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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気相堆積システムにて基板上に薄膜を形成する方法であって：
　前記気相堆積システム内に基板を配置する配置段階であり、前記気相堆積システムは前
記基板の上方に処理空間を画成する、配置段階；
　前記処理空間に気体状の薄膜前駆体を導入する段階；
　前記処理空間への前記薄膜前駆体の導入に続いて、基板ステージと上部チャンバーアセ
ンブリとの間の離隔距離を変化させることによって、前記処理空間の容積を第１の大きさ
から第２の大きさまで拡大して拡大処理空間を形成する拡大段階；
　前記拡大処理空間に還元ガスを導入する段階；及び
　前記還元ガスから還元プラズマを形成する段階；
　を有する方法。
【請求項２】
　前記還元プラズマを消滅させる段階；
　前記処理空間の容積を前記第２の大きさから前記第１の大きさまで縮小する縮小段階；
及び
　前記薄膜前駆体を導入する段階、前記処理空間の容積を拡大する拡大段階、前記還元ガ
スを導入する段階、及び前記還元プラズマを形成する段階、を繰り返す段階；
　を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記処理空間の容積を拡大する拡大段階は：
　前記基板ステージの最上部から前記上部チャンバーアセンブリのガス供給口まで２０ｍ
ｍ以上の間隔によって定められる位置まで、前記基板ステージを移動させる移動段階
　を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記気体状の薄膜前駆体を導入する段階、前記還元ガスを導入する段階、及び前記還元
プラズマを形成する段階は：
　タンタル膜、タンタル窒化物膜、又はタンタル炭窒化物膜のうちの少なくとも１つを堆
積すること
　を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記気体状の薄膜前駆体を導入する段階、前記還元ガスを導入する段階、及び前記還元
プラズマを形成する段階は：
　金属膜、金属酸化物膜、金属窒化物膜、金属珪化物膜、若しくは金属炭窒化物膜のうち
の少なくとも１つ、又はこれらの膜の何れか１つの組み合わせを別々に堆積すること
　を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記気体状の薄膜前駆体を導入する段階、前記還元ガスを導入する段階、及び前記還元
プラズマを形成する段階は：
　Ｃｕ膜、Ａｌ膜、ジルコニウム酸化物膜、ハフニウム酸化物膜、シリコン酸化物膜、シ
リコン窒化物膜、チタン窒化物膜、若しくはＧａＮ膜のうちの少なくとも１つ、又はこれ
らの膜の何れか１つの組み合わせを堆積すること
　を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記気体状の薄膜前駆体を導入する段階は：
　前記気体状の薄膜前駆体を、シールドによって囲まれた前記基板の上方の領域内に導入
すること
　を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記シールドの孔を介して前記気体状の薄膜前駆体を吸い出すことによって、前記基板
の上方の前記領域から前記薄膜前駆体を排出する段階；
　を更に有する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記還元プラズマを形成する段階は：
　０．１ＭＨｚから１００ＭＨｚまでの或る周波数でＲＦエネルギーを印加する段階
　を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記還元プラズマを形成する段階は：
　１０Ｗ／ｃｍ２未満の電力密度を有する還元プラズマを生成すること
　を有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記還元プラズマを形成する段階は：
　１Ｗ／ｃｍ２未満の電力密度を有する還元プラズマを生成すること
　を有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記還元プラズマを２０秒未満の期間だけ持続させる段階；
　を更に有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記還元プラズマを５秒未満の期間だけ持続させる段階；
　を更に有する、請求項９に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記気体状の薄膜前駆体を導入する段階の後に、パージガスを導入する段階；
　を更に有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　少なくとも前記還元プラズマの期間において、前記基板に基板バイアスを印加する段階
；
　を更に有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記基板バイアスを印加する段階は：
　ＤＣ電圧、又は０．１ＭＨｚから１００ＭＨｚまでの或る周波数を有するＲＦ電圧の少
なくとも一方で前記基板をバイアスすること
　を有する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　基板処理システムのプロセッサ上で実行されるプログラム命令を格納したコンピュータ
読み取り可能媒体であって、前記プログラム命令は、前記プロセッサによって実行される
とき前記基板処理システムに、請求項１乃至１６に記載された段階群の何れか１つを実行
させる、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１８】
　基板上に薄膜を気相堆積するシステムであって：
　第１の容積を有する第１の処理空間、及び
　前記第１の処理空間を含み、且つ前記第１の容積より大きい第２の容積を有する、第２
の処理空間、
　を含む処理チャンバーを有し；
　前記第１の処理空間は原子層堆積用に構成されており；且つ
　前記第２の処理空間は、前記第１の処理空間で堆積された層のプラズマ還元用に構成さ
れており；
　処理空間の容積が、該処理空間への前記原子層堆積のための気体状の薄膜前駆体の導入
に続いて、基板ステージと上部アセンブリである第１のチャンバーアセンブリとの間の離
隔距離を変化させることによって前記第１の容積から前記第２の容積へと変化される、
　システム。
【請求項１９】
　前記基板ステージは、前記原子層堆積及び前記プラズマ還元反応の双方において前記基
