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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空引き可能になされた処理容器内にシラン系ガスよりなる原料ガスと窒化ガスよりな
る支援ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を形成する成膜方法において、
　前記原料ガスと前記支援ガスとを同時に供給する同時供給工程と前記支援ガスを単独で
供給する単独供給工程とを、間に間欠期間を挟んで交互に繰り返し行うと共に、前記単独
供給工程の時に供給される前記支援ガスを活性化するようにしたことを特徴とする成膜方
法。
【請求項２】
　真空引き可能になされた処理容器内にシラン系ガスよりなる原料ガスと窒化ガスよりな
る支援ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を形成する成膜方法において、
　前記原料ガスと前記支援ガスとを同時に供給する同時供給工程と前記支援ガスを単独で
供給する単独供給工程とを、間に間欠期間を挟んで交互に繰り返し行うと共に、前記同時
供給工程と前記単独供給工程の時に供給される前記支援ガスを活性化することを特徴とす
る成膜方法。
【請求項３】
　前記原料ガスの供給時と前記支援ガスの供給時との間の間欠期間には、前記処理容器内
は少なくとも不活性ガスパージされていること、或いは全てのガスの供給が停止されて真
空引きされていることを特徴とする請求項１または２記載の成膜方法。
【請求項４】
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　前記薄膜の成膜時の温度は、１８０℃～６００℃未満の範囲内であることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の成膜方法。
【請求項５】
　前記薄膜の成膜時の圧力は、２７Ｐａ（０．２Ｔｏｒｒ）～１３３０Ｐａ（１０Ｔｏｒ
ｒ）の範囲内であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の成膜方法。
【請求項６】
　前記原料ガスと前記支援ガスとを同時供給する時の前記原料ガスと前記支援ガスとの流
量比は、１／１０～１０倍の範囲内であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一
項に記載の成膜方法。
【請求項７】
　前記シラン系ガスは、ジクロロシラン（ＤＣＳ）、ヘキサクロロジシラン（ＨＣＤ）、
モノシラン［ＳｉＨ４ ］、ジシラン［Ｓｉ２ Ｈ６ ］、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭ
ＤＳ）、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）よりなる群より選択され
る１以上のガスであり、前記窒化ガスは、アンモニア［ＮＨ３ ］、窒素［Ｎ２ ］、一酸
化二窒素［Ｎ２ Ｏ］、一酸化窒素［ＮＯ］よりなる群より選択される１以上のガスであ
ることを特徴とする請求項６記載の成膜方法。
【請求項８】
　被処理体に対して所定の薄膜を形成するための成膜装置において、
　真空引き可能になされた縦型の筒体状の処理容器と、
　前記被処理体を複数段に保持して前記処理容器内に挿脱される保持手段と、
　前記処理容器の外周に設けられる加熱手段と、
　前記処理容器内へ成膜用の原料ガスを供給する原料ガス供給手段と、
　前記処理容器内へ支援ガスを供給する支援ガス供給手段と、
　前記支援ガスを活性化する活性化手段と、
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の成膜方法を実行するように制御する制御手段と
、
　を備えたことを特徴とする成膜装置。
【請求項９】
　前記活性化手段は、前記処理容器に一体的に組み込まれていることを特徴とする請求項
８記載の成膜装置。
【請求項１０】
　前記活性化手段は、前記処理容器とは別体で形成されていることを特徴とする請求項８
記載の成膜装置。
【請求項１１】
　真空引き可能になされた処理容器内にシラン系ガスよりなる原料ガスと窒化ガスと補助
ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を形成する成膜方法において、
　前記原料ガスと前記補助ガスとを同時に供給する同時供給工程と前記窒化ガスを単独で
供給する単独供給工程とを、間に間欠期間を挟んで交互に繰り返し行うと共に、前記同時
供給工程の時に供給される前記補助ガスを活性化し、更に前記単独供給工程の時に供給さ
れる前記窒化ガスを活性化することを特徴とする成膜方法。
【請求項１２】
　前記補助ガスは、窒素ガス、酸化窒素ガスまたは希ガスであることを特徴とする請求項
１１記載の成膜方法。
【請求項１３】
　前記窒化ガスは、前記処理容器内で高周波電力によって発生したプラズマによって活性
化されることを特徴とする請求項１１または１２記載の成膜方法。
【請求項１４】
　前記窒化ガスの供給開始から前記窒化ガスの流量が安定化するまでの時間が経過した後
に、前記高周波電力が印加されることを特徴とする請求項１３記載の成膜方法。
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【請求項１５】
　前記原料ガスの供給時と前記窒化ガスの供給時との間の間欠期間には、前記処理容器内
は少なくとも不活性ガスパージされていること、或いは全てのガスの供給が停止されて真
空引きされていることを特徴とする請求項１１乃至１４のいずれか一項に記載の成膜方法
。
【請求項１６】
　前記薄膜の成膜時の温度は、１８０℃～６００℃未満の範囲内であることを特徴とする
請求項１１乃至１５のいずれか一項に記載の成膜方法。
【請求項１７】
　前記薄膜の成膜時の圧力は、２７Ｐａ（０．２Ｔｏｒｒ）～１３３０Ｐａ（１０Ｔｏｒ
ｒ）の範囲内であることを特徴とする請求項１１乃至１６のいずれか一項に記載の成膜方
法。
【請求項１８】
　前記原料ガスと前記窒化ガスとを同時供給する時の前記原料ガスと前記窒化ガスとの流
量比は、１／１０～１０倍の範囲内であることを特徴とする請求項１１乃至１７のいずれ
か一項に記載の成膜方法。
【請求項１９】
　前記原料ガスはシラン系ガスであることを特徴とする請求項１１乃至１８のいずれか一
項に記載の成膜方法。
【請求項２０】
　前記シラン系ガスは、ジクロロシラン（ＤＣＳ）、ヘキサクロロジシラン（ＨＣＤ）、
