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(57)【要約】
　誘電体層を形成する方法を説明する。この方法は、ケ
イ素を含有する前駆体をプラズマ廃水と混合するステッ
プと、ケイ素と窒素を含有する層を基板上に堆積するス
テップとを含む。ケイ素と窒素を含有する層は、ケイ素
と窒素を含有する層を堆積するために使用したのと同じ
基板処理領域内においてオゾン含有雰囲気中で硬化する
ことによって、ケイ素と酸素を含有する層に転換される
。さらなるケイ素と窒素を含有する層を、ケイ素と酸素
を含有する層の上に堆積することができ、ここでも基板
を基板処理領域から取り出すことなく、層のスタックを
オゾン中で硬化させることができる。複数回の堆積－硬
化サイクル後、ケイ素と酸素を含有する層のスタックの
転換は、より高い温度で酸素含有環境中においてアニー
ルすることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケイ素と酸素を含有する層を、基板処理チャンバにおいて基板処理領域内の基板に形成
する方法であって、
　ケイ素と窒素を含有する層を基板処理領域内で基板上に形成するステップを含み、ケイ
素と窒素を含有する層を形成するステップが、
　　安定なガスをプラズマ領域内に流して、プラズマ廃水を生成するステップと、
　　プラズマが生じていない基板処理領域内で、ケイ素を含有する前駆体をプラズマ廃水
と結合させるステップと、
　　ケイ素と窒素を含有する層を基板上に堆積するステップとを含み、
　方法がさらに、基板処理領域内においてオゾン含有雰囲気中でケイ素と窒素を含有する
層を硬化させて、ケイ素と酸素を含有する層を形成するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　さらに、第２のケイ素と窒素を含有する層を基板処理領域内で基板上に形成するステッ
プを含み、第２のケイ素と窒素を含有する層を形成するステップが、
　　安定なガスをプラズマ領域内に流して、プラズマ廃水を生成するステップと、
　　基板処理領域内で、ケイ素を含有する前駆体をプラズマ廃水と結合させるステップと
、
　　第２のケイ素と窒素を含有する層を基板処理領域内で基板上に堆積するステップと
　を含み、
　方法がさらに、第２のケイ素と窒素を含有する層を基板処理領域内においてオゾン含有
雰囲気中で硬化するステップと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ケイ素を含有する前駆体が直接プラズマ励起されるのを防止するために、ケイ素と窒素
を含有する層を形成する操作中、基板処理領域の内部はプラズマフリーである、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　ケイ素と窒素を含有する層を硬化する操作中、基板処理領域の内部はプラズマフリーで
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　硬化操作中の基板温度が５０℃未満であり、ケイ素と窒素を含有する層を堆積する操作
中よりも高い、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ケイ素と窒素を含有する層を堆積する操作中の基板温度が１００℃未満である、請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　硬化操作中の基板温度が２００℃未満である請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ケイ素と窒素を含有する層の厚さが約１５００Å以下である請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　基板が、硬化操作中に基板を加熱するために、加熱されたシャワーヘッドに向けて持ち
上げられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　安定なガスが、窒素と水素を含有するガスであり、プラズマ廃水が、ラジカル窒素前駆
体を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　窒素と水素を含有するガスがアンモニアを含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
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　ケイ素を含有する前駆体が炭素を含まない請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　ケイ素を含有する前駆体が、ケイ素と窒素を含有する前駆体を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１４】
　ケイ素を含有する前駆体が、Ｎ（ＳｉＨ３）３を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　ケイ素と窒素を含有する層が、炭素を含まないＳｉ－Ｎ－Ｈ層を含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項１６】
　さらに、硬化操作後に、酸素含有雰囲気中で、約６００℃以上の酸素アニール温度まで
基板の温度を上昇させるステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　酸素含有雰囲気が、原子酸素、オゾン、および水蒸気（Ｈ２Ｏ）からなる群から選択さ
れる１つまたは複数のガスを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　基板がパターン形成され、約４５ｎｍ以下の幅を有するトレンチを有し、トレンチに形
成された酸化ケイ素層が実質的にボイドを有さない、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　プラズマ領域が遠隔プラズマシステムである請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　プラズマ領域が、シャワーヘッドによってプラズマフリー基板処理領域から隔てられた
、基板処理チャンバの仕切られた部分である、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、「ＩＮ－ＳＩＴＵ　ＯＺＯＮＥ　ＣＵＲＥ　ＦＯＲ　ＲＡＤＩＣＡＬ－ＣＯ
ＭＰＯＮＥＮＴ　ＣＶＤ」という名称の２０１０年１２月２０日出願の米国特許出願第１
２／９７２，７１１号のＰＣＴ出願であり、「ＩＮ－ＳＩＴＵ　ＯＺＯＮＥ　ＣＵＲＥ　
