて、Ａｌ２Ｏ３膜における膜厚面内分布の傾向を測定し
た結果を図１３（ａ）及び（ｂ）に示す。標準条件（条件Ａ）では同心円状に膜厚が変化
しており、ガスが全方位均一に流れていることがわかる。しかし膜質を重視した条件（条
件Ｂ）を用いた場合には、ガスの流れの偏りを反映し膜厚が変化している。このように容
量絶縁膜の膜質を向上するために最適なガス供給量に設定した場合には、面内分布の均一
性が崩れることがあり、それを許容できない場合には、膜質を低下させても面内均一性を
向上させる条件を適用しなければならない。
【０００９】
　反応室内のガスの流れを均一化する技術としては、特許文献１に記載された半導体気相
成長装置が知られている。該特許文献に記載の装置では、気相成長反応室に複数の排気管
を設け、各排気管毎に排気量を調整するバルブを設けている。しかし、この特許文献に記
載の半導体気相成長装置では、排気管に備える各バルブについての開閉度制御が成されて
いない。このため、この技術をＡＬＤ装置に適用すると、容量絶縁膜の膜質を向上するた
めに最適なガス供給量に設定した場合などのように、所定の標準条件を逸脱した場合には
、再度バルブの開閉度調整が不可欠である。このため、成膜の処理能力が低下する。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、成膜における処理能力を低下させることなく、ＡＬＤ法を用
いた成膜時に、各ステップ毎にガスの流れを制御し高アスペクト構造での被覆性を向上さ
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せ、均質な成膜をウエハ全面及びシリンダー全体で得ることができる半導体製造装置を提
供することにある。
【００１１】
　本発明の目的は、また、ＡＬＤ法において成膜時に、各ステップ毎にガスの流れを制御
し、高アスペクト構造での被覆性を向上させ、均質な絶縁膜を形成できる半導体装置の製
造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の半導体製造装置は、気相反応物を交互に反応室に
送り、半導体基板上に原子層レベルで成膜を行う枚葉式原子層成長（ＡＬＤ）装置であっ
て、
　反応室内に配設され、前記半導体基板が設置されるステージと、
　前記ステージの周辺に設けられ、排気量が個別に制御できる複数の排気管とを具備し、
該排気管はそれぞれ、排気量を調整するためのバルブを備え、該バルブの開閉度が、該バ
ルブの上流側に配置されて前記排気管内の真空度を計測する第１の真空計の計測値に依存
して制御されることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、気相反応物を交互に反応室に送り、原子層レ
ベルで成膜を順次に行う原子層成長（ＡＬＤ）を用いて、半導体基板上にキャパシタの容
量絶縁膜を形成する、半導体装置の製造方法において、
　上記本発明の半導体製造装置を用い、容量絶縁膜の形成時に気相反応物の流れる方向を
制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の半導体製造装置及び方法によると、排気量が個別に制御できる複数の排気管に
よって反応室内のガスを排気することにより、標準条件を逸脱した場合にも、何れのステ
ップにおいても、反応室内のガス流が制御できるので、半導体基板上に一様な厚みの容量
絶縁膜の形成が可能になる。
【００１５】
　本発明の半導体製造装置では、前記バルブが、圧力制御用回転式バルブであり、その開
度が０度から９０度の範囲で任意の値に制御されてもよい。また、この前記圧力制御用回
転式バルブの開閉度が、前記反応室内の真空度を計測する第２の真空計の計測値に更に依
存して制御されてもよい。
【００１６】
　前記第２の真空計の計測値が所定の設定値になるように制御され、且つ、各排気管に流
