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on the nanometre scale, with conformal coating into 
high aspect ratio structures.

• 
temperature ALD processes and 

plasma damage

• 

• 
improved removal of impurities, 

density insulators

Example applications  
of ALD:

• Nano-electronics
• High-k gate oxides
• Storage capacitor dielectrics
• 
barriers for Cu interconnects

• Pinhole-free passivation 
layers for OLEDs and 
polymers

• Passivation of crystal silicon 
solar cells

• Highly conformal coatings 
applications

• Coating of nanoporous 
structures

• Bio MEMS
• Fuel cellsALD cycle for Al 2O3 deposited using TMA and O 2 plasma
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A. TMA  
    chemisorption

B.  TMA purge C. O2 plasma D. Post plasma  
    purge

What is Atomic Layer Deposition?

Atomic Layer Deposition（原子層堆積）は、高アスペクト比である
構造体へコンフォーマルな成膜が得られ、より高度なナノスケールの
アプリケーション向けの極薄の成膜を可能にします。

オックスフォード・インストゥルメンツのALD装置は、リモートプラズマALDと
サーマルALDを兼ね備え、ナノスケールの構造やデバイスの
エンジニアリングの要求に応えられる柔軟な機能を有しております。

プラズマALDの優位性

リモートプラズマにより、高品質な膜質と幅広いプリカーサーの選択が可能

•プラズマは低温ALDプロセスを可能にし、リモートソースは
 プラズマによるダメージ低減を維持します。
•プリカーサーのH　O供給を無くすことで、ALDサイクル間の
 パージ時間を削減します。
•不純物除去による、より低抵抗率の導電層とより高密度の絶縁体
 となる高品質な膜が可能です。

TMA化学吸着 B. TMAパージ C. O  プラズマ D.ポストプラズマパージ

ALDのアプリケーション例

ナノエレクトロニクス

High-kゲート酸化膜
ストレージキャパシタ誘電体

Cu配線用の高アスペクト
比拡散バリア膜
OLEDおよびポリマー用の
ピンホールフリーの
パッシベーション膜
結晶シリコン太陽電池の
パッシベーション膜

マイクロ流体デバイス成膜
およびMEMS用途向けの
コンフォーマルな成膜
ナノ多孔質構造の成膜

バイオMEMS

燃料電池
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Key Benefit
・コンフォーマルな成膜　・プロセスの制御性
・ピンホールの低減　・ナノスケールでの膜成長

・ウェーハ間再現性<±1％で優れたプロセス制御

・標準的なプロセスで、膜厚均一性が±2％以下、
　Max200mmのウェハーに対応

・高アスペクト比において優れたカバレージ

・特に膜中の不純物が少ないプラズマALD

・プラズマALDにより室温での成長が可能

・プラズマALDで得られる低抵抗の窒化およびメタル膜

・優れた薄膜バリア特性

TEMAHとH  OプラズマでのHfO  膜<2%以下という
低炭素含有をFlexALリモートプラズマで得ることが出来ます
（オージェ分析）。

室温で成長させたAl2O3、SiO2およびTiO2。
プラズマALDの反応性が高いため、熱ALDを
使用する場合と比較して、多くの材料を低温で
成膜することができます。

350℃下で成膜されたTiNの塩素不純物（RBS測定）
と抵抗値（FPP測定）結果。低温プラズマALDでも、
抵抗値<200µΩcmを得られます（350℃プラズマALD
＝550℃サーマルALD）。

水蒸気透過に対し、優れたバリア性が得られます。
室温でプラズマALDを用いて成膜された20および
40nmのAl2O3は、PECVDによって成膜された
300nmのa-SiNx:Ｈよりも良い機能が得られます。
 データ提供︓TU / e
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H2O
Ozone
O2
N2
H2
NH3

Oxides Nitrides

Al2O3 AlN

Co3O4

Ga2O3 GaN

Metals HfO2 HfN

Pt In2O3

Ru Li2CO3

MoO3

Fluorides Nb2O5 NbN

AlF 3 NiO

MgF2 SiO2 Si3N4 

SnO2

Sulphides Ta 2O5 TaN

MoS2 TiO2 TiN

WO3 WN

ZnO

ZrO2

ALD Materials List

Process
プロセスライブラリーと開発

オックスフォードのプロセスライブラリーは常に新しいプロセスを
広範囲にわたり開発しており、常にアップデートしています。
ALD装置のライフタイム期間は継続的なプロセスサポートを
無料にてご提供し、新材料の開発に関するアドバイス、
および新しいプロセスレシピを含む当社の最新のALDプロセス開発への
継続的なアクセスを提供いたします。

材料自身の蒸気圧で供給

キャリアガスでアシストで供給

キャリアガスによるバブリングで供給

プリカーサー
金属プリカーサー
液体又は個体プリカーサーは~200度迄加熱し、蒸気として反応室に搬送

供給モード：

非金属プリカーサー

熱酸化物

熱酸化物

プラズマ酸化物、プラズマ金属、熱金属

プラズマ窒化物
プラズマ金属、プラズマ窒化物、いくつかの熱金属

熱窒化物といくつかのプラズマ窒化物

TMAとO2プラズマALDによる80nmのAl  O  を10:1 アスペクト比の
トレンチキャパシタ構造へ成膜したイメージ

提供︓Eindhoven University of TechnologyおよびNXP
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FlexAL