モノシラン［ＳｉＨ４ ］、ジシラン［Ｓｉ２ Ｈ６ ］、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭ
ＤＳ）、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）よりなる群より選択され
る１以上のガスであり、前記窒化ガスは、アンモニア［ＮＨ３ ］、窒素［Ｎ２ ］、一酸
化二窒素［Ｎ２ Ｏ］、一酸化窒素［ＮＯ］よりなる群より選択される１以上のガスであ
ることを特徴とする請求項１９記載の成膜方法。
【請求項２１】
　被処理体に対して所定の薄膜を形成するための成膜装置において、
　真空引き可能になされた縦型の筒体状の処理容器と、
　前記被処理体を複数段に保持して前記処理容器内に挿脱される保持手段と、
　前記処理容器の外周に設けられる加熱手段と、
　前記処理容器内へ成膜用の原料ガスを供給する原料ガス供給手段と、
　前記処理容器内へ窒化ガスを供給する窒化ガス供給手段と、
　前記処理容器内へ補助ガスを供給する補助ガス供給手段と、
　前記窒化ガスと前記補助ガスとを活性化する活性化手段と、
　請求項１１乃至２０のいずれか一項に記載の成膜方法を実行するように制御する制御手
段と、
　を備えたことを特徴とする成膜装置。
【請求項２２】
　前記補助ガスは、窒素ガス、酸化窒素ガスまたは希ガスであることを特徴とする請求項
２１記載の成膜装置。
【請求項２３】
　前記活性化手段は、前記処理容器に一体的に組み込まれていることを特徴とする請求項
２１または２２記載の成膜装置。
【請求項２４】
　前記活性化手段は、前記処理容器とは別体で形成されていることを特徴とする請求項２
１または２２記載の成膜装置。
【請求項２５】
　真空引き可能になされた処理容器内に原料ガスと支援ガスとを供給して被処理体の表面
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に薄膜を形成するようにした成膜装置を用いて薄膜を形成するに際して、
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の成膜方法を実行するように前記成膜装置を制御
するプログラムを記憶する記憶媒体。
【請求項２６】
　真空引き可能になされた処理容器内に原料ガスと窒化ガスと補助ガスとを供給して被処
理体の表面に薄膜を形成するようにした成膜装置を用いて薄膜を形成するに際して、
　請求項１１乃至２０のいずれか一項に記載の成膜方法を実行するように前記成膜装置を
制御するプログラムを記憶することを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウエハ等の被処理体に薄膜を形成する成膜方法、成膜装置及びこれを
コンピュータ制御するプログラムを記憶する記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体集積回路を製造するためにはシリコン基板等よりなる半導体ウエハに対
して、成膜処理、エッチング処理、酸化処理、拡散処理、改質処理、自然酸化膜の除去処
理等の各種の処理が行なわれる。これらの処理を特許文献１等に開示されている縦型の、
いわゆるバッチ式の熱処理装置にて行う場合には、まず、半導体ウエハを複数枚、例えば
２５枚程度収容できるカセットから、半導体ウエハを縦型のウエハボートへ移載してこれ
に多段に支持させる。このウエハボートは、例えばウエハサイズにもよるが３０～１５０
枚程度のウエハを載置できる。このウエハボートは、排気可能な処理容器内にその下方よ
り搬入（ロード）された後、処理容器内が気密に維持される。そして、処理ガスの流量、
プロセス圧力、プロセス温度等の各種のプロセス条件を制御しつつ所定の熱処理が施され
る。
【０００３】
　ところで、最近にあっては半導体集積回路の更なる高集積化及び高微細化の要求が強く
なされており、回路素子の特性の向上の上から半導体集積回路の製造工程における熱履歴
も低減化することが望まれている。このような状況下において、縦型の、いわゆるバッチ
式の縦型の処理装置においても、ウエハをそれ程の高温に晒さなくても目的とする処理が
可能なことから、原料ガス等を間欠的に供給しながら原子レベルで１層～数層ずつ、或い
は分子レベルで１層～数層ずつ繰り返し成膜する方法が知られている（特許文献２、３等
）。このような成膜方法は一般的にはＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ）と称されている。
【０００４】
　ここで従来の成膜方法としては、シラン系ガスであるジクロロシラン（以下、「ＤＣＳ
」とも称す）と窒化ガスであるＮＨ３ ガスとを用いてシリコン窒化膜（ＳｉＮ）を形成
する場合について説明する。図１２は上記ＤＣＳとＮＨ３ との供給態様を示す図である
。図示するように、処理容器内に、ＤＣＳとＮＨ３ ガスとを交互に間欠的に供給し、Ｎ
Ｈ３ ガスを供給する時にＲＦ（高周波）を印加してプラズマを立て、窒化反応を促進す
るようにしている。この場合、ＤＣＳを処理容器内へ供給することにより、ウエハ表面上
にＤＣＳが分子レベルで一層、或いは複数層吸着し、そして余分なＤＣＳを不活性ガスパ
ージ、或いは真空引きで排除した後、ＮＨ３ を供給してプラズマを立てることによって
低温での窒化を促進して窒化膜を形成し、この一連の工程を繰り返し行っている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－６８０１号公報
【特許文献２】特開平６－４５２５６号公報
【特許文献３】特開平１１－８７３４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　ところで、上述のような成膜方法では、比較的良好なステップカバレジが得られるのみ
ならず、低温化により、高温のＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ）成膜方法で行った場合と比較して、膜中のＳｉ－Ｈ結合が少なくなって膜質の特
性も向上できる、という利点を有する。
　しかしながら、上述したような従来の成膜方法では、上記のように膜質はかなり良好で
はあるが、成膜温度がＣＶＤ成膜方法の場合と比較してかなり低いことから、プラズマに
より反応を促進させるようにしているにもかかわらず、成膜レートがかなり低く、スルー
プットが低い、という問題があった。
　本発明は、以上のような問題点に着目し、これを有効に解決すべく創案されたものであ
る。本発明の目的は、原料ガスを間欠的に供給して薄膜を堆積させる際に、その膜質を高