板を保持するように構成されている、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記第１のチャンバーアセンブリはガス供給口を有し、
　当該システムは、前記基板ステージを支持し且つ前記処理チャンバーの排気用の真空ポ
ンプを支持するように構成された第２のチャンバーアセンブリ、を更に有する、
　請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第１の処理空間は、前記基板ステージの最上部から前記第１のチャンバーアセンブ
リの前記ガス供給口まで２０ｍｍ以下の間隔によって定められ、且つ
　前記第２の処理空間は、前記基板ステージの最上部から前記第１のチャンバーアセンブ
リの前記ガス供給口まで２０ｍｍ以上の間隔によって定められる、
　請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記第１及び第２の処理空間の容積を変化させる方向に前記基板ステージを移動させる
ように構成された処理容積調整機構；
　を更に有する請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記第２の処理空間は、高さの幅に対するアスペクト比が０．１より大きい空間を有す
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る、
　請求項１８に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記第２の処理空間は、高さの幅に対するアスペクト比が０．５より大きい空間を有す
る、
　請求項１８に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記第１の処理空間の周辺端部を囲むように構成されたシールド；
　を更に有する請求項１８に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記シールドは有孔シールドから成る、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記基板ステージは、前記原子層堆積及び前記プラズマ還元反応の双方において前記基
板を保持するように構成されており、
　前記基板ステージは、前記周辺端部で前記シールドと接触するように構成された周辺突
出部を有する、
　請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記周辺突出部は前記周辺端部の封止を形成するように構成されている、請求項２７に
記載のシステム。
【請求項２９】
　少なくとも前記第１の処理空間を排気するように構成された真空ポンプ；
　を更に有する請求項２７に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記処理チャンバーは、金属膜、金属酸化物膜、金属窒化物膜、金属珪化物膜、若しく
は金属炭窒化物膜のうちの少なくとも１つ、又はこれらの膜の何れか１つの組み合わせ、
の原子層堆積用に構成されている、請求項１８に記載のシステム。
【請求項３１】
　ジルコニウム酸化物膜、ハフニウム酸化物膜、シリコン酸化物膜、シリコン窒化物膜、
チタン窒化物膜、タンタル窒化物膜、タンタル炭窒化物膜、Ｃｕ膜、Ａｌ膜、Ｚｎ膜、Ｔ
ａ膜、Ｔｉ膜、Ｗ膜、タングステン窒化物膜、若しくはＧａＮ膜のうちの少なくとも１つ
、又はこれらの膜の何れか１つの組み合わせ、の原子層堆積用に構成されている、請求項
１８に記載のシステム。
【請求項３２】
　０．１ＭＨｚから１００ＭＨｚまでの或る周波数のＲＦエネルギーを出力するように構
成されたＲＦ電源；
　を更に有する請求項１８に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記ＲＦ電源に接続され、前記第１及び第２の処理空間の少なくとも一方内に前記ＲＦ
エネルギーを結合させるように構成された電極；
　を更に有する請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　ＤＣ電圧、又は０．１ＭＨｚから１００ＭＨｚまでの或る周波数のＲＦ電圧の少なくと
も一方を出力するように構成されたバイアス源；
　を更に有する請求項１８に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記基板にバイアスを印加するように構成された電極であり、ＲＦバイアス源に接続さ
れ、前記基板上に前記ＲＦ電圧を結合させるように構成された電極；
　を更に有する請求項３４に記載のシステム。
【請求項３６】
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　前記処理チャンバー内でのプロセスを制御するように構成されたコントローラ；
　を更に有する請求項１８に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記コントローラは：
　前記第１の処理空間に気体状の薄膜前駆体を導入し；
　前記基板を保持する前記基板ステージの位置を前記第２の処理空間の底面を定める位置
まで移動させて、拡大処理空間を形成し；
　前記拡大処理空間内に還元ガスを導入し；且つ
　前記還元ガスから還元プラズマを形成する；
　ようにプログラムされている、請求項３６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は堆積システム及びその作動方法に関し、より具体的には、原子層堆積用の堆積
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、材料処理においては、複合的な材料構造を製造するとき、材料膜の付加及び
除去を促進するためにプラズマが用いられる。例えば、半導体処理において、シリコン基
板上にパターニングされた微細なラインに沿って、あるいはシリコン基板上にパターニン
グされたビア又はコンタクト内で、材料を除去あるいはエッチングするために、しばしば
、ドライプラズマエッチングプロセスが用いられる。他の例では、シリコン基板上の微細
なラインに沿って、あるいはシリコン基板上のビア又はコンタクト内に、材料を堆積する
ために気相堆積プロセスが用いられる。後者において、気相堆積プロセスは化学的気相成
長（ＣＶＤ）法、及びプラズマ化学気相成長法（plasma　enhanced　CVD；ＰＥＣＶＤ）
法を含む。
【０００３】
　ＰＥＣＶＤ法において、プラズマは膜の堆積機構を変えたり強化したりするために使用
される。例えば、プラズマ励起は一般に、プロセスガスを該プロセスガスの解離温度付近
又はそれより高い温度まで（プラズマ励起を用いることなく）熱的に加熱する熱的ＣＶＤ
