
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜に、前記基板に達する第１の開口部を形成する工程と、
　前記第１の開口部の少なくとも側面にプレート電極を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜を除去することにより、側面が前記プレート電極で囲まれた第２の開
口部を形成する工程と、
　前記第２の開口部の少なくとも前記側面にキャパシタ誘電体膜を形成する工程と、
　
　 前記第２の開口部の前記側面に、前記キャパシタ誘電体膜を介して蓄積
電極を形成する工程と
　を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記基板は、下部電極と、下部電極上に形成されたエッチングストッパ膜とを有し、
　前記 工程と前記蓄積電極を形成する工程との間に 記第２の開口部内の
前記エッチングストッパ膜を除去して前記下部電極を前記第２の開口部内に露出する工程
とを更に有する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
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前記キャパシタ誘電体膜を結晶化し或いは酸素欠損を補うための熱処理を行う工程と、
前記熱処理後、

熱処理を行う 、前



　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記基板は、下部電極と、前記下部電極上に形成された第２の絶縁膜と、前記第２の絶
縁膜上に形成されたエッチングストッパ膜とを有し、
　前記 工程と前記蓄積電極を形成する工程との間に 記第２の開口部内の
前記エッチングストッパ膜及び前記第２の絶縁膜を除去して前記下部電極を前記第２の開
口部内に露出する工程とを更に有する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項 載の半導体装置の製造方法において、
　前記エッチングストッパ 除去する工程では、前記エッチングストッパ 形成され
る開口幅が、ビット線が延在する方向に沿った前記第２の開口部の開口幅よりも狭くなる
ように、前記エッチングストッパ 除去する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　
　

　
【請求項６】
　請求項４記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ビット線が延在する方向に沿った開口幅が前記ビット線が延在する方向に沿った前
記第２の開口部の開口幅よりも狭い

レジスト膜をマスクとして 前記エッチングストッパ 除去す
　 とを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　
　

　
【請求項８】
　請求項１乃至 のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前第１の開口部を形成する工程では前記側面が順テーパ形状である前記第１の開口部を
形成し、側面が逆テーパ形状である前記 電極と、側面が順テーパ形状である前記
蓄積電極とを形成する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１乃至 のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の絶縁膜を形成する工程では、メモリセル領域及び周辺回路領域に前記第１の
絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜を除去する工程では、前記メモリセル領域の前記第１の絶縁膜を選択
的に除去する
　ことを特徴とする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、半導体装置の製造技術に係り、特に、ＤＲＡＭ型の記憶素子を有する半導体装
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熱処理を行う 、前

２記
膜を 膜に

膜を

請求項３記載の半導体装置の製造方法において、
前記エッチングストッパ膜及び前記第２の絶縁膜を除去する工程では、前記エッチング

ストッパ膜及び前記第２の絶縁膜に形成される開口幅が、ビット線が延在する方向に沿っ
た前記第２の開口部の開口幅よりも狭くなるように、前記エッチングストッパ膜及び前記
第２の絶縁膜を除去する

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

開口を有するレジスト膜を前記プレート電極上方に形
成し、前記 、 膜を る

こ

請求項５記載の半導体装置の製造方法において、
前記ビット線が延在する方向に沿った開口幅が前記ビット線が延在する方向に沿った前

記第２の開口部の開口幅よりも狭い開口を有するレジスト膜を前記プレート電極上方に形
成し、前記レジスト膜をマスクとして、前記エッチングストッパ膜及び前記第２の絶縁膜
を除去する

