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(57)【要約】
【課題】ＭＩＭ構造の立体型キャパシタにおいて、下部
電極のシート抵抗を増大させることなく、キャパシタの
容量を増大させる。
【解決手段】半導体装置は、半導体基板１の上に形成さ
れた導電性部材１１と、導電性部材１１に接続し金属化
合物からなる下部電極１４、容量絶縁膜１５及び金属化
合物からなる上部電極１６を有するＭＩＭ構造の立体型
キャパシタ５１とを備えている。下部電極１４は段差被
覆性に優れる第１の成膜方法で形成された第１の金属化
合物膜１４ａと第１の金属化合物膜よりも段差被覆性低
い第２の成膜方法で形成された第２の金属化合物膜１４
ｂとの積層膜からなり、下部電極１４の底部の膜厚は側
壁部の膜厚よりも厚い。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の上に形成された導電性部材と、
　前記導電性部材と接続された金属化合物からなる断面凹状の下部電極、容量絶縁膜及び
金属化合物からなる上部電極を有するＭＩＭ構造の立体型キャパシタとを備え、
　前記下部電極は段差被覆性に優れる第１の成膜方法により形成された第１の金属化合物
膜と、前記第１の金属化合物膜よりも段差被覆性が低い第２の成膜方法により形成された
第２の金属化合物膜との積層膜からなり、前記下部電極の底部の膜厚は側壁部の膜厚より
も厚いことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第１の金属化合物膜及び第２の金属化合物膜は、窒化チタン、窒化タンタル又は酸
化ルテニウムからなることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記下部電極の底部は、前記第１の金属化合物膜と前記第２の金属化合物膜との比率が
１：１から１：２であり、前記下部電極の側壁部は、前記第１の金属化合物膜と前記第２
の金属化合物膜との比率が２：１から５：１であることを特徴とする請求項１又は２に記
載の半導体装置。
【請求項４】
　前記下部電極の底部の膜厚は１５ｎｍ以上且つ２０ｎｍ以下であり、前記下部電極の側
面部の膜厚は１０ｎｍ以上且つ１５ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１～３のいず
れか１項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記容量絶縁膜が、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化チタ
ン及び酸化タンタルの少なくとも１つを有することを特徴とする請求項１～４のいずれか
１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１の成膜方法はＭＯＣＶＤ法又はＡＬＤ法であり、前記第２の成膜方法はスパッ
タ法であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項７】
　金属化合物からなる断面凹状の下部電極、容量絶縁膜及び金属化合物からなる上部電極
を有するＭＩＭ構造のキャパシタを備える半導体装置の製造方法であって、
　ＭＯＣＶＤ法により第１の金属化合物膜を形成した後、スパッタ法により前記第１の金
属化合物膜の上に第２の金属化合物膜を積層させて下部電極を形成する工程と、
　前記下部電極の上に前記容量絶縁膜を形成する工程と、
　前記容量絶縁膜の上に上部電極を形成する工程とを備えていることを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【請求項８】
　金属化合物からなる断面凹状の下部電極、容量絶縁膜及び金属化合物からなる上部電極
を有するＭＩＭ構造のキャパシタを備える半導体装置の製造方法であって、
　スパッタ法により第１の金属化合物膜を形成した後、ＭＯＣＶＤ法により前記第１の金
属化合物膜の上に第２の金属化合物膜を形成して前記下部電極を形成する工程と、
　前記下部電極の上に前記容量絶縁膜を形成する工程と、
　前記容量絶縁膜の上に上部電極を形成する工程とを備えていることを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【請求項９】
　前記ＭＯＣＶＤ法は、チタン、ルテニウム又はタンタルを含む原料ガスを用いることを
特徴とする請求項７又は８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記チタンを含む原料ガスは、テトラジメチルアミノチタン（ＴＤＭＡＴ）であること
を特徴とする請求項７～９のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
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【請求項１１】
　前記スパッタ法は、窒化チタン、酸化ルテニウム又は窒化タンタルを反応性ガス雰囲気
でスパッタ成膜させることを特徴とする請求項７～１０のいずれか１項に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項１２】
　前記容量絶縁膜を形成する工程は、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化アルミニ
ウム、酸化チタン及び酸化タンタルの少なくとも１つを有する絶縁膜を形成することを特
徴とする請求項７～１１のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　金属化合物からなる断面凹状の下部電極、容量絶縁膜及び金属化合物からなる上部電極
を有するＭＩＭ構造のキャパシタを備える半導体装置の製造方法であって、
　ＡＬＤ法により第１の金属化合物膜を形成した後、スパッタ法により前記第１の金属化
合物膜の上に第２の金属化合物膜を形成して前記下部電極を形成する工程と、
　前記下部電極の上に前記容量絶縁膜を形成する工程と、
　前記容量絶縁膜の上に上部電極を形成する工程とを備えていることを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【請求項１４】
　金属化合物からなる断面凹状の下部電極、容量絶縁膜及び金属化合物からなる上部電極
を有するＭＩＭ構造のキャパシタを備える半導体装置の製造方法であって、
　スパッタ法により第１の金属化合物膜を形成した後、ＡＬＤ法により前記第１の金属化
合物膜の上に第２の金属化合物膜を形成して前記下部電極を形成する工程と、
　前記下部電極の上に前記容量絶縁膜を形成する工程と、
　前記容量絶縁膜の上に上部電極を形成する工程とを備えていることを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記ＡＬＤ法は、チタン又はタンタルを含む原料ガスを用い、それら金属の窒化にはＮ
Ｈ３又はＮ２、Ｈ２ガスもしくはそれらをプラズマ化させたガスを用いることを特徴とす
