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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成する絶縁膜を改質する基板処理方法であって、
　ａ）前記基板を処理容器内に配置する工程と、
　ｂ）前記絶縁膜をガス雰囲気中で６００～１２００℃の温度で熱アニール処理する工程
と、
　ｃ）前記処理容器内に希ガスと酸素原子とを含むガス又は希ガスと窒素原子とを含むガ
スの処理ガスを導入するとともに、前記処理容器内に、アンテナを介して電磁波を導入し
てプラズマを生成し、前記熱アニール処理された絶縁膜に前記処理ガスのプラズマを照射
して、プラズマ酸化処理又はプラズマ窒化処理する工程と、
　を有し、
　前記絶縁膜が、ＳｉＯ2、ＳｉＯＮ、Ｓｉ3Ｎ4の低誘電率材料又はＡｌ2Ｏ3、Ｌａ3Ｏ3

、ＴｉＯ2、Ｙ2Ｏ3・ＢＳＴ、Ｐｒ2Ｏ3、Ｇｄ2Ｏ3、ＣｅＯ2、ＨｆＯ2、ＨｆＳｉＯの高
誘電率材料から選択されることを特徴とする基板処理方法。
【請求項２】
　基板上に形成する絶縁膜を改質する基板処理方法であって、
　ａ）絶縁膜を形成した基板を処理容器内に配置する工程と、
　ｂ）前記処理容器内に希ガスと窒素原子とを含むガス又は希ガスと酸素原子とを含むガ
スを導入するとともに、前記処理容器内に、アンテナを介して、電磁波を導入してプラズ
マを生成し、前記絶縁膜をプラズマ窒化処理又はプラズマ酸化処理する工程と、
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　ｃ）前記プラズマ窒化処理された絶縁膜を酸素ガス雰囲気中で、又は前記プラズマ酸化
処理された絶縁膜を窒素ガス雰囲気中で６００～１２００℃の温度で熱アニール処理する
工程と、
　を有し、
　前記絶縁膜が、ＳｉＯ2、ＳｉＯＮ、Ｓｉ3Ｎ4の低誘電率材料又はＡｌ2Ｏ3、Ｌａ3Ｏ3

、ＴｉＯ2、Ｙ2Ｏ3・ＢＳＴ、Ｐｒ2Ｏ3、Ｇｄ2Ｏ3、ＣｅＯ2、ＨｆＯ2、ＨｆＳｉＯの高
誘電率材料から選択されることを特徴とする基板処理方法。
【請求項３】
　前記熱アニール処理に用いられるガスが、酸素（Ｏ2）、窒素（Ｎ2）、アンモニア（Ｎ
Ｈ3）のいずれかを含む請求項１又は２に記載の基板処理方法。
【請求項４】
　前記電磁波が、マイクロ波からなり、
　前記アンテナが、平面アンテナからなり、該平面アンテナにマイクロ波を導入して前記
プラズマが生成され、
　前記平面アンテナは、複数のスロットを有している請求項１又は２に記載の基板処理方
法。
【請求項５】
　前記ｃ）工程の後に、更にプラズマ酸化処理が行なわれる請求項２に記載の基板処理方
法。
【請求項６】
　ａ）基板上にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　ｂ）前記ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成する工程と、
　ｃ）前記基板を処理容器内に配置する工程と、
　ｄ）前記ゲート絶縁膜を６００～１２００℃の温度で熱アニール処理する工程と、
　ｅ）前記処理容器内に希ガスと酸素原子とを含むガス又は希ガスと窒素原子とを含むガ
スの処理ガスを導入するとともに、前記処理容器内にアンテナを介して電磁波を導入して
プラズマを生成し、前記熱アニールされたゲート絶縁膜に前記処理ガスのプラズマを照射
する工程と、
　ｆ）層間絶縁膜を形成する工程と、
　ｇ）金属配線を形成する工程と、
　を有し、
　前記絶縁膜が、ＳｉＯ2、ＳｉＯＮ、Ｓｉ3Ｎ4の低誘電率材料又はＡｌ2Ｏ3、Ｌａ3Ｏ3

、ＴｉＯ2、Ｙ2Ｏ3・ＢＳＴ、Ｐｒ2Ｏ3、Ｇｄ2Ｏ3、ＣｅＯ2、ＨｆＯ2、ＨｆＳｉＯの高
誘電率材料から選択されることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　ａ）基板上にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　ｂ）前記ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成する工程と、
　ｃ）前記ゲート絶縁膜が形成された基板を処理容器内に配置する工程と、
　ｄ）前記処理容器内に希ガスと窒素原子とを含むガス又は希ガスと酸素原子とを含むガ
スを導入するとともに、前記処理容器内に、アンテナを介して、電磁波を導入して、プラ
ズマを生成して、前記ゲート絶縁膜をプラズマ窒化処理又はプラズマ酸化処理する工程と
、
　ｅ）前記プラズマ窒化処理されたゲート絶縁膜を酸素ガス雰囲気中で、又は前記プラズ
マ酸化処理されたゲート絶縁膜を窒素ガス雰囲気中で６００～１２００℃の温度で熱アニ
ール処理する工程と、
　ｆ）層間絶縁膜を形成する工程と、
　ｇ）金属配線を形成する工程と、
　を有し、
　前記絶縁膜が、ＳｉＯ2、ＳｉＯＮ、Ｓｉ3Ｎ4の低誘電率材料又はＡｌ2Ｏ3、Ｌａ3Ｏ3

、ＴｉＯ2、Ｙ2Ｏ3・ＢＳＴ、Ｐｒ2Ｏ3、Ｇｄ2Ｏ3、ＣｅＯ2、ＨｆＯ2、ＨｆＳｉＯの高
