
JP 5864503 B2 2016.2.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に対して金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供給
する工程と、前記基板に対して還元性を有する第１の反応ガスを供給する工程と、を含む
第１のサイクルを所定回数行うことで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形
成する工程と、
　前記基板に対して前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する工程と、
前記基板に対して還元性を有する第２の反応ガスを供給する工程と、を含む第２のサイク
ルを所定回数行うことで、前記第１の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する工
程と、
　を行うことで、前記基板上に、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金
属元素を含む膜を形成する工程を有し、
　前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち少なくともいずれかのガスは、前
記金属元素およびアミノ基を含むガスである半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち、一方のガスが前記金属元素およ
びアミノ基を含むガスであり、他方のガスが無機系の水素含有ガスである請求項１に記載
の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち両方のガスが、前記金属元素およ
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びアミノ基を含むガスである請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第１の原料ガスはクロロタングステン系ガス、クロロチタニウム系ガス、クロロモ
リブデン系ガス、クロロタンタル系ガス、クロロルテニウム系ガス、クロロハフニウム系
ガス、クロロアルミニウム系ガスからなる群より選択される少なくとも１つを含み、
　前記第２の原料ガスはフルオロタングステン系ガス、フルオロチタニウム系ガス、フル
オロモリブデン系ガス、フルオロタンタル系ガス、フルオロルテニウム系ガス、フルオロ
ハフニウム系ガス、フルオロアルミニウム系ガスからなる群より選択される少なくとも１
つを含み、
　前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち少なくともいずれかのガスは、ア
ミノタングステン系ガス、アミノチタニウム系ガス、アミノモリブデン系ガス、アミノタ
ンタル系ガス、アミノルテニウム系ガス、アミノハフニウム系ガス、有機アルミニウム系
ガスからなる群より選択される少なくとも１つを含む請求項１に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項５】
　前記第１の原料ガスはクロロタングステン系ガスであり、前記第２の原料ガスはフルオ
ロタングステン系ガスであり、前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち少な
くともいずれかのガスは、アミノタングステン系ガスである請求項１に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項６】
　前記第１の膜の厚さを、５ｎｍ以上１５ｎｍ以下の厚さとする請求項１乃至５のいずれ
かに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の膜を形成する工程では、前記第１のサイクルを複数回繰り返し、前記第２の
膜を形成する工程では、前記第２のサイクルを複数回繰り返す請求項１乃至６のいずれか
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の膜を形成する工程では、前記第１の原料ガスを供給する工程と、前記第１の
反応ガスを供給する工程と、を交互に複数回繰り返し、
　前記第２の膜を形成する工程では、前記第２の原料ガスを供給する工程と、前記第２の
反応ガスを供給する工程と、を交互に複数回繰り返す請求項１乃至６のいずれかに記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の膜を形成する工程では、前記第１の原料ガスおよび前記第１の反応ガスのう
ち一方のガスを連続的に供給すると共に、他方のガスを間欠的に供給し、
　前記第２の膜を形成する工程では、前記第２の原料ガスおよび前記第２の反応ガスのう
ち一方のガスを連続的に供給すると共に、他方のガスを間欠的に供給する請求項１乃至６
のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　基板を収容する処理室と、
　前記処理室内へ金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供
給する第１原料ガス供給系と、
　前記処理室内へ前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する第２原料ガ
ス供給系と、
　前記処理室内へ還元性を有する第１の反応ガスを供給する第１反応ガス供給系と、
　前記処理室内へ還元性を有する第２の反応ガスを供給する第２反応ガス供給系と、を有
し、
　前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち少なくともいずれかのガスは、前
記金属元素およびアミノ基を含むガスであり、
　前記処理室内の基板に対して前記第１の原料ガスを供給する処理と、前記処理室内の前
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記基板に対して前記第１の反応ガスを供給する処理と、を含む第１のサイクルを所定回数
行うことで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形成する処理と、前記処理室
内の前記基板に対して前記第２の原料ガスを供給する処理と、前記処理室内の前記基板に
対して前記第２の反応ガスを供給する処理と、を含む第２のサイクルを所定回数行うこと
で、前記第１の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する処理と、を行うことで、
前記基板上に、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金属元素を含む膜を
形成するように、前記第１原料ガス供給系、前記第２原料ガス供給系、前記第１反応ガス
供給系および前記第２反応ガス供給系を制御するよう構成される制御部をさらに有する
　基板処理装置。
【請求項１１】
　基板に対して金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供給
する手順と、前記基板に対して還元性を有する第１の反応ガスを供給する手順と、を含む
第１のサイクルを所定回数行うことで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形
成する手順と、
　前記基板に対して前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する手順と、
前記基板に対して還元性を有する第２の反応ガスを供給する手順と、を含む第２のサイク
ルを所定回数行うことで、前記第１の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する手
順と、
　を行い、前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち少なくともいずれかのガ
スとして、前記金属元素およびアミノ基を含むガスを用いることで、前記基板上に、前記
第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金属元素を含む膜を形成する手順をコン
ピュータに実行させるプログラム。
【請求項１２】
　基板に対して金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供給
する手順と、前記基板に対して還元性を有する第１の反応ガスを供給する手順と、を含む
第１のサイクルを所定回数行うことで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形
成する手順と、
　前記基板に対して前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する手順と、
前記基板に対して還元性を有する第２の反応ガスを供給する手順と、を含む第２のサイク
ルを所定回数行うことで、前記第１の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する手
順と、
　を行い、前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち少なくともいずれかのガ
スとして、前記金属元素およびアミノ基を含むガスを用いることで、前記基板上に、前記
第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金属元素を含む膜を形成する手順をコン
ピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に薄膜を形成する工程を含む半導体装置の製造方法、基板処理装置お
よびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置（デバイス）の製造工程の一工程として、基板に対して金属元素およびフッ
素（Ｆ）を含む原料ガスを供給する工程と、基板に対して還元性を有する反応ガスを供給
する工程と、を交互に行うことで、基板上に、金属元素を含む膜を形成する工程が行われ
ることがある。例えば、基板に対してヘキサフルオロタングステン（ＷＦ６）ガスを供給
する工程と、基板に対してジボラン（Ｂ２Ｈ６）ガスを供給する工程と、を交互に行うこ
とで、基板上に、タングステン（Ｗ）膜を形成することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　しかしながら、上述の手法により金属元素を含む膜を形成すると、原料ガスに含まれる
金属元素のリガンド、つまりＦにより、成膜の下地である基板表面や薄膜等が影響を受け
てしまう場合がある。例えば、シリコン（Ｓｉ）含有膜やシリコンウエハを成膜の下地と
し、上述の手法によりＷ膜を形成すると、ＷＦ６ガスに含まれるＦにより、成膜の下地が
エッチングされてしまうことがある。成膜の下地がエッチングされると、形成したＷ膜が
成膜の下地から剥離し易くなる。また例えば、アルミニウム酸化膜（ＡｌＯ膜）やハフニ
ウム酸化膜（ＨｆＯ膜）等の絶縁膜を成膜の下地とし、上述の手法によりＷ膜を形成する
と、ＷＦ６ガスに含まれるＦが絶縁膜中に拡散し、絶縁膜の絶縁性を低下させてしまうこ
とがある。
【０００４】
　本発明の目的は、基板上に金属元素を含む膜を形成する際に、成膜の下地が受ける影響
を低減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様によれば、
　基板に対して金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供給
する工程と、前記基板に対して還元性を有する第１の反応ガスを供給する工程と、を含む
サイクルを所定回数行うことで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形成する
工程と、
　前記基板に対して前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する工程と、
前記基板に対して還元性を有する第２の反応ガスを供給する工程と、を含むサイクルを所
定回数行うことで、前記第１の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する工程と、
　を行うことで、前記基板上に、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金
属元素を含む膜を形成する工程を有する半導体装置の製造方法が提供される。
【０００６】
　本発明の他の態様によれば、
　基板を収容する処理室と、
　前記処理室内へ金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供
給する第１原料ガス供給系と、
　前記処理室内へ前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する第２原料ガ
ス供給系と、
　前記処理室内へ還元性を有する第１の反応ガスを供給する第１反応ガス供給系と、
　前記処理室内へ還元性を有する第２の反応ガスを供給する第２反応ガス供給系と、
　前記処理室内の基板に対して前記第１の原料ガスを供給する処理と、前記処理室内の前
記基板に対して前記第１の反応ガスを供給する処理と、を含むサイクルを所定回数行うこ
とで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形成する処理と、前記処理室内の前
記基板に対して前記第２の原料ガスを供給する処理と、前記処理室内の前記基板に対して
前記第２の反応ガスを供給する処理と、を含むサイクルを所定回数行うことで、前記第１
の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する処理と、を行うことで、前記基板上に
、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金属元素を含む膜を形成するよう
に、前記第１原料ガス供給系、前記第２原料ガス供給系、前記第１反応ガス供給系および
前記第２反応ガス供給系を制御するよう構成される制御部と、
　を有する基板処理装置が提供される。
【０００７】
　本発明のさらに他の態様によれば、
　処理室内の基板に対して金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料
ガスを供給する手順と、前記処理室内の前記基板に対して還元性を有する第１の反応ガス
を供給する手順と、を含むサイクルを所定回数行うことで、前記基板上に、前記金属元素
を含む第１の膜を形成する手順と、
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　前記処理室内の前記基板に対して前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供
給する手順と、前記処理室内の前記基板に対して還元性を有する第２の反応ガスを供給す
る手順と、を含むサイクルを所定回数行うことで、前記第１の膜上に、前記金属元素を含
む第２の膜を形成する手順と、
　を行うことで、前記基板上に、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金
属元素を含む膜を形成する手順をコンピュータに実行させるプログラムが提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、基板上に金属元素を含む膜を形成する際に、成膜の下地が受ける影響
を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態で好適に用いられる基板処理装置の縦型処理炉の概略構成図で
あり、処理炉部分を縦断面図で示す図である。
【図２】本発明の実施形態で好適に用いられる基板処理装置の縦型処理炉の概略構成図で
あり、処理炉部分を図１のＡ－Ａ線断面図で示す図である。
【図３】本発明の実施形態で好適に用いられる基板処理装置のコントローラの概略構成図
であり、コントローラの制御系をブロック図で示す図である。
【図４】本発明の一実施形態の成膜シーケンスにおける成膜フローを示す図である。
【図５】（ａ）は本発明の一実施形態の成膜シーケンスにおけるガス供給のタイミングを
示す図であり、（ｂ）は本発明の他の実施形態の成膜シーケンスにおけるガス供給のタイ
ミングを示す図である。
【図６】（ａ）（ｂ）は、それぞれ、本発明の他の実施形態の成膜シーケンスにおけるガ
ス供給のタイミングを示す図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、それぞれ、本発明の他の実施形態の成膜シーケンスにおける
ガス供給のタイミングを示す図である。
【図８】（ａ）（ｂ）は、それぞれ、本発明の他の実施形態の成膜シーケンスにおけるガ
ス供給のタイミングを示す図である。
【００１０】
＜本発明の一実施形態＞
　以下、本発明の一実施形態について、図１～図３を用いて説明する。
【００１１】
（１）基板処理装置の構成
　図１に示すように、処理炉２０２は加熱手段（加熱機構）としてのヒータ２０７を有す
る。ヒータ２０７は円筒形状であり、保持板としてのヒータベース（図示せず）に支持さ
れることにより垂直に据え付けられている。ヒータ２０７は、後述するようにガスを熱で
活性化（励起）させる活性化機構（励起部）としても機能する。
【００１２】
　ヒータ２０７の内側には、ヒータ２０７と同心円状に反応容器（処理容器）を構成する
反応管２０３が配設されている。反応管２０３は、例えば石英（ＳｉＯ２）または炭化シ
リコン（ＳｉＣ）等の耐熱性材料からなり、上端が閉塞し下端が開口した円筒形状に形成
されている。反応管２０３の筒中空部には処理室２０１が形成されており、基板としての
ウエハ２００を後述するボート２１７によって水平姿勢で垂直方向に多段に整列した状態
で収容可能に構成されている。
【００１３】
　処理室２０１内には、ノズル２４９ａ，２４９ｂが、反応管２０３の下部を貫通するよ
うに設けられている。ノズル２４９ａ，２４９ｂには、ガス供給管２３２ａ，２３２ｂが
それぞれ接続されている。ガス供給管２３２ａにはガス供給管２３２ｃが接続されている
。ガス供給管２３２ｂにはガス供給管２３２ｆが接続されている。このように、反応管２
０３には、２本のノズル２４９ａ，２４９ｂと、４本のガス供給管２３２ａ～２３２ｃ，
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２３２ｆとが設けられており、処理室２０１内へ複数種類、ここでは４種類のガスを供給
することができるように構成されている。
【００１４】
　但し、本実施形態に係る処理炉２０２は上述の形態に限定されない。例えば、反応管２
０３の下方に、反応管２０３を支持する金属製のマニホールドを設け、各ノズルを、マニ
ホールドの側壁を貫通するように設けるようにしてもよい。この場合、マニホールドに、
後述する排気管２３１をさらに設けるようにしてもよい。この場合であっても、排気管２
３１を、マニホールドではなく、反応管２０３の下部に設けるようにしてもよい。このよ
うに、処理炉２０２の炉口部を金属製とし、この金属製の炉口部にノズル等を取り付ける
ようにしてもよい。
【００１５】
　ガス供給管２３２ａ～２３２ｃ，２３２ｆには、上流方向から順に、流量制御器（流量
制御部）であるマスフローコントローラ（ＭＦＣ）２４１ａ～２４１ｃ，２４１ｆ、及び
開閉弁であるバルブ２４３ａ～２４３ｃ，２４３ｆがそれぞれ設けられている。ガス供給
管２３２ａ，２３２ｂのバルブ２４３ａ，２４３ｂよりも下流側には、不活性ガスを供給
するガス供給管２３２ｄ，２３２ｅがそれぞれ接続されている。ガス供給管２３２ｄ，２
３２ｅには、上流方向から順に、流量制御器（流量制御部）であるＭＦＣ２４１ｄ，２４
１ｅ、及び開閉弁であるバルブ２４３ｄ，２４３ｅがそれぞれ設けられている。
【００１６】
　ガス供給管２３２ａ，２３２ｂの先端部には、上述のノズル２４９ａ，２４９ｂがそれ
ぞれ接続されている。ノズル２４９ａ，２４９ｂは、図２に示すように、反応管２０３の
内壁とウエハ２００との間における円環状の空間に、反応管２０３の内壁の下部より上部
に沿って、ウエハ２００の積載方向上方に向かって立ち上がるようにそれぞれ設けられて
いる。すなわち、ノズル２４９ａ，２４９ｂは、ウエハ２００が配列されるウエハ配列領
域の側方の、ウエハ配列領域を水平に取り囲む領域に、ウエハ配列領域に沿うようにそれ
ぞれ設けられている。ノズル２４９ａ，２４９ｂは、Ｌ字型のロングノズルとしてそれぞ
れ構成されており、それらの各水平部は反応管２０３の下部側壁を貫通するように設けら
れており、それらの各垂直部は少なくともウエハ配列領域の一端側から他端側に向かって
立ち上がるように設けられている。ノズル２４９ａ，２４９ｂの側面には、ガスを供給す
るガス供給孔２５０ａ，２５０ｂがそれぞれ設けられている。ガス供給孔２５０ａ，２５
０ｂは反応管２０３の中心を向くようにそれぞれ開口しており、ウエハ２００に向けてガ
スを供給することが可能となっている。ガス供給孔２５０ａ，２５０ｂは、反応管２０３
の下部から上部にわたって複数設けられ、それぞれが同一の開口面積を有し、更に同じ開
口ピッチで設けられている。
【００１７】
　このように、本実施形態では、反応管２０３の内壁と、積載された複数のウエハ２００
の端部（外周）と、で定義される円環状の縦長に伸びた空間内、つまり、円筒状の空間内
に配置したノズル２４９ａ，２４９ｂを経由してガスを搬送している。そして、ノズル２
４９ａ，２４９ｂにそれぞれ開口されたガス供給孔２５０ａ，２５０ｂから、ウエハ２０
０の近傍で初めて反応管２０３内にガスを噴出させている。そして、反応管２０３内にお
けるガスの主たる流れを、ウエハ２００の表面と平行な方向、すなわち水平方向としてい
る。このような構成とすることで、各ウエハ２００に均一にガスを供給でき、各ウエハ２
００に形成される薄膜の膜厚を均一にすることが可能となる。ウエハ２００の表面上を流
れたガス、すなわち、反応後の残ガスは、排気口、すなわち、後述する排気管２３１の方
向に向かって流れる。但し、この残ガスの流れの方向は、排気口の位置によって適宜特定
され、垂直方向に限ったものではない。
【００１８】
　ガス供給管２３２ａからは、金属元素を含みフッ素（Ｆ）非含有（Ｆフリー）の無機系
のガスである第１の原料ガスとして、例えば、所定元素としてのタングステン（Ｗ）とハ
ロゲン元素としての塩素（Ｃｌ）とを含むクロロタングステン系原料ガスが、ＭＦＣ２４
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１ａ、バルブ２４３ａ、ノズル２４９ａを介して処理室２０１内へ供給される。
【００１９】
　クロロタングステン系原料ガスとは、気体状態のクロロタングステン系原料、例えば、
常温常圧下で固体状態または液体状態であるクロロタングステン系原料を気化することで
得られるガスや、常温常圧下で気体状態であるクロロタングステン系原料等のことである
。クロロタングステン系原料とは、ハロゲン基としてのクロロ基を有するタングステン系
原料のことであり、少なくともＷおよびＣｌを含む原料のことである。クロロタングステ
ン系原料は、ハロゲン化物の一種とも言える。本明細書において「原料」という言葉を用
いた場合は、「固体状態である固体原料」を意味する場合、「液体状態である液体原料」
を意味する場合、「気体状態である原料ガス」を意味する場合、または、それらの全てを
意味する場合がある。従って、本明細書において「クロロタングステン系原料」という言
葉を用いた場合は、「固体状態であるクロロタングステン系原料」を意味する場合、「液
体状態であるクロロタングステン系原料」を意味する場合、「気体状態であるクロロタン
グステン系原料ガス」を意味する場合、または、それらの全てを意味する場合がある。ク
ロロタングステン系原料ガスとしては、Ｗを含みフッ素（Ｆ）非含有の無機系のガス、つ
まり、Ｗを含みＦおよび炭素（Ｃ）非含有のガスを用いるのが好ましく、例えば、ヘキサ
クロロタングステン（ＷＣｌ６）を好ましく用いることができる。ＷＣｌ６のように常温
常圧下で固体状態である固体原料を用いる場合は、例えば、固体原料を溶媒に溶かす等し
て液体化した液体化原料を気化器やバブラ等の気化システムにより気化して、クロロタン
グステン系原料ガス（ＷＣｌ６ガス）として供給することとなる。
【００２０】
　ガス供給管２３２ｂからは、還元性を有する第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとし
て、例えば、水素含有ガスであるジボラン（Ｂ２Ｈ６、略称：ＤＢ）ガスが、ＭＦＣ２４
１ｂ、バルブ２４３ｂ、ノズル２４９ｂを介して処理室２０１内へ供給される。Ｂ２Ｈ６