ＦＯＲ　ＲＡＤＩＣＡＬ－ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ　ＣＶＤ」という名称の２０１０年１月７
日出願の米国仮特許出願第６１／２９３，０８２号の利益を主張するものであり、上記特
許文献の開示全体を本明細書に参照により組み込む。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの形状寸法は、数十年前にそれらが登場して以来、サイズが劇的に減少
している。現代の半導体製造機器は、通常的に、４５ｎｍ、３２ｎｍ、および２８ｎｍの
フィーチャサイズを有するデバイスを製造し、新規の機器は、さらに小さい形状寸法を有
するデバイスを形成するように開発されて実装されている。フィーチャサイズの減少によ
り、デバイス上の構造フィーチャの空間的寸法が減少する。誘電材料で間隙を埋めるのが
難しくなるほど、間隙の深さと幅のアスペクト比が高くなる点まで、デバイス上の間隙お
よびトレンチの幅が狭まる。堆積した誘電体材料は、間隙が完全に埋まる前に上部を閉じ
る傾向があり、間隙の中央にボイドまたはシームを生成する。
【０００３】
　数年来、間隙の上部での誘電体の詰まりを回避するため、または生じているボイドまた
はシームを「治癒」するために、多くの技術が開発されている。１つの手法は、高い流動
性の前駆体材料から始めて、その材料を液相で、回転する基板表面に塗布することができ
る（例えばＳＯＧ堆積技法）。これらの流動性前駆体は、非常に小さい基板間隙内に流れ
、そこを埋めることができ、ボイドまたは弱いシームを形成することがない。しかし、こ
れらの高い流動性の材料が堆積された後、それらを固化して固体誘電体材料にしなければ
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ならない。
【０００４】
　多くの場合、固化プロセスは、堆積された材料から炭素およびヒドロキシル基を除去す
るための熱処理を含み、酸化ケイ素などの固体誘電体を残す。残念ながら、除去された炭
素およびヒドロキシル種は、固化した誘電体中に孔を残すことがよくあり、これは、最終
的な材料の品質を下げる。さらに、固化した誘電体は、体積を減少する傾向があり、これ
は、誘電体の界面および周囲の基板に亀裂および空間を残すことがある。いくつかの場合
には、固化した誘電体の堆積は４０％以上減少することがある。
【０００５】
　したがって、ボイド、シーム、またはその両方を基板間隙およびトレンチ内で生成する
ことなく、構造化された基板上に誘電体材料を形成するために、新たな堆積プロセスおよ
び材料が必要である。また、孔がより少なく、体積減少がより小さい流動性誘電体材料を
固化する材料および方法が必要である。本出願は、この必要性および他の必要性に対処す
る。
【発明の概要】
【０００６】
　誘電体層を形成する方法を説明する。この方法は、ケイ素を含有する前駆体をプラズマ
廃水と混合するステップと、ケイ素と窒素を含有する層を基板上に堆積するステップとを
含む。ケイ素と窒素を含有する層は、ケイ素と窒素を含有する層を堆積するために使用し
たのと同じ基板処理領域内においてオゾン含有雰囲気中で硬化することによって、ケイ素
と酸素を含有する層に転換される。さらなるケイ素と窒素を含有する層をケイ素と酸素を
含有する層上に堆積することができ、ここでも基板を基板処理領域から取り出すことなく
、層のスタックをオゾン中で硬化させることができる。複数回の堆積－硬化サイクル後、
ケイ素と酸素を含有する層のスタックの転換は、より高い温度で酸素含有環境中において
アニールすることができる。
【０００７】
　本発明のいくつかの実施形態は、基板処理チャンバにおいて基板処理領域内で基板上に
ケイ素と酸素を含有する層を形成する方法を含む。この方法は、基板処理領域内で基板上
にケイ素と窒素を含有する層を形成するステップを含む。ケイ素と窒素を含有する層を形
成するステップは、窒素と水素を含有するガスをプラズマ領域中に流してラジカル窒素前
駆体を生成するステップと、プラズマが生じていない基板処理領域内で、炭素を含まない
ケイ素を含有する前駆体をラジカル窒素前駆体と結合させるステップと、基板上にケイ素
と窒素を含有する層を堆積するステップとを含む。さらに、方法は、基板処理領域内にお
いてオゾン含有雰囲気中でケイ素と窒素を含有する層を硬化させるステップを含む。
【０００８】
　追加の実施形態および特徴は、一部は以下の説明に記載し、一部は本明細書を考察する
ことで当業者に明らかになり、または本発明の実施により理解することができる。本発明
の特徴および利点は、本明細書に記載した機構、組合せ、および方法によって実現および
達成することができる。
【０００９】
　本発明の性質および利点のさらなる理解は、本明細書の残りの部分および図面を参照す
ることによって実現することができる。図面中、複数の図面を通じて、同様の構成要素を
表すために同様の参照番号を使用する。いくつかの場合には、参照番号に添え字が関連付
けられて、ハイフンの後に続き、複数の同様の構成要素の１つを表す。既存の添え字に対
する指定なしで参照番号に言及するときは、そのような複数の同様の構成要素すべてに言
及することが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明のいくつかの実施形態による酸化ケイ素フィルムを形成するための選択さ
れたステップを示す流れ図である。
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【図２】本発明のいくつかの実施形態による基板間隙内に酸化ケイ素フィルムを形成する
ための選択されたステップを示す別の流れ図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態によるケイ素を含有するフィルムから獲得されたＦ
ＴＩＲスペクトルのグラフである。
【図４】本発明のいくつかの実施形態による基板処理システムを示す図である。
【図５Ａ】本発明のいくつかの実施形態による基板処理チャンバを示す図である。
【図５Ｂ】本発明のいくつかの実施形態による基板処理チャンバのシャワーヘッドを示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　誘電体層を形成する方法を説明する。この方法は、ケイ素を含有する前駆体をプラズマ
廃水と混合するステップと、ケイ素と窒素を含有する層を基板上に堆積するステップとを
含む。ケイ素と窒素を含有する層は、そのケイ素と窒素を含有する層を堆積するために使
用したのと同じ基板処理領域内においてオゾン含有雰囲気中で硬化することによって、ケ
イ素と酸素を含有する層に転換される。さらなるケイ素と窒素を含有する層を、ケイ素と