る請求項１３及び１４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記チタンを含む原料ガスは四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）であり、前記タンタルを含む
原料ガスは五塩化タンタル（Ｔａ２Ｃｌ５）であることを特徴とする請求項１３～１５の
いずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記スパッタ法は、窒化チタン、酸化ルテニウム又は窒化タンタルを反応性ガス雰囲気
でスパッタ成膜させることを特徴とする請求項１３～１６のいずれか１項に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記容量絶縁膜を形成する工程は、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化アルミニ
ウム、酸化チタン及び酸化タンタルの少なくとも１つを有する絶縁膜を形成することを特
徴とする請求項１３～１７のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、ＭＩＭ（Metal Insulator Metal）構
造のキャパシタ（容量素子）を有する半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の代表として知られているＬＳＩ（大規模集積回路）は、メモリデバイスと
ロジックデバイスとに大別され、メモリデバイスのうち揮発性メモリデバイスはＤＲＡＭ
（Dynamic Random Access Memory）とＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）とに分
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類される。これらのメモリデバイスのほとんどは、集積度の点で優れているＭＯＳ（Meta
l Oxide Semiconductor）型トランジスタによって構成されている。また、ＤＲＡＭはＳ
ＲＡＭと比較して、構造が比較的簡単なことから微細な加工技術を用いて高い集積度を実
現できるため、情報機器等における各種の記憶装置に広く応用されている。さらに、近年
、システムＬＳＩが重要視されてきており、ＤＲＡＭとロジックデバイスとを同一チップ
内に一体に形成するようにした混載ＤＲＡＭ、ロジック回路とアナログ回路とを混載した
ＤＲＡＭ混載アナログ混載ロジックデバイス等の混載デバイスが広く普及されてきている
。
【０００３】
　このようなＤＲＡＭはスイッチング動作を行なうＭＯＳ型トランジスタからなるメモリ
セル選択用トランスファトランジスタと、このメモリセル選択用トランジスタに接続され
たひとつのキャパシタとにより１つのメモリセルを構成し、キャパシタの電荷の有無によ
り情報を記憶している。従来からの記憶容量の大容量化の要求に伴い、キャパシタの高集
積化が進められている。しかしながら、同時に半導体チップの微細化も進められ、半導体
チップの上に形成されるキャパシタの占有面積が制約され、個々のメモリセルのキャパシ
タ容量の減少が深刻な問題になっている。
【０００４】
　そこで、ＤＲＡＭのキャパシタの高容量化を図るための対策として、キャパシタの上部
電極及び下部電極の表面積を拡大させる方法、例えばキャパシタの構造を円筒型、ボック
ス型、フィン型等の各種の立体構造に形成することが行われている。
【０００５】
　また、電極の表面積を拡大させる方法とは別に、容量絶縁膜を、酸化ハフニウム（Ｈｆ
Ｏｘ）及び酸化ジルコニウム（ＺｒＯｘ）に代表される高誘電率材料を用いて形成するこ
とにより容量絶縁膜の酸化膜換算膜厚を下げると共に、下部電極及び上部電極の材料とし
て、５００℃以下の比較的低温での成膜が可能な窒化チタン（ＴｉＮ）のような金属化合
物を用いた、立体構造のＭＩＭキャパシタ等が提案されている。
【０００６】
　このようなキャパシタを用いることにより、高誘電率材料の結晶化を抑えると共に、例
えば混載ＤＲＡＭのようにキャパシタより先に形成しているロジック部分へキャパシタ形
成時の熱影響を与えることなく、高容量のキャパシタを形成することが可能となる。
【０００７】
　また、電極材料に窒化チタン膜を用いて下部電極及び上部電極を形成する方法として、
特許文献１にあるように、有機金属材料にテトラジメチルアミノチタン（ＴＤＭＡＴ）を
用いたＭＯＣＶＤ（Metal Organic Chemical Vapor Deposition）法により窒化チタン膜
からなる電極の形成が提案されている。ＭＯＣＶＤ法は、有機金属材料を用いたＣＶＤ（
Chemical Vapor Deposition）法の１種である。
【０００８】
　ＣＶＤ法を用いて形成された窒化チタン膜は、スパッタ法を用いて形成された窒化チタ
ン膜に比較して、段差被覆性が優れている。このため、立体型のキャパシタの下部電極の
形成において、比較的深い穴部の側面を均質に被覆させる方法として、スパッタ法よりも
ＣＶＤ法を用いることが一般的である。
【０００９】
　しかし、ＭＯＣＶＤ法によって形成された膜は炭素等の不純物が取り込まれたままにな
っており、これらの成分の存在がキャパシタとしての特性を劣化させるだけでなく、後工
程においてガスの発生、欠陥生成、ショート等の歩留まり低下を引き起こす恐れがある。
従って、ＭＯＣＶＤ法によって膜を形成した後にこれらの不純物成分を除去するため、Ｈ

２及びＮＨ３ガスを用いるプラズマ処理及びアニール処理等による表面改質等の膜質を向
上させる必要がある。しかしながら、ＭＯＣＶＤ法により形成された膜に含まれる不純物
の除去を完全に行うことは容易ではないため、スパッタ法により形成された膜と比較して
、同一の膜厚を有する場合、シート抵抗の値が一桁程度高くなることが知られている。シ
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ート抵抗の値すなわち電気抵抗の値が高いと、例えばコンタクトプラグと電極との間のオ
ープン等の問題を引き起こすことにつながるため、電気抵抗の値を下げるために厚膜化が
検討されている。しかしながら、円筒型等の立体キャパシタの場合、特に下部電極の厚膜
化は、電極の表面積を減少させることになり、キャパシタの容量の低下となるので、ＭＯ
ＣＶＤ法による電極の形成には問題がある。
【００１０】
　一方で、キャパシタの容量を改善するために、高誘電率絶縁膜材料により形成する容量
絶縁膜の薄膜化又は電極の表面積を拡大させるために円筒型等の立体キャパシタの深穴化
が検討されている。しかしながら、容量絶縁膜の薄膜化は、リーク増大に伴うＤＲＡＭポ
ーズ実力が低下するという問題があり、薄膜化により絶縁膜の耐圧が低下するため信頼性
が低下すること及び初期不良が増大することが懸念される。また、立体キャパシタの深穴
化については、加工リスクが増大し、キャパシタの歩留まり低下が懸念される。
【００１１】
　このように容量絶縁膜の薄膜化及び立体キャパシタの深穴化については、限界に達しつ
つある。
【特許文献１】特開２００５―２４３９２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　前記で説明したような状況下においてキャパシタの容量を増大させる方法として、下部
