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(57)【要約】
【課題】導電窒化タンタル膜を制御可能に形成する方法
を提供すること。
【解決手段】タンタルソース物質、水素のプラズマ励起
種、及び窒素ソース物質の交互的パルスを順に、反応空
間内で基板と接触させるステップを含む。水素のプラズ
マ励起種はタンタルの酸化状態を低減し、それによって
、基板上に実質的に導電性の窒化タンタル膜を形成する
。いくつかの実施の形態では、水素のプラズマ励起種は
、形成された金属の膜の中のハロゲン化残留物と反応し
、該残留物を除去する。
【選択図】 図１



(2) JP 2008-184688 A 2008.8.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間的、且つ時間的に分離されたタンタルソース物質、水素（Ｈ２）のプラズマ励起種
及び窒素ソース物質の気相パルスを交互に順に、基板と接触させるステップを含む、反応
空間内の基板上の窒化タンタル薄膜を形成する原子層成長（ＡＬＤ）方法。
【請求項２】
　前記窒化タンタル膜が、導電性である請求項１の方法。
【請求項３】
　前記窒化タンタル膜内の窒素に対するタンタルの比率が、１以上である請求項２の方法
。
【請求項４】
　前記パルスのそれぞれの後に、超過のタンタルソース物質、水素プラズマ、及び窒素ソ
ース物質を前記反応空間から除去する除去ステップをさらに含む請求項１の方法。
【請求項５】
　前記除去ステップが、不活性ガスを用いてパージするステップを含む請求項４の方法。
【請求項６】
　前記除去ステップが、排気システムを用いて排出するステップを含む請求項４の方法。
【請求項７】
　前記水素のプラズマ励起種が、反応空間内で生成される請求項１の方法。
【請求項８】
　前記水素のプラズマ励起種が、シャワーヘッドを備える反応器内で生成される請求項７
の方法。
【請求項９】
　前記水素のプラズマ励起種が、遠隔で生成される請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記タンタルソース物質が、タンタル臭化物、塩化タンタル、タンタルフッ化物、及び
タンタルヨウ化物から成るグループから選択される請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記窒素ソース物質が、アンモニア（ＮＨ３）及びその塩類、アジ化水素（ＨＮ３）及
びそのアルキル誘導体、ヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）及びヒドラジンの塩類、ヒドラジンのア
ルキル誘導体、弗化窒素ＮＦ３、第１、第２及び第３のアミン類、窒素ラジカル、並びに
励起状態窒素（Ｎ２

＊）から成るグループから選択される（ここで、＊は結合可能な自由
電子である）請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記基板が、少なくとも１つの前記パルスの期間中に加熱される請求項１の方法。
【請求項１３】
　前記窒化タンタル薄膜が、約２０００μΩｃｍ未満のバルク抵抗率を有する請求項１の
方法。
【請求項１４】
　前記窒化タンタル薄膜が、約１０００μΩｃｍ未満のバルク抵抗率を有する請求項１３
の方法。
【請求項１５】
　反応空間内の基板上に窒化タンタル膜を成長させる原子層成長（ＡＬＤ）方法であって
、
　　ａ）タンタルソースケミカルの気相パルスを前記反応空間に供給するステップ、
　　ｂ）超過の前記タンタルソースケミカル及び任意の反応副産物を前記反応空間から除
去するステップ、
　　ｃ）水素（Ｈ２）のプラズマ励起種の気相パルスを前記反応空間に供給するステップ
、
　　ｄ）超過の前記水素のプラズマ励起種及び任意の反応副産物を前記反応空間から除去
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するステップ、
　　ｅ）窒素ソースケミカルの気相パルスを前記反応空間に供給するステップ、及び、
