
ALD 
Atomic Layer Deposition  

(原子層堆積) 



原　理 

　半導体デバイスの大きさが縮小される中、如何に小さく、 
高誘電な誘電体を生成するか研究者はしのぎを削っています。 
　ALDは従来の手法では成し得る事が非常に難しいと言われていた、 
原子一層毎の堆積法として着目されている手法です。 
更に、近年の研究において平面デバイスから、三次元的に膜付けする 
手法としても最適とされています。 

原理： 
　真空容器内に設置した基板上に、原料化合物の分子をモノレイヤーごと 
に表面へ吸着、反応による成膜、パージによる余剰分子の取り除き、 
このサイクルを繰返し行うことによって、原子層を一層ずつ積み上げます。 
　反応による成膜過程において、表面化学反応の自己停止機構が作用する 
為、一原子層レベルの均一なレイヤーコントロールが可能になり、高膜質 
かつ段差被覆性の高い膜を形成する事が可能となります。 



○　反応ガスをウェーハ表面に吸着させることで、原子レベルの堆積が可能となる。 
○　二種類以上のプリカーサー（前駆体ガス）が交互に繰り返すことで、 
　　極めて段差被覆性の良い薄膜が形成できる。 
○　深い溝への成膜に対応した技術である。 
　　また、膜厚・膜質の再現性に優れている。・・・1Å 
○　シリコン表面に一原子層ずつ形成する技術。 
○　シリコン表面の凹凸に忠実に膜が成長する。 
○　 膜厚が均一でピンホールフリー。 
○　オングストロームオーダーでの膜厚コントロールが可能。 
○　高アスペクト比のトレンチでも製膜可能。 
○　 一度の反応で一層以上の原子は堆積しない。 
○　アモルファス 

※　200～400℃程度の低温で膜形成ができるため、温度を上げたくないロジックの 
　　製造にも向く。 
　　（従来のLPCVD技術ならマイクロローディング効果（電解の強弱による膜圧の 
　　不均一性）があるため、パターン密度の高いSRAM部分と密度の低いロジック 
　　部分とで堆積速度が違ってしまい、膜厚が異なってしまう。） 

利　点 



●　光触媒表面への保護膜→水溶液中の光反応用保護膜 
●　トランジスタの封し膜『パッシベーション膜』→表面の酸化防止膜、 
　　界面を破壊しない！、絶縁膜を破壊しない！･･･GaAs、GaN 
　　［経時変化→突然電気が流れない→超薄膜で保護する］ 
○　High-Kゲート絶縁膜：Al2O3, HfO2, ZrO2, Ta2O5, La2O3 
○　DRAMトレンチキャパシター：HfO2, Al2O3, Ta2O5 
○　金属ゲート電極：TiN, Ir, Pt, Ru 
○　バリアメタル：TiN, TaN 
○　FeRAM,etc用デフュージョンバリアー：Al2O3 
○　FinFETなどの3Dデバイス 
○　MEMS、ナノラミネート：HfO2/ Ta2O5, TiO2/ Ta2O5, ZnS/ Al2O3 
○　生体適合性材料コーティング：TiN, ZrN, CrN, TiAlN, AlTiN 
○　UVブロックレイヤー：ZnO, TiO2 
○　有機EL素子保護膜：Al2O3 
○　オプティカルデバイス、etc.：AlTiO, SnO2, ZnO 
○　太陽電池,パッシベーションレイヤー：Al2O3 
○　圧電素子：AlN, ZnS, Zn 
○　SiO2：ビス（ジエチルアミノ）シラン 
○　グラフェンへの成膜 
○　CNTの保護膜 
○　粒子への成膜 

応　用 



応 用 例 
アルミナ成膜プロセス 

 TMA (トリメチルアルミニウム)／H2O（水)  



ALDによるアルミナ膜の堆積 【化学結合】 
※　基板表面が持つ水酸基に反応する（自己停止と化学吸着を繰り返す） 

資料提供：北海道大学　量子集積エレクトロニクス研究センター　教授　橋詰　保　様 
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1サイクルの繰り返しによる薄膜成長 
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OH OH OH OH OH 
1Å／cycle 

（例：1nm=10Å） 

100サイクル→10nm　　180サイクル→25nm 

O O 

プリカーサー導入とN2パージ 

N2パージ プリカーサー N2パージ プリカーサー N2パージ 

繰り返し･･･1～n回　→　堆積 



薄膜成長率と基板温度 

基板温度 
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成膜温度分布 

チャンバーは反応に適した温度に制御可能です。 
成膜時には不活性ガスでチャンバー内の圧力を調整できます。 

（成膜時の圧力　1～数十Pa） 

成膜に適した基板温度 

温度をあまり上げられない 
ソースの場合（高分子・・・他） 

高温でなければ反応しない 
ソースの場合 

100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 500℃ 



ALDによるアルミナの堆積と評価 

資料提供：北海道大学　量子集積エレクトロニクス研究センター　教授　橋詰　保　様 
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4inchシリコンウェハ上への堆積 