電極の膜厚及び構造について検討を行なっている。検討に用いたキャパシタの構造は、円
筒の深さが約５００ｎｍ、穴の径は長辺が約３５０ｎｍ、短辺が約１６０ｎｍである楕円
形の円筒型の立体キャパシタであり、ＨｆＯｘからなり物理膜厚が８．０ｎｍ程度の容量
絶縁膜、ＭＯＣＶＤ法により形成されたＴｉＮ膜２０ｎｍ程度の上部電極とし、下部電極
はＭＯＣＶＤ法により形成されたＴｉＮ膜の膜厚を所望の厚さとなるように構成されてい
る。このようなキャパシタを用いて下部電極の膜厚及び構造について検討した結果を、図
１２及び図１３に示している。図１２は下部電極の膜厚とキャパシタ容量との関係を示し
、図１３は下部電極の膜厚と下部電極のシート抵抗との関係を示している。
【００１３】
　図１２に示されるように、下部電極の膜厚が５ｎｍ薄くなることに伴って、キャパシタ
の容量が０．４ｆＦ程度増大していることがわかる。このことは、下部電極の膜厚を薄く
形成することにより、円筒キャパシタ内の下部電極の表面積が増大することに起因してい
る。このことから、下部電極の膜厚を減少させることにより、キャパシタの容量が増大す
ることが証明された。
【００１４】
　しかしながら、図１３に示すように、下部電極の膜厚を薄くすることに伴って、下部電
極のシート抵抗が増大していることが観察された。特に、下部電極の膜厚を１０ｎｍにす
ると下部電極のシート抵抗が、１００００Ωを超えてしまいコンタクトがオープン（開放
状態）した状態になり、キャパシタとしての動作に支障をきたすという課題がある。
【００１５】
　このように、下部電極の膜厚の薄膜化は、キャパシタの容量を増大する一方でコンタク
トがオープンとなる状況にあり、トレードオフの関係にある。
【００１６】
　本発明は、前記の問題に鑑み、下部電極のシート抵抗を増大させることなく、キャパシ
タの容量を増大させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　前記の目的を達成するため、本発明は、半導体装置を、段差被覆性が異なる金属化合物
膜の積層構造からなる下部電極を有するＭＩＭ構造の立体キャパシタである構成とする。
【００１８】
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　具体的に、本発明に係る半導体装置は、半導体基板の上に形成された導電性部材と、導
電性部材と接続された金属化合物からなる断面凹状の下部電極、容量絶縁膜及び金属化合
物からなる上部電極を有するＭＩＭ構造の立体型キャパシタとを備え、下部電極は段差被
覆性に優れる第１の成膜方法により形成された第１の金属化合物膜と、第１の金属化合物
膜よりも段差被覆性が低い第２の成膜方法により形成された第２の金属化合物膜との積層
膜からなり、下部電極の底部の膜厚は側壁部の膜厚よりも厚いことを特徴とする。
【００１９】
　本発明の半導体装置によると、下部電極が段差被覆性の異なる成膜方法で形成された金
属化合物膜の積層構造となり、底部の膜厚が側壁部の膜厚よりも厚い下部電極が形成され
るため、下部電極の薄膜化に伴う下部電極のシート抵抗の増大を抑制し、キャパシタの容
量を増大させることができる。
【００２０】
　本発明の半導体装置において第１の金属化合物膜及び第２の金属化合物膜は、窒化チタ
ン、窒化タンタル又は酸化ルテニウムからなることが好ましい。
【００２１】
　また、本発明の半導体装置において、下部電極の底部は、第１の金属化合物膜と第２の
金属化合物膜との比率が１：１から１：２であり、下部電極の側壁部は、第１の金属化合
物膜と第２の金属化合物膜との比率が２：１から５：１であることが好ましい。このよう
な構成とすることにより、下部電極のシート抵抗を増大させることなくキャパシタの容量
を増大させることができる。
【００２２】
　また、本発明の半導体装置において、下部電極の底部の膜厚は１５ｎｍ以上且つ２０ｎ
ｍ以下であり、下部電極の側面部の膜厚は１０ｎｍ以上且つ１５ｎｍ以下であることが好
ましい。このような構成とすることにより、下部電極のシート抵抗を増大させることなく
キャパシタの容量を増大させることができる。
【００２３】
　また、容量絶縁膜が、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化チ
タン及び酸化タンタルの少なくとも１つを有することが好ましい。このような構成とする
ことにより容量絶縁膜の酸化膜換算膜厚を下げることが可能となる。
【００２４】
　また、第１の成膜方法はＭＯＣＶＤ法又はＡＬＤ法であり、第２の成膜方法はスパッタ
法であることが好ましい。
【００２５】
　本発明の第１の半導体装置の製造方法は、金属化合物からなる断面凹状の下部電極、容
量絶縁膜及び金属化合物からなる上部電極を有するＭＩＭ構造のキャパシタを備える半導
体装置の製造方法であって、ＭＯＣＶＤ法により第１の金属化合物膜を形成した後、スパ
ッタ法により第１の金属化合物膜の上に第２の金属化合物膜を積層させて下部電極を形成
する工程と、下部電極の上に容量絶縁膜を形成する工程と、容量絶縁膜の上に上部電極を
形成する工程とを備えていることを特徴とする。
【００２６】
　本発明の第１の半導体装置の製造方法によると、下部電極が段差被覆性の異なる成膜方
法で形成された金属化合物膜の積層構造により形成され、底部の膜厚が側壁部の膜厚より
も厚い下部電極が形成されるため、下部電極の薄膜化に伴う下部電極のシート抵抗の増大
を抑制し、キャパシタの容量を増大させた半導体装置を製造することができる。
【００２７】
　本発明の第２の半導体装置の製造方法は、金属化合物からなる断面凹状の下部電極、容
量絶縁膜及び金属化合物からなる上部電極を有するＭＩＭ構造のキャパシタを備える半導
体装置の製造方法であって、スパッタ法により第１の金属化合物膜を形成した後、ＭＯＣ
ＶＤ法により第１の金属化合物膜の上に第２の金属化合物膜を形成して下部電極を形成す
る工程と、下部電極の上に容量絶縁膜を形成する工程と、容量絶縁膜の上に上部電極を形
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成する工程とを備えていることを特徴とする。
【００２８】
　本発明の第２の半導体装置の製造方法によると、第１の半導体装置の製造方法と同様に
、下部電極が段差被覆性の異なる成膜方法で形成された金属化合物膜の積層構造により形
成され、底部の膜厚が側壁部の膜厚よりも厚い下部電極が形成されるため、下部電極の薄
膜化に伴う下部電極のシート抵抗の増大を抑制し、キャパシタの容量を増大させた半導体
装置を製造することができる。
【００２９】
　本発明の第１又は第２の半導体装置の製造方法において、ＭＯＣＶＤ法は、チタン、ル
テニウム又はタンタルを含む原料ガスを用いることが好ましい。
【００３０】
　また、本発明の第１又は第２の半導体装置の製造方法において、チタンを含む原料ガス
は、テトラジメチルアミノチタン（ＴＤＭＡＴ）であることが好ましい。
【００３１】
　また、本発明の第１又は第２の半導体装置の製造方法において、スパッタ法は、窒化チ
タン、酸化ルテニウム又は窒化タンタルを反応性ガス雰囲気でスパッタ成膜させることが
好ましい。
【００３２】
　また、本発明の第１及び第２の半導体装置の製造方法において、容量絶縁膜を形成する