• • • • 
Quartz Crystal  
Microbalance (QCM)
• Saturation growth• Linear growth• Reaction mechanism

Optical Emission  
Spectroscopy (OES)
• Saturation growth• Reaction mechanism

Mass Spectrometer (QMS)
• Reaction mechanisms• Background chamber condition• Precursor condition

Hardware
お客様のご要望に合うALD装置
ALD装置のラインアップとして、小規模生産、学術研究機関、
企業のR&Dといったさまざまなご要望を満たすため
幅広いソリューションを用意しています。

FlexAL®システム

リモートプラズマとサーマルALDを1台の
装置で柔軟に対応
プロセスに柔軟に対応出来る
自動200mmロードロック
真空化で基板搬送が可能なクラスター化が可能
C to Cハンドリングにより量産に対応可能

プリカーサーの供給
複数の液体または固体プリカーサー供給システム
最高200°Cのソース温度までのぺーパードロー方式
またはバブリング方式
迅速なガス供給
危険物質のプリカーサーを安全に取り扱えるよう、
外側にステンレススチール製のキャビネットと、
グローブボックスが追加できるよう設計

●
●
●
●

In Situオプション分析機器
エリプソメトリー
核生成遅延
In Situ抵抗値
リニア成長

●●
●

水晶振動子
マイクロバランス（QCM）
●
●
サチュレーション成長（飽和）
反応メカニズム解析

発光分光
● サチュレーション成長（飽和）

● 反応メカニズム解析

質量分析（QMS）
●
●●
反応メカニズム解析
チャンバー残留ガス分析
プリカーサー分析

●



最先端の開発や量産用の装置構成にチューニングが可能です。

カセット搭載

ロードロック式

パーティーションで仕切られた箇所への設置や、
クリーンルームに合わせた構成を提供します。

1.ALD
（Thermal
&Plasma）

5.Hex handler

3.ALE2.PECVD

4.ICP CVD



FlexAL

Product Overview
装置構成において柔軟で、かつパワフルな装置

FlexALはリモート誘導結合プラズマ（ICP）ALDソースを取り付けることができます。 
この独自のICPソースとマッチングユニットと隣接させ、専用の制御システムを構築することで、
高速なプラズマ照射を可能にしております。

機能

基板

液体(バブリング)と固形のプリカーサ

プリカーサー最大設定温度

追加プリカーサー

最大200㎜ウェハー

最大8個搭載

200℃加熱(加熱＋ジャケット仕様)

水＋オゾン

MFC制御ガス供給システム
熱ガスプリカーサ（e.g. NH3, O2）
プラズマガス(e.g. O2, N2, H2)

外付け最大10

プラズマ

ローディング

In Situエリプソ用ポート

10ms高速パルスALDバルブ

脱着可能インナーチャンバー

PC2000高速制御ソフト

プロセスチャンバーのクラスター化

ウェハーステージ温度範囲

テーブルバイアス

オプション

LLもしくはカセット

エリプソ、QCM、OES, QMS

標準

標準-特別オプションとしてMESC
規格の他社チャンバーを含む

25℃～400℃(550℃はオプション)

基板テーブルへバイアス電圧を付与し
イオンエナジー上昇が可能

標準

標準
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オックスフォード・インストゥルメンツは、常にお客様の成功を
目指しサポートしていくことを約束いたします。我々は常に
ワールドクラスの製品を作り、同様にワールドクラスのサポート
を要することを認識しており、私たちのグローバルサービス
チームは、世界中のお客様へ迅速なサポートを提供していきます。

下記については、お問い合わせください。
ニーズに合わせた柔軟なサービス契約

個別システムトレーニングコース
システムのアップグレードとリファブ
純正のスペアパーツおよび付属品

日本国内のALD及びALEに関する
製品のお問い合わせは株式会社
アルバックにお問い合わせください。
その他に関するお問合せは以下
オックスフォード窓口に
お問い合わせください。

Email
plasma-experts@oxinst.com
UK
Yatton
+44 (0) 1934 837000
Germany
Wiesbaden
+49 (0) 6122 937 161

India 
Mumbai
+91 22 4253 5100

Japan
Tokyo
+81 3 5245 3261

PR China
Beijing
+86 10 6518 8160/1/2
Shanghai
+86 21 6132 9688

Singapore
+65 6337 6848

Taiwan
+886 3 5788696

US, Canada & Latin America
Concord, MA
TOLLFREE: +1 800 447 4717

国内問合せ営業窓口
株式会社アルバック
　TEL 0467-89-2139
アルバック販売株式会社　
　東京 TEL 03-5769-5111
　大阪 TEL 06-6397-2281