ガスは、後述する第１のＷ膜形成工程において第１の反応ガスとして用いられ、後述する
第２のＷ膜形成工程において第２の反応ガスとして用いられる。つまり、本実施形態では
、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして、同一のガスであるＢ２Ｈ６ガス、つまり
、同一の化学構造を有するガスを用いている。
【００２１】
　但し、本実施形態は係る態様に限定されない。例えば、第１の反応ガスおよび第２の反
応ガスとして、それぞれ異なるガス、つまり、異なる化学構造を有するガスを用いてもよ
い。この場合、第１のＷ膜形成工程では、例えばガス供給管２３２ｂから第１の反応ガス
を供給し、第２のＷ膜形成工程では、例えばガス供給管２３２ｆから第２の反応ガスを供
給する。ガス供給管２３２ｆから供給されたガスは、ＭＦＣ２４１ｆ、バルブ２４３ｆ、
ガス供給管２３２ｂ、ノズル２４９ｂを介して、処理室２０１内へ供給されることとなる
。
【００２２】
　ガス供給管２３２ｃからは、金属元素およびフッ素（Ｆ）を含む第２の原料ガスとして
、例えば、所定元素としてのタングステン（Ｗ）とハロゲン元素としてのフッ素（Ｆ）と
を含むフルオロタングステン系原料ガスが、ＭＦＣ２４１ｃ、バルブ２４３ｃ、ガス供給
管２３２ａ、ノズル２４９ａを介して処理室２０１内へ供給される。
【００２３】
　フルオロタングステン系原料ガスとは、気体状態のフルオロタングステン系原料、例え
ば、常温常圧下で液体状態であるフルオロタングステン系原料を気化することで得られる
ガスや、常温常圧下で気体状態であるフルオロタングステン系原料等のことである。フル
オロタングステン系原料とは、ハロゲン基としてのフルオロ基を有するタングステン系原
料のことであり、少なくともＷおよびＦを含む原料のことである。フルオロタングステン
系原料は、ハロゲン化物の一種とも言える。本明細書において「フルオロタングステン系
原料」という言葉を用いた場合は、「液体状態であるフルオロタングステン系原料」を意
味する場合、「気体状態であるフルオロタングステン系原料ガス」を意味する場合、また
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は、その両方を意味する場合がある。フルオロタングステン系原料ガスとしては、Ｗおよ
びＦを含む無機系のガス、つまり、ＷおよびＦを含みＣ非含有のガスを用いるのが好まし
く、例えば、ヘキサフルオロタングステン（ＷＦ６）を好ましく用いることができる。Ｗ
Ｆ６のように常温常圧下で気体状態である気体原料を用いる場合は、ＷＦ６を気化器やバ
ブラ等の気化システムにより気化することなく、フルオロタングステン系ガス（ＷＦ６ガ
ス）として供給することができる。これに対し、常温常圧下で液体状態であるフルオロタ
ングステン系原料を用いる場合は、液体状態のフルオロタングステン系原料を気化器やバ
ブラ等の気化システムにより気化して、フルオロタングステン系原料ガスとして供給する
こととなる。
【００２４】
　ガス供給管２３２ｄ，２３２ｅからは、不活性ガスとして、例えば、窒素（Ｎ２）ガス
が、それぞれＭＦＣ２４１ｄ，２４１ｅ、バルブ２４３ｄ，２４３ｅ、ガス供給管２３２
ａ，２３２ｂ、ノズル２４９ａ，２４９ｂを介して処理室２０１内へ供給される。
【００２５】
　各ガス供給管から上述のようなガスをそれぞれ流す場合、主に、ガス供給管２３２ａ、
ＭＦＣ２４１ａ、バルブ２４３ａにより、金属元素を含みＦ非含有の無機系のガスである
第１の原料ガスを供給する第１原料ガス供給系、すなわち、クロロタングステン系原料ガ
ス供給系が構成される。ノズル２４９ａをクロロタングステン系原料ガス供給系に含めて
考えてもよい。第１原料ガス供給系を第１原料供給系と称することもでき、クロロタング
ステン系原料ガス供給系をクロロタングステン系原料供給系と称することもできる。
【００２６】
　また、主に、ガス供給管２３２ｂ、ＭＦＣ２４１ｂ、バルブ２４３ｂにより、還元性を
有する第１の反応ガスを供給する第１反応ガス供給系、および、還元性を有する第２の反
応ガスを供給する第２反応ガス供給系が構成される。第１反応ガス供給系および第２反応
ガス供給系は、それぞれ、還元ガス供給系（水素含有ガス供給系）として構成される。ノ
ズル２４９ｂを、第１反応ガス供給系、第２反応ガス供給系にそれぞれ含めて考えてもよ
い。なお、本実施形態では、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして同一のガスであ
るＢ２Ｈ６ガスを用いているので、第１反応ガス供給系と第２反応ガス供給系とを、同一
のガス供給系で構成している。
【００２７】
　但し、本実施形態は係る態様に限定されない。上述したように、第１の反応ガスおよび
第２の反応ガスとして、それぞれ異なるガスを用いることもできる。この場合、第１反応
ガス供給系と第２反応ガス供給系とは、それぞれ異なるガス供給系で構成される。例えば
、主に、ガス供給管２３２ｂ、ＭＦＣ２４１ｂ、バルブ２４３ｂにより、第１反応ガス供
給系が構成される。また例えば、主に、ガス供給管２３２ｆ、ＭＦＣ２４１ｆ、バルブ２
４３ｆにより、第２反応ガス供給系が構成される。この場合においても、ノズル２４９ｂ
を、第１反応ガス供給系、第２反応ガス供給系にそれぞれ含めて考えてもよい。また、ノ
ズル２４９ｂ、ガス供給管２３２ｂにおけるガス供給管２３２ｆとの接続部より下流側を
、第２反応ガス供給系に含めて考えてもよい。
【００２８】
　また、主に、ガス供給管２３２ｃ、ＭＦＣ２４１ｃ、バルブ２４３ｃにより、金属元素
およびＦを含む第２の原料ガスを供給する第２原料ガス供給系、すなわち、フルオロタン
グステン系原料ガス供給系が構成される。ガス供給管２３２ａにおけるガス供給管２３２
ｃとの接続部より下流側、ノズル２４９ａをフルオロタングステン系原料ガス供給系に含
めて考えてもよい。第２原料ガス供給系を第２原料供給系と称することもでき、フルオロ
タングステン系原料ガス供給系をフルオロタングステン系原料供給系と称することもでき
る。
【００２９】
　また、主に、ガス供給管２３２ｄ，２３２ｅ、ＭＦＣ２４１ｄ，２４１ｅ、バルブ２４
３ｄ，２４３ｅにより、不活性ガス供給系が構成される。ガス供給管２３２ａ，２３２ｂ



