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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部を含むパターンが形成された複数の基板を多段にして反応管に搭載するステップと
、
　シリコン含有ガス及び酸素含有ガスを前記反応管へ供給することにより、前記複数の基
板上に酸化シリコン膜を成膜する成膜ステップと、
　フッ酸ガス及びアンモニアガスを前記反応管へ供給することにより、前記成膜ステップ
において成膜された前記酸化シリコン膜をエッチングするエッチングステップと、
　前記成膜ステップから前記エッチングステップへ切り替える際に、前記基板の温度を変
更し、安定化させる条件変更ステップと
　を含み、
　前記エッチングステップは、前記酸化シリコン膜の表層部を変性させることで変性層を
形成する工程を含み、
　前記成膜ステップにおける前記基板の温度は、前記変性層の昇華温度よりも高く、前記
エッチングステップにおける前記基板の温度は、前記変性層の昇華温度よりも低く、
　前記成膜ステップと前記エッチングステップとが同一の前記反応管内において交互に繰
り返される成膜方法。
【請求項２】
　前記エッチングステップにおいて、前記成膜ステップにおいて前記凹部の側壁の上端部
に成膜された前記酸化シリコン膜に対するエッチング速度が、前記凹部の底部に成膜され
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た前記酸化シリコン膜に対するエッチング速度よりも速くなるようにエッチングされる、
請求項１に記載の成膜方法。
【請求項３】
　前記成膜ステップから前記エッチングステップへ切り替える際に、エッチングステップ
に適したエッチング条件を設定するための条件変更ステップを更に含む、請求項１又は２
に記載の成膜方法。
【請求項４】
　前記エッチングステップから前記成膜ステップへ切り替える際に、成膜ステップに適し
た成膜条件を設定するための他の条件変更ステップを更に含む、請求項１から３のいずれ
か一項に記載の成膜方法。
【請求項５】
　凹部を含むパターンが形成される複数の基板を多段に支持するウエハ支持部と、
　前記基板を加熱する加熱部と、
　下部に開口部を有する有蓋形状を有し、前記ウエハ支持部が前記開口部から挿入可能な
反応管と、
　前記反応管内において前記ウエハ支持部により支持される前記複数の基板に対し、
　シリコン含有ガスを供給するシリコン含有ガス供給部、
　酸素含有ガスを供給する酸素ガス供給部、
　フッ酸ガスを供給するフッ酸ガス供給部、及び
　アンモニアガスを供給するアンモニアガス供給部と、
　前記複数の基板に対してシリコン含有ガス及び酸素含有ガスを供給することにより、前
記複数の基板上に酸化シリコン膜を成膜し、前記酸化シリコン膜が成膜された前記複数の
基板に対してフッ酸ガス及びアンモニアガスを供給することにより、前記酸化シリコン膜
の表層部を変性させることで変性層を形成し、前記酸化シリコン膜をエッチングするよう
に、前記シリコン含有ガス供給部、前記酸素ガス供給部、前記フッ酸ガス供給部、及びア
ンモニアガス供給部を制御し、
　前記酸化シリコン膜の成膜のときの前記基板の温度は、前記変性層の昇華温度よりも高
く、前記酸化シリコン膜のエッチングのときの前記基板の温度は、前記変性層の昇華温度
よりも低く、前記酸化シリコン膜の成膜から前記酸化シリコン膜のエッチングへ切り替え
る際に、前記基板の温度を変更し、安定化させるように、前記加熱部を制御する制御部と
　を備える成膜装置。
【請求項６】
　前記凹部の側壁の上端部に成膜された前記酸化シリコン膜に対するエッチング速度が、
前記凹部の底部に成膜された前記酸化シリコン膜に対するエッチング速度よりも速くなる
ようにエッチングされる、請求項５に記載の成膜装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、凹部を含むパターンが形成された基板上に酸化シリコン膜を成膜する成膜方
法及び成膜装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路（ＩＣ）の製造プロセスには、例えばライン・スペース・パターンのスペース
を酸化シリコン膜で埋め込む工程がある。ＩＣの集積度が高まるにつれて、ライン・スペ
ース・パターンのスペース幅は例えば３０ｎｍ程度となりつつあるが、このような狭いス
ペースに例えば化学堆積（ＣＶＤ）法により酸化シリコン膜を埋め込む場合には、狭いス
ペースの底部にプリカーサが進入しにくいため、ライン側壁の上端部近傍での膜厚が厚く
なる傾向がある。そのため、スペースに埋め込まれた酸化シリコン膜にはボイドが生じる
場合がある。後のエッチング工程において、そのような酸化シリコン膜がエッチングされ
ると、酸化シリコン膜の上面に、ボイドと連通する開口が形成されることがある。そのよ
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うな開口からボイドにエッチャントが進入して汚染が生じ、または、後のメタライゼーシ
ョンの際にボイド中に金属が入り込み、欠陥が生じる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－７３７７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような問題を解決するため、高密度プラズマ（ＨＤＰ）－化学堆積（ＣＶＤ）法を