法によって同様の膜を作り出すのに典型的に必要とされる温度より、かなり低い温度で膜
形成反応が進行することを可能にする。また、プラズマ励起は、熱的ＣＶＤにおいてエネ
ルギー的あるいは動力学的に有利でない膜形成化学反応を活性化する。ＰＥＣＶＤ膜の化
学的及び物理的な特性は、故に、プロセスパラメータを調整することによって比較的広い
範囲で変えられ得る。
【０００４】
　より最近になり、原子層堆積（ＡＬＤ）法及びプラズマＡＬＤ（plasma　enhanced　AL
D；ＰＥＡＬＤ）法が、ＦＥＯＬ（front　end-of-line）処理における極めて薄いゲート
膜の形成、並びに、ＢＥＯＬ（back　end-of-line）処理におけるメタライゼーション用
の極めて薄いバリア層及びシード層の形成の候補として浮上してきた。ＡＬＤ法において
は、基板が加熱されている間に、例えば薄膜前駆体及び還元（reduction）ガスなどの２
以上のプロセスガスが、一度に材料膜の１つのモノレイヤーを形成するように交互且つ連
続的に導入される。ＰＥＡＬＤ法においては、還元プラズマを形成するように、還元ガス
の導入中にプラズマが形成される。これまでに、ＡＬＤ法及びＰＥＡＬＤ法は、同等のＣ
ＶＤ及びＰＥＣＶＤより時間がかかるが、層の厚さの均一性、及び層が堆積される下地構
造への共形性（conformality）を改善することがわかっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、ラインサイズが更に縮小され、共形性、接着性及び純度がますます、得られ
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る半導体デバイスに影響を及ぼす重要な問題となる場合に、半導体処理に伴う様々な問題
を解決することを１つの目的とする。
【０００６】
　本発明はまた、続けて堆積される材料層の界面間での汚染問題を軽減することを他の１
つの目的とする。
【０００７】
　本発明は更に、同一システム内で原子層堆積とプラズマ促進還元とを両立する構成を提
供することを他の１つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の上記課題及び／又はその他の課題は、本発明の一定の実施形態によって達成さ
れる。
【０００９】
　本発明の一実施形態に従って、基板を処理する方法が提供される。この方法は、基板の
上方に処理空間を画成する気相堆積システム内に基板を配置する段階、処理空間に気体状
の薄膜前駆体を導入する段階、処理空間の容積を第１の大きさから第２の大きさまで拡大
して拡大処理空間を形成する段階、拡大処理空間に還元ガスを導入する段階、及び還元ガ
スから還元プラズマを形成する段階を含む。
【００１０】
　本発明の他の一実施形態に従って、基板上に薄膜を気相堆積するシステムが提供される
。このシステムは、第１の容積を有する第１の処理空間を含む処理チャンバーを有する。
処理チャンバーは更に、第１の処理空間を含み且つ第１の容積より大きい第２の容積を有
する第２の処理空間を含む。第１の処理空間は薄膜前駆体の吸着用に構成され、第２の処
理空間は、第１の処理空間で吸着された薄膜前駆体のプラズマ還元用に構成される。
【００１１】
　本発明のより完全な理解及び本発明に付随する数多くの効果は、添付図面により容易に
得られ、また、以下の詳細な説明を添付図面と関連付けて参照することにより更によく理
解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下の説明においては、本発明の完全な理解を容易にするため、限定目的ではなく説明
目的で、例えば特定の堆積システムの幾何学構成及び様々な部品の説明などの具体的詳細
事項が説明される。しかしながら、理解されるべきことには、本発明はこれらの具体的詳
細事項を逸脱した他の実施形態においても実施され得るものである。
【００１３】
　以下では図面を参照するが、複数の図面を通して、似通った参照符号は相等しい、ある
いは対応する部分を指し示す。図１は、基板上に、例えばプラズマ原子層堆積（ＰＥＡＬ
Ｄ）プロセスを用いて、例えばバリア膜などの薄膜を堆積するための堆積システム１を例
示している。ＢＥＯＬ（back　end-of-line）処理における半導体デバイスの相互接続構
造及び内部接続構造のメタライゼーションにおいては、層間又は層内の誘電体への金属の
マイグレーションを最小化するように配線用トレンチ又はビアに薄い共形のバリア層が堆
積され、バルク状の金属充填物に対して許容可能な接着性を有する膜をもたらすように配
線用トレンチ又はビアに薄い共形のシード層が堆積され、且つ／或いは、金属シード堆積
物に対して許容可能な接着性を有する膜をもたらすように配線用トレンチ又はビアに薄い
共形の接着層が堆積される。これらのプロセスに加え、配線用トレンチ又はビアの内部に
は、例えば銅などのバルク金属が堆積されなければならない。
【００１４】
　これらのプロセスは従来、一般的に、これらのプロセスの各々に特有の要求にカスタマ
イズされた別々のチャンバーを必要としていた。単一のチャンバーではプロセス要求の全
てに対応することができなかったためである。例えば、薄膜のバリア層は、許容可能な共
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形性を実現するように自己制限的（self-limited）ＡＬＤプロセスにて形成されることが
好ましい。ＡＬＤは相異なるプロセスガスを交互に必要とするので、堆積は比較的低い堆
積速度で行われる。本発明の発明者により、小さい容積の処理空間内で熱的ＡＬＤプロセ
スを行うことは、交互にされるガスの迅速な注入及び排出を可能にし、ＡＬＤサイクルを
短縮させることが認識された。しかしながら、プラズマＡＬＤを実行するとき、小容積の
処理空間は、基板と上部アセンブリとの間の間隔が小さくなるため、プラズマの均一性に
不利である。本発明の発明者により、ＰＥＡＬＤプロセスのプラズマ支援還元工程におい
ては均一なプラズマを維持するために、より大きい容積の処理空間が必要であるが、ＰＥ
ＡＬＤプロセスの非プラズマ工程は小容積の処理空間の恩恵を受け、スループットを高め
、且つ／或いはプロセスガスを保存し得ることが認識された。
【００１５】
　図１において、本発明の一実施形態に従った堆積システム１は処理チャンバー１０を含
み、処理チャンバー１０は、薄膜が形成されるべき基板２５を支持するように構成された
基板ステージ２０を有する。また、図１に例示された堆積システム１は、処理チャンバー
１０及び基板ステージ２０に結合された処理容積調整システム８０を含んでいる。処理容