　　ｆ）超過の前記窒素ソースケミカル及び任意の反応副産物を前記反応空間から除去す
るステップ、を含む方法。
【請求項１６】
　前記除去ステップｂ）、ｄ）、及びｆ）が、パージガスを用いて排出するステップを含
む請求項１５の方法。
【請求項１７】
　前記除去ステップｂ）、ｄ）、及びｆ）が、排気システムを用いて排出するステップを
含む請求項１５の方法。
【請求項１８】
　前記ステップａ）～ステップｆ）が、所定の厚さの窒化タンタル膜が基板表面上に形成
されるまで繰り返されるステップをさらに含む請求項１５の方法。
【請求項１９】
　前記ステップａ）～ステップｄ）が、前記ステップｅ）～ステップｆ）の前に所定の回
数繰り返される請求項１５の方法。
【請求項２０】
　前記供給ステップａ）、ｃ）、及びｅ）が、キャリヤーガスでパルス的に供給するステ
ップを含む請求項１５の方法。
【請求項２１】
　前記タンタルソースケミカルが、タンタルハロゲン化物及びタンタルの有機化合物から
成るグループから選択される請求項１５の方法。
【請求項２２】
　前記タンタルソースケミカルが、タンタルのペンタキス（ジアルキルアミド）化合物を
含む請求項２１の方法。
【請求項２３】
　前記タンタルソースケミカルが、タンタル臭化物、塩化タンタル、タンタルフッ化物、
およびタンタルヨウ化物から成るグループから選択される請求項２１の方法。
【請求項２４】
　前記窒素ソース物質が、アンモニア（ＮＨ３）及びその塩類、アジ化水素（ＨＮ３）及
びそのアルキル誘導体、ヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）及びヒドラジンの塩類、ヒドラジンのア
ルキル誘導体、弗化窒素ＮＦ３、第１、第２及び第３のアミン類、窒素ラジカル、並びに
励起状態窒素（Ｎ２

＊）から成るグループから選択される（ここで、＊は結合可能な自由
電子である）請求項１５の方法。
【請求項２５】
　前記窒素ソースケミカルが、ｔ－ブチルアミド、フッ化アンモニウム、塩化アンモニウ
ム、ＣＨ３Ｎ３、ヒドラジン塩酸塩ジメチルヒドラジン、ヒドロキシルアミン塩酸塩、メ
チルアミン、ジエチルアミン、及びトリエチルアミンからなるグループから選択される請
求項１５の方法。
【請求項２６】
　前記基板が、シリコン、シリカ、コーティングされたシリコン、金属銅、及び窒化物か
ら成るグループから選択された１つ以上の物質を含む請求項１５の方法。
【請求項２７】
　前記窒化タンタル膜が、集積回路中の拡散障壁を画定する請求項１５の方法。
【請求項２８】
　前記反応空間が、プラズマ原子層成長法（ＰＥＡＬＤ）のために構成された反応器であ
る請求項１５の方法。
【請求項２９】
　前記反応空間が、枚葉式ＰＥＡＬＤ反応器である請求項２８の方法。
【請求項３０】
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　反応空間内の基板上に窒化タンタル膜を成長させる原子層成長（ＡＬＤ）であって、
　　ａ）タンタルソースケミカルの気相パルスを前記反応空間に供給するステップ、
　　ｂ）超過の前記タンタルソースケミカル及び任意の反応副産物を前記反応空間から除
去するステップ、
　　ｃ）窒素ソースケミカルの気相パルスを前記反応空間に供給するステップ、
　　ｄ）超過の前記窒素ソースケミカル及び任意の反応副産物を前記反応空間から除去す
るステップ、
　　ｅ）水素（Ｈ２）のプラズマ励起種の気相パルスを前記反応空間に供給するステップ
、及び、
　　ｆ）超過の前記水素のプラズマ励起種及び任意の反応副産物を前記反応空間から除去
するステップ、を含む方法。
【請求項３１】
　前記ステップａ）～ステップｆ）が、所定の厚さの窒化タンタル膜が基板上に形成され
るまで繰り返されるステップをさらに含む請求項３０の方法。
【請求項３２】
　前記ステップａ）～ステップｄ）が、前記ステップｅ）～ステップｆ）の前に所定の回
数繰り返される請求項３０の方法。
【請求項３３】
　プラズマ原子層成長方法（ＰＥＡＬＤ）を使用して導電窒化タンタル膜を形成する方法
であって、
　反応空間内に基板を提供するステップと、