工程は、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化チタン及び酸化タ
ンタルの少なくとも１つを有する絶縁膜を形成することが好ましい。
【００３３】
　本発明の第３の半導体装置の製造方法は、金属化合物からなる断面凹状の下部電極、容
量絶縁膜及び金属化合物からなる上部電極を有するＭＩＭ構造のキャパシタを備える半導
体装置の製造方法であって、ＡＬＤ法により第１の金属化合物膜を形成した後、スパッタ
法により第１の金属化合物膜の上に第２の金属化合物膜を形成して下部電極を形成する工
程と、下部電極の上に容量絶縁膜を形成する工程と、容量絶縁膜の上に上部電極を形成す
る工程とを備えていることを特徴とする。
【００３４】
　本発明の第３の半導体装置の製造方法によると、第１及び第２の半導体装置の製造方法
と同様に、下部電極が段差被覆性の異なる成膜方法で形成された金属化合物膜の積層構造
により形成され、底部の膜厚が側壁部の膜厚よりも厚い下部電極が形成されるため、下部
電極の薄膜化に伴う下部電極のシート抵抗の増大を抑制し、キャパシタの容量を増大させ
た半導体装置を製造することができる。
【００３５】
　本発明の第４の半導体装置の製造方法によると、金属化合物からなる断面凹状の下部電
極、容量絶縁膜及び金属化合物からなる上部電極を有するＭＩＭ構造のキャパシタを備え
る半導体装置の製造方法であって、スパッタ法により第１の金属化合物膜を形成した後、
ＡＬＤ法により第１の金属化合物膜の上に第２の金属化合物膜を形成して下部電極を形成
する工程と、下部電極の上に容量絶縁膜を形成する工程と、容量絶縁膜の上に上部電極を
形成する工程とを備えていることを特徴とする。
【００３６】
　本発明の第４の半導体装置の製造方法によると、第１、第２及び第３の半導体装置の製
造方法と同様に、下部電極が段差被覆性の異なる成膜方法で形成された金属化合物膜の積
層構造により形成され、底部の膜厚が側壁部の膜厚よりも厚い下部電極が形成されるため
、下部電極の薄膜化に伴う下部電極のシート抵抗の増大を抑制し、キャパシタの容量を増
大させた半導体装置を製造することができる。
【００３７】
　本発明の第３又は第４の半導体装置の製造方法において、ＡＬＤ法は、チタン又はタン
タルを含む原料ガスを用い、それら金属の窒化にはＮＨ３又はＮ２、Ｈ２ガスもしくはそ
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れらをプラズマ化させたガスを用いることが好ましい。
【００３８】
　また、本発明の第３又は第４の半導体装置の製造方法において、チタンを含む原料ガス
は四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）であり、タンタルを含む原料ガスは五塩化タンタル（Ｔａ

２Ｃｌ５）であることが好ましい。
【００３９】
　また、本発明の第３又は第４の半導体装置の製造方法において、スパッタ法は、窒化チ
タン、酸化ルテニウム又は窒化タンタルを反応性ガス雰囲気でスパッタ成膜させることが
好ましい。
【００４０】
　また、本発明の第３又は第４の半導体装置の製造方法において、容量絶縁膜を形成する
工程は、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化チタン及び酸化タ
ンタルの少なくとも１つを有する絶縁膜を形成することが好ましい。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明の半導体装置及びその製造方法によれば、下部電極が段差被覆性の異なる成膜方
法で形成された金属化合物膜の積層構造により形成され、底部の膜厚が側壁部の膜厚より
も厚い下部電極を形成することができる。このため、下部電極の底部の膜厚が同一の従来
の半導体装置に比較して、キャパシタの表面積を拡大することができ、下部電極を従来の
ＭＯＣＶＤ法のみで形成された下部電極を有するキャパシタと同一の接触抵抗とした場合
に、キャパシタの容量を増大させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。ただし、本発明は以下
の各実施の形態に限定されない。また、各図面においては、それぞれの厚さ及び長さ等は
図面の形成上、実際の形状とは異なり、図示しやすい形状にしている。
【００４３】
　（第１の実施形態）
　図１（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の断面構造を示し、図１（ｂ）
は、図１（ａ）の点線で囲んだ部分を拡大して示している。
【００４４】
　図１（ａ）に示すように、第１の実施形態に係る半導体装置は、メモリセル選択用トラ
ンジスタ５０及びＭＩＭ構造のキャパシタ５１から構成されている。
【００４５】
　メモリセル選択用トランジスタ５０は、半導体基板１の上に形成された素子分離絶縁膜
２と、素子分離絶縁膜２に囲まれた活性領域に形成されたゲート絶縁膜３と、ゲート絶縁
膜３の上に形成されたゲート電極４と、ゲート電極４をマスクとして不純物拡散により形
成された低濃度不純物拡散層５と、ゲート絶縁膜３及びゲート電極４の側面を覆うサイド
ウォール６と、ゲート電極４及びサイドウォール６をマスクとして不純物拡散により形成
された高濃度不純物拡散層７と、ゲート電極４の上部に形成されたシリサイド層８から構
成されている。
【００４６】
　また、ＭＩＭ構造のキャパシタ５１は、半導体基板１の上に形成された第１の層間絶縁
膜１０と、第１の層間絶縁膜１０の上面から下面に貫通するように形成された第１の導電
性部材１１と、第１の層間絶縁膜１０の上に形成された第２の層間絶縁膜１２と、第２の
層間絶縁膜１２に形成された溝１３と、溝１３の底部と側壁部とを覆うように形成され、
且つ、第１の導電性部材１１と電気的に接続される下部電極１４と、下部電極１４及び第
２の層間絶縁膜１２を覆う容量絶縁膜１５と、容量絶縁膜１５を覆う上部電極１６から構
成されている。ここで、第１の導電性部材１１は下面で高濃度不純物拡散層７と電気的に
接続され、上面で下部電極１４と電気的に接続されている。
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【００４７】
　さらに、上部電極１６の上に第３の層間絶縁膜１７と、第３の層間絶縁膜１７の上面か
ら容量絶縁膜１５の下面に貫通するように形成された第２の導電性部材１８と、第３の層
間絶縁膜１７の上に形成された配線層間膜１９と、配線層間膜１９の上面から下面に貫通
するように形成され、第２の導電性部材１８と接続された第一配線層２０が形成されてい
る。
【００４８】
　また、図１（ｂ）に示すように、下部電極１４は、均等な膜厚で形成された第１の金属
化合物膜１４ａと第１の金属化合物膜１４ａの上に底部は厚く、側壁部は薄く形成された
第２の金属化合物膜１４ｂとの積層膜で形成されている。溝１３の側壁部の上部付近は、
下部電極１４が形成されておらず容量絶縁膜１５で覆われている。
【００４９】
　次に、第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。
【００５０】