く維持することができると共に、成膜レートを大幅に向上させることができる成膜方法、
成膜装置及び記憶媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る発明は、真空引き可能になされた処理容器内にシラン系ガスよりなる原
料ガスと窒化ガスよりなる支援ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を形成する成膜方法
において、前記原料ガスと前記支援ガスとを同時に供給する同時供給工程と前記支援ガス
を単独で供給する単独供給工程とを、間に間欠期間を挟んで交互に繰り返し行うと共に、
前記単独供給工程の時に供給される前記支援ガスを活性化するようにしたことを特徴とす
る成膜方法である。
　このように、シラン系ガスよりなる原料ガスと窒化ガスよりなる支援ガスとを用いて被
処理体の表面に薄膜を形成する際に、原料ガスと支援ガスとを同時に供給する同時供給工
程と支援ガスを単独で供給する単独供給工程とを、間に間欠期間を挟んで交互に繰り返し
行うと共に、単独供給工程の時に供給される支援ガスを活性化するようにしたので、その
膜質を高く維持することができると共に、成膜レートを大幅に向上させることができる。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、真空引き可能になされた処理容器内にシラン系ガスよりなる原
料ガスと窒化ガスよりなる支援ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を形成する成膜方法
において、前記原料ガスと前記支援ガスとを同時に供給する同時供給工程と前記支援ガス
を単独で供給する単独供給工程とを、間に間欠期間を挟んで交互に繰り返し行うと共に、
前記同時供給工程と前記単独供給工程の時に供給される前記支援ガスを活性化することを
特徴とする成膜方法である。
　また例えば請求項３に規定するように、前記原料ガスの供給時と前記支援ガスの供給時
との間の間欠期間には、前記処理容器内は少なくとも不活性ガスパージされていること、
或いは全てのガスの供給が停止されて真空引きされている。
　また例えば請求項４に規定するように、前記薄膜の成膜時の温度は、１８０℃～６００
℃未満の範囲内である。
【０００９】
　また例えば請求項５に規定するように、前記薄膜の成膜時の圧力は、２７Ｐａ（０．２
Ｔｏｒｒ）～１３３０Ｐａ（１０Ｔｏｒｒ）の範囲内である。
　また例えば請求項６に規定するように、前記原料ガスと前記支援ガスとを同時供給する
時の前記原料ガスと前記支援ガスとの流量比は、１／１０～１０倍の範囲内である。
　また例えば請求項７に規定するように、前記シラン系ガスは、ジクロロシラン（ＤＣＳ
）、ヘキサクロロジシラン（ＨＣＤ）、モノシラン［ＳｉＨ４ ］、ジシラン［Ｓｉ２ Ｈ

６ ］、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）よりなる群より選択される１以上のガスであり、前記窒化ガスは、アンモ
ニア［ＮＨ３ ］、窒素［Ｎ２ ］、一酸化二窒素［Ｎ２ Ｏ］、一酸化窒素［ＮＯ］より
なる群より選択される１以上のガスである。
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【００１０】
　請求項８に係る発明は、被処理体に対して所定の薄膜を形成するための成膜装置におい
て、真空引き可能になされた縦型の筒体状の処理容器と、前記被処理体を複数段に保持し
て前記処理容器内に挿脱される保持手段と、前記処理容器の外周に設けられる加熱手段と
、前記処理容器内へ成膜用の原料ガスを供給する原料ガス供給手段と、前記処理容器内へ
支援ガスを供給する支援ガス供給手段と、前記支援ガスを活性化する活性化手段と、請求
項１乃至７のいずれか一項に記載の成膜方法を実行するように制御する制御手段と、を備
えたことを特徴とする成膜装置である。
　この場合、例えば請求項９に規定するように、前記活性化手段は、前記処理容器に一体
的に組み込まれている。
【００１１】
　或いは例えば請求項１０に規定するように、前記活性化手段は、前記処理容器とは別体
で形成されている。
　請求項１１に係る発明によれば、真空引き可能になされた処理容器内にシラン系ガスよ
りなる原料ガスと窒化ガスと補助ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を形成する成膜方
法において、前記原料ガスと前記補助ガスとを同時に供給する同時供給工程と前記窒化ガ
スを単独で供給する単独供給工程とを、間に間欠期間を挟んで交互に繰り返し行うと共に
、前記同時供給工程の時に供給される前記補助ガスを活性化し、更に前記単独供給工程の
時に供給される前記窒化ガスを活性化することを特徴とする成膜方法である。
　このように、シラン系ガスよりなる原料ガスと窒化ガスと補助ガスとを用いて被処理体
の表面に薄膜を形成する際に、原料ガスと補助ガスとを同時に供給する同時供給工程と窒
化ガスを単独で供給する単独供給工程とを、間に間欠期間を挟んで交互に繰り返し行うと
共に、同時供給工程の時に供給される補助ガスを活性化し、更に前記単独供給工程の時に
供給される窒化ガスを活性化させるようにしたので、その膜質を高く維持することができ
ると共に、成膜レートを更に大幅に向上させることができる。
【００１２】
　この場合、例えば請求項１２に規定するように、前記補助ガスは、窒素ガス、酸化窒素
ガスまたは希ガスである。
　また例えば請求項１３に規定するように、前記窒化ガスは、前記処理容器内で高周波電
力によって発生したプラズマによって活性化される。
　また例えば請求項１４に規定するように、前記窒化ガスの供給開始から前記窒化ガスの
流量が安定化するまでの時間が経過した後に、前記高周波電力が印加される。
　また例えば請求項１５に規定するように、前記原料ガスの供給時と前記窒化ガスの供給
時との間の間欠期間には、前記処理容器内は少なくとも不活性ガスパージされていること
、或いは全てのガスの供給が停止されて真空引きされている。
　また例えば請求項１６に規定するように、前記薄膜の成膜時の温度は、１８０℃～６０
０℃未満の範囲内である。
【００１３】
　また例えば請求項１７に規定するように、前記薄膜の成膜時の圧力は、２７Ｐａ（０．
２Ｔｏｒｒ）～１３３０Ｐａ（１０Ｔｏｒｒ）の範囲内である。
　また例えば請求項１８に規定するように、前記原料ガスと前記窒化ガスとを同時供給す
る時の前記原料ガスと前記窒化ガスとの流量比は、１／１０～１０倍の範囲内である。
　また例えば請求項１９に規定するように、前記原料ガスはシラン系ガスである。