　空間的、且つ時間的に分離されたタンタルソース物質、水素のプラズマ励起種、及び窒
素ソース物質の気相パルスを交互に順に、前記反応空間内で前記基板と接触させるステッ
プと、を含み、
　プラズマパラメータが、前記導電窒化タンタル膜が前記基板上にのみ形成され、誘電体
窒化タンタル膜が前記反応空間の別の場所の上に形成されるように選択される方法。
【請求項３４】
　前記プラズマパラメータが、ＲＦパワーのオン時間、ＲＦパワーの振幅、ＲＦパワーの
周波数、反応物の濃度、反応物の流量、反応空間の圧力、ガス全体の流量、反応物パルス
の持続時間及び間隔、並びにＲＦ電極間隔からなるグループから選択される請求項３３の
方法。
【請求項３５】
　前記タンタルソースケミカルが、タンタル臭化物、塩化タンタル、タンタルフッ化物、
及びタンタルヨウ化物から成るグループから選択される請求項３３の方法。
【請求項３６】
　前記窒素ソースケミカルが、アンモニア（ＮＨ３）及びその塩類、アジ化水素（ＨＮ３

）及びそのアルキル誘導体、ヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）及びヒドラジンの塩類、ヒドラジン
のアルキル誘導体、弗化窒素ＮＦ３、第１、第２及び第３のアミン類、窒素ラジカル、並
びに励起状態窒素（Ｎ２

＊）から成るグループから選択される（ここで、＊は結合可能な
自由電子である）請求項３３の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連する出願への参照
　本出願は、Ｅｌｅｒｓらの、２００２年４月１１日に出願した番号１０／１１０，７３
０のアメリカ合衆国特許出願、現在、番号６，８６３，７２７のアメリカ合衆国特許に関
連し、且つ参照によりその出願を完全に本明細書の一部として取り入れている。
【０００２】
　本発明は、窒化金属薄膜に関する。特に、本発明は、原子層成長法（「ＡＬＤ」）によ
って窒化タンタル薄膜を成長させる方法に関する。
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【背景技術】
【０００３】
　集積回路中のコンポーネントの集積化レベルが高まっている。それは集積回路（ＩＣ）
コンポーネント及び相互接続のサイズの縮小を急速に必要としている。デザインルールは
、フィーチャサイズを０．２μｍまで小さくし、深いボトム及びビア上の完全な膜カバー
レジを困難にしている。
【０００４】
　集積回路は通常アルミニウム（Ａｌ）あるいは銅（Ｃｕ）で作られている相互接続を含
んでいる。Ｃｕは周辺物質への拡散またはエレクトロマイグレーションの傾向が特にある
。拡散がＩＣの電気特性に悪影響を及ぼしうるので、能動コンポーネントの誤作動を引き
起こす。デバイスの能動部品の中への相互接続からの金属拡散は導電性拡散障壁層で防が
れる。好ましい拡散障壁は、例えば、ＴｉＮ、ＴａＮ、及びＷＮ膜のような導電膜である
。
【０００５】
　化学量論的ＴａＮ（Ｓｔｏｉｃｈｉｏｍｅｔｒｉｃ　ＴａＮ）はよい導電率を有するの
に対して、Ｔａ３Ｎ５（誘電体相）の導電率は良くない。金属ＴａＮ（Ｍｅｔａｌｌｉｃ
　ＴａＮ）がＩＣメタライゼーションの中で銅の拡散障壁として使用されており、また、
ＣＭＯＳトランジスターのｎ型金属電極としても使用されることができる。
【０００６】
　金属ＴａＮはＩＣメタライゼーションの中で銅の拡散障壁として使用されてきた。ＩＣ
への他の用途はＣＭＯトランジスター用のｎ型金属電極でありえる。ＩＣ以外にもさらに
他の用途がある。
【０００７】
　しばしば原子層エピタキシー（ＡＬＥ）と呼ばれる原子層成長法（ＡＬＤ）は、反応物
の交互的な連続するパルスを利用する自己限定的なプロセスである。成膜条件及び反応物
は、１つのパルスでの吸着層が同じパルスの気相反応物とは反応しない表面終端を残すよ
うな自己飽和反応を確保するように選択される。後続の異なる反応物のパルスは前の終端
と反応して、継続的な成膜を可能にする。したがって、交互に加えられるパルスのサイク
ルはそれぞれ、所望の物質の高々約１つの分子層の表面集積しか残さない。成長率は部分
的に反応点の数に依存する。典型的には、反応点の数は、各サイクルに完全な単分子層（