用いて成膜とスパッタエッチとを同時に進行させることにより、良好な埋込特性を得るこ
とが試みられている（特許文献１）。しかし、このようなＨＤＰ－ＣＶＤ法は、枚葉式の
ＣＶＤ装置には適用可能であるが、スループットの点で有利なバッチ式のＣＶＤ装置にお
いてＨＤＰ－ＣＶＤ法を行おうとすると、高い均一性が得られないおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記の事情を考慮し、良好な埋込特性が得られるバッチ式の成膜装置及び成
膜方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、凹部を含むパターンが形成された複数の基板を多段にし
て反応管に搭載するステップと、シリコン含有ガス及び酸素含有ガスを前記反応管へ供給
することにより、前記複数の基板上に酸化シリコン膜を成膜する成膜ステップと、フッ酸
ガス及びアンモニアガスを前記反応管へ供給することにより、前記成膜ステップにおいて
成膜された前記酸化シリコン膜をエッチングするエッチングステップと、前記成膜ステッ
プから前記エッチングステップへ切り替える際に、前記基板の温度を変更し、安定化させ
る条件変更ステップとを含み、前記エッチングステップは、前記酸化シリコン膜の表層部
を変性させることで変性層を形成する工程を含み、前記成膜ステップにおける前記基板の
温度は、前記変性層の昇華温度よりも高く、前記エッチングステップにおける前記基板の
温度は、前記変性層の昇華温度よりも低く、前記成膜ステップと前記エッチングステップ
とが同一の前記反応管内において交互に繰り返される成膜方法が提供される。
【０００７】
　本発明の第２の態様によれば、凹部を含むパターンが形成される複数の基板を多段に支
持するウエハ支持部と、前記基板を加熱する加熱部と、下部に開口部を有する有蓋形状を
有し、前記ウエハ支持部が前記開口部から挿入可能な反応管と、前記反応管内において前
記ウエハ支持部により支持される前記複数の基板に対し、シリコン含有ガスを供給するシ
リコン含有ガス供給部、酸素含有ガスを供給する酸素ガス供給部、フッ酸ガスを供給する
フッ酸ガス供給部、及びアンモニアガスを供給するアンモニアガス供給部と、前記複数の
基板に対してシリコン含有ガス及び酸素含有ガスを供給することにより、前記複数の基板
上に酸化シリコン膜を成膜し、前記酸化シリコン膜が成膜された前記複数の基板に対して
フッ酸ガス及びアンモニアガスを供給することにより、前記酸化シリコン膜の表層部を変
性させることで変性層を形成し、前記酸化シリコン膜をエッチングするように、前記シリ
コン含有ガス供給部、前記酸素ガス供給部、前記フッ酸ガス供給部、及びアンモニアガス
供給部を制御し、前記酸化シリコン膜の成膜のときの前記基板の温度は、前記変性層の昇
華温度よりも高く、前記酸化シリコン膜のエッチングのときの前記基板の温度は、前記変
性層の昇華温度よりも低く、前記酸化シリコン膜の成膜から前記酸化シリコン膜のエッチ
ングへ切り替える際に、前記基板の温度を変更し、安定化させるように、前記加熱部を制
御する制御部とを備える成膜装置が提供される。
 
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明の実施形態によれば、良好な埋込特性が得られるバッチ式の成膜装置及び成膜方
法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施形態による成膜装置の概略図である。
【図２】図１の成膜装置の断面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態による成膜方法を示すタイムチャートである。
【図４Ａ】本発明の第２の実施形態による成膜方法により酸化シリコン膜が成膜されるウ
エハの断面図を主要ステップごとに模式的に示す断面図である。
【図４Ｂ】比較例の成膜方法により酸化シリコン膜が成膜されるウエハの断面図を主要ス
テップごとに模式的に示す断面図である。
【図５Ａ】本発明の第３の実施形態による成膜方法により酸化シリコン膜が成膜されるウ
エハの断面図を主要ステップごとに模式的に示す断面図である。
【図５Ｂ】他の比較例の成膜方法により酸化シリコン膜が成膜されるウエハの断面図を主
要ステップごとに模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の限定的でない例示の実施形態について説明
する。添付の全図面中、同一または対応する部材または部品については、同一または対応
する参照符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面は、部材もしくは部品間の相
対比を示すことを目的とせず、したがって、具体的な寸法は、以下の限定的でない実施形
態に照らし、当業者により決定されるべきものである。
【００１１】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態によるＡＬＤ装置を模式的に示す縦断面図であり、図
２は、図１のＡＬＤ装置の横断面図である。　