酸素を含有する層の上に堆積することができ、ここでも基板を基板処理領域から取り出す
ことなく、層のスタックをオゾン中で硬化させることができる。複数回の堆積－硬化サイ
クル後、ケイ素と酸素を含有する層のスタックの転換は、より高い温度で酸素含有環境中
においてアニールすることができる。
【００１２】
　特許請求の範囲の及ぶ範囲を仮説的なメカニズムに束縛せずに、いくつかの詳細の論述
が有益となることがある。そのような仮説的なメカニズムは、完全に正しいことも、完全
には正しくないこともある。堆積後のケイ素と窒素を含有するフィルムを比較的低い基板
温度を保ちながらオゾンに曝露することは、酸素含有環境中において比較的高い基板温度
で基板を単にアニールするよりも、酸素含有量を増加させる。これは、炭素を含まないケ
イ素と窒素を含有する前駆体とラジカル窒素前駆体を混合することによってケイ素と窒素
のフィルムを堆積することにより生成される比較的開いたネットワークに起因することが
ある。開いたネットワークにより、オゾンは、フィルム内により深く進入できることがあ
り、基板の方向で酸化物転換を広げる。高温での転換の実施は、基板付近のネットワーク
を閉じることがあり、それにより物理的な転換範囲を制限する。
【００１３】
　オゾンの反応性は、分子酸素の反応性と原子酸素の反応性の間にある。分子酸素は、酸
化を活性化するためにより高温を必要とし、これは、基板付近での開いたケイ素と窒素の
ネットワークの閉鎖をもたらす。望ましくないことに、この閉鎖は、ケイ素と窒素を含有
する層のより深い部分での酸化を制限する。原子酸素は、低温で非常に容易に反応し、同
様にネットワークを閉じる。オゾンは、酸化を促進するために高温を必要とせずに、開い
たネットワーク内に深く進入する安定性があることが分かっている。ここで、酸化ケイ素
層を形成する方法およびシステムに関する追加の詳細を説明する。
【００１４】
　理論上、水素および窒素の代わりにオゾンを使用することができることに鑑みて、熱を
ほとんどまたは全く伴わずにオゾン硬化を行うことができ、それにより堆積領域内部でオ
ゾン硬化を行うことができるようになると考えられた。ここで、一体化されたオゾン硬化
を使用する酸化ケイ素を形成する方法およびシステムに関する追加の詳細を説明する。
【００１５】
例示的な酸化ケイ素形成プロセス
　図１は、本発明の実施形態による酸化ケイ素フィルムを形成する方法１００における選
択されたステップを示す流れ図である。方法１００は、炭素を含まないケイ素前駆体を基
板処理領域１０２に提供するステップを含む。炭素を含まないケイ素前駆体は、例えば、
ケイ素前駆体のクラスの中でもとりわけ、ケイ素と窒素を含有する前駆体、ケイ素と水素
を含有する前駆体、またはケイ素と窒素と水素を含有する前駆体でよい。ケイ素前駆体は
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、炭素を含まないことに加えて、酸素も含まないことがある。酸素がないことで、前駆体
から生成されるケイ素と窒素の層内のシラノール（Ｓｉ－ＯＨ）基の濃度がより低くなる
。堆積されたフィルム中の余剰なシラノール部分は、堆積された層からヒドロキシル（－
ＯＨ）部分を除去する堆積後ステップ中に、多孔率の増加、および収縮をもたらすことが
ある。
【００１６】
　炭素を含まないケイ素前駆体の具体的な例としては、とりわけ、Ｈ２Ｎ（ＳｉＨ３）、
ＨＮ（ＳｉＨ３）２、およびＮ（ＳｉＨ３）３などのシリルアミンを挙げることができる
。シリルアミンの流量は、様々な実施形態において、約２００ｓｃｃｍ以上、約３００ｓ
ｃｃｍ以上、または約５００ｓｃｃｍ以上でよい。本明細書で与えられるすべての流量は
、デュアルチャンバ基板処理システムへの言及である。単一ウエハシステムはこれらの流
量の半分を必要とし、他のウエハサイズは、処理される面積に比例した流量を必要とする
。これらのシリルアミンは、追加のガスと混合させることができ、そのようなガスは、キ
ャリアガス、反応ガス、またはそれらの両方として働くことができる。追加のガスの例と
しては、とりわけ、Ｈ２、Ｎ２、ＮＨ３、Ｈｅ、およびＡｒを挙げることができる。また
、炭素を含まないケイ素前駆体の例としては、単独での、または他のケイ素を含有するガ
ス（例えばＮ（ＳｉＨ３）３）、水素を含有するガス（例えばＨ２）、および／または窒
素を含有するガス（例えばＮ２、ＮＨ３）と混合されたシラン（ＳｉＨ４）を挙げること
ができる。また、炭素を含まないケイ素前駆体は、ジシラン、トリシラン、さらなる高次
シラン、および塩素化シランを、単独で、または互いに組み合わせて、もしくは前述した
炭素を含まないケイ素前駆体と組み合わせて含むこともできる。一般には、炭素を含まな
いケイ素前駆体が使用されるときよりもフィルムが大きく収縮することがあることを念頭
に置きながら、炭素を含むケイ素前駆体を使用することもできる。
【００１７】
　また、ラジカル窒素前駆体を基板処理領域１０４に提供することもできる。ラジカル窒
素前駆体は、基板処理領域外でより安定な窒素前駆体から生成された、窒素ラジカルを含
有する前駆体である。例えば、ＮＨ３、Ｈ２、および／またはＮ２を含む安定な窒素前駆
体化合物を、チャンバプラズマ領域内、または処理チャンバ外の遠隔プラズマシステム（
ＲＰＳ）内で活性化させてラジカル窒素前駆体を生成することができ、これが次いで基板
処理領域内に輸送される。安定な窒素前駆体の流量は、様々な実施形態において、約３０
０ｓｃｃｍ以上、約５００ｓｃｃｍ以上、または約７００ｓｃｃｍ以上でよい。チャンバ
プラズマ領域内で生成されるラジカル窒素前駆体は、－Ｎ、－ＮＨ、－ＮＨ２などの１つ
または複数でよく、プラズマ中で生成されるイオン化種を同伴することもある。
【００１８】
　一般に、他のラジカル前駆体を使用してケイ素と窒素を含有する層を生成することもで
きる。ラジカル前駆体は、窒素を含んでいても、含んでいなくてもよい。窒素がラジカル
前駆体中に存在しない場合、窒素は、ケイ素を含有する前駆体によって供給される。本発
明のいくつかの実施形態では、窒素がどちらにも存在することがある。この融通性により
、ラジカル前駆体は、より一般には、プラズマ廃水と呼ばれることがある。同様に、プラ
ズマ廃水を生成するためにプラズマ領域内に流される安定な窒素前駆体を、本明細書では
一般に、（窒素が存在することも存在しないこともあるので）安定なガスと呼ぶことがあ
る。
【００１９】
　チャンバプラズマ領域を採用する実施形態では、ラジカル窒素前駆体は、堆積領域から
仕切られた基板処理領域の区域内で生成され、堆積領域内で、前駆体が混合および反応し
て、堆積基板（例えば半導体ウエハ）上にケイ素と窒素の層を堆積する。また、ラジカル
窒素前駆体は、水素（Ｈ２）、窒素（Ｎ２）、ヘリウムなどキャリアガスを同伴すること