　図２（ａ）～（ｂ）、図３（ａ）～（ｂ）及び図４（ａ）～（ｂ）は、第１の実施形態
の製造工程に係る半導体装置の断面構造を示している。
【００５１】
　まず、図２（ａ）に示すように、半導体基板１の上に、ＬＯＣＯＳ（local oxidation 
of silicon）法又はＳＴＩ（shallow trench isolation）分離法等を用いて素子分離絶縁
膜２を形成する。次に、素子分離絶縁膜２に囲まれた活性領域の上に、熱酸化法によりゲ
ート絶縁膜３を形成する。次に、ゲート絶縁膜３の上に、ＣＶＤ法によりポリシリコン膜
を成長させ、フォトリソグラフィ法及びドライエッチング法により、ポリシリコン膜をパ
ターンニングしてゲート電極４を形成する。次に、ゲート電極４をマスクとして、ゲート
電極４が形成されていない部分の半導体基板１に、フォトリソグラフィ法及びイオン注入
法を用いて低濃度不純物拡散層５を形成する。次に、ＣＶＤ法及びエッチング技術を用い
て、ゲート絶縁膜３及びゲート電極４の側面にシリコン酸化膜からなるサイドウォール６
を形成する。次に、ゲート電極４及びサイドウォール６をマスクとして、半導体基板１に
おけるサイドウォール６が形成されていない部分に、フォトリソグラフィ法及びイオン注
入法を用い、高濃度不純物拡散層７を形成する。その後、ゲート電極４の上に、サリサイ
ド技術によりシリサイド層８を形成する。以上の工程により、メモリセル選択用トランジ
スタ５０が形成される。なお、以降の工程はシリサイド層８の拡散を抑えるため、４００
℃以下の温度で処理する。
【００５２】
　次に、図２（ｂ）に示すように、半導体基板１の上に、且つ、メモリセル選択用トラン
ジスタ５０を覆うように、ＣＶＤ法により、第１の層間絶縁膜１０を形成する。この第１
の層間絶縁膜１０には、４００℃以下で成膜可能な、例えば高密度プラズマを用いたシリ
コン酸化膜（ＳｉＯ２）等を用いることが望ましい。次に、フォトリソグラフィ法及びド
ライエッチング法により、第１の層間絶縁膜１０の上面から下面に貫通し、貫通孔の底面
が低濃度不純物拡散層７に接続するコンタクトホールを形成する。次に、そのコンタクト
ホールに、ＣＶＤ法又はＡＬＤ（Atomic Layer Deposition）法により、バリアメタル及
び金属膜からなる導電性部材１１を形成する。ここで、金属膜としてはタングステンを用
いることが好ましい。
【００５３】
　次に、図３（ａ）に示すように、第１の層間絶縁膜１０の上に、ＣＶＤ法により、第２
の層間絶縁膜１２を形成する。ここで、第２の層間絶縁膜１２としては、低温成膜可能な
例えば窒化膜を成長させた後、プラズマを用いた第１の層間絶縁膜１０と同じく低温成膜
可能なＴＥＯＳ（tetra ethyl ortho silicate）膜等を成長させる。次に、フォトリソグ
ラフィ法及びドライエッチング法により、第２の層間絶縁膜１２に、導電性部材１１に達
する溝１３を形成する。
【００５４】
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　次に、図３（ｂ）に示すように、下部電極を形成する。まず、キャパシタ５１の底部で
ある第２の層間絶縁膜１２に形成された溝１３に露出した導電性部材１１の上部の表層の
酸化被膜を除去するため、Ａｒ（アルゴン）プラズマによる表面エッチングを行い、プリ
クリーン処理を行う。例えば、処理条件として以下の条件で行う。
・チャンバ圧力：０．１３３Ｐａ～１３．３Ｐａ
・プラズマ電力：５００Ｗ～２０００Ｗ
・酸化膜に対する除去条件は、シリコン酸化膜に対して１ｎｍ～１０ｎｍ程度
　次に、ＭＯＣＶＤ法によりＴＤＭＡＴを堆積させる。例えば、堆積条件として以下の条
件で行う。
・原料ガス：ＴＤＭＡＴ
・チャンバ圧力：１３３Ｐａ～１３３０Ｐａ
・成膜温度（設定）：３７０℃～４８０℃
・処理時間：５ｓ～３０ｓ
・膜厚：２ｎｍ～５ｎｍ
　次に、プラズマ処理を行う。例えば、以下の条件でプラズマ処理を行う。
・プラズマ処理ガス：Ｎ２（５００ｃｍ３／ｍｉｎ～２０００ｃｍ３／ｍｉｎ）及びＨ２

（５００ｃｍ３／ｍｉｎ～２０００ｃｍ３／ｍｉｎ)
・チャンバ圧力：１３３Ｐａ～１３３０Ｐａ
・処理時間：１５ｓ～６０ｓ
・プラズマ電力：５００Ｗ～２０００Ｗ
　次にパージ処理を行う。例えば、パージ処理は以下の条件で行う。
・パージ処理ガス：Ｎ２（５００ｃｍ３／ｍｉｎ～２０００ｃｍ３／ｍｉｎ）及びＨ２（
５００ｃｍ３／ｍｉｎ～２０００ｃｍ３／ｍｉｎ)
・パージ時間：１５ｓ
　このようにして、下部電極となるＴｉＮ膜が形成される。上記のＴＤＭＡＴの堆積、プ
ラズマ処理及びパージ処理を繰り返すことにより所望の膜厚のＴｉＮ膜が形成される。第
１の実施形態においては、溝１３に膜厚が５ｎｍ～１５ｎｍ程度のＴｉＮ膜が形成される
まで上記の処理を繰り返す。
【００５５】
　次に、ＭＯＣＶＤ法により形成したＴｉＮ膜の上にスパッタ法によるＴｉＮ膜を形成す
る。スパッタ法によるＴｉＮ膜を形成する前にデガス（脱ガス）・チャンバに導入しＭＯ
ＣＶＤ法により形成したＴｉＮ膜から脱ガスを促進させる。例えば、デガス（脱ガス）条
件は、以下の条件で行うことが望ましい。
・デガス・チャンバ温度：２５０℃～４００℃
・到達真空度：０．１３３Ｐａ以下
　このようにして、脱ガス処理を行ったＴｉＮ膜の上にスパッタ法によるＴｉＮ膜を形成
する。例えば、スパッタ法によるＴｉＮ膜の形成は以下の条件で行う。
・反応性スパッタガス：Ｎ２（０ｃｍ３／ｍｉｎ～１００ｃｍ３／ｍｉｎ）
・チャンバ圧力：０．０１３３Ｐａ～１９．９５Ｐａ
・ＤＣプラズマパワー：１ｋＷ～１５ｋＷ
・処理時間：３０ｓ～２００ｓ
・膜厚：５ｎｍ～１０ｎｍ
　上記の過程を経て、ＭＯＣＶＤ法によるＴｉＮ膜の上にスパッタ法によるＴｉＮ膜が積
層されて下部電極１４が形成される。このようにして形成された下部電極１４の膜厚は、
溝１３の底部に形成される下部電極１４の膜厚が１５ｎｍ～２０ｎｍ、ＭＯＣＶＤ法によ
るＴｉＮ膜に対するスパッタ法によるＴｉＮ膜の比率は１：１から１：２程度になり、溝
１３の側壁部に形成される下部電極１４の膜厚が１０ｎｍ～１５ｎｍ、ＭＯＣＶＤ法によ
るＴｉＮ膜に対するスパッタ法によるＴｉＮ膜の比率は２：１から５：１程度になってい
る。溝１３に形成される下部電極１４の底部と側壁部において、膜厚及び形成方法による
膜厚の比率が異なる原因は、ＭＯＣＶＤ法とスパッタ法とが段差被覆性に相違があること
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に起因する。つまり、段差被覆性に優れるＭＯＣＶＤ法は、立体キャパシタにおける成膜
において底部、側壁部及び側壁部における上部と下部とを問わず、ほぼ同一の膜厚でコン
フォーマルに成膜可能であることに対し、スパッタ法は段差被覆性に劣るため、立体キャ
パシタの成膜において底部及び側壁部の上部に選択的に形成されるためである。
【００５６】
　第１の実施形態において、ＭＯＣＶＤ法とスパッタ法とを組み合わせてＴｉＮ膜を積層
させて下部電極１４を形成すると、溝１３の側壁部の下部電極の膜厚を相対的に薄く形成
させ、溝１３の底部の下部電極の膜厚を相対的に厚く形成することができる。このため、
従来のＭＯＣＶＤ法のみから形成された下部電極と比較してキャパシタの側壁部の表面積
を増加させることが可能である。さらに、溝１３の底部においてコンタクト部分との接触