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誘電率材料から選択されることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記絶縁膜が、ＭＯＳＦＥＴのゲート絶縁膜であることを特徴とする請求項６又は７に
記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、絶縁膜を改質する方法に関する。より詳しくは、CVD（Chemical　Vapor　Depo
sition：化学気相堆積法）等により成膜された絶縁膜に、希ガスを含む処理ガスに基づく
プラズマを照射する工程と、好ましくは500℃～1200℃の高温において、より好ましくは6
00℃～1050℃の高温において熱アニールする工程と組み合わせることで絶縁膜改質効果を
向上させる方法に関する。本発明による改質方法は、この改質によって得られた膜を、い
わゆるMOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor　Field　Effect　Transistor）のゲート絶縁
膜やメモリデバイスにおける容量（Capacitor）の電極間絶縁膜に用いる際に、特に好適
に使用可能である。
【０００２】
【従来の技術】
本発明は半導体装置（半導体デバイス）、液晶装置（液晶デバイス）等における電子デバ
イス材料の製造に一般的に広く適用可能であるが、ここでは説明の便宜のために、半導体
装置におけるMOSFETのゲート絶縁膜形成技術およびその背景を例にとって説明する。
【０００３】
シリコンを始めとする半導体ないし電子デバイス材料用基材には、酸化膜を始めとする絶
縁膜の形成、ＣＶＤ等による成膜、エッチング等の種々の処理が施される。
【０００４】
近年の半導体デバイスの高性能化は、ＭＯＳＦＥＴを始めとする該デバイスの微細化技術
の上に発展してきたといっても過言ではない。現在も更なる高性能化を目指してＭＯＳＦ
ＥＴの微細化技術の改善がなされている。近年の半導体装置の微細化、および高性能化の
要請に伴い、（例えば、リーク電流の点で）より高性能な絶縁膜に対するニーズが著しく
高まって来ている。これは、従来の比較的に集積度が低いデバイスにおいては事実上問題
とならなかったような程度のリーク電流であっても、近年の微細化および／又は高性能化
したデバイスにおいては、多量の電力を消費する可能性があるためである。特に、近年始
まった、いわゆるユビキタス社会（何時でもどこでもネットワークに繋がる電子デバイス
を媒体にした情報化社会）における携帯型電子機器の発達には低消費電力デバイスが必須
であり、このリーク電流の低減が極めて重要な課題となる。
【０００５】
典型的には、例えば、次世代ＭＯＳＦＥＴを開発する上で、上述したような微細化技術が
進むにつれてゲート絶縁膜の薄膜化が限界に近づいてきており、克服すべき大きな課題が
現れてきた。すなわち、プロセス技術としては現在ゲート絶縁膜として用いられているシ
リコン酸化膜（ＳｉＯ２）を極限（１～２原子層レベル）まで薄膜化することは可能であ
るものの、２ｎｍ以下の膜厚まで薄膜化を行った場合、量子効果によるダイレクトトンネ
ルによるリーク電流の指数関数的な増加が生じ、消費電力が増大してしまうという問題点
である。
【０００６】
現在、ＩＴ（情報技術）市場はデスクトップ型パーソナルコンピュータや家庭電話等に代
表される固定式電子デバイス（コンセントから電力を供給するデバイス）から、インター
ネット等にいつでもどこでもアクセスできる「ユビキタス・ネットワーク社会」への変貌
を遂げようとしている。従って、ごく近い将来に、携帯電話やカーナビゲーションゲーシ
ョンシステムなどの携帯端末が主流となると考えられる。このような携帯端末は、それ自
体が高性能デバイスであることが要求されるが、これと同時に、上記の固定式デバイスで
はそれほど必要とされない小型、軽量のバッテリー、電池等で駆動した場合でもかつ長時
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間の使用に耐えうる機能を備えていることが前提となる。よって、携帯端末においては、
これらの高性能化を図りつつ、しかも消費電力の低減化が極めて重要な課題となっている
。
【０００７】
典型的には、例えば、次世代ＭＯＳＦＥＴを開発する上で、高性能のシリコンＬＳＩの微
細化を追求していくとリーク電流が増大して、消費電力も増大するという問題が生じてい
る。そこで性能を追求しつつ消費電力を少なくするためには、ＭＯＳＦＥＴにおいてゲー
トリーク電流を増加させずに特性を向上させることが必要となる。
【０００８】
このような高性能かつ低消費電力のMOSFETを実現するという要請に応えるために、種々の
手法（例えば、ゲート絶縁膜としてシリコン酸窒化膜（SiON）を用いる）の提案がなされ
