
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
キャパシタを有する半導体装置において、
上記キャパシタは、下部電極及び上部電極と該各電極間に設けられた誘電体膜とを有し、
上記誘電体膜が、五酸化タンタルと五酸化ニオブの固溶体からな

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
キャパシタを有する半導体装置において、
上記キャパシタは、下部電極及び上部電極と該各電極間に設けられた誘電体膜とを有し、
上記誘電体膜が、五酸化タンタルニオブ（（Ｔａ，Ｎｂ）２ Ｏ５ ）からな

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
上記誘電体膜が、比誘電率が５０以上で厚さが１０ｎｍ以下であることを特徴とする請求
項１叉は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
上記六方晶結晶構造が、基底面内で０ .３６ｎｍあるいはその整数倍周期であることを特
徴とする請求項 記載の半導体装置。
【請求項５】
上記六方晶結晶構造が、基底面内で０ .６３ｎｍあるいはその整数倍周期であることを特
徴とする請求項 記載の半導体装置。
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【請求項６】
上記下部電極が、白金及びルテニウムの中から選ばれた少なくとも１種から構成されてい
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７】
半導体基板と、
該半導体基板の主表面に形成されたＭＯＳトランジスタと、
該ＭＯＳトランジスタのソース領域又はドレイン領域と電気的に接続されたプラグと、
該プラグ上に設けられた層間絶縁膜と、
上記層間絶縁膜内に設けられた凹型の孔と、
該凹型の孔内に形成されたキャパシタとを有し、
該キャパシタが、
上記凹型の孔の少なくとも内側側面及び底面上に形成され、かつ、上記プラグと電気的に
接続された下部電極と、
該下部電極上に設けられた五酸化タンタルと五酸化ニオブの固溶体からなる誘電体膜と、
該誘電体膜上に設けられた上部電極とからな

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
半導体基板と、
該半導体基板の主表面に形成されたＭＯＳトランジスタと、
該ＭＯＳトランジスタのソース領域又はドレイン領域と電気的に接続されたプラグと、
該プラグ上に設けられた層間絶縁膜と、
上記層間絶縁膜内に設けられた凹型の孔と、
該凹型の孔内に形成されたキャパシタとを有し、
該キャパシタが、
上記凹型の孔の少なくとも内側側面及び底面上に形成され、かつ、上記プラグと電気的に
接続された下部電極と、
該下部電極上に設けられた五酸化タンタルニオブ（（Ｔａ，Ｎｂ）２ Ｏ５ ）からなる誘電
体膜と、
該誘電体膜上に設けられた上部電極とからな

ことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
上記誘電体膜が、比誘電率が５０以上で厚さが１０ｎｍ以下であることを特徴とする請求
項 叉は に記載の半導体装置。
【請求項１０】
上記六方晶結晶構造が、基底面内で０ .３６ｎｍあるいはその整数倍周期であることを特
徴とする請求項 に記載の半導体装置。
【請求項１１】
上記六方晶結晶構造が、基底面内で０ .６３ｎｍあるいはその整数倍周期であることを特
徴とする請求項 に記載の半導体装置。
【請求項１２】
上記下部電極が、白金及びルテニウムの中から選ばれた少なくとも１種から構成されてい
ることを特徴とする請求項 叉は に記載の半導体装置。
【請求項１３】
層間絶縁膜内に凹型の孔を設ける工程と、
該凹型の孔の少なくとも内側側面及び底面上に下部電極を形成する工程と、該下部電極上
に、厚さが１０ｎｍ以下の五酸化タンタルと五酸化ニオブの固溶体からなる誘電体膜を、
ペンタエトキシタンタルとペンタエトキシニオブの混合原料を用いる化学的気相成長法に
より形成する工程と、
該誘電体膜上に上部電極を形成する工程を有し、
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上記下部電極，上記誘電体膜及び上記上部電極とによりキャパシタを構成することを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
上記下部電極を形成する工程を、ビスエチルシクロペンタジエニルルテニウムをテトラヒ
ドロフランに０ .１ｍｏｌ／ｌの濃度で溶解した溶液を液体搬送する化学的気相成長法に
より行なうことを特徴とする請求項 に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
上記下部電極を形成する工程を、メチルシクロペンタジエニルトリメチル白金をテトラヒ
ドロフランに０ .１ｍｏｌ／ｌの濃度で溶解した溶液を液体搬送する化学的気相成長法に
より行なうことを特徴とする請求項 に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、五酸化タンタルなどの金属酸化物を誘電体として用いたキャパシタを有する半
導体装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲＡＭ）をはじめとするＬＳＩを有する
半導体装置では、高集積化に伴ってキャパシタ面積が縮小する。そこで、これまでキャパ
シタ絶縁膜として使用されてきたシリコン酸化物に代わって、比誘電率が数十と大きい五
酸化タンタル（Ｔａ２ Ｏ５ ）などの金属酸化物誘電体をキャパシタ絶縁膜に適用すること
が検討されている。加えて、最小加工寸法が０．１５μｍ以下となるようなギガビット世
代の半導体装置では、たとえ比誘電率の大きい金属酸化物誘電体を適用しても、蓄積電荷
量を一層増大させるために深孔や凸型の表面上に、ＣＶＤ法（化学的気相成長法）を用い
て誘電体膜を形成する必要がある。
【０００３】
本明細書では、五酸化タンタルやＴａ２ Ｏ５ という表現を用いるが、これは必ずしも厳密
なＴａとＯの定比組成を意味しない。さらに、タンタル元素の一部をニオブ元素で置換し
たようなタンタル酸化物とニオブ酸化物の固溶体に対して五酸化タンタルニオブもしくは
（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ という記述を、あるいはすべてをニオブ元素で置換したような純ニ
オブ酸化物に対して五酸化ニオブもしくはＮｂ２ Ｏ５ という記述を用いる。加えて、同じ
Ｔａ２ Ｏ５ や（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ でも、結晶対称性の違い（六方晶や斜方晶など）に重
きを置いて説明する。
【０００４】
Ｔａ２ Ｏ５ をキャパシタ絶縁膜として有する半導体装置に関しては、例えば、１９９９　
Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　ＶＬＳＩ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　
Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐｅｒｓ，　ｐ．９９－１００に記載されている。その比誘電
率は２５から３０とされている。一方、Ｔａ２ Ｏ５ には結晶構造の異なる種々の多形が知
られている。これらについては、例えば、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｏ
ｆ　ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｒｅａｕ　ｏｆ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ，　ｖｏｌ．
７２Ａ，　ｐ．１７５－１８６（１９６８）に記載されている。本発明の新規性を明確に
する上で重要なので、まず、Ｔａ２ Ｏ５ において知られている結晶構造を説明し、次に、
結晶構造と比誘電率の関係について説明する。
【０００５】
熱力学的に安定な相としては、Ｌ相（あるいはベータ相）と呼ばれる低温相と、それより
も高温で安定化するＨ相の二つが知られている。通常Ｔａ２ Ｏ５ と言えば、斜方晶からな
るＬ相をさす。これは、熱力学的にはおよそ９５０℃から１３５０℃の温度範囲で安定な
相である。結晶構造として完全なＬ相を得るには、Ｌ相とＨ相との相転移温度である１３
５０℃付近で長時間焼鈍することが必要である。Ｈ相を、その安定温度領域から室温まで
急冷すると、種々の相が準安定相として凍結される。そのひとつに単斜晶系に属するいわ
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ゆるＨ’と記述される相がある。
【０００６】
Ｌ相よりも低温で得られる六方晶について説明する。まず、図６を用いてＬ相と六方晶相
を比較する。各多角形（六角形および点線で示した多角形）は、Ｔａ原子を含むＺ＝０面
の原子配列を表す配位多面体クラスタである。各多角形の中心をタンタルイオンが占有し
、タンタルイオンの上下席（紙面の上下に相当する）および頂点席（紙面内の多角形の頂
点に相当する）を酸素イオンが占有する。五角形からなる細線はＬ相におけるクラスタを
、六角形からなる太線はδ相など六方晶相のクラスタを示す。Ｌ相のクラスタでは、Ｔａ
イオンは、酸素イオンによって面内５もしくは４配位、上下で２配位されて、それぞれｐ
ｅｎｔａｇｏｎａｌ　ｂｉ－ｐｙｒａｍｉｄもしくはｓｑｕａｒｅ　ｂｉ－ｐｙｒａｍｉ
ｄクラスタを形成する。これらは“理想的なＬ相”で表される単位胞をもたらす。しかし
実際は、立体障害によりクラスタが歪むと同時に、特定の酸素席に部分欠損を導入するの
で対称性が低下する。その結果、実際のＬ相の単位胞は、図中の“理想的なＬ相”を水平
方向に１１倍した４ｎｍと長い周期を持つ。一方、六方晶相では、酸素席に統計的に空格
子を導入することで立体障害が緩和される結果、図に示す様に面内で稜共有する六角形か
ら構成されるｈｅｘａｇｏｎａｌ　ｂｉ－ｐｙｒａｍｉｄクラスタが形成される。中でも
、δ相は０．４ｎｍ以下の格子定数を持つ“最小の単位胞”で構成される六方晶である。
δ相の対称性が低下すると、図に示すように、“δ相を面内で２倍”あるいは“δ相を面
内でルート３倍”した周期を持つ類似の六方晶が得られる。これら、六方晶の詳細は、例
えば、Ａｃｔａ　Ｃｒｙｓｔ．、ｖｏｌ．１４、ｐ．１２７８－１２８１（１９６１）お
よびＪａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ、ｖｏ
ｌ．６、ｐ．２１－３４（１９６７）およびＳｏｖ．　Ｐｈｙｓ．　Ｃｒｙｓｔａｌｌｏ
ｇｒ．、ｖｏｌ．２４、ｐ．５３７－５３９（１９７９）およびＳｏｖ．　Ｐｈｙｓ．　
Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒ．、　ｖｏｌ．２５、ｐ．６６９－６７２（１９８０）に記載さ
れている。
【０００７】
δ相に代表される六方晶五酸化タンタルは、室温から非晶質タンタル酸化物を加熱したり
、室温からタンタル薄膜やタンタル箔を酸化加熱処理したりして得られる。これら六方晶
は低温で形成されるという特徴に加えて、厚さが数十ｎｍ程度の薄膜の形態において、よ
り安定化するという特徴を持つ。図６で説明したように、Ｌ相の結晶格子は一軸方向に４
ｎｍの長い周期を持つ。したがって、Ｌ相薄膜では、膜厚方向の単位胞の数は、厚さが４
０ｎｍで１０単位胞、１２ｎｍで３単位胞、と膜厚が小さいほど減少する。その結果、膜
厚が長い周期の数倍程度（３０－４０ｎｍ）に減少すると、Ｌ相の結晶格子は不安定にな
り、結晶構造は周期長が０．４ｎｍ以下と小さい六方晶へと構造相転移する。故に、低温
かつ膜厚が小さいほど六方晶構造が安定に形成される。
【０００８】
Ｌ相と六方晶相を結晶学的に区別して同定するには詳細な構造解析が必要である。図７に
、Ｌ相とδ相のＸ線回折図形を模式的に比較した。容易にわかるように、特徴的なＸ線回
折線は、両相でほぼ同じ回折角と強度比を与える。さらに、薄膜では回折線強度が弱いた
めに、Ｌ相の長周期構造に固有の弱い回折線を帰属することは困難である。加えて、膜厚
が数十ｎｍと小さい多結晶体薄膜では回折線幅が広がるために、Ｌ相に見られる主回折線
の分裂（例えば、１、１１、０と２００、および１、１１、１と２０１）　を見出すこと
は難しい。つまり、Ｘ線回折の結果から、Ｌ相とδ相を区別するには、格子定数の詳細な
議論などが必要である。加えて、δ相を含む六方晶と断定するためには、電子線回折像な
どから、面内６回対称性を見出すことが最も望ましい。これは類似の六方晶でも同様であ
る。
【０００９】
次に、Ｔａ２ Ｏ５ の種々の相と比誘電率との関係について説明する。
【００１０】
すでに説明したように、Ｔａ２ Ｏ５ と言えばＬ相を意味し、その比誘電率は２５から３０
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であるとするのが、妥当である。Ｈ相に関しては、室温ではＨ’相などの準安定相が析出
しやすいので、その比誘電率については、ほとんど知られていない。
【００１１】
六方晶相に関しては、半導体装置への応用を目的とする薄膜について、いくつかの報告が
ある。シリコン窒化膜あるいはシリコンなどの半導体電極上に形成されるキャパシタ構造
を、ＭＩＳキャパシタ（ＭＩＳ：金属－絶縁体－半導体）と呼ぶ。ＣＶＤ法でシリコン基
板上に形成したＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜の結晶構造をＸ線構造解析の結果からδ相と解析し
、その比誘電率を約１２とする報告が、Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ａｂｓｔｒａｃｔｓ　ｏｆ　
ｔｈｅ　１９９１　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｓｏｌ
ｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、ｐ．１９８－２００
に掲載されている。
【００１２】
δ相と解析し、その比誘電率を４０とする従来例が、特開平１１－１６６２４、に見られ
る。ここでは、表面を窒化した多結晶シリコン電極上にＣＶＤ法でＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ を
形成し、純酸素雰囲気中で７００から９００℃の温度で１分間熱処理した。格子定数の議
論なしにＸ線回折結果からδ相（従来例では類似の六方晶も含まれるとしている。）と同
定する点では、結晶構造解析は不完全と言える。
【００１３】
以上二つの従来例を総合的に判断して、ＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜を絶縁膜として用いるキャ
パシタでは、ＣＶＤ法の条件と熱処理の条件によっては、比誘電率は最大で４０と増大し
、その結晶相はδ相であると推測される。
【００１４】
こういった比誘電率の大きいＴａ２ Ｏ５ は、ＲｕやＰｔなどの貴金属電極上に形成した場
合にも知られている。このような金属電極上に形成されるキャパシタ構造を、ＭＩＭキャ
パシタ（ＭＩＭ：金属－絶縁体－金属）と呼ぶ。例えば、特開平１０－９３０５１には、
Ｐｔ上にスパッタリング法で５５０℃以上の温度で形成したＭＩＭ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜は、比
誘電率が７５から８０の高い値を示すと記述されている。また、Ｘ線回折より決定された
結晶構造は、バルク材料よりも格子定数が１から３％増大した六方晶δ相であるとしてい
る。ただし、本従来例では、これを裏付ける詳細なデータは開示されていない。Ｒｕ上で
の高誘電率ＭＩＭ－Ｔａ２ Ｏ５ の形成に関しては、Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ａｂｓｔｒａｃｔ
ｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　１９９７　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏ
ｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、ｐ．３６
－３７に報告されている。ＣＶＤ法でＲｕおよびＰｔ上に形成し７５０℃以上で熱処理さ
れたＴａ２ Ｏ５ 膜は、最大で６０の高い比誘電率を示す。結晶構造に関してはＸ線回折よ
り、ｃ軸が配向したＬ相であるとしている。ＲｕやＰｔ上に形成されたＭＩＭ－Ｔａ２ Ｏ