抵抗については、従来のＭＯＣＶＤ法のみから形成された膜と比較して同等以上であるこ
とが確認できている。
【００５７】
　なお、下部電極１４は、ＴｉＮを材料とするＭＯＣＶＤ法及びスパッタ法の積層膜とし
たが、ＴｉＮに代えて窒化タンタル（ＴａＮ）又は酸化ルテニウム（ＲｕＯ２）において
も、同様にＭＯＣＶＤ法及びスパッタ法による積層膜から下部電極を形成することができ
る。その場合、ＭＯＣＶＤ法においては、タンタル又はルテニウムを含む原料ガスを用い
、スパッタ法においては、ＴａＮ又はＲｕＯ２を反応性ガス雰囲気でスパッタ成膜させる
ことにより下部電極を形成することができる。
【００５８】
　次に、下部電極分離を行う。まず、図示は省略するが、下部電極１４の上にレジストを
塗布し、マスク無しの前面露光を行う。現像後、溝１３以外の第２の層間絶縁膜１２の上
に形成されているＴｉＮ膜をドライエッチング法により除去し、分離された下部電極１４
を形成する。その後、溝１３に形成された下部電極１４の表面のレジストをアッシングに
より除去する。ここで、レジストをアッシングにより除去する際、下部電極１４の表面が
酸素プラズマに暴露され、下部電極１４の表面上に薄い酸化チタンが形成される。これが
セル容量の低下及びリーク電流を増大させる原因となるため、これらの改善及び次工程の
容量絶縁膜のインキュベーションを安定化させる目的で、アッシングの後に下部電極１４
の表面に対して、リモートプラズマ窒化処理を行う。
【００５９】
　次に、図４（ａ）に示すように、第２の層間絶縁膜１２及び下部電極１４の上に、ＡＬ
Ｄ法を用いて、容量絶縁膜１５を形成する。ここで、容量絶縁膜１５の材料としてはＨｆ
Ｏｘ膜を用いる。ＨｆＯｘ膜を形成した後、残留炭素の除去及び膜中の酸素欠損の補償の
ために酸素プラズマによる表面改質を行う。
【００６０】
　ここで、ＡＬＤ法による容量絶縁膜１５の形成について説明する。
【００６１】
　図５は、ＡＬＤ法によるＨｆＯｘ膜の形成工程を示した図である。
【００６２】
　図５に示すように、ＡＬＤ法は、ＴＥＭＡＨ（Tetra Ethyl Methyl Amino Hafnium）に
代表されるハフニウム（Ｈｆ）を含有した有機金属原料を吸着させる工程ＳＡ１、未吸着
有機金属原料を排気する工程ＳＡ２、吸着した有機金属原料をＯ３暴露により酸化成膜す
る工程ＳＡ３、及びＯ３を排気する工程ＳＡ４を含み、上記の工程を繰り返すこと所望の
膜厚のＨｆＯｘ膜を形成することができる。第１の実施形態においては、上記の工程を繰
り返して４～８ｎｍ程度の必要な膜厚のＨｆＯＸ膜を得ている。
【００６３】
　なお、容量絶縁膜の材料としては上記のＨｆＯｘに代えて、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ

２）でも良い。また、ＨｆＯｘ又はＺｒＯ２と酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）との積層
又は混合膜でも良い。さらに、Ａｌ２Ｏ３に代えて酸化チタン（ＴｉＯ２）又は酸化タン
タル（Ｔａ２Ｏ５）との積層又は混合膜でも良い。
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【００６４】
　次に、図４（ｂ）に示すように、ＣＶＤ法により、容量絶縁膜１５の上に上部電極１６
を形成する。ここで、下部電極１６の材料としては、下部電極１４の材料と同様にＴｉＮ
を用いる。上部電極１６の形成においては、容量絶縁膜１５の非晶質ＨｆＯｘ膜の膜質を
損なうことを避けるため、４００℃以下の低温環境での形成が望ましく、上部電極１６の
ＴｉＮは、スパッタ法、ＭＯＣＶＤ法又はＡＬＤ法によって成膜させる。しかしながら、
下部電極の形成において記載したように、段差被覆性に劣るスパッタ法は、立体キャパシ
タの側壁部への成膜に問題があるため、ＭＯＣＶＤ法又はＡＬＤ法による成膜が望ましい
。また、図示は省略するが、ＭＯＣＶＤ法又はＡＬＤ法により容量絶縁膜１５の上にＴｉ
Ｎ膜を十分に成長させた後にスパッタ法によるＴｉＮ膜を形成し、ＴｉＮ膜が積層した上
部電極１６を形成すれば、上部電極の抵抗率を低減させることができるとともに、スパッ
タ法により溝１３を埋めるように上部電極１６を形成することも可能であり、上部電極１
６の表面段差を低減させることも可能である。
【００６５】
　以後の工程については、図示を省略するが、必要に応じて多層の配線層工程及び層間絶
縁層工程等を行い所望のデバイスを形成する。例えば、図１（ａ）に示す半導体装置は、
以下のように形成する。上部電極１６の上に第３の層間絶縁膜１７を形成する。第３の層
間絶縁膜１７は、低温での成膜が可能な方法、例えばプラズマＴＥＯＳ（tetra ethyl or
tho silicate）法等により形成する。その後、第３の層間絶縁膜１７、上部電極１６及び
容量絶縁膜１５にドライエッチング法を用いてコンタクトホールを形成し、コンタクトホ
ール内にタングステン等を用いて第２の導電性部材１８を形成し、第３の層間絶縁膜１７
の上に配線層間膜１９を形成し、配線層間膜１９の上面から下面に貫通し、第２の導電性
部材１８に接続するように第一配線層２０を形成する。
【００６６】
　なお、第１の実施形態に係る半導体装置は、本来の目的であるメモリ動作のみを想定し
たデバイスであるが、ロジックデバイスとメモリデバイスを混載した構成等にも適用可能
である。
【００６７】
　図６は、ロジックデバイスとメモリデバイスとを混載した構成の一例の断面図を示す。
　　　
【００６８】
　図６に示すように、図２に示したメモリセル選択用トランジスタ５０及びＭＩＭ構造の
キャパシタ５１から構成されるメモリデバイス部５２とロジックデバイス部５３とを同一
基板上に隣接させて形成している。
【００６９】
　ロジックデバイス部５３の形成方法の一例は、第１の実施形態に係る半導体装置の形成
方法と同様に行い、第２の導電性部材１８を形成する際にＭＩＭ構造のキャパシタ５１を
形成していないメモリセル選択用トランジスタ５０に接続する第３の導電性部材を形成す
る工程を設けることにより形成できる。
【００７０】
　このように、本発明の半導体装置を有する具体的な構成は図１及び図６の実施例に限ら
れるものではなく、あらゆる半導体装置に半導体装置段差被覆性の異なる成膜方法を用い
て積層構造を形成した下部電極を有するＭＩＭ構造のキャパシタ５１は応用されるもので
あり、本発明に含まれるものである。
【００７１】
　ここで、下部電極をＭＯＣＶＤ法とスパッタ法との積層膜で形成したキャパシタと従来
のＭＯＣＶＤ法の単層膜で形成したキャパシタとの比較について説明する。
【００７２】
　比較には、共通のキャパシタ構造となるように、円筒の深さ約５００ｎｍ、穴の径は長
辺が約３５０ｎｍ、短辺が約１６０ｎｍである楕円型の円筒型の立体キャパシタであり、
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ＨｆＯｘからなり物理膜厚が８．０ｎｍ程度の容量絶縁膜及びＭＯＣＶＤ法により形成さ
れたＴｉＮ膜２０ｎｍ程度の上部電極を形成したキャパシタを使用し、ＴｉＮ膜からなる
下部電極の底部がＭＯＣＶＤ法及びスパッタ法によりそれぞれ１０ｎｍ積層した２０ｎｍ