ているが、その有力な手法の一つが、High-k（高誘電率）材料、すなわちSiO2よりも誘電
率の高い材料を用いたゲート絶縁膜の開発である。このようなHigh-k材料を用いることに
より、SiO2換算膜厚であるEOT（Equivalent　Oxide　Thickness）を物理的膜厚よりも薄
くすることが可能となる。すなわち、SiO2と同じEOTでも物理的に厚い膜を用いることが
可能となり、消費電力の大幅な低減が期待できる。このようなHigh-k材料としては、現在
SiO2よりも誘電率の高い材料であるHfO2、Al2O3、Ta2O5、ZrO2等が候補に挙がっている。
【０００９】
【非特許文献１】
M.A.Cameron, S.M.George, Thin Solid Films, 348(1999), pp.90-98
”ZrO2 film growth by chemical vapor deposition using zirconiu
m tetra-tert-butoxide”
【非特許文献２】
Sadayoshi Horii, Masayuki Asai, Hironobu Miya, Kazuhiko Yamamo
to, and Masaaki Niwa, Extended Abstracts of the SSDM, Nagoya,
2002, pp.172-173
“Improvement of Electrical Properties for High-k Dielectrics
Grown by MOCVD via Cyclic Remote Plasma Oxidation”
【非特許文献３】
Katsuyuki Sekine, Yuji Saito, Masaki Hirayama and Tadahiro Ohm
i, J. Vac. Sci. Technol. A 17 (5), Sep/Oct 1999 pp. 3129-3133.
“Silicon nitride film growth for advanced gate dielectric at
low temperature employing high-density and low-energy ion bomb
ardment”
【非特許文献４】
Takuya Sugawara, Toshio Nakanishi, Masaru Sasaki, Shigenori Oz
aki, Yoshihide Tada, Extended Abstracts of Solid State Devices
 and Materials, 2002 pp. 714-715.
“Characterization of Ultra Thin Oxynitride Formed by Radical
Nitridation with Slot Plane Antenna Plasma”
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このように優れた特性が期待されるHigh-k材料を用いた絶縁膜を実際にCV
D法（Chemical　Vapor　Deposition：化学気相成長法）等の方法により成膜する場合は、
面内の均一性を向上させるために比較的低温で成膜がなされるため、得られた膜中には未
結合手（ダングリングボンド）や弱いSi-O結合（サブオキサイド）、成膜の原材料に含ま
れるカーボン等が多数存在し、良好な特性を得ることが困難となっている（参考文献[1]
）。したがって、このような膜質劣化の原因を取り除くことが、High-k材料膜を実用化す
るために極めて重要である。この問題を解決する手段として、絶縁膜上に熱アニールによ
る改質処理を施し、膜特性を改善させる試みがなされている（参考文献[1]）が、熱アニ
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ールによる改質処理においては、高温プロセスに起因した絶縁膜の結晶化による特性の劣
化や、絶縁膜-シリコン界面においてシリコンが酸化されることによる電気的膜厚の増大
（実効的な誘電率の低下）等の問題が生じている。
【００１１】
この熱アニールによる改質処理に伴う課題を解決する方法として、基板温度400℃程度で
改質処理が可能なプラズマによる絶縁膜の改質処理が提案されている（参考文献[2]）。
このプラズマによる絶縁膜の改質処理を用いることで低温においてサブオキサイドの弱い
結合を修復し強固なSi-O結合を形成させたり、膜中の炭素を燃焼させたりすることで良好
な電気特性を得ることが可能となるが、現在報告されているプラズマ形成方法は高い電子
温度に起因したプラズマダメージや、大面積化が困難などの問題を抱えている（非特許文
献１，２）。
【００１２】
これに対し、近年ゲート絶縁膜形成を目的としたプラズマ処理方法として平面アンテナと
マイクロ波を用いたプラズマ形成方法が提案されている。この方法は、He、Ne、Ar、Kr、
Xeなどの希ガスを酸素もしくは窒素を含むガスと共に被処理基板の上部に設けられたリン