５ 膜が４０程度の高い比誘電率を示すことは、特開平１１－１６６２４にも記載されてい
る。結晶構造はＸ線回折より、δ相であるとされた。
【００１５】
ＭＩＭ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜に関する以上三つの従来例を総合的に判断すると、その比誘電率は
、形成および熱処理条件に依存し、４０から８０と大きな値を示す。その結晶構造はδ相
であると推測される。
【００１６】
Ｔａ２ Ｏ５ に元素を添加すれば比誘電率が増大するという報告がある。Ｔａ２ Ｏ５ にＴｉ
Ｏ２ を８％添加すると、比誘電率は最大で１２６まで増大する。Ｔａ２ Ｏ５ の結晶構造は
、Ｘ線回折の結果から、単斜晶系に属するＨ’であることがわかった。ただし、この相を
形成するには１３５０℃から１４００℃の高温での熱処理が必要である。この例は、特開
平９－２８６９に詳述されている。Ｔａ２ Ｏ５ にＡｌ２ Ｏ３ をおよそ１０％添加すると比
誘電率は約４０まで増大する。結晶相については、Ｘ線回折の結果から、Ｔａ２ Ｏ５ 型固
溶体とＡｌＴａＯ４ との混合物であるとされた。ただし、この相を得るためには１４００
℃の高温での熱処理が必要である。この例は、特開平１０－１８２２２１に詳述されてい
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る。
【００１７】
以上の高誘電率Ｔａ２ Ｏ５ に関する従来例を以下にまとめる。
【００１８】
１）ＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜を用いるキャパシタでは、ＣＶＤ法および熱処理の条件によっ
ては、その比誘電率は最大４０に増大する。結晶相はδ相に転移すると推測されるが、明
確には同定されていない。
【００１９】
２）ＭＩＭ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜は、膜形成および熱処理の条件によっては、比誘電率が４０（
ＣＶＤ形成）から８０（スパッタ形成）と大きい。結晶構造はδ相と推測されるが、明確
には同定されていない。
【００２０】
３）ＴｉＯ２ あるいはＡｌ２ Ｏ３ を添加し、およそ１４００℃の温度で熱処理したＴａ２

Ｏ５ 膜は、比誘電率が最大で１２６と大きい。結晶相は、それぞれ単斜晶のＨ’相あるい
は混合体である。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
上で説明した高誘電率Ｔａ２ Ｏ５ にはそれぞれ下記のような問題点がある。
【００２２】
まず、シリコン窒化膜上に形成されるＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ では、比誘電率はＬ相の典型的
な値２５よりは大きいものの、４０程度に留まる。次に、Ｐｔ上にスパッタリング法で形
成されるＴａ２ Ｏ５ では、比誘電率は７５以上と大きいものの、形成温度が５５０℃と高
い。デバイス応用を考えて、たとえば深孔の内壁へ均一にＴａ２ Ｏ５ 膜を形成するにはＣ
ＶＤ法を用いて５００℃以下の温度で形成する技術が要求される。Ｒｕ上への高誘電率Ｔ
ａ２ Ｏ５ の形成においても、７５０℃以上の熱処理温度が必要であり、デバイスプロセス
への適用を考えると、７００℃以下に低減する技術が必要である。加えて、これらＭＩＭ
およびＭＩＳキャパシタの特性は、形成条件や熱処理条件に大きく依存し、再現性が乏し
い。ＴｉＯ２ やＡｌ２ Ｏ３ の添加に関しては、１４００℃の高温熱処理が必要であるので
、デバイスプロセスへの適用は不可能である。
【００２３】
つまり、比誘電率が５０以上と大きいＴａ２ Ｏ５ を、ＭＩＳおよびＭＩＭキャパシタとし
て、半導体装置へ適用することのできる基盤技術は未だに確立していない。その理由は、
なぜＴａ２ Ｏ５ の比誘電率は増大するのか、高誘電率と結晶構造の関係は何なのか、これ
らを実現する具体的および最適化条件は何なのかなどが把握されていないことが第一原因
である。これらすべての疑問について、その基礎的機構を理解すると同時に、それらを応
用する技術を開発することで、比誘電率が５０以上と大きいＴａ２ Ｏ５ を半導体装置のキ
ャパシタ絶縁膜として適用することが可能となる。
【００２４】
本発明の第１の目的は、六方晶からなる比誘電率が５０以上であるＭＩＳおよびＭＩＭキ
ャパシタを有する半導体装置を提供することにある。具体的には、以下に説明するように
、五酸化タンタルと五酸化ニオブの固溶体を厚さ１０ｎｍ以下の誘電体膜として用いるこ
とにより、これを解決した。本発明の第２の目的は、そのような半導体装置の製造方法を
提供することにある。
【００２５】
【課題を解決するための手段】
上記Ｔａ２ Ｏ５ キャパシタの課題を解決するために、以下に説明する知見を見出し、これ
を利用する高誘電体キャパシタとその製造方法を考案した。上記第１の目的の内、まず、
最も基本となるＴａ２ Ｏ５ 膜が高比誘電率化する機構について説明する。次に、Ｎｂ２ Ｏ