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

７

プレート

８



置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＤＲＡＭは、１トランジスタ、１キャパシタで構成できる半導体記憶装置であり、従来よ
り高密度・高集積化された半導体記憶装置を製造するための構造や製造方法が種々検討さ
れている。特に、ＤＲＡＭにおけるキャパシタの構造は高集積化に多大な影響を与えるた
め、如何にして装置の高集積化を阻害せずに所望の蓄積容量を確保するかが重要である。
【０００３】
従来の典型的なＤＲＡＭ型の半導体装置の製造方法について図３２乃至図３５を用いて説
明する。図３２乃至図３５は従来の半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【０００４】
まず、シリコン基板１００上に、通常のＭＯＳトランジスタの製造方法と同様にして、ゲ
ート電極１０２及びソース／ドレイン拡散層１０４、１０６を有するメモリセルトランジ
スタと、ゲート電極１０８及びソース／ドレイン拡散層１１０を有する周辺回路用トラン
ジスタを形成する。
【０００５】
次いで、メモリセルトランジスタ及び周辺回路用トランジスタを覆う層間絶縁膜１１８上
に、プラグ１１２を介してソース／ドレイン拡散層１０４に電気的に接続されたビット線
１１４と、ゲート電極１０８やソース／ドレイン拡散層１１０に電気的に接続された配線
層１１６とを形成する。
【０００６】
次いで、ビット線１１４及び配線層１１６が形成された層間絶縁膜１１８上に、層間絶縁
膜１２０を形成する。
【０００７】
次いで、層間絶縁膜１２０、１１８に、プラグ１２２を介してソース／ドレイン拡散層１
０６に電気的に接続されたプラグ１２４を埋め込む（図３２（ａ））。
【０００８】
次いで、プラグ１２４が埋め込まれた層間絶縁膜１２０上に、例えばＣＶＤ法により、シ
リコン窒化膜よりなるエッチングストッパ膜１２６と、シリコン酸化膜よりなる層間絶縁
膜１２８と、アモルファスシリコン膜よりなるマスク膜１３０とを形成する。
【０００９】
次いで、通常のリソグラフィー技術及びエッチング技術によりマスク膜１３０、層間絶縁
膜１２８、エッチングストッパ膜１２６をパターニングし、プラグ１２４に達する開口部
１３２を形成する（図３２（ｂ））。
【００１０】
次いで、全面に、例えばＣＶＤ法によりＲｕ（ルテニウム）膜やＳＲＯ（ＳｒＲｕＯ 3）
膜などよりなる導電膜１３４を形成する。
【００１１】
次いで、全面に例えばＣＶＤ法によりシリコン酸化膜１３６を堆積した後、ＣＭＰ法やド
ライエッチング法によりシリコン酸化膜１３６をエッチバックし、導電膜１３４が形成さ
れた開口部１３２内をシリコン酸化膜１３６によって埋め込む（図３３（ａ））。
【００１２】
次いで、ＣＭＰ法やドライエッチング法により、層間絶縁膜１２８が露出するまで、導電
膜１３４、シリコン酸化膜１３６及びマスク膜１３０の表面を均一に後退させる。こうし
て、開口部１３２内に、導電膜１３４よりなるシリンダ状の蓄積電極１３８を形成する（
図３３（ｂ））。
【００１３】
次いで、エッチングストッパ膜１２６をストッパとしてシリコン酸化膜１３６及び層間絶
縁膜１２８を選択的にエッチングし、蓄積電極１３８の内壁及び外壁を露出する（図３４
（ａ））。
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【００１４】
次いで、全面に、例えばＣＶＤ法によりＴａ 2Ｏ 5やＢＳＴ膜などよりなる誘電体膜を体積
し、これら誘電体膜よりなり蓄積電極１３８を覆うキャパシタ誘電体膜１４０を形成する
。
【００１５】
次いで、キャパシタ誘電体膜１４０を十分に結晶化させるアニールや、膜中の酸素欠損を
補うための酸化熱処理を行う（図３４（ｂ））。この熱処理の条件は、キャパシタ誘電体
膜１４０を構成する誘電体材料によって異なるが、５００～８５０℃程度の高温処理が必
要である。
【００１６】
次いで、全面に、例えばＣＶＤ法によりＲｕ膜やＳＲＯ膜よりなる導電膜を堆積してパタ
ーニングし、この導電膜よりなりキャパシタ誘電体膜１４０を介して蓄積電極１３８を覆
うプレート電極１４２を形成する（図３５（ａ））。
【００１７】
こうして、蓄積電極１３８、キャパシタ誘電体膜１４０、プレート電極１４２を有し、メ
モリセルトランジスタのソース／ドレイン拡散層１０６に電気的に接続されたキャパシタ
を形成する。
【００１８】
次いで、全面に、例えばＣＶＤ法によりシリコン酸化膜を堆積し、シリコン酸化膜よりな
る層間絶縁膜１４４を形成する。
【００１９】
次いで、必要に応じて、プレート電極１４２に接続された配線層１４６や、配線層１１６
に接続された配線層１４８を形成する（図３５（ｂ））。
【００２０】
こうして、１トランジスタ、１キャパシタによりメモリセルが構成されたＤＲＡＭが製造
されていた。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、上記従来の半導体装置の製造方法では、キャパシタ誘電体膜１４０の結晶
性を向上することで誘電率を高め或いはリーク電流を低減すべく、キャパシタ誘電体膜１
４０を形成した後に高温の熱処理が行われていた。
【００２２】
しかしながら、このような熱処理は、キャパシタ誘電体膜１４０の膜質を向上することが
できる反面、蓄積電極１３８とプラグ１２４との間の電気特性劣化をもたらしていた。
【００２３】
例えばプラグ１２４をドープトポリシリコンにより形成した場合、蓄積電極１３８とプラ
グ１２４との接合領域に形成されるシリサイド層が凝集することにより接触面積が減り、
コンタクト抵抗が増大することがあった。また、このシリサイド層にプラグ１２４中の不
純物が吸収され、プラグ１２４の上端部に不純物濃度の低い領域が形成され、コンタクト
抵抗が増大することがあった。
【００２４】
また、酸化雰囲気中で熱処理を行う必要がある場合にあっては、プラグ１２４をドープト
ポリシリコンやＷ（タングステン）などの金属によって形成すると、プラグ１２４の接合
領域が酸化されてコンタクト抵抗が増大することがあった。
【００２５】
このようなコンタクト抵抗の増大を抑制するにはプラグ１２４の上部にＴｉＮ膜のような
バリアメタルを形成することが考えられるが、バリアメタルを形成する工程を追加する必
要があり製造コストの増加を避けることはできない。また、蓄積電極１３８及びキャパシ
タ誘電体膜１４０の種類によっては熱処理工程における酸化力が非常に強く、酸化を抑止
する適切なバリアメタルを選択することが困難であった。
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【００２６】
また、熱処理過程においてプラグ１２４を構成する物質が蓄積電極１３８中に拡散するこ
とにより、蓄積電極１３８とキャパシタ誘電体膜１４０との相性を劣化させ、キャパシタ
の耐圧を下げ、或いは、リーク電流を増大させることもあった。
【００２７】
また、キャパシタ誘電体膜１４０の結晶化アニールや酸化処理温度を低温化すれば上記課
題を解決しうるとも考えられるが、低温の熱処理では結晶化や酸素欠損の補充が十分では
なく、キャパシタ誘電体膜１４０の誘電率が下がり、或いは、リーク電流が増大すること
となる。キャパシタ誘電体膜１４０の結晶化アニールや酸化処理は、キャパシタ誘電体膜
１４０の膜厚が薄くなるほどに高温処理が必要であると考えられることから、半導体装置
の更なる微細化を図るうえでもこの熱処理の影響を抑止することが要請されている。
【００２８】
本発明の目的は、キャパシタ誘電体膜の結晶化アニールや酸化処理の工程において、蓄積
電極とこれに接続される下部電極等との間の電気特性劣化を防止しうる半導体装置及びそ
の製造方法を提供することにある。
【００２９】
【課題を解決するための手段】
本発明の原理について図１及び図２を用いて説明する。図１及び図２は本発明の原理を説
明する工程断面図である。
【００３０】
本発明は、主として、プレート電極を形成した後にキャパシタ誘電体膜を形成し、その後
に蓄積電極を形成することを特徴とする。
【００３１】
以下、層間絶縁膜４８にプラグ５２が埋め込まれてなる下地構造上に、プラグ５２に電気
的に接続された蓄積電極７２と、キャパシタ誘電体膜７０と、プレート電極６２とを形成
する場合を例にして本発明の原理を説明する。
【００３２】
まず、プラグ５２が埋め込まれた層間絶縁膜４８上に、例えばシリコン窒化膜よりなるエ
ッチングストッパ膜５４と、例えばシリコン酸化膜よりなる層間絶縁膜５６とを形成する
（図１（ａ））。
【００３３】
次いで、層間絶縁膜５６をパターニングし、層間絶縁膜５６に開口部６０を形成する。こ
の際、エッチングストッパ膜５４をストッパとして層間絶縁膜５６をエッチングする。な
お、開口部６０は、プレート電極６２の形成予定領域に形成する（図１（ｂ））。なお、
図１（ｂ）では、２つの開口部６０の一部分をそれぞれ示している。
【００３４】
次いで、開口部６０内に導電膜を埋め込み、この導電膜よりなるプレート電極６２を形成
する（図１（ｃ））。プレート電極６２は、導電膜を堆積した後にこれをパターニングす
ることによって形成してもよいが、後述するように、層間絶縁膜５６に埋め込んで形成す
るプロセスを採用することにより、グローバル平坦性を維持しつつ半導体装置を容易に製
造できるという大きなメリットがある。
【００３５】
次いで、プレート電極６２の頂部を若干後退させた後、プレート電極６２上の開口部６０
内に、層間絶縁膜５６とはエッチング特性の異なる膜、例えばシリコン窒化膜６４を埋め
込む（図１（ｄ））。
【００３６】
次いで、シリコン窒化膜６４、プレート電極６２、エッチングストッパ膜５４に対して選
択的に層間絶縁膜５６を除去し、開口部６８を形成する（図２（ａ））。
【００３７】
次いで、誘電体膜を堆積してエッチバックし、開口部６８の内壁にこの誘電体膜よりなる
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キャパシタ誘電体膜７０を形成する。
【００３８】
次いで、キャパシタ誘電体膜７０を結晶化し或いは欠損酸素を補充する熱処理を行う（図
２（ｂ））。この際、プラグ５２の上面は、酸化マスクとしても用いられるシリコン窒化
膜よりなるエッチングストッパ膜５４により覆われているので、プラグ５２が酸化される
ことはない。また、蓄積電極７２は未だ形成されていないので、プラグ５２と蓄積電極７
２との間に形成されるシリサイド層の凝集やドーパントの移動が生じることもない。
【００３９】
次いで、開口部６８内のエッチングストッパ膜５４を選択的に除去し、開口部６８内にプ
ラグ５２を露出する（図２（ｃ））。
【００４０】
次いで、開口部６８内に導電膜を埋め込み、この導電膜よりなりプラグ５２に電気的に接
続された蓄積電極７２を形成する（図２（ｄ））。
【００４１】
このようにして半導体装置を製造することにより、プラグ５２と蓄積電極７２とが接続さ
れた後に、キャパシタ誘電体膜７０を結晶化し或いは欠損酸素を補充する熱処理を行う必
要がないので、プラグ５２と蓄積電極７２との間の電気特性等が、この熱処理によって劣
化することを防止することができる。また、熱処理を行う段階ではプラグ５２は覆われて
いるので、プラグ５２が酸化されることはない。したがって、キャパシタ誘電体膜７０を
結晶化し或いは欠損酸素を補充する熱処理は、プラグ５２と蓄積電極７２との間の電気特
性を考慮することなしに、キャパシタ誘電体膜７０に対して適切な条件で行うことができ
る。これにより、高い誘電率を有し、リーク電流が少ないキャパシタ誘電体膜７０を形成
することが容易となる。
【００４２】
なお、図１及び図２に示す半導体装置の製造方法では、図２（ｃ）に示す工程においてエ
ッチングストッパ膜５４を除去するエッチング工程が必要であり、キャパシタ誘電体膜７
０にプラズマダメージが導入される虞がある。しかしながら、キャパシタ誘電体膜７０は
イオンの運動方向に対して平行に配置されているので大きなダメージを受けることはない
。また、イオン照射やチャージアップによるダメージを若干受けるが、これらダメージは
４００～４５０℃程度の比較的低温な熱処理によって除去することができる。
【００４３】
このようなダメージが導入されにくくするために、図１（ｂ）に示す工程において開口部
６０の側壁が逆テーパ形状となるように層間絶縁膜５６をパターニングし、開口部６８の
開口径がプラグ５２側ほどに広くなるようにすることも極めて有効である。
【００４４】
なお、本明細書にいう「逆テーパ」とは開口部の底面と側面との張る角度が鋭角であるこ
とをいい、「順テーパ」とは開口部の底面と側面との張る角度が鈍角であることをいうも
のとする。また、電極に関して「逆テーパ」或いは「順テーパ」というときは、「逆テー
パ」とは電極の底面と側面との張る角度が鈍角であることをいい、「順テーパ」とは電極
の底面と側面との張る角度が鋭角であることをいうものとする。
【００４５】
また、酸化性雰囲気中で熱処理を行わない場合には、エッチングストッパ膜５４を除去し
てプラグ５２を露出した後にキャパシタ誘電体膜７０の結晶化のための熱処理を行っても
よい。また、エッチングストッパ膜５４を除去した後にキャパシタ誘電体膜７０を堆積し
、結晶化のための熱処理を行ってもよい。
【００４６】
また、蓄積電極７２をプラグ５２に接続する場合のみならず、これより下層のプラグやシ
リコン基板に直に接続する場合においても本発明を適用することができる。また、蓄積電
極７２やプレート電極６２は、必ずしも開口部を完全に埋め込む必要はない。
【００４７】
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　すなわち、上記目的は、基板上に第１の絶縁膜を形成する工程と、前記第１の絶縁膜に
、前記基板に達する第１の開口部を形成する工程と、前記第１の開口部の少なくとも側面
にプレート電極を形成する工程と、前記第１の絶縁膜を除去することにより、側面が前記
プレート電極で囲まれた第２の開口部を形成する工程と、前記第２の開口部の少なくとも
前記側面にキャパシタ誘電体膜を形成する工程と、