　図１に示すように、成膜装置８０は、下端が開口された有天井の円筒体状を有する、た
とえば石英により形成される処理容器１を有している。処理容器１内の上方には、石英製
の天井板２が設けられている。また、処理容器１の下端開口部には、例えばステンレスス
チールにより円筒体状に成形されたマニホールド３がＯリング等のシール部材４を介して
連結されている。
【００１２】
　マニホールド３は処理容器１の下端を支持する支持部材として働くとともに、側面に設
けられた複数の貫通孔にそれぞれ接続される配管から所定のガスを処理容器１内へ供給す
る。マニホールド３の下部には、マニホールド３の下端開口部を開閉する例えばステンレ
ススチール製の蓋部９が例えばＯリングよりなるシール部材１２を介して連結されている
。蓋部９は中央に開口を有しており、この開口を回転シャフト１０が気密に貫通している
。回転シャフト１０の上端部にはテーブル８が取り付けられ、テーブル８の上には石英製
の保温筒７を介してウエハボート５が設けられている。ウエハボート５は３本の支柱６を
有し（図２参照）、支柱６に形成された溝により多数枚のウエハＷが支持される。回転シ
ャフト１０が図示しない回転機構により中心軸の周りに回転することにより、ウエハボー
ト５もまた回転することができる。
【００１３】
　回転シャフト１０の下端部は、図示しない昇降機構により上下動可能に支持されるアー
ム１３に取り付けられている。アーム１３の上下動により、ウエハボート５が処理容器１
内へ搬入され、搬出される。なお、回転シャフト１０と蓋部９の開口との間には磁性流体
シール１１が設けられ、これにより処理容器１が密閉される。
【００１４】
　また、成膜装置８０は、処理容器１内へ酸素含有ガスを供給する酸素含有ガス供給機構
１４と、処理容器１内へＳｉ含有ガスを供給するＳｉ含有ガス供給機構１５と、処理容器
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１内へフッ酸（ＨＦ）ガスを供給するＨＦ供給機構２１０と、処理容器１内へアンモニア
（ＮＨ３）ガスを供給するＮＨ３供給機構２４０とを有している。酸素含有ガス供給機構
１４とＳｉ含有ガス供給機構１５は、処理容器１内のウエハＷ上に酸化シリコン膜を成膜
するために使用され、ＨＦ供給機構２１０とＮＨ３供給機構２４０は、ウエハＷに成膜さ
れた酸化シリコン膜（の一部）をエッチングするために使用される。
【００１５】
　酸素含有ガス供給機構１４は、酸素含有ガス供給源１７と、酸素含有ガス供給源１７か
らの酸素含有ガスを導く酸素含有ガス配管１７Ｌと、酸素含有ガス配管１７Ｌに接続され
、マニホールド３の側壁を内側へ貫通して上方向へ屈曲されて垂直に延びる石英管よりな
る酸素含有ガス分散ノズル１９とを有している。酸素含有ガス分散ノズル１９の垂直部分
には、複数のガス吐出孔１９ａが所定の間隔を隔てて形成されており、各ガス吐出孔１９
ａから水平方向にほぼ均一に酸素含有ガスを吐出することができる。
【００１６】
　また、酸素含有ガス配管１７Ｌには、開閉バルブ１７ａと、酸素含有ガスの流量を制御
する流量制御器１７ｂとが設けられている。これらにより、酸素含有ガスの供給の開始／
停止、および流量が制御される。
【００１７】
　Ｓｉ含有ガス供給機構１５は、Ｓｉ含有ガス供給源２０と、Ｓｉ含有ガス供給源２０か
らのＳｉ含有ガスを導くＳｉ含有ガス配管２０Ｌと、Ｓｉ含有ガス配管２０Ｌに接続され
、マニホールド３の側壁を内側へと貫通して上方向へ屈曲されて垂直に延びる石英管より
なるＳｉ含有ガス分散ノズル２２とを有している。図示の例では、２本のＳｉ含有ガス分
散ノズル２２が設けられており（図２参照）、各Ｓｉ含有ガス分散ノズル２２には、その
長さ方向に沿って複数のガス吐出孔２２ａが所定の間隔を隔てて形成されている。これに
より、各ガス吐出孔２２ａから水平方向に処理容器１内にほぼ均一にＳｉ含有ガスを吐出
することができる。なお、Ｓｉ含有ガス分散ノズル２２は１本のみであってもよい。
【００１８】
　また、Ｓｉ含有ガス配管２０Ｌには、開閉バルブ２０ａ、流量制御器２０ｂ、バッファ
ータンク１８０、および開閉バルブ２０ｃが設けられている。例えば開閉バルブ２０ｃを
閉じたまま開閉バルブ２０ａを開け、Ｓｉ含有ガス源２０からＳｉ含有ガスを所定の流量
で流すことにより、バッファータンク１８０内にＳｉ含有ガスを一時的に溜めることがで
きる。その後、開閉バルブ２０ａを閉じて開閉バルブ２０ｃを開けば、所定の量のＳｉ含
有ガスを処理容器１内へ供給することが可能となる。これらにより、Ｓｉ含有ガスの供給
の開始／停止、および流量が制御される。
【００１９】
　ＨＦガス供給機構２１０は、ＨＦガス供給源２１と、ＨＦガス供給源２１と接続され、
ＨＦガスを導くＨＦガス配管２１Ｌと、ＨＦガス配管２１Ｌに接続され、マニホールド３
の側壁を内側へと貫通して上方向へ屈曲されて垂直に延びる例えばセラミック管よりなる
ＨＦガス分散ノズル４５とを有している。ＨＦガス分散ノズル４５には、その長さ方向に
沿って図２に示すガス吐出孔４５ａが複数個、所定の間隔を隔てて形成されている。これ
により、各ガス吐出孔４５ａから水平方向に処理容器１内にほぼ均一にＨＦガスを吐出す
ることができる。
【００２０】
　また、ＨＦガス配管２１Ｌには、開閉バルブ２１ａと、ＨＦガスの流量を制御する流量
制御器２１ｂとが設けられている。これらにより、ＨＦガスの供給の開始／停止、および