５ とＴａ２ Ｏ５ の固溶体、つまり（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ が有効な解決手段であることを説
明する。そして、上記第２の目的である、高比誘電率六方晶（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 膜を有
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するキャパシタで構成される半導体装置の製造方法について説明する。
【００２６】
まず、図８（ａ）に、Ｒｕ電極上にＣＶＤ法を用いて４８０℃で形成し、４００℃でオゾ
ン酸化した後、７００℃窒素中で結晶化処理した比誘電率が５０と大きい厚さ９ｎｍのＴ
ａ２ Ｏ５ 膜のナノ領域電子線回折像を示す。回折像は写真で観察された回折点から模式的
に書き直したものである。白丸はＲｕ膜からの回折点、黒丸はＴａ２ Ｏ５ 膜からの回折点
を示す。両者の面内での六回対称性は明らかである。つまり、ＭＩＭキャパシタにおける
比誘電率が５０と大きいＲｕ上のＴａ２ Ｏ５ 膜の結晶構造は、Ｌ相ではなく、まぎれもな
く六方晶である。これはＲｕの（００１）面の六回対称性によって、六方晶Ｔａ２ Ｏ５ が
安定化された結果である。六方晶Ｔａ２ Ｏ５ 膜は、６００℃の結晶化処理でも観察された
。単位胞が最も小さいδ相として解析すると、格子定数はａ＝０．３６３ｎｍ、ｃ＝０．
３８９ｎｍであった。δ相以外にも図６で説明した、基底面を２倍あるいは√３倍した六
方晶相、あるいはそれらをさらに整数倍した六方晶相である可能性もある。Ｐｔ上に形成
した膜でも、同様にしてこの六方晶は、確認された。この場合には、Ｐｔの（１１１）面
の三回対称性によって、六方晶Ｔａ２ Ｏ５ が安定化された結果である。また、Ｐｔの三回
対称性およびＲｕの六回対称性が必ずしも膜の成長面と平行にある必要はなかった。つま
り、無秩序な方位をもつＰｔやＲｕ膜上でも同様に六回対称性のＴａ２ Ｏ５ が成長した。
ＰｔやＲｕ膜表面の段差などに現れる三回あるいは六回対称面に対して、六回対称性のＴ
ａ２ Ｏ５ が成長した結果であった。このように、比誘電率が５０以上と大きいＭＩＭ－Ｔ
ａ２ Ｏ５ の結晶構造が、明確に初めて六方晶と確認された。
【００２７】
そして、この六方晶ＭＩＭ－Ｔａ２ Ｏ５ が６００℃の低温でも結晶化したもうひとつの要
因は、膜厚が１０ｎｍ以下と小さいために長周期構造のＬ相が不安定になったことである
。逆に、熱処理温度が７５０℃を超えたり６００℃を下回ったりすると、六方晶は不安定
になった。形成温度が５００℃を超えても六方晶は不安定になった。また、膜厚が２０ｎ
ｍを超えたり、５ｎｍを下回ったりしても、六方晶は不安定になった。つまり、比誘電率
の大きい六方晶ＭＩＭ－Ｔａ２ Ｏ５ を安定化させる技術を開発した。
【００２８】
次に、図８（ｂ）に、表面を窒化したポリシリコン上にＣＶＤ法を用いて４５０℃で形成
し、酸素中７５０℃で酸化結晶化処理した厚さ８ｎｍのＴａ２ Ｏ５ 膜のＸ線回折図形を示
す。回折角（横軸２θ）が２３°、２９°および３７°付近の回折線は、Ｌ相なら（００
１）、（１、１１、０）、（１、１１、１）に、δ相なら（００１）、（１００）、（１
０１）に帰属される。Ｌ相に帰属すると、ａ＝０．６１ｎｍ、ｃ＝０．３８８ｎｍが得ら
れ、粉体のＬ相（ａ＝０．６２ｎｍ、ｃ＝０．３８９ｎｍ）と比較して、ａ軸長は１．６
％短い。加えて、Ｌ相と決定するだけの情報、例えば図７で説明したような回折線の分裂
など、は見られない。δ相に帰属すると、ａ＝０．３５８ｎｍ、ｃ＝０．３８９ｎｍの格
子定数が得られ、粉体のδ相（ａ＝０．３６２ｎｍ、ｃ＝０．３８８ｎｍ）と比較して、
ａ軸が１．１％短い。しかし、１７°付近に観察される弱い回折線（黒丸印）に注目し、
これが図６で説明したδ相の√３倍周期をとる六方晶によると考えると、１７°、２３°
、２９°および３７°付近の回折線は、（１００）、（００１）、（１１０）、（１１１
）に帰属される。この時、ａ軸長として０．６２０ｎｍが得られ、報告されている値（０
．６１７ｎｍから０．６２０ｎｍ）と、良く一致する。この六方晶ＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ の
結晶化は７００℃の低温でも観察された。そして、これらＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜は、６０
から７０の大きな比誘電率を示した。つまり、酸素中７００℃から７５０℃で酸化結晶化
処理した比誘電率が６０以上と大きい厚さ８ｎｍのＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ の結晶構造は、明
らかに六方晶であることが、格子定数から初めて明確に見出された。
【００２９】
そして、この六方晶ＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ が７００℃の低温でも結晶化したもうひとつの要
因は、膜厚が１０ｎｍ以下と小さく長周期構造のＬ相が不安定になったことである。逆に
、熱処理温度が７５０℃を超えたり７００℃を下回ったりすると、六方晶は不安定になっ
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た。形成温度が５００℃を超えても六方晶は不安定になった。また、膜厚が２０ｎｍを超
えたり、５ｎｍを下回ったりしても、六方晶は不安定になった。つまり、比誘電率の大き
い六方晶ＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ を安定化させる技術を開発した。
【００３０】
以上、ＭＩＳとＭＩＭの双方で説明したように、Ｔａ２ Ｏ５ の比誘電率が５０以上に増大
する要因が、六方晶構造にあることを初めて明確に見出した。同時に、それらの形成技術
を開発した。そこで、本発明では、この比誘電率が大きい六方晶Ｔａ２ Ｏ５ を結晶学的に
一層安定化させる方法と、比誘電率を一層増大させる方法を考案した。その方法が以下に
説明する、五酸化ニオブと五酸化タンタルの固溶体誘電体膜である。
【００３１】
Ｎｂ２ Ｏ５ はＴａ２ Ｏ５ の同属化合物である。Ｎｂ２ Ｏ５ においてもＴａ２ Ｏ５ と同様に
、長周期構造が知られている。Ｐｏｗｄｅｒ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ、ｖｏｌ．１、ｐ
．３４２（１９８６）に記述されているように、二つの結晶軸長は２ｎｍと大きい。一方
、六方晶相が存在することも知られている。これについては、Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ、ｖｏｌ．２、ｐ．１５６－１７４（
１９６３）に詳しく記述されている。つまり、Ｔａ２ Ｏ５ と同様に膜厚を小さくすると、
長周期構造は不安定になり格子の小さい六方晶構造が安定化する。そこで、五酸化タンタ
ルに五酸化ニオブを固溶させることで、六方晶構造がより安定化すると考えた。実際、ペ
ンタエトキシタンタルとペンタエトキシニオブを原料として、厚さ１０ｎｍの五酸化タン
タルと五酸化ニオブの全固溶体膜をＣＶＤ法で形成することができた。ＭＩＳとＭＩＭの
キャパシタ構造によらず、また、（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ の固溶体組成によらず、面内の格
子定数は０．３６ｎｍ（δ相を仮定して）あるいはその整数倍周期、あるいは０．３６ｎ
ｍ　をルート３倍した０．６３ｎｍあるいはその整数倍周期で表すことができた。これは
、図６で説明した六方晶格子の相関と同じである。
【００３２】
さらに、図４に示すように、分極率から比誘電率を予測計算した結果、六方晶δ相の比誘
電率は、Ｔａ２ Ｏ５ からＮｂ２ Ｏ５ へと組成が変化するにつれて、６２から１２３へ２倍
に増大することがわかった。そこで、ＣＶＤ法を用いて形成温度４６０℃、熱処理温度６
００℃で、膜厚が９ｎｍの（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体薄膜からなるＭＩＭキャパシタを
形成し、その比誘電率の変化を調べた。結果を図４に合わせて示す。計算結果から予想さ
れるように、薄膜の比誘電率は６０から１００まで増大した。同様の比誘電率の増大は、
ＭＩＳキャパシタでも確認された。
【００３３】
最後に、ＣＶＤ原料中の不純物について述べる。Ｔａ２ Ｏ５ とＮｂ２ Ｏ５ の固溶体では、
Ｎｂ置換量の増大に伴い比誘電率は増大する。一方、現在、Ｔａ２ Ｏ５ 誘電体膜はペンタ
エトキシタンタルを原料として用いるＣＶＤ法で形成されるが、その原料中のＮｂ不純物
量の低減に労力と費用がかけられている。しかし、電気特性的な観点からは、原料中のＮ
ｂ不純物が誘電体膜に混入しても、何ら負の効果は生じない。つまり、ペンタエトキシタ
ンタル中のニオブ不純物を低減するために費用をかける必要はない。逆に、ペンタエトキ
シニオブ中のタンタル不純物を低減するために費用をかける必要もない。半導体装置の製
造プロセスにおける汚染管理、原料の製造プロセスにおける純度管理など実用的レベルか
ら、ペンタエトキシタンタルＣＶＤ原料中への１％以下のＮｂ不純物、およびペンタエト
キシニオブＣＶＤ原料中への１％以下のＴａ不純物の混入は十分に許容される。
【００３４】
以上述べたように、（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体の特徴は、（１）固溶の原理が六方晶の
安定化にある、（２）膜厚を１０ｎｍ以下と小さくすることで、周期構造の小さい六方晶
が一層安定化する、（３）結晶構造はＴａ２ Ｏ５ と同じ六方晶を維持しながら、結晶内部
の分極率を増大させることで最大比誘電率を２倍までに増大し得る、（４）Ｔａ２ Ｏ５ と
同様のＣＶＤ原料であるペンタエトキシニオブを原料として用いることができるので、Ｔ
ａ２ Ｏ５ 現行プロセスに大きな変更を加えることなく固溶体プロセスへ移行できる、（５
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）従来例で説明したＡｌやＴｉで必要な１４００℃の高温処理が不要である、（６）ＣＶ
Ｄ原料ではＴａとＮｂは互いに相手を不純物として含みやすい。しかし、固溶体はキャパ
シタ誘電体膜の特性に負の効果を与えないので、互いに微量不純物として含まれても問題
ない、などである。
【００３５】
次に、本発明の第２の目的である、高比誘電率六方晶（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体膜を有
するＭＩＭキャパシタの製造方法について説明する。もちろん、ＭＩＳ－（Ｔａ、Ｎｂ）