前記第２の開口部の前記
側面に、前記キャパシタ誘電体膜を介して蓄積電極を形成する工程とを有することを特徴
とする半導体装置の製造方法によって達成される。
【００４８】
　また、上記の半導体装置の製造方法において、前記基板は、下部電極と、下部電極上に
形成されたエッチングストッパ膜とを有し、前記 工程と前記蓄積電極を形成
する工程との間に 記第２の開口部内の前記エッチングストッパ膜を除去して前記下部
電極を前記第２の開口部内に露出する工程とを更に有するようにしてもよい。
【００５０】
【発明の実施の形態】
［第１実施形態］
本発明の第１実施形態による半導体装置及びその製造方法について図３乃至図９を用いて
説明する。
【００５１】
図３は本実施形態による半導体装置の構造を示す断面図及び平面図、図４乃至図８は本実
施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。図９は本実施形態による半
導体装置の製造方法に用いるフォトレジスト膜のパターン例を示す図である。
【００５２】
　はじめに、本実施形態による半導体装置の構造について図３を用いて説明する。図３（
ａ）は本実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図、図３（ｂ） 実施形態に
よる半導体装置の構造を示す平面図である。なお、図３（ｂ）は図３（ａ）の左側の領域
に相当するメモリセル領域のみの平面図を示すものであり、また、図３（ａ）とは尺度が
異なっている。
【００５３】
シリコン基板１０上には、素子領域１４、１６を画定する素子分離膜１２が形成されてい
る。素子領域１４、１６上には、ゲート電極２０とソース／ドレイン拡散層２６、２８と
を有するメモリセルトランジスタと、ゲート電極２２とソース／ドレイン拡散層３０とを
有する周辺回路用トランジスタとがそれぞれ形成されている。メモリセルトランジスタ及
び周辺回路用トランジスタが形成されたシリコン基板１０上には、層間絶縁膜３２、４２
が形成されている。層間絶縁膜４２上には、プラグ３８を介してソース／ドレイン拡散層
２６に接続されたビット線４４と、ゲート電極２２又はソース／ドレイン拡散層３０に接
続された配線層４６とが形成されている。ビット線４４及び配線層４６が形成された層間
絶縁膜４２上には、層間絶縁膜４８が形成されている。層間絶縁膜４８上には、プラグ５
２及びプラグ４０を介してソース／ドレイン拡散層２８に接続された柱状の蓄積電極７２
が形成されている。蓄積電極７２の間隙には、キャパシタ誘電体膜７０を介してプレート
電極６２が埋め込まれている。プレート電極６２上には、シリコン窒化膜６４が形成され
ている。周辺回路領域の層間絶縁膜４８上には、シリコン窒化膜５４と層間絶縁膜５６と
が形成されている。シリコン窒化膜５４上には、プレート電極６２に接続された配線層７
４が形成されている。層間絶縁膜５６上には、配線層４６を介してゲート電極２２又はソ
ース／ドレイン拡散層３０に接続された配線層７６が形成されている。
【００５４】
このようなＤＲＡＭ型の半導体装置において、本実施形態による半導体装置は、蓄積電極
７２の側壁部が順テーパ状になっており、プレート電極６２の側壁部が逆テーパ状になっ
ていることに主たる特徴がある。このような構成とするのは本発明特有の製造方法に起因
するものであり、こうすることによってキャパシタ誘電体膜７０の膜質を向上することが
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でき、また、ビット線４４と蓄積電極７２との間の寄生容量を低減することができる。
【００５５】
次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図４乃至図９を用いて説明する。
なお、図４乃至図９におけるメモリセル領域の工程断面図は、特に示す場合を除き、図３
（ｂ）におけるＡ－Ａ′線に沿った断面図を示したものである。
【００５６】
まず、半導体基板１０の主表面上に、例えばＳＴＩ（ Shallow Trench Isolation）法によ
り素子分離膜１２を形成し、素子領域１４、１６を画定する。ここで、素子領域１４はメ
モリセルトランジスタを形成するメモリセル領域の活性領域を、素子領域１６は周辺回路
用トランジスタを形成する周辺回路領域の活性領域を示すものとする。
【００５７】
次いで、素子領域１４、１６上に、例えば熱酸化法により、シリコン酸化膜よりなるゲー
ト絶縁膜（図示せず）を形成する。
【００５８】
次いで、全面に例えばＣＶＤ法により多結晶シリコン膜とシリコン窒化膜とを順次堆積し
た後、この積層膜をパターニングし、上面がシリコン窒化膜１８により覆われたゲート電
極２０、２２を形成する。ここで、素子領域１４に形成されたゲート電極２０はメモリセ
ルトランジスタのゲート電極であり、ゲート電極２２は周辺回路トランジスタのゲート電
極である。
【００５９】
次いで、ゲート電極２０をマスクとして素子領域１４にイオン注入を行い、ゲート電極２
０の両側のシリコン基板１０中にソース／ドレイン拡散層２６、２８を形成し、ゲート電
極２２をマスクとして素子領域１６にイオン注入を行い、ゲート電極２２の両側のシリコ
ン基板１０中にＬＤＤ領域或いはエクステンション領域を形成する。
【００６０】
次いで、全面に例えばＣＶＤ法によりシリコン窒化膜或いはシリコン酸化膜を堆積した後
にエッチバックし、ゲート電極２０、２２及びシリコン窒化膜１８の側壁にサイドウォー
ル絶縁膜２４を形成する。
【００６１】
次いで、ゲート電極２２及びサイドウォール絶縁膜２４をマスクとしてイオン注入を行い
、ゲート電極２２の両側のシリコン基板１０中に、ソース／ドレイン拡散層３０を形成す
る。
【００６２】
こうして、素子領域１４に、ゲート電極２０と、その両側のシリコン基板１０中に形成さ
れたソース／ドレイン拡散層２６、２８とを有するメモリセルトランジスタを形成し、素
子領域１６に、ゲート電極２２と、その両側のシリコン基板１０中に形成されたソース／
ドレイン拡散層３０とを有する周辺回路トランジスタを形成する（図４（ａ））。
【００６３】
次いで、全面に例えばＣＶＤ法によりシリコン酸化膜を堆積し、ＣＭＰ（化学的機械的研
磨： Chemical Mechanical Polishing）法等によりシリコン窒化膜１８が露出するまでそ
の表面を研磨し、表面が平坦化された層間絶縁膜３２を形成する。
【００６４】
　次いで、通常のリソグラフィー技術及びエッチング技術により、層間絶縁膜３２に、ソ
ース／ドレイン拡散層２６に達する ホール３４と、ソース／ドレイン拡散層２
８に達するコンタクトホール３６とを形成する（図４（ｂ））。
【００６５】
次いで、層間絶縁膜３２に開口されたコンタクトホール３４、３６内に、プラグ３８、４
０をそれぞれ埋め込む（図４（ｃ））。例えば、ＣＶＤ法により多結晶シリコン膜を堆積
してエッチバックすることによりコンタクトホール３４、３６内のみに多結晶シリコン膜
を残存させた後、イオン注入法により多結晶シリコン膜にドーピングして低抵抗化し、ド
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ープトポリシリコンよりなるプラグ３８、４０を形成する。なお、図４（ｃ）においてプ
ラグ３８、４０は同一平面上に位置しているが、実際にはプラグ３８とプラグ４０とは異
なる平面上に位置する場合もある。
【００６６】
次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、膜厚５０～１００ｎｍのシリコン酸化膜を堆積
し、シリコン酸化膜よりなる層間絶縁膜４２を形成する。
【００６７】
次いで、通常のリソグラフィー技術及びエッチング技術により、プラグ３８に達するコン
タクトホールを層間絶縁膜４２に形成し、ゲート電極２２に達するコンタクトホールを層
間絶縁膜４２及びシリコン窒化膜１８に形成し、ソース／ドレイン拡散層３０に達するコ
ンタクトホールを層間絶縁膜４２、３２に形成する（図４（ｄ））。
【００６８】
なお、説明の便宜上、図４（ｄ）においては層間絶縁膜４２に形成されたプラグ３８に達
するコンタクトホールを示しているが、実際にはプラグ３８及びプラグ４０を通る同一平
面上には位置しない。図４（ｄ）の層間絶縁膜４２を含みこれより上の層構造は、図３（
ｂ）におけるＢ－Ｂ′線に沿った断面図を示したものである。
【００６９】
次いで、全面に、例えばＣＶＤ法によりＴｉＮ膜とＷ膜とシリコン窒化膜とを順次堆積し
てパターニングし、上面がシリコン窒化膜４７により覆われプラグ３８を介してソース／
ドレイン拡散層２６に接続されたビット線４４と、上面がシリコン窒化膜４７により覆わ
れゲート電極２２或いはソース／ドレイン拡散層３０に接続された配線層４６とを形成す
る（図４（ｅ））。
【００７０】
なお、図４（ｅ）においては説明の便宜上、図示する断面にビット線４４を記載している
が、層間絶縁膜４２に形成されたコンタクトホールと同様、実際にはプラグ４０とは異な
る平面上に位置する。図４（ｅ）の層間絶縁膜４２を含みこれより上の層構造は、図３（
ｂ）におけるＢ－Ｂ′線に沿った断面図を示したものである。
【００７１】
次いで、全面に例えばＣＶＤ法によりシリコン窒化膜を堆積した後にエッチバックし、ビ
ット線４４及びシリコン窒化膜４７の側壁にサイドウォール絶縁膜（図示せず）を形成す
る。
【００７２】
次いで、全面に例えばＣＶＤ法によりシリコン酸化膜を堆積し、ＣＭＰ法によりシリコン
窒化膜４７が露出するまでその表面を研磨し、表面が平坦化されたシリコン酸化膜よりな
る層間絶縁膜４８を形成する。
【００７３】
次いで、通常のリソグラフィー技術及びエッチング技術により、プラグ４０に達するコン
タクトホール５０を層間絶縁膜４８、４２に形成する（図５（ａ））。コンタクトホール
５０は、ビット線４４上に形成されたシリコン窒化膜４７及びビット線４４の側壁に形成
されたサイドウォール絶縁膜（図示せず）に自己整合で開口する。なお、図５（ａ）以降
の図では、ビット線４４は図示する断面には現れないため、点線で表すこととする。
【００７４】
次いで、層間絶縁膜４２、４８に開口されたコンタクトホール５０内に、プラグ５２を埋
め込む（図５（ｂ））。例えば、ＣＶＤ法により、Ｔｉ（チタン）膜とＴｉＮ（窒化チタ
ン）膜とＷ（タングステン）膜とを順次堆積した後、ＣＭＰ法或いはエッチバック法によ
ってコンタクトホール５０内にＷ膜及びＴｉＮ膜を残存させることによりプラグ５２を形
成する。なお、説明の便宜上、プラグ５２とビット線４４とは同一平面上に位置するよう
に図示しているが、実際にはプラグ５２とビット線４４とは異なる平面上に位置するもの
であり、層間絶縁膜４２、４８等によって互いに電気的に絶縁されている。
【００７５】
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次いで、層間絶縁膜４８上に、例えばＣＶＤ法により、膜厚５０～２００ｎｍ程度のシリ
コン窒化膜を形成し、シリコン窒化膜よりなるエッチングストッパ膜５４を形成する。
【００７６】
次いで、エッチングストッパ膜５４上に、例えばＣＶＤ法によりシリコン酸化膜を堆積し
、シリコン酸化膜よりなる層間絶縁膜５６を形成する。層間絶縁膜５６の厚さは、所望の