● 
24.3 nm 

● 
24.2 nm 

● 
24.7 nm 

● 
25.0 nm 

● 
24.3 nm 

ガス 
フロー 

堆積温度：350度 
反応回数：180サイクル（約15min） 

１）膜厚の制御性と均一性 

２）側面への良好なカバレージ 

３）堆積温度が低い 

４）ダメージが少ない 

資料提供：北海道大学　量子集積エレクトロニクス研究センター　教授　橋詰　保　様 

面内膜厚分布：（エリプソメトリによる評価） 
設定値：レーザー波長／632.7nm 
　　　　入射角／70度 



X線光電子分光法による化学特性とバンドギャップの評価
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資料提供：北海道大学　量子集積エレクトロニクス研究センター　教授　橋詰　保　様 

サファイア基板と同様のスペクトルを示す。 一般に報告されている 
薄膜アルミナの値と同様。 



Al2O3 

堆積直後 800℃で熱処理 

多数の微結晶 均一なアモルファス状態 
（ALDの後にCVDなどの積層により 
加熱された結果、結晶化が進みやすい！） 

TEM（透過電子顕微鏡）像 

「格子画像」 

資料提供：北海道大学　量子集積エレクトロニクス研究センター　教授　橋詰　保　様 



ステップ・カバレッジ（段差被覆性）  

耐電圧（10～20nm膜厚） 
5～10MV／cm 
（10nm⇒5～10） 
（20nm⇒10～20） 

透明薄膜トランジズタ 



画面（条件設定画面） 
　シーケンスプログラム制御による 
　オーダーメードが可能です 

チャンバーハッチ 
　特殊断熱機構により、近傍温度は 
　60℃程度で安全に配慮されています 

排気系のバルブやポンプの保護用に 
ソースの付着を防ぐ機構が施されています 

ドライポンプへH2Oが混入した場合は、 
エアーフラッシュバルブで排出が可能です 

ＡＬＤ 



ALDとの接続チャンバー 
　予備ポートからG-BOXへ 
　予備ポートからCVDへ 

ラジカルビーム源 
　N2用／クリーニング処理 
　N2O用／酸化膜処理 

試料搬送用直線導入機 

試料受け渡し用回転導入機 

ＡＬＤクリーナー 



特徴 １ 

1、排気の均一性（100Pa圧／0.015秒(15m/s)） 
･･･インバーター制御でドライポンプの排気スピードを変える事で、 
　  圧力をコントロール出来る。⇒　膜厚のコントロールが可能。 
　　（マニュアル・プログラムコントロール可能） 
･･･シーケンスにより成膜条件が組める。 
　　（シーケンサー(PLC)の速度がカギ･･･日本製シーケンサーを制御に採用、 
　　　高速安定制御が可能。） 
･･･バルブと排気のバランスをコントロール出来る。 

2、ヒーター温度の均一性 
･･･PID制御･･･±1℃・・・設定昇温時間･･･15～20min 
･･･SUGA真空機密溶接技術・・・超高真空技術 
･･･バルブの温度コントロール及び配管ラインの温度安定性。 
　　（バルブの昇温安定性） 
･･･ヒーターとチャンバーの分離設計。　 



特徴 ２ 

3、ALDバルブの温度コントロール 

･･･均質な温度コントロールにより、ガスは常に一定温度に保たれて 

　 チャンバーへ供給される。（昇温：150℃） 

　　⇒　SUGAの技術で保温性が高く、4バルブは常に一定を保つ。 

4、パージガス(N2)を10～20Paで安定供給 

･･･排気圧と供給圧のバランス。 

5、チャンバー 

･･･Oリング･･･カルレッツ（設定温度350℃／蓋温度80℃） 
　　チャンバー蓋に防着板を標準装備⇒ソースが蓋に付着し堆積すると剥離落下するが、 

　　簡便に定期クリーニングが可能。 



特徴 ３ 

6、プリカーサーボンベは大気圧で実装され、過熱することで加圧状態となる。 

7、排気されるソースがバルブを傷めないライン構造となっている。 

･･･排気ラインにトラップを設ける事が出来る・・・オプション。 

　（排気されるソースはポンプに吸入されポンプを傷めない様トラップが施されている。） 

8、修理はもとより、改造に関する柔軟性が高い・・・クラスターツールとの合体など。 
9、オゾンを反応ガスにすることで、絶縁破壊電界が高い膜が得られる。 
　（デポ温度を下げて成膜が可能。） 

10、膜厚分布（Φ100mm内）：±3％ 



特徴 その他 

・・・炭素が残る問題⇒デポ温度がカギ！ 
 （MOCVDは800℃に加熱する為、炭素は残らない） 

　　　アモルファスの方が絶縁性があり、安定した良い結果が出ている。 
　　　結晶化しようと焼結しても綺麗にならない事が多い。 
　　　（加熱しても綺麗な結晶にならない）･･･リーク電流が出やすい。 
　※アモルファスの酸化膜を付けても、行程として700～800℃にすると 
　　結晶化してしまう。（微結晶）・・・600℃以下なら結晶化しない。 
　※プラズマを使用した方法ではダメージがある。・・・研究中 
　※PLDでは膜がしま状に付きやすい。 
　※1nmの膜厚＝10サイクル・・・1サイクル＝0.11nmの膜厚 
　　・・・半導体の表面に依存される・・・Siの表面は綺麗なのでOK。 
　　・・・1nmの膜厚をコントロール出来るのはALDだけ。 
　※前処理装置は、GaNの様な水溶液で表面の洗浄が出来ない基板の場合、 
　　N2Oラジカルで活性化させる。 