れ込む排気量が同じになるように前記圧力制御用回転式バルブの開閉度が個別に制御され
てもよい。この場合、バルブの開閉度制御が簡素化できる。
【００１７】
　前記排気管はそれぞれ、排気量を調整するための圧力制御用回転式バルブと、前記圧力
制御用回転式バルブをバイパスするバイパスラインとを具備してもよい。迅速な制御が可
能になる。
【００１８】
　前記バイパスラインは、アイソレーションバルブを具備しており、該アイソレーション
バルブの開閉が、前記第２の真空計の計測値に依存して制御されてもよい。この場合、制
御が単純化できる。
【００１９】
　ＡＬＤの成膜に寄与するステップでは、前記アイソレーションバルブを閉じて圧力制御
用回転式バルブにより気相反応物の流れを制御し、成膜に寄与しないステップでは、前記
アイソレーションバルブを開放しバイパスラインを用いて排気してもよい。
【００２０】
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　前記アイソレーションバルブを開放しバイパスラインを用いて排気している間に圧力制
御用回転式バルブの開閉度を次のステップの最適値に変更するよう制御してもよい。制御
のスピードが向上する。
【００２１】
　本発明の半導体装置の製造方法では、前記容量絶縁膜を形成するプロセス条件作成時に
、ＡＬＤの各ステップで気相反応物の流れを均一にするため、圧力制御用回転式バルブの
開閉度最適化の手順を実施してもよい。
【００２２】
　また、前記圧力制御用回転式バルブの開閉度最適化の手順で反応室に供給するガスは、
実際の成膜に用いる気相反応物と同じであってもよい。正確な最適化が容易になる。
【００２３】
　或いは、上記に代えて、前記圧力制御用回転式バルブの開閉度最適化の手順で供給する
ガスは、半導体製造装置に接続されている任意のガスを用いてもよい。開閉度最適化手順
が簡素化される。
【００２４】
　また、前記容量絶縁膜形成時に圧力制御用回転式バルブの開閉度最適化の手順で決定さ
れた開閉度最適値を、各ステップの開閉度設定パラメータとして使用し、各ステップの切
り替わるタイミングに合わせて圧力制御用回転式バルブの開閉度を変更してもよい。
【００２５】
　或いは、上記に代えて、前記容量絶縁膜形成時に、圧力制御用回転式バルブの開閉度を
各ステップの切り替わるタイミングに合わせて、反応室に設置された真空計の計測値と、
各排気管毎に設置された真空計の計測値とを用いて、開閉度を制御してもよい。
【００２６】
　更には、前記容量絶縁膜形成時に、圧力制御用回転式バルブの開閉度最適化の手順で決
定された開閉度最適値を各ステップの開閉度設定パラメータとして使用し、各ステップの
切り替わるタイミングに合わせて圧力制御用回転式バルブの開閉度を最適値まで変更した
後、反応室に設置された真空計の計測値と各排気管毎に設置された真空計の計測値とを用
いて、開閉度を制御してもよい。特に、正確な制御が可能になる。
【００２７】
　前記容量絶縁膜形成時の圧力制御用回転式バルブの開閉度の変更は、容量絶縁膜の成膜
に寄与しないステップで行ってもよい。或いは、容量絶縁膜の成膜に寄与しないステップ
の前後のステップで行ってもよい。この場合、前記容量絶縁膜形成時の成膜に寄与しない
ステップの圧力制御用回転式バルブの開閉度を完全解放に設定してもよい。
【００２８】
　また、前記容量絶縁膜形成時の成膜に寄与しないステップの圧力制御用回転式バルブの
開閉度を、次のステップのバルブ開閉度最適値に設定してもよい。この場合、制御が迅速
になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付した図面を参照しながら、本発明の実施の形態を以下に詳述する。なお、全
図を通して、同様な要素には同様な符号を付して示している。
【００３０】