キャパシタ容量に応じて適宜設定する。例えば、設計ルール（ワード線間及びビット線間
のピッチの半分）として０．１３μｍ、１セルあたりのキャパシタ容量を３０ｆＦ、キャ
パシタ誘電体膜の厚さを１．２ｎｍとすると、層間絶縁膜５６の厚さは０．８～０．９μ
ｍ程度となる。
【００７７】
次いで、層間絶縁膜５６上に、例えばＣＶＤ法によりアモルファスシリコン膜を堆積し、
アモルファスシリコン膜よりなるマスク膜５８を形成する。なお、マスク膜５８は厚い層
間絶縁膜５６をエッチングする際にフォトレジスト膜だけでは十分なマスク性を得られな
い場合を考慮したものであり、フォトレジスト膜に十分な耐性があるときには必ずしも形
成する必要はない。
【００７８】
次いで、通常のリソグラフィー技術及びエッチング技術により、マスク膜５８及び層間絶
縁膜５６をパターニングし、エッチングストッパ膜５４に達する開口部６０を形成する（
図５（ｃ））。開口部６０は、後工程においてプレート電極６２を埋め込むためのもので
あり、図９に示すように、メモリセル領域に網目状に形成する。
【００７９】
この際、下地のエッチングストッパ膜５４をエッチングストッパとして用い、開口部６０
の側壁部が順テーパ状になるように、これら膜をエッチングする。例えば、Ｃ 4Ｆ 8ガスと
ＣＯガスとＡｒとを用いた異方性エッチングにより、エッチングストッパ膜５４によって
エッチングを停止しつつ開口部６０の側壁部を順テーパ形状にすることができる。
【００８０】
次いで、例えばプラズマアッシングにより開口部６０を形成する際に用いたフォトレジス
ト膜（図示せず）を除去し、例えばドライエッチングによりアモルファスシリコン膜より
なるマスク膜５８を除去する。
【００８１】
次いで、全面に例えばＣＶＤ法によりプレート電極となる導電膜を堆積した後、ＣＭＰ法
やエッチバック法などにより層間絶縁膜５６上の導電膜を選択的に除去し、この導電膜よ
りなり開口部６０内に埋め込まれた網目状のプレート電極６２を形成する。この際、プレ
ート電極６２の表面が層間絶縁膜５６の表面より１００～３００ｎｍ程度低くなるまでオ
ーバーエッチングを行う（図６（ａ））。このオーバーエッチングは、プレート電極６２
と後に形成する蓄積電極７２との間のリーク電流を低減するために行うものである。なお
、前述の層間絶縁膜５６の厚さの設定は、このオーバーエッチング量をも考慮して行う必
要がある。なお、このオーバーエッチングは必ずしも必要はない。
【００８２】
プレート電極６２を構成するための導電膜は、後に形成するキャパシタ誘電体膜との相性
に応じて適宜選択する。例えば、キャパシタ誘電体膜としてＴａ 2Ｏ 5のような誘電体膜を
用いる場合には、プレート電極６２としてＲｕ（ルテニウム）やＷＮ（窒化タングステン
）などを用いることができる。また、キャパシタ誘電体としてＢＳＴのような誘電体膜を
用いる場合には、プレート電極６２としてはＰｔ（プラチナ）、Ｒｕ、ＳＲＯ（ＳｒＲｕ
Ｏ 3）などを用いることができる。また、キャパシタ誘電体膜としてＯＮ（ＳｉＯ 2／Ｓｉ
Ｎ）膜などの誘電体膜を用いる場合には、プレート電極６２としてドープトポリシリコン
などを用いることができる。更に、キャパシタ誘電体膜としてＰＺＴのような誘電体膜を
用いる場合には、プレート電極６２としてＰｔなどを用いることができる。本実施形態で
は、キャパシタ誘電体膜としてＴａ 2Ｏ 5膜或いはＢＳＴ膜を想定し、プレート電極６２を
Ｒｕにより構成するものとする。
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【００８３】
なお、このように形成したプレート電極６２の側壁部は、開口部６０の側壁部の形状を反
映して逆テーパ形状となる。
【００８４】
また、本実施形態においてプレート電極６２を層間絶縁膜５６に形成した開口部６０に埋
め込むことにより形成しているのは、周辺回路領域とメモリセル領域との間にグローバル
段差が発生することを防止するためである。周辺回路領域にプレート電極６２（或いは、
その後に形成されるシリコン窒化膜６４をも含む）とほぼ等しい高さの層間絶縁膜５６を
残存することにより、基板表面をほぼ平坦に維持した状態で後の工程を経ることができる
ので、平坦化工程や焦点深度が問題となるリソグラフィー工程において極めて有効である
。
【００８５】
次いで、全面に例えばＣＶＤ法により膜厚２００～５００ｎｍのシリコン窒化膜を堆積し
た後、ＣＭＰ法やエッチバック法により層間絶縁膜５６上のシリコン窒化膜を選択的に除
去し、プレート電極６２上の開口部６０内にシリコン窒化膜６４を埋め込む（図６（ｂ）
）。なお、シリコン窒化膜６４を埋め込む上記工程は必ずしも必要はない。ただし、この
場合、蓄積電極とプレート電極との間で、これらの上端部でリーク電流が発生しやすくな
り得策ではないが、製造工程を短くできるというメリットがある。
【００８６】
ここで、プレート電極６２上に埋め込む絶縁膜は必ずしもシリコン窒化膜である必要はな
い。但し、後の工程において層間絶縁膜５６を除去する際にマスクとして用いることを考
慮すると、層間絶縁膜５６とはエッチング特性の異なる絶縁膜とすることが望ましい。
【００８７】
次いで、通常のリソグラフィー技術により、周辺回路領域を覆い、メモリセル領域を露出
するフォトレジスト膜６６を形成する。フォトレジスト膜６６は、図９に示すように、そ
の縁部がプレート電極６２上に位置するようにレイアウトする。
【００８８】
次いで、フォトレジスト膜６６及びシリコン窒化膜６４をマスクとして、エッチングスト
ッパ膜５４をエッチングストッパとして、層間絶縁膜５６を選択的にエッチングする。こ
うして、メモリセル領域内の層間絶縁膜５６を除去した領域に、蓄積電極７２を形成する
ための柱状の開口部６８を形成する。
【００８９】
このエッチングにはＲＩＥ等の異方性エッチングを用いてもよいが、プレート電極６２の
逆テーパ形状に起因して側面部に不要な絶縁膜が残存したり、プレート電極６２にイオン
によるダメージが導入されること等を考慮すると、例えばＨＦ系の水溶液を用いたウェッ
トエッチングを適用することが望ましい。また、ＲＩＥ等の異方性エッチングを行った後
、プレート電極６２の側面部の不要な絶縁膜を除去する目的でウェットエッチング等の等
方的なエッチングを行うようにしてもよい。
【００９０】
次いで、フォトレジスト膜６６を除去した後、全面に、例えばＣＶＤ法により膜厚１０～
３０ｎｍのＴａ 2Ｏ 5膜或いはＢＳＴ膜を堆積し、Ｔａ 2Ｏ 5或いはＢＳＴよりなるキャパシ
タ誘電体膜７０を形成する。
【００９１】
次いで、キャパシタ誘電体膜７０を異方性エッチングし、開口部６８の側壁に選択的にキ
ャパシタ誘電体膜７０を残存させる（図７（ａ））。
【００９２】
次いで、キャパシタ誘電体膜７０を十分に結晶化し、膜中の酸素欠損を補うための酸化熱
処理を行う。例えば、キャパシタ誘電体膜７０がＴａ 2Ｏ 5膜の場合、ドライ酸素雰囲気中
で、熱処理温度６５０～７５０℃、熱処理時間約３０分程度の熱処理を行う。また、キャ
パシタ誘電体膜７０がＢＳＴ膜の場合、ドライ酸素雰囲気中で、熱処理温度５００～７０
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０℃、熱処理時間約３０分程度の熱処理を行う。
【００９３】
この際、プラグ５２は、酸化マスクとしても知られるシリコン窒化膜よりなるエッチング
ストッパ膜５４により覆われており、その表面が酸化されることはない。また、蓄積電極
７２は未だ形成されていないので、プラグ５２と蓄積電極７２との間の電気的特性が劣化
することはない。したがって、キャパシタ誘電体膜７０の結晶化や酸化に必要な高温・長
時間の熱処理を、キャパシタ誘電体膜７０の要求に応じて適宜行うことができる。
【００９４】
次いで、ＲＩＥ等の異方性エッチングにより、開口部６８内に露出するエッチングストッ
パ膜５４を選択的に除去し、開口部６８内にプラグ５２を露出する（図７（ｂ））。なお
、このエッチングの際にキャパシタ誘電体膜７０はエッチング環境に曝されるが、キャパ
シタ誘電体膜７０はイオンの運動方向に対して平行に配置されているので大きなダメージ
を受けることはない。また、イオン照射やチャージアップによるダメージを若干受けるが
、これらダメージは４００～４５０℃程度の比較的低温な熱処理によって除去することが
できる。
【００９５】
また、本実施形態のようにプレート電極６２の側壁部を逆テーパ状に形成することにより
、垂直或いは順テーパ状となっている場合と比較してキャパシタ誘電体膜７０に導入され
るプラズマダメージを低減することができる。
【００９６】
また、プレート電極６２の側壁部を逆テーパ状に形成することにより、ビット線方向に沿
ったエッチングストッパ膜５４の開口幅を、ビット線方向に沿った開口部６８の開口幅よ
りも狭められるという利点もある。ビット線方向に沿ったエッチングストッパ膜５４の開
口幅をビット線方向に沿った開口部６８の開口幅よりも狭めることにより、ビット線４４
と蓄積電極７２との間の寄生容量を軽減することができる。
【００９７】
なお、エッチングストッパ膜５４のエッチングと同時にプレート電極６２上のシリコン窒
化膜６４もエッチングされるが、エッチングストッパ膜５４の膜厚（２０ｎｍ程度）はシ
リコン窒化膜６４の膜厚（１００～３００ｎｍ程度）と比較して十分に薄いので、シリコ
ン窒化膜６４を残存しつつエッチングストッパ膜５４を除去することができる。
【００９８】
次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により膜厚５０～３００ｎｍのＲｕ膜を堆積した後、Ｃ
ＭＰ法やエッチバック法により層間絶縁膜５６上のＲｕ膜を選択的に除去し、開口部６８
内に、Ｒｕ膜よりなりプラグ５２を介してソース／ドレイン拡散層２８に電気的に接続さ
れた蓄積電極７２を形成する。なお、蓄積電極７２を構成する材料は、プレート電極と同
様に、キャパシタ誘電体膜７０との相性に応じて適宜選択する。
【００９９】
次いで、必要に応じて、プレート電極６２に接続された配線層７４や配線層４６に接続さ
れた配線層７６等を形成する。
【０１００】
こうして、１トランジスタ、１キャパシタよりなるＤＲＡＭを製造することができる。
【０１０１】
上記の製造プロセスによってプラグ５２と蓄積電極７２との接触面積が０．２μｍφ程度
の半導体装置を製造したところ、コンタクト抵抗を１０Ω／コンタクト程度とすることが
できた。一方、蓄積電極を先に形成する従来の半導体装置の製造方法において同様のコン
タクト構造を形成したところ、コンタクト抵抗が１ＭΩ／コンタクトであった。このこと
から、本発明による半導体装置の製造方法が極めて優れていることが明らかとなった。
【０１０２】
このように、本実施形態によれば、プレート電極５８を形成した後、キャパシタ誘電体膜
７０を形成し、その後、プラグ５２に接続された蓄積電極７２を形成するので、キャパシ
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タ誘電体膜７０を形成する過程における高温の熱処理においてプラグ５２と蓄積電極７２
との間の電気的特性が劣化することはない。
【０１０３】
また、周辺回路領域には層間絶縁膜５６がそのまま残るので、キャパシタを形成すること
によって表面平坦性が損なわれることはない。したがって、後に厚い絶縁膜を形成した後