ＭＬ）が成長するほどの数以下である。ＡＬＤを用いて、非常にコンフォーマルな薄膜の
形成が可能である。ＡＬＤタイプのプロセスの原則が、Ｔ．Ｓｕｎｔｏｌａによって、例
えば結晶成長ハンドブック３、薄膜及びエピタクシー、部分Ｂ：成長メカニズム及びダイ
ナミクス、第１４章、原子層エピタキシー、頁６０１～６６３（ Handbook of Crystal G
rowth 3, Thin Films and Epitaxy, Part B: Growth Mechanisms and Dynamics, Chapter
 14, Atomic Layer Epitaxy, pp. 601-663, Elsevier Science B.V. 1994）に示された。
その開示は参照により本明細書の一部として完全に取り入れられている。
【０００８】
　薄膜を形成する典型的なＡＬＤあるいは熱ＡＬＤプロセスにおいて、１つの成膜サイク
ルは、基板を第１の前駆体にさらすステップ、反応していない第１の反応物及び反応副産
物を反応室から除去するステップ、基板を第２の前駆体にさらすステップ、及びそれに続
く第２の除去ステップを含む。ＴｉＣｌ４及びＨｆＣｌ４（両方とも揮発性）のようなハ
ロゲン化物の前駆体がＡＬＤ成膜プロセスで前駆体として一般に使用されている。それは
、これらの前駆体が安く、比較的安定していると同時に、異なるタイプの表面グループと
反応するためである。窒化金属薄膜の形成が望まれる場合、他の窒素含有の化合物を使用
してもよいが、典型的にはアンモニア（ＮＨ３）を第２の前駆体として使用する。
【０００９】
　不活性ガスによる前駆体のセパレーションが反応物間の気相反応を防ぎ、且つ自己飽和
の表面反応を可能にする。それは、膜の成長が基板の厳格な温度制御或いは前駆体の精確
な用量制御を要求しないことに結びつく。超過のケミカル及び反応副産物は、次の反応的
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なケミカルパルスが反応室へ導入される前に一般に反応室から除去される。望まれていな
い気相分子は、不活性パージガスのガス流量を十分に高く維持することによって反応室か
ら有効に追い出すことができる。パージガスが、反応室中の適切な圧力を維持するために
使用される真空ポンプへ超過の反応物分子を導入する。ＡＬＤが薄膜成長の精確な制御を
有利に提供する。
【００１０】
　ＡＬＤによる窒化金属膜の形成が公知技術である。ＡＬＤを使用して窒化金属膜を形成
する３ステップ方法が、２００５年３月８日に特許された番号６，８６３，７２７のアメ
リカ合衆国特許に説明されている。その開示全体は参照により本明細書の一部として取り
入れる。この方法によれば、金属ソースケミカル、ホウ素含有の還元剤及び窒素ソースケ
ミカルの気相パルスが交互に反応空間へ順次導入される。
【００１１】
　また、プラズマがＡＬＤプロセスの中で反応物のうちの１つとして使用されてもよいこ
とが知られている。そのようなプロセスは一般にプラズマＡＬＤ（Plasma-Enhanced ALD
、「ＰＥＡＬＤ」）と呼ばれる。ＰＥＡＬＤのために構成された反応器は、２００４年２
月６日に出願した番号２００４／０２３１７９９のアメリカ合州国特許出願に説明されて
いる。その開示全体は参照により本明細書の一部として取り入れる。このＰＥＡＬＤ反応
器は、高周波電極を有するシャワーヘッドを含む。シャワーヘッドと高周波電極とは電気
的に接続している。ガスが反応器に導入され、パワーが高周波電極を通じてシャワーヘッ
ドに印加されるとき、プラズマがシャワーヘッド（陽極）と基板（陰極）との間に生成さ
れる。
【００１２】
　窒化金属を成長させるのにプラズマプロセスを使用することが望ましいかもしれないが
、７２７号の特許に開示された３ステップＡＬＤ方法に使用される反応物のうちの１つが
プラズマ励起種と置き換えられる場合、導電性の窒化金属膜（例えば、ＭＮ、ここでＭは
金属、Ｎは窒素である）が反応空間の全体にわたって形成されて、プラズマ生成を阻害し
、防止さえする電気的短絡を招く。これは、著しい休止時間及び加工費用の増加につなが