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体製造装置におけるＡＬＤ装置を示し、
同図（ａ）はその上面図、同図（ｂ）は図（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。本実施形態で
は、全ての成膜条件下においてガスの流れを全方位均一に制御できる容量絶縁膜形成が可
能な半導体製造装置、特に枚様式原子層成長（ＡＬＤ）装置の構造、及び、その容量絶縁
膜形成方法について述べる。
【００３１】
　本実施形態におけるＡＬＤ装置は、同じ径の排気管を最低２つ以上（図１の例では４本
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）具備し、全ての排気管６２～６５は、その内部に、排気圧力調節用の真空計６１ａ～６
１ｄと、圧力制御用回転式バルブ６６～６９とを備えている。排気管６２～６５は、反応
室３１内又は反応室３１外で、排気管３８に集約されて、図示しない真空排気設備に接続
されている。このとき集約される排気管は、図に示すように１本でも良いし、或いは、複
数本でもよい。また、各排気管６２～６５が集約されずに、それぞれ単独で真空排気設備
に接続されてもよい。
【００３２】
　排気管６２～６５の排気圧力は、各排気管に取り付けられている真空計６１ａ～６１ｄ
の値が同一になるように、各圧力制御用回転式バルブ６６～６９の開閉度を調節すること
で制御される。このとき、圧力制御用回転式バルブ６６～６９の開閉度は、０～９０度の
範囲で最適な値に設定される。例えば０度に設定されると、排気管は完全に閉塞した状態
であり、９０度に設定されると、排気管は完全に開放した状態になる。図２は、図１のＡ
ＬＤ装置の一部を模式的に示す系統図である。図２に示すように、反応室３１内の真空度
は真空計６０でモニターされ、その計測値が制御装置７０に送られる。更に排気管６２の
排気圧力をモニターする真空計６１ａの計測値も、同様に制御装置７０に送られる。制御
装置７０は、真空計６０の計測値が予め定められた設定圧力になるように制御すると共に
、真空計６１ａの計測値が他の排気管をモニターする真空計６１ｂ～６１ｄの計測値と同
じになるように、圧力制御用回転式バルブ６６の開閉度を調節する。図２では、排気管６
２のみを図示しているが、他の排気管６３～６５も、排気管６２と同様に制御装置７０を
用いて制御している。
【００３３】
　通常、ＡＬＤプロセスは、図９に示すタイミングチャートに従って処理が進められる。
ステップＢ及びＥでは、ガスの流れが均一になるように制御することが重要である。一方
、その他のステップでは、可能な限り速やかに反応室３１内に残留する未反応ガス又は反
応生成物を排出することが重要であり、このときには、ガスの流れを制御する必要はない
。また、ステップＢ及びＥでは、異なる材料を供給するため、最適なガスの流量が異なる
。従って、複数の排気管を接続しても、圧力制御用回転式バルブ６６～６９の開閉度を、
全てのステップで同一に固定すると、ガスの流れを全方位均一にすることができない。つ
まり、各ステップ毎に最適バルブ開閉度に制御することが必要である。以下、同装置を用
いた容量絶縁膜形成方法について詳述する。
【００３４】
　第１の段階として、各ステップでのガスの流れを均一にするため、圧力制御用回転式バ
ルブ６６～６９の開閉度最適化を実施する。まず、容量絶縁膜の形成時に必要なパラメー
タ（成膜温度、反応室３１の真空度等）を設定した後に、ステップＢ（又はＥ）で供給さ
れるガス流量の総量と同量のガスを反応室３１内に供給し、各配管の真空計６１ａ～６１
ｄの計測値が同じになるように、各排気管６２～６５のバルブの開閉度を制御する。この
とき、反応室３１に供給するガスは、実際の成膜に用いる気相反応物（ＴＭＡ又はＯ３）
でもよく、或いは、アルゴンガス等の不活性ガスやＯ２等の、ＡＬＤ装置に接続されてい