もある。本明細書では、基板処理領域は、ケイ素と窒素を含有する層の成長中および低温
オゾン硬化中、「プラズマが生じていない」と表すことがある。「プラズマが生じていな
い」は、領域にプラズマが全くないことを必ずしも意味しない。チャンバプラズマ領域内
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のプラズマの境界は定義するのが難しく、シャワーヘッドのアパーチャを通って基板処理
領域に侵入することがある。誘導結合プラズマの場合、少量のイオン化を基板処理領域内
部で直接行うことができる。さらに、生じるフィルムの流動性をなくすことなく、基板処
理領域内で低強度のプラズマを生成することができる。ラジカル窒素前駆体の生成中のチ
ャンバプラズマ領域よりもはるかに低い強度のイオン密度を有するプラズマに関するすべ
ての原因は、本明細書で使用する「プラズマが生じていない」の範囲から逸脱しない。
【００２０】
　基板処理領域内で、炭素を含まないケイ素前駆体とラジカル窒素前駆体が混合および反
応して、ケイ素と窒素を含有するフィルムを堆積基板１０６上に堆積する。いくつかの実
施形態では、いくつかの方策組合せによって、堆積されるケイ素と窒素を含有するフィル
ムが共形に堆積することができる。他の実施形態では、従来の窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）
フィルム堆積技法とは異なり、堆積されたケイ素と窒素を含有するフィルムが流動性を有
する。組成の流動性により、フィルムは、基板の堆積表面にある狭い間隙トレンチおよび
他の構造内に流れることができる。一般に、より高いラジカル窒素フラックスは共形堆積
を生じ、より低いフラックスは流動性堆積を生じる。
【００２１】
　流動性は、ラジカル窒素前駆体と炭素を含まないケイ素前駆体との混合から得られる様
々な特性に起因することがある。これらの特性には、堆積されたフィルム中の有意な水素
成分、および／または短鎖ポリシラザンポリマーの存在が含まれることがある。これらの
短鎖は成長してネットワーク形成し、フィルムの形成中および形成後に、より高密度の誘
電体材料を形成する。例えば、堆積されたフィルムは、シラザンタイプのＳｉ－ＮＨ－Ｓ
ｉ骨格を有することがある（すなわちＳｉ－Ｎ－Ｈフィルム）。ケイ素前駆体とラジカル
窒素前駆体がどちらも炭素を含まないとき、堆積されるケイ素と窒素を含有するフィルム
も、実質的に炭素を含まない。当然、「炭素を含まない」は、フィルムが微量の炭素です
ら含まないことは必ずしも意味しない。炭素汚染物質が前駆体材料中に存在することがあ
り、堆積されるケイ素と窒素の前駆体中に入り込む。しかし、これらの炭素不純物の量は
、炭素部分を有するケイ素前駆体（例えばＴＥＯＳやＴＭＤＳＯなど）において見られる
よりもはるかに少ない。
【００２２】
　ケイ素と窒素を含有する層の堆積後、堆積基板を、オゾン含有雰囲気１０８中で硬化さ
せることができる。堆積後の基板は、硬化のために同じ基板処理領域内に残る。基板の硬
化温度は、スループットを維持するために、ケイ素と窒素を含有するフィルムの形成中の
基板の温度とほぼ同じでよい。あるいは、基板を持ち上げて、加熱された面板またはシャ
ワーヘッドに近付けることによって、硬化操作中に温度を上昇させることもできる。硬化
操作中の基板の温度は、様々な実施形態において、１２０℃未満、１００℃未満、９０℃
未満、８０℃未満、または７０℃未満でよい。基板の温度は、様々な実施形態において、
堆積中の基板温度よりも大きく、５０℃よりも高い、６０℃よりも高い、７０℃よりも高
い、または８０℃よりも高いことがある。任意の上限を任意の下限と組み合わせて、開示
するさらなる実施形態による基板温度に関する追加の範囲を設定することができる。
【００２３】
　比較的高濃度の原子酸素が生じないように、硬化操作中、基板処理領域の内部はプラズ
マフリーであることがある。原子酸素の存在は、ケイ素と窒素を含有する層の比較的開い
たネットワークを尚早に閉じることがある。いくつかの実施形態では、原子酸素の発生が
生じないように、基板処理領域内にプラズマは存在しない。原子酸素は、表面付近のネッ
トワークを閉じ、表面下での酸化を阻むことがある。硬化ステップ中の基板処理領域への
オゾンの流量は、約２００ｓｃｃｍ以上、約３００ｓｃｃｍ以上、または約５００ｓｃｃ
ｍ以上でよい。硬化ステップ中のオゾンの分圧は、約１０Ｔｏｒｒ以上、約２０Ｔｏｒｒ
以上、または約４０Ｔｏｒｒ以上でよい。いくつかの条件下で（例えば約１００℃～約２
００℃の基板温度の間で）、転換はほぼ完了することが判明しており、したがって、いく
つかの実施形態では、酸素含有環境中での比較的高温のアニールは不要であることがある
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。
【００２４】
　同じ基板処理領域内で硬化操作を行うことが、複数回の堆積－硬化サイクルを可能にし
、各サイクル中に要求される厚さを減少させる。この実施形態では、硬化操作は、ケイ素
と窒素を含有する層のより薄い厚さのみを転換すればよい。これは、オゾン含有環境に対
する要件を緩和し、より高濃度の原子酸素を許容し、基板温度プロセス窓を広げる。いく
つかの実施形態では、プラズマは、堆積－硬化サイクルの硬化段階中に存在する。他の実
施形態では、基板処理領域内にプラズマは存在せず、オゾン含有環境は、低濃度の原子酸
素のみを含む。硬化前のケイ素と窒素を含有する層の層厚さは、様々な実施形態において
、１５００Å未満、１０００Å未満、７５０Å未満、または５００Å未満でよい。複数の
堆積－硬化サイクルから得られる、組み合わされたすべてのケイ素と酸素を含有する層の
スタックの厚さは、いくつかの実施形態では、主に用途に応じて４００Å～１００００Å
でよい。
【００２５】
　目標の全厚に達したかどうかに関して決定が下される（１０９）。目標に達していない
場合、もう１回の堆積操作（１０２～１０６）およびもう１回の硬化操作（１０８）が順
次に完了され、その後、ケイ素と酸素を含有するフィルムの厚さが再び目標の厚さと比較
される。目標に達した後、基板を基板処理チャンバに残しておくか、または基板処理チャ
ンバから取り外してアニーリングチャンバに移送することができ、酸化ケイ素へのさらな
る転換を行う。
【００２６】
　複数回の堆積－硬化サイクル後、酸素含有雰囲気中で堆積基板をアニールすることがで
きる（１１０）。堆積基板は、酸素含有雰囲気が導入されるときに、硬化に使用したのと
同じ基板処理領域内に留まっていることがあり、または基板は、酸素含有雰囲気が導入さ
れる異なるチャンバに移送されることがある。酸素含有雰囲気は、とりわけ、分子酸素（
Ｏ２）、オゾン（Ｏ３）、水蒸気（Ｈ２Ｏ）、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）、および酸化窒素