グ状のシャワープレートから被処理基板とシャワープレートの間の空間に供給し、かかる
シャワープレートの上部に設置されたスロットを有する平面アンテナ（Slot Plane Anten
na ：SPA）の背後からマイクロ波を照射することでアンテナを介してマイクロ波を導入し
、このマイクロ波を用いて前記空間において希ガスをプラズマ励起する方法である。この
プラズマを用いて酸素ラジカルO*や窒素ラジカルN*を形成し、シリコン基板表面を酸化あ
るいは窒化する技術が提案されている。この方法によって形成されたプラズマは電子密度
が高いため低い基板処理温度でも多量のラジカルが生成される。また、電子温度が低いた
め他のプラズマ形成方法で問題となるプラズマダメージが低い。更に平面アンテナを伝播
したマイクロ波がプラズマを大面積において均一に形成するために、300mmウェハや大型T
FT表示装置用基板等の大面積基板への応用の点でも優れていることが報告されている（非
特許文献３，４）。
【００１３】
このような技術を使うことにより、電子デバイス用基板表面が400℃以下の低い基板温度
であっても多量のラジカルを形成することが可能となっている。この技術は上記の酸化膜
、酸窒化膜形成への応用以外にも、絶縁膜の改質処理へ用いることも有望である。実際に
このプラズマを用いた絶縁膜の改質に関連した研究もなされているが、プラズマによる改
質のみでは十分な改質効果を得るには至っていない。
【００１４】
本発明の概括的な目的は、上述した従来技術の欠点を解消した新規で有用な絶縁膜の改質
方法を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば電子デバイス用基材表面上に成膜された絶縁膜を改質する方法であって、
前記改質方法は、希ガスを含む処理ガスに基づくプラズマを該絶縁膜に照射する工程と、
該絶縁膜に熱アニールを施す工程とを組み合わせることにより形成されることを特徴とす
る基板処理方法が提供される。
【００１６】
本発明によれば、例えばMOSFETのゲート絶縁膜やメモリデバイスに用いられる容量の電極
間絶縁膜を改質する方法において、プラズマ処理による改質のみ、熱アニール処理による
改質のみでは不十分であった改質効果を、プラズマ処理による改質方法と熱アニール処理
による改質方法とを組み合わせて向上させることが可能となる。
【００１７】
本発明によれば、例えばプラズマ処理による改質処理と熱アニール処理による改質処理と
を組み合わせることで各改質処理工程の処理時間を短くし、長時間のプラズマ処理時や長
時間の熱アニール処理時に生じる絶縁膜の特性劣化を抑制することが可能となる。
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【００１８】
本発明によれば、例えば絶縁膜中の炭素を除去する目的で希ガスと酸素原子を含む処理ガ
スに基づくプラズマを用いて絶縁膜にプラズマ処理を行う工程と、膜中のサブオキサイド
やダングリングボンド等の弱い結合を熱による緩和作用で強固な結合に改質すること、お
よびをP型MOSFETにおけるゲート電極からのボロンの染み出しを抑制することを目的とし
て窒素原子を含むガス雰囲気下で絶縁膜を熱アニール処理する工程とを組み合わせること
が可能となる。
【００１９】
本発明によれば、例えば絶縁膜の熱アニール処理による結晶化の抑制およびP型MOSFETに
おけるゲート電極からのボロンの染み出しを抑制する目的で希ガスと窒素原子を含む処理
ガスに基づくプラズマを用いて絶縁膜にプラズマ処理を行う工程と、膜中の炭素を除去し
、膜中のサブオキサイドやダングリングボンド等の弱い結合を熱による緩和作用で強固な
結合に改質することを目的として酸素原子を含むガス雰囲気下で絶縁膜を熱アニール処理
する工程とを組み合わせることが可能となる。
【００２０】
本発明によれば、例えば、絶縁膜の表面に、希ガスを含む処理ガスに基づくプラズマを照
射して改質を行う工程において、前記プラズマは平面アンテナにマイクロ波を照射するこ
とにより形成されたプラズマを用いることが可能となる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、必要に応じて、図面を参照しつつ本発明を更に具体的に説明する。
【００２２】
図1A～図1Hは本発明の応用方法の代表例としてN型MOSFETの製造工程を、また、図2は前述
したマイクロ波と平面アンテナを用いたプラズマ形成装置32の一例を示す垂直方向の模式
断面図である。図3は熱アニールに使用可能な熱処理ユニット33の一例を示す垂直方向の
模式断面図である。
【００２３】
（N型MOSFET作製への応用）
図1に本発明の応用方法の代表例として、N型MOSFETの製造工程を示す。図1A～1Hを参照す
るに、図1Aの工程では基板にはP型のシリコン基板21を用い、比抵抗が1～30Ωcm、面方位
(100)のものを用いる。シリコン基板上にはSTIやLOCOS等の素子分離工程21Dやホウ素（B