る任意のガスで実施することも可能である。
【００３５】
　通常は、第１の段階ではアルゴンガス等の不活性ガスを用いる。また、反応室３１内の
真空度は、反応室３１内をモニターする真空計６０の値が、予め設定された値になるよう
に制御される。反応室３１内のガスの流れが均一になり、各排気管６２～６５に取り付け
られた真空計６１ａ～６１ｄの計測値が同じになるバルブ開閉度を最適開閉度とする。図
３にステップＢ及びＥの最適開閉度の一例を示す。同図（ａ）は、回転式バルブの状態を
示し、また、同図（ｂ）はステップＢにおける最適開閉度を、同図（ｃ）はステップＥに
おける最適開閉度を示す。図３に示す最適開閉度を決定した後に、その最適開閉度を、ス
テップＢ及びステップＥの圧力制御用回転式バルブ６６～６９の開閉度として、これらの
ステップに設定する。ガスの流れを制御しない他のステップでのバルブ開閉度は、可能な
限り速やかに排気するために、完全開放に設定する。なお、完全開放の設定に代えて、次
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のステップの最適開閉度と同じにしても良い。
【００３６】
　図４（ａ）は、本実施形態におけるＡＬＤプロセスのタイミングチャートの一例を示す
。また、図４（ｂ）は、各ステップにおける圧力制御用回転式バルブ６６～６９の開閉度
を示す。圧力制御用回転式バルブ６６～６９の開閉度変更には、約２秒程度の時間が必要
であるが、開閉度変更は、成膜に影響を与えるステップＢ及びＥ以外のステップで実施す
るため、バルブ動作中のガスの流量が制御できない時間は、成膜特性に影響を与えない。
図４（ｂ）の表中に、矢印で表記した部分はバルブ開閉動作状態を意味する。ステップＡ
及びＤでは、そのステップ処理時間内の最後の２秒間でバルブ開閉度が変更される。また
、ステップＣ及びＦでは、ステップ処理時間内の最初の２秒間で開閉度が変更される。な
お、開閉度変更のタイミングは、成膜特性に影響を与えないステップＢ及びＥ以外の各ス
テップ中であれば、どの段階で実施しても構わない。
【００３７】
　図５（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ、本実施形態におけるＡＬＤプロセスのタイミングチ
ャートの別例、及び、その各ステップにおける圧力制御用回転式バルブ６６～６９の開閉
度を示す。この例では、圧力制御用回転式バルブ６６～６９の開閉度を変更することを目
的としたステップ（ステップＡＡ、ＢＢ、ＤＤ、ＥＥ）を、対象とするステップの前後に
追加している。先の例のように、第１の段階で最適開閉度を決定した後に、作成した成膜
条件を用いて第２段階に移行し、面内均一性確認のため、半導体基板への成膜を行う。半
導体基板への成膜時には、第１の段階で決定した最適開閉度の値となるように、ステップ
の切り替わりに同期して圧力制御用回転式バルブ６６～６９の開閉度が変更される。
【００３８】
　なお、バルブ開閉度最適化の手順（第１の段階）を行わず、各ステップに切り替わる度
に、各排気管６２～６５に取り付けられた真空計６１ａ～６１ｄの計測値と、反応室３１
内を制御する真空計６０の計測値とを用いて、常時最適開閉度に制御することも可能であ
る。この場合、例えば、特定の１つの圧力制御用回転式バルブの開度を固定し、他の圧力
制御用回転式バルブを、各排気管の真空計の計測値に従って制御し、反応室の真空計の計
測値が所望の圧力に制御できるか否かを調べる。所望の値に制御できれば、反応室の真空
計の計測値が予め設定された値になるように前記特定の圧力制御用回転式バルブの開閉度
を制御し、他の圧力制御用回転式バルブを、対応する真空計の計測値に従って制御する。
【００３９】
　第１の段階を実施して得られた最適開閉度の値を基本にしながら、各排気管６２～６５
に取り付けられた真空計６１ａ～６１ｄの計測値と反応室３１内を制御する真空計６０の