る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明のいくつかの実施例によれば、反応空間内の基板上に窒化タンタル薄膜を形成す
る原子層成長法（ＰＥＡＬＤ）が提供される。好ましくは、薄膜が導電膜である。該方法
は、反応空間内の基板を、空間的且つ時間的に分離されているタンタルソース物質、水素
（Ｈ２）のプラズマ励起種、及び窒素ソース物質の気相パルスと交互に順次接触させるス
テップを含む。反応物を供給する順序は変えることができる。
【００１４】
　反応空間内で基板上に窒化タンタル膜を形成するＡＬＤ方法は以下のような連続的なス
テップを含み得る。ａ）タンタルソースケミカルの気相パルスを前記反応空間に供給する
ステップ、ｂ）超過の前記タンタルソースケミカル及び反応副産物、もしあれば、を前記
反応空間から除去するステップ、ｃ）水素（Ｈ２）プラズマの気相パルスを前記反応空間
に供給するステップ、ｄ）超過の前記水素プラズマ及び反応副産物、もしあれば、を前記
反応空間から除去するステップ、ｅ）窒素ソースケミカルの気相パルスを前記反応空間に
供給するステップ、及び、ｆ）超過の前記窒素ソースケミカル及び反応副産物、もしあれ
ば、を前記反応空間から除去するステップ。
【００１５】
　いくつかの実施の形態によれば、窒素ソースケミカルは、タンタルソースケミカルの後
に提供される次の反応物である。これらの方法は、以下のような連続するステップを好ま
しくは含む。ａ）タンタルソースケミカルの気相パルスを前記反応空間に供給するステッ
プ、ｂ）超過の前記タンタルソースケミカル及び反応副産物、もしあれば、を前記反応空
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間から除去するステップ、ｃ）窒素ソースケミカルの気相パルスを前記反応空間に供給す
るステップ、ｄ）超過の前記窒素ソースケミカル及び反応副産物、もしあれば、を前記反
応空間から除去するステップ、ｅ）水素（Ｈ２）プラズマの気相パルスを前記反応空間に
供給するステップ、及び、ｆ）超過の前記水素プラズマ及び反応副産物、もしあれば、を
前記反応空間から除去するステップ。
【００１６】
　本発明の別の実施例によれば、プラズマ原子層成長法（ＰＥＡＬＤ）を利用して、窒化
タンタル膜、好ましくは導電窒化タンタル膜を形成する方法が提供される。該方法は、反
応空間内に基板を提供するステップと、空間的に、且つ時間的に分離されているタンタル
ソースケミカル、水素のプラズマ励起種、及び窒素ソースケミカルの気相パルスを交互に
順に、前記基板と接触されるステップとを含む。プラズマパラメータが、導電窒化タンタ
ル膜が本質的に前記基板上にのみ形成され、誘電体窒化タンタル膜が反応空間のその他の
場所上に形成されるように選択される。
【００１７】
　これらの実施の形態はすべて、ここに開示された本発明の範囲内にあるように意図され
ている。これら及び本発明の別の実施の形態は、以下のいくつかの好ましい実施の形態の
詳細な説明及び添付図面を参照すれば、当業者には容易に分かるであろう。本発明は、開
示されている特定の好ましい実施の形態のいずれにも限定されるものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　窒化タンタル膜は、基板表面を考慮した反応空間の中で、水素プラズマを使用すること
により基板上に制御可能に形成することができる。基板上に金属の膜を成長させ、且つ、
窒化の前あるいは窒化の後に水素プラズマで膜を還元することによって、導電窒化金属膜
（例えば、ＴａｘＮｙ、ここではｘ＝ｙ）を基板表面上に形成する一方で、非導電（ある
いは誘電体）窒化金属膜（例えば、ＴａｘＮｙ、ここではｘ＜ｙ）を他の場所に形成する
ことができる。例えば、化学量論的（かつ導電的）ＴａＮは水素プラズマを中間の還元剤
として使用して形成することができる一方、窒化タンタルの誘電体（非導電性）相、例え
ば、Ｔａ３Ｎ５はプラズマがない状態で（例えば、反応空間の、水素プラズマが存在しな