　また例えば請求項２０に規定するように、前記シラン系ガスは、ジクロロシラン（ＤＣ
Ｓ）、ヘキサクロロジシラン（ＨＣＤ）、モノシラン［ＳｉＨ４ ］、ジシラン［Ｓｉ２ 
Ｈ６ ］、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）よりなる群より選択される１以上のガスであり、前記窒化ガスは、アン
モニア［ＮＨ３ ］、窒素［Ｎ２ ］、一酸化二窒素［Ｎ２ Ｏ］、一酸化窒素［ＮＯ］よ
りなる群より選択される１以上のガスである。
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【００１４】
　請求項２１に係る発明は、被処理体に対して所定の薄膜を形成するための成膜装置にお
いて、真空引き可能になされた縦型の筒体状の処理容器と、前記被処理体を複数段に保持
して前記処理容器内に挿脱される保持手段と、前記処理容器の外周に設けられる加熱手段
と、前記処理容器内へ成膜用の原料ガスを供給する原料ガス供給手段と、前記処理容器内
へ窒化ガスを供給する窒化ガス供給手段と、前記処理容器内へ補助ガスを供給する補助ガ
ス供給手段と、前記窒化ガスと前記補助ガスとを活性化する活性化手段と、請求項１１乃
至２０のいずれか一項に記載の成膜方法を実行するように制御する制御手段と、を備えた
ことを特徴とする成膜装置である。
【００１５】
　この場合、例えば請求項２２に規定するように、前記補助ガスは、窒素ガス、酸化窒素
ガスまたは希ガスである。
　また例えば請求項２３に規定するように、前記活性化手段は、前記処理容器に一体的に
組み込まれている。
　また例えば請求項２４に規定するように、前記活性化手段は、前記処理容器とは別体で
形成されている。
【００１６】
　請求項２５に係る発明は、真空引き可能になされた処理容器内に原料ガスと支援ガスと
を供給して被処理体の表面に薄膜を形成するようにした成膜装置を用いて薄膜を形成する
に際して、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の成膜方法を実行するように前記成膜装
置を制御するプログラムを記憶する記憶媒体である。
　請求項２６に係る発明は、真空引き可能になされた処理容器内に原料ガスと窒化ガスと
補助ガスとを供給して被処理体の表面に薄膜を形成するようにした成膜装置を用いて薄膜
を形成するに際して、請求項１１乃至２０のいずれか一項に記載の成膜方法を実行するよ
うに前記成膜装置を制御するプログラムを記憶することを特徴とする記憶媒体である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の成膜方法、成膜装置及び記憶媒体によれば、次のように優れた作用効果を発揮
することができる。
　請求項１乃至１０及び２５に係る発明によれば、シラン系ガスよりなる原料ガスと窒化
ガスよりなる支援ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を形成する際に、原料ガスと支援
ガスとを同時に供給する同時供給工程と支援ガスを単独で供給する単独供給工程とを、間
に間欠期間を挟んで交互に繰り返し行うと共に、単独供給工程の時に供給される支援ガス
を活性化するようにしたので、その膜質を高く維持することができると共に、成膜レート
を大幅に向上させることができる。
　請求項１１乃至２４及び２６に係る発明によれば、シラン系ガスよりなる原料ガスと窒
化ガスと補助ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を形成する際に、原料ガスと補助ガス
とを同時に供給する同時供給工程と窒化ガスを単独で供給する単独供給工程とを、間に間
欠期間を挟んで交互に繰り返し行うと共に、同時供給工程の時に供給される補助ガスを活
性化し、更に前記単独供給工程の時に供給される窒化ガスを活性化させるようにしたので
、その膜質を高く維持することができると共に、成膜レートを更に大幅に向上させること
ができる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、本発明に係る成膜方法、成膜装置及び記憶媒体の一実施例を添付図面に基づい
て詳述する。
＜第１実施例＞
　図１は本発明の係る成膜装置の第１実施例を示す縦断面構成図、図２は成膜装置（加熱
手段は省略）を示す横断面構成図、図３は本発明方法の第１実施例における各種のガスの
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供給のタイミングを示すタイミングチャートである。尚、ここでは原料ガスとしてシラン
系のガスであるジクロロシラン（ＤＣＳ）を用い、支援ガスとして窒化ガスの１つである
アンモニアガス（ＮＨ３ ）を用い、このＮＨ３ ガスをプラズマにより活性化してシリコ
ン窒化膜（ＳｉＮ）を成膜する場合を例にとって説明する。
【００１９】
　図示するように、プラズマを形成することができるこの成膜装置２は、下端が開口され
た有天井の円筒体状の処理容器４を有している。この処理容器４の全体は、例えば石英に
より形成されており、この処理容器４内の天井には、石英製の天井板６が設けられて封止
されている。また、この処理容器４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８がＯリング等のシール部材１０を介して連結されて
いる。
　上記処理容器４の下端は、上記マニホールド８によって支持されており、このマニホー
ルド８の下方より多数枚の被処理体としての半導体ウエハＷを多段に載置した保持手段と
しての石英製のウエハボート１２が昇降可能に挿脱自在になされている。本実施例の場合
において、このウエハボート１２の支柱１２Ａには、例えば５０～１００枚程度の直径が
３００ｍｍのウエハＷを略等ピッチで多段に支持できるようになっている。
【００２０】
　このウエハボート１２は、石英製の保温筒１４を介してテーブル１６上に載置されてお
り、このテーブル１６は、マニホールド８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１８を貫通する回転軸２０上に支持される。
　そして、この回転軸２０の貫通部には、例えば磁性流体シール２２が介設され、この回
転軸２０を気密にシールしつつ回転可能に支持している。また、蓋部１８の周辺部とマニ
ホールド８の下端部には、例えばＯリング等よりなるシール部材２４が介設されており、
処理容器４内のシール性を保持している。
　上記した回転軸２０は、例えばボートエレベータ等の昇降機構（図示せず）に支持され