(9) JP 5864503 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

におけるガス供給管２３２ｄ，２３２ｅとの接続部より下流側、ノズル２４９ａ，２４９
ｂを不活性ガス供給系に含めて考えてもよい。不活性ガス供給系はパージガス供給系とし
ても機能する。
【００３０】
　なお、第１の原料ガスと第２の原料ガスとを単に原料ガスと称することもでき、この場
合、第１原料ガス供給系と第２原料ガス供給系とにより原料ガス供給系が構成される。原
料ガス供給系を原料供給系と称することもできる。また、第１の反応ガスと第２のガスガ
スとを単に反応ガスと称することもでき、この場合、第１反応ガス供給系と第２反応ガス
供給系とにより反応ガス供給系が構成される。反応ガス供給系を還元ガス供給系（水素含
有ガス供給系）と称することもできる。
【００３１】
　反応管２０３には、処理室２０１内の雰囲気を排気する排気管２３１が設けられている
。排気管２３１には、処理室２０１内の圧力を検出する圧力検出器（圧力検出部）として
の圧力センサ２４５および圧力調整器（圧力調整部）としてのＡＰＣ（Ａｕｔｏ　Ｐｒｅ
ｓｓｕｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）バルブ２４４を介して、真空排気装置としての真空
ポンプ２４６が接続されている。ＡＰＣバルブ２４４は、真空ポンプ２４６を作動させた
状態で弁を開閉することで、処理室２０１内の真空排気および真空排気停止を行うことが
でき、更に、真空ポンプ２４６を作動させた状態で、圧力センサ２４５により検出された
圧力情報に基づいて弁開度を調節することで、処理室２０１内の圧力を調整することがで
きるように構成されているバルブである。主に、排気管２３１、ＡＰＣバルブ２４４、圧
力センサ２４５により排気系が構成される。真空ポンプ２４６を排気系に含めて考えても
よい。
【００３２】
　反応管２０３の下方には、反応管２０３の下端開口を気密に閉塞可能な炉口蓋体として
のシールキャップ２１９が設けられている。シールキャップ２１９は反応管２０３の下端
に垂直方向下側から当接されるように構成されている。シールキャップ２１９は例えばス
テンレス（ＳＵＳ）等の金属からなり、円盤状に形成されている。シールキャップ２１９
の上面には反応管２０３の下端と当接するシール部材としてのＯリング２２０が設けられ
ている。シールキャップ２１９の処理室２０１と反対側には、後述するボート２１７を回
転させる回転機構２６７が設置されている。回転機構２６７の回転軸２５５は、シールキ
ャップ２１９を貫通してボート２１７に接続されている。回転機構２６７は、ボート２１
７を回転させることでウエハ２００を回転させるように構成されている。シールキャップ
２１９は、反応管２０３の外部に垂直に設置された昇降機構としてのボートエレベータ１
１５によって垂直方向に昇降されるように構成されている。ボートエレベータ１１５は、
シールキャップ２１９を昇降させることで、ボート２１７を処理室２０１内外に搬入およ
び搬出することが可能なように構成されている。ボートエレベータ１１５は、ボート２１
７すなわちウエハ２００を、処理室２０１内外に搬送する搬送装置（搬送機構）として構
成されている。
【００３３】
　基板支持具としてのボート２１７は、複数、例えば１００～２００枚のウエハ２００を
、水平姿勢で、かつ、互いに中心を揃えた状態で垂直方向に整列させて多段に支持するよ
うに、つまり、間隔を空けて配列させるように構成されている。ボート２１７は、例えば
石英やＳｉＣ等の耐熱性材料からなる。ボート２１７の下部には、例えば石英やＳｉＣ等
の耐熱性材料からなる断熱板２１８が水平姿勢で多段に支持されており、ヒータ２０７か
らの熱がシールキャップ２１９側に伝わりにくくなるよう構成されている。但し、本実施
形態は係る形態に限定されない。例えば、ボート２１７の下部に断熱板２１８を設けずに
、石英やＳｉＣ等の耐熱性材料からなる筒状の部材として構成された断熱筒を設けてもよ
い。
【００３４】
　反応管２０３内には温度検出器としての温度センサ２６３が設置されている。温度セン
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サ２６３により検出された温度情報に基づきヒータ２０７への通電具合を調整することで
、処理室２０１内の温度が所望の温度分布となるように構成されている。温度センサ２６
３は、ノズル２４９ａ，２４９ｂと同様にＬ字型に構成されており、反応管２０３の内壁
に沿って設けられている。
【００３５】
　図３に示すように、制御部（制御手段）であるコントローラ１２１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１２１ａ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２１ｂ、記憶装置１２１ｃ、Ｉ／Ｏポート１２１ｄを備えたコ
ンピュータとして構成されている。ＲＡＭ１２１ｂ、記憶装置１２１ｃ、Ｉ／Ｏポート１
２１ｄは、内部バス１２１ｅを介して、ＣＰＵ１２１ａとデータ交換可能なように構成さ
れている。コントローラ１２１には、例えばタッチパネル等として構成された入出力装置
１２２が接続されている。
【００３６】
　記憶装置１２１ｃは、例えばフラッシュメモリ、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉ
ｖｅ）等で構成されている。記憶装置１２１ｃ内には、基板処理装置の動作を制御する制
御プログラムや、後述する基板処理の手順や条件などが記載されたプロセスレシピ等が、
読み出し可能に格納されている。プロセスレシピは、後述する基板処理工程における各手
順をコントローラ１２１に実行させ、所定の結果を得ることが出来るように組み合わされ
たものであり、プログラムとして機能する。以下、このプロセスレシピや制御プログラム
等を総称して、単に、プログラムともいう。本明細書においてプログラムという言葉を用
いた場合は、プロセスレシピ単体のみを含む場合、制御プログラム単体のみを含む場合、
または、その両方を含む場合がある。ＲＡＭ１２１ｂは、ＣＰＵ１２１ａによって読み出
されたプログラムやデータ等が一時的に保持されるメモリ領域（ワークエリア）として構
成されている。
【００３７】
　Ｉ／Ｏポート１２１ｄは、上述のＭＦＣ２４１ａ～２４１ｅ、バルブ２４３ａ～２４３
ｅ、圧力センサ２４５、ＡＰＣバルブ２４４、真空ポンプ２４６、ヒータ２０７、温度セ
ンサ２６３、回転機構２６７、ボートエレベータ１１５等に接続されている。
【００３８】
　ＣＰＵ１２１ａは、記憶装置１２１ｃから制御プログラムを読み出して実行すると共に
、入出力装置１２２からの操作コマンドの入力等に応じて記憶装置１２１ｃからプロセス
レシピを読み出すように構成されている。ＣＰＵ１２１ａは、読み出したプロセスレシピ
の内容に沿うように、ＭＦＣ２４１ａ～２４１ｅによる各種ガスの流量調整動作、バルブ
２４３ａ～２４３ｅの開閉動作、ＡＰＣバルブ２４４の開閉動作及び圧力センサ２４５に
基づくＡＰＣバルブ２４４による圧力調整動作、真空ポンプ２４６の起動および停止、温
度センサ２６３に基づくヒータ２０７の温度調整動作、回転機構２６７によるボート２１
７の回転および回転速度調節動作、ボートエレベータ１１５によるボート２１７の昇降動
作等を制御するように構成されている。
【００３９】
　コントローラ１２１は、専用のコンピュータとして構成されている場合に限らず、汎用
のコンピュータとして構成されていてもよい。例えば、上述のプログラムを格納した外部
記憶装置（例えば、磁気テープ、フレキシブルディスクやハードディスク等の磁気ディス
ク、ＣＤやＤＶＤ等の光ディスク、ＭＯ等の光磁気ディスク、ＵＳＢメモリやメモリカー
ド等の半導体メモリ）１２３を用意し、係る外部記憶装置１２３を用いて汎用のコンピュ
ータにプログラムをインストールすること等により、本実施形態に係るコントローラ１２
１を構成することができる。但し、コンピュータにプログラムを供給するための手段は、
外部記憶装置１２３を介して供給する場合に限らない。例えば、インターネットや専用回
線等の通信手段を用い、外部記憶装置１２３を介さずにプログラムを供給するようにして
もよい。記憶装置１２１ｃや外部記憶装置１２３は、コンピュータ読み取り可能な記録媒
体として構成される。以下、これらを総称して、単に、記録媒体ともいう。本明細書にお
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いて記録媒体という言葉を用いた場合は、記憶装置１２１ｃ単体のみを含む場合、外部記
憶装置１２３単体のみを含む場合、または、その両方を含む場合がある。
【００４０】
（２）基板処理工程
　次に、上述の基板処理装置の処理炉を用いて、半導体装置（デバイス）の製造工程の一
工程として、基板上に薄膜を成膜するシーケンス例について説明する。以下の説明におい
て、基板処理装置を構成する各部の動作はコントローラ１２１により制御される。
【００４１】
　本実施形態の成膜シーケンスでは、
　基板に対して金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供給
する工程と、前記基板に対して還元性を有する第１の反応ガスを供給する工程と、を含む
サイクルを所定回数行うことで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形成する
工程と、
　前記基板に対して前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する工程と、
前記基板に対して還元性を有する第２の反応ガスを供給する工程と、を含むサイクルを所
定回数行うことで、前記第１の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する工程と、
　を行うことで、前記基板上に、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金
属元素を含む膜を形成する。
【００４２】
　なお、「原料ガスを供給する工程と、反応ガスを供給する工程と、を含むサイクルを所
定回数行う」とは、原料ガスを供給する工程と、反応ガスを供給する工程と、を交互に、
または、同時に行うサイクルを１サイクルとした場合、このサイクルを１回もしくは複数
回行うことを意味する。すなわち、このサイクルを１回以上行うことを意味する。換言す
ると、原料ガスを供給する工程と、反応ガスを供給する工程と、を交互に、または、同時
に行うサイクルを、１回行うこと、もしくは、複数回繰り返すことを意味する。但し、こ
のサイクルは複数回繰り返すのが好ましい。
【００４３】
　また、「金属元素を含む膜」とは、金属元素を含む導電性の物質で構成される膜を意味
しており、これには、金属元素単体で構成される膜、すなわち、金属元素を主成分とする
膜が含まれる。また、「金属元素を含む膜」には、金属元素単体で構成される膜の他、導
電性の金属窒化膜、導電性の金属酸化膜、導電性の金属酸窒化膜、導電性の金属複合膜、
導電性の金属合金膜、導電性の金属シリサイド膜、導電性の金属炭化膜（金属カーバイド
膜）等が含まれる。なお、これらを総称して、単に、金属膜（メタル膜）という場合もあ
る。
【００４４】
　以下、本実施形態の成膜シーケンスについて、図４、図５（ａ）を用いて説明する。
【００４５】
　図４、図５（ａ）に示す成膜シーケンスでは、
　ウエハ２００に対してＷを含みＦ非含有の無機系のガスである第１の原料ガスとしてＷ
Ｃｌ６ガスを供給する工程と、ウエハ２００に対して還元性を有する第１の反応ガスとし
てＢ２Ｈ６ガスを供給する工程と、を含むサイクルを所定回数行うことで、ウエハ２００
上に、Ｗを含む第１の膜（第１のＷ膜）を形成する工程と、
　ウエハ２００に対してＷおよびＦを含む第２の原料ガスとしてＷＦ６ガスを供給する工
程と、ウエハ２００に対して還元性を有する第２の反応ガスとしてＢ２Ｈ６ガスを供給す
る工程と、を含むサイクルを所定回数行うことで、第１の膜上に、Ｗを含む第２の膜（第
２のＷ膜）を形成する工程と、
　を行うことで、ウエハ２００上に、第１の膜（第１のＷ膜）と第２の膜（第２のＷ膜）
とが積層されてなるＷを含む膜（Ｗ膜）を形成する。
【００４６】
　図４、図５（ａ）は、第１の原料ガスを供給する工程と、第１の反応ガスを供給する工
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程と、を交互に所定回数（ｍ回）行うことで第１のＷ膜を形成し、第２の原料ガスを供給
する工程と、第２の反応ガスを供給する工程と、を交互に所定回数（ｎ回）行うことで第
２のＷ膜を形成する例を示している。
【００４７】
　なお、第１のＷ膜および第２のＷ膜は、それぞれ、Ｗ単体で構成される膜、すなわち、
Ｗを主成分とする膜である。また、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層されてなるＷ膜も、
Ｗ単体で構成される膜、すなわち、Ｗを主成分とする膜である。また、後述する第１のＷ
層および第２のＷ層も、それぞれ、Ｗ単体で構成される層、すなわち、Ｗを主成分とする
層である。本明細書において、「Ｗ単体で構成される膜（又は層）」と表現された箇所は
、それぞれ、「Ｗを主成分とする膜（又は層）」と読み替えることができる。これは、後
述する他の実施形態や変形例等でも同様である。
【００４８】
　また、本明細書において「ウエハ」という言葉を用いた場合は、「ウエハそのもの」を
意味する場合や、「ウエハとその表面に形成された所定の層や膜等との積層体（集合体）
」を意味する場合、すなわち、表面に形成された所定の層や膜等を含めてウエハと称する
場合がある。また、本明細書において「ウエハの表面」という言葉を用いた場合は、「ウ
エハそのものの表面（露出面）」を意味する場合や、「ウエハ上に形成された所定の層や
膜等の表面、すなわち、積層体としてのウエハの最表面」を意味する場合がある。
【００４９】
　従って、本明細書において「ウエハに対して所定のガスを供給する」と記載した場合は
、「ウエハそのものの表面（露出面）に対して所定のガスを直接供給する」ことを意味す
る場合や、「ウエハ上に形成されている層や膜等に対して、すなわち、積層体としてのウ
エハの最表面に対して所定のガスを供給する」ことを意味する場合がある。また、本明細
書において「ウエハ上に所定の層（又は膜）を形成する」と記載した場合は、「ウエハそ
のものの表面（露出面）上に所定の層（又は膜）を直接形成する」ことを意味する場合や
、「ウエハ上に形成されている層や膜等の上、すなわち、積層体としてのウエハの最表面
の上に所定の層（又は膜）を形成する」ことを意味する場合がある。
【００５０】
　本明細書において「基板」という言葉を用いた場合も、「ウエハ」という言葉を用いた
場合と同様である。その場合、上記説明において、「ウエハ」を「基板」に置き換えて考
えればよい。
【００５１】
（ウエハチャージ及びボートロード）
　複数のウエハ２００がボート２１７に装填（ウエハチャージ）されると、図１に示すよ
うに、複数のウエハ２００を支持したボート２１７は、ボートエレベータ１１５によって
持ち上げられて処理室２０１内に搬入（ボートロード）される。この状態で、シールキャ
ップ２１９はＯリング２２０を介して反応管２０３の下端をシールした状態となる。
【００５２】
　ウエハ２００の表面には、例えば、シリコン膜（Ｓｉ膜）、シリコン酸化膜（ＳｉＯ膜
）、シリコン窒化膜（ＳｉＮ膜）、シリコン炭化膜（ＳｉＣ膜）、シリコン炭窒化膜（Ｓ
ｉＣＮ膜）、シリコン酸窒化膜（ＳｉＯＮ膜）、シリコン酸炭化膜（ＳｉＯＣ膜）、シリ
コン酸炭窒化膜（ＳｉＯＣＮ膜）等のＳｉ含有膜や、アルミニウム酸化膜（ＡｌＯ膜）、
ハフニウム酸化膜（ＨｆＯ膜）、ジルコニウム酸化膜（ＺｒＯ膜）、チタン酸化膜（Ｔｉ
Ｏ膜）等の金属酸化膜、すなわち、高誘電率絶縁膜（Ｈｉｇｈ－ｋ膜）や、チタン窒化膜
（ＴｉＮ膜）等の金属窒化膜等が、予め形成されている。また例えば、ウエハ２００の表
面には、これらの膜が積層された積層膜、例えば、ＡｌＯ膜やＨｆＯ膜やＺｒＯ膜上にＴ
ｉＮ膜が積層された積層膜（ＴｉＮ／ＡｌＯ、ＴｉＮ／ＨｆＯ、ＴｉＮ／ＺｒＯ）等が、
予め形成されている場合もある。これらの膜は、後述する第１のＷ膜形成工程において、
第１のＷ膜を形成する際の下地膜の少なくとも一部となる。また、これらの膜は、第１の
Ｗ膜と第２のＷ膜とが積層されてなるＷ膜を形成する際の下地膜の少なくとも一部となる
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ということもできる。ここでいう酸化膜（或いは酸窒化膜、酸炭化膜、酸炭窒化膜）には
、例えば熱酸化処理やプラズマ酸化処理等の所定の処理を施すことで意図的に形成された
酸化膜の他、搬送中等に大気に晒されること等で自然に形成された自然酸化膜が含まれる
。
【００５３】
（圧力調整及び温度調整）
　処理室２０１内の圧力、すなわち、ウエハ２００が存在する空間の圧力が所望の圧力（
真空度）となるように真空ポンプ２４６によって真空排気される。この際、処理室２０１
内の圧力は圧力センサ２４５で測定され、この測定された圧力情報に基づきＡＰＣバルブ
２４４がフィードバック制御される（圧力調整）。真空ポンプ２４６は、少なくともウエ
ハ２００に対する処理が終了するまでの間は常時作動させた状態を維持する。また、処理
室２０１内のウエハ２００が所望の温度となるようにヒータ２０７によって加熱される。
この際、処理室２０１内が所望の温度分布となるように、温度センサ２６３が検出した温
度情報に基づきヒータ２０７への通電具合がフィードバック制御される（温度調整）。ヒ
ータ２０７による処理室２０１内の加熱は、少なくともウエハ２００に対する処理が終了
するまでの間は継続して行われる。続いて、回転機構２６７によるボート２１７及びウエ
ハ２００の回転を開始する。回転機構２６７によるボート２１７及びウエハ２００の回転
は、少なくとも、ウエハ２００に対する処理が終了するまでの間は継続して行われる。
【００５４】
（第１のＷ膜形成工程）
　その後、次の２つのステップ、すなわち、ステップ１ａ，２ａを順次実行する。
【００５５】
　［ステップ１ａ］
（ＷＣｌ６ガス供給）
　バルブ２４３ａを開き、ガス供給管２３２ａ内にＷＣｌ６ガスを流す。ＷＣｌ６ガスは
、ＭＦＣ２４１ａにより流量調整され、ガス供給孔２５０ａから処理室２０１内へ供給さ
れ、排気管２３１から排気される。このとき、ウエハ２００に対してＷＣｌ６ガスが供給
されることとなる。このとき同時にバルブ２４３ｄを開き、ガス供給管２３２ｄ内にＮ２

ガス等の不活性ガスを流す。Ｎ２ガスは、ＭＦＣ２４１ｄにより流量調整され、ＷＣｌ６

ガスと一緒に処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。
【００５６】
　このとき、ノズル２４９ｂ内へのＷＣｌ６ガスの侵入を防止するため、バルブ２４３ｅ
を開き、ガス供給管２３２ｅ内にＮ２ガスを流す。Ｎ２ガスは、ガス供給管２３２ｂ、ノ
ズル２４９ｂを介して処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。
【００５７】
　このとき、ＡＰＣバルブ２４４を適正に調整して、処理室２０１内の圧力を、例えば１
～５０００Ｐａ、好ましくは１０～１０００Ｐａ、より好ましくは５０～５００Ｐａの範
囲内の圧力とする。ＭＦＣ２４１ａで制御するＷＣｌ６ガスの供給流量は、例えば１～２
０００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＭＦＣ２４１ｄ，２４１ｅで制御するＮ２ガスの
供給流量は、それぞれ例えば１００～１００００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＷＣｌ

６ガスをウエハ２００に対して供給する時間、すなわち、ガス供給時間（照射時間）は、
例えば１～１２０秒、好ましくは１～６０秒の範囲内の時間とする。このときヒータ２０
７の温度は、ウエハ２００の温度が、例えば１５０～７００℃、好ましくは１８０～６０
０℃、より好ましくは２００～４００℃の範囲内の温度となるような温度に設定する。
【００５８】
　ウエハ２００の温度が１５０℃未満となると、ウエハ２００上にＷＣｌ６が化学吸着し
にくくなり、実用的な成膜速度が得られなくなることがある。ウエハ２００の温度を１５
０℃以上とすることで、これを解消することが可能となる。ウエハ２００の温度を１８０
℃以上、さらには２００℃以上とすることで、ウエハ２００上にＷＣｌ６をより十分に吸
着させることが可能となり、より十分な成膜速度が得られるようになる。
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【００５９】
　ウエハ２００の温度が７００℃を超えると、ＣＶＤ反応が強くなる（気相反応が支配的
になる）ことで、膜厚均一性が悪化しやすくなり、その制御が困難となってしまう。ウエ
ハ２００の温度を７００℃以下とすることで、膜厚均一性の悪化を抑制でき、その制御が
可能となる。特にウエハ２００の温度を６００℃以下、さらには４００℃以下とすること
で、表面反応が支配的になり、膜厚均一性を確保しやすくなり、その制御が容易となる。
【００６０】
　よって、ウエハ２００の温度は１５０～７００℃、好ましくは１８０～６００℃、より
好ましくは２００～４００℃の範囲内の温度とするのがよい。
【００６１】
　上述の条件下でウエハ２００に対してＷＣｌ６ガスを供給することにより、ウエハ２０
０表面の下地膜上に、例えば１原子層未満から数原子層程度の厚さのＣｌを含むＷ含有層
が形成される。Ｃｌを含むＷ含有層はＷＣｌ６ガスの吸着層であってもよいし、Ｃｌを含
むＷ層であってもよいし、その両方を含んでいてもよい。
【００６２】
　Ｃｌを含むＷ層とは、Ｗにより構成されＣｌを含む連続的な層の他、不連続な層や、こ
れらが重なってできるＣｌを含むＷ薄膜をも含む総称である。Ｗにより構成されＣｌを含
む連続的な層を、Ｃｌを含むＷ薄膜という場合もある。Ｃｌを含むＷ層を構成するＷは、
Ｃｌとの結合が完全に切れていないものの他、Ｃｌとの結合が完全に切れているものも含
む。
【００６３】
　ＷＣｌ６ガスの吸着層は、ＷＣｌ６ガスのガス分子の連続的な吸着層の他、不連続な吸
着層をも含む。すなわち、ＷＣｌ６ガスの吸着層は、ＷＣｌ６分子で構成される１分子層
もしくは１分子層未満の厚さの吸着層を含む。ＷＣｌ６ガスの吸着層を構成するＷＣｌ６