にその表面を平坦化する従来の方法と比較して表面の平坦化が容易である。また、これに
伴って焦点深度の問題を軽減することができるので、微細なパターニングが容易となる。
また、段差部における配線信頼性を損なうといった問題も生じることはない。
【０１０４】
［第２実施形態］
本発明の第２実施形態による半導体装置及びその製造方法について図１０乃至図１２を用
いて説明する。なお、図３乃至図９に示す第１実施形態による半導体装置及びその製造方
法と同一の構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
【０１０５】
図１０は本実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図、図１１及び図１２は本実
施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【０１０６】
　図１０に示すように、本実施形態による半導体装置は、基本的には図 に示す第１実施
形態による半導体装置と同様である。本実施形態による半導体装置の特徴は、蓄積電極７
２がプラグ５２を介さずに直接プラグ４０に接続されている点にある。このように半導体
装置を構成することにより、製造工程数を減らすことができ、製造コストを削減すること
ができる。
【０１０７】
次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図１１及び図１２を用いて説明す
る。
【０１０８】
まず、例えば図４（ａ）乃至図４（ｅ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方法
と同様にして、メモリセルトランジスタ、周辺回路用トランジスタ、ビット線４４、配線
層４６等を形成する。
【０１０９】
次いで、全面に例えばＣＶＤ法によりシリコン酸化膜を堆積し、ＣＭＰ法によりその表面
を研磨し、表面が平坦化されたシリコン酸化膜よりなる層間絶縁膜４８を形成する（図１
１（ａ））。
【０１１０】
次いで、例えば図５（ｃ）乃至図７（ａ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方
法と同様にして、エッチングストッパ膜５４、層間絶縁膜５６、プレート電極６２、キャ
パシタ誘電体膜７０を形成する（図１１（ｂ））。
【０１１１】
次いで、キャパシタ誘電体膜７０を十分に結晶化し、膜中の酸素欠損を補うための酸化熱
処理を行う。この際、プラグ４０は、酸化マスクとしても知られるシリコン窒化膜よりな
るエッチングストッパ膜５４等により覆われており、その表面が酸化されることはない。
また、蓄積電極７２は未だ形成されていないので、プラグ４０と蓄積電極７２との間の電
気的特性が劣化することはない。
【０１１２】
次いで、ＲＩＥ等の異方性エッチングにより、開口部６８内に露出するエッチングストッ
パ膜５４を選択的に除去する（図１１（ｃ））。
【０１１３】
次いで、ＲＩＥ等の異方性エッチングにより、開口部６８内に露出する層間絶縁膜４８、
４２を選択的に除去する。これにより、開口部６８内には、ソース／ドレイン拡散層２８
に接続されたプラグ４０が露出する（図１２（ａ））。
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【０１１４】
ここで、層間絶縁膜４８及び４２は、ビット線４４上に形成されたシリコン窒化膜４７及
びビット線４４の側壁に形成されたシリコン窒化膜よりなるサイドウォール絶縁膜に自己
整合でエッチングすることができる。したがって、開口部６８内にビット線４４が露出す
ることはない。
【０１１５】
　また、 電極６２の側壁部が逆テーパ形状になっているので、層間絶縁膜４８、
４２に形成される開口幅は、開口部６８の開口幅よりも狭くすることができ、ビット線４
４と蓄積電極７２との間の寄生容量を低減することができる。
【０１１６】
次いで、例えば図８（ａ）及び図８（ｂ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方
法と同様にして、蓄積電極７２、配線層７４、７６を形成し、こうして、１トランジスタ
、１キャパシタよりなるＤＲＡＭを製造する（図１２（ｂ））。
【０１１７】
このように、本実施形態によれば、第１実施形態におけるプラグ５２を兼ねるように蓄積
電極７２を形成する場合においても、キャパシタ誘電体膜７０を形成する過程における高
温の熱処理においてプラグ４０と蓄積電極７２との間の電気的特性の劣化を防止すること
ができる。
【０１１８】
なお、上記実施形態では、蓄積電極７２をプラグ４０を介してソース／ドレイン拡散層２
８に接続したが、蓄積電極７２を直にソース／ドレイン拡散層２８に接続するようにして
もよい。この場合、キャパシタ誘電体膜７０を形成する過程における高温の熱処理におい
て、シリコン基板１０の表面の酸化や、蓄積電極７２とシリコン基板１０との間に形成さ
れるシリサイド層の凝集を抑制する観点から、本発明の意義がある。蓄積電極７２を直に
シリコン基板１０に接続するには、図１２（ａ）に示す工程において、層間絶縁膜４２の
下層の層間絶縁膜３２を更にエッチングするようにすればよい。
【０１１９】
また、本実施形態による半導体装置では、ドープトポリシリコンよりなるプラグ４０と金
属よりなる蓄積電極７２とが直接接触する構造であるため、後の熱処理によってプラグ４
０と蓄積電極７２とが反応して共晶合金が形成される虞がある。したがって、プラグ４０
の上面部に共晶反応を抑止するバリアメタルを形成しておくことも望ましい。この場合、
プラグ４０を形成した直後にプラグ４０の上面部に例えばＴｉＮ／Ｔｉよりなるバリアメ
タルを形成することができる。
【０１２０】
また、図１２（ａ）の工程の後にバリアメタルをスパッタ法により薄く形成することがで
きる。この場合、開口部６８の側壁部が逆テーパ状になっているので、スパッタ粒子はこ
の側壁部には堆積しにくく、プラグ４０上に選択的に堆積することができる。バリアメタ
ルとキャパシタ誘電体膜７０との相性が悪い場合などに、このような方法は有効である。
【０１２１】
また、ＣＶＤ法により、全面にＴｉＯＮ膜のようなバリアメタルを形成するようにしても
よい。この場合、ＴｉＯＮ膜はＴｉ 2Ｏ 5膜と相性がよいので、キャパシタ誘電体膜７０と
してＴｉ 2Ｏ 5膜を用いるような場合に有効である。
【０１２２】
［第３実施形態］
本発明の第３実施形態による半導体装置及びその製造方法について図１３乃至図１８を用
いて説明する。なお、図３乃至図１２に示す第１及び第２実施形態による半導体装置及び
その製造方法と同一の構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
【０１２３】
図１３は本実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図、図１４乃至図１７は本実
施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。図１８は本実施形態による
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半導体装置の製造方法に用いるフォトレジスト膜のパターン例を示す図である。
【０１２４】
図１３に示すように、本実施形態による半導体装置は、基本的には図１０に示す第２実施
形態による半導体装置と同様である。本実施形態による半導体装置の特徴は、蓄積電極７
２のコンタクト部分の幅が、蓄積電極７２が埋め込まれた開口部６８の開口幅よりも更に
小さい点にある。ビット線４４が延在する方向に沿った蓄積電極７２のコンタクト部分の
幅を狭めることにより、ビット線４４と蓄積電極７２との間の寄生容量を減らすことがで
きるので、キャパシタが必要とする蓄積容量をも減らすことができ、蓄積電極７２の高さ
を低くできるというメリットがある。蓄積電極７２を低くできることにより、層間絶縁膜
５６に開口部を形成する際のプロセスを容易にすることができる。
【０１２５】
次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図１４乃至図１７を用いて説明す
る。
【０１２６】
まず、例えば図４（ａ）乃至図４（ｅ）及び図５（ｃ）に示す第１実施形態による半導体
装置の製造方法と同様にして、メモリセルトランジスタ、周辺回路用トランジスタ、ビッ
ト線４４、配線層４６、エッチングストッパ膜５４、層間絶縁膜５６、マスク膜５８、開
口部６０等を形成する。なお、第２実施形態の場合と同様に、プラグ５２は形成しない（
図１４（ａ））。
【０１２７】
次いで、例えば図６（ａ）及び図６（ｂ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方
法と同様にして、開口部６０に埋め込まれたプレート電極６２と、その上部を覆うシリコ
ン窒化膜６４とを形成する（図１４（ｂ））。
【０１２８】
次いで、通常のリソグラフィー技術により、層間絶縁膜５２及びシリコン窒化膜６４上に
、フォトレジスト膜６６を形成する（図１５（ａ））。
【０１２９】
フォトレジスト膜６６は、例えば図１８に示すようなパターンとする。フォトレジスト膜
６６は、メモリセル領域内に形成されたそれぞれの層間絶縁膜５６の少なくとも一部を露
出し、ビット線４４が延在する方向の開口幅が層間絶縁膜５６の幅よりも十分に狭いパタ
ーンとする。寄生容量低減の観点からは、ビット線４４が延在する方向の開口幅は、例え
ばビット線４４が延在する方向の蓄積電極７２の幅の約１／３程度以下にすることが望ま
しい。このような開口を形成するためのパターンとしては、例えば図１８に示すように、
ビット線４４が延在する方向とは垂直の方向に幅の狭い開口部が走るストライプパターン
を採用することができる。
【０１３０】
次いで、フォトレジスト膜６６をマスクとして、プレート電極６２、シリコン窒化膜６４
、エッチングストッパ膜５４に対して選択的に層間絶縁膜５６をエッチングし、開口部６
８を形成する（図１５（ｂ））。この際、弗酸系の水溶液を用いたウェットエッチングな
ど、等方的にもエッチングが進行するエッチング条件で層間絶縁膜５６をエッチングする
ことにより、メモリセル領域内のすべての層間絶縁膜５６を選択的に除去することができ
る。
【０１３１】
次いで、フォトレジスト膜６６をマスクとして、ＲＩＥ等の異方性エッチングにより開口
部６８内に露出するエッチングストッパ膜５４を選択的に除去する（図１６（ａ））。フ
ォトレジスト膜６６をマスクとしてエッチングストッパ膜５４をエッチングすることによ
り、ビット線４４の延在方向に沿ったエッチングストッパ膜５４の開口幅は、フォトレジ
スト膜６６の開口幅とほぼ等しくすることができる。例えば、ＣＦ 4ガスとＣ 2Ｈ 4ガスと
を用いた異方性エッチングによりエッチングストッパ膜５４を選択的に除去することがで
きる。
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【０１３２】
次いで、フォトレジスト膜６６を除去した後、全面に、例えばＣＶＤ法により膜厚１０～
３０ｎｍのＴａ 2Ｏ 5膜或いはＢＳＴ膜を堆積し、Ｔａ 2Ｏ 5或いはＢＳＴよりなるキャパシ
タ誘電体膜７０を形成する。