流量が制御される。
【００２１】
　ＮＨ３ガス供給機構２４０は、ＮＨ３ガス供給源２４と、ＮＨ３ガス供給源２４と接続
され、ＮＨ３ガスを導くＮＨ３ガス配管２４Ｌと、ＮＨ３ガス配管２４Ｌに接続され、マ
ニホールド３の側壁を内側へと貫通して上方向へ屈曲されて垂直に延びる石英管よりなる
ＮＨ３ガス分散ノズル４６とを有している。ＮＨ３ガス分散ノズル４６には、その長さ方
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向に沿って図２に示すガス吐出孔４６ａが複数個、所定の間隔を隔てて形成されている。
これにより、各ガス吐出孔４６ａから水平方向に処理容器１内にほぼ均一にＮＨ３ガスを
吐出することができる。
【００２２】
　また、ＮＨ３ガス配管２４Ｌには、開閉バルブ２４ａと、ＮＨ３ガスの流量を制御する
流量制御器２４ｂとが設けられている。これらにより、ＮＨ３ガスの供給の開始／停止、
および流量が制御される。
【００２３】
　処理容器１の側壁の一部には、酸素含有ガスのプラズマを形成するプラズマ生成機構３
０が形成されている。このプラズマ生成機構３０は、処理容器１の側壁に上下に細長く形
成された開口３１と、開口３１を外側から覆うように処理容器１の外壁に気密に溶接され
たプラズマ区画壁３２とを有している。プラズマ区画壁３２は、断面凹部状をなし上下に
細長く形成され、例えば石英で形成されている。プラズマ区画壁３２により、処理容器１
の側壁の一部が凹部状に外側へ窪んでおり、プラズマ区画壁３２の内部空間は処理容器１
の内部空間に連通する。また、開口３１は、ウエハボート５に保持されている全てのウエ
ハＷを高さ方向においてカバーできるように上下方向に十分に長く形成されている。
【００２４】
　また、プラズマ生成機構３０は、このプラズマ区画壁３２の側壁の外面に上下方向に沿
って互いに対向するようにして配置された細長い一対のプラズマ電極３３、３３と、プラ
ズマ電極３３、３３に給電ライン３４を介して接続されプラズマ電極３３、３３へ高周波
電力を供給する高周波電源３５とを有している。そして、高周波電源３５からプラズマ電
極３３、３３に対し例えば１３．５６ＭＨｚの高周波電圧を印加することにより酸素含有
ガスのプラズマを発生させることができる。なお、この高周波電圧の周波数は、１３．５
６ＭＨｚに限定されず、他の周波数、例えば４００ｋＨｚ等であってもよい。
【００２５】
　プラズマ区画壁３２の内部空間には、処理容器１内を上方向に延びる途中で処理容器１
の半径方向外方へ屈曲された酸素含有ガス分散ノズル１９が、プラズマ区画壁３２の直立
面に沿って上方に向けて伸びている。このため、高周波電源３５からプラズマ電極３３、
３３間に高周波電圧が印加され、両電極３３、３３間に高周波電界が形成されると、酸素
含有ガス分散ノズル１９のガス吐出孔１９ａから吐出された酸素含有ガスがプラズマ化さ
れて処理容器１の中心に向かって流れる。
【００２６】
　プラズマ区画壁３２の外側には、これを覆うようにして例えば石英よりなる絶縁保護カ
バー３６が取付けられている。また、この絶縁保護カバー３６の内側には、図示しない冷
媒通路が設けられており、例えば冷却された窒素ガスを流すことによりプラズマ電極３３
、３３を冷却することができる。
【００２７】
　なお、上述の２本のＳｉ含有ガス分散ノズル２２は、処理容器１の側壁の開口３１の両
側に起立して設けられており、Ｓｉ含有ガス分散ノズル２２に形成された複数のガス吐出
孔２２ａから処理容器１の中心方向に向けてＳｉ含有ガスを吐出することができる。
【００２８】
　Ｓｉ含有ガスとしては、ジクロロシラン（ＤＣＳ（ＳｉＨ２Ｃｌ２））、ヘキサクロロ
ジシラン（ＨＣＤ）ガス、モノシラン（ＳｉＨ４）、ジシラン（Ｓｉ２Ｈ６）、ヘキサメ
チルジシラザン（ＨＭＤＳ）、テトラクロロシラン（ＴＣＳ）、ジシリルアミン（ＤＳＡ
）、トリシリルアミン（ＴＳＡ）、ビスターシャルブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）、
ジイソプロピルアミノシラン（ＤＩＰＡＳ）等を用いることができる。また、酸素含有ガ
スとしては、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）ガス、酸素（Ｏ２）ガス、オゾンガス（Ｏ３）等を用
いることができる。
【００２９】
　一方、処理容器１の開口３１に対向する部分には、処理容器１内を排気するための排気
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口３７が設けられている。この排気口３７は処理容器１の側壁を上下に細長く削り取るこ
とによって形成されている。処理容器１の外側には、図２に示すように、排気口３７を覆
うように断面凹部状に成形された排気口カバー部材３８が溶接により取り付けられている
。排気口カバー部材３８は、処理容器１の側壁に沿って上方に延びており、処理容器１の
上方にガス出口３９を画定している。そして、ガス出口３９は、処理容器１の主弁ＭＶお
よび圧力調整器ＰＣを介して真空ポンプＶＰに接続され、これにより処理容器１内が排気
される。真空ポンプＶＰは、例えばメカニカルブースタポンプとターボ分子ポンプを含ん
で良い。
【００３０】
　また、処理容器１の外周を囲むように、処理容器１およびその内部のウエハＷを加熱す