い部分に）形成する。したがって、本発明の好ましい実施の形態に係る方法は、反応空間
の他の表面（いくつかの場合では導電表面）上ではなく基板表面上に、導電性窒化タンタ
ル膜を制御可能に形成することを可能にする。それによって、電気的短絡及び設備休止時
間を低減し、或いは防止さえする。成長した膜は、例えば、ＩＣメタライゼーションの拡
散障壁及びＣＭＯＳトランジスターのｎ型金属電極のような、集積回路のコンポーネント
として使用することができる。
【００１９】
定義
　本発明の文脈において、「ＡＬＤプロセス」は、自己飽和化学反応を使用して一分子層
ずつ基板上に薄膜を形成するプロセスを基本的に指す。ＡＬＤの一般的な原則が、例えば
、番号４，０５８，４３０及び５，７１１，８１１のアメリカ合衆国特許に開示されてお
り、それらの開示全体は参照により本明細書の一部として取り入れられている。典型的な
ＡＬＤプロセスでは、ガスの反応物がＡＬＤタイプ反応器の反応室（あるいは反応空間）
に導入され、反応室内に配置されている基板とコンタクトし、表面反応を提供する。反応
室の圧力及び温度は前駆体の物理吸着（つまり、ガスの凝結）及び熱分解が回避される範
囲に調節される。さらに、反応物はそれら自身では反応しないように選択されている。そ
の結果、各パルスサイクルの期間中に、物質の最大でも１単分子層（つまり、１原子の層
あるいは分子層）だけが堆積する。典型的にはÅ／パルスサイクルとして表される薄膜の
実際の成長率が、例えば、表面上の利用可能な反応点の数及び反応物分子のかさ高さ（Bu
lkiness）に依存する。すなわち、一旦利用可能な結合部位がすべて埋め込まれれば、さ
らなる表面反応は可能ではない。前駆体間の気相反応及び副産物間のいかなる望まれない
反応も抑制される。それは、反応物パルスが時間的に互いから分離され、且つ、余分の（
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あるいは超過の）ガス反応物及び反応副産物を、もしあれば除去するために、反応室が、
反応物パルス間で、不活性ガス（例えば、窒素、アルゴン、Ｈ２、またはＨｅ）でパージ
され、及び／又は、例えば、真空ポンプを使用して排気されるためである。
【００２０】
　「反応空間」は、反応器または反応室、あるいはそれらの内部の任意に定義された空間
を呼ぶために使用される。反応空間の中の条件を、ＡＬＤによる基板上の薄膜成長を達成
するように調節することができる。典型的には、反応空間は、通常動作の間に、基板に向
けてガスまたは粒子を流せるすべての反応ガスパルスに、その引き込んだフローあるいは
拡散によって、さらされる表面を含む。反応空間は、例えば、枚葉式ＡＬＤ反応器中の反
応室、あるいは多数の基板上の成膜が同時に起るバッチＡＬＤ反応器の反応室でありえる
。反応器は好ましくはイン・シトゥーあるいは遠隔のプラズマ生成用に構成される。
【００２１】
　「プラズマ励起種」は、反応物ガスへのエネルギーの印加（あるいは結合）を介して生
成されたラジカル、イオン、あるいは別の励起種を意味する。エネルギーは、例えば、誘
導、紫外放射、マイクロ波及び容量結合のような様々な方法を介して印加することができ
る。プラズマ発生器が、直接のプラズマ発生器（つまり、イン・シトゥー又は直接のプラ
ズマ生成）、あるいは遠隔のプラズマ発生器（つまり、エクス・シトゥー又は遠隔のプラ
ズマ生成）でありえる。結合エネルギーが存在しない場合、プラズマ生成は終了する。プ
ラズマ励起種は、限定されないが、水素ラジカルを含む。イン・シトゥープラズマ生成の
場合には、特定の気相ケミカル（例えば、Ｈ２）のプラズマ励起種が、処理される基板を
含んでいる反応空間内で形成される。遠隔のプラズマ生成の場合には、プラズマ励起種が
、基板を含んでいる反応空間の外部で形成される。
【００２２】
　「吸着」は、表面上への原子または分子の化学的付着を表すために使用される。
【００２３】
　「基板」は、その上に成膜が望まれるすべてのワークピースを表すのに使用される。典
型的な基板は、特に限定はないが、シリコン、シリカ、コーティングされたシリコン、金
属銅及び窒化物を含む。
【００２４】