分子は、ＷとＣｌとの結合が一部切れたものも含む。すなわち、ＷＣｌ６ガスの吸着層は
、ＷＣｌ６ガスの物理吸着層であってもよいし、ＷＣｌ６ガスの化学吸着層であってもよ
いし、その両方を含んでいてもよい。
【００６４】
　なお、本明細書において、１原子層未満の厚さの層とは不連続に形成される原子層のこ
とを意味しており、１原子層の厚さの層とは連続的に形成される原子層のことを意味して
いる。１分子層未満の厚さの層とは不連続に形成される分子層のことを意味しており、１
分子層の厚さの層とは連続的に形成される分子層のことを意味している。
【００６５】
　ＷＣｌ６ガスが自己分解（熱分解）する条件下、すなわち、ＷＣｌ６ガスの熱分解反応
が生じる条件下では、ウエハ２００上にＷが堆積することでＣｌを含むＷ層が形成される
。ＷＣｌ６ガスが自己分解（熱分解）しない条件下、すなわち、ＷＣｌ６ガスの熱分解反
応が生じない条件下では、ウエハ２００上にＷＣｌ６ガスが吸着することでＷＣｌ６ガス
の吸着層が形成される。ウエハ２００上にＷＣｌ６ガスの吸着層を形成するよりも、Ｃｌ
を含むＷ層を形成する方が、成膜レートを高くすることができ、好ましい。
【００６６】
　ウエハ２００上に形成されるＣｌを含むＷ含有層の厚さが数原子層を超えると、後述す
るステップ２ａでの改質の作用がＣｌを含むＷ含有層の全体に届かなくなる。また、ウエ
ハ２００上に形成可能なＣｌを含むＷ含有層の厚さの最小値は１原子層未満である。よっ
て、Ｃｌを含むＷ含有層の厚さは、１原子層未満から数原子層程度とするのが好ましい。
また、Ｃｌを含むＷ含有層の厚さを１原子層以下、すなわち、１原子層または１原子層未
満とすることで、後述するステップ２ａでの改質反応の作用を相対的に高めることができ
、ステップ２ａでの改質反応に要する時間を短縮することができる。ステップ１ａでのＣ
ｌを含むＷ含有層形成に要する時間を短縮することもできる。結果として、１サイクルあ
たりの処理時間を短縮することができ、トータルでの処理時間を短縮することも可能とな
る。すなわち、成膜レートを高くすることも可能となる。また、Ｃｌを含むＷ含有層の厚
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さを１原子層以下とすることで、膜厚均一性の制御性を高めることも可能となる。
【００６７】
（残留ガス除去）
　Ｃｌを含むＷ含有層が形成された後、バルブ２４３ａを閉じ、ＷＣｌ６ガスの供給を停
止する。このとき、ＡＰＣバルブ２４４は開いたままとし、真空ポンプ２４６により処理
室２０１内を真空排気し、処理室２０１内に残留する未反応もしくはＣｌを含むＷ含有層
形成に寄与した後のＷＣｌ６ガスを処理室２０１内から排除する。このとき、バルブ２４
３ｄ，２４３ｅは開いたままとし、不活性ガスとしてのＮ２ガスの処理室２０１内への供
給を維持する。Ｎ２ガスはパージガスとして作用し、これにより、処理室２０１内に残留
する未反応もしくはＣｌを含むＷ含有層形成に寄与した後のＷＣｌ６ガスを処理室２０１
内から排除する効果を高めることができる。
【００６８】
　このとき、処理室２０１内に残留するガスを完全に排除しなくてもよく、処理室２０１
内を完全にパージしなくてもよい。処理室２０１内に残留するガスが微量であれば、その
後に行われるステップ２ａにおいて悪影響が生じることはない。このとき、処理室２０１
内へ供給するＮ２ガスの流量も大流量とする必要はなく、例えば、反応管２０３（処理室
２０１）の容積と同程度の量を供給することで、ステップ２ａにおいて悪影響が生じない
程度のパージを行うことができる。処理室２０１内を完全にパージしないことで、パージ
時間を短縮し、スループットを向上させることができる。また、Ｎ２ガスの消費も必要最
小限に抑えることが可能となる。
【００６９】
　第１の原料ガスとしては、ＷＣｌ６ガスの他、ジクロロタングステン（ＷＣｌ２）ガス
、オキシテトラクロロタングステン（ＷＯＣｌ５）ガス、アジドペンタクロロタングステ
ン（Ｃｌ５Ｎ３Ｗ）ガス等の無機系のクロロタングステン系ガスを用いてもよい。
【００７０】
　不活性ガスとしては、Ｎ２ガスの他、Ａｒガス、Ｈｅガス、Ｎｅガス、Ｘｅガス等の希
ガスを用いてもよい。
【００７１】
　［ステップ２ａ］
（Ｂ２Ｈ６ガス供給）
　ステップ１ａが終了し処理室２０１内の残留ガスを除去した後、バルブ２４３ｂを開き
、ガス供給管２３２ｂ内にＢ２Ｈ６ガスを流す。Ｂ２Ｈ６ガスは、ＭＦＣ２４１ｂにより
流量調整され、ガス供給孔２５０ｂから処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排
気される。このとき、ウエハ２００に対して熱で活性化されたＢ２Ｈ６ガスが供給される
こととなる。このとき同時にバルブ２４３ｅを開き、ガス供給管２３２ｅ内に不活性ガス
としてのＮ２ガスを流す。Ｎ２ガスは、ＭＦＣ２４１ｅにより流量調整され、Ｂ２Ｈ６ガ
スと一緒に処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。
【００７２】
　このとき、ノズル２４９ａ内へのＢ２Ｈ６ガスの侵入を防止するため、バルブ２４３ｄ
を開き、ガス供給管２３２ｄ内にＮ２ガスを流す。Ｎ２ガスは、ガス供給管２３２ａ、ノ
ズル２４９ａを介して処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。
【００７３】
　このとき、ＡＰＣバルブ２４４を適正に調整して、処理室２０１内の圧力を、例えば１
～５０００Ｐａ、好ましくは１０～１０００Ｐａ、より好ましくは５０～５００Ｐａの範
囲内の圧力とする。処理室２０１内の圧力をこのような圧力帯とすることで、Ｂ２Ｈ６ガ
スをノンプラズマで熱的に活性化させることが可能となる。Ｂ２Ｈ６ガスを熱で活性化さ
せて供給することで、ソフトな反応を生じさせることができ、後述する改質をソフトに行
うことが出来る。ＭＦＣ２４１ｂで制御するＢ２Ｈ６ガスの供給流量は、例えば１～２０
００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＭＦＣ２４１ｄ，２４１ｅで制御するＮ２ガスの供
給流量は、それぞれ例えば１００～１００００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。熱で活性
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化させたＢ２Ｈ６ガスをウエハ２００に対して供給する時間、すなわち、ガス供給時間（
照射時間）は、例えば１～１２０秒、好ましくは１～６０秒の範囲内の時間とする。この
ときのヒータ２０７の温度は、ステップ１ａと同様、ウエハ２００の温度が、例えば１５
０～７００℃、好ましくは１８０～６００℃、より好ましくは２００～４００℃の範囲内
の温度となるような温度に設定する。
【００７４】
　上述の条件下でウエハ２００に対してＢ２Ｈ６ガスを供給することにより、ステップ１
ａでウエハ２００の下地膜上に形成されたＣｌを含むＷ含有層とＢ２Ｈ６ガスとが反応す
る。すなわち、Ｃｌを含むＷ含有層中に含まれるハロゲン元素（ハロゲン基）であるＣｌ
（クロロ基）と、Ｂ２Ｈ６ガスと、を反応させることができる。それにより、Ｂ２Ｈ６と
反応させたＣｌを含むＷ含有層中のＣｌを、Ｃｌを含むＷ含有層中から分離させる（引き
抜く）ことができる。この反応により、Ｃｌを含むＷ含有層中からＣｌが脱離し、Ｃｌを
含むＷ含有層は、Ｗを含む第１の層（第１のＷ層）へと変化する（改質される）。第１の
Ｗ層は、１原子層未満から数原子層程度の厚さのＷ単体で構成される層、すなわち、Ｗを
主成分とする層となる。
【００７５】
　第１のＷ層を形成する際、Ｃｌを含むＷ含有層中に含まれていたＣｌと、Ｂ２Ｈ６ガス
とは、Ｂ２Ｈ６ガスによるＣｌを含むＷ含有層の改質反応の過程において、Ｃｌ、Ｂおよ
びＨの少なくともいずれかを含むガス状物質を構成し、排気管２３１を介して処理室２０
１内から排出される。すなわち、Ｃｌを含むＷ含有層中のＣｌ等の不純物は、Ｃｌを含む
Ｗ含有層中から引き抜かれたり、脱離したりすることで、Ｃｌを含むＷ含有層から分離す
ることとなる。これにより、第１のＷ層は、Ｃｌを含むＷ含有層に比べてＣｌ等の不純物
が少ない層となる。
【００７６】
（残留ガス除去）
　第１のＷ層が形成された後、バルブ２４３ｂを閉じ、Ｂ２Ｈ６ガスの供給を停止する。
このとき、ＡＰＣバルブ２４４は開いたままとし、真空ポンプ２４６により処理室２０１
内を真空排気し、処理室２０１内に残留する未反応もしくは第１のＷ層形成に寄与した後
のＢ２Ｈ６ガスや反応副生成物を処理室２０１内から排除する。このとき、バルブ２４３
ｄ，２４３ｅは開いたままとし、不活性ガスとしてのＮ２ガスの処理室２０１内への供給
を維持する。Ｎ２ガスはパージガスとして作用し、これにより、処理室２０１内に残留す
る未反応もしくは第１のＷ層形成に寄与した後のＢ２Ｈ６ガスや反応副生成物を処理室２
０１内から排除する効果を高めることができる。
【００７７】
　このとき、処理室２０１内に残留するガスを完全に排除しなくてもよく、処理室２０１
内を完全にパージしなくてもよい。処理室２０１内に残留するガスが微量であれば、その
後に行われるステップ１ａにおいて悪影響が生じることはない。このとき処理室２０１内
へ供給するＮ２ガスの流量も大流量とする必要はなく、例えば、反応管２０３（処理室２
０１）の容積と同程度の量を供給することで、ステップ１ａにおいて悪影響が生じない程
度のパージを行うことができる。処理室２０１内を完全にパージしないことで、パージ時
間を短縮し、スループットを向上させることができる。また、Ｎ２ガスの消費も必要最小
限に抑えることが可能となる。
【００７８】
　第１の反応ガスとしては、Ｂ２Ｈ６ガスの他、トリボラン（Ｂ３Ｈ８、略称：ＴＢ）ガ
ス、モノボラン（ＢＨ３、略称：ＭＢ）ガス等の無機ボラン系ガス、トリシラン（Ｓｉ３

Ｈ８、略称：ＴＳ）ガス、ジシラン（Ｓｉ２Ｈ６、略称：ＤＳ）ガス、モノシラン（Ｓｉ
Ｈ４、略称：ＭＳ）ガス等の無機シラン系ガス、水素（Ｈ２）ガス、アンモニア（ＮＨ３

）ガス、ヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）ガス、ジアゼン（Ｎ２Ｈ２）ガス等を用いることができ
る。すなわち、第１の反応ガスとしては、Ｃ非含有の水素含有ガス、つまり、無機系の水
素含有ガスを用いることができる。
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【００７９】
　不活性ガスとしては、Ｎ２ガスの他、Ａｒガス、Ｈｅガス、Ｎｅガス、Ｘｅガス等の希
ガスを用いてもよい。
【００８０】
（所定回数実施）
　上述したステップ１ａ，２ａを１サイクルとして、このサイクルを１回以上（所定回数
）行うことにより、すなわち、ステップ１ａ，２ａを交互に１回以上（所定回数）行うこ
とにより、ウエハ２００表面の下地膜上に、第１のＷ膜として、所定膜厚のＷ単体で構成
される膜、すなわち、Ｗを主成分とする膜であるＷ膜を形成することができる。
【００８１】
　第１のＷ膜の厚さが１原子層未満であると、すなわち、第１のＷ膜が不連続であると、
後述する第２のＷ膜形成工程においてウエハ２００表面の下地膜に対して第２の原料ガス
（ＷＦ６ガス）が直接供給されてしまうことがある。つまり、ＷＦ６ガスがウエハ２００
表面の下地膜に直接接触してしまうことがある。また、第２のＷ膜形成工程や後述する熱
処理工程において、第１のＷ膜によるＦの拡散抑制効果（バリア効果）が低下してしまう
ことがある。これらの結果、ウエハ２００表面の下地膜がＦによりエッチングされたり、
ウエハ２００表面の下地膜にＦが拡散したりしてしまうことがある。第１のＷ膜の厚さを
１原子層以上、好ましくは１ｎｍ以上、より好ましくは５ｎｍ以上の厚さとすることで、
ウエハ２００表面の下地膜に対してＷＦ６ガスが直接供給されなくなり、また、第１のＷ
膜によるＦの拡散抑制効果を増大させることができ、その結果、ウエハ２００表面の下地
膜へのＦの影響を抑制することができる。
【００８２】
　また、第１のＷ膜の厚さが１５ｎｍを超えると、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層され
てなるＷ膜のトータルでの成膜時間が長くなり、成膜処理の生産性が低下してしまうこと
がある。ＷＣｌ６ガスはＷＦ６ガスに比べて反応性が低く、同様な条件下で成膜した場合
、ＷＣｌ６ガスを用いる場合の方が、ＷＦ６ガスを用いる場合よりも成膜レートが低下し
てしまう。よって、第１のＷ膜の厚さが１５ｎｍを超える場合のように、ＷＣｌ６ガスを
用いた成膜時間が長くなり過ぎると、トータルでの成膜時間に影響を及ぼしてしまう。ま
た、第１のＷ膜の厚さが１５ｎｍを超えると、比較的高価なＷＣｌ６ガスの使用量が増加
し、成膜処理のコストが増大してしまうこともある。第１のＷ膜の厚さを１５ｎｍ以下、
好ましくは１０ｎｍ以下の厚さとすることで、Ｗ膜のトータルでの成膜時間を短縮させ、
成膜処理の生産性を向上させることが可能となる。また、ＷＣｌ６ガスの使用量を適正に
抑制することができ、成膜処理のコストを低減させることが可能となる。
【００８３】
　よって、第１のＷ膜の厚さは、１原子層以上の厚さ、好ましくは１ｎｍ以上１５ｎｍ以
下の厚さ、より好ましくは５ｎｍ以上１０ｎｍ以下の厚さとするのがよい。
【００８４】
　上述のサイクルは、複数回繰り返すのが好ましい。すなわち、１サイクルあたりに形成
する第１のＷ層の厚さを所望の膜厚よりも小さくして、上述のサイクルを所望の膜厚にな
るまで複数回繰り返すのが好ましい。
【００８５】
　サイクルを複数回行う場合、少なくとも２サイクル目以降の各ステップにおいて、「ウ
エハ２００に対して所定のガスを供給する」と記載した部分は、「ウエハ２００上に形成
されている層に対して、すなわち、積層体としてのウエハ２００の最表面に対して所定の
ガスを供給する」ことを意味し、「ウエハ２００上に所定の層を形成する」と記載した部
分は、「ウエハ２００上に形成されている層の上、すなわち、積層体としてのウエハ２０
０の最表面の上に所定の層を形成する」ことを意味している。この点は、上述の通りであ
る。この点は、後述する第２のＷ膜形成工程および他の実施形態においても同様である。
【００８６】
（第２のＷ膜形成工程）
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　その後、次の２つのステップ、すなわち、ステップ１ｂ，２ｂを順次実行する。
【００８７】
　［ステップ１ｂ］
（ＷＦ６ガス供給）
　バルブ２４３ｃを開き、ガス供給管２３２ｃ内にＷＦ６ガスを流す。ＷＦ６ガスは、Ｍ
ＦＣ２４１ｃにより流量調整され、ガス供給管２３２ａ内を経由して、ガス供給孔２５０
ａから処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。このとき、ウエハ２０
０に対してＷＦ６ガスが供給されることとなる。このとき同時にバルブ２４３ｄを開き、
ガス供給管２３２ｄ内にＮ２ガス等の不活性ガスを流す。Ｎ２ガスは、ＭＦＣ２４１ｄに
より流量調整され、ＷＦ６ガスと一緒に処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排
気される。
【００８８】
　このとき、ノズル２４９ｂ内へのＷＦ６ガスの侵入を防止するため、バルブ２４３ｅを
開き、ガス供給管２３２ｅ内にＮ２ガスを流す。Ｎ２ガスは、ガス供給管２３２ｂ、ノズ
ル２４９ｂを介して処理室２０１内へ供給され、排気管２３１から排気される。
【００８９】
　このとき、ＡＰＣバルブ２４４を適正に調整して、処理室２０１内の圧力を、例えば１
～５０００Ｐａ、好ましくは１０～１０００Ｐａ、より好ましくは５０～５００Ｐａの範
囲内の圧力とする。ＭＦＣ２４１ｃで制御するＷＦ６ガスの供給流量は、例えば１～２０
００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＭＦＣ２４１ｄ，２４１ｅで制御するＮ２ガスの供
給流量は、それぞれ例えば１００～１００００ｓｃｃｍの範囲内の流量とする。ＷＦ６ガ
スをウエハ２００に対して供給する時間、すなわち、ガス供給時間（照射時間）は、例え
ば１～１２０秒、好ましくは１～６０秒の範囲内の時間とする。このときヒータ２０７の
温度は、第１のＷ膜形成工程と同様の温度、つまり、ウエハ２００の温度が、例えば１５
０～７００℃、好ましくは１８０～６００℃、より好ましくは２００～４００℃の範囲内
の温度となるような温度に設定する。
【００９０】
　ウエハ２００の温度が１５０℃未満となると、ウエハ２００上にＷＦ６が化学吸着しに
くくなり、実用的な成膜速度が得られなくなることがある。ウエハ２００の温度を１５０
℃以上とすることで、これを解消することが可能となる。ウエハ２００の温度を１８０℃
以上、さらには２００℃以上とすることで、ウエハ２００上にＷＦ６をより十分に吸着さ
せることが可能となり、より十分な成膜速度が得られるようになる。
【００９１】
　ウエハ２００の温度が７００℃を超えると、ＣＶＤ反応が強くなる（気相反応が支配的
になる）ことで、膜厚均一性が悪化しやすくなり、その制御が困難となってしまう。ウエ
ハ２００の温度を７００℃以下とすることで、膜厚均一性の悪化を抑制でき、その制御が
可能となる。特にウエハ２００の温度を６００℃以下、さらには４００℃以下とすること
で、表面反応が支配的になり、膜厚均一性を確保しやすくなり、その制御が容易となる。
【００９２】
　よって、ウエハ２００の温度は１５０～７００℃、好ましくは１８０～６００℃、より
好ましくは２００～４００℃の範囲内の温度とするのがよい。
【００９３】
　上述の条件下でウエハ２００に対してＷＦ６ガスを供給することにより、第１のＷ膜上
に、例えば１原子層未満から数原子層程度の厚さのＦを含むＷ含有層が形成される。Ｆを
含むＷ含有層はＷＦ６ガスの吸着層であってもよいし、Ｆを含むＷ層であってもよいし、
その両方を含んでいてもよい。
【００９４】
　Ｆを含むＷ層とは、Ｗにより構成されＦを含む連続的な層の他、不連続な層や、これら
が重なってできるＦを含むＷ薄膜をも含む総称である。Ｗにより構成されＦを含む連続的
な層を、Ｆを含むＷ薄膜という場合もある。Ｆを含むＷ層を構成するＷは、Ｆとの結合が



(19) JP 5864503 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

完全に切れていないものの他、Ｆとの結合が完全に切れているものも含む。
【００９５】
　ＷＦ６ガスの吸着層は、ＷＦ６ガスのガス分子の連続的な吸着層の他、不連続な吸着層
をも含む。すなわち、ＷＦ６ガスの吸着層は、ＷＦ６分子で構成される１分子層もしくは
１分子層未満の厚さの吸着層を含む。ＷＦ６ガスの吸着層を構成するＷＦ６分子は、Ｗと
Ｆとの結合が一部切れたものも含む。すなわち、ＷＦ６ガスの吸着層は、ＷＦ６ガスの物
理吸着層であってもよいし、ＷＦ６ガスの化学吸着層であってもよいし、その両方を含ん
でいてもよい。
【００９６】
　ＷＦ６ガスが自己分解（熱分解）する条件下、すなわち、ＷＦ６ガスの熱分解反応が生
じる条件下では、第１のＷ膜上にＷが堆積することでＦを含むＷ層が形成される。ＷＦ６