る筐体状の加熱ユニット４０が設けられている（図２においては、加熱ユニット４０を省
略している）。
【００３１】
　成膜装置８０の各構成部の制御、例えば開閉バルブ１７ａ、２０ａ、２０ｃ、２１ａ、
２４ａの開閉による各ガスの供給／停止、流量制御器１７ｂ、２０ｂ、２１ｂ、４１ｂに
よるガス流量の制御、および高周波電源３５のオン／オフ制御、加熱ユニット４０の制御
等は例えばマイクロプロセッサ（コンピュータ）からなるコントローラ５０により行われ
る。コントローラ５０には、工程管理者が成膜装置８０を管理するためにコマンドの入力
操作等を行うキーボードや、成膜装置８０の稼働状況を表示するディスプレイ等からなる
ユーザインターフェース５１が接続されている。
【００３２】
　また、コントローラ５０には、成膜装置８０で実行される各種処理をコントローラ５０
の制御にて実現するための制御プログラムや、処理条件に応じて成膜装置８０の各構成部
に処理を実行させるための各種のプログラム（またはレシピ）が格納された記憶部５２が
接続されている。プログラムには、後述する成膜方法を成膜装置８０に実行させる成膜プ
ログラムが含まれる。また、各種のプログラムは記憶媒体５２ａに記憶され、記憶部５２
に格納され得る。記憶媒体５２ａは、ハードディスクや半導体メモリであってもよいし、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、フラッシュメモリ等の可搬性のものであってもよい。また、他の
装置から、例えば専用回線を介してレシピを記憶部５２へ適宜伝送させるようにしてもよ
い。
【００３３】
　そして、必要に応じて、ユーザインターフェース５１からの指示等にて任意のプログラ
ムを記憶部５２から呼び出してコントローラ５０に実行させることで、コントローラ５０
の制御下で、成膜装置８０での所望の処理が行われる。すなわち、成膜プログラムが実行
される場合、コントローラ５０は、成膜装置８０の各構成部を制御して、成膜方法を実行
する制御部として機能する。
【００３４】
　（第２の実施形態）
　次に、図３及び図４Ａを参照しながら、本発明の第２の実施形態による成膜方法を、上
述の成膜装置８０を用いて実施する場合を例にとり説明する。図３は、本実施形態の成膜
方法を示すタイムチャートであり、図４Ａは、本実施形態の成膜方法により酸化シリコン
膜が成膜されるウエハＷの断面図を主要ステップごとに模式的に示す断面図である。図４
Ａ（ａ）を参照すると、ウエハＷには、例えば約３０ｎｍの幅を有する複数のラインＬが
形成され、隣り合う２つのラインＬの間には、例えば約３０ｎｍの幅を有するスペースＳ
が形成されている。このようなライン・スペース・パターンは、例えばダブルパターニン
グ（ＤＰ）技術により形成することができる。なお、ラインＬは、図示の例では、シリコ
ンにより形成されているが、これに限らず、金属で形成されていても良い。
【００３５】
　まず、上述の（図４Ａ（ａ）に示す）パターンを有するウエハＷがウエハボート５に搭
載され、アーム１３によりウエハボート５が処理容器１内に収容される。その後、処理容
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器１内にいずれのガスも供給しないで処理容器１の主弁ＭＶを開き、圧力制御器ＰＣの圧
力調整弁を全開にして、真空ポンプＶＰにより、処理容器１内を到達真空度まで排気する
。また、加熱ユニット４０により例えば１０℃から７００℃までの範囲内の温度にウエハ
Ｗを加熱する。
【００３６】
　次に、成膜ステップＳ１（図３）において酸化シリコンがウエハＷ上に成膜される。具
体的には、図１に示す酸素ガス配管１７Ｌの開閉バルブ１７ａが開き、酸素含有ガス供給
源１７に貯留されたＮ２Ｏガスが流量制御器１７ｂにより制御されて酸素含有ガス分散ノ
ズル１９へ供給される。酸素含有ガス分散ノズル１９へ供給されたＮ２Ｏガスは、複数の
ガス吐出孔１９ａからウエハＷへ向かって流れる。一方、Ｓｉガス配管２０Ｌの開閉バル
ブ２０ａ及び２０ｃが開き、Ｓｉ含有ガス供給源２０に貯留されたＤＣＳガスが、流量制
御器２０ｂにより制御されてＳｉ含有ガス分散ノズル２２へ供給され、ガス吐出孔２２ａ
から吐出され、ウエハＷに向かって流れる。これらのガスがウエハＷの表面近傍において
反応し、図４Ａ（ｂ）に示すように、ライン・スペース・パターンを覆うように酸化シリ
コン膜６１がウエハＷ上に成膜される。酸化シリコン膜６１の膜厚が例えば１５ｎｍ程度
となった時点で、ＤＣＳガス及びＮ２Ｏガスの供給を停止することにより、成膜ステップ
Ｓ１が終了する。なお、１５ｎｍ程度の膜厚となるのに要する時間は、例えば予備実験に
おいて求めた成膜レートに基づいて決定することができる。また、ＤＣＳガス及びＮ２Ｏ
ガスを用いて成膜する酸化シリコン（ＨＴＯ）膜６１は、図４Ａ（ｂ）に強調して図示す
るように、ラインＬの側壁の上端において膜厚が厚くなり、いわゆるオーバーハング形状
を呈する（bread loaf形状とも言う）。
【００３７】
　次に、加熱ユニット４０を調整することにより、例えば２５℃から３００℃までの範囲
内にウエハＷの温度を変更する（条件変更ステップＳ２（図３））。温度が変更され、安
定した後、ＣＯＲ（Chemical Oxide Removal）ステップＳ３が行われる。具体的には、図