【０１３３】
次いで、キャパシタ誘電体膜７０を異方性エッチングし、開口部６８の側壁に選択的にキ
ャパシタ誘電体膜７０を残存させる（図１６（ｂ））。
【０１３４】
次いで、キャパシタ誘電体膜７０を十分に結晶化し、膜中の酸素欠損を補うための酸化熱
処理を行う。この際、プラグ４０は露出していないので、この熱処理によってプラグ４０
が酸化されたり後に形成する蓄積電極７２との間のコンタクト特性が劣化したりすること
はない。
【０１３５】
　次いで、シリコン窒化膜６４、エッチングストッパ膜５４をマスクとして、ＲＩＥ等の
異方性エッチングにより開口部６８内に露出する層間絶縁膜４８、４２を選択的に除去し
、開口部 ８内にプラグ４０を露出する（図１７（ａ））。エッチングストッパ膜５４を
マスクとして層間絶縁膜４８、４２をエッチングすることにより、ビット線４４の延在方
向に沿った層間絶縁膜４８、４２の開口幅は、フォトレジスト膜６６の開口幅とほぼ等し
くすることができる。
【０１３６】
次いで、例えば図８（ａ）及び図８（ｂ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方
法と同様にして、蓄積電極７２、配線層７４、７６を形成し、こうして、１トランジスタ
、１キャパシタよりなるＤＲＡＭを製造する。
【０１３７】
このように、本実施形態によれば、ビット線４４の延在方向に沿った蓄積電極７２のコン
タクト部の幅を狭めることができるので、ビット線４４と蓄積電極７２との間の寄生容量
を大幅に低減することができる。
【０１３８】
［第４実施形態］
本発明の第４実施形態による半導体装置及びその製造方法について図１９乃至図２１を用
いて説明する。なお、図３乃至図１８に示す第１乃至第３実施形態による半導体装置及び
その製造方法と同一の構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
【０１３９】
図１９は本実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図、図２０及び図２１は本実
施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【０１４０】
図１９に示すように、本実施形態による半導体装置は、基本的には図３に示す第１実施形
態による半導体装置と同様である。本実施形態による半導体装置の特徴は、プレート電極
６２が蓄積電極７２の間に完全に埋め込まれているのではなく、薄いプレート電極６２が
、蓄積電極７２及びエッチングストッパ膜５４に沿って形成されている点にある。
【０１４１】
次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図２０及び図２１を用いて説明す
る。
【０１４２】
まず、例えば図４（ａ）乃至図５（ｃ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方法
と同様にして、メモリセルトランジスタ、周辺回路用トランジスタ、ビット線４４、配線
層４６、エッチングストッパ膜５４、層間絶縁膜５６、マスク膜５８、開口部６０等を形
成する（図２０（ａ））。
【０１４３】
次いで、例えばプラズマアッシングにより開口部６０を形成する際に用いたフォトレジス
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ト膜（図示せず）を除去し、例えばドライエッチングによりアモルファスシリコン膜より
なるマスク膜５８を除去する。
【０１４４】
次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、膜厚１０～５０ｎｍの導電膜と膜厚１００～３
００ｎｍの絶縁膜とを堆積した後、ＣＭＰ法やエッチバック法などにより層間絶縁膜５６
上の導電膜及び絶縁膜を選択的に除去し、この導電膜よりなり開口部６０の内壁及び底部
に沿って形成されたプレート電極６２と、この絶縁膜よりなりプレート電極６２が形成さ
れた開口部６０に埋め込まれた絶縁膜７８とを形成する。この際、プレート電極６２及び
絶縁膜７８の表面が層間絶縁膜５６の表面より１００～３００ｎｍ程度低くなるまでオー
バーエッチングを行う（図２０（ｂ））。
【０１４５】
　次いで、全面に例えばＣＶＤ法により膜厚２００～５００ｎｍのシリコン窒化膜を堆積
した後、ＣＭＰ法やエッチバック法により層間絶縁膜５６上のシリコン窒化膜を選択的に
除去し、プレート電極６２及び絶縁膜７８上の開口部６０内にシリコン窒化膜６４を埋め
込む（図２１（ ））。
【０１４６】
次いで、例えば図７（ａ）乃至図８（ｂ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方
法と同様にして、キャパシタ誘電体膜７０、蓄積電極７２、配線層７４、７６等を形成す
る。なお、配線層７４は、図２１（ｂ）に示すように、開口部６０底部においてプレート
電極６２と接続することができる。
【０１４７】
こうして、１トランジスタ、１キャパシタよりなるＤＲＡＭを製造する。
【０１４８】
このように、本実施形態によれば、プレート電極６２を蓄積電極７２の間に完全に埋め込
まず、薄いプレート電極６２を蓄積電極７２及びエッチングストッパ膜５４に沿って形成
することができる。
【０１４９】
また、周辺回路の配線層７６を配線層４６に接続するためのコンタクトホールと、配線層
７４をプレート電極に接続するためのコンタクトホールとを同時に開口するプロセスこと
を考慮すると、本実施形態による半導体装置の製造方法はキャパシタに与えるプラズマダ
メージを軽減できるというメリットがある。すなわち、プレート電極６２と配線層７４と
のコンタクトを開口部６０の底部近傍でとる構成とすることにより、周辺回路用コンタク
トホールの深さとプレート電極６２接続用コンタクトホールの深さとの違いが緩和される
ため、プレート電極６２接続用コンタクトホールが完全に開口された後、周辺回路用コン
タクトホールが開口されるまでの間にうけるチャージアップ等のプラズマダメージをキャ
パシタが受ける時間を大幅に短縮することができる。したがって、本実施形態による半導
体装置の製造方法は、キャパシタの信頼性確保の観点から極めて有効である。
【０１５０】
なお、上記実施形態では、開口部６０の内壁に沿ってプレート電極６２を形成したが、蓄
積電極７２を開口部６８の内壁に沿って形成するようにしてもよい。
【０１５１】
また、上記実施形態では第１実施形態による半導体装置において開口部６０の内壁に沿っ
たプレート電極６２を形成したが、第２及び第３実施形態による半導体装置に適用しても
よい。
【０１５２】
［第５実施形態］
本発明の第５実施形態による半導体装置及びその製造方法について図２２乃至図２５を用
いて説明する。なお、図１乃至図２１に示す第１乃至第４実施形態による半導体装置及び
その製造方法と同一の構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
【０１５３】
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図２２は本実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図、図２３乃至図２５は本実
施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【０１５４】
図２２に示すように、本実施形態による半導体装置は、周辺回路領域の配線層７６が、蓄
積電極７２と同一の導電層よりなるプラグ８４を介して配線層４６に接続されていること
に特徴がある。このようにして半導体装置を構成することにより、周辺回路用の配線層７
６を配線層４６に接続するために深いコンタクトホールを形成することが不要となる。ま
た、これに伴う製造工程の増加はない。また、第１実施形態による半導体装置の製造方法
においてこのコンタクトホールにプラグを埋め込む構造を採用するとプラグとなる導電膜
を埋め込む工程が別途必要となるが、本実施形態によればこの工程を削減することが可能
となる。
【０１５５】
次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図２３乃至図２５を用いて説明す
る。
【０１５６】
まず、例えば図４（ａ）乃至図６（ｂ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方法
と同様にして、メモリセルトランジスタ、周辺回路用トランジスタ、ビット線４４、配線
層４６、プレート電極６２等を形成する。この際、図５（ａ）～（ｂ）に示す工程におい
ては、プラグ４０に接続されるプラグ５２を形成するとともに、配線層４６に接続される
プラグ８０を同時に形成する（図２３（ａ））。
【０１５７】
次いで、通常のリソグラフィー技術により、メモリセル領域に例えば図９に示すような開
口部を有し、周辺回路領域のコンタクトホール形成予定領域に開口部を有するフォトレジ
スト膜６６を形成する。
【０１５８】
次いで、フォトレジスト膜６６、シリコン窒化膜６４をマスクとして、エッチングストッ
パ膜５４をストッパとして、層間絶縁膜５６を異方性エッチングし、メモリセル領域に開
口部６８を、周辺回路領域にコンタクトホール８２を形成する（図２３（ｂ））。
【０１５９】
なお、本実施形態では開口部６８を形成すると同時にコンタクトホール８２を形成するこ
とから、第１実施形態による半導体装置の製造方法のように層間絶縁膜５６のエッチング
に等方的なウェットエッチングを行うことは困難である。その一方、開口部６８の側面部
はプレート電極６２の逆テーパ形状を反映しているため、層間絶縁膜５６のエッチングを
異方性エッチングにより行うとプレート電極６２の側面部に不要な絶縁膜が残存する虞が
ある。したがって、このような場合には、異方性エッチングを行った後に若干の等方的な
エッチングを行い、この不要な絶縁膜を除去するようにしてもよい。
【０１６０】
次いで、フォトレジスト膜６６を除去した後、全面に、例えばＣＶＤ法により膜厚１０～
３０ｎｍのＴａ 2Ｏ 5膜或いはＢＳＴ膜を堆積し、Ｔａ 2Ｏ 5或いはＢＳＴよりなるキャパシ
タ誘電体膜７０を形成する。
【０１６１】
次いで、キャパシタ誘電体膜７０を異方性エッチングし、開口部６８及びコンタクトホー
ル８２の側壁に選択的にキャパシタ誘電体膜７０を残存させる（図２４（ａ））。
【０１６２】
次いで、キャパシタ誘電体膜７０を十分に結晶化し、膜中の酸素欠損を補うための酸化熱
処理を行う。この際、プラグ５２は、酸化マスクとしても知られるシリコン窒化膜よりな
るエッチングストッパ膜５４により覆われており、その表面が酸化されることはない。ま
た、蓄積電極７２は未だ形成されていないので、プラグ５２と蓄積電極７２との間の電気
的特性が劣化することはない。
【０１６３】
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次いで、ＲＩＥ等の異方性エッチングにより、開口部６８内に露出するエッチングストッ
パ膜５４を選択的に除去し、開口部６８内にプラグ５２を、コンタクトホール８２内にプ
ラグ８０を露出する（図２４（ｂ））。
【０１６４】
