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Atomic Layer Etching
Innovatlve solutions for etching to the atomic layer



Atomic Layer Etching (ALE) is a 
technique designed to allow the 
accurate removal of one atomic layer at 
a time, a level of control unachievable 
using conventional etching. 

• Smooth etch  surfaces
• High selectivity  to layers including some 
materials not possible using a conventional 
plasma etch

• Low damage
• Excellent uniformity
• Minimal aspect ratio  dependence 
• High accuracy of etched depth
• Ideal for nanoscale layer removal
• Possibility of single atomic layer etch   
(e.g. for 2D materials)

As layers become thinner to enable the next generation 
semiconductor devices there is a need for ever more 
precise process control to create and manipulate these 

layers . The PlasmaPro100 ALE delivers this through 
specialised hardware including:

• Precise control  of gas dose
• Excellent repeatability  of low power RF delivery

• Rapid switching  enabled by fast PLC
All these combine to enable etching with accuracy at the 
atomic scale.

AFM images show AlGaN surface roughness 
reduced by 0.3nm within 30 cycles

原子層エッチング（ALE）とは ?
原子層エッチング（ALE）は、従来の
エッチングでは達成不可能な微細加工レベルの
プロセス制御により一度に１層の原子を正確に
除去することを目的としてデザインされた
技術です。

•スムーズなエッチング表面

•従来のプラズマエッチングでは不可能な、
一部の材料を含む層に対する高い選択性

•低ダメージ

•優れた均一性

•最小アスペクト比依存

•エッチング深さの高精度

•ナノスケールの膜除去に最適

•単原子膜エッチングの可能性（例︓2D材料用）

ALEの利点

AFM画像は30サイクル以内にAlGaNの表面の
粗さが0.3nm減少したことを示しています。

②次世代半導体デバイスを製造加工するため、
さらに正確なエッチングプロセスの制御が
必要とされております。 PlasmaPro100 ALEは、
以下を含む特殊なハードウェアを
通じてこれを実現します。
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Step4化学反応性のガス（GaN、AlGaNまたは
Siに対してはCl2）をチャンバーに
短時間投入します。 これにより
基板表面に反応層が形成されます。

余分なCl2をパージすると
基板表面上に１層の膜が
残ります。

少量のDCバイアスパワーが印加され、
Arイオンの衝撃によってトップレイヤー
のみが除去され、次のレイヤーとなる
基板表面が残ります。

次サイクル用反応性ガスのCl2が
導入される前に、チャンバーから
全ての副生成物を除去するために
パージを行います。
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・ガス供給量の精密制御
・低パワーRF出力/マッチングの優れた再現性
・PLCによる高速スイッチング
これらすべてが組み合わされて、原子スケールで
正確にエッチングすることが可能になります。



Wide range of materials

25nm wide Si trenches etched to 110nm depth, 150cycles; HSQ mask 
still in place

Graph showing true ALE plateau when etching a-Si, the precise 
control of the RF power is essential to achieve repeatable ALE.

ALE Process

Material Etched Dose Gas Etch Gas

Si or a-Si Cl2 Ar

MoS2 Cl2 Ar

SiO2 CHF 3 or C 4F8 Ar or O2
AlGaN/GaN Cl2, BCl 3 Ar

AlGaN/GaN N2O BCl 3

グラフはa-SiをエッチングしたときのALEプラトーを示しており、
再現性のあるALEを実現するためには、RFパワーの制御が不可欠です。

幅25nm深さ110nmのSiトレンチ、
150サイクル後にHSQマスクはまだ残っています。



visit plasma.oxinst.com  for more information
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Global Service and Support
グローバルなサービスとサポート
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。

下記に関しても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
・個々の装置に関するトレーニング
・装置の改造とアップグレード
・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