の膜厚を有する積層膜、ＭＯＣＶＤ法で形成した１０ｎｍの単層膜及び１５ｎｍの単層膜
を形成した。
【００７３】
　図７は上記のそれぞれの下部電極とキャパシタ容量との関係を示し、図８は上記のそれ
ぞれの下部電極と下部電極のシート抵抗との関係を示している。
【００７４】
　図７に示すように、ＭＯＣＶＤ法で形成した１０ｎｍの単層膜である下部電極のキャパ
シタ容量が最大であったが、ＭＯＣＶＤ法１０ｎｍとスパッタ法１０ｎｍとの積層膜２０
ｎｍを有するキャパシタ方がＭＯＣＶＤ法で形成した１５ｎｍの単層膜よりもキャパシタ
容量が大きく、ＭＯＣＶＤ法で形成した１０ｎｍの単層膜とほぼ同等のキャパシタ容量を
有することがわかる。
【００７５】
　また、図８に示すように、積層膜であっても膜厚が最も大きいＭＯＣＶＤ法１０ｎｍと
スパッタ法１０ｎｍとの積層膜の方がＭＯＣＶＤ法のみで形成した１５ｎｍの単層膜より
もシート抵抗が低いことが判明した。
【００７６】
　従って、下部電極をＭＯＣＶＤ法１０ｎｍとスパッタ法１０ｎｍとの積層膜にすること
により、ＭＯＣＶＤ法の単層膜１０ｎｍ又は１５ｎｍの下部電極を有するキャパシタより
もキャパシタ容量と下部電極のシート抵抗との両者の特性が向上したことが確認できた。
【００７７】
　なお、下部電極の表面積からキャパシタ容量を計算した予測値は、ＭＯＣＶＤ法１０ｎ
ｍの単層膜のほうが３％程度大きいと試算したが、実際の測定値は、ほぼ同程度のキャパ
シタの容量値を有することが判明した。このように予測値以上の改善がみられることにつ
いては、以下のことが考えられる。
【００７８】
　まず、第１に、段差被覆性に劣るスパッタ法により立体キャパシタの側壁部の上部に選
択的にＴｉＮ膜が形成されることが関与していると考えられる。
【００７９】
　図９（ａ）は、第１の実施形態に係るＭＯＣＶＤ法とスパッタ法との積層膜からなる下
部電極の分離加工時の断面構成図であり、図９（ｂ）は、従来のＭＯＣＶＤ法の単層膜か
らなる下部電極の分離加工時の断面構成図である。
【００８０】
　図９（ａ）に示すように、スパッタ法による成膜では、キャパシタの側壁部の上部に張
り出すようにしてＴｉＮ膜が形成されるため、その後の下部電極分離加工のエッチングを
行う際に、溝１３の側壁部の上部に形成されたＴｉＮ膜のエッチングされる量が図９（ｂ
）に示す従来のＭＯＣＶＤ法による単層膜とは異なってくる。すなわち、従来のＭＯＣＶ
Ｄ法の単層膜では、溝１３の側壁部に形成されたＴｉＮ膜が下部電極分離加工のエッチン
グによりかなり後退するのに対して、ＭＯＣＶＤ法とスパッタ法との積層膜では、ＭＯＣ
ＶＤ法の単層膜よりも後退しないため、加工ロスによる表面積の減少が抑えられていると
考えられる。
【００８１】
　第２に、それぞれの形成方法による表面の形状の違いも関与していると考えられる。一
般に、スパッタ法により形成されたＴｉＮ膜の方がＭＯＣＶＤ法により形成されたＴｉＮ
膜よりも表面ラフネス（グレイン）が大きいといわれており、このことが表面積の増大に
寄与した可能性が考えられる。
【００８２】
　このように円筒キャパシタにおいて、段差被覆性の異なる形成方法による積層膜で形成
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された下部電極は、従来のＭＯＣＶＤ法のみの単層膜で形成された下部電極と比較して、
底部の膜厚が側壁部の膜厚よりも厚くなるように形成することができるため、底部におい
てコンタクト部分との接触抵抗を抑えることが実現できると共に下部電極の表面積を増大
させることができる。
【００８３】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態は、第１の実施形態における下部電極の形成工程において、Ｍ
ＯＣＶＤ法の後にスパッタ法を用いて金属化合物膜であるＴｉＮ膜を積層させたことに対
し、スパッタ法によるＴｉＮ膜の形成の後にＭＯＣＶＤ法によりＴｉＮ膜を積層させて、
下部電極を形成するものである。他の構成については第１の実施形態と同一であるため、
同一の構成要件には同一の符号を附すことにより説明を省略する。
【００８４】
　第２の実施形態により下部電極を形成すると、図１（ａ）に示す半導体装置の断面図に
差異は認められないが、図１（ａ）の一部を示す拡大図は、図１０である。
【００８５】
　図１０に示すように、下部電極１４の形成は、スパッタ法により底部は厚く、側壁部は
薄く形成された第１の金属化合物膜１４ａの上に、ＭＯＣＶＤ法により均等な膜厚で形成
された第２の金属化合物膜１４ｂが形成されている。
【００８６】
　なお、下地が変わることにより、スパッタ法及びＭＯＣＶＤ法の成膜工程の条件を調整
する必要があるが、ＭＯＣＶＤ法の前にスパッタ法によってＴｉＮ膜を成膜することには
何ら問題はない。
【００８７】
　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態は、第１の実施形態における下部電極の形成工程において、Ｍ
ＯＣＶＤ法によるＴｉＮ膜の形成に代えて、ＡＬＤ法によりＴｉＮ膜を形成してスパッタ
法との積層膜を形成するものである。他の構成については、第１の実施形態と同一である
ため、同一の構成要件には同一の符号を附すことにより説明を省略する。
【００８８】
　第３の実施形態により下部電極を形成すると図１（ａ）及び図１（ｂ）に示す半導体装
置を形成することができる。ＡＬＤ法によるＴｉＮ膜の形成は、ＭＯＣＶＤ法によるＴｉ
Ｎ膜の形成よりもコンフォーマルな成膜が期待できるため、図１（ｂ）に示すようにＭＯ
ＣＶＤ法により均等な膜厚で形成された第１の金属化合物膜１４ａの上に、スパッタ法に
より底部が厚く側壁部が薄く形成された下部電極を形成することができる。
【００８９】
　ＡＬＤ法によるＴｉＮ膜の形成の一例としてＴｉＣｌ４とＮＨ３とを交互に送ることで
成膜する方法について、以下に説明する。
【００９０】
　図１１は、ＡＬＤ法によるＴｉＮ膜の形成工程を示した図である。
【００９１】
　図１１に示すように、第３の実施形態におけるＡＬＤ法は、気化したＴｉＣｌ４をキャ
パシタ側壁部に吸着させる工程ＳＢ１、未吸着のＴｉＣｌ４を排気する工程ＳＢ２、吸着
した有機金属原料をＮＨ３暴露により塩素除去し窒化する工程ＳＢ３、及びＮＨ３を排気
する工程ＳＢ４を含み、上記の工程を繰り返すことにより所望の膜厚を得ている。
【００９２】
　成膜条件の一例を以下に記載する。
・成膜温度：３００℃～４００℃
・原料ガス：ＴｉＣｌ４及びＮＨ３

・パージガス：Ａｒ、Ｎ２等
・成膜時圧力：１３．３Ｐａ～１３３０Ｐａ
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・パージ時圧力：１３．３Ｐａ～１３３０Ｐａ
　なお、使用する原料ガスの流量は、バッチ式又は枚様式により異なり、バッチ式の場合
は、ＴｉＣｌ４を０．２ｇ／min程度で流し、そのキャリアガスであるＮ２を１０００ｃ
ｍ３／ｍｉｎ～５０００ｃｍ３／ｍｉｎ程度で流すこととする。また、ＮＨ３及びパージ
ガスのＡｒ及びＮ２は１０００ｃｍ３／ｍｉｎ～５０００ｃｍ３／ｍｉｎ程度で流すこと
とする。
【００９３】
　このようにして形成されるＡＬＤ法によるＴｉＮ膜は、ＭＯＣＶＤ法によるＴｉＮ膜以