次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により膜厚５０～３００ｎｍのＲｕ膜を堆積した後、Ｃ
ＭＰ法やエッチバック法により層間絶縁膜５６上のＲｕ膜を選択的に除去し、開口部６８
内にＲｕ膜よりなりプラグ５２を介してソース／ドレイン拡散層２８に電気的に接続され
た蓄積電極７２を形成し、コンタクトホール８２内にＲｕ膜よりなりプラグ８０を介して
配線層４６に接続されたプラグ８４を形成する（図２５（ａ））。
【０１６５】
次いで、必要に応じて、プレート電極６２に接続された配線層７４、プラグ８４を介して
配線層４６に接続された配線層７６等を形成する。
【０１６６】
こうして、１トランジスタ、１キャパシタよりなるＤＲＡＭを製造する。
【０１６７】
このように、本実施形態によれば、周辺回路の配線を引き出すためのプラグ８４を、蓄積
電極７２と同一の導電層により形成するので、周辺回路用の配線層７６を配線層４６に接
続するための深いコンタクトホールを形成するための工程を別途設ける必要がない。また
、第１実施形態による半導体装置の製造方法においてこのコンタクトホールにプラグを埋
め込む構造を採用するとプラグとなる導電膜を埋め込む工程が別途必要となるが、本実施
形態によればこの工程を削減することが可能となる。
【０１６８】
なお、上記実施形態では第１実施形態による半導体装置においてプラグ８４を蓄積電極７
２と同一の導電層により構成したが、第２乃至第４実施形態による半導体装置に適用して
もよい。
【０１６９】
［第６実施形態］
本発明の第６実施形態による半導体装置及びその製造方法について図２６乃至図２９を用
いて説明する。なお、図３乃至図２５に示す第１乃至第５実施形態による半導体装置及び
その製造方法と同一の構成要素には同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
【０１７０】
図２６は本実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図、図２７乃至図２９は本実
施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【０１７１】
図２６に示すように、本実施形態による半導体装置は、周辺回路領域の配線層７６が、プ
レート電極６２と同一の導電層よりなるプラグ８８を介して配線層４６に接続されている
ことに特徴がある。このようにして半導体装置を構成することにより、周辺回路用の配線
層７６を配線層４６に接続するために深いコンタクトホールを形成することが不要となる
。また、これに伴う製造工程の増加はない。また、第１実施形態による半導体装置の製造
方法においてこのコンタクトホールにプラグを埋め込む構造を採用するとプラグとなる導
電膜を埋め込む工程が別途必要となるが、本実施形態によればこの工程を削減することが
可能となる。
【０１７２】
次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図２７乃至図２９を用いて説明す
る。
【０１７３】
まず、例えば図４（ａ）乃至図５（ｂ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方法
と同様にして、メモリセルトランジスタ、周辺回路用トランジスタ、ビット線４４、配線
層４６、プラグ５２等を形成する。この際、図５（ａ）～（ｂ）に示す工程においては、
プラグ４０に接続されるプラグ５２を形成するとともに、配線層４６に接続されるプラグ
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８０を同時に形成する（図２７（ａ））。
【０１７４】
次いで、層間絶縁膜４８上に、例えばＣＶＤ法により、シリコン窒化膜よりなるエッチン
グストッパ膜５４と、シリコン酸化膜よりなる層間絶縁膜５６と、アモルファスシリコン
膜よりなるマスク膜５８とを形成する。
【０１７５】
次いで、通常のリソグラフィー技術及びエッチング技術により、マスク膜５８、層間絶縁
膜５６及びエッチングストッパ膜５４をパターニングし、層間絶縁膜４８及びプラグ８０
に達する開口部６０、８６を形成する（図２７（ｂ））。ここで、開口部６０を形成する
領域はプレート電極６２を形成する領域に相当し、開口部８６を形成する領域は周辺回路
のコンタクトホール形成予定領域に相当する。
【０１７６】
次いで、例えばプラズマアッシングにより開口部６０を形成する際に用いたフォトレジス
ト膜（図示せず）を除去し、例えばドライエッチングによりアモルファスシリコン膜より
なるマスク膜５８を除去する。
【０１７７】
次いで、例えば図６（ａ）及び図６（ｂ）に示す半導体装置の製造方法と同様にして、開
口部６０内に埋め込まれ、上面がシリコン窒化膜６４によって覆われたプレート電極６２
を形成する。このとき、開口部８６内にもプレート電極６２を構成する導電膜と同一の導
電層よりなる導電膜とシリコン窒化膜６４とが埋め込まれ、プラグ８８及びその上面を覆
うシリコン窒化が形成される（図２８（ａ））。
【０１７８】
次いで、例えば図７（ａ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして
、メモリセル領域の層間絶縁膜５６を除去して開口部６８を形成し、開口部８６の内壁に
選択的にキャパシタ誘電体膜７０を形成する（図２８（ｂ））。
【０１７９】
次いで、キャパシタ誘電体膜７０を十分に結晶化し、膜中の酸素欠損を補うための酸化熱
処理を行う。この際、プラグ５２は、酸化マスクとしても知られるシリコン窒化膜よりな
るエッチングストッパ膜５４により覆われており、その表面が酸化されることはない。ま
た、蓄積電極７２は未だ形成されていないので、プラグ５２と蓄積電極７２との間の電気
的特性が劣化することはない。
【０１８０】
次いで、ＲＩＥ等の異方性エッチングにより、開口部６８内に露出するエッチングストッ
パ膜５４を選択的に除去し、開口部６８内にプラグ５２を露出する（図２９（ａ））。
【０１８１】
次いで、例えば図８（ａ）乃至図８（ｂ）に示す第１実施形態による半導体装置の製造方
法と同様にして、開口部６８に埋め込まれた蓄積電極７２、プレート電極６２に接続され
た配線層７４、プラグ８８、８０を介して配線層４６に接続された配線層７６等を形成す
る（図２９（ｂ））。
【０１８２】
こうして、１トランジスタ、１キャパシタよりなるＤＲＡＭを製造する。
【０１８３】
このように、本実施形態によれば、周辺回路の配線を引き出すためのプラグ８８を、プレ
ート電極６２と同一の導電層により形成するので、周辺回路用の配線層７６を配線層４６
に接続するための深いコンタクトホールを形成するための工程を別途設ける必要がない。
また、第１実施形態による半導体装置の製造方法においてこのコンタクトホールにプラグ
を埋め込む構造を採用するとプラグとなる導電膜を埋め込む工程が別途必要となるが、本
実施形態によればこの工程を削減することが可能となる。
【０１８４】
なお、上記実施形態では第１実施形態による半導体装置においてプラグ８８をプレート電
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極６２と同一の導電層により構成したが、第２乃至第４実施形態による半導体装置に適用
してもよい。
【０１８５】
[変形実施形態 ]
本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
【０１８６】
例えば、上記第１実施形態では、異方性エッチングにより開口部６８の側壁部にキャパシ
タ誘電体膜７０を選択的に残存させた後にキャパシタ誘電体膜７０を十分に結晶化し或い
は膜中の酸素欠損を補うための酸化熱処理を行っているが、この熱処理は必ずしもキャパ
シタ誘電体膜７０の異方性エッチング後である必要はない。キャパシタ誘電体膜７０を十
分に結晶化し或いは膜中の酸素欠損を補うための酸化熱処理は、少なくともキャパシタ誘
電体膜７０の堆積後であって蓄積電極７２の形成前までに行えばよく、キャパシタを構成
する材料系等に応じて適宜選択することができる。
【０１８７】
例えば、第１乃至第６実施形態による半導体装置の製造方法において、キャパシタ誘電体
膜７０の堆積の直後に、キャパシタ誘電体膜７０が全面に形成されている状態で、この熱
処理を行ってもよい。この場合、広い面積にキャパシタ誘電体膜７０が残っているので、
キャパシタ誘電体膜７０の結晶の方位（配向方向）をそろえやすいというメリットがある
。
【０１８８】
また、第１及び第４乃至第６実施形態による半導体装置の製造方法において、酸化性雰囲
気中における熱処理が不要な場合には、図７（ａ）の工程に相当する工程ではキャパシタ
誘電体膜７０を形成せず、図７（ｂ）の工程に相当する工程においてエッチングストッパ
膜５４を除去した後にキャパシタ誘電体膜７０を堆積し、キャパシタ誘電体膜７０が全面
に形成されている状態で、或いは、異方性エッチングを行った後に、熱処理を行うように
してもよい。
【０１８９】
同様に、第２又は第３実施形態による半導体装置の製造方法において、酸化性雰囲気中に
おける熱処理が不要な場合には、図１１（ｂ）又は図１６（ｂ）の工程ではキャパシタ誘
電体膜７０を形成せず、図１２（ａ）又は図１７（ｂ）の工程においてエッチングストッ
パ膜５４及び層間絶縁膜４８、４２を除去した後にキャパシタ誘電体膜７０を堆積し、キ
ャパシタ誘電体膜７０が全面に形成されている状態で、或いは、異方性エッチングを行っ
た後に、熱処理を行うようにしてもよい。
【０１９０】
また、上記第１実施形態による半導体装置の製造方法では、層間絶縁膜５６を除去して蓄
積電極７２を埋め込むための開口部６８を形成するためのフォトレジスト膜６６として図
９に示すパターンを用いたが、フォトレジスト膜６６のパターンは図９に限られるもので
はない。
【０１９１】
フォトレジスト膜６６は、メモリセル領域内に残存する柱状の層間絶縁膜５６のそれぞれ
について、少なくとも一部を露出するパターンであれば、いかなるパターンをも適用する
ことができる。例えば、図１８や図３１（ａ）に示すようにワード線（ゲート電極２０）
の延在方向に平行に伸びるストライプパターンを適用してもよいし、図３１（ｂ）に示す
ようにビット線４４の延在方向に平行に伸びるストライプパターンを適用してもよいし、
図３２（ａ）に示すように柱状の層間絶縁膜５６のそれぞれについて個別に開口部を有す
るパターンを適用してもよいし、図３２（ｂ）に示すようにワード線及びビット線４４に
対して斜め方向に延在するストライプパターンを適用してもよい。
【０１９２】
また、上記第１乃至第６実施形態では、プレート電極６２を埋め込むために形成する開口
部６０の側壁部を逆テーパ形状としたが、必ずしも逆テーパ状にする必要はなく、略垂直
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形状であってもよいし、順テーパ状であってもよい。
【０１９３】
【発明の効果】
　以上の通り、本発明によれば、基板上に絶縁膜を形成し、この絶縁膜に基板に達する第
１の開口部を形成し、第１の開口部の少なくとも側面にプレート電極を形成し、第１の絶
縁膜を除去することにより側面がプレート電極で囲まれた第２の開口部を形成し、第２の
開口部の少なくとも側面にキャパシタ誘電体膜を形成し、