計測値とを用いて、常時最適開閉度になるように微調整することも可能である。半導体基
板への成膜後に膜厚や面内均一性を評価し、所望の結果が得られれば処理条件作成は完了
する。また、得られた結果に問題があれば、真空度やガス流量等を変更した後に、第１の
段階を再度実施し、変更後のパラメータに合わせた最適開閉度を設定する。
【００４０】
　各排気管６２～６５に取り付けられた真空計６１ａ～６１ｄの計測値と反応室３１内を
制御する真空計６０の計測値とを用いて、常時最適開放度に制御する場合には、各パラメ
ータを変更して第２段階のみを実施する。上記第１及び第２段階を、所望の結果が得られ
るまで繰り返すことで、最終的に最適処理条件が確定する。ここで作成された処理条件を
用いることで全方位均一にガスの流れを制御することが可能となる。
【００４１】
　各ステップでのガスの流れを制御するために、具体的には枚葉式ＡＬＤ装置の反応室３
１に複数の排気管を接続し、更に各排気管の排気量を調整するための真空計と圧力制御用
回転式バルブ３９とを排気管毎に取り付ける。この圧力制御用回転式バルブ３９の開閉度
は、各排気管に取り付けられた真空計の計測値が同じになるように、制御装置により制御
され、その結果として反応室３１内のガスの流れは全方位均一にできる。
【００４２】
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（第２の実施の形態）
　図６（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ、本発明の第２の実施形態に係る半導体製造装置のＡ
ＬＤ装置を示す上面図、及び、そのＢ－Ｂ線における断面を示す断面図である。複数の排
気管６２～６５が接続され、各排気管６２～６５が排気量調節用の真空計６１ａ～６１ｄ
と圧力制御用回転式バルブ６６～６９とを具備している点は、第１の実施形態と同じであ
る。本実施形態は、圧力制御用回転式バルブ６６～６９をバイパスするバイパスライン９
０ａ～９０ｄを具備する点において、第１の実施形態と異なる。このバイパスライン９０
ａ～９０ｄには、アイソレーションバルブ９１ａ～９１ｄが取り付けられており、このバ
ルブを開閉することで圧力制御用回転式バルブ６６～６９の完全開放と同等の効果が得ら
れる。
【００４３】
　図６（ｂ）の図面上では、排気管６２にのみバイパスライン９０ａが付属する旨が示さ
れているが、実際には接続されている全ての排気管６２～６５にバイパスライン９０ａ～
９０ｄが付属している。また、アイソレーションバルブ９１ａ～９１ｄは、図面上ではバ
イパスライン９０ａ～９０ｄの上流部入口付近に図示されているが、バイパスライン９０
ａ～９０ｄのどの部分に存在してもよく、或いは、複数設置することも可能である。図７
は、圧力制御用回転式バルブ６６～６９及びバイパスライン９０ａ～９０ｄに付属するア
イソレーションバルブ９１ａ～９１ｄの制御を示し、同図（ａ）はステップＢ（又はＥ）
を、同図（ｂ）はステップＢ及びＥ以外を示す。具体的には、バイパスライン９０ａ～９
０ｄに付属するアイソレーションバルブ９１ａ～９１ｄは、圧力制御用回転式バルブ６６
～６９の制御装置７０で制御され、ガスの流れを制御する必要がない各ステップ（ステッ
プＡ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇ）において、圧力制御用回転式バルブ６６～６９を制御する代わり
にアイソレーションバルブ９１ａ～９１ｄの開閉を制御する。
【００４４】
　図８（ａ）及び（ｂ）は、第２の実施形態におけるＡＬＤプロセスのタイミングチャー
ト、及び、その各ステップにおけるバルブの開閉状態を示す表である。アイソレーション
バルブ９１ａ～９１ｄの開閉に必要な時間は１秒弱であり、圧力制御用回転式バルブ６６