（ＮＯ、ＮＯ２など）など、１つまたは複数の酸素を含有するガスを含むことがある。ま
た、酸素含有雰囲気は、原子酸素（Ｏ）や水酸化物（ＯＨ）などラジカル酸素およびヒド
ロキシル種を含むこともあり、これらは遠隔で生成されて基板チャンバ内に輸送されるこ
とがある。酸素含有種のイオンが存在することもある。基板の酸素アニール温度は、様々
な実施形態において、約１１００℃以下、約１０００℃以下、約９００℃以下、または約
８００℃以下でよい。基板の温度は、様々な実施形態において、約５００℃以上、約６０
０℃以上、約７００℃以上、または約８００℃以上でよい。ここでも、任意の上限を任意
の下限と組み合わせて、開示するさらなる実施形態による基板温度に関する追加の範囲を
設定することができる。
【００２７】
　酸素アニール中、基板処理領域内にプラズマが存在することも、存在しないこともある
。ＣＶＤチャンバに入る酸素を含有するガスは、基板処理領域に入る前に活性化（例えば
ラジカル化やイオン化）されている１つまたは複数の化合物を含むことがある。例えば、
酸素を含有するガスは、より安定な前駆体化合物を遠隔プラズマ源、またはシャワーヘッ
ドによって基板処理領域から隔てられたチャンバプラズマ領域に通して曝露することによ
って活性化されたラジカル酸素種やラジカルヒドロキシル種などを含むことがある。より
安定な前駆体は、ヒドロキシル（ＯＨ）ラジカルおよびイオンを生成する水蒸気および過
酸化水素（Ｈ２Ｏ２）、ならびに原子酸素（Ｏ）ラジカルおよびイオンを生成する分子酸
素および／またはオゾンを含むことがある。
【００２８】
　硬化と酸素アニールとの両方のための酸素含有雰囲気は、酸素を提供して、ケイ素と窒
素を含有するフィルムを酸化ケイ素（ＳｉＯ２）フィルムに転換する。前述したように、
ケイ素と窒素を含有するフィルム内に炭素がないとき、最終的な酸化ケイ素フィルムに形
成される孔がかなり少なくなる。また、酸化ケイ素への転換中のフィルムの体積減少（す
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なわち収縮）もより小さくなる。例えば、炭素含有ケイ素前駆体から形成されたケイ素と
窒素と炭素の層は、酸化ケイ素に転換されるときに４０体積％以上収縮することがある一
方で、実質的に炭素を含まないケイ素と窒素のフィルムは、約１５体積％以下だけ収縮す
ることがある。
【００２９】
　次に図２を参照すると、別の流れ図が示されており、本発明の実施形態による基板間隙
内に酸化ケイ素フィルムを形成するための方法２００における選択されたステップを示す
。方法２００は、間隙を備える基板を基板処理領域内に移送するステップを含むことがあ
る（操作２０２）。基板は、基板上に形成されたデバイス構成要素（例えばトランジスタ
）の間隔確保および構造のための複数の間隙を有することがある。間隙は高さと幅を有し
、これらは、高さと幅のアスペクト比（ＡＲ）（すなわちＨ／Ｗ）を定義し、これは１：
１よりもかなり大きい（例えば５：１以上、６：１以上、７：１以上、８：１以上、９：
１以上、１０：１以上、１１：１以上、１２：１以上など）。多くの例において、高いＡ
Ｒは、約９０ｎｍ～約２２ｎｍ以下の範囲（例えば約９０ｎｍ以下、６５ｎｍ以下、４５
ｎｍ以下、３２ｎｍ以下、２８ｎｍ以下、２２ｎｍ以下、１６ｎｍ以下など）の小さな間
隙幅によるものである。
【００３０】
　基板処理領域内で、炭素を含まないケイ素前駆体をラジカル窒素前駆体と混合させる（
操作２０４）。流動性のケイ素と窒素を含有する層を基板上に堆積することができる（操
作２０６）。この層は、流動性があるので、充填材料の中央付近にボイドまたは弱いシー
ムを生成せずに、高いアスペクト比を有する間隙を充填することができる。例えば、堆積
する流動性材料は、間隙が完全に充填される前に間隙の上部を早期に埋めて間隙の中央に
ボイドを残す可能性が低い。
【００３１】
　次いで、堆積後のケイ素と窒素を含有する層を、操作２０４～２０６で行った堆積に使
用したのと同じ基板処理領域内で硬化することができる（操作２０８）。図示した実施形
態では、複数の堆積－硬化サイクルは示されていないが、図１を参照して図示して説明し
た繰り返しと同様に、複数の堆積－硬化サイクルを行うこともできる。転換が不完全であ
る場合、一部だけ転換されたケイ素と酸素を含有する層を酸素含有雰囲気中でアニールし
て（操作２１０）、ケイ素と窒素を含有する層を酸化ケイ素に遷移させる。酸化ケイ素層
を高密度化するために、より高い基板温度で不活性環境中にさらなるアニール（図示せず
）を行うことができる。
【００３２】
　堆積後のケイ素と窒素を含有する層を酸素含有雰囲気中で硬化およびアニールすること
により、基板間隙１０８を含む基板上に酸化ケイ素層が形成される。いくつかの実施形態
では、操作２０８および２１０の処理パラメータは、図１の操作１０８および１１０を参
照して述べたのと同じ範囲を有する。上述したように、酸化ケイ素層は、熱処理ステップ
前に層内に存在する多量の炭素を有する炭素含有前駆体を用いて形成された同様の層より
も孔が少なく、体積減少が小さい。多くの場合、体積減少は十分に小さく（例えば約１５
体積％以下）、収縮した酸化ケイ素により間隙内に生じた空間を埋める、治癒する、また
は他の形でなくすための熱処理後ステップは不要になる。
【００３３】
　図３は、本発明のいくつかの実施形態によるケイ素を含有するフィルムから獲得された
ＦＴＩＲスペクトルのグラフである。堆積後のケイ素と窒素を含有するフィルム３０５は
、９０８ｃｍ－１～９３３ｃｍ－１の付近の強いピークと、８３５ｃｍ－１～８６０ｃｍ
－１付近の強いピークとを示し、これらは水素および窒素の存在を示す。また、基板処理
領域の外部３１０および内部３１５のオゾン中で硬化されたケイ素と窒素を含有するフィ
ルムに関してもＦＴＩＲスペクトルが示されている。どちらの場合にも、水素に関連付け
られるピークは同様に減少され、他のピークも密接に合致する。これは、インサイチュ硬
化のより低温での硬化が、専用チャンバ内での硬化にも同様に有効であることを示す。ま
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た、ＦＴＩＲスペクトルは、８回の堆積－硬化サイクルで処理された酸化ケイ素に関して
も示され（３２０）、これは、フィルム内にごくわずかな水素および窒素が残っているこ
とを示す。複数回の堆積－硬化サイクルに関連付けられるＦＴＩＲスペクトルはまた、１
１００ｃｍ－１付近で非常に強い酸素ピークを示し、これは、酸化ケイ素へのＳｉ－Ｈ－
Ｎの良好な転換を示す。
【００３４】
例示的な酸化ケイ素堆積システム
　本発明の実施形態を実装することができる堆積チャンバは、チャンバタイプの中でもと