１に示すＨＦガス配管２１Ｌの開閉バルブ２１ａを開くと、流量調整器２１ｂにより制御
される流量（例えば１０ｓｃｃｍから５０００ｓｃｃｍ、好ましくは２００ｓｃｃｍから
１０００ｓｃｃｍ）でＨＦガス供給源２１からＨＦガス分散ノズル４５へＨＦガスが供給
される。そして、ＨＦガス分散ノズル４５のガス吐出孔４５ａからＨＦガスが吐出され、
ウエハＷへ向かって流れる。これに合わせて、ＮＨ３ガス配管２４Ｌの開閉バルブ２４ａ
を開くと、流量調整器２４ｂにより制御される流量（例えば１０ｓｃｃｍから５０００ｓ
ｃｃｍ、好ましくは２００ｓｃｃｍから１０００ｓｃｃｍ）でＮＨ３ガス供給源２４から
ＮＨ３ガス分散ノズル４６へＮＨ３ガスが供給される。そして、ＮＨ３ガス分散ノズル４
６のガス吐出孔４６ａからＨＦガスが吐出され、ウエハＷへ向かって流れる。また、この
とき、圧力制御器ＰＣにより処理容器１内が例えば１０Ｐａから１３３００Ｐａまでの範
囲内の圧力に調整される。
【００３８】
　ＨＦガス及びＮＨ３ガスにより、ウエハＷに成膜した酸化シリコン膜６１の表層部は、
ＨＦガス及びＮＨ３ガスと反応してケイフッ化アンモニウム（（ＮＨ４）２ＳｉＦ６）に
変性する。ケイフッ化アンモニウムは、約１３０℃以上の温度において容易に昇華するた
め、図４Ａ（ｃ）に示すように、酸化シリコン膜６１がエッチングされて薄くなる。また
、上述の条件（ＨＦガス供給量、ＮＨ３ガス供給量、処理容器１内の圧力、ウエハＷの温
度など）は、図４Ａ（ｃ）に示すように、ラインＬの上面及び側壁上端部における酸化シ
リコン膜６１に対するエッチング速度は速く、スペースＳの底部における酸化シリコン膜
６１に対するエッチング速度は遅くなるように設定されている。具体的には、予備実験や
シミュレーション等により、そのような条件を設定することが好ましい。このため、ライ
ンＬの側壁上端におけるオーバーハングＨはほぼ消失する。しかも、スペースＳにおける
酸化シリコン膜６１で画成される開口は、スペースＳの底部において狭く、上方に向かう
に従って広くなっている。
【００３９】
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　次に、開閉バルブ２１ａと開閉バルブ２４ａとを閉めることによりＨＦガス及びＮＨ３

ガスの供給を停止して、処理容器１内を到達真空度まで排気しつつ、加熱ユニット４０を
調整することにより、ウエハＷの温度を再び成膜時の温度に変更する（条件変更ステップ
Ｓ４）。温度が変更され、安定した後、再び成膜ステップＳ１が行われる。このとき、Ｃ
ＯＲステップＳ３においてエッチングされて開口の上方が広がった酸化シリコン膜６１に
対して酸化シリコンが更に成膜されるため、図４Ａ（ｄ）に示すように、オーバーハング
形状にはなり難くなる。
【００４０】
　この後、条件変更ステップＳ２、ＣＯＲステップＳ３、条件変更ステップＳ４、及び成
膜ステップＳ１を繰り返していくと、酸化シリコン膜６１上へ酸化シリコンが更に成膜さ
れ、また、酸化シリコン膜６１におけるラインＬの側壁の上端部側が速いエッチング速度
でエッチングされるため、図４Ａ（ｅ）に示すように、スペースＳにおける酸化シリコン
膜６１の断面形状は、ほぼＶ字形状となる。酸化シリコンが更に成膜されると、Ｖ字形状
が浅くなるようにして、スペースＳが埋め込まれていく。
【００４１】
　このようにして、ウエハＷ上の酸化シリコン膜６１が所定の膜厚（ラインＬの上面にお
ける膜厚）に達するまで成膜ステップＳ１、条件変更ステップＳ２、ＣＯＲステップＳ３
、及び条件変更ステップＳ４をこの順に繰り返すと、図４Ａ（ｆ）に示すように、スペー
スＳが酸化シリコン膜１６により埋め込まれる。
【００４２】
　以上のとおり、本実施形態による成膜方法によれば、Ｓｉ含有ガスとしてのＤＣＳガス
と酸素含有ガスとしてのＮ２Ｏガスとによる酸化シリコン膜６１の成膜（成膜ステップＳ
１）と、ＨＦガスとＮＨ３ガスとによる酸化シリコン膜６１のエッチング（ＣＯＲステッ
プＳ３）とが、同一の処理容器１内において交互に行われる。ＣＯＲステップＳ３では、
例えばラインＬの側壁の上端部側においてエッチング速度が速いため、スペースＳにおけ
る酸化シリコン膜１６の開口は上端に向かって広がる形状を有する。このため、スペース
Ｓはボイドが生じることなく埋め込まれる。
【００４３】
　仮に、ＣＯＲステップＳ３を行うことなく、ＤＣＳガスとＮ２Ｏガスによる成膜のみを
行う場合には、図４Ｂ（ａ）から（ｃ）に示すようにオーバーハングＨが大きくなってい
き、隣り合うオーバーハングＨが接してしまい、図４Ｂ（ｄ）に示すようにスペースＳを
埋め込む酸化シリコン膜６１０にはボイド６２が生じることとなる。このことから、本実
施形態の効果が理解される。
【００４４】
　（第３の実施形態）
　次に、図５Ａを参照しながら、本発明の第３の実施形態による成膜方法を説明する。本
実施形態による成膜方法おいても上述の成膜装置８０が用いられる。また、本実施形態に
よる成膜方法においては、第３の実施形態による成膜方法と同様に、図３に示す成膜ステ
ップＳ１、条件変更ステップＳ２、ＣＯＲステップＳ３、及び条件変更ステップＳ４がこ
の順に繰り返される。また、成膜ステップＳ１においてＳｉ含有ガスとしてのビスターシ
ャリブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）ガスと、酸素含有ガスとしての酸素（Ｏ２）ガス