２ Ｏ５ キャパシタにおいても同様に高比誘電率化は可能であるが、増大効果が顕著である
ＭＩＭキャパシタについて説明する。
【００３６】
ここでは、キャパシタを形成するより以前の工程については、詳細を省略する。つまり、
ＭＯＳトランジスタを形成し、そのソースおよびドレインより電気的に接続されるプラグ
を形成し、そして平坦化するまでの工程については、詳細な説明を省略する。プラグは平
坦化されたシリコン酸化膜表面に開口部を持ち、その開口部はＰｔやＲｕなどの貴金属電
極、あるいはＴｉＮ、Ｓｉ添加ＴｉＮ、　Ａｌ添加ＴｉＮ、ＴａＮ、Ｓｉ添加ＴａＮなど
のバリアメタルで構成される。このプラグ開口部を持つ平坦化表面上に、エッチングスト
ッパとして窒化シリコン膜を形成した後、厚さ１ミクロンから２ミクロンの層間絶縁膜（
ＳｉＯ２ ）を堆積する。この層間絶縁膜中に窒化シリコン膜を貫通してプラグ開口部と接
続するように、凹型の深い孔を形成する。孔の形状に制約はないが、孔の内側表面積が大
きいほどキャパシタ容量は増大する。以下の説明では、孔の内側にのみキャパシタ絶縁膜
を形成する構造を取り上げるが、孔の外側の一部あるいは全部にもキャパシタを形成する
ような構造でも、何ら問題はない。
【００３７】
凹型の孔を形成した層間絶縁膜上に、ＣＶＤ法を用いて厚さ数十ｎｍのＲｕあるいはＰｔ
電極を形成する。次に、エッチバックなどの手法を用いて開口平坦部の膜のみを除去し、
隣接するキャパシタ間を電気的に分離する。ここで、以降の工程における電極の熱変形を
抑制するために、電極を不活性ガス雰囲気中で例えば５００℃から７００℃の温度で熱処
理しても良い。この電極上に、ＣＶＤ法を用いて厚さ１０ｎｍ以下の（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ

５ 固溶体誘電体膜を形成する。ＣＶＤ原料としては、ペンタエトキシタンタルとペンタエ
トキシニオブの独立２系統、あるいは任意組成のペンタエトキシタンタルとペンタエトキ
シニオブの混合原料を用いた。形成温度は５００℃以下であることが必要である。なぜな
ら、凹型孔内面に均一に（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 誘電体膜を形成することに加えて、六方晶
構造の安定化を図るため、そして膜形成中に電極表面が酸化されて凹凸化することを抑制
するためである。次に、５５０℃以上７００℃以下の温度で（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 膜を熱
処理する。Ｎｂを添加した固溶体は純Ｔａ２ Ｏ５ と比較して、結晶化に必要な温度は５０
℃低い。ＭＩＳキャパシタでは、この熱処理温度領域は、６５０℃から７５０℃とＭＩＭ
で必要な結晶化温度よりも高い。なぜなら、ＰｔやＲｕ電極上では、電極の三回あるいは
六回対称面の影響を受けて、高比誘電率六方晶がより低温で結晶化するからである。この
温度を超えると六方晶が不安定になり、下回ると六方晶が十分に結晶化しない。これ以降
の上部電極、層間絶縁膜、配線層の形成などは、本発明では本質的ではないので省略する
。
【００３８】
以下に、具体的な実施例を挙げ、本発明の有効性を説明する。
【００３９】
【発明の実施の形態】
＜実施例１＞
実施例１を図１で説明する。これは、ＰｔもしくはＲｕ電極を下部電極に用いるＭＩＭキ
ャパシタとして、比誘電率が５０以上大きい（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜を用い
てキャパシタを形成する工程である。固溶体誘電体膜はＣＶＤ法により形成し、ペンタエ
トキシタンタルとペンタエトキシニオブを独立に供給して、固溶体組成を変化させた。こ
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こでは、以下に説明する埋め込みプラグを形成するより以前の工程については省略する。
【００４０】
まず、積層するプラグ１とＡｌ添加ＴｉＮバリアメタル２及びＳｉＯ２ からなるプラグ部
層間絶縁膜３の上に、膜厚１５００ｎｍのＳｉＯ２ からなるキャパシタ部層間絶縁膜４を
、モノシランガスを原料とするプラズマＣＶＤ法によって堆積した。その後、Ｗ膜をスパ
ッタリング法で形成した後、レジストを塗布して周知のフォトリソグラフィー法によって
Ｗマスクを加工し、ドライエッチング法によってキャパシタ部層間絶縁膜４をバリアメタ
ル２の表面まで加工して、下部電極５を形成する深孔を形成した。
【００４１】
その後、膜厚２５ｎｍの下部電極５を化学的気相成長法によって堆積した。下部電極とし
ては、ＲｕおよびＰｔを用いた。Ｒｕ電極は、有機金属錯体Ｒｕ（Ｃ２ Ｈ５ Ｃ２ Ｈ４ ）（
ビスエチルシクロペンタジエニルルテニウム）を（Ｃ２ Ｈ４ ）２ Ｏ（テトラヒドロフラン
）に０．１ｍｏｌ／ｌの濃度で溶解した溶液を液体搬送するＣＶＤ技術を用いて形成した
。基板と対面するシャワーヘッド内で、液体原料を酸素ガスおよび窒素ガスと混合し、基
板に吹きつけた。形成温度は２９０℃、圧力は５Ｔｏｒｒである。Ｐｔ電極は、有機金属
錯体ＣＨ３ Ｃ２ Ｈ４ Ｐｔ（ＣＨ３ ）３ （メチルシクロペンタジエニルトリメチル白金）を
（Ｃ２ Ｈ４ ）２ Ｏ（テトラヒドロフラン）に０．１ｍｏｌ／ｌの濃度で溶解した溶液を液
体搬送するＣＶＤ技術を用いて形成した。酸素ガスと窒素ガスを７対１の割合で混合し、
基板と対面するシャワーヘッド内でこのガスを液体原料と混合して基板に吹きつけた。形
成温度は２５０℃、圧力は５Ｔｏｒｒである。
【００４２】
その後、（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜６を化学的気相成長法によって形成した。
前駆体としてペンタエトキシタンタル　［Ｔａ（ＯＣ２ Ｈ５ ）５ ］　およびペンタエトキ
シニオブ　［Ｎｂ（ＯＣ２ Ｈ５ ）５ ］を用い、各原料を独立に供給し、その供給量をマス
フローコントローラで制御して任意組成の（Ｔａ１ － Ｘ ＮｂＸ ）２ Ｏ５ 固溶体薄膜を形成
した。その他の形成条件は、０．５ＴｏｒｒのＮ２ ／Ｏ２ 混合ガス中　（圧力比Ｎ２ ／Ｏ