積調整システム８０は、基板２５に隣接する処理空間の容積を調整するように構成されて
いる。例えば、処理容積調整システム８０は、第１の容積の第１の処理空間８５を作り出
す第１位置（図１参照）と、第２の容積の第２の処理空間８５’を作り出す第２位置（図
２参照）との間で、基板ステージ２０を鉛直方向に平行移動させるように構成され得る。
【００１６】
　図１及び２に示されるように、堆積システム１は、基板２５の温度を上昇させ且つ制御
するように構成された、基板ステージ２０に結合された温度制御システム６０を含み得る
。基板温度制御システム６０は、例えば再循環冷却材流を含む冷却システムなどの温度制
御手段を含み得る。この冷却材流は、基板ステージ２０から熱を受け取って熱交換器シス
テム（図示せず）まで熱伝達し、あるいは加熱時に、熱交換器システムから熱を伝達する
。また、温度制御手段は、例えば抵抗加熱素子などの加熱／冷却素子を含み得る。あるい
は、熱電加熱器／冷却器が基板ステージ２０と、処理チャンバー１０のチャンバー壁や堆
積システム１内のその他の部品とに含められてもよい。
【００１７】
　基板２５と基板ステージ２０との間での熱の移動を改善するよう、基板ステージ２０は
、基板ステージ２０の上表面に基板２５を貼り付けるために、機械的クランプシステム、
又は例えば静電クランプシステム等の電気的クランプシステムを含み得る。また、基板ス
テージ２０は更に、基板２５と基板ステージ２０との間のガスギャップの熱伝導率を改善
するために、基板２５の裏面側にガスを導き入れるように構成された基板裏面側ガス配給
システムを有していてもよい。このようなシステムは、上昇温度又は下降温度での基板の
温度制御が要求されるときに利用され得る。例えば、基板裏面側ガスシステムは、基板２
５の中心部と端部との間でヘリウムガスギャップ圧力を独立に変化させられ得る２区画の
ガス分配システムを含んでいてもよい。
【００１８】
　基板ステージ２０は、該基板ステージを平行移動させる真空内（in　vacuo）機構及び
基板温度制御システム６０用の内部機構とともに、処理チャンバー１０の下部チャンバー
アセンブリを構成する。
【００１９】
　処理チャンバー１０は更に、第１のプロセス材料ガス供給システム４０と第２のプロセ
ス材料ガス供給システム４２とパージガス供給システム４４とに結合された上部チャンバ
ーアセンブリ３０を含み得る。従って、上部チャンバーアセンブリ３０は、第１のプロセ
ス材料ガス供給システム４０及び第２のプロセス材料ガス供給システム４２を介して、そ
れぞれ、気体状の薄膜前駆体及び還元ガスを処理空間８５及び８５’に供給し得る。第１
及び第２のプロセスガス材料を処理空間８５に均一に分配するために、技術的に既知のシ
ャワーヘッド設計が用いられ得る。典型的なシャワーヘッドは、米国特許出願公開第２０
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０４／０１２３８０３号明細書に詳細に記載されている。なお、この文献の内容全体は参
照することによりここに組み込まれる。
【００２０】
　堆積システム１は、２００ｍｍ基板、３００ｍｍ基板、又は更に大きい基板を処理する
ように構成され得る。実際には、当業者に認識されるように、本出願にて開示される堆積
システムは、基板、ウェハ又はＬＣＤを、それらの大きさに拘わらず、処理するように構
成されてもよい。基板は処理チャンバー１０に導入され、基板昇降システム（図示せず）
によって基板ステージ２０の上表面へ、あるいはそこから昇降される。
【００２１】
　本発明の一実施形態によれば、第１のプロセス材料ガス供給システム４０及び第２のプ
ロセス材料ガス供給システム４２は処理チャンバー１０に、気体状の薄膜前駆体（すなわ
ち、第１のプロセスガス材料）と還元ガス（すなわち、第２のプロセスガス材料）とを交
互に導入するように構成される。第１のプロセスガス材料の導入と第２のプロセスガス材
料の導入とを交互に行うことは、周期的であってもよいし、非周期的に、第１のプロセス
ガス材料の導入と第２のプロセスガス材料の導入との間で可変の時間を有してもよい。気
体状の薄膜前駆体としての第１のプロセスガス材料は、基板２５上に形成される膜内に見
出される主たる原子又は分子の種を含む組成を有する。薄膜前駆体は固相、液相又は気相
を起源とし、処理チャンバー１０に気相にて配給される。第２のプロセスガス材料は、例
えば、還元ガスを含み得る。還元ガスは固相、液相又は気相を起源とし、処理チャンバー
１０に気相にて配給される。気体状の薄膜前駆体及び還元ガスの例については後述する。
【００２２】
　第１の材料供給システム４０、第２の材料供給システム４２、及びパージガス供給シス
テム４４は、１つ以上の材料源、１つ以上の圧力制御装置、１つ以上の流量制御装置、１
つ以上のフィルタ、１つ以上のバルブ、又は１つ以上の流量センサーを含み得る。流量制
御装置は、空気駆動バルブ、電気機械（ソレノイド）バルブ、及び／又は高速パルス式ガ
ス注入バルブを含み得る。典型的なパルス式ガス注入システムは、米国特許出願公開第２
００４／０１２３８０３号明細書に詳細に記載されている。なお、この文献の内容全体は
参照することによりここに組み込まれる。
【００２３】
　なおも図１を参照するに、本発明の一実施形態に係る堆積システム１は、処理チャンバ
ー１０への第１のプロセスガス材料及び第２のプロセスガス材料の交互の導入の少なくと
も一部の間にプラズマを生成するように構成されたプラズマ生成システムを含み得る。プ
ラズマ生成システムは、処理チャンバー１０に結合された第１の電源５０を含み、第１の
電源５０は、第１のプロセスガス材料若しくは第２のプロセスガス材料、又はこれらの双
方に電力を結合させるように構成されている。第１の電源５０は、無線周波数（ＲＦ）発
生器及びインピーダンス整合回路（図示せず）を含み、さらに、処理チャンバー１０内で
プラズマにＲＦ電力を結合させるための電極（図示せず）を含み得る。この電極は上部ア
センブリ３０内に形成されることが可能であり、基板ステージ２０に対向するように構成
され得る。
【００２４】
　インピーダンス整合回路は、上記の電極及びプラズマを含む処理チャンバーの入力イン
ピーダンスに整合回路の出力インピーダンスを整合させることによって、ＲＦ発生器から
プラズマへのＲＦ電力の移送を最適化するように構成され得る。例えば、インピーダンス
整合回路は、反射される電力を低減することによって、プラズマ処理チャンバー１０内の
プラズマへのＲＦ電力の移送を改善するよう作用する。整合回路トポロジー（例えば、Ｌ
型、π型、Ｔ型など）及び自動制御方法は当業者に周知である。ＲＦ電力の典型的な周波
数は約０．１ＭＨｚから約１００ＭＨｚの範囲内とし得る。他の例では、ＲＦ周波数は約