とが用いられ、いわゆる原子層堆積（ＡＬＤ）法により酸化シリコンが成膜される。以下
、相違点を中心に説明する。
【００４５】
　まず、第２の実施形態と同様に、図５Ａ（ａ）に示すようなライン・スペース・パター
ンを有するウエハＷが処理容器１内に収容され、処理容器１内を到達真空度まで排気する
とともに、加熱ユニット４０により例えば１０℃から５００℃までの範囲内の温度にウエ
ハＷを加熱する。この間、Ｓｉ含有ガス供給源２０と処理容器１とを繋ぐＳｉ含有ガス配
管２０Ｌの開閉バルブ２０ｃを閉じたまま開閉バルブ２０ａを開けて、Ｓｉ含有ガス供給
源２０からのＢＴＢＡＳガスを流量制御器２０ｂで流量制御しつつ流し、バッファータン
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ク１８０内にＢＴＢＡＳガスを溜めておく。このとき、バッファータンク１８０内に溜め
られるＢＴＢＡＳガスの量（ＢＴＢＡＳガス分子数）は、ウエハボート５に支持されるウ
エハＷの表面をＢＴＢＡＳガス分子で覆うことができるように設定され、具体的には予備
実験から決定して良い。
【００４６】
　次に、開閉バルブ２０ａを閉じたまま開閉バルブ２０ｃを開けることにより、バッファ
ータンク１８０内に溜められていたＢＴＢＡＳガスが、Ｓｉ含有ガス配管２０Ｌ及びＳｉ
含有ガス分散ノズル２２を通して処理容器１内に供給される。これにより、ウエハＷの表
面にＢＴＢＡＳガスが吸着する。続けて、開閉バルブ２０ｃを閉じて、酸素含有ガス配管
１７Ｌの開閉バルブ１７ａを開くことにより、流量制御器１７ｂで流量制御されたＯ２ガ
スが、酸素含有ガス配管１７Ｌ及び酸素含有ガス分散ノズル１９を通して処理容器１内に
供給される。このとき、プラズマ生成機構３０の高周波電源３５から高周波電力を電極３
３、３３へ供給し、Ｏ２ガスをプラズマ化する。これにより、プラズマにより活性化され
たＯ２ガス（酸素ラジカル、酸素イオン等を含む）が、ウエハＷへ供給される。そして、
半導体ウエハＷに吸着されたＢＴＢＡＳガスが酸化され、一分子層又は複数分子層の酸化
シリコン膜６１が成膜される。以下、ＢＴＢＡＳガスのウエハＷの表面への吸着と、吸着
したＢＴＢＡＳガスのＯ２プラズマによる酸化とが複数回繰り返されて、図５Ａ（ｂ）に
示すように、所定の膜厚を有する酸化シリコン膜６１が得られる。このようなＡＬＤ法に
よれば、酸化シリコン膜６１は、下地のライン・スペース・パターンのラインＬの側面及
び上面、並びにスペースＳの底部においてほぼ等しい膜厚を有し、下地のパターンを反映
した断面形状（コンフォーマル形状）を有することになる。
【００４７】
　次に、第２の実施形態と同様に、条件変更ステップＳ２を経て、ＣＯＲステップＳ３が
行われる。これにより、ラインＬの側壁の上端部及び上面に成膜された酸化シリコン膜６
１が速いエッチング速度でエッチングされ、図５Ａ（ｃ）に示すように、スペースＳにお
いて、酸化シリコン膜６１は上端に向かって開口が広がるような形状となる。なお、ＣＯ
ＲステップＳ３においては、例えば第２の実施形態において説明したのと同様に決定する
ことが好ましい。
【００４８】
　続けて、条件変更ステップＳ４から、条件変更ステップＳ４、成膜ステップＳ１、条件
変更ステップＳ２、・・・が繰り返されることにより、図５Ａ（ｄ）及び図５Ａ（ｅ）の
ように酸化シリコン膜６１が厚くなっていく。そして、図５Ａ（ｆ）に示すように、スペ
ースＳが、酸化シリコン膜６１によりボイドが生じることなく、埋め込まれる。
【００４９】
　仮に、ＣＯＲステップＳ３を行うことなく、ＢＴＢＡＳガスとＯ２プラズマとを用いて
酸化シリコン膜のＡＬＤを行うと、図５Ｂ（ｂ）及び図５Ｂ（ｃ）に示すように、コンフ
ォーマル形状を維持しつつ、酸化シリコン膜６１０が厚くなっていく。この場合、スペー
スＳにおいては、両側のラインＬの側壁から、これらの側壁とほぼ平行な（垂直方向に延
びる）酸化シリコン膜６１の表面が互いに近づくこととなり、その間の隙間が徐々に狭く
なる。特に、両側から酸化シリコン膜６１が接する直前においては極めて狭い隙間が生じ
ているに過ぎず、副生成物（例えばＢＴＢＡＳガス（分子）中の有機物等）が外部へ排気
され難くなる。そのため、副生成物が酸化シリコン膜６１中に取り込まれてしまう可能性
がある。そうすると、互いに接触した界面６３（シーム）においては不純物濃度が高くな
っているおそれがある。また、シーム６３においては酸素原子とシリコン原子との間の結
合手が形成されず、欠陥が多数含まれている可能性もある。すなわち、このようなシーム
６３においては、酸化シリコン膜６１の膜質が悪化している可能性がある。このような場
合、後続のエッチング工程において、シーム６３が過剰にエッチングされてしまうといっ
た問題が生じ得る。
【００５０】
　しかし、本実施形態による成膜方法によれば、ＣＯＲステップＳ３において、ＨＦガス
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とＮＨ３ガスとを用いたエッチングにより、図５Ａ（ｃ）及び（ｅ）に示すように、スペ
ースＳにおける酸化シリコン膜１６の開口は上端に向かって広がり、ほぼＶ字状の形状を
有することとなる。このような形状を有する酸化シリコン膜１６に対して成膜ステップＳ
１とＣＯＲステップＳ３を交互に行うと、スペースＳにおけるＶ字形状が浅くなっていく