りわけ、高密度プラズマ化学気相堆積（ＨＤＰ－ＣＶＤ）チャンバ、プラズマ化学気相堆
積（ＰＥＣＶＤ）チャンバ、減圧化学気相堆積（ＳＡＣＶＤ）チャンバ、および熱化学気
相堆積チャンバを含むことがある。本発明の実施形態を実装することができるＣＶＤシス
テムの具体的な例としては、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，　Ｉｎｃ．（米国カ
リフォルニア州サンタクララ）から市販されているＣＥＮＴＵＲＡ　ＵＬＴＩＭＡ（登録
商標）ＨＤＰ－ＣＶＤチャンバ／システムおよびＰＲＯＤＵＣＥＲ（登録商標）ＰＥＣＶ
Ｄチャンバ／システムが挙げられる。
【００３５】
　本発明の例示的方法と共に使用することができる基板処理チャンバの例としては、本願
と同一の譲受人に譲渡された、「ＰＲＯＣＥＳＳ　ＣＨＡＭＢＥＲ　ＦＯＲ　ＤＩＥＬＥ
ＣＴＲＩＣ　ＧＡＰＦＩＬＬ」という名称の、２００６年５月３０日出願のＬｕｂｏｍｉ
ｒｓｋｙ他の米国仮特許出願第６０／８０３４９９号に図示されて記載されているものを
挙げることができ、その内容全体を参照により本明細書に組み込む。さらなる例示的なシ
ステムは、米国特許第６，３８７，２０７号および第６，８３０，６２４号に図示されて
記載されており、それらの特許を参照により本明細書に組み込む。
【００３６】
　堆積システムの実施形態は、集積回路チップを製造するためのより大きな製造システム
に組み込まれることがある。図４は、開示する実施形態による堆積、ベーキング、および
硬化チャンバ用の１つのそのようなシステム４００を示す。この図において、一対のＦＯ
ＵＰ（フープ）４０２が基板（例えば直径３００ｎｍのウエハ）を提供し、これらの基板
は、ロボットアーム４０４によって受け取られ、低圧保持領域４０６内に配置され、その
後、ウエハ処理チャンバ４０８ａ～ｆの１つの中に配置される。第２のロボットアーム４
１０を使用して、保持領域４０６から処理チャンバ４０８ａ～ｆに基板ウエハを輸送して
戻すことができる。
【００３７】
　処理チャンバ４０８ａ～ｆは、流動性誘電体フィルムを基板ウエハ上に堆積、アニール
、硬化、および／またはエッチングするための１つまたは複数のシステム構成要素を含む
ことがある。一構成では、２対の処理チャンバ（例えば４０８ｃ～ｄおよび４０８ｅ～ｆ
）を使用して、流動性誘電体材料を基板上に堆積することができ、第３の対の処理チャン
バ（例えば４０８ａ～ｂ）を使用して、堆積された誘電体をアニールすることができる。
別の構成では、同じ２対の処理チャンバ（例えば４０８ｃ～ｄおよび４０８ｅ～ｆ）を、
流動性誘電体フィルムを基板上に堆積してアニールするように構成することができ、第３
の対のチャンバ（例えば４０８ａ～ｂ）を、堆積されたフィルムのＵＶまたは電子ビーム
硬化に使用することができる。さらに別の構成では、３対のチャンバ（例えば４０８ａ～
ｆ）すべてを、流動性誘電体フィルムを基板上に堆積して硬化するように構成することが
でき、それぞれ、加熱されたシャワーヘッドに向けて基板を持ち上げるためのリフトピン
を備えるように構成することができ、それにより「一体化された」硬化操作中に温度を上
昇させる。さらに別の構成では、２対の処理チャンバ（例えば４０８ｃ～ｄおよび４０８
ｅ～ｆ）を、流動性誘電体の堆積とＵＶまたはＥビーム硬化との両方に使用することがで
き、第３の対の処理チャンバ（例えば４０８ａ～ｂ）を、誘電体フィルムをアニールする
ために使用することができる。説明するプロセスの任意の１つまたは複数を、様々な実施
形態で示される製造システムから隔てられた（１つまたは複数の）チャンバで行うことが
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できる。
【００３８】
　さらに、プロセスチャンバの１つまたは複数４０８ａ～ｆは、湿式取扱いチャンバとし
て構成することができる。これらのプロセスチャンバは、水分を含む雰囲気中での流動性
誘電体フィルムの加熱を含む。したがって、システム４００のいくつかの実施形態は、湿
式取扱いチャンバ４０８ａ～ｂとアニール処理チャンバ４０８ｃ～ｄとを含むことがあり
、堆積された誘電体フィルムに対して湿式アニールと乾式アニールの両方を行う。
【００３９】
　図５Ａは、開示する実施形態による基板処理チャンバ５００である。遠隔プラズマシス
テム（ＲＰＳ）５１０がガスを処理することができ、次いでそのガスがガス入口アセンブ
リ５１１を通って進む。ガス入口アセンブリ５１１内には、２つの異なるガス供給チャネ
ルが見られる。第１のチャネル５１２は、遠隔プラズマシステムＲＰＳ５１０を通過する
ガスを搬送し、第２のチャネル５１３は、ＲＰＳ５１０を迂回する。開示する実施形態で
は、第１のチャネル５１２は、プロセスガス用に使用することができ、第２のチャネル５
１３は、処理ガス用に使用することができる。間に絶縁リング５２４を設けた蓋（または
導電性の上部）５２１と穿孔区域５５３とが示されており、絶縁リング５２４は、穿孔区
域５５３に対して蓋５２１にＡＣ電位を印加することができるようにする。プロセスガス
は、第１のチャネル５１２を通ってチャンバプラズマ領域５２０内に進み、チャンバプラ
ズマ領域５２０内のみで、またはＲＰＳ５１０と併用で、プラズマによって励起されるこ
とがある。本明細書では、チャンバプラズマ領域５２０および／またはＲＰＳ５１０の組
合せを、遠隔プラズマシステムと呼ぶこともある。穿孔区域（シャワーヘッドとも呼ぶ）
５５３は、チャンバプラズマ区域５２０を、シャワーヘッド５５３の下の基板処理領域５
７０から隔てる。シャワーヘッド５５３は、チャンバプラズマ領域５２０内に存在するプ
ラズマが、基板処理領域５７０内のガスを直接励起するのを防止できるようにし、それで
も依然として、励起種が、チャンバプラズマ領域５２０から基板処理領域５７０内に進む
ことができるようにする。
【００４０】
　シャワーヘッド５５３は、チャンバプラズマ領域５２０と基板処理領域５７０の間に位
置決めされ、チャンバプラズマ領域５２０内部で生成されたプラズマ廃水（前駆体または
他のガスの励起された誘導体）が複数の通し穴５５６を通過できるようにし、通し穴５５
６はプレートの厚さを横切っている。また、シャワーヘッド５５３は、１つまたは複数の
中空体積５５１を有し、中空体積５５１は、蒸気またはガスの形態での前駆体（例えばケ
イ素を含有する前駆体）で満たすことができ、小さな穴５５５を通って基板処理領域５７
０内に通じるが、チャンバプラズマ領域５２０内には直接は通じていない。この開示する
実施形態では、シャワーヘッド５５３は、通し穴５５６の最小直径５５０の部分の長さよ
りも厚い。チャンバプラズマ領域５２０から基板処理領域５７０に進入する励起種の有意