ガスが自己分解（熱分解）しない条件下、すなわち、ＷＦ６ガスの熱分解反応が生じない
条件下では、第１のＷ膜上にＷＦ６ガスが吸着することでＷＦ６ガスの吸着層が形成され
る。第１のＷ膜上にＷＦ６ガスの吸着層を形成するよりも、Ｆを含むＷ層を形成する方が
、成膜レートを高くすることができ、好ましい。
【００９７】
　第１のＷ膜上に形成されるＦを含むＷ含有層の厚さが数原子層を超えると、後述するス
テップ２ｂでの改質の作用がＦを含むＷ含有層の全体に届かなくなる。また、第１のＷ膜
上に形成可能なＦを含むＷ含有層の厚さの最小値は１原子層未満である。よって、Ｆを含
むＷ含有層の厚さは、１原子層未満から数原子層程度とするのが好ましい。また、Ｆを含
むＷ含有層の厚さを１原子層以下、すなわち、１原子層または１原子層未満とすることで
、後述するステップ２ｂでの改質反応の作用を相対的に高めることができ、ステップ２ｂ
での改質反応に要する時間を短縮することができる。ステップ１ｂでのＦを含むＷ含有層
形成に要する時間を短縮することもできる。結果として、１サイクルあたりの処理時間を
短縮することができ、トータルでの処理時間を短縮することも可能となる。すなわち、成
膜レートを高くすることも可能となる。また、Ｆを含むＷ含有層の厚さを１原子層以下と
することで、膜厚均一性の制御性を高めることも可能となる。
【００９８】
（残留ガス除去）
　Ｆを含むＷ含有層が形成された後、バルブ２４３ｃを閉じ、ＷＦ６ガスの供給を停止す
る。このとき、ＡＰＣバルブ２４４は開いたままとし、真空ポンプ２４６により処理室２
０１内を真空排気し、処理室２０１内に残留する未反応もしくはＦを含むＷ含有層形成に
寄与した後のＷＦ６ガスを処理室２０１内から排除する。このとき、バルブ２４３ｄ，２
４３ｅは開いたままとし、不活性ガスとしてのＮ２ガスの処理室２０１内への供給を維持
する。Ｎ２ガスはパージガスとして作用し、これにより、処理室２０１内に残留する未反
応もしくはＦを含むＷ含有層形成に寄与した後のＷＦ６ガスを処理室２０１内から排除す
る効果を高めることができる。
【００９９】
　このとき、処理室２０１内に残留するガスを完全に排除しなくてもよく、処理室２０１
内を完全にパージしなくてもよい。処理室２０１内に残留するガスが微量であれば、その
後に行われるステップ２ｂにおいて悪影響が生じることはない。このとき、処理室２０１
内へ供給するＮ２ガスの流量も大流量とする必要はなく、例えば、反応管２０３（処理室
２０１）の容積と同程度の量を供給することで、ステップ２ｂにおいて悪影響が生じない
程度のパージを行うことができる。処理室２０１内を完全にパージしないことで、パージ
時間を短縮し、スループットを向上させることができる。また、Ｎ２ガスの消費も必要最
小限に抑えることが可能となる。
【０１００】
　第２の原料ガスとしては、ＷＦ６ガスの他、他の無機系のフルオロタングステン系ガス
を用いてもよい。
【０１０１】
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　不活性ガスとしては、Ｎ２ガスの他、Ａｒガス、Ｈｅガス、Ｎｅガス、Ｘｅガス等の希
ガスを用いてもよい。
【０１０２】
　［ステップ２ｂ］
（Ｂ２Ｈ６ガス供給）
　ステップ１ｂが終了し処理室２０１内の残留ガスを除去した後、ウエハ２００に対して
、第２の反応ガスとしてのＢ２Ｈ６ガスを供給するステップ２ｂを行う。ステップ２ｂは
、上述したステップ２ａと同様に行う。
【０１０３】
　ステップ２ａと同様の手順、同様の条件下でウエハ２００に対してＢ２Ｈ６ガスを供給
することにより、ステップ１ｂで第１のＷ膜上に形成されたＦを含むＷ含有層とＢ２Ｈ６

ガスとが反応する。すなわち、Ｆを含むＷ含有層中に含まれるハロゲン元素（ハロゲン基
）であるＦ（フルオロ基）と、Ｂ２Ｈ６ガスと、を反応させることができる。それにより
、Ｂ２Ｈ６と反応させたＦを含むＷ含有層中のＦを、Ｆを含むＷ含有層中から分離させる
（引き抜く）ことができる。この反応により、Ｆを含むＷ含有層中からＦが脱離し、Ｆを
含むＷ含有層は、Ｗを含む第２の層（第２のＷ層）へと変化する（改質される）。第２の
Ｗ層は、１原子層未満から数原子層程度の厚さのＷ単体で構成される層、すなわち、Ｗを
主成分とする層となる。
【０１０４】
　第２のＷ層を形成する際、Ｆを含むＷ含有層中に含まれていたＦと、Ｂ２Ｈ６ガスとは
、Ｂ２Ｈ６ガスによるＦを含むＷ含有層の改質反応の過程において、Ｆ、ＢおよびＨの少
なくともいずれかを含むガス状物質を構成し、排気管２３１を介して処理室２０１内から
排出される。すなわち、Ｆを含むＷ含有層中のＦ等の不純物は、Ｆを含むＷ含有層中から
引き抜かれたり、脱離したりすることで、Ｆを含むＷ含有層から分離することとなる。こ
れにより、第２のＷ層は、Ｆを含むＷ含有層に比べてＦ等の不純物が少ない層となる。
【０１０５】
（残留ガス除去）
　第２のＷ層が形成された後、上述のステップ２ａと同様の手順、同様の条件により、処
理室２０１内に残留する未反応もしくは反応に寄与した後のＢ２Ｈ６ガスや反応副生成物
を処理室２０１内から排除する。このとき、処理室２０１内に残留するガスを完全に排除
しなくてもよく、処理室２０１内を完全にパージしなくてもよい点は、上述したステップ
２ａと同様である。
【０１０６】
　第２の反応ガスとしては、第１の反応ガスと同様のガス、つまり、無機系の水素含有ガ
スを用いることができる。また、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして、同一のガ
スを用いることもでき、異なるガスを用いることもできる。
【０１０７】
　不活性ガスとしては、Ｎ２ガスの他、Ａｒガス、Ｈｅガス、Ｎｅガス、Ｘｅガス等の希
ガスを用いてもよい。
【０１０８】
（所定回数実施）
　上述したステップ１ｂ，２ｂを１サイクルとして、このサイクルを１回以上（所定回数
）行うことにより、すなわち、ステップ１ｂ，２ｂを交互に１回以上（所定回数）行うこ
とにより、第１のＷ膜上に、第２のＷ膜として、所定膜厚のＷ単体で構成される膜、すな
わち、Ｗを主成分とする膜であるＷ膜を形成することができる。つまり、ウエハ２００表
面の下地膜上に、Ｗを含む膜として、第１のＷ膜と第２のＷ膜とがこの順に積層されてな
る所定膜厚のＷ膜を形成することができる。なお、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層され
てなるＷ膜は、Ｗ単体で構成される膜、すなわち、Ｗを主成分とする膜となる。上述のサ
イクルは、複数回繰り返すのが好ましい。すなわち、１サイクルあたりに形成する第２の
Ｗ層の厚さを所望の膜厚よりも小さくして、上述のサイクルを所望の膜厚になるまで複数
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回繰り返すのが好ましい。
【０１０９】
（熱処理工程）
　続いて、ウエハ２００表面の下地膜上に形成されたＷ膜を熱処理する。ここでは、ウエ
ハ２００の温度が６００℃以上、例えば８００～８５０℃の温度となるように、ヒータ２
０７への通電量を調整し、Ｗ膜を熱処理（アニール処理）する。アニール処理は、例えば
Ｎ２ガス等の不活性ガス雰囲気下で行う。このアニール処理の処理時間は、例えば１～１
２０秒間の範囲内の所定の時間とする。アニール処理を行うことにより、ウエハ２００表
面の下地膜上に形成されたＷ膜の結晶状態を、所望の結晶状態とすることができ、また、
この結晶状態を安定化させることができる。また、Ｗ膜中に残留する不純物を脱離させる
こともできる。すなわち、アニール処理により、Ｗ膜を改質することができる。また、ア
ニール処理により、Ｗ膜を緻密化させることもできる。
【０１１０】
　なお、本実施形態では、Ｗ膜形成工程（第１のＷ膜形成工程および第２のＷ膜形成工程
）と熱処理工程とを同一の処理室２０１内にて（ｉｎ－ｓｉｔｕで）行う例について説明
しているが、Ｗ膜形成工程と熱処理工程とをそれぞれ異なる処理室内にて（ｅｘ－ｓｉｔ
ｕで）行うこともできる。ｉｎ－ｓｉｔｕで両工程を行えば、途中、ウエハ２００が大気
曝露されることなく、ウエハ２００を真空下に置いたまま一貫して処理を行うことができ
、安定した成膜処理を行うことができる。ｅｘ－ｓｉｔｕで両工程を行えば、それぞれの
処理室内の温度を例えば各工程での処理温度又はそれに近い温度に予め設定しておくこと
ができ、温度調整に要する時間を短縮させ、生産効率を高めることができる。
【０１１１】
（パージ及び大気圧復帰）
　ウエハ２００に対するアニール処理が終了したら、バルブ２４３ｄ，２４３ｅを開き、
ガス供給管２３２ｄ，２３２ｅのそれぞれから不活性ガスとしてのＮ２ガスを処理室２０
１内へ供給し、排気管２３１から排気する。Ｎ２ガスはパージガスとして作用し、これに
より、処理室２０１内が不活性ガスでパージされ、処理室２０１内に残留するガスや反応
副生成物が処理室２０１内から除去される（パージ）。その後、処理室２０１内の雰囲気
が不活性ガスに置換され（不活性ガス置換）、処理室２０１内の圧力が常圧に復帰される
（大気圧復帰）。
【０１１２】
（ボートアンロード及びウエハディスチャージ）
　その後、ボートエレベータ１１５によりシールキャップ２１９が下降されて、反応管２
０３の下端が開口されるとともに、処理済のウエハ２００がボート２１７に支持された状
態で反応管２０３の下端から反応管２０３の外部に搬出（ボートアンロード）される。そ
の後、処理済のウエハ２００はボート２１７より取出される（ウエハディスチャージ）。
【０１１３】
（３）本実施形態に係る効果
　本実施形態によれば、以下に示す１つまたは複数の効果を奏する。
【０１１４】
（ａ）本実施形態によれば、ウエハ２００に対してＦ非含有（Ｆフリー）の第１の原料ガ
ス（ＷＣｌ６ガス）を供給する工程と、ウエハ２００に対して還元性を有する第１の反応
ガス（Ｂ２Ｈ６ガス）を供給する工程と、を含むサイクルを所定回数行うことで、ウエハ
２００表面の下地膜上に第１のＷ膜を形成する。つまり、ウエハ２００に対してＦを含む
ガスを供給することなく、第１のＷ膜を形成する。これにより、ウエハ２００表面の下地
膜に対してＦが供給されてしまうことを回避することができ、ウエハ２００表面の下地膜
のＦによるエッチングを防止することが可能となる。
【０１１５】
　また、本実施形態によれば、ウエハ２００表面の下地膜上に第１のＷ膜を形成した後に
、ウエハ２００に対してＦを含む第２の原料ガス（ＷＦ６ガス）を供給する工程と、ウエ
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ハ２００に対して還元性を有する第２の反応ガス（Ｂ２Ｈ６ガス）を供給する工程と、を
含むサイクルを所定回数行うことで、第１のＷ膜上に第２のＷ膜を形成する。また、第１
のＷ膜の厚さを、１原子層以上、好ましくは１ｎｍ以上、より好ましくは５ｎｍ以上の厚
さとする。つまり、第２のＷ膜形成工程を実施する際、ウエハ２００表面の下地膜は、露
出することなく、連続膜である第１のＷ膜によって覆われている。これにより、第２のＷ
膜形成工程において、ウエハ２００表面の下地膜に対してＷＦ６ガスが直接供給されてし
まうことを防ぐことができ、ＷＦ６ガス、つまり、ＷＦ６ガスに含まれるＦによるウエハ
２００表面の下地膜のエッチングを防止することが可能となる。
【０１１６】
　このように、本実施形態によれば、Ｆを含む原料ガスを用いてウエハ２００上にＷ膜を
形成する際、成膜の下地、すなわち、ウエハ２００表面の下地膜のエッチングを防止する
ことが可能となる。そして、形成したＷ膜の成膜の下地からの剥離を抑制することが可能
となる。また、Ｗ膜の面内膜厚均一性を向上させたり、Ｗ膜表面の平坦性を向上させたり
することも可能となる。本効果は、ＦによりエッチングされやすいＳｉ含有膜等を成膜の
下地として成膜処理を行う際、特に有効となる。
【０１１７】
（ｂ）本実施形態に係る第１のＷ膜は、第２のＷ膜形成工程において、第２の原料ガス（
ＷＦ６ガス）に含まれるＦがウエハ２００表面の下地膜に拡散（移動）してしまうことを
抑制するよう作用する。また、第１のＷ膜は、ウエハ２００表面の下地膜上に形成された
Ｗ膜を熱処理する工程においても、第２のＷ膜に含まれるＦがウエハ２００表面の下地膜
に拡散（移動）してしまうことを抑制するよう作用する。つまり、第１のＷ膜は、第２の
Ｗ膜形成工程および熱処理工程において、Ｆの拡散抑制膜（バリア膜）として作用する。
【０１１８】
　このように、本実施形態によれば、Ｆを含む原料ガスを用いてウエハ２００上にＷ膜を
形成する際、成膜の下地となるウエハ２００表面の下地膜へのＦの拡散を防止することが
可能となる。これにより、成膜の下地がＦにより受ける影響を低減することが可能となる
。例えば、ＡｌＯ膜やＨｆＯ膜のような絶縁膜（金属絶縁膜）を成膜の下地としてＷ膜を
成膜する際において、絶縁膜中へのＦの拡散を防止することで、絶縁膜の絶縁性低下を抑
制することが可能となる。
【０１１９】
（ｃ）本実施形態によれば、ウエハ２００に対して第１の原料ガス（ＷＣｌ６ガス）と第
１の反応ガス（Ｂ２Ｈ６ガス）とを交互に供給する交互供給法により、第１のＷ膜を形成
する。交互供給法を用いることで、ウエハ２００に対してＷＣｌ６ガスとＢ２Ｈ６ガスと
を同時に供給する同時供給法を用いる場合よりも、第１のＷ膜による上述のＦの拡散抑制
効果（バリア効果）を向上させることが可能となる。その結果、第２のＷ膜形成工程およ
び熱処理工程におけるウエハ２００表面の下地膜へのＦの拡散を、より確実に防止するこ
とが可能となる。
【０１２０】
（ｄ）本実施形態によれば、第１の原料ガスとして、無機系のガス、つまり、Ｃ非含有の
ガスを用いている。これにより、第１のＷ膜へのＣ等の不純物の混入を防止することがで
き、Ｗ膜の不純物濃度を低減させ、Ｗ膜の導電性低下等を回避することが可能となる。
【０１２１】
　なお、第１の原料ガスは、Ｃ非含有であるだけでなく、Ｏ非含有でもあることが好まし
い。すなわち、第１の原料ガスは、ＣおよびＯ非含有のガスであることが好ましい。この
ようなガスを用いることで、第１のＷ膜へのＣおよびＯ等の不純物の混入を防止すること
ができ、Ｗ膜の不純物の濃度を更に低減させ、Ｗ膜の導電性低下等をよりいっそう回避す
ることが可能となる。また、Ｏ非含有のガスを用いることで、第１のＷ膜、および、ウエ
ハ２００表面の下地膜の酸化をそれぞれ防止することも可能となる。なお、本実施形態に
おいて第１の原料ガスとして用いるＷＣｌ６ガスは、Ｃ非含有であるだけでなく、Ｏ非含
有でもある。
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【０１２２】
　また、第１の原料ガスは、Ｃ非含有であるだけでなく、Ｎ非含有でもあり、Ｈ非含有で
もあり、Ｏ非含有でもあることがより好ましい。すなわち、第１の原料ガスは、Ｃ、Ｎ、
ＨおよびＯ非含有のガスであることがより好ましい。このようなガスを用いることで、第
１のＷ膜へのＣ、Ｎ、ＨおよびＯ等の不純物の混入を防止することができ、Ｗ膜の不純物
の濃度を更に低減させ、Ｗ膜の導電性低下等をよりいっそう回避することが可能となる。
また、Ｎ非含有のガスを用いることで、第１のＷ膜、および、ウエハ２００表面の下地膜
の窒化をそれぞれ防止することも可能となる。また、Ｏ非含有のガスを用いることで、第
１のＷ膜、および、ウエハ２００表面の下地膜の酸化をそれぞれ防止することも可能とな
る。なお、本実施形態において第１の原料ガスとして用いるＷＣｌ６ガスは、Ｃ非含有で
あるだけでなく、Ｎ非含有でもあり、Ｈ非含有でもあり、Ｏ非含有でもある。
【０１２３】
（ｅ）本実施形態によれば、ステップ２ａで、Ｃｌを含むＷ含有層とＢ２Ｈ６ガスとを反
応させることで、Ｃｌを含むＷ含有層中から、Ｃｌ等の不純物を引き抜いたり脱離させた
りすることができる。これにより、第１のＷ層、つまり、第１のＷ膜中の不純物濃度を低
減させることができる。また、ステップ２ｂで、Ｆを含むＷ含有層とＢ２Ｈ６ガスとを反
応させることで、Ｆを含むＷ含有層中から、Ｆ等の不純物を引き抜いたり脱離させたりす
ることができる。これにより、第２のＷ層、つまり、第２のＷ膜中の不純物濃度を低減さ
せることができる。これらの結果、Ｗ膜の不純物濃度を低減させ、Ｗ膜の導電性低下等を
回避することが可能となる。
【０１２４】
（ｆ）本実施形態によれば、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして、それぞれ、Ｃ
非含有の水素含有ガス、つまり、無機系の水素含有ガスを用いている。これにより、第１
のＷ膜および第２のＷ膜へのＣ等の不純物の混入をそれぞれ防止することができ、Ｗ膜の
不純物濃度を低減させ、Ｗ膜の導電性低下等を回避することが可能となる。
【０１２５】
（ｇ）本実施形態によれば、第１のＷ膜形成工程および第２のＷ膜形成工程を、同一の処
理室２０１内で、ウエハ２００の温度を同一温度に設定した状態で行う。つまり、本実施
形態によれば、第１のＷ膜形成工程と第２のＷ膜形成工程との間に、温度調整時間（待ち
時間）を設ける必要がない。これにより、Ｗ膜形成に要する合計時間を短縮させ、基板処
理のトータルでの生産性を向上させることが可能となる。
【０１２６】
（ｈ）本実施形態によれば、ＷＣｌ６ガスとＢ２Ｈ６ガスとを用いて第１のＷ膜を形成し
た後、ＷＦ６ガスとＢ２Ｈ６ガスとを用いて第２のＷ膜を形成する。つまり、成膜処理の
初期段階では原料ガスとしてＷＣｌ６ガスを用い、その後は原料ガスをＷＦ６ガスに切り
替えるようにしている。これにより、Ｗ膜のトータルでの生産性を向上させることが可能
となる。つまり、反応性の比較的高いＷＦ６ガスを用いたＷ膜の成膜レートは、反応性の
比較的穏やかなＷＣｌ６ガスを用いたＷ膜の成膜レートよりも大きいことから、本実施形
態では、原料ガスとしてＷＣｌ６ガスのみを用いて成膜を行う場合と比較して、成膜処理
の生産性を向上させることが可能となる。また、ＷＣｌ６ガスはＷＦ６ガスよりもコスト
が高いことから、本実施形態では、原料ガスとしてＷＣｌ６ガスのみを用いて成膜を行う
場合と比較して、成膜コストを低減させることも可能となる。
【０１２７】
　なお、第１のＷ膜を形成する際の成膜時間を、第２のＷ膜を形成する際の成膜時間より
も短くすることで、これらの効果がより顕著に生じることとなる。すなわち、第１のＷ膜
の膜厚を第２のＷ膜の膜厚よりも小さく（薄く）することで、これらの効果がより顕著に
生じることとなる。この場合において、第１のＷ膜の膜厚を１原子層以上の厚さ、好まし
くは１ｎｍ以上１５ｎｍ以下、より好ましくは５ｎｍ以上１０ｎｍ以下の厚さとすること
で、これらの効果が更に顕著に生じることとなる。
【０１２８】
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（ｉ）本実施形態によれば、第１のＷ膜および第２のＷ膜を、それぞれ、ウエハ２００に
対して原料ガスと反応ガスとを交互に供給する交互供給法により形成する。これにより、
第１のＷ膜および第２のＷ膜の成膜処理を、それぞれ、表面反応が支配的な条件下で適正
に進行させることができる。その結果、Ｗ膜の段差被覆性（ステップカバレッジ特性）を
向上させ、Ｗ膜の膜厚制御の制御性を高めることができる。
【０１２９】
＜本発明の他の実施形態＞
　以上、本発明の実施形態を具体的に説明した。但し、本発明は上述の実施形態に限定さ
れるものではなく、以下に示す各変形例のように、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更
可能である。
【０１３０】
（変形例１）
　例えば、上述の実施形態では、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして、それぞれ
、Ｂ２Ｈ６ガス、つまり、金属元素（Ｗ）非含有のガスを用いる例について説明した。但
し、本発明は係る形態に限定されない。例えば、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスの
うち少なくともいずれかのガスとして、Ｗおよびアミノ基を含むガス、つまり、アミノタ
ングステン系ガスを用いてもよい。アミノタングステン系ガスとしては、例えば、ヘキサ
ジメチルアミノジタングステン（Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６）ガスを用いることができる
。
【０１３１】
　第１の反応ガスとしてＷ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスを用いる場合、ステップ２ａでは
、ステップ１ａで形成したＣｌを含むＷ含有層に対してＷ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスを
供給する。Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスは、ガス供給管２３２ｂから、ＭＦＣ２４１ｂ
、バルブ２４３ｂ、ノズル２４９ｂを介して処理室２０１内へ供給する。このときの処理
手順および処理条件は、上述の実施形態のステップ２ａにおける処理手順および処理条件
と同様とすることができる。この場合、ガス供給管２３２ｂ、ＭＦＣ２４１ｂ、バルブ２
４３ｂにより、第１反応ガス供給系としてのアミノタングステン系ガス供給系が構成され
ることとなる。なお、ノズル２４９ｂをアミノタングステン系ガス供給系に含めて考えて
もよい。
【０１３２】
　上述の条件下でウエハ２００に対してＷ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスを供給することに
より、ステップ１ａでウエハ２００上に形成されたＣｌを含むＷ含有層とＷ２［Ｎ（ＣＨ