２ ＝２／１）、基板温度４６０℃、膜厚９ｎｍ、であった。固溶体誘電体膜の結晶化を促
進させるために、窒素気流中６５０℃で２分間、酸素気流中で６００℃で１分間熱処理し
た。続いて、下部電極と同じ材料からなるＲｕあるいはＰｔの上部電極７を、下部電極と
同様にして形成した。
【００４３】
ここでは、バリアメタルとしてＡｌ添加ＴｉＮ、上下電極としてＲｕおよびＰｔ金属、を
用いた半導体装置の製作工程例を示した。しかし、材料の選択肢は広く、Ａｌ添加ＴｉＮ
の変わりに、純ＴｉＮ、ＴａＮ、Ｓｉを添加したＴａＮ、などを用いても同様の効果が得
られた。上部電極にはもちろん、ＣＶＤ法で形成したＴｉＮを用いても問題ない。
【００４４】
＜実施例２＞
実施例２を図２で説明する。これは、シリコン窒化膜で被覆したポリシリコン電極を用い
るＭＩＳキャパシタに、Ｔａ２ Ｏ５ あるＮｂ２ Ｏ５ 誘電体膜を用いてキャパシタを形成す
る工程である。
【００４５】
まず、ポリシリコンプラグ２１及びＳｉＯ２ からなるプラグ部層間絶縁膜２２上に、膜厚
２０００ｎｍのＳｉＯ２ からなるキャパシタ部層間絶縁膜２３を、モノシランガスを原料
とするプラズマＣＶＤ法によって堆積した。その後、Ｗ膜をスパッタリング法で形成した
後、レジストを塗布して周知のフォトリソグラフィー法によってＷマスクを加工し、ドラ
イエッチング法によってキャパシタ部層間絶縁膜２３をポリシリコンプラグ２１の表面ま
で加工して、下部ポリシリコン電極２４を形成する深孔を形成した。
【００４６】
次に、厚さ２０ｎｍの導電性非晶質シリコン層を深孔の内面およびキャパシタ部層間絶縁
膜２３の上面に渡って形成し、リソグラフィおよびエッチングプロセスによりキャパシタ
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部層間絶縁膜上面の非晶質シリコン層を除去して、深孔の内面にのみ非晶質シリコン層を
残す。深孔内表面にシリコンの種付けをした後、６３０℃で熱処理して結晶化すると同時
に表面を凹凸化してポリシリコン電極２４を形成する。この表面にＰＨ３ を用いてＰをド
ープした後ＮＨ３ 熱処理して表面に窒化シリコン膜２５を形成した。
【００４７】
その後、Ｔａ２ Ｏ５ あるいはＮｂ２ Ｏ５ 誘電体膜２６を化学的気相成長法によって形成し
た。前駆体としてペンタエトキシタンタル　［Ｔａ（ＯＣ２ Ｈ５ ）５ ］　もしくはペンタ
エトキシニオブ　［Ｎｂ（ＯＣ２ Ｈ５ ）５ ］を用い、０．５ＴｏｒｒのＮ２ ／Ｏ２ 混合ガ
ス中　（圧力比Ｎ２ ／Ｏ２ ＝２／１）、基板温度４６０℃、膜厚８ｎｍ、の条件でＴａ２

Ｏ５ 膜あるいはＮｂ２ Ｏ５ 膜を形成した。誘電体膜の結晶化を促進させるために、酸素気
流中７５０℃で２分間、熱処理した。続いて、ＴｉＮ上部電極２７を、ＣＶＤ法により形
成した。
【００４８】
誘電体膜の特性指針となる換算膜厚（シリコン酸化膜厚に換算した比誘電率）は、Ｔａ２

Ｏ５ 誘電体ＭＩＳ－キャパシタで３．１ｎｍ、Ｎｂ２ Ｏ５ 誘電体キャパシタで２．９ｎｍ
であった。この値にはＴａ２ Ｏ５ もしくはＮｂ２ Ｏ５ 誘電体と窒化シリコン電極界面の低
誘電率層による容量が含まれる。したがって、両換算膜厚の差から類推して、Ｔａ２ Ｏ５

誘電体がＬ相でありその比誘電率が３０程度なら、Ｎｂ２ Ｏ５ の比誘電率は３７と計算さ
れる。Ｔａ２ Ｏ５ 誘電体が六方晶相でありその比誘電率が６０なら、Ｎｂ２ Ｏ５ の比誘電
率は９９、不完全な六方晶相で４０なら５４と計算される。膜厚が六方晶Ｔａ２ Ｏ５ の安
定領域にあるので、Ｎｂ２ Ｏ５ の比誘電率は５０以上であることは明白である。
【００４９】
このように、Ｎｂ２ Ｏ５ における比誘電率の増大が確認された。
【００５０】
＜実施例３＞
実施例３を図３で説明する。これは、（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜をキャパシタ
絶縁膜として用いるＭＩＭキャパシタを有する半導体記憶装置を形成する工程である。（
Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜をＣＶＤ法で形成する際に、ペンタエトキシタンタル
とペンタエトキシニオブ原料をカクテルにして、単一原料として供給して、ある組成の固
溶体膜を形成する特徴を有する。
【００５１】
Ｓｉ基板３１に、熱酸化による素子分離３２とイオン打ち込みによる拡散層３３を形成し
、その上にポリシリコンとＷＳｉ２ の積層からなるワード線３４と３５を形成した。その
後、Ｓｉ３ Ｎ４ からなるバリア層３７上にポリシリコンとＷＳｉ２ の積層からなるビット
線３８と３９を形成した。また、ＳｉＯ２ からなるプラグ部層間絶縁膜４２内に、ポリシ
リコンからなる第一のプラグ３６と、ポリシリコンからなる第二のプラグ４０と、ＴａＮ
からなるバリアメタル４１を形成した。これら積層プラグにより、トランジスタの拡散層
３３とキャパシタの下部電極４５を電気的に接続する。これまでの工程で、キャパシタを
形成する前工程と平坦化が完了した。
【００５２】
次に、Ｓｉ３ Ｎ４ からなる層間絶縁膜４３に続いて、膜厚１５００ｎｍのＳｉＯ２ からな
るキャパシタ部層間絶縁膜４４を、モノシランガスを原料とするプラズマＣＶＤ法によっ
て堆積した。その後、Ｗ膜をスパッタリング法で形成した後、レジストを塗布して周知の
フォトリソグラフィー法によってＷマスクを加工し、ドライエッチング法によってキャパ
シタ部層間絶縁膜４４をバリアメタル４１の表面まで加工して、下部電極４５を形成する
深孔を形成した。なお、孔の加工形状は、開口部が楕円筒形になるようにした。
【００５３】
その後、膜厚２０ｎｍの下部Ｒｕ電極４５を化学的気相成長法によって堆積した。下部Ｒ
ｕ電極は、有機金属錯体Ｒｕ（Ｃ２ Ｈ５ Ｃ２ Ｈ４ ）（ビスエチルシクロペンタジエニルル
テニウム）を（Ｃ２ Ｈ４ ）２ Ｏ（テトラヒドロフラン）に０．１ｍｏｌ／ｌの濃度で溶解
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した溶液を液体搬送するＣＶＤ技術を用いて形成した。基板と対面するシャワーヘッド内
で、液体原料を酸素ガスおよび窒素ガスと混合し、基板に吹きつけた。形成温度は２９０
℃、圧力は５Ｔｏｒｒである。
【００５４】
その後、（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜４６を化学的気相成長法によって形成した
。前駆体としてペンタエトキシタンタル　［Ｔａ（ＯＣ２ Ｈ５ ）５ ］　およびペンタエト
キシニオブ　［Ｎｂ（ＯＣ２ Ｈ５ ）５ ］のカクテル原料を用いた。組成は、（Ｔａ１ － Ｘ