４００ｋＨｚから約６０ＭＨｚの範囲内とし得る。更なる例として、ＲＦ周波数は約１３
．５６ＭＨｚ又は２７．１２ＭＨｚとし得る。
【００２５】
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　本発明の一実施形態に係る堆積システム１は、処理チャンバー１０への第１のプロセス
ガス材料及び第２のプロセスガス材料の交互且つ周期的な導入の少なくとも一部の間にプ
ラズマを生成するように構成された基板バイアス生成システムを含み得る。基板バイアス
システムは、基板２５に電力を結合させるように構成された、処理チャンバー１０に結合
された第２の電源５２を含む。第２の電源５２は、無線周波数（ＲＦ）発生器及びインピ
ーダンス整合回路を含み、さらに、基板２５にＲＦ電力を結合させるための電極を含み得
る。この電極は基板ステージ２０内に形成されることが可能である。例えば、基板ステー
ジ２０はＤＣ電圧で、あるいは、ＲＦ発生器（図示せず）からインピーダンス整合回路（
図示せず）を介して基板ステージ２０へのＲＦ電力の伝送によって或るＲＦ電圧で、電気
的にバイアスされることが可能である。ＲＦバイアスの典型的な周波数は約０．１ＭＨｚ
から約１００ＭＨｚの範囲内とし得る。プラズマ処理用のＲＦバイアスシステムは当業者
に周知である。他の例では、ＲＦ電力は複数の周波数で基板ステージ電極に印加され得る
。他の例では、ＲＦ周波数は約４００ｋＨｚから約６０ＭＨｚの範囲内とし得る。更なる
例として、ＲＦ周波数は約１３．５６ＭＨｚ又は２７．１２ＭＨｚとし得る。基板バイア
ス生成システムは、プラズマ生成システムと異なる周波数で動作してもよいし、同一の周
波数で動作してもよい。
【００２６】
　図１においてはプラズマ生成システム及び基板バイアスシステムは別個のものとして示
されているが、これらのシステムは基板ステージ２０に結合された１つ以上の１つ又は複
数の電源を含んでいてもよい。
【００２７】
　さらに、処理チャンバー１０はダクト３８を介して圧力制御システム３２に結合されて
いる。圧力制御システム３２は、例えば、真空ポンプシステム３４及びバルブ３６を含ん
でいる。圧力制御システム３２は、基板２５上に薄膜を形成するのに適し且つ第１及び第
２のプロセス材料の使用に適した圧力まで、処理チャンバー１０を制御可能に排気するよ
うに構成されている。
【００２８】
　真空ポンプシステム３４は、最大で毎秒約５０００リットル（以上）の速度でポンプ可
能なターボ分子真空ポンプ（ＴＭＰ）を含むことができ、バルブ３６は、チャンバー圧力
を絞るための仕切り弁を含み得る。ドライプラズマエッチングで使用される従来からのプ
ラズマ処理装置においては、毎秒１０００から３０００リットルのＴＭＰが一般的に使用
される。また、チャンバー圧力を監視する装置（図示せず）が処理チャンバー１０に結合
され得る。この圧力測定装置は、例えば、ＭＫＳインスツルメント社から市販されている
６２８Ｂ型バラトロン（Ｂａｒａｔｒｏｎ）絶対キャパシタンス式圧力計とし得る。
【００２９】
　続いて図３及び４を参照するに、プラズマ原子層堆積（ＰＥＡＬＤ）法を用いて基板上
に例えばバリア膜などの薄膜を堆積するための、本発明の他の一実施形態に従った堆積シ
ステム１’が例示されている。堆積システム１’は、図１及び２に例示された堆積システ
ム１と同一の要素を数多く含んでおり、似通った要素は似通った参照符号で示されている
。堆積システム１’は更に、図３の処理空間８５又は図４の処理空間８５’の周辺端部を
囲むシールド２４を含んでいる。基板ステージ２０は更に、該基板ステージ２０が上方に
移動されて処理空間８５’を形成するときにシールド２４と結合するように構成された外
側突出部２２を含んでいる。例えば、外側突出部２２はシールド２４とともに封をするよ
うに構成され得る。シールド２４は、処理空間８５’の排気を可能にするためのプロセス
ガスの通路をもたらすように（孔を有する有孔シールドとして）構成され得る。シールド
２４が処理空間８５’の排気を可能にするように構成されない場合、処理空間８５’を排
気するために真空ポンプシステム３４と同様の別個の真空ポンプシステム３５が使用され
得る。
【００３０】
　図３及び４に示されたシールド２４は複数の目的を果たすことができる。シールド２４
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は単純化された円筒形状を提供し、処理空間８５及び８５’内のガス流量を、より信頼性
高く予測あるいは制御することが可能である。（有孔シールドとして）シールドの所定の
位置に開口を設けることにより、流体の流れを設計し得る。同様に、シールド２４は、プ
ラズマの端部に近接する電気的な接地への対称的な経路を提供することができ、より信頼
性高く予測あるいは制御され得る均一なプラズマを生成し得る。さらに、シールド２４は
取り換え可能なユニットとすることができ、壁１０の内側に通常的に蓄積する堆積物を収
集し得る。従って、シールド２４は通常の定期的な保守にて取り換えられ、壁１０の内側
を洗浄することが必要になるまでの時間が延長され得る。
【００３１】
　続いて図５を参照するに、堆積システム１又は１’は、プラズマ原子層堆積（ＰＥＡＬ
Ｄ）プロセスを実行するように構成され、基板上に薄膜を形成するように薄膜前駆体及び
還元ガスが連続的且つ交互に導入される。例えば、タンタル含有膜を準備するためのＰＥ
ＡＬＤプロセスにおいて、薄膜前駆体は金属ハロゲン化物（例えば、五塩化タンタル）又
は有機金属（例えば、Ｔａ（ＮＣ（ＣＨ３）２Ｃ２Ｈ５）（Ｎ（ＣＨ３）２）３；以下、
ＴＡＩＭＡＴＡ（登録商標）と呼ぶ。更なる詳細は米国特許第６５９３４８４号明細書を
参照）を含み得る。この例においては、還元ガスは、水素若しくは又はアンモニア（ＮＨ

３）、Ｎ２及びＨ２、Ｎ２Ｈ４、ＮＨ（ＣＨ３）２、又はＮ２Ｈ３ＣＨ３を含み得る。
【００３２】
　第１の期間にて、基板２５の露出面上への薄膜前駆体の吸着を引き起こすために、薄膜
前駆体を処理チャンバー１０に導入する。好ましくは、材料のモノレイヤー吸着が起こる
。その後、図５に示されるように、第２の期間にて、パージガスを用いて処理チャンバー
１０を浄化する。基板２５上に薄膜前駆体を吸着した後、第３の期間にて、処理チャンバ
ー１０に還元ガスを導入しながら、例えば上部アセンブリ３０を介して第１の電源５０か
ら還元ガスに電力を結合させる。還元ガスへの電力の結合は還元ガスを加熱し、故に、還
元ガスの電離及び解離を生じさせる。それにより、吸着Ｔａ薄膜前駆体を減らして所望の
Ｔａ含有膜を形成するように吸着Ｔａ薄膜前駆体と反応することが可能な、例えば原子状
水素などの解離種が形成される。
【００３３】
　一例において、図５に示された第１のプロセス中、例えばＴａＦ５、ＴａＣｌ５、Ｔａ