たアーム２６の先端に取り付けられており、ウエハボート１２及び蓋部１８等を一体的に
昇降して処理容器４内へ挿脱できるようになされている。尚、上記テーブル１６を上記蓋
部１８側へ固定して設け、ウエハボート１２を回転させることなくウエハＷの処理を行う
ようにしてもよい。
【００２１】
　このマニホールド８には、処理容器４内の方へプラズマ化される支援ガスとして、例え
ばアンモニア（ＮＨ３ ）ガスを供給する支援ガス供給手段２８と、原料ガスとして例え
ばシラン系ガスのＤＣＳ（ジクロロシラン）ガスを供給する原料ガス供給手段３０と、パ
ージガスとして不活性ガス、例えばＮ２ ガスを供給するパージガス供給手段３２とが設
けられる。具体的には、上記支援ガス供給手段２８は、上記マニホールド８の側壁を内側
へ貫通して上方向へ屈曲されて延びる石英管よりなる支援ガス分散ノズル３４を有してい
る。この支援ガス分散ノズル３４には、その長さ方向に沿って複数（多数）のガス噴射孔
３４Ａが所定の間隔を隔てて形成されており、各ガス噴射孔３４Ａから水平方向に向けて
略均一にアンモニアガスを噴射できるようになっている。
【００２２】
　また同様に上記原料ガス供給手段３０も、上記マニホールド８の側壁を内側へ貫通して
上方向へ屈曲されて延びる石英管よりなる原料ガス分散ノズル３６を有している。ここで
は上記原料ガス分散ノズル３６は２本設けられており（図２参照）、各原料ガス分散ノズ
ル３６には、その長さ方向に沿って複数（多数）のガス噴射孔３６Ａが所定の間隔を隔て
て形成されており、各ガス噴射孔３６Ａから水平方向に向けて略均一にシラン系ガスであ
るＤＣＳガスを噴射できるようになっている。尚、この非プラズマガス分散ノズル３６は
２本でなく、１本のみ設けるようにしてもよい。また同様に上記パージガス供給手段３２
は、上記マニホールド８の側壁を貫通して設けたガスノズル３８を有している。上記各ノ
ズル３４、３６、３８には、それぞれのガス通路４２、４４、４６が接続されている。
【００２３】
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　そして、各ガス通路４２、４４、４６には、それぞれ開閉弁４２Ａ、４４Ａ、４６Ａ及
びマスフローコントローラのような流量制御器４２Ｂ、４４Ｂ、４６Ｂが介設されており
、ＮＨ３ ガス、ＤＣＳガス及びＮ２ ガスをそれぞれ流量制御しつつ供給できるようにな
っている。これらの各ガスの供給、供給停止、ガス流量の制御及び後述する高周波のオン
・オフ制御等は例えばマイクロコンピュータ等よりなる制御手段４８により行われる。そ
して、この制御手段４８は、この成膜装置２の全体の動作も制御することになる。またこ
の制御手段４８は、上記各種ガスの供給や供給停止の制御、高周波のオン・オフ制御及び
装置全体の動作を制御するためのプログラムを記憶する例えばフロッピディスクやフラッ
シュメモリ等の記憶媒体４９を有している。
【００２４】
　そして、上記処理容器４の側壁の一部には、その高さ方向に沿ってプラズマを発生させ
て支援ガスを活性化させる活性化手段５０が形成されると共に、この活性化手段５０に対
向する処理容器４の反対側には、この内部雰囲気を真空排気するために処理容器４の側壁
を、例えば上下方向へ削りとることによって形成した細長い排気口５２が設けられている
。具体的には、上記活性化手段５０は、上記処理容器４の側壁を上下方向に沿って所定の
幅で削りとることによって上下に細長い開口５４を形成し、この開口５４をその外側より
覆うようにして断面凹部状になされた上下に細長い例えば石英製のプラズマ区画壁５６を
容器外壁に気密に溶接接合することにより形成されている。これにより、この処理容器４
の側壁の一部を凹部状に外側へ窪ませることにより一側が処理容器４内へ開口されて連通
された活性化手段５０が一体的に形成されることになる。すなわちプラズマ区画壁５６の
内部空間は、上記処理容器４内に一体的に連通された状態となっている。上記開口５４は
、ウエハボート１２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。
【００２５】
　そして、上記プラズマ区画壁５６の両側壁の外側面には、その長さ方向（上下方向）に
沿って互いに対向するようにして細長い一対のプラズマ電極５８が設けられると共に、こ
のプラズマ電極５８にはプラズマ発生用の高周波電源６０が給電ライン６２を介して接続
されており、上記プラズマ電極５８に例えば１３．５６ＭＨｚの高周波電圧を印加するこ
とによりプラズマを発生し得るようになっている。尚、この高周波電圧の周波数は１３．
５６ＭＨｚに限定されず、他の周波数、例えば４００ｋＨｚ等を用いてもよい。
　そして、上記処理容器４内を上方向に延びていく支援ガス分散ノズル３４は途中で処理
容器４の半径方向外方へ屈曲されて、上記プラズマ区画壁５６内の一番奥（処理容器４の
中心より一番離れた部分）に位置され、この一番奥の部分に沿って上方に向けて起立させ
て設けられている。従って、高周波電源６０がオンされている時に上記支援ガス分散ノズ
ル３４のガス噴射孔３４Ａから噴射されたアンモニアガスはここで活性化されて処理容器
４の中心に向けて拡散しつつ流れるようになっている。
【００２６】
　そして上記プラズマ区画壁５６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６４が取り付けられている。また、この絶縁保護カバー６４の内側部分に
は、図示しない冷媒通路が設けられており、冷却された窒素ガスを流すことにより上記プ
ラズマ電極５８を冷却し得るようになっている。
　そして上記プラズマ区画壁５６の開口５４の外側近傍、すなわち開口５４の外側（処理
容器４内）の両側には、上記２本の原料ガス分散ノズル３６が起立させて設けられており
、これに設けた各ガス噴射孔３６Ａより処理容器４の中心方向に向けてシラン系ガスを噴
射し得るようになっている。
【００２７】
　一方、上記開口５４に対向させて設けた排気口５２には、これを覆うようにして石英よ
りなる断面コ字状に成形された排気口カバー部材６６が溶接により取り付けられている。
この排気口カバー部材６６は、上記処理容器４の側壁に沿って上方に延びており、処理容
器４の上方のガス出口６８より図示しない真空ポンプ等を介設した真空排気系により真空
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引きされる。そして、この処理容器４の外周を囲むようにしてこの処理容器４及びこの内
部のウエハＷを加熱する筒体状の加熱手段７０が設けられている。
【００２８】