３）２］６ガスとが反応する。すなわち、上述の温度に加熱したウエハ２００に対してＷ

２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスを供給することで、Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスにおける
Ｗからアミノ基を含むリガンドが分離し、分離したリガンドが、Ｃｌを含むＷ含有層にお
けるＣｌと反応して、Ｃｌを含むＷ含有層からＣｌを引き抜く。さらに、Ｗ２［Ｎ（ＣＨ

３）２］６ガスにおけるリガンドが分離して未結合手（ダングリングボンド）を有するこ
ととなったＷが、Ｃｌが引き抜かれたＷ含有層に含まれ未結合手を有することとなったＷ
、もしくは、未結合手を有していたＷと結合して、Ｗ－Ｗ結合を形成する。このとき、上
述の条件下においては、Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスにおけるＷから分離したリガンド
が、Ｃｌを含むＷ含有層におけるＷと結合することが阻害される。これにより、ステップ
１ａでウエハ２００上に形成されたＣｌを含むＷ含有層は、Ｗを含み、ＣｌやＣやＮ等の
不純物の含有量が極めて少ない第１の層（第１のＷ層）へと変化する（改質される）。第
１のＷ層は、１原子層未満から数原子層程度の厚さのＷ単体で形成される層となる。
【０１３３】
　第１のＷ層を形成する際、改質前のＣｌを含むＷ含有層中に含まれていたＣｌと、Ｗ２

［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスに含まれていたアミノ基を含むリガンドとは、Ｗ２［Ｎ（ＣＨ

３）２］６ガスによるＣｌを含むＷ含有層の改質反応の過程において反応し、例えばアミ
ノ塩等のガス状の反応生成物を構成し、排気管２３１を介して処理室２０１内から排出さ
れる。これにより、改質後のＣｌを含むＷ含有層、すなわち、第１のＷ層中に含まれるＣ
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ｌ、Ｃ、Ｎ等の不純物の量を低減させることが可能となる。
【０１３４】
　第２の反応ガスとしてＷ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスを用いる場合、ステップ２ｂでは
、ステップ１ｂで形成したＦを含むＷ含有層に対してＷ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスを供
給する。Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスは、ガス供給管２３２ｂから、ＭＦＣ２４１ｂ、
バルブ２４３ｂ、ノズル２４９ｂを介して処理室２０１内へ供給する。このときの処理手
順および処理条件は、上述の実施形態のステップ２ｂにおける処理手順および処理条件と
同様とすることができる。この場合、ガス供給管２３２ｂ、ＭＦＣ２４１ｂ、バルブ２４
３ｂにより、第２反応ガス供給系としてのアミノタングステン系ガス供給系が構成される
こととなる。なお、ノズル２４９ｂをアミノタングステン系ガス供給系に含めて考えても
よい。
【０１３５】
　上述の条件下でウエハ２００に対してＷ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスを供給することに
より、ステップ１ｂで第１のＷ膜上に形成されたＦを含むＷ含有層とＷ２［Ｎ（ＣＨ３）

２］６ガスとが反応する。すなわち、上述の温度に加熱したウエハ２００に対してＷ２［
Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスを供給することで、Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスにおけるＷか
らアミノ基を含むリガンドが分離し、分離したリガンドが、Ｆを含むＷ含有層におけるＦ
と反応して、Ｆを含むＷ含有層からＦを引き抜く。さらに、Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガ
スにおけるリガンドが分離して未結合手（ダングリングボンド）を有することとなったＷ
が、Ｆが引き抜かれたＷ含有層に含まれ未結合手を有することとなったＷ、もしくは、未
結合手を有していたＷと結合して、Ｗ－Ｗ結合を形成する。このとき、上述の条件下にお
いては、Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスにおけるＷから分離したリガンドが、Ｆを含むＷ
含有層におけるＷと結合することが阻害される。これにより、ステップ１ｂで第１のＷ膜
上に形成されたＦを含むＷ含有層は、Ｗを含み、ＦやＣやＮ等の不純物の含有量が極めて
少ない第２の層（第２のＷ層）へと変化する（改質される）。第２のＷ層は、１原子層未
満から数原子層程度の厚さのＷ単体で構成される層となる。
【０１３６】
　第２のＷ層を形成する際、改質前のＦを含むＷ含有層中に含まれていたＦと、Ｗ２［Ｎ
（ＣＨ３）２］６ガスに含まれていたアミノ基を含むリガンドとは、Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）

２］６ガスによるＦを含むＷ含有層の改質反応の過程において反応し、例えばアミノ塩等
のガス状の反応生成物を構成し、排気管２３１を介して処理室２０１内から排出される。
これにより、改質後のＦを含むＷ含有層、すなわち、第２のＷ層中に含まれるＦ、Ｃ、Ｎ
等の不純物の量を低減させることが可能となる。
【０１３７】
　図５（ｂ）は、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして、それぞれ、Ｗ２［Ｎ（Ｃ
Ｈ３）２］６ガスを用いる成膜シーケンスにおけるガス供給のタイミングを示す図である
。この場合においても、上述の実施形態と同様の作用効果を奏する。また、第１のＷ膜形
成工程および第２のＷ膜形成工程において、それぞれ、１サイクル中に２種類のタングス
テンソース（ダブルタングステンソース）を用いて成膜を行うことにより、第１のＷ膜の
成膜レートおよび第２のＷ膜の成膜レートをそれぞれ高めることができ、Ｗ膜の成膜処理
の生産性をさらに向上させることが可能となる。なお、Ｗ膜形成工程全体で考えると、３
種類のタングステンソース（トリプルタングステンソース）を用いていることから、この
成膜手法をトリプルタングステンソースデポジション、または、トリプルメタルソースデ
ポジションと称することもできる。これに対し、上述の実施形態の成膜手法を、ダブルタ
ングステンソースデポジション、または、ダブルメタルソースデポジションと称すること
もできる。
【０１３８】
　アミノタングステン系ガスとしては、Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）２］６ガスの他、ヘキサメチ
ルエチルアミノジタングステン（Ｗ２［Ｎ（ＣＨ３）（Ｃ２Ｈ３）］６）ガス、ヘキサジ
エチルアミノジタングステン（Ｗ２［Ｎ（Ｃ２Ｈ３）６］６）ガス、ブチルイミドビスブ
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チルアミノタングステンガス、ビスターシャリブチルイミドビスジメチルアミドタングス
テン（（ｔ－Ｃ４Ｈ９ＮＨ）２Ｗ＝（Ｎｔ－Ｃ４Ｈ９）２）ガス等を用いることができる
。
【０１３９】
（変形例２）
　上述の実施形態では、第１のＷ膜形成工程において、ＷＣｌ６ガスを供給する工程と、
Ｂ２Ｈ６ガスを供給する工程と、を交互に所定回数（ｍ回）行う例について説明したが、
本発明は係る形態に限定されない。例えば、図６（ａ）に示すように、Ｂ２Ｈ６ガスの供
給を連続的に行い、その間、ＷＣｌ６ガスの供給を間欠的に複数回（ｍ回）行うようにし
てもよい。また、例えば、図６（ｂ）に示すように、ＷＣｌ６ガスの供給を連続的に行い
、その間、Ｂ２Ｈ６ガスの供給を間欠的に複数回（ｍ回）行うようにしてもよい。また例
えば、図７に示すように、ＷＣｌ６ガスおよびＢ２Ｈ６ガスの供給をそれぞれ間欠的に複
数回行い、この際、ＷＣｌ６ガスおよびＢ２Ｈ６ガスのうち一方のガスの供給期間中に、
他方のガスの供給を間欠的に所定回数行うようにしてもよい。図７（ａ）は、ＷＣｌ６ガ
スの供給を間欠的に複数回（ｍ回）行い、各ＷＣｌ６ガスの供給期間中に、Ｂ２Ｈ６ガス
の供給を間欠的に１回ずつ行う例を示している。図７（ｂ）は、Ｂ２Ｈ６ガスの供給を間
欠的に複数回（ｍ回）行い、各Ｂ２Ｈ６ガスの供給期間中に、ＷＣｌ６ガスの供給を間欠
的に１回ずつ行う例を示している。図７（ｃ）は、ＷＣｌ６ガスの供給を間欠的に複数回
（ｍ回）行い、各ＷＣｌ６ガスの供給期間中に、Ｂ２Ｈ６ガスの供給を間欠的に２回ずつ
行う例を示している。このときの処理条件は、例えば図４、図５（ａ）を用いて説明した
上述の成膜シーケンスと同様な処理条件とすることができる。
【０１４０】
　このように、第１のＷ膜形成工程において、ＷＣｌ６ガスの供給期間の一部にＢ２Ｈ６

ガスの供給期間を重複させるようにしても、また、Ｂ２Ｈ６ガスの供給期間の一部にＷＣ
ｌ６ガスの供給期間を重複させるようにしても、上述の実施形態と同様の作用効果が得ら
れる。また、このように、ガスの供給期間の一部を重複させるようにした場合、これらの
供給期間を重複させず交互に行う場合と比較して、第１のＷ膜の成膜レートを向上させる
ことができ、結果として、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層されてなるＷ膜のトータルで
の成膜レートを向上させることが可能となる。但し、図５（ａ）に示す成膜シーケンスの
ように、ＷＣｌ６ガスの供給とＢ２Ｈ６ガスの供給とを、それらの間に処理室２０１内の
残留ガス除去を挟んで交互に行う方が、ＷＣｌ６ガスとＢ２Ｈ６ガスとを表面反応が支配
的な条件下で適正に反応させることができ、膜厚制御の制御性および段差被覆性をそれぞ
れ高めることが可能となる点で、好ましい。また、処理室２０１内におけるＷＣｌ６ガス
とＢ２Ｈ６ガスとの気相反応を回避することができ、処理室２０１内でのパーティクルの
発生を抑制することが可能となる点でも、好ましい。
【０１４１】
（変形例３）
　上述の実施形態では、第２のＷ膜形成工程において、ＷＦ６ガスを供給する工程と、Ｂ

２Ｈ６ガスを供給する工程と、を交互に所定回数（ｎ回）行う例について説明したが、本
発明は係る形態に限定されない。
【０１４２】
　例えば、図６（ａ）に示すように、Ｂ２Ｈ６ガスの供給を連続的に行い、その間、ＷＦ

６ガスの供給を間欠的に複数回（ｎ回）行うようにしてもよい。また、例えば、図６（ｂ
）に示すように、ＷＦ６ガスの供給を連続的に行い、その間、Ｂ２Ｈ６ガスの供給を間欠
的に複数回（ｎ回）行うようにしてもよい。また例えば、図７に示すように、ＷＦ６ガス
およびＢ２Ｈ６ガスの供給をそれぞれ間欠的に複数回行い、この際、ＷＦ６ガスおよびＢ

２Ｈ６ガスのうち一方のガスの供給期間中に、他方のガスの供給を間欠的に所定回数行う
ようにしてもよい。図７（ａ）は、ＷＦ６ガスの供給を間欠的に複数回（ｎ回）行い、各
ＷＦ６ガスの供給期間中に、Ｂ２Ｈ６ガスの供給を間欠的に１回ずつ行う例を示している
。図７（ｂ）は、Ｂ２Ｈ６ガスの供給を間欠的に複数回（ｎ回）行い、各Ｂ２Ｈ６ガスの
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供給期間中に、ＷＦ６ガスの供給を間欠的に１回ずつ行う例を示している。図７（ｃ）は
、ＷＦ６ガスの供給を間欠的に複数回（ｎ回）行い、各ＷＦ６ガスの供給期間中に、Ｂ２

Ｈ６ガスの供給を間欠的に２回ずつ行う例を示している。このときの処理条件は、例えば
図４、図５（ａ）を用いて説明した上述の成膜シーケンスと同様な処理条件とすることが
できる。
【０１４３】
　このように、第２のＷ膜形成工程において、ＷＦ６ガスの供給期間の一部にＢ２Ｈ６ガ
スの供給期間を重複させるようにしても、また、Ｂ２Ｈ６ガスの供給期間の一部にＷＦ６