な濃度を維持するために、シャワーヘッド５５３を部分的に通る通し穴５５６のより大き
な直径の部分を形成することによって、通し穴の最小直径５５０の部分の長さ５２６を制
限することができる。開示する実施形態では、通し穴５５６の最小直径５５０の長さは、
通し穴５５６の最小直径と同程度またはそれ未満でよい。
【００４１】
　図示された実施形態では、シャワーヘッド５５３は、（通し穴５５６を通して）プロセ
スガスを分散させることがあり、プロセスガスは、酸素、水素、および／または窒素、お
よび／またはチャンバプラズマ領域５２０内でのプラズマによる励起後のそのようなプロ
セスガスのプラズマ廃水を含む。いくつかの実施形態では、第１のチャネル５１２を通し
てＲＰＳ５１０および／またはチャンバプラズマ領域５２０内に導入されるプロセスガス
は、酸素（Ｏ２）、オゾン（Ｏ３）、Ｎ２Ｏ、ＮＯ、ＮＯ２、ＮＨ３、Ｎ２Ｈ４を含めた
ＮｘＨｙ、シラン、ジシラン、ＴＳＡ、およびＤＳＡを含むことができる。プロセスガス
はまた、ヘリウム、アルゴン、窒素（Ｎ２）などのキャリアガスを含むこともある。また
、第２のチャネル５１３は、プロセスガスおよび／またはキャリアガス、および／または
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成長したフィルムまたは堆積後のフィルムから望ましくない成分を除去するために使用さ
れるフィルム硬化ガスを搬送することができる。プラズマ廃水は、プロセスガスのイオン
化されたまたは中性の誘導体を含むことがあり、本明細書では、導入されたプロセスガス
の原子成分に言及して、ラジカル酸素前駆体および／またはラジカル窒素前駆体と呼ぶこ
ともある。シャワーヘッド５５３は、チャンバプラズマ領域５２０内でプラズマによって
直接または間接的に加熱することができる（抵抗加熱で、または埋込チャネルを通された
熱伝達流体を使用して）。どちらの場合にも、一体化された硬化ステップ中に、基板を持
ち上げて、加熱されたシャワーヘッド５５３に近付け、次いで硬化操作が完了した後に下
げることによって、基板温度が上昇されることがある。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、通し穴５５６の数は約６０個～約２０００個でよい。通し穴
５５６は、様々な形状を有することができるが、最も簡単には円形に形成される。開示さ
れる実施形態では、通し穴５５６の最小直径５５０は、約０．５ｍｍ～約２０ｍｍ、また
は約１ｍｍ～約６ｍｍでよい。また、通し穴の断面形状を選択に当たっては自由度があり
、円錐、円柱形、または２つの形状の組合せにすることができる。基板処理領域５７０内
にガスを導入するために使用される小さな穴５５５の数は、様々な実施形態において、約
１００個～約５０００個でよく、または約５００個～約２０００個でよい。小さな穴５５
５の直径は、約０．１ｍｍ～約２ｍｍでよい。
【００４３】
　図５Ｂは、開示する実施形態による処理チャンバで使用するためのシャワーヘッド５５
３の底面図である。シャワーヘッド５５３は、図５Ａに示されるシャワーヘッドに対応す
る。通し穴５５６は、シャワーヘッド５５３の底部でのより大きな内径（ＩＤ）と上部で
のより小さなＩＤとを有するものとして示されている。小さな穴５５５は、通し穴５５６
の間でさえ、シャワーヘッドの表面にわたって実質的に一様に分散されており、これは、
より均一な混合を提供する助けとなる。
【００４４】
　シャワーヘッド５５３にある通し穴５５６を通って到達するプラズマ廃水が、中空体積
５５１から小さな穴５５５を通って到達するケイ素を含有する前駆体と結合したとき、例
示的なフィルムが、基板処理領域５７０の内部で載置台（図示せず）によって支持された
基板上に生成される。基板処理領域５７０は、硬化など他のプロセスのためのプラズマを
サポートするように装備されていることがあるが、例示的なフィルムの成長中にはプラズ
マは存在しない。
【００４５】
　プラズマは、シャワーヘッド５５３の上のチャンバプラズマ領域５２０内、またはシャ
ワーヘッド５５３の下の基板処理領域５７０内で点火することができる。プラズマは、チ
ャンバプラズマ領域５２０内に存在して、窒素と水素を含有するガスの流入からラジカル
窒素前駆体を生成する。典型的には無線周波数（ＲＦ）範囲内のＡＣ電圧が、処理チャン
バの導電性の上部５２１とシャワーヘッド５５３との間に印加されて、堆積中にチャンバ
プラズマ領域５２０内でプラズマを点火する。ＲＦ電源は、１３．５６ＭＨｚの高いＲＦ
周波数を発生するが、他の周波数を単独で、または１３．５６ＭＨｚの周波数と組み合わ
せて発生することもできる。
【００４６】
　フィルムを硬化させるため、または基板処理領域５７０を画定する内面を洗浄するため
に基板処理領域５７０内の下側プラズマがオンに切り替えられたとき、上側プラズマは低
い出力であるか、または出力がないことがある。基板処理領域５７０内のプラズマは、シ
ャワーヘッド５５３とチャンバの載置台または底部の間にＡＣ電圧を印加することによっ
て点火される。プラズマが存在している状態で、洗浄ガスが基板処理領域５７０内に導入
されることがある。
【００４７】
　載置台は熱交換チャネルを有することがあり、熱交換チャネルを通して熱交換流体が流
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れて、基板の温度を制御する。この構成は、比較的低い温度（室温～約１２０℃）を維持
するために、基板温度を低下または上昇させることができるようにする。熱交換流体は、
エチレングリコールおよび水を含むことがある。また、比較的高い温度（約１２０℃～約
１１００℃）を実現するために、載置台のウエハ支持プレート（好ましくはアルミニウム
、セラミック、またはそれらの組合せ）を抵抗加熱することもでき、これは、平行な同心
円の形態で完全な２巻きを成すように構成された埋込型の単ループの埋込ヒータ要素を使
用する。ヒータ要素の外側部分は、支持プレートの周縁部に隣接して延びることがあり、
内側部分は、より小さな半径を有する同心円の経路上に延びる。ヒータ要素への配線は、
載置台の脚部を通過する。
【００４８】
　基板処理システムは、システム制御装置によって制御される。例示的実施形態では、シ
ステム制御装置は、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、および処理
装置を含む。処理装置は、シングルボードコンピュータ（ＳＢＣ）、アナログおよびデジ
タル入出力ボード、インターフェースボード、およびステッパモータ制御装置ボードを含
む。ＣＶＤシステムの様々なパーツは、Ｖｅｒｓａ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ
（ＶＭＥ）規格に準拠し、この規格は、ボード、カードケージ、ならびにコネクタの寸法