）によるチャネルインプラ21Cが施されており、ゲート絶縁膜22が成膜されるシリコン基
板表面には犠牲酸化膜20が成膜されている。
【００２４】
図1Bの工程ではゲート絶縁膜の成膜前洗浄がなされる。一般にAPM（アンモニア、過酸化
水素水、純水の混合液）とHPM（塩酸、過酸化水素水、純水の混合液）およびDHF（フッ酸
と純水の混合液）を組み合わせたRCA洗浄によって犠牲酸化膜20と汚染要素（金属や有機
物、パーティクル）を除去する。必要に応じ、SPM（硫酸と過酸化水素水の混合液）、オ
ゾン水、FPM（フッ酸、過酸化水素水、純水の混合液）、塩酸水（塩酸と純水の混合液）
、有機アルカリなどを用いる時もある。
【００２５】
図1Cの工程ではゲート絶縁膜22が形成される。本発明において使用可能な絶縁膜を構成す
る材料は特に制限されないが、気相堆積に基づく絶縁膜である限り、CVD（Chemical　Vap
or　Deposition：化学気相成長法）、PVD（Physical　Vapor　Deposition：物理気相成長
法）等の公知の気相堆積法により形成された膜を特に制限無く使用することが出来る。絶
縁膜形成方法のより具体的な例としては、熱によるラジカル形成反応を利用した熱CVD法
、プラズマによるラジカル形成反応を用いたプラズマCVD法、触媒反応を利用したホット
ワイヤーCVD法、電子ビーム蒸着やスパッタ等の技術に代表されるPVD法を用いることが好
ましい。また、絶縁膜材料の例としては低誘電率材料であるSiO2、SiON、 Si3N4もしくは
High-k材料であるTa2O5、ZrO2、HfO2、Al2O3、La2O3、TiO2、Y2O3、BST、Pr2O3、Gd2O3、
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CeO2およびこれらの物質の化合物等を用いることが好ましい。
【００２６】
図1Dの工程ではゲート絶縁膜22の改質処理がなされる。改質処理はマイクロ波と平面アン
テナを用いて形成されたプラズマによる改質処理と、熱アニールによる改質処理とが組み
合わされて実施される。プラズマ処理と熱アニール処理の組み合わせは任意であり、例え
ば次のようなさまざまな組み合わせが考えられる。
【００２７】
ゲート絶縁膜成膜→プラズマ酸化処理→熱窒化アニール処理
ゲート絶縁膜成膜→プラズマ窒化処理→熱酸化アニール処理
ゲート絶縁膜成膜→熱酸化アニール処理→プラズマ窒化処理
ゲート絶縁膜成膜→熱窒化アニール処理→プラズマ酸化処理
ゲート絶縁膜成膜→プラズマ窒化処理→熱窒化アニール処理→プラズマ酸化処理
ゲート絶縁膜成膜→熱酸化アニール処理→プラズマ窒化処理→プラズマ酸化処理
上記のようなプラズマ処理と熱アニール処理を任意に組み合わせることで、好適な特性を
有する絶縁膜の形成が可能となる。
【００２８】
図1Eの工程ではゲート電極用ポリシリコン23が成膜される。図1Cで形成したゲート絶縁膜
22上にMOSFETのゲート電極としてポリシリコン23をCVD法にて成膜する。ゲート絶縁膜の
成膜されたシリコン基板を620℃に加熱し、基板上にシランガスを30Paの圧力下で導入す
ることでゲート絶縁膜上に膜厚150nmの電極用ポリシリコン23を成膜する。
【００２９】
その後、ゲート電極23Aのレジストパターンニング、選択エッチングを行い、MOSキャパシ
タを形成し（図1F）、ソース、ドレインインプラを施してソース21A、ドレイン21Bを形成
する（図1G）。その後アニールによりドーパント（チャネル、ゲート、ソース、ドレイン
へインプラされたホウ素（B）、リン（P）、ヒ素（As））の活性化を行う。続いて後工程
となるTEOSなどの低誘電率物質からなる層間絶縁膜24の成膜、パターンニング、選択エッ
チング、メタル配線25の成膜を組み合わせた後工程を経て本態様に関わるMOSFETが得られ
る（図1H）。
【００３０】
（プラズマによる改質処理方法）
マイクロ波と平面アンテナを用いたプラズマによる改質処理方法を以下に詳細に解説する
。
【００３１】
図2は前述したマイクロ波と平面アンテナを用いたプラズマ形成装置の垂直方向の模式断
面図である。
【００３２】
図２を参照して、この態様のプラズマ基板処理装置１０は、被処理基板Ｗ（例えば、シリ
コンウエハ）を保持する基板保持台１２が備えられた処理容器１１を有する。処理容器１
１内の気体（ガス）は排気ポート１１Ａおよび１１Ｂから、図示されない排気ポンプを介
して排気される。基板保持台１２は、被処理基板Ｗを加熱するヒータ機能を有している。
該基板保持台１２の周囲には、ガス流れの均一化の点から、アルミニウムからなるガスバ
ッフル板（仕切り板）２６が配置されている。ガスバッフル板２６の上面には、金属汚染
防止の点から、石英カバー２８が設けられている。
【００３３】
処理容器１１の装置上方には、基板保持台１２上の被処理基板Ｗに対応して開口部が設け
られている。この開口部は、石英やＡｌ２Ｏ３等からなる誘電体板１３により塞がれてい