ガスの供給期間を重複させるようにしても、上述の実施形態と同様の作用効果が得られる
。また、このように、ガスの供給期間の一部を重複させるようにした場合、これらの供給
期間を重複させず交互に行う場合と比較して、第２のＷ膜の成膜レートを向上させること
ができ、結果として、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層されてなるＷ膜のトータルでの成
膜レートを向上させることが可能となる。但し、図５（ａ）に示す成膜シーケンスのよう
に、ＷＦ６ガスの供給とＢ２Ｈ６ガスの供給とを、それらの間に処理室２０１内の残留ガ
ス除去を挟んで交互に行う方が、ＷＦ６ガスとＢ２Ｈ６ガスとを表面反応が支配的な条件
下で適正に反応させることができ、膜厚制御の制御性および段差被覆性をそれぞれ高める
ことが可能となる点で、好ましい。また、処理室２０１内におけるＷＦ６ガスとＢ２Ｈ６

ガスとの気相反応を回避することができ、処理室２０１内でのパーティクルの発生を抑制
することが可能となる点でも、好ましい。
【０１４４】
（変形例４）
　上述の実施形態では、第１のＷ膜および第２のＷ膜を、それぞれ、原料ガスと反応ガス
とを交互に供給する交互供給法により形成する例について説明したが、本発明は係る形態
に限定されない。
【０１４５】
　例えば、図８（ａ）に示すように、ＷＣｌ６ガスを供給する工程と、Ｂ２Ｈ６ガスを供
給する工程と、を同時に複数回（ｍ回）行う同時供給法により第１のＷ膜を形成したり、
ＷＦ６ガスを供給する工程と、Ｂ２Ｈ６ガスを供給する工程と、を同時に複数回（ｎ回）
行う同時供給法により第２のＷ膜を形成してもよい。また、図８（ｂ）に示すように、Ｗ
Ｃｌ６ガスを供給する工程と、Ｂ２Ｈ６ガスを供給する工程と、を同時に１回行う同時供
給法により第１のＷ膜を形成したり、ＷＦ６ガスを供給する工程と、Ｂ２Ｈ６ガスを供給
する工程と、を同時に１回行う同時供給法により第２のＷ膜を形成してもよい。このとき
の処理条件は、例えば図４、図５（ａ）を用いて説明した上述の成膜シーケンスと同様な
処理条件とすることができる。
【０１４６】
　このように、第１のＷ膜形成工程および第２のＷ膜形成工程において、原料ガスの供給
期間と反応ガスとを同時に供給するようにしても、つまり、これらのガスの供給期間を重
複させるようにしても、上述の実施形態と同様の作用効果が得られる。また、このように
、ガスの供給期間を重複させるようにした場合、これらの供給期間を重複させず交互に行
う場合と比較して、第１のＷ膜および第２のＷ膜の成膜レートをそれぞれ向上させること
ができ、結果として、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層されてなるＷ膜のトータルでの成
膜レートを向上させることが可能となる。但し、図５（ａ）に示す成膜シーケンスのよう
に、原料ガスの供給と反応ガスの供給を、それらの間に処理室２０１内の残留ガス除去を
挟んで交互に行う方が、原料ガスと反応ガスとを表面反応が支配的な条件下で適正に反応
させることができ、膜厚制御の制御性を高めることが可能となる点で、好ましい。また、
処理室２０１内における原料ガスと反応ガスとの気相反応を回避することができ、処理室
２０１内でのパーティクルの発生を抑制することが可能となる点でも、好ましい。
【０１４７】
（変形例５）
　図５～図８に示す成膜シーケンスは、任意に組み合わせることが可能である。つまり、
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図５（ａ），（ｂ）、図６（ａ），（ｂ）、図７（ａ）～（ｃ）、図８（ａ），（ｂ）に
示す成膜シーケンスのうちいずれかに示された第１のＷ膜形成工程と、図５（ａ），（ｂ
）、図６（ａ），（ｂ）、図７（ａ）～（ｃ）、図８（ａ），（ｂ）に示す成膜シーケン
スのうちいずれかに示された第２のＷ膜形成工程とは、任意に組み合わせて行うことが可
能である。このときの処理条件は、例えば図４、図５（ａ）を用いて説明した上述の成膜
シーケンスと同様な処理条件とすることができる。
【０１４８】
　例えば、図５（ａ）に示す成膜シーケンスの第１のＷ膜形成工程と、図６（ａ）に示す
成膜シーケンスの第２のＷ膜形成工程と、を組み合わせて行うことで、ウエハ２００上に
、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層されてなるＷ膜を形成するようにしてもよい。また、
例えば、図５（ａ）に示す成膜シーケンスの第１のＷ膜形成工程と、図８（ａ）に示す成
膜シーケンスの第２のＷ膜形成工程と、を組み合わせて行うことで、ウエハ２００上に、
第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層されてなるＷ膜を形成するようにしてもよい。これらの
場合、図５（ａ）に示す成膜シーケンスにより第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層されてな
るＷ膜を形成した場合と比較して、Ｗ膜のトータルでの成膜レートを高めることが可能と
なる。また、図６（ａ）や図８（ａ）に示す成膜シーケンスにより第１のＷ膜と第２のＷ
膜とが積層されてなるＷ膜を形成した場合と比較して、Ｗ膜のトータルでの膜厚制御の制
御性および段差被覆性を高めることが可能となる。
【０１４９】
（変形例６）
　上述の実施形態では、第１の反応ガスと第２の反応ガスとが同じ種類のガス（同じ化学
構造を有するガス）である例について説明したが、本発明は係る形態に限定されない。つ
まり、第１の反応ガスと第２の反応ガスとが異なる種類のガス（異なる化学構造を有する
ガス）であってもよい。例えば、第１の反応ガスとして、無機ボラン系ガス、無機シラン
系ガス、Ｈ２ガス等の無機系の水素含有ガス、アミノタングステン系ガスのうちいずれか
の種類のガスを用い、第２の反応ガスとしてそれとは異なる他の種類のガスを用いるよう
にしてもよい。
【０１５０】
　第１のＷ膜形成工程および第２のＷ膜形成工程の各工程で用いる反応ガスの種類や、各
工程で用いる成膜シーケンス等は、原料ガスの種類、ウエハ２００の温度、形成しようと
する膜の特性等に応じて、適宜選択することができる。
【０１５１】
　例えば、第１の原料ガスとしてＷＣｌ６ガスを用いる場合、第１の反応ガスとしてＳｉ

２Ｈ６ガス等の無機シラン系ガスやＨ２ガス等を用いる方が、第１の反応ガスとしてＢ２

Ｈ６ガス等の無機ボラン系ガスを用いるよりも、適正な反応を生じさせることができ、好
ましい場合がある。
【０１５２】
　特に、第１の原料ガスとしてＷＣｌ６ガスを用いる場合、第１の反応ガスとしてＳｉ２

Ｈ６ガスを用いる方が、第１の反応ガスとしてＢ２Ｈ６ガスを用いる場合よりも、ノンプ
ラズマの雰囲気下での第１のＷ膜の形成が容易となる場合がある。この場合、ＷＣｌ６ガ
スを供給する工程と、Ｓｉ２Ｈ６ガスを供給する工程と、を交互に行うことでも、また、
これらの工程を同時に行うことでも、第１のＷ膜を形成することができる。但し、これら
の工程を交互に行う方が、これらの工程を同時に行う場合よりも、より適正な反応を生じ
させることができる。
【０１５３】
　また、第１の原料ガスとしてＷＣｌ６ガスを用いる場合、第１の反応ガスとしてＨ２ガ
スを用いる方が、第１の反応ガスとしてＢ２Ｈ６ガスを用いる場合よりも、ノンプラズマ
の雰囲気下での第１のＷ膜の形成が容易となる場合がある。この場合、ＷＣｌ６ガスを供
給する工程と、Ｈ２ガスを供給する工程と、を同時に行う方が、これらの工程を交互に行
う場合よりも、より適正な反応を生じさせることができる。但し、第１の反応ガスとして
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Ｈ２ガスを用いる場合、第１の反応ガスとしてＳｉ２Ｈ６ガスを用いる場合よりも、ウエ
ハ２００の温度を高くする必要があり、成膜の下地、つまり、ウエハ２００表面の下地膜
がＣｌによりダメージを受け、半導体装置の信頼性が低下する懸念がある場合がある。
【０１５４】
　また例えば、第２の原料ガスとしてＷＦ６ガスを用いる場合、第２の反応ガスとしては
、Ｂ２Ｈ６ガス等の無機ボラン系ガスだけでなく、Ｓｉ２Ｈ６ガス等の無機シラン系ガス
や、Ｈ２ガス等を、好適に用いることができる。
【０１５５】
　第２の原料ガスとしてＷＦ６ガスを、第２の反応ガスとしてＳｉ２Ｈ６ガスを用いる場
合、第２の反応ガスとしてＢ２Ｈ６ガスを用いる場合と同様に、ノンプラズマの雰囲気下
で第２のＷ膜を形成することができる。この場合、ＷＦ６ガスを供給する工程と、Ｓｉ２

Ｈ６ガスやＢ２Ｈ６ガスを供給する工程と、を交互に行うことでも、また、これらの工程
を同時に行うことでも、第２のＷ膜を形成することができる。また、これらの工程を交互
に行う方が、これらの工程を同時に行う場合よりも、より適正な反応を生じさせることが
できる。
【０１５６】
　また、第２の原料ガスとしてＷＦ６ガスを、第２の反応ガスとしてＨ２ガスを用いる場
合、第２の反応ガスとしてＢ２Ｈ６ガスを用いる場合と同様に、ノンプラズマの雰囲気下
で第２のＷ膜を形成することができる。この場合、ＷＦ６ガスを供給する工程と、Ｈ２ガ
スを供給する工程と、を同時に行う方が、これらの工程を交互に行う場合よりも、より適
正な反応を生じさせることができる。
【０１５７】
　なお、Ｗ膜の抵抗率は、反応ガスとしてＨ２ガスを用いる場合、Ｂ２Ｈ６ガスを用いる
場合、Ｓｉ２Ｈ６ガスを用いる場合の順に高く（大きく）なる。すなわち、Ｗ膜の抵抗率
は、反応ガスとしてＨ２ガスを用いる場合に最も低く（小さく）なる。つまり、第２の反
応ガスとしてＨ２ガスを用いることで、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層されてなるＷ膜
のトータルでの抵抗率を、小さくすることができる。また、第１の反応ガスおよび第２の
反応ガスとしてそれぞれＨ２ガスを用いることで、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層され
てなるＷ膜のトータルでの抵抗率を、更に小さくすることができる。
【０１５８】
　但し、第２の原料ガスとしてＷＦ６ガスを、第２の反応ガスとしてＨ２ガスを用いる場
合、例えば２００～２５０℃程度の低温領域では、下地膜の種類（ＴｉＮ，ＳｉＯ，Ｓｉ
等々）によっては膜を形成するのが困難となることがある。これに対して、例えば、第１
の原料ガスとしてＷＣｌ６ガスを、第１の反応ガスとしてＳｉ２Ｈ６ガスを用い、これら
を反応させることで形成した第１のＷ膜を下地膜とした場合、上述の低温領域であっても
、第２の原料ガスとしてＷＦ６ガスを、第２の反応ガスとしてＨ２ガスを用いて第２のＷ
膜を形成することが可能となる。また、このとき、ウエハ２００表面の下地に、アスペク
ト比が例えば１０程度のトレンチ等が形成されていても、第１のＷ膜および第２のＷ膜を
連続的な膜とすることができ、また、その段差被覆性を良好（実用レベル）とすることが
できる。
【０１５９】
　以上のことから、ウエハ２００の温度を高くすることなく、抵抗率の低いＷ膜を形成す
るには、
　ウエハ２００に対して第１の原料ガスとしてＷＣｌ６ガスを供給する工程と、ウエハ２
００に対して第１の反応ガスとしてＳｉ２Ｈ６ガスを供給する工程と、を交互に所定回数
行うことで、ウエハ２００上に、第１のＷ膜を形成する工程と、
　ウエハ２００に対して第２の原料ガスとしてＷＦ６ガスを供給する工程と、ウエハ２０
０に対して第２の反応ガスとしてＨ２ガスを供給する工程と、を同時に行うことで、第１
のＷ膜上に、第２のＷ膜を形成する工程と、
　を行うことで、第１のＷ膜と第２のＷ膜とが積層されてなるＷ膜を形成することが有効
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であることが分かる。
【０１６０】
（変形例７）
　また、上述の実施形態では、遷移金属元素であるＷを含む膜を形成する例について説明
した。本発明は上述の実施形態に限定されず、例えば、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍ
ｏ）、タンタル（Ｔａ）、ルテニウム（Ｒｕ）、ハフニウム（Ｈｆ）等の遷移金属元素や
、アルミニウム（Ａｌ）等の典型金属元素を含む金属系薄膜を形成する場合にも、好適に
適用することができる。
【０１６１】
　例えば、Ｔｉを含む膜として、例えばＴｉ単体で構成されるＴｉ膜を形成する場合は、
第１の原料ガスとして、チタニウムテトラクロライド（ＴｉＣｌ４）等のＴｉおよびクロ
ロ基（Ｃｌ）を含むガス（クロロチタニウム系ガス）を、第２の原料ガスとして、チタニ
ウムテトラフルオライド（ＴｉＦ４）等のＴｉおよびフルオロ基（Ｆ）を含むガス（フル
オロチタニウム系ガス）を用いることができる。また、第１の反応ガスおよび第２の反応
ガスとして、上述の実施形態で示した反応ガスの他、テトラキスエチルメチルアミノチタ
ニウム（Ｔｉ［Ｎ（Ｃ２Ｈ５）（ＣＨ３）］４、略称：ＴＥＭＡＴ）等のＴｉおよびアミ
ノ基を含むガス（アミノチタニウム系ガス）を用いることができる。このときの処理条件
は、例えば上述の実施形態と同様な処理条件とすることができる。
【０１６２】
　また例えば、Ｍｏを含む膜として、例えばＭｏ単体で構成されるＭｏ膜を形成する場合
は、第１の原料ガスとして、モリブデンペンタクロライド（ＭｏＣｌ５）等のＭｏおよび
クロロ基を含むガス（クロロモリブデン系ガス）を、第２の原料ガスとして、モリブデン
ペンタフルオライド（ＭｏＦ５）等のＭｏおよびフルオロ基を含むガス（フルオロモリブ
デン系ガス）を用いることができる。また、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして
、上述の実施形態で示した反応ガスの他、Ｍｏおよびアミノ基を含むガス（アミノモリブ
デン系ガス）を用いることができる。このときの処理条件は、例えば上述の実施形態と同
様な処理条件とすることができる。
【０１６３】
　また例えば、Ｔａを含む膜として、例えばＴａ単体で構成されるＴａ膜を形成する場合
は、第１の原料ガスとして、タンタルペンタクロライド（ＴａＣｌ５）等のＴａおよびク
ロロ基を含むガス（クロロタンタル系ガス）を、第２の原料ガスとして、タンタルペンタ
フルオライド（ＴａＦ５）等のＴａおよびフルオロ基を含むガス（フルオロタンタル系ガ
ス）を用いることができる。また、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして、上述の
実施形態で示した反応ガスの他、Ｔａおよびアミノ基を含むガス（アミノタンタル系ガス
）を用いることができる。このときの処理条件は、例えば上述の実施形態と同様な処理条
件とすることができる。
【０１６４】
　また例えば、Ｒｕを含む膜として、例えばＲｕ単体で構成されるＲｕ膜を形成する場合
は、第１の原料ガスとして、ルテニウムトリクロライド（ＲｕＣｌ３）等のＲｕおよびク
ロロ基を含むガス（クロロルテニウム系ガス）を、第２の原料ガスとして、ルテニウムト
リフルオライド（ＲｕＦ３）等のＲｕおよびフルオロ基を含むガス（フルオロルテニウム
系ガス）を用いることができる。また、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして、上
述の実施形態で示した反応ガスの他、Ｒｕおよびアミノ基を含むガス（アミノルテニウム
系ガス）を用いることができる。このときの処理条件は、例えば上述の実施形態と同様な
処理条件とすることができる。
【０１６５】
　また例えば、Ｈｆを含む膜として、例えばＨｆ単体で構成されるＨｆ膜を形成する場合
は、第１の原料ガスとして、ハフニウムテトラクロライド（ＨｆＣｌ４）等のＨｆおよび
クロロ基を含むガス（クロロハフニウム系ガス）を、第２の原料ガスとして、ハフニウム
テトラフルオライド（ＨｆＦ４）等のＨｆおよびフルオロ基を含むガス（フルオロハフニ
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ウム系ガス）を用いることができる。また、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスとして
、上述の実施形態で示した反応ガスの他、テトラキスエチルメチルアミノハフニウム（Ｈ
ｆ［Ｎ（Ｃ２Ｈ５）（ＣＨ３）］４、略称：ＴＥＭＡＨ）等のＨｆおよびアミノ基を含む
ガス（アミノハフニウム系ガス）を用いることができる。このときの処理条件は、例えば
上述の実施形態と同様な処理条件とすることができる。
【０１６６】
　また例えば、Ａｌを含む膜として、例えばＡｌ単体で構成されるＡｌ膜を形成する場合
は、第１の原料ガスとして、アルミニウムトリクロライド（ＡｌＣｌ３）等のＡｌおよび
クロロ基を含むガス（クロロアルミニウム系ガス）を、第２の原料ガスとして、アルミニ
ウムトリフルオライド（ＡｌＦ３）等のＡｌおよびフルオロ基を含むガス（フルオロアル
ミニウム系ガス）を用いることができる。また、第１の反応ガスおよび第２の反応ガスと
して、上述の実施形態で示した反応ガスの他、トリメチルアルミニウム（Ａｌ（ＣＨ３）