およびタイプを定義する。ＶＭＥ規格はまた、１６ビットデータバスおよび２４ビットア
ドレスバスを有するものとしてバス構造を定義する。
【００４９】
　システム制御装置は、ＣＶＤ機械のあらゆる活動を制御する。システム制御装置は、シ
ステム制御ソフトウェアを実行し、これは、コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュ
ータプログラムである。好ましくは、媒体は、ハードディスクドライブであるが、他の種
類のメモリでもよい。コンピュータプログラムは、特定のプロセスのタイミング、ガスの
混合、チャンバ圧力、チャンバ温度、ＲＦ出力レベル、サセプタ位置、および他のパラメ
ータを示す命令セットを含む。例えばフロッピーディスクやその他の別の適切なドライブ
を含めた他のメモリデバイスに記憶された他のコンピュータプログラムも、システム制御
装置に命令するために使用することができる。
【００５０】
　基板上にフィルムスタックを堆積するためのプロセスまたはチャンバを洗浄するための
プロセスは、システム制御装置によって実行されるコンピュータプログラム製品を使用し
て実装することができる。コンピュータプログラムコードは、例えば、６８０００アセン
ブリ言語、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｐａｓｃａｌ、Ｆｏｒｔｒａｎなど任意の従来のコンピュータ可
読プログラミング言語で書くことができる。適切なプログラムコードは、従来のテキスト
エディタを使用して、単一ファイルまたは複数ファイルに入力され、コンピュータのメモ
リシステムなど、コンピュータ使用可能媒体に記憶または具現化される。入力されたコー
ドテキストが高級言語である場合、コードはコンパイルされ、得られたコンパイラコード
が、次いで、プレコンパイルされたＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ラ
イブラリルーチンのオブジェクトコードとリンクされる。リンクされ、コンパイルされた
オブジェクトコードを実行するために、システムユーザは、オブジェクトコードを呼び出
し、コンピュータシステムに、メモリ内のコードをロードさせる。次いで、ＣＰＵがコー
ドを読み取って実行して、プログラムで識別されるタスクを行う。
【００５１】
　ユーザと制御装置の間のインターフェースは、フラットパネル接触感知モニタを介する
ものである。好ましい実施形態では、２つのモニタが使用され、一方は、操作者用にクリ
ーンルーム壁に取り付けられ、他方は、サービス技師用に壁の後ろにある。２つのモニタ
は、同じ情報を同時に表示することができ、この場合、ある時点で一方のみが入力を受け
入れる。特定のスクリーンまたは機能を選択するために、操作者は、接触感知モニタの指
定された領域にタッチする。タッチされた領域は、その強調色を変えるか、または新たな
メニューもしくはスクリーンが表示され、操作者と接触感知モニタの間の通信を確認する
。ユーザがシステム制御装置と通信できるようにするために、キーボード、マウス、また
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は他のポインティングデバイスもしくは通信デバイスなど他のデバイスを、接触感知モニ
タの代わりに、またはそれに加えて使用することができる。
【００５２】
　本明細書で使用するとき、「基板」は、上に層が形成されている、または形成されてい
ない支持基板でよい。支持基板は、絶縁体、または様々なドーピング濃度およびプロファ
イルの半導体でよく、例えば、集積回路の製造で使用されるタイプの半導体基板でよい。
「酸化ケイ素」の層は、窒素、水素、酸素など他の元素成分を低濃度で含むことがある。
本発明のいくつかの実施形態では、酸化ケイ素は、本質的にケイ素と酸素からなる。「励
起状態」にあるガスは、ガス分子の少なくともいくつかが振動励起、解離、および／また
はイオン化された状態にあるガスを表す。ガス（または前駆体）は、２つ以上のガス（前
駆体）の組合せでよい。用語「トレンチ」は、本明細書全体を通して、エッチングされた
形状寸法が大きな水平アスペクト比を有することは示唆せずに使用する。表面の上から見
て、トレンチは、円形、楕円形、多角形、長方形、または様々な他の形状を取ることがあ
る。用語「ビア」は、低いアスペクト比のトレンチを表すために使用され、これは、垂直
電気接続を形成するために金属を充填されていることも、充填されていないこともある。
用語「前駆体」は、表面から材料を除去するため、または表面に材料を堆積するための反
応に関与する任意のプロセスガス（または気化された液滴）を表すために使用される。
【００５３】
　いくつかの実施形態を説明してきたが、本発明の精神から逸脱することなく様々な修正
形態、代替構成、または均等形態を使用することができることを当業者は理解されよう。
さらに、本発明を不必要に曖昧にしないように、いくつかのよく知られているプロセスお
よび要素は説明していない。したがって、上記の説明は、本発明の範囲を限定するものと
みなすべきではない。
【００５４】
　ある範囲の値が提供される場合、その範囲の上限と下限の間の各中間値（文脈上そうで
ないことが明らかでない限り下限の単位の１０分の１まで）も特に開示されていることを
理解されたい。任意の指定した値または指定した範囲内の中間値と、任意の他の指定した
値または指定した範囲内の中間値との間のより小さな範囲がそれぞれ包含される。これら
のより小さな範囲の上限と下限は、個々にその範囲内に含まれることも含まれないことも
ある。より小さな範囲にそれらの限界値の一方または両方を含む、またはどちらも含まな
い各範囲も本発明に包含され、指定した範囲内での任意の特に除外された限界を受ける。
指定した範囲が限界値の一方または両方を含む場合、それらの含まれる限界値の一方また
は両方を除外した範囲も含まれる。
【００５５】
　本明細書で使用するとき、および添付の特許請求の範囲において、文脈上そうでないこ
とが明らかな場合を除き、単数形は複数形も含む。したがって、例えば「１つのプロセス
」への言及は、複数のそのようなプロセスを含み、「その前駆体」への言及は、１つまた
は複数の前駆体、および当業者に知られているその均等物への言及を含む。
【００５６】
　また、語「備える」および「含む」は、本明細書で使用するとき、および添付の特許請
求の範囲において、指定される特徴、整数、構成要素、またはステップの存在を特定する
意図のものであるが、１つまたは複数の他の特徴、整数、構成要素、ステップ、作用、ま
たはグループの存在または追加を除外しない。
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