る。誘電体板１３の上部（処理容器１１の外側）には、平面アンテナ１４が配置されてい
る。この平面アンテナ１４には、導波管から供給された電磁波が透過するための複数のス
ロットが形成されている。平面アンテナ１４の更に上部（外側）には、波長短縮板１５と
導波管１８が配置されている。処理容器１１の外側には、波長短縮板１５の上部を覆うよ
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うに、冷却プレート１６が配置されている。冷却プレート１６の内部には、冷媒が流れる
冷媒路１６ａが設けられている。
【００３４】
この態様のプラズマ基板処理装置１０には、プラズマを励起するための数ギガヘルツの電
磁波を発生する電磁波発生器（図示せず）が設けられている。この電磁波発生器で発生し
たマイクロ波が、導波管１５を伝播して、処理容器１１に導入される。
【００３５】
図２の態様のプラズマ処理装置１０を用いる場合、例えば、被処理基板Ｗをプラズマ処理
装置１０の処理容器１１中にセットし、その後、排気ポート１１Ａ、１１Ｂを介して処理
容器１１内部の空気の排気が行われ、処理容器１１の内部が所定の処理圧に設定される。
次に、ガス供給口２２から、所定のガス（例えば、不活性ガスと処理ガス）が供給される
。
【００３６】
一方、電磁波発生器で発生された数ＧＨｚの周波数のマイクロ波は、導波管１５を通って
処理容器１１に供給される。平面アンテナ１４、誘電体板１３を介して、このマイクロ波
が処理容器１１中に導入される。このマイクロ波によりプラズマが励起される。この際、
マイクロ波がアンテナを介して導入されているために高密度、低電子温度のプラズマが発
生し、また、このプラズマはアンテナ面積に比例した広範囲な領域で均一な分布となる。
したがって、図2の基板処理装置を用いることで300mmウェハや大型TFT表示装置用基板な
どの大面積基板処理が可能となり、かつプラズマの電子温度が低いため、半導体装置の特
性劣化を引き起こすプラズマダメージを避けてプラズマ改質処理を行うことが可能となる
。
【００３７】
動作時には前記処理容器50の内部のガスは排気管53を介して真空ポンプ55の外部へ排気さ
れるため所定の処理圧に設定される。
【００３８】
プラズマにより形成されたラジカルは被処理基板Wの表面に沿って径方向に流れ、排気管5
3へ速やかに排気されてしまうため、ラジカルの再結合が抑制され、効率的で非常に一様
な基板処理が可能になる。
【００３９】
プラズマによる改質処理方法は、希ガスと酸素原子を含むガスよりなる酸素プラズマを用
いる場合と、希ガスと窒素原子を含むガスよりなる窒素プラズマを用いる場合の２つに大
きく分けられる。
【００４０】
希ガスと酸素原子を含むガスを用いた場合は、酸素ラジカルが多量に発生し酸化反応が生
じる。したがって、原材料として有機金属ソースを用いたCVDによって形成された絶縁膜
にプラズマ酸化処理を施した場合は、絶縁膜に多量に含まれる膜中の有機物（炭素原子）
を酸化により燃焼させ、膜質を向上させる効果が期待される。また、膜中に存在するサブ
オキサイドの弱い結合を酸化により修復することで膜構造を緻密化し、特性の向上が期待
できる。しかしながら、低温で行われるプラズマ酸化処理のみでは膜中の構造緩和が進ま
ず、膜中のダングリングボンドを完全に修復することが出来ない。また、P型MOSFETにお
けるボロンの突き抜け効果が抑制できないため、窒化処理による改質が必要である。プラ
ズマ窒化処理により改質を行う場合は、ボロンの突き抜け防止効果は達成できるがプラズ
マ窒化処理は低温で行われるため膜の構造緩和が十分になされない。そのため、熱窒化ア
ニールによる改質処理が必要となる。このように、基板処理温度が低いプラズマ酸化によ
る酸化処理を熱窒化アニール処理と組み合わせて実施することで、十分な改質効果を得る
ことが可能となる。
【００４１】
希ガスと窒素原子を含むガスを用いた場合は、窒素ラジカルが多量に発生し窒化反応が生
じる。絶縁膜中に窒素原子が含まれることで膜の誘電率は上昇するため、MOSFETのゲート
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絶縁膜等に好適に応用することが可能である。また、窒化を施すことで絶縁膜の耐酸化性
が向上するためドーパントの活性化アニール時における界面の酸化を抑制でき、電気的膜
厚の増加を抑制することが出来る。また、キャパシタの電極間絶縁膜に窒化を施し、その
上に金属電極を形成した際に、上部金属電極の酸化が抑制され、電極の剥がれなどの問題
を回避することが可能となる。また、窒化を施すことでP型MOSFETにおけるボロンの突き
抜け防止効果が向上するため、P型MOSFETにおける閾値電圧のばらつきなどの特性劣化を
抑制することが可能となる。しかしながら、プラズマ窒化処理だけでは膜中に含まれるカ
ーボンを燃焼させることは不可能である。そこで酸化処理による改質が必要になるが、プ