　「表面」は、反応空間と基板のフィーチャとの間の境界を表すために使用される。
【００２５】
　「薄膜」は、ソースから基板へバキュームを介して気相あるいは液相の個々独立のイオ
ン、原子あるいは分子として運ばれた元素あるいは化合物から成長した膜を意味する。膜
の厚さはアプリケーションに依存し、広い範囲内で異なることができ、好ましくは１つの
原子層から１，０００ｎｍまでの範囲内、またはそれ以上である。いくつかの実施の形態
では、薄膜は厚さが約２０ｎｍ未満であり、より好ましくは約１０ｎｍ未満で、最も好ま
しくは約５ｎｍ未満である。
【００２６】
　「窒化金属薄膜」は、１つ以上の金属及び窒素を含む薄膜を表す。「窒化タンタル」薄
膜はタンタルを含むが、１つ以上の別の遷移金属を含んでもよい。
【００２７】
　式ＭｘＮｙの中の添字「ｘ」及び「ｙ」は、異なる金属対窒素の比率を有する広い範囲
の相をもつ窒化金属膜の組成を表すために使用される。「Ｍ」は１つの金属（例えばＴａ
）あるいは複数の金属（例えばＴａとＴｉ）を含み得る。式ＭｘＮｙは膜全体に関して平
均化される。「ｘ」が「ｙ」と等しい場合には、窒化金属膜（ＭＮ）は化学量論的なもの
である。「ｘ」が「ｙ」と等しくない場合には、窒化金属膜は非化学量論的なものである
。例として、化学量論的窒化タンタル膜は式ＴａＮを有しうるし、非化学量論的窒化タン
タル膜は式Ｔａ３Ｎ５を有しうる（つまり、５つの窒素原子が３つのタンタル原子と組み
合わされる）。「導電性の」窒化金属膜では、金属原子（Ｍ）の数が、窒素原子（Ｎ）の
数よりも大きく、又は窒素原子（Ｎ）の数と等しく、つまり、ｘ＞＝ｙである。
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【００２８】
窒化金属成膜プロセス
　ここに示された方法は、基板表面上でのコンフォーマルな導電窒化金属（例えばタンタ
ル）薄膜の制御された形成を可能にする。反応器または反応空間内のシャワーヘッドのよ
うな別の表面上での導電膜の形成は、好ましく低減しあるいは防止される。好ましい実施
の形態では、窒化タンタル薄膜がハロゲン含有のケミカルから形成される。さらに、高い
アスペクト比のトレンチ中の成膜のような幾何学的に難しいアプリケーションも、表面反
応の自己制限性質により可能である。
【００２９】
　いくつかの好ましい実施の形態によれば、原子層成長（ＡＬＤ）タイプのプロセスは集
積回路ワークピースのような基板上に窒化タンタル薄膜を形成するために使用される。い
くつかの実施の形態では、反応空間に置かれた基板またはワークピースは、金属ソースケ
ミカル、水素プラズマ、及び窒素ソースケミカルの交互に繰返される表面反応にさらされ
る。
【００３０】
　ここに説明された好ましいＡＬＤ方法は、プラズマが反応物として使用されるＰＥＡＬ
Ｄ方法、及び幾つかの場合では、基板が所定の処理ステップの間に加熱される「熱」ＡＬ
Ｄを含む。
【００３１】
　好ましくは、各ＡＬＤサイクルは、各々異なる反応物を使用する３つの異なる成膜ステ
ップあるいは段階を含む。「第１の」、「第２の」、そして「第３の」反応物と呼んでい
るが、これらの名称は、反応物がこの順に導入される必要があることを意味しない。いく
つかの実施の形態では、ＡＬＤサイクルは第２あるいは第３の反応物から始まることがで
きる。第１の反応物は、自己制限の方式で基板表面上に化学的に吸着し（「化学吸着」）
、よって基板表面上にたった約１つの単分子層しか形成しない。第１の反応物が、形成さ
れている層の中に望まれる遷移金属（「金属」）種を好ましくは含む。好ましい実施の形
態では、形成される窒化金属膜は、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｎｂ、Ｖ、Ｈｆ、Ｚｒ及びＴ
ｉからなるグループから選択される何れか1つの金属を含む。いくつかの実施の形態では
、さらに、好ましくはＷ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｎｂ、Ｖ、Ｈｆ、Ｚｒ及びＴｉからなるグ
ループから選択されるいずれか１つの第２の遷移金属あるいは複数の遷移金属を含み得る