　次に、以上のように構成された成膜装置を用いて行なわれるプラズマによる成膜方法（
いわゆるＡＬＤ成膜）の第１実施例について図３も参照して説明する。ここでは成膜処理
として、ウエハ表面に低温で間欠的にプラズマを用いてシリコン窒化膜を形成する場合を
例にとって説明する。すなわち、本発明方法の第１実施例では、原料ガスであるＤＣＳガ
スと支援ガスであるＮＨ３ ガスとを間欠的に交互に供給すると共に、上記ＤＣＳガスの
供給時にＮＨ３ ガスを同時に供給し、ＮＨ３ ガスを供給する時にこれをプラズマにより
活性化させるようにしている。
　まず、常温の多数枚、例えば５０～１００枚の３００ｍｍサイズのウエハＷが載置され
た状態のウエハボート１２を予め所定の温度になされた処理容器４内にその下方より上昇
させてロードし、蓋部１８でマニホールド８の下端開口部を閉じることにより容器内を密
閉する。
【００２９】
　そして処理容器４内を真空引きして所定のプロセス圧力に維持すると共に、加熱手段７
０への供給電力を増大させることにより、ウエハ温度を上昇させてプロセス温度を維持し
、各種の処理ガスを原料ガス供給手段３０及び支援ガス供給手段２８からそれぞれ交互に
間欠的に供給して回転しているウエハボート１２に支持されているウエハＷの表面にシリ
コン窒化膜を形成する。この際、原料ガスを供給する時には、支援ガス（ＮＨ３ ガス）
も同時に供給し、支援ガスを供給する時に高周波電源（ＲＦ電源）６０をオンしてプラズ
マを立てるようにする。
【００３０】
　具体的には、ＮＨ３ ガスは支援ガス分散ノズル３４の各ガス噴射孔３４Ａから水平方
向へ噴射され、また、ＤＣＳガスは原料ガス分散ノズル３６の各ガス噴射孔３６Ａから水
平方向へ噴射され、両ガスが反応してシリコン窒化膜が形成される。この場合、上記両ガ
スは、連続的に供給されるのではなく、図３に示すように互いにタイミングをずらして、
間に真空引きして容器内に残留するガスを排除する間欠期間（パージ期間）７２を挟んで
交互に間欠的に繰り返し供給され、シリコン窒化膜の薄膜を一層ずつ繰り返し積層する。
この際、上記ＮＨ３ ガスは、図３（Ｂ）に示すように、ＤＣＳガスの供給時（図３（Ａ
）参照）にも同時に供給される。またＮＨ３ ガスを単独で流す時には、図３（Ｃ）に示
すようにＲＦ電源がオンされてプラズマが立てられて、供給されるＮＨ３ ガスを活性化
して活性種等が作られ、反応（分解）が促進される。尚、ここではＮＨ３ ガスをＤＣＳ
ガスと共に流す時にはＲＦはオフされ、このＮＨ３ ガスはプラズマにより活性化されて
いない。また間欠期間７２では、不活性ガスであるＮ２ ガスを処理容器４内へ供給して
残留ガスを排除するようにしてもよいし、或いは、全てのガスの供給を停止したまま真空
引きを継続して行うことにより（バキュームとも称す）、処理容器４内の残留ガスを排除
するようにしてもよい。
【００３１】
　この場合、吸着工程であるＤＣＳガスの供給期間Ｔ１は１０秒程度、反応工程（窒化工
程）である単独のＮＨ３ ガスの供給期間Ｔ２は１０秒程度、パージ期間である間欠期間
７２の長さＴ３は１０秒程度であるが、これらの各時間は単に一例を示したに過ぎず、こ
の数値に限定されない。上記のように成膜処理を行うことにより、形成される窒化膜の膜
質を高く維持しつつ、その成膜レートを大幅に向上させることができる。
　その理由は、次のように考えられる。すなわち、上述のように吸着工程でＤＣＳガスと
ＮＨ３ ガスとを同時に流すことにより、通常のＡＬＤ成膜方法における吸着工程でＤＣ
Ｓガスを単独で流す場合と比較して、ウエハ表面に吸着するＤＣＳガス分子が、同時に供
給されるＮＨ３ ガスにより一部が不完全に窒化されるので、吸着量が飽和せずにＤＣＳ
ガス分子の吸着が進み、その結果、ＤＣＳガスの吸着量が従来方法の場合よりも多量にな
る。そして、その後のステップでプラズマにより活性化されたＮＨ３ ガスにより不完全
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な反応部分が完全に反応されて成膜レートが高い状態で窒化膜が形成される。
【００３２】
　ここで上記成膜処理のプロセス条件について説明すると、ＤＣＳガスの流量は１００～
３０００ｓｃｃｍの範囲内、例えば１０００ｓｃｃｍ（１ｓｌｍ）であり、ＮＨ３ ガス
の流量は１００～３０００ｓｃｃｍの範囲内、例えば１０００ｓｃｃｍである。またプロ
セス温度はＣＶＤ成膜処理よりも低い温度であり、具体的には１８０～６００℃未満、例
えば５５０℃である。このプロセス温度が１８０℃よりも低いと、反応が生ぜずにほとん
ど膜が堆積せず、また６００℃以上の場合には、膜質の劣るＣＶＤによる堆積膜が形成さ
れてしまう。
【００３３】
　またプロセス圧力は２７Ｐａ（０．２Ｔｏｒｒ）～１３３０Ｐａ（１０Ｔｏｒｒ）の範
囲内であり、例えば吸着工程では１Ｔｏｒｒ、プラズマを用いる窒化工程では０．３Ｔｏ
ｒｒである。プロセス圧力が２７Ｐａよりも小さい場合には、成膜レートが実用レベル以
下になり、また１３３０Ｐａよりも大きい場合には、プラズマが十分に立たなくなってし
まう。
　またＤＣＳガスとＮＨ３ ガスとを同時に流す吸着工程における両ガスの流量比［ＤＣ
Ｓ／ＮＨ３ ］は１／１０～１０程度の範囲内に設定する。ここでＮＨ３ ガスの流量比が
少な過ぎると、このＮＨ３ ガスを同時に供給した効果がなくなり、また、ＮＨ３ ガスの
流量比が多過ぎると、成膜自体が生じなくなってしまう。
【００３４】
　次に、本発明方法の第１実施例による窒化膜と従来方法（ＡＬＤ法）による窒化膜とを
実際に形成して評価を行ったので、その評価結果について説明する。
　図４はシリコン窒化膜の膜厚データを示すグラフ、図５はシリコン窒化膜の１サイクル
当たりの成膜レートを示すグラフ、図６はシリコン窒化膜の膜厚の面内均一性を示すグラ
フ、図７はシリコン窒化膜の赤外線回析による結果を示すグラフである。尚、各図中の”
トップ”、”センタ”及び”ボトム”はウエハボート中の半導体ウエハの位置を示す。本
発明方法の第１実施例においては、ＮＨ３ ガスの供給量を１０００ｓｃｃｍ（１ｓｌｍ
）の場合と、５００ｓｃｃｍ（０．５ｓｌｍ）の場合の２種類の成膜処理を行っている。
また、ここでの成膜サイクルは全て１６０回行っている。
　図４に示すように、膜厚に関しては従来方法の場合には、ウエハ位置に関係なく、１５
０Å程度であるのに対して、本発明方法の第１実施例の場合には、共に２００Å程度であ
り、従来方法と比較して、かなり厚いシリコン窒化膜を堆積できることが確認された。
【００３５】
　また図５に示すように、成膜レートに関しては、従来方法の場合には１サイクル当たり