ラズマ窒化処理とプラズマ酸化処理による改質を組み合わせて実施するだけでは共に低温
プロセスであるために膜の構造緩和が十分になされず、実用化に耐えうる改質効果を得る
ことは困難である。プラズマ窒化処理を施すことで熱安定性は向上することから、この特
性を利用し、プラズマ窒化処理に引き続き基板処理温度が高い熱酸化アニール処理を組み
合わせて実施することで、十分な改質効果を得ることが可能となる。
【００４２】
（熱アニール処理による改質）
熱アニール処理による改質方法を以下に詳細に解説する。
【００４３】
図3は本発明の熱アニール工程に使用可能な加熱反応炉33の一例を示す垂直方向の模式断
面図である。
【００４４】
図3に示すように、加熱反応炉33の処理室82は、例えばアルミニウムにより形成された真
空容器である。この図3では省略されているが、処理室82内には加熱機構や冷却機構を備
えている。
【００４５】
図3に示したように、処理室82には上部中央にガスを導入するガス導入管83が接続され、
処理室82内とガス導入管83内とが連通されている。また、ガス導入管83はガス供給源84に
接続されている。そして、ガス供給源84からガス導入管83にガスが供給され、ガス導入管
83を介して処理室82内にガスが導入されている。このガスとしては、酸素や窒素、アンモ
ニア、希ガス等が用いられる。
【００４６】
処理室82の下部には、ウェハWを載置する載置台87が配置されている。
【００４７】
この図3に示した態様においては、ウェハWと同径大の図示しない静電チャックによりウェ
ハWが載置台87上に載置されている。この載置台87には、図示しない熱電源手段が内接さ
れており、載置台87上に載置されたウェハWの処理面を所望の温度に調整できる構造に形
成されている。
【００４８】
この載置台87は、必要に応じてウェハWを回転できるような機構になっている。
【００４９】
図3中、載置台87の右側の処理室82側面にはウェハWを出し入れするための開口部82aが設
けられており、この開口部82aの開閉はゲートバルブ98が図中上下方向に移動することに
より行われる。図3中、ゲートバルブ98の更に右側にはウェハWを搬送するためのアーム（
図示せず）が隣接されており、搬送アームが開口部82aを介して処理室82に出入りして載
置台87上にウェハWを載置したり、処理後のウェハWを処理室82から搬出したりするように
なっている。
【００５０】
載置台87の上方には、シャワー部材としてのシャワーヘッド88が配設されている。このシ
ャワーヘッド88は載置台87とガス導入管83との間の空間を区画するように形成されており
、例えばアルミニウム等から形成されている。
【００５１】
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このシャワーヘッド88は、その上部中央にガス導入管83のガス出口83aが位置するように
形成され、シャワーヘッド88下部に設置されたガス供給孔89を通し、処理室82内にガスが
導入されている。
【００５２】
熱アニールによる改質処理方法は、酸素を含むガスを用いる場合と、窒素を含むガスを用
いる場合の２つに大きく分けられる。
【００５３】
酸素を含むガスを用いた場合は、酸素ラジカルが発生し酸化反応が生じる。したがって、
有機金属ソースを原材料として用いたCVDによって形成された絶縁膜に本発明による酸化
処理を施した場合は、絶縁膜に多量に含まれる膜中の有機物（炭素原子）を酸化により燃
焼させ、膜質を向上させる効果が期待される。また、膜中に存在するサブオキサイドの弱
い結合を酸化により修復することで膜構造を緻密化し、特性の向上が期待できる。熱酸化
アニール処理によりこれらの効果を得るには長時間の熱アニール処理が必要である。しか
しながら、High-k物質は熱による安定性が低い物質が多く、長時間の熱アニール処理を施
すことで特性が劣化してしまう。本発明による改質方法を用いて、例えば、事前に短時間
のプラズマ窒化処理を行い長時間の熱アニール処理に対する熱安定性を向上させたり、短
時間のプラズマ酸化処理と短時間の熱酸化アニール処理を組み合わせたりすることで、特
性劣化を制御することが可能となる。
【００５４】
窒素を含むガスを用いた場合は、窒素ラジカルが発生し窒化反応が生じるが、窒素ガス（
N2）は熱的に安定な物質であり、窒素ガスのみで窒化反応を行うことは困難である。そこ
で窒化を目的とした場合は、比較的ラジカルへ乖離しやすいアンモニアガス（NH3）を用
いて窒化処理を施す場合もある。絶縁膜中に窒素原子が含まれることで膜の誘電率は上昇
するため、MOSFETのゲート絶縁膜等に好適に応用することが可能である。また、窒化を施
すことで絶縁膜の耐酸化性が向上するためドーパントの活性化アニール時における界面の
酸化を抑制でき、電気的膜厚の増加を抑制することが出来る。また、キャパシタの電極間
絶縁膜に窒化を施し、その上に金属電極を形成した際に、上部金属電極の酸化が抑制され