Ｂｒ５、ＴａＩ５、Ｔａ（ＣＯ）５、Ｔａ［Ｎ（Ｃ２Ｈ５ＣＨ３）］５（ＰＥＭＡＴ）、
Ｔａ［Ｎ（ＣＨ３）２］５（ＰＤＭＡＴ）、Ｔａ［Ｎ（Ｃ２Ｈ５）２］５（ＰＤＥＡＴ）
、Ｔａ（ＮＣ（ＣＨ３）３）（Ｎ（Ｃ２Ｈ５）２）３（ＴＢＴＤＥＴ）、Ｔａ（ＮＣ２Ｈ

５）（Ｎ（Ｃ２Ｈ５）２）３、Ｔａ（ＮＣ（ＣＨ３）２Ｃ２Ｈ５）（Ｎ（ＣＨ３）２）３

、又はＴａ（ＮＣ（ＣＨ３）３）（Ｎ（ＣＨ３）２）３等をＴａ前駆体とし、その後、例
えばＨ２、ＮＨ３、Ｎ２及びＨ２、Ｎ２Ｈ４、ＮＨ（ＣＨ３）２、又はＮ２Ｈ３ＣＨ３等
の還元ガスに晒すことにより、タンタル（Ｔａ）、タンタル窒化物、又はタンタル炭窒化
物がＰＥＡＬＤプロセスを用いて堆積される。本発明に係るＰＥＡＬＤプロセスにおいて
は、還元ガスはプラズマ励起によるものである。
【００３４】
　本発明に係るＰＥＡＬＤプロセスの他の一例において、チタン（Ｔｉ）、チタン窒化物
、又はチタン炭窒化物を堆積するとき、薄膜前駆体は、ＴｉＦ４、ＴｉＣｌ４、ＴｉＢｒ

４、ＴｉＩ４、Ｔｉ［Ｎ（Ｃ２Ｈ５ＣＨ３）］４（ＴＥＭＡＴ）、Ｔｉ［Ｎ（ＣＨ３）２

］４（ＴＤＭＡＴ）、又はＴｉ［Ｎ（Ｃ２Ｈ５）２］４（ＴＤＥＡＴ）を含み、還元ガス
は、Ｈ２、ＮＨ３、Ｎ２及びＨ２、Ｎ２Ｈ４、ＮＨ（ＣＨ３）２、又はＮ２Ｈ３ＣＨ３を
含み得る。
【００３５】
　ＰＥＡＬＤプロセスの他の一例として、タングステン（Ｗ）、タングステン窒化物、又
はタングステン炭窒化物を堆積するとき、薄膜前駆体はＷＦ６又はＷ（ＣＯ）６を含み、
還元ガスは、Ｈ２、ＮＨ３、Ｎ２及びＨ２、Ｎ２Ｈ４、ＮＨ（ＣＨ３）２、又はＮ２Ｈ３

ＣＨ３を含み得る。
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【００３６】
　本発明に係るＰＥＡＬＤプロセスの他の一例において、モリブデン（Ｍｏ）を堆積する
とき、薄膜前駆体は六フッ化モリブデン（ＭｏＦ６）を含み、還元ガスはＨ２を含み得る
。
【００３７】
　ＡＬＤプロセスにて銅を堆積するとき、薄膜前駆体は、例えばエアプロダクト・アンド
・ケミカル社（カリフォルニア州）のユニットであるシューマッハから入手可能なＣｕｐ
ｒａＳｅｌｅｃｔ（登録商標）としても知られるＣｕ（ＴＭＶＳ）（ｈｆａｃ）等の有機
金属化合物、又は例えばＣｕＣｌ等の無機化合物を含み、還元ガスは、Ｈ２、Ｏ２、Ｎ２

、ＮＨ３、又はＨ２Ｏのうちの少なくとも１つを含み得る。なお、ここでは、用語“Ａ、
Ｂ、Ｃ、・・・又はＸのうちの少なくとも１つ”は、列挙された要素のうちの何れか１つ
、又は列挙された要素のうちの２つ以上の組み合わせを意味する。
【００３８】
　本発明に係るＰＥＡＬＤプロセスの他の一例において、ＺｒＯ２を堆積するとき、薄膜
前駆体はＺｒ（ＮＯ３）４又はＺｒＣｌ４を含み、還元ガスはＨ２Ｏを含み得る。
【００３９】
　本発明に係るＰＥＡＬＤプロセスにおいてハフニウム酸化物を堆積するとき、薄膜前駆
体はＨｆ（ＯＢｕｔ）４、Ｈｆ（ＮＯ３）４、又はＨｆＣｌ４を含み、還元ガスはＨ２Ｏ
を含み得る。他の一例においてハフニウム（Ｈｆ）を堆積するとき、薄膜前駆体はＨｆＣ
ｌ４を含み、還元ガスはＨ２を含み得る。
【００４０】
　本発明に係るＰＥＡＬＤプロセスの更に他の一例において、ニオビウム（Ｎｂ）を堆積
するとき、薄膜前駆体は五塩化ニオビウム（ＮｂＣｌ５）を含み、還元ガスはＨ２を含み
得る。
【００４１】
　本発明に係るＰＥＡＬＤプロセスの他の一例において、亜鉛（Ｚｎ）を堆積するとき、
薄膜前駆体は二塩化亜鉛（ＺｎＣｌ２）を含み、還元ガスはＨ２を含み得る。
【００４２】
　本発明に係るＰＥＡＬＤプロセスの他の一例において、二酸化シリコンを堆積するとき
、薄膜前駆体はＳｉ（ＯＣ２Ｈ５）４、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＣｌ４、又はＳｉ（ＮＯ３

）４を含み、還元ガスはＨ２Ｏ又はＯ２を含み得る。他の一例において、窒化シリコンを
堆積するとき、薄膜前駆体はＳｉＣｌ４又はＳｉＨ２Ｃｌ２を含み、還元ガスはＮＨ３、
又はＮ２及びＨ２を含み得る。他の一例において、ＴｉＮを堆積するとき、薄膜前駆体は
硝酸チタン（Ｔｉ（ＮＯ３））を含み、還元ガスはＮＨ３を含み得る。
【００４３】
　ＡＬＤプロセスの他の一例において、アルミニウムを堆積するとき、薄膜前駆体は塩化
アルミニウム（Ａｌ２Ｃｌ６）又は三メチルアルミニウム（Ａｌ（ＣＨ３）３）を含み、
還元ガスはＨ２を含み得る。窒化アルミニウムを堆積するとき、薄膜前駆体は三塩化アル
ミニウム又は三メチルアルミニウムを含み、還元ガスはＮＨ３、又はＮ２及びＨ２を含み
得る。他の一例において、酸化アルミニウムを堆積するとき、薄膜前駆体は塩化アルミニ
ウム又は三メチルアルミニウムを含み、還元ガスはＨ２Ｏ、又はＯ２及びＨ２を含み得る
。
【００４４】
　本発明に係るＰＥＡＬＤプロセスの他の一例において、ＧａＮを堆積するとき、薄膜前
駆体は硝酸ガリウム（Ｇａ（ＮＯ３）３）又は三メチルアルミニウム（Ｇａ（ＣＨ３）３

）を含み、還元ガス材料はＮＨ３を含み得る。
【００４５】
　また、上述のＰＥＡＬＤプロセスにおいて、処理容積は、第１の期間での第１のプロセ
スガス材料の導入及び必要に応じての第２の期間でのパージガスの導入における第１の容
積（Ｖ１）と、第３の期間での第２のプロセスガス材料の導入及び必要に応じての第４の



(12) JP 5312036 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

期間でのパージガスの導入における第２の容積（Ｖ２）との間で変更されることができる
。処理空間の最適な容積（Ｖ１、Ｖ２）は、ＰＥＡＬＤプロセスの処理工程ごとに選択さ
れ得る。
【００４６】
　例えば、第１の容積（Ｖ１）は、第１のプロセスガス材料が処理空間を通過し、第１の
プロセスガス材料の一部が基板表面に吸着するように、十分に小さくされ得る。処理空間
の第１の容積が小さくされると、基板表面への吸着に必要な第１のプロセスガス材料の量
は削減され、第１の処理空間内で第１のプロセスガス材料を交換するのに必要な時間が短
縮される。例えば、処理空間の第１の容積が小さくされると、滞留時間が短縮されるので
、第１の期間の短縮が可能になる。
【００４７】
　また、例えば、第２の容積（Ｖ２）は、第２のプロセス材料からのプラズマの形成が基
板上方に均一なプラズマ形成をもたらす容積に設定され得る。半導体ウェハを含む基板を
処理するとき、処理空間は実質的に円筒形であり、直径（Ｄ）、及び基板と上部アセンブ
リとの間の高さすなわち間隔（ｈ）によって特徴付けられる。この直径は基板サイズに関
係するが、この間隔（すなわち高さ）は処理空間の容積を調整するための可変パラメータ