１Å程度であるのに対して、本発明方法の第１実施例の場合には、１サイクル当たり１．
２～１．３Å程度であり、従来方法と比較して成膜レートもかなり増加できることが確認
された。
　また図６に示すように、膜厚の面内均一性に関しては、従来方法の場合には±３．５～
４．５％程度であるのに対して、本発明の場合には±３．０～４．０％程度であり、従来
方法よりも少し改善されて良好な結果を示していることが確認できた。
　また図７に示すように、膜質の赤外線回析に関しては、従来方法の場合には、波数２２
００程度の位置で輝度に”Ｓｉ－Ｈ結合”の存在を示すピークＰ１が出現しており、膜質
がやや劣化していることを示しているのに対して、本発明方法の第１実施例の場合には、
略全体的に平坦であって良好な膜質であることを示していることが確認できた。
【００３６】
　上記実施例では、支援ガスとして窒化ガスであるＮＨ３ ガスを供給する場合、この窒
化ガスを単独で供給する時にＲＦをオンしてプラズマにより活性化し、窒化ガスをＤＣＳ
ガスと同時に供給する時にはＲＦをオフしてプラズマにより活性化しないようにしたが、
これに限定されず、窒化ガスを単独で供給する時も、ＤＣＳガスと同時に供給する時も共
にＲＦをオンして窒化ガスを活性化させるようにしてもよい。図８はこのような各種ガス
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の供給タイミングの変形例を示すタイミングチャートである。図８に示すように、窒化ガ
スであるＮＨ３ ガスを供給する時には常にＲＦをオンして、ＮＨ３ ガスを活性化してい
る。
【００３７】
　この場合には、ＤＣＳガスを流す時にＮＨ３ ガスを活性化することで、半導体ウエハ
Ｗ上にＤＣＳとＮＨ３ ラジカルが吸着することになるので、これを次のステップのＮＨ

３ ラジカルのみで窒化することで、窒化膜の成膜速度が促進され、成膜レートを更に大
きくすることができる。
　ここで窒化ガスとしてＮＨ３ ガスの他にＮ２ ガスを用いることができるが、図３に示
す方法において実際に、ＮＨ３ ガスに替えてＮ２ ガスを用いて窒化膜を成膜したところ
、その成膜レートは０．１ｎｍ／サイクルであったが、図８に示す方法において実際に、
ＮＨ３ ガスに替えてＮ２ ガスを用いて窒化膜を成膜したところ、その成膜レートは０．
５ｎｍ／サイクルであり、成膜レートを大幅に向上できることが確認できた。
【００３８】
　尚、上記第１実施例では、原料ガスであるシラン系ガスとしてＤＣＳガスを用いたが、
これに限定されず、ジクロロシラン（ＤＣＳ）、ヘキサクロロジシラン（ＨＣＤ）、モノ
シラン［ＳｉＨ４ ］、ジシラン［Ｓｉ２ Ｈ６ ］、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（Ｔ
ＳＡ）、ビスターシャルブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）よりなる群より選択される１
以上のガスを用いることができる。
　また支援ガスである窒化ガスとしてＮＨ３ ガス、或いはＮ２ ガスを用いたが、これに
限定されず、アンモニア［ＮＨ３ ］、窒素［Ｎ２ ］、一酸化二窒素［Ｎ２ Ｏ］、一酸
化窒素［ＮＯ］よりなる群より選択される１以上のガスを用いることができる。
　更に、成膜に用いる支援ガスとしては、窒化ガスに替えて、酸化性ガスを用いるように
してもよい。
【００３９】
＜第２実施例＞
　次に本発明の成膜装置及び成膜方法の第２実施例について説明する。
　図９は本発明に係る成膜装置の第２実施例を示す縦断面構成図、図１０は本発明方法の
第２実施例における各種のガスの供給のタイミングを示すタイミングチャートである。尚
、図１に示す第１実施例の構成部分と同一構成部分については同一符号を付してその説明
を省略する。
【００４０】
　ここでは第１実施例と同様にＤＣＳを用いる原料ガス供給手段３０を設け、第１実施例
における支援ガス供給手段２８をＮＨ３ 等の窒化ガスを専用に供給する窒化ガス供給手
段８０として用いる。従って、この窒化ガス供給手段８０は、第１実施例における支援ガ
ス分散ノズル３４と同様に形成されたガス分散ノズル８２を有しており、このガス分散ノ
ズル８２はプラズマ区画壁５６内の一番奥に起立させて設けられる。そして、このガス分
散ノズル８２にもその長手方向に沿って所定の間隔を隔ててガス噴射孔８２Ａが形成され
ている。これにより、窒化ガスであるＮＨ３ ガスを、流量制御器４２Ｂで流量制御しつ
つガス通路４２を介して上記ガス分散ノズル８２へ送るようになっている。
【００４１】
　更に、この処理容器４には、補助ガスを供給するための補助ガス供給手段８４が設けら
れる。ここではこの補助ガス供給手段８４のガス分散ノズルとして上記窒化ガス供給手段
８０のガス分散ノズル８２が共用される。従って、上記補助ガス供給手段８４は、上記窒
化ガス用のガス通路４２の開閉弁４２Ａの下流側から分岐された補助ガス用のガス通路８
６を有している。そして、このガス通路８６の途中には開閉弁８６Ａ及びマスフローコン
トローラのような流量制御器８６Ｂが上流側に向けて順次介設されており、補助ガスを必
要に応じて流量制御しつつ上記ガス分散ノズル８２に向けて流すようになっている。
　尚、上記ガス分散ノズル８２を共用しないで、これと並ぶようにして補助ガス用のガス
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分散ノズルを設けるようにしてもよい。そして、ここでは補助ガスとして、窒素ガス、酸
化窒素ガス及び希ガスの内のいずれかを用いることができ、実際には窒素ガス（Ｎ２ ）
または希ガスの内のアルゴンガス（Ａｒ）が用いられる。
【００４２】
　次に、以上のように構成された成膜装置を用いてプラズマによる成膜方法（いわゆるＡ
ＬＤ成膜）の第２実施例について図１０も参照して説明する。ここでも第１実施例と同様
に、ウエハ表面に低温で間欠的にプラズマを用いてシリコン窒化膜を形成するが、補助ガ
スの活性種を用いる点が第１実施例とは大きく異なる。すなわち、原料ガスと窒化ガスと
を間欠的に交互に供給して活性化された窒化ガスを用いて被処理体の表面に薄膜を形成す
る際に、原料ガスと同時に補助ガスを供給してこの補助ガスを活性化させるようにしてい
る。
【００４３】
　具体的には、図３及び図８に示すタイミングチャートと比較して明らかなように、図１
０では、原料ガスであるＤＣＳガスと同時に補助ガスとしてＮ２ ガス或いはＡｒガスを
加えており、これと同時にＲＦをオンすることによりプラズマを立ててＮ２ ガス、或い
はＡｒガスを活性化させている。すなわち、プラズマは、図１０（Ｂ）に示すＮＨ３ ガ