～６９の開閉度調整時間と比べて速く、開放にした後はバイパスライン９０ａ～９０ｄ側
の抵抗が小さいため、ガスはバイパスライン９０ａ～９０ｄを通って排気される。バイパ
スライン９０ａ～９０ｄのアイソレーションバルブ９１ａ～９１ｄが開放されている間に
、圧力制御用回転式バルブ６６～６９は次のステップの最適開放度に調整され、アイソレ
ーションバルブ９１ａ～９１ｄを閉じることで、直ぐに次のステップの最適状態に移るこ
とが可能となる。容量絶縁膜形成方法は第１の実施形態で示したものと同じである。
【００４５】
　上記実施形態の半導体製造装置のＡＬＤプロセスでは、以下の効果が得られる。
（１）　ＡＬＤ法を用いた成膜において、各ステップ毎にガスの流れを制御できるため、
半導体基板全面に気相反応物を一様に供給することが可能になる。
（２）　上記（１）の効果により、気相反応物を排気する場合の排気速度が向上するため
、半導体製造装置の処理能力が向上する。
（３）　上記（１）の効果により、容量絶縁膜の膜質が最適になる条件を用いることが可
能になり、半導体装置（ＤＲＡＭなど）の性能が向上する。
（４）　上記（１）の効果により、容量絶縁膜の特性が面内で一様となり、半導体装置（
ＤＲＡＭなど）の生産性が向上する。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、半導体装置を製造する際に使用する枚葉式ＡＬＤ装置に適用され、これによ
ってＤＲＡＭやＤＲＡＭを含む混載ＬＳＩが製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＡＬＤ装置の上面図と断面図。
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【図２】第１の実施形態における圧力制御用回転式バルブの制御を示す系統図。
【図３】（ａ）は、第１の実施形態におけるステップＢ（又はＥ）における圧力制御用回
転式バルブの開閉度の設定を示す側面図、（ｂ）及び（ｃ）はそれぞれ、ステップＢ及び
Ｅの最適開閉度の設定を示す表。
【図４】（ａ）は第１の実施形態におけるＡＬＤプロセスのタイミングチャート、（ｂ）
はそのときの圧力制御用回転式バルブの開閉度を示す表。
【図５】（ａ）は第１の実施形態の変形例におけるＡＬＤ法のタイミングチャート、（ｂ
）そのときの圧力制御用回転式バルブの開閉度を示す表。
【図６】第２の実施形態に係るＡＬＤ装置の上面図及び断面図。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ第２の実施形態におけるステップＢ（又はＥ）、
及び、ステップＢ・Ｅ以外における圧力制御用回転式バルブの開閉度の設定を示す側面図
。
【図８】（ａ）は第２の実施形態におけるＡＬＤプロセスのタイミングチャート、（ｂ）
はそのときの圧力制御用回転式バルブの開閉度を示す表。
【図９】第２の実施形態の変形例におけるＡＬＤ法のタイミングチャート。
【図１０】従来のＡＬＤ装置の斜視図。
【図１１】従来のＡＬＤ装置の上面図及び断面図。
【図１２】遮蔽板を有する従来のＡＬＤ装置の上面図及び断面図。
【図１３】Ａｌ２Ｏ３膜の膜厚の面内分布を示す線図。
【符号の説明】
【００４８】
３１：反応室
３２：半導体基板
３３：シャワーヘッド
３４：ステージヒーター
３５：トリメチルアルミニウム導入管
３６：オゾン導入管
３７：試料搬入口
３８：排気管
３９：圧力制御用回転式バルブ
５０：遮蔽板
６０：反応室用真空計
６１ａ，６１ｂ，６１ｃ，６１ｄ：排気管モニター用真空計
６２，６３，６４，６５：排気管
６６，６７，６８，６９：圧力制御用回転式バルブ
７０：制御装置
９０ａ，９０ｂ，９０ｃ，９０ｄ：バイパスライン
９１ａ，９１ｂ，９１ｃ，９１ｄ：アイソレーションバルブ
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