、電極の剥がれなどの問題を回避することが可能となる。また、窒化を施すことでP型MOS
FETにおけるボロンの突き抜け防止効果が向上するため、P型MOSFETにおける閾値電圧のば
らつきなどの特性劣化を抑制することが可能となる。また、高温プロセスにより膜中のダ
ングリングボンドなどが修復され、絶縁膜の特性が向上する。しかしながら、熱窒化アニ
ール処理だけでは膜中に含まれるカーボンを燃焼させることは不可能である。そこで酸化
処理による改質が必要になるが、熱窒化アニールと熱酸化アニールによる改質を組み合わ
せて実施することはHigh-k物質の低い熱安定性の上から困難である。そこで、基板処理温
度が低いプラズマ酸化による酸化処理を熱窒化アニール処理と組み合わせて実施すること
で、十分な改質効果を得ることが可能となる。
【００５５】
以下、実施例により本発明を更に具体的に説明する。
【００５６】
【実施例】
図4は本発明の一実施例として、本発明を用いて改質されたHfSiO膜のI-V特性を示す。図4
において、縦軸はP型シリコン基板、HfSiO膜、TiN（チタンナイトライド）ゲート電極か
らなるN型MOSキャパシタのゲートリーク電流密度を、横軸はポリシリコンゲート電極から
印加される絶縁膜に加わる電界を示している。以下に本実施例で用いられたN型MOSキャパ
シタの作製方法を示す。
【００５７】
図1A、図1Bと同様の処理が施されたP型のシリコン基板上に熱CVD法によりHfSiO膜を成膜
した。ターシャリーブトキシハフニウム（HTB：Hf（OC2H5）4）とシランガス（SiH4）を
それぞれ1sccm、400sccmずつ導入し、圧力を50Paに保持した。HTBの流量は液体マスフロ
ーコントローラ、シランガスの流量はガスマスフローコントローラの流量である。この雰
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囲気中で前記の図1Bに示されるシリコン基板を350℃にて加熱し、基板上でHfとSiとOの反
応種を反応させることでHfSiO膜を成膜した。処理時間を含めたプロセス条件を調整する
ことで、4nmのHfSiO膜を成膜した。このHfSiO膜を更に酸素プラズマおよび熱窒化アニー
ルを用いて以下のように改質を行った。基板を400℃に加熱し、ウェハ上に希ガスと酸素
をそれぞれ2000sccm、150sccmずつ流し、圧力を130Paに保持する。その雰囲気中に複数の
スロットを有する平面アンテナを介して3W/cm2のマイクロ波を10秒照射することにより酸
素および希ガスとを含むプラズマを形成し、このプラズマを用いてHfSiO膜の酸化プラズ
マ処理を施し、弱い結合を修復し強固なSi-O結合を形成させたり、膜中の炭素を燃焼させ
たりすることで膜特性の向上を目指した。引き続き更なる膜の構造緩和および窒素導入に
よる誘電率の増加を目指し、熱窒化アニールを行った。これらのプロセスを施すことで、
最終的に電気的膜厚が2nm程度の良好な特性をもつゲート絶縁膜を形成した。その後、図1
Eに示される工程でゲート電極となるTiNを成膜して、引き続き図1Fに示されるパターニン
グ、エッチング工程を経て、MOSキャパシタ構造、図1Fを作製した。
【００５８】
図4に示されるように、Sample1の熱窒化アニール処理のみのサンプル、Sample2のプラズ
マ酸化処理のみのサンプルではリーク電流が高い値を示しているが、Sample3に示される
プラズマ酸化処理の後に熱窒化アニール処理を施したサンプルはリーク電流が低減してい
る。このことから、本発明による絶縁膜の改質を行うことにより、従来の改質方法である
熱アニール処理による改質やプラズマ処理による改質よりも、更に効果的な改質効果を得
ることに成功した。
【００５９】
なお、本実施例では、絶縁膜としてHfSiOを用いたが、それ以外の絶縁膜にも同様の処理
を施すことで同様の効果を実現できると考えられる。
【００６０】
また、本実施例では、改質処理としてプラズマ酸化処理と熱窒化アニール処理を用いたが
、それ以外のプラズマ処理と熱アニール処理を組み合わせることも任意に可能である。
【００６１】
【発明の効果】
上述したように本発明によれば、絶縁膜にプラズマ処理と熱アニール処理を組み合わせた
改質処理を施すことで、良好な絶縁特性を与える絶縁膜の改質方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】図1A～1Hは本発明の応用方法の代表例としてN型MOSFETの製造工程をしめす。
【図２】マイクロ波とスロットを有する平面アンテナ（Slot　Plane　Antenna：SPA）を
用いたプラズマ形成装置の一例を示す垂直方向の模式断面図である。
【図３】熱アニール処理に使用可能な熱処理ユニット33の一例を示す垂直方向の模式断面
図である。
【図４】本発明を用いて改質されたHfSiO膜のI-V特性である。
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