上に立体キャパシタへのコンフォーマルな成膜が期待できることにある。特に、今後の更
なる微細化にともない、円筒キャパシタの内径が縮小されることが考えられ、ＭＯＣＶＤ
法を用いた場合、円筒型キャパシタの内部へ均質に被覆できない可能性が懸念されている
。原因の１つとしては、ＭＯＣＶＤ法によるＴｉＮ膜の堆積後のプラズマ処理において、
プラズマ中の活性種の平均自由工程とキャパシタの円筒径がほぼ同じになるか又はキャパ
シタの円筒径の方が小さくなると、円筒キャパシタの側壁部のプラズマ改質効果が著しく
低下するためである。すなわち、円筒キャパシタの側壁部の不純物の除去が不十分になり
、相対的に側壁部の膜厚が厚くなるため、キャパシタの容量の低下量、また、不純物の除
去が不十分であるために後工程において脱ガスによる歩留まりの低下等が懸念される。
【００９４】
　このように、更なる微細な領域へのＴｉＮ膜の形成は、ＭＯＣＶＤ法に代わりＡＬＤ法
を用いることが望ましく、ＡＬＤ法とスパッタ法との積層膜を下部電極とすることで更な
る微細領域においても、第１の実施形態と同様の効果を期待することができる。
【００９５】
　なお、第３の実施形態においてＴｉＮ膜を形成するＡＬＤ法を説明したが、ＴｉＮ膜に
代えてＴａＮ膜をＡＬＤ法及びスパッタ法により積層することも可能であり、この場合の
ＡＬＤ法は、Ｔａを含む化合物として五塩化タンタル（Ｔａ２Ｃｌ５）を用いればよい。
【００９６】
　（第４の実施形態）
　本発明の第４の実施形態は、第３の実施形態と同様に下部電極の形成にＡＬＤ法を用い
るものであり、第３の実施形態では、ＡＬＤ法によるＴｉＮ膜の形成後にスパッタ法によ
るＴｉＮ膜を積層することに対し、スパッタ法によるＴｉＮ膜の形成後にＡＬＤ法による
ＴｉＮ膜を積層させて下部電極とする方法である。他の構成については、第３の実施形態
同様に第１の実施形態と同一であるため、同一の構成要件には同一の符号を附すことによ
り説明を省略する。
【００９７】
　第４の実施形態により下部電極を形成すると、図１（ａ）に示す半導体装置の断面図に
差異は認められないが、図１（ａ）の一部を示す拡大図は、図１０である。
【００９８】
　図１０に示すように、下部電極１４の形成は、スパッタ法により底部は厚く、側壁部は
薄く形成された第１の金属化合物膜１４ａの上に、ＡＬＤ法により均等な膜厚で形成され
た第２の金属化合物膜１４ｂが形成されている。
【００９９】
　なお、下地が変わることにより、スパッタ法及びＡＬＤ法の成膜工程の条件を調整する
必要があるが、ＡＬＤ法の前にスパッタ法によってＴｉＮ膜を成膜することには何ら問題
はないことは第２の実施形態と同様である。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明に係る半導体装置及びその製造方法は、歩留まりを低下させずにキャパシタ容量
を増大でき、ＭＩＭ構造の立体型キャパシタを備える半導体装置及びその製造方法等に有
用である。
【図面の簡単な説明】
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【０１０１】
【図１】（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の断面図である。（ｂ）は（
ａ）の一部を拡大した断面図である。
【図２】（ａ）～（ｂ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程の断面図
である。
【図３】（ａ）～（ｂ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程の断面図
である。
【図４】（ａ）～（ｂ）は本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造工程の断面図
である。
【図５】ＡＬＤ法による容量絶縁膜の形成工程フローチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置を混載させた半導体装置の断面図であ
る。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る下部電極の形成方法及び膜厚とキャパシタ容量と
の関係を表す図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る下部電極の形成方法及び膜厚と下部電極のシート
抵抗との関係を表す図である。
【図９】（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る下部電極分離加工時の断面構造を表す図
であり、（ｂ）は従来の下部電極分離加工時の断面構造を表す図である。
【図１０】は、本発明の第２及び第４の実施形態に係る半導体装置の一部を拡大した断面
図である。
【図１１】ＡＬＤ法による下部電極の形成工程フローチャートである。
【図１２】従来の半導体装置の下部電極の膜厚とキャパシタ容量との関係を表す図である
。
【図１３】従来の半導体装置の下部電極の膜厚と下部電極のシート抵抗との関係を表す図
である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　半導体基板
　２　素子分離絶縁膜
　３　ゲート絶縁膜
　４　ゲート電極
　５　高濃度不純物拡散層
　６　サイドウォール
　７　低濃度不純物拡散層
　８　シリサイド層
　１０　第１の層間絶縁膜
　１１　導電性部材
　１２　第２の層間絶縁膜
　１３　溝
　１４　下部電極
　１４ａ　第１の金属化合物膜
　１４ｂ　第２の金属化合物膜
　１５　容量絶縁膜
　１６　上部電極
　１７　第３の層間絶縁膜
　１８　第２の導電性部材
　１９　配線層間膜
　２０　第一配線層
　５０　メモリセル選択用トランジスタ
　５１　ＭＩＭ構造のキャパシタ
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　５２　ロジックデバイス部
　５３　メモリデバイス部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】



(21) JP 2008-288408 A 2008.11.27

10

フロントページの続き

(74)代理人  100117581
            弁理士　二宮　克也
(74)代理人  100117710
            弁理士　原田　智雄
(74)代理人  100121728
            弁理士　井関　勝守
(74)代理人  100124671
            弁理士　関　啓
(74)代理人  100131060
            弁理士　杉浦　靖也
(72)発明者  松山　征嗣
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
Ｆターム(参考) 5F083 AD24  AD49  GA02  JA02  JA35  JA40  JA43  JA56  MA06  MA17 
　　　　 　　        NA01  PR12  PR21  PR22  ZA12 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