。すなわち、ラインＬの側壁とほぼ平行な表面を有する酸化シリコン膜が互いに近づく場
合と異なり、シームが形成されることがない。すなわち、本実施形態によれば、不純物が
局所的に蓄積したり、欠陥密度が局所的に高くなったりするが殆どなく、高品質な酸化シ
リコン膜６１が得られる。
【００５１】
　以上、幾つかの実施形態及び実施例を参照しながら本発明を説明したが、本発明は上述
の実施形態及び実施例に限定されることなく、添付の特許請求の範囲に照らし、種々に変
形又は変更が可能である。　
　例えば、ＤＣＳガスとＮ２Ｏガスを用いたＨＴＯと、ＢＴＢＡＳガスとＯ２プラズマと
を用いてＡＬＤ－ｏｘｉｄｅとを例示したが、成膜ステップＳ１において利用できる成膜
法は、これらに限られない。例えば、モノシランガスとＮ２Ｏガスとを用いた成膜法を利
用しても良く、テトラエトキシシラン（ＴＥＯＳ）とオゾン（Ｏ３）を用いた酸化シリコ
ン膜の成膜法を利用しても良い。この場合、例えば成膜装置１８の酸素含有ガス配管１７
Ｌにオゾナイザを設けることにより、Ｏ３ガスを供給することができる。
【００５２】
　また、Ｓｉ含有ガス及び酸素含有ガスは、成膜法に応じて適宜選択して良い。例えばＡ
ＬＤ法における酸素含有ガスとしては、Ｏ２ガスの他、ＮＯガス、Ｎ２Ｏガス、Ｈ２Ｏガ
ス、Ｏ３ガスを使用してよい。また、Ｓｉ含有ガスとして上述のＤＩＰＡＳを使用し、酸
素含有ガスとしてＯ２プラズマを使用する場合には、例えば室温（約２５℃）から約１０
０℃の温度にて酸化シリコン膜を堆積することができる。さらに、Ｓｉ含有ガスとして上
述のＤＩＰＡＳを使用し、酸素含有ガスとしてＯ３ガスを使用する場合の酸化シリコン膜
の成膜温度は例えば約２００℃から約５００℃である。
【００５３】
　また、上述の実施形態においてはＣＯＲステップＳ３にてＨＦガスとＮＨ３ガスを用い
たが、他の実施形態においては、ＮＦ３ガスとＮＨ３ガスを用いても良い。ただし、これ
らのガスを用いる場合にはウエハＷの温度を約６００℃とする必要がある。一方、ＤＣＳ
ガスとＮ２Ｏガスを用いたＨＴＯにおいては成膜温度を約７００℃から８５０℃とするこ
とができるため、成膜ステップＳ１においてＤＣＳガスとＮ２Ｏガスを用いれば、条件変
更ステップＳ２及びＳ４において変更すべき温度の差を小さくすることができる。このた
め、条件変更ステップＳ２及びＳ４に要する時間を短縮することができ、スループットの
向上に寄与する。
【００５４】
　逆に、ＣＯＲステップＳ３においてＨＦガスとＮＨ３ガスを用いる場合には、ウエハＷ
の温度は約２５℃から約３００℃となるため、このＣＯＲの温度に近い成膜温度を実現可
能なＢＴＢＡＳガスとＯ２プラズマ、又はＤＩＰＡＳと及びＯ２プラズマを成膜ステップ
Ｓ１において用いることが好ましい。なお、ＣＯＲステップＳ３においてＨＦガスとＮＨ

３ガスを用いる場合には、ＣＯＲステップＳ３の後の条件変更ステップＳ４において温度
を変更（昇温）中に、ケイフッ化アンモニウムが昇華するように、ＣＯＲステップＳ３に
おけるＣＯＲ温度と成膜ステップＳ１（ＡＬＤステップ）における成膜温度とを設定する
ことが好ましい。すなわち、ケイフッ化アンモニウムの昇華温度（約１３０℃）よりも低
い温度にＣＯＲ温度を設定し、高い温度に成膜温度を設定することが好ましい。
【００５５】
　また、ライン・スペース・パターンに酸化シリコン膜を成膜し、ボイドを発生させるこ
となくスペースを埋め込む場合を説明したが、ウエハＷに形成されたホールを酸化シリコ
ン膜で埋め込む場合にも本発明を適用することができる。
【符号の説明】
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【００５６】
　１・・・処理容器、２・・・天井板、３・・・マニホールド、５・・・ウエハボート、
６・・・支柱、８・・・テーブル、１０・・・回転シャフト、１３・・・アーム、１７・
・・酸素含有ガス供給源、１７Ｌ・・・酸素含有ガス配管、１７ａ・・・開閉バルブ、１
７ｂ・・・流量制御器、１９・・・酸素含有ガス分散ノズル、１９ａ・・・ガス吐出孔、
２０・・・Ｓｉ含有ガス供給源、２０Ｌ・・・Ｓｉ含有ガス配管、２２・・・Ｓｉ含有ガ
ス分散ノズル、２２ａ・・・ガス吐出孔、２０ａ・・・開閉バルブ、２０ｂ・・・流量制
御器、２０ｃ・・・開閉バルブ、２１・・・ＨＦガス供給源、２１Ｌ・・・ＨＦガス配管
、２１ａ・・・開閉バルブ、２１ｂ・・・流量制御器、４５・・・ＨＦガス分散ノズル、
２４・・・ＮＨ３ガス供給源、２４Ｌ・・・ＮＨ３ガス配管、２４ａ・・・開閉バルブ、
２４ｂ・・・流量制御器、４６・・・ＮＨ３ガス分散ノズル、３０・・・プラズマ生成機
構、３１・・・開口、４１・・・不活性ガス供給源、４１Ｌ・・・不活性ガス配管、４１
ａ・・・開閉バルブ、４１ｂ・・・流量制御器、３２・・・プラズマ区画壁、３３・・・
プラズマ電極、３５・・・高周波電源、３７・・・排気口、８０・・・成膜装置、Ｌ・・
・ライン、Ｓ・・・スペース、１８０・・・バッファータンク、ＭＶ・・・主弁、ＰＣ・
・・圧力調整器ＰＣ、ＶＰ・・・真空ポンプＶＰ、Ｗ・・・ウエハ。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図５Ａ】
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