ＮｂＸ ）２ Ｏ５ を用い、ｘ＝０、０．０１、０．１、０．３、０．５、０．７、０．９、
０．９９、１、である。カクテル原料の供給量をマスフローコントローラで制御して、各
組成の（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜を形成した。その他の形成条件は、０．５Ｔ
ｏｒｒのＮ２ ／Ｏ２ 混合ガス中　（圧力比Ｎ２ ／Ｏ２ ＝２／１）、基板温度４６０℃、膜
厚９ｎｍ、であった。固溶体誘電体膜の結晶化を促進させるために、窒素気流中６５０℃
で２分間、酸素気流中で６００℃で１分間熱処理した。
【００５５】
続いて、Ｒｕからなる上部電極４７を、下部電極と同様にして形成した。キャパシタの上
部にＳｉＯ２ からなる配線部層間絶縁膜４８と、Ｗからなる第二の配線層４９を形成した
。
【００５６】
図５に、キャパシタ容量の変化を示した。固溶体膜中のニオブ含有量の増大とともにキャ
パシタ容量は増大し、タンタルを含まない純五酸化ニオブにおいて最大で２倍まで増大し
た。また、純五酸化タンタルあるいは純五酸化ニオブから１％程度の固溶範囲内では顕著
な変化は見られない。つまり、相互に不純物として含まれても影響しない。この容量記憶
素子のメモリ動作を確認したところ、所望の特性が得られることを確認した。
【００５７】
ここでは、バリアメタルとしてＴａＮ、上下電極としてＲｕ金属、を用いた半導体装置の
製作工程例を示した。しかし、材料の選択肢は広く、ＴａＮの変わりにＳｉを添加したＴ
ａＮ、ＴｉＮ、Ａｌを添加したＴｉＮ、などを用いても同様の効果が得られた。下部電極
にはもちろん、ＣＶＤ法で形成したＰｔを用いても問題ない。上部電極に関しては、Ｐｔ
やＲｕ以外にＴｉＮを用いても同じ効果が得られた。
【００５８】
【発明の効果】
本発明によれば、比誘電率が５０から最大１００と大きいＴａ２ Ｏ５ とＮｂ２ Ｏ５ の固溶
体を、安定に再現性良くキャパシタの誘電体膜として適用することが可能となる。これに
より、信号量を増大させてデバイス動作の信頼性を向上させることが可能である。あるい
は、キャパシタ高さを低減してプロセス負荷を低減することができる。さらに、高誘電率
の起源である六方晶構造が６００℃の温度から結晶化するので、形成温度が低温化されて
、トランジスタ特性の劣化を抑制することができる。つまり、半導体容量素子の微細化に
よる高集積化、工程簡略化および高信頼化による歩留まりの向上、等を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１を説明する工程の縦断面図。
【図２】本発明の実施例２を説明する工程の縦断面図。
【図３】本発明の実施例３を説明する工程の縦断面図。
【図４】本発明の実施例１における（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜の高誘電率化を
説明するグラフ。
【図５】本発明の実施例３における（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜をキャパシタ絶
縁膜として有する半導体記憶装置に関して、その高容量化を説明するグラフ。
【図６】Ｔａ２ Ｏ５ の多形における斜方晶Ｌ相と六方晶δ層および関連の六方晶に関して
、結晶格子の相互関係をＴａ－Ｏ配位多面体を用いて比較する図。
【図７】Ｔａ２ Ｏ５ の多形における斜方晶Ｌ相と六方晶δ層に関して、その類似性を説明
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するＸ線回折図。
【図８】膜厚が１０ｎｍ以下のＭＩＳ－およびＭＩＭ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜の結晶構造が六方晶
であることを示す図であり、（ａ）は、Ｒｕ電極上に形成したＭＩＭ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜に関
して、六回対称性を明確に示すナノ領域電子線回折図、（ｂ）は、窒化シリコン膜で被覆
したポリシリコン電極上に形成したＭＩＳ－Ｔａ２ Ｏ５ 膜に関して、結晶構造が六方晶で
あることを示すＸ線回折図。
【符号の説明】
１…プラグ、２…バリアメタル、３…プラグ部層間絶縁膜、４…キャパシタ部層間絶縁膜
、５…下部電極、６…（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜、７…上部電極、２１…ポリ
シリコンプラグ、２２…プラグ部層間絶縁膜、２３…キャパシタ部層間絶縁膜、２４…ポ
リシリコン電極、２５…窒化シリコン膜、２６…（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５ 固溶体誘電体膜、
２７…ＴｉＮ上部電極、３１…基板（Ｓｉ）、３２…素子分離（ＳｉＯ２ ）、３３…拡散
層、３４…ワード線（ポリシリコン）、３５…ワード線（ＷＳｉ２ ）、３６…第一のプラ
グ（ポリシリコン）、３７…バリア層（Ｓｉ３ Ｎ４ ）、３８…ビット線（ポリシリコン）
、３９…ビット線（ＷＳｉ２ ）、４０…第二のプラグ（ポリシリコン）、４１…バリアメ
タル、４２…プラグ部層間絶縁膜（ＳｉＯ２ ）、４３…層間絶縁膜（Ｓｉ３ Ｎ４ ）、４４
…キャパシタ部層間絶縁膜（ＳｉＯ２ ）、４５…下部電極、４６…（Ｔａ、Ｎｂ）２ Ｏ５

固溶体誘電体膜、４７…上部電極、４８…配線部層間絶縁膜（ＳｉＯ２ ）、４９…第二の
配線層（Ｗ）。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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