３、略称：ＴＭＡ）等の有機アルミニウム系ガスを用いることができる。このときの処理
条件は、例えば上述の実施形態と同様な処理条件とすることができる。
【０１６７】
　このように、本発明は、遷移金属元素を含む膜であるＷ膜だけでなく、Ｗ以外の遷移金
属元素や典型金属元素等の金属元素を含む膜の成膜にも適用することができ、この場合で
あっても、上述の実施形態と同様な作用効果が得られる。
【０１６８】
（変形例８）
　上述の実施形態では、基板としてのウエハ２００上に、Ｗ単体で構成されるＷ膜を形成
する例、すなわち、金属元素を主成分とする膜を形成する例について説明したが、本発明
は係る形態に限定されない。例えば、ウエハ２００上に、Ｗを含む膜として、例えば、窒
化タングステン膜（ＷＮ膜）、酸化タングステン膜（ＷＯ膜）、酸窒化タングステン膜（
ＷＯＮ膜）、タングステン－チタン合金膜（ＷＴｉ膜）等を形成する場合にも、本発明は
好適に適用可能である。なお、ＷＮ膜、ＷＯ膜、ＷＯＮ膜、ＷＴｉ膜は、いずれも導電性
の金属膜である。
【０１６９】
　例えば、ウエハ２００上に例えばＷＮ膜のような金属窒化膜を形成する場合は、上述の
第１の膜を形成する工程および第２の膜を形成する工程のうち少なくともいずれかの工程
において、ウエハ２００に対して原料ガスを供給する工程、ウエハ２００に対して反応ガ
スを供給する工程に加え、ウエハ２００に対して窒化ガス、つまり窒素含有ガスとして、
例えば、アンモニア（ＮＨ３）ガスを供給する工程を更に含むサイクルを所定回数行うよ
うにすればよい。ＮＨ３ガスの供給流量は、例えば１００～１０００ｓｃｃｍの範囲内の
流量とすることができる。その他の処理条件は、例えば図４、図５（ａ）を用いて説明し
た上述の成膜シーケンスと同様な処理条件とすることができる。
【０１７０】
　また、ウエハ２００上に例えばＷＯ膜のような金属酸化膜を形成する場合は、上述の第
１の膜を形成する工程および第２の膜を形成する工程のうち少なくともいずれかの工程に
おいて、ウエハ２００に対して原料ガスを供給する工程、ウエハ２００に対して反応ガス
を供給する工程に加え、ウエハ２００に対して酸化ガス、つまり酸素含有ガスとして、例
えば、酸素（Ｏ２）ガスを供給する工程を更に含むサイクルを所定回数行うようにすれば
よい。Ｏ２ガスの供給流量は、例えば１００～１０００ｓｃｃｍの範囲内の流量とするこ
とができる。その他の処理条件は、例えば図４、図５（ａ）を用いて説明した上述の成膜
シーケンスと同様な処理条件とすることができる。
【０１７１】
　また、ウエハ２００上に例えばＷＯＮ膜のような金属酸窒化膜を形成する場合は、上述
の第１の膜を形成する工程および第２の膜を形成する工程のうち少なくともいずれかの工
程において、ウエハ２００に対して原料ガスを供給する工程、ウエハ２００に対して反応
ガスを供給する工程に加え、ウエハ２００に対して窒素含有ガスとして、例えば、ＮＨ３
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ガスを供給する工程、および、ウエハ２００に対して酸素含有ガスとして、例えば、Ｏ２

ガスを供給する工程を更に含むサイクルを所定回数行うようにすればよい。ＮＨ３ガス、
Ｏ２ガスの供給流量は、それぞれ、例えば１００～１０００ｓｃｃｍの範囲内の流量とす
ることができる。その他の処理条件は、例えば図４、図５（ａ）を用いて説明した上述の
成膜シーケンスと同様な処理条件とすることができる。
【０１７２】
　また、ウエハ２００上に例えばＷＴｉ膜のような金属合金膜を形成する場合は、上述の
第１の膜を形成する工程および第２の膜を形成する工程のうち少なくともいずれかの工程
において、ウエハ２００に対して原料ガスを供給する工程、ウエハ２００に対して反応ガ
スを供給する工程に加え、ウエハ２００に対して他の金属元素を含む原料ガスとして、例
えばＴｉＣｌ４ガスを供給する工程を更に含むサイクルを所定回数行うようにすればよい
。また例えば、図５（ｂ）の成膜シーケンスにおいて、ＷＣｌ６ガスの代わりにＴｉＣｌ

４ガスを用いるようにすることでも、ＷＴｉ膜を形成することができる。ＴｉＣｌ４ガス
の供給流量は、それぞれ、例えば１００～２０００ｓｃｃｍの範囲内の流量とすることが
できる。その他の処理条件は、例えば図４、図５（ａ）を用いて説明した上述の成膜シー
ケンスと同様な処理条件とすることができる。
【０１７３】
　窒素含有ガスとしては、ＮＨ３ガスの他、例えば、ジアゼン（Ｎ２Ｈ２）ガス、ヒドラ
ジン（Ｎ２Ｈ４）ガス、Ｎ３Ｈ８ガス等を用いることができる。窒素含有ガスは、金属窒
化膜や金属酸窒化膜を形成する際のＮ源（窒素ソース）として作用する。また、酸素含有
ガスとしては、Ｏ２ガスの他、例えば、亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）ガス、一酸化窒素（ＮＯ）
ガス、二酸化窒素（ＮＯ２）ガス、オゾン（Ｏ３）ガス、水素（Ｈ２）ガス＋Ｏ２ガス、
Ｈ２ガス＋Ｏ３ガス、水蒸気（Ｈ２Ｏ）ガス、一酸化炭素（ＣＯ）ガス、二酸化炭素（Ｃ
Ｏ２）ガス等を用いることができる。酸素含有ガスは、金属酸化膜や金属酸窒化膜を形成
する際のＯ源（酸素ソース）として作用する。他の金属元素を含む原料ガスとしては、Ｔ
ｉＣｌ４ガスの他、ＴｉＦ４ガス等を用いることができる。他の金属元素を含む原料ガス
は、金属合金膜を形成する際の金属源（金属ソース）として作用する。
【０１７４】
　上述した薄膜の形成に用いられるプロセスレシピ（処理手順や処理条件が記載されたプ
ログラム）は、基板処理の内容（形成する膜の膜種、組成比、膜質、膜厚等）に応じて、
それぞれ個別に用意する（複数用意する）ことが好ましい。そして、基板処理を開始する
際、基板処理の内容に応じて、複数のプロセスレシピの中から、適正なプロセスレシピを
適宜選択することが好ましい。具体的には、基板処理の内容に応じて個別に用意された複
数のプロセスレシピを、電気通信回線や当該プロセスレシピを記録した記録媒体（外部記
憶装置１２３）を介して、基板処理装置が備える記憶装置１２１ｃ内に予め格納（インス
トール）しておくことが好ましい。そして、基板処理を開始する際、基板処理装置が備え
るＣＰＵ１２１ａが、記憶装置１２１ｃ内に格納された複数のプロセスレシピの中から、
基板処理の内容に応じて、適正なプロセスレシピを適宜選択することが好ましい。このよ
うに構成することで、１台の基板処理装置で様々な膜種、組成比、膜質、膜厚の薄膜を汎
用的に、かつ、再現性よく形成できるようになる。また、オペレータの操作負担（処理手
順や処理条件の入力負担等）を低減でき、操作ミスを回避しつつ、基板処理を迅速に開始
できるようになる。
【０１７５】
　上述のプロセスレシピは、新たに作成する場合に限らず、例えば、基板処理装置に既に
インストールされていた既存のプロセスレシピを変更することで用意してもよい。プロセ
スレシピを変更する場合は、変更後のプロセスレシピを、電気通信回線や当該プロセスレ
シピを記録した記録媒体を介して、基板処理装置にインストールしてもよい。また、既存
の基板処理装置が備える入出力装置１２２を操作し、基板処理装置に既にインストールさ
れていた既存のプロセスレシピを直接変更するようにしてもよい。
【０１７６】
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　上述の実施形態では、一度に複数枚の基板を処理するバッチ式の基板処理装置を用いて
薄膜を成膜する例について説明した。本発明は上述の実施形態に限定されず、例えば、一
度に１枚または数枚の基板を処理する枚葉式の基板処理装置を用いて薄膜を成膜する場合
にも、好適に適用できる。また、上述の実施形態では、ホットウォール型の処理炉を有す
る基板処理装置を用いて薄膜を成膜する例について説明した。本発明は上述の実施形態に
限定されず、コールドウォール型の処理炉を有する基板処理装置を用いて薄膜を成膜する
場合にも、好適に適用できる。これらの場合においても、処理条件は、例えば上述の実施
形態と同様な処理条件とすることができる。
【０１７７】
　上述の各実施形態や各変形例等は、適宜組み合わせて用いることができる。また、この
ときの処理条件は、例えば上述の実施形態と同様な処理条件とすることができる。
【０１７８】
＜本発明の好ましい態様＞
　以下、本発明の好ましい態様について付記する。
【０１７９】
（付記１）
　本発明の一態様によれば、
　基板に対して金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供給
する工程と、前記基板に対して還元性を有する第１の反応ガスを供給する工程と、を含む
サイクルを所定回数行うことで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形成する
工程と、
　前記基板に対して前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する工程と、
前記基板に対して還元性を有する第２の反応ガスを供給する工程と、を含むサイクルを所
定回数行うことで、前記第１の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する工程と、
　を行うことで、前記基板上に、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金
属元素を含む膜を形成する工程を有する半導体装置の製造方法が提供される。
【０１８０】
（付記２）
　付記１に記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の原料ガスは、前記金属元素および塩素（クロロ基）を含むガスである。
【０１８１】
（付記３）
　付記１または２に記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の原料ガスは、前記金属元素を含みフッ素（フルオロ基）、炭素および酸素非
含有のガスである。
【０１８２】
（付記４）
　付記１～３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の原料ガスは、前記金属元素を含みフッ素（フルオロ基）、炭素、窒素、水素
および酸素非含有のガスである。
【０１８３】
（付記５）
　付記１～４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち少なくともいずれかのガスは、水
素含有ガスである。
【０１８４】
（付記６）
　付記１～５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の反応ガスおよび前記第２の反応ガスのうち少なくともいずれかのガスは、前
記金属元素およびアミノ基を含むガスである。
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　ここで、前記第１の反応ガスと前記第２の反応ガスとは、同一のガス（同一の化学構造
を有するガス）であってもよいし、異なるガス（異なる化学構造を有するガス）であって
もよい。
【０１８５】
（付記７）
　付記１～６のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の膜を形成する工程および前記第２の膜を形成する工程を、同一の処理室内で
、前記基板の温度を同一温度に設定した状態で行う。
【０１８６】
（付記８）
　付記１～７のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の膜を、前記基板上に形成されているシリコン含有膜、金属酸化膜および金属
窒化膜のうち少なくともいずれかの膜上に形成する。
【０１８７】
（付記９）
　付記１～８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の膜の厚さを、１原子層以上１５ｎｍ以下の厚さ、好ましくは１ｎｍ以上１５
ｎｍ以下の厚さ、より好ましくは５ｎｍ以上１０ｎｍ以下の厚さとする。
【０１８８】
（付記１０）
　付記１～９のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記基板上に形成された前記第１の膜および前記第２の膜を熱処理する工程を更に有す
る。
【０１８９】
（付記１１）
　付記１～１０のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の膜を形成する工程では、前記第１の原料ガスを供給する工程と、前記第１の
反応ガスを供給する工程と、を交互に所定回数（１回以上）行う。
【０１９０】
（付記１２）
　付記１～１０のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の膜を形成する工程では、前記第１の原料ガスおよび前記第１の反応ガスのう
ち少なくともいずれかのガスの供給を間欠的に（複数回）行う。
　例えば、前記第１の原料ガスの供給を連続的に行い、その間、前記第１の反応ガスの供
給を間欠的に複数回行う。
　また、例えば、前記第１の反応ガスの供給を連続的に行い、その間、前記第１の原料ガ
スの供給を間欠的に複数回行う。
　また、例えば、前記第１の原料ガスの供給および前記第１の反応ガスの供給をそれぞれ
間欠的に複数回行い、この際、前記第１の原料ガスおよび前記第１の反応ガスのうち一方
のガスの供給期間中に、他方のガスの供給を間欠的に所定回数（１回以上）行う。
【０１９１】
（付記１３）
　付記１～１０のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第１の膜を形成する工程では、前記第１の原料ガスを供給する工程と、前記第１の
反応ガスを供給する工程と、を同時に所定回数（１回以上）行う。
【０１９２】
（付記１４）
　付記１～１３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第２の膜を形成する工程では、前記第２の原料ガスを供給する工程と、前記第２の
反応ガスを供給する工程と、を交互に所定回数（１回以上）行う。
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【０１９３】
（付記１５）
　付記１～１３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第２の膜を形成する工程では、前記第２の原料ガスおよび前記第２の反応ガスのう
ち少なくともいずれかのガスの供給を間欠的に（複数回）行う。
　例えば、前記第２の原料ガスの供給を連続的に行い、その間、前記第２の反応ガスの供
給を間欠的に複数回行う。
　また、例えば、前記第２の反応ガスの供給を連続的に行い、その間、前記第２の原料ガ
スの供給を間欠的に複数回行う。
　また、例えば、前記第２の原料ガスの供給および前記第２の反応ガスの供給をそれぞれ
間欠的に複数回行い、この際、前記第２の原料ガスおよび前記第２の反応ガスのうち一方
のガスの供給期間中に、他方のガスの供給を間欠的に所定回数（１回以上）行う。
【０１９４】
（付記１６）
　付記１～１３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記第２の膜を形成する工程では、前記第２の原料ガスを供給する工程と、前記第２の
反応ガスを供給する工程と、を同時に所定回数（１回以上）行う。
【０１９５】
（付記１７）
　付記１～１６のいずれかに記載の半導体装置の製造方法であって、好ましくは、
　前記金属元素を含む膜は、前記金属元素単体で構成される膜（前記金属元素を主成分と
する膜）である。
【０１９６】
（付記１８）
　本発明の他の態様によれば、
　基板に対して金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供給
する工程と、前記基板に対して還元性を有する第１の反応ガスを供給する工程と、を含む
サイクルを所定回数行うことで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形成する
工程と、
　前記基板に対して前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する工程と、
前記基板に対して還元性を有する第２の反応ガスを供給する工程と、を含むサイクルを所
定回数行うことで、前記第１の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する工程と、
　を行うことで、前記基板上に、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金
属元素を含む膜を形成する工程を有する基板処理方法が提供される。
【０１９７】
（付記１９）
　本発明のさらに他の態様によれば、
　基板を収容する処理室と、
　前記処理室内へ金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料ガスを供
給する第１原料ガス供給系と、
　前記処理室内へ前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供給する第２原料ガ
ス供給系と、
　前記処理室内へ還元性を有する第１の反応ガスを供給する第１反応ガス供給系と、
　前記処理室内へ還元性を有する第２の反応ガスを供給する第２反応ガス供給系と、
　前記処理室内の基板に対して前記第１の原料ガスを供給する処理と、前記処理室内の前
記基板に対して前記第１の反応ガスを供給する処理と、を含むサイクルを所定回数行うこ
とで、前記基板上に、前記金属元素を含む第１の膜を形成する処理と、前記処理室内の前
記基板に対して前記第２の原料ガスを供給する処理と、前記処理室内の前記基板に対して
前記第２の反応ガスを供給する処理と、を含むサイクルを所定回数行うことで、前記第１
の膜上に、前記金属元素を含む第２の膜を形成する処理と、を行うことで、前記基板上に
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、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金属元素を含む膜を形成するよう
に、前記第１原料ガス供給系、前記第２原料ガス供給系、前記第１反応ガス供給系および
前記第２反応ガス供給系を制御するよう構成される制御部と、
　を有する基板処理装置が提供される。
【０１９８】
（付記２０）
　処理室内の基板に対して金属元素を含みフッ素非含有の無機系のガスである第１の原料
ガスを供給する手順と、前記処理室内の前記基板に対して還元性を有する第１の反応ガス
を供給する手順と、を含むサイクルを所定回数行うことで、前記基板上に、前記金属元素
を含む第１の膜を形成する手順と、
　前記処理室内の前記基板に対して前記金属元素およびフッ素を含む第２の原料ガスを供
給する手順と、前記処理室内の前記基板に対して還元性を有する第２の反応ガスを供給す
る手順と、を含むサイクルを所定回数行うことで、前記第１の膜上に、前記金属元素を含
む第２の膜を形成する手順と、
　を行うことで、前記基板上に、前記第１の膜と前記第２の膜とが積層されてなる前記金
属元素を含む膜を形成する手順をコンピュータに実行させるプログラム、及び該プログラ
ムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供される。
【符号の説明】
【０１９９】
１２１　　コントローラ（制御部）
２００　　ウエハ（基板）
２０１　　処理室
２０２　　処理炉
２０３　　反応管
２０７　　ヒータ
２３１　　排気管
２３２ａ～２３２ｅ　ガス供給管
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