とし得る。均一なプラズマのために、基板（又は容積）の直径と間隔との間のアスペクト
比（すなわち、Ｄ／ｈ）は、およそ１０という値以下、好ましくは、およそ５という値未
満にし得る。例えば、このアスペクト比が増大すると、プラズマの均一性が悪化すること
が観測されているが、このアスペクト比が減少すると、プラズマの均一性が向上すること
が観測されている。例えば、プラズマを用いて２００ｍｍ基板上に膜を堆積するとき、間
隔ｈはおよそ２０ｍｍ以上にされるべきである。
【００４８】
　例えば、第１のプロセス材料の導入時の第１の容積は、２００ｍｍ基板に関して２０ｍ
ｍ以下（あるいは、３００ｍｍ基板に関して３０ｍｍ以下）の間隔（基板ステージ２０か
ら上部アセンブリ３０までの間隔）を含み、第２のプロセス材料の導入時の第２の容積は
、２００ｍｍ基板に関して２０ｍｍより大きい（あるいは、３００ｍｍ基板に関して３０
ｍｍ以上）の間隔を含み得る。
【００４９】
　図６は、本発明の一実施形態に従ったプロセスのプロセスフロー図を示している。図６
のプロセスは、図１－４の処理システム、又は何らかのその他の好適処理システムによっ
て実行される。図６に示されるように、このプロセスは、段階６１０にて、基板の上方に
処理空間を画成する気相堆積システム内に基板を配置することで開始する。段階６２０に
て、処理空間に気体状の薄膜前駆体を導入する。段階６３０にて、処理空間の容積を第１
の大きさから第２の大きさまで拡大し、拡大された処理空間を形成する。段階６４０にて
、拡大された処理空間内に還元ガスを導入する。段階６５０にて、還元ガスから還元プラ
ズマを形成する。
【００５０】
　さらに、本発明の一実施形態において、上記の段階群はプロセスが続けられるとき、逆
にして繰り返され得る。例えば、還元プラズマは消滅させられ、処理空間の容積が第２の
大きさから第１の大きさに縮小され、そして、段階群６１０－６４０が繰り返され得る。
【００５１】
　段階６５０において、プラズマはＲＦエネルギーを０．１ＭＨｚから１００ＭＨｚまで
の或る周波数で印加することによって形成され得る。本発明の一態様においては、プラズ
マを形成することに先立って、プラズマの均一性に一層とつながる条件の助けとなるよう
に、処理空間の容積が増大される。従って、段階６３０にて、基板ステージは第２の気相
堆積プロセスのプラズマ均一性を高める位置に移動される。例えば、基板ステージは、プ
ラズマの均一性が基板ステージの２００ｍｍの直径にわたって２％又は１％より良好にな
るような位置に配置され得る。例えば、基板ステージは、プラズマの均一性が基板ステー
ジの３００ｍｍの直径にわたって２％又は１％より良好になるような位置に配置され得る
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。
【００５２】
　段階６５０において、還元プラズマは１０Ｗ／ｃｍ２未満、好ましくは１Ｗ／ｃｍ２未
満のパワー密度を有し得る。還元プラズマの期間は２０ｓ未満、好ましくは５ｓ未満とし
得る。例えば、図１－４を参照するに、還元プラズマは、上部アセンブリ３０を介して２
００Ｗから３０００Ｗの無線周波数（ＲＦ）電力を還元ガスに結合させることによって形
成され得る。
【００５３】
　段階６２０において、気体状の薄膜前駆体はシールドによって囲まれた基板上方の領域
内に導入される。本発明の一実施形態において、シールドが孔を有することにより、有孔
シールドを介して気体状の薄膜前駆体を吸い出すこと（pumping）によって気体状の薄膜
前駆体の排気を可能にし得る。シールドが孔を有さない場合、処理空間の内部は別個にポ
ンプで排気され得る。
【００５４】
　段階６１０－６４０において、金属、金属酸化物、金属窒化物、金属珪化物、又は金属
炭窒化物のうちの少なくとも１つから成る膜が堆積され得る。例えば、膜はタンタル膜、
タンタル窒化物膜、又はタンタル炭窒化物膜のうちの少なくとも１つを含んでいてもよい
。段階６１０－６４０において、Ａｌ膜、Ｃｕ膜、Ｚｎ膜、金属珪化物膜、若しくはゲル
マニウム含有膜のうちの少なくとも１つ、又は別々に堆積された、あるいは合金として堆
積されたこれらの膜の何れか１つの組み合わせ、から成る膜が堆積され得る。段階６１０
－６４０において、ジルコニウム酸化物膜、ハフニウム酸化物膜、シリコン酸化物膜、チ
タン窒化物膜、若しくはＧａＮ膜、又はこれらの膜の何れか１つの組み合わせから成る膜
が堆積され得る。
【００５５】
　段階６５０中、基板に基板バイアスが供給され得る。例えば、基板バイアスはＤＣ電圧
及び／又は０．１ＭＨｚから１００ＭＨｚまでの或る周波数を有するＲＦ電圧とし得る。
段階６５０に先立ち、第１の膜の表面での還元反応プロセスを加速させるプラズマを生成
するために、電磁力が気相堆積システムに結合され得る。
【００５６】
　さらに、薄膜前駆体の導入度にパージガスが導入されてもよい。また、パージガスの存
在に拘わらず、気相堆積システム又は基板の少なくとも一方から汚染物質を解放するため
に、電磁力が気相堆積システムに結合されてもよい。この電磁力は、プラズマ、紫外光、
又はレーザの形態で気相堆積システムに結合され得る。
【００５７】
　図１－４に示されるように、堆積システム１及び１’はコントローラ７０を含んでいる
。コントローラ７０は、処理チャンバー１０、基板ステージ２０、上部アセンブリ３０、
第１のプロセス材料供給システム４０、第２のプロセス材料供給システム４２、パージガ
ス供給システム４４、第１の電源５０、基板温度制御システム６０、及び／又は処理容積
調整システム８０に結合され得る。
【００５８】
　コントローラ７０は、上述の膜堆積プロセスの制御及び監視のために、マイクロプロセ
ッサ、メモリ、及び、堆積システム１（１’）からの出力を監視するとともに堆積システ
ム１（１’）への入力を伝達し且つアクティブにするのに十分な制御電圧を生成可能なデ
ジタルＩ／Ｏポートを含んでいる。例えば、コントローラ７０は、図６に関連して説明さ
れた段階群を達成することを実行するためのプログラム命令を格納したコンピュータ読み
取り可能媒体を含み得る。また、コントローラ７０は、処理チャンバー１０、基板ステー
ジ２０、上部アセンブリ３０、第１のプロセス材料ガス供給システム４０、第２のプロセ
ス材料ガス供給システム４２、パージガス供給システム４４、第１の電源５０、第２の電
源５２、基板温度制御システム６０、及び／又は圧力制御システム３２に結合され、それ
らと情報を交換してもよい。例えば、上述の非プラズマプロセス又はプラズマ支援堆積プ
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ロセスの１つを実行するため、プロセスレシピに従って堆積システム１（１’）の上述の