後、第２の開口部の側面にキャパ
シタ誘電体膜を介して蓄積電極を形成するので、キャパシタ誘電体膜を形成する過程にお
ける高温の熱処理において下地の電極等と蓄積電極との間の電気的特性の劣化を防止する
ことができる。
【０１９４】
また、下層電極と蓄積電極との間の電気的特性を考慮せずにこの熱処理を行うことができ
るので、この熱処理をキャパシタ誘電体膜に最適な条件で行うことが可能となり、キャパ
シタ誘電体膜の更なる誘電率や膜質の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理を示す工程断面図（その１）である。
【図２】本発明の原理を示す工程断面図（その２）である。
【図３】本発明の第１実施形態による半導体装置の構造を示す平面図及び断面図である。
【図４】本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１）
である。
【図５】本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２）
である。
【図６】本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その３）
である。
【図７】本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その４）
である。
【図８】本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その５）
である。
【図９】本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法に用いるフォトレジスト膜の
パターン例を示す図である。
【図１０】本発明の第２実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図である。
【図１１】本発明の第２実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１
）である。
【図１２】本発明の第２実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２
）である。
【図１３】本発明の第３実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図である。
【図１４】本発明の第３実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１
）である。
【図１５】本発明の第３実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２
）である。
【図１６】本発明の第３実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その３
）である。
【図１７】本発明の第３実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その４
）である。
【図１８】本発明の第３実施形態による半導体装置の製造方法に用いるフォトレジスト膜
のパターン例を示す図である。
【図１９】本発明の第４実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図である。
【図２０】本発明の第４実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１
）である。
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【図２１】本発明の第４実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２
）である。
【図２２】本発明の第５実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図である。
【図２３】本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１
）である。
【図２４】本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２
）である。
【図２５】本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その３
）である。
【図２６】本発明の第６実施形態による半導体装置の構造を示す概略断面図である。
【図２７】本発明の第６実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１
）である。
【図２８】本発明の第６実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２
）である。
【図２９】本発明の第６実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その３
）である。
【図３０】本発明の変形実施形態による半導体装置の製造方法に用いるフォトレジスト膜
のパターン例を示す図（その１）である。
【図３１】本発明の変形実施形態による半導体装置の製造方法に用いるフォトレジスト膜
のパターン例を示す図（その２）である。
【図３２】従来の半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１）である。
【図３３】従来の半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２）である。
【図３４】従来の半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その３）である。
【図３５】従来の半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その４）である。
【符号の説明】
１０…シリコン基板
１２…素子分離膜
１４、１６…素子領域
１８…シリコン窒化膜
２０…ゲート電極
２２…ゲート電極
２４…サイドウォール絶縁膜
２６…ソース／ドレイン拡散層
２８…ソース／ドレイン拡散層
３０…ソース／ドレイン拡散層
３２…層間絶縁膜
３４…コンタクトホール
３６…コンタクトホール
３８…プラグ
４０…プラグ
４２…層間絶縁膜
４４…ビット線
４６…配線層
４７…シリコン窒化膜
４８…層間絶縁膜
５０…コンタクトホール
５２…プラグ
５４…エッチングストッパ膜
５６…層間絶縁膜
５８…マスク膜
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６０…開口部
６２…プレート電極
６４…シリコン窒化膜
６６…フォトレジスト膜
６８…開口部
７０…キャパシタ誘電体
７２…蓄積電極
７４…配線層
７６…配線層
７８…絶縁膜
８０…プラグ
８２…コンタクトホール
８４…プラグ
８６…コンタクトホール
８８…プラグ
１００…シリコン基板
１０２…ゲート電極
１０４…ソース／ドレイン拡散層
１０６…ソース／ドレイン拡散層
１０８…ゲート電極
１１０…ソース／ドレイン拡散層
１１２…プラグ
１１４…ビット線
１１６…配線層
１１８…層間絶縁膜
１２０…層間絶縁膜
１２２…プラグ
１２４…プラグ
１２６…エッチングストッパ膜
１２８…層間絶縁膜
１３０…マスク膜
１３２…開口部
１３４…導電膜
１３６…シリコン酸化膜
１３８…蓄積電極
１４０…キャパシタ誘電体膜
１４２…プレート電極
１４４…層間絶縁膜
１４６…配線層
１４８…配線層
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】
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