スの供給時のみならず補助ガスの供給時にも立てるようにしている。
　このように、補助ガスを加えて活性化させることにより、この時に同時に供給される原
料ガスが上記補助ガスの活性種によって分解が促進されることになり、この結果、シリコ
ン窒化膜の成膜レートを向上させることができる。
　この場合、特に、補助ガスとしてＮ２ ガスを用いた場合には、上記原料ガスの分解を
促進できるのみならず、窒素の活性種とシリコンの活性種とが直接化合してＳｉＮが直ち
に形成されるので、シリコン窒化膜の成膜レートを更に向上させることができる。
【００４４】
　この場合のプロセス条件に関しては、プロセス温度及びプロセス圧力は第１実施例の場
合と同じである。また、ガス流量に関してもＤＣＳガス、ＮＨ３ ガスの各流量は第１実
施例の場合と同じである。また補助ガスの流量は、原料ガスであるＤＣＳガスの流量より
も少なく設定し、例えばＤＣＳガスの１／１０程度の流量とする。
　また窒化ガスであるＮＨ３ ガスの供給時にＲＦ電源をオンにしてプラズマを立てるが
、この場合、先の第１実施例のようにＮＨ３ ガスの供給期間の全期間に亘ってプラズマ
を立てるようにしてもよいし、図１０に示すようにＮＨ３ ガスの供給開始から所定の時
間Δｔが経過した後に、プラズマを立てるようにしてもよい。この所定の時間ΔｔとはＮ
Ｈ３ ガスの流量が安定するまでの時間であり、例えば５秒程度である。
【００４５】
　このようにＮＨ３ ガスの流量が安定化した後にＲＦ電源をオンしてプラズマを立てる
ことにより、ウエハＷの面間方向（高さ方向）における活性種の濃度均一性を向上させる
ことができる。尚、各期間Ｔ１、Ｔ３、Ｔ４はそれぞれ例えば１０秒程度、期間Ｔ２は例
えば２０秒程度であるが、これらの数値は特に限定されないのは勿論である。
【００４６】
　次に、上記第２実施例に基づいて実際に成膜処理して評価を行ったので、その評価結果
について説明する。
　図１１は本発明方法の第２実施例に基づいて形成された薄膜の成膜レートと成膜レート
改善率を示すグラフである。図１１（Ａ）は１サイクル当たりの成膜レートを示し、図１
１（Ｂ）はその時の従来方法に対する成膜レートの改善率を示している。
　ここでは従来方法としては、図１２において説明した従来方法を用いており、第２実施
例では補助ガスとしてＮ２ ガスを用いた場合とＡｒガスを用いた場合を示している。
【００４７】
　図１１（Ａ）から明らかなように、ウエハボート中のウエハ載置位置を示すＴＯＰ（上
段）、ＣＴＲ（中段）及びＢＴＭ（下段）の各位置において、本発明の第２実施例の場合
には、成膜レートは、２．５～５．５倍も大きくなっている。しかも、本発明の場合には
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、補助ガスとして希ガスであるＡｒガスを用いた場合よりも、Ｎ２ ガスを用いた場合の
方が成膜レートは更に大きくなっているのが確認できた。これは、前述したように、Ｎ２

 ガスの活性種が原料ガスの分解を促進するのみならず、活性化した窒素と活性化したシ
リコンが反応して窒化シリコンが直接形成されるからであると考えられる。
　また成膜レートの改善率については、図１１（Ｂ）に示すように、Ａｒガスを用いた第
２実施例の場合には１５０～３００％程度まで増加しており、Ｎ２ ガスを用いた第２実
施例の場合には３００～５００％程度まで増加しており、共に成膜レートを更に大幅に向
上できることが確認できた。
【００４８】
　尚、上記第２実施例では、原料ガスであるシラン系ガスとしてＤＣＳガスを用いたが、
これに限定されず、ジクロロシラン（ＤＣＳ）、ヘキサクロロジシラン（ＨＣＤ）、モノ
シラン［ＳｉＨ４ ］、ジシラン［Ｓｉ２ Ｈ６ ］、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（Ｔ
ＳＡ）、ビスターシャルブチルアミノシラン（ＢＴＢＡＳ）よりなる群より選択される１
以上のガスを用いることができる。
　また補助ガスとして用いる希ガスとしてはＡｒガスに限定されず、Ｈｅ、Ｎｅ、Ｋｒ、
Ｘｅ等を用いることができる。
　また補助ガスとして用いる酸化窒素としては、一酸化二窒素［Ｎ２ Ｏ］、一酸化窒素
［ＮＯ］、二酸化窒素［ＮＯ２ ］等を用いることができる。
【００４９】
　また上記第１及び第２実施例では、成膜装置２として、プラズマを形成する活性化手段
５０を処理容器４に一体的に組み込んだ装置例について説明したが、これに限定されず、
この活性化手段５０を処理容器４とは別体で設け、ＮＨ３ ガスを処理容器４の外で予め
活性化（いわゆるリモートプラズマ）、その活性化ＮＨ３ ガスを処理容器４内へ供給す
るようにしてもよい。
　また被処理体としては、半導体ウエハに限定されず、ガラス基板やＬＣＤ基板等にも本
発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の係る成膜装置の一例を示す縦断面構成図である。
【図２】成膜装置（加熱手段は省略）を示す横断面構成図である。
【図３】各種のガスの供給のタイミングを示すタイミングチャートである。
【図４】シリコン窒化膜の膜厚データを示すグラフである。
【図５】シリコン窒化膜の１サイクル当たりの成膜レートを示すグラフである。
【図６】シリコン窒化膜の膜厚の面内均一性を示すグラフである。
【図７】シリコン窒化膜の赤外線回析による結果を示すグラフである。
【図８】各種ガスの供給タイミングの変形例を示すタイミングチャートである。
【図９】本発明に係る成膜装置の第２実施例を示す縦断面構成図である。
【図１０】本発明方法の第２実施例における各種のガスの供給のタイミングを示すタイミ
ングチャートである。
【図１１】本発明方法の第２実施例に基づいて形成された薄膜の成膜レートと成膜レート
改善率を示すグラフである。
【図１２】ＤＣＳとＮＨ３ との供給態様を示す図である。
【符号の説明】
【００５１】
　　２　成膜装置
　　４　処理容器
　１２　ウエハボート（供給手段）
　２８　支援ガス供給手段
　３０　原料ガス供給手段
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　３２　パージガス供給手段
　３４　支援ガス分散ノズル
　３６　原料ガス分散ノズル
　４８　制御手段
　５０　活性化手段
　５８　プラズマ電極
　６０　高周波電源
　７０　加熱手段
　８０　窒化ガス供給手段
　８４　補助ガス供給手段
　　Ｗ　半導体ウエハ（被処理体）

【図１】 【図２】
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