構成要素への入力をアクティブにするように、メモリ内に格納されたプログラムが使用さ
れ得る。
【００５９】
　コントローラ７０の一例は、デル社から入手可能なＤＥＬＬ　ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ　Ｗ
ＯＲＫＳＴＡＴＩＯＮ６１０（登録商標）である。しかしながら、コントローラ７０は、
メモリ内に格納された１つ以上の命令の１つ以上のシーケンスをプロセッサが実行するこ
とに応答して、本発明のマイクロプロセッサに基づく処理段階群の一部又は全てを実行す
る汎用コンピュータシステムとして実装されてもよい。このような命令は、例えばハード
ディスク又は取り外し可能メディアドライブ等の別のコンピュータ読み取り可能媒体から
コントローラメモリに読み込まれてもよい。また、多重処理構成の１つ以上のプロセッサ
が、メインメモリに格納された命令のシーケンスを実行するコントローラマイクロプロセ
ッサとして用いられてもよい。代替的な実施形態においては、ソフトウェア命令に変えて
、あるいは組み合わせて、配線接続された回路が用いられてもよい。故に、本発明の実施
形態は、ハードウェア回路とソフトウェア回路との如何なる特定の組み合わせにも限定さ
れない。
【００６０】
　コントローラ７０は、本発明の教示に従ってプログラムされた命令を保持し、且つ本発
明を実施するために必要となり得るデータ構造、テーブル、記録、又はその他のデータを
格納するために、例えばコントローラメモリ等の少なくとも１つのコンピュータ読み取り
可能媒体又はメモリを含む。コンピュータ読み取り可能媒体の例は、コンパクトディスク
、ハードディスク、フロッピーディスク（登録商標）、テープ、磁気光学ディスク、ＰＲ
ＯＭ（ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュＥＰＲＯＭ）、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＳＤ
ＲＡＭ、その他の何らかの磁気媒体、コンパクトディスク（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ）、そ
の他の何らかの光学媒体、パンチカード、紙テープ、穴パターンを有するその他の物理媒
体、搬送波（後述）、又はコンピュータが読み取り可能なその他の何らかの媒体である。
【００６１】
　本発明は、コントローラ７０を制御し、本発明を実施するように１つ又は複数の装置を
駆動し、且つ／或いはコントローラがヒトのユーザと相互作用することを可能にするため
の、コンピュータ読み取り可能媒体の何れか１つ又は組み合わせに格納されたソフトウェ
アを含む。このソフトウェアは、以下に限られないが、デバイスドライバ、オペレーディ
ングシステム、開発ツール、及びアプリケーションソフトウェアを含み得る。このような
コンピュータ読み取り可能媒体は更に、本発明を実施する上で実行される処理の全て又は
一部（処理が分散される場合）を実行するための本発明に係るコンピュータプログラム製
品を含む。
【００６２】
　本発明に係るコンピュータコードデバイスは、以下に限られないが、スクリプト、イン
タープリタ型プログラム、動的リンクライブラリ（ＤＬＬ）、Ｊａｖａクラス、及び完全
実行型プログラム、を含む如何なるインタープリタコード機構又は実行コード機構であっ
てもよい。また、本発明の処理の一部は、より良好な性能、信頼性、及び／又はコストの
ために分散させられてもよい。
【００６３】
　用語“コンピュータ読み取り可能媒体”は、ここでは、コントローラ７０のプロセッサ
に実行のための命令を提供することに関与する如何なる媒体をも意味する。コンピュータ
読み取り可能媒体は、以下に限られないが、不揮発性媒体、揮発性媒体、及び伝送媒体を
含む数多くの形態をとり得る。不揮発性媒体は、例えば、ハードディスクドライブ又は取
り外し可能媒体ドライブのような、光ディスク、磁気ディスク、及び磁気光学ディスクを
含む。揮発性媒体は、例えばメインメモリ等のダイナミックメモリを含む。また、コンピ
ュータ読み取り可能媒体の様々な形態は、コントローラのプロセッサへの１つ以上の実行
命令の１つ以上のシーケンスを実行することに関与し得る。例えば、命令は当初、遠隔コ
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ンピュータの磁気ディスク上に担持されていてもよい。遠隔コンピュータは、本発明の全
て又は一部を実施するための命令をダイナミックメモリにロードし、その命令をコントロ
ーラ７０にネットワーク上で送ることができる。
【００６４】
　コントローラ７０は、堆積システム１（１’）に対してローカルに配置されていてもよ
いし、堆積システム１（１’）に対して遠隔に配置されていてもよい。例えば、コントロ
ーラ７０は、直接接続、イントラネット、インターネット、及び無線通信のうちの少なく
とも１つを用いて、堆積システム１（１’）とデータを交換してもよい。コントローラ７
０は、例えば、顧客側（すなわち、デバイスメーカー等）のイントラネットに結合されて
いてもよいし、製造供給元（すなわち、装置製造者）のイントラネットに結合されていて
もよい。また、例えば、コントローラ７０はインターネットに結合されていてもよい。さ
らに、他のコンピュータ（すなわち、コントローラ、サーバ等）が、直接接続、イントラ
ネット及びインターネットのうちの少なくとも１つを介して、データ交換のためにコント
ローラ７０にアクセスしてもよい。当業者に認識されるように、コントローラ７０は無線
接続を介して堆積システム１（１’）とデータを交換してもよい。
【００６５】
　以上では本発明の特定の実施形態のみが詳細に説明されているが、当業者に容易に認識
されるように、これらの実施形態には、本発明の新規な教示及び効果を実質的に逸脱する
ことなく数多くの変更が為され得る。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の一実施形態に従った堆積システムを示す概略図である。
【図２】図１の堆積システムを示す概略図であり、本発明の一実施形態に従って拡大され
た処理空間を示している。
【図３】本発明の他の一実施形態に従った堆積システムを示す概略図である。
【図４】図３の堆積システムを示す概略図であり、本発明の一実施形態に従って拡大され
た処理空間を示している。
【図５】本発明の一実施形態に従った、図１－４の堆積システムにて使用されるタイミン
グ図である。
【図６】本発明の一実施形態に従ったプロセスを示すプロセスフロー図である。
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