。
【００３２】
　いくつかの実施の形態では、ここに「金属反応物」とも呼ばれている金属ソースケミカ
ルまたは物質がハロゲン化物であり、基板上に（あるいは上方に）ハロゲン配位子で終端
される分子層を形成する。この場合、金属ソース物質は、金属臭化物、金属塩化物、金属
フッ化物及び金属ヨウ化物からなるグループから選択することができる。いくつかの実施
の形態では、窒化金属膜はタンタルを含む。また、成膜に使用されるタンタルソースケミ
カルは、タンタル臭化物、塩化タンタル、タンタルフッ化物及びタンタルヨウ化物からな
るグループから選択される。他の実施の形態では、金属ソースケミカルは、例えばタンタ
ルの有機化合物のような有機金属化合物である。一例として、ペンタキス（ジアルキルア
ミド、Dialkylamido）化合物はタンタルソースケミカルとして使用することができる。い
くつかの実施の形態では、金属のメタロセン（Metallocene）誘導体（例えば、ＴａＣｐ

２ＣｘＨｙ）を使用してもよい。
【００３３】
　第２の反応物は、形成されている膜の中に、望まれる窒素のような別の種を好ましくは
含む。いくつかの実施の形態では、第２の反応物は、いくつかの実施の形態ではハロゲン
化物であるが、典型的にはハロゲン化物ではない。好ましい実施の形態では、第２の反応
物は、アンモニア（ＮＨ３）及びその塩類、アジ化水素（ＨＮ３）及びそのアルキル誘導
体、ヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）及びヒドラジンの塩類、ヒドラジンのアルキル誘導体、弗化
窒素（ＮＦ３）、第１、第２及び第３のアミン類、窒素ラジカル、及び励起状態の窒素（
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Ｎ２
＊）から成るグループから選択する。ここでは、＊は結合可能な自由電子を意味する

。別の実施の形態では、第２の反応物は、ｔ－ブチルアミド、フッ化アンモニウム、塩化
アンモニウム、ＣＨ３Ｎ３、ヒドラジン塩酸塩ジメチルヒドラジン、ヒドロキシルアミン
塩酸塩、メチルアミン、ジエチルアミン及びトリエチルアミンからなるグループから選択
する。一つの好ましい実施の形態では、第２の反応物はアンモニア（ＮＨ３）である。
【００３４】
　第３の反応物は還元剤である。好ましい実施の形態では、第３の反応物は、水素イオン
及び／又はラジカル（つまり、水素の励起種）を含み、例えば水素（Ｈ２）プラズマであ
りえる。水素プラズマは、上に言及されたように、例えば、番号２００４／０２３１７９
９のアメリカ合衆国特許出願に開示されたようなシャワーヘッドタイプＰＥＡＬＤ反応器
のような反応器内で生成し得る。別の実施の形態では、水素プラズマは外部で生成され（
つまり、遠隔プラズマ生成）、そして反応空間に向けられる。いくつかの実施の形態では
、第３の反応物は金属の膜と反応し、金属ソースケミカルによって堆積した配位子（例え
ばロゲン化物）を除去する。例えば、第３の反応物は金属または窒化金属膜から塩素原子
を除去することができる。
【００３５】
　好ましい実施の形態では、プラズマパラメータは、水素プラズマが実質的に基板の表面
に向けられるように選択する。プラズマパラメータは、制限する意味ではないが、定時の
高周波（「ＲＦ」）パワー、ＲＦパワーの振幅、ＲＦパワーの周波数、反応物の濃度、反
応物の流量、反応空間の圧力、ガス全体の流量、反応物パルスの持続時間及び間隔、並び
にＲＦ電極間隔を含む。例えば、シャワーヘッド及び基板表面間の間隔は水素プラズマを
主に基板表面に向けるように選択され得る。このようにすることにより、反応空間の別の
箇所（例えば、水素プラズマを考慮しない反応空間の壁）での水素プラズマの暴露は、無
くせなくても、最小限にし得る。その結果、導電膜、好ましくは導電窒化タンタル膜が基
板上に形成され、また、反応空間の、水素プラズマの接触を受けなかった箇所での成膜は
非導電材料に限定される。
【００３６】
　ＡＬＤサイクルの１つの段階（「金属段階」あるいは「第１の段階」）では、金属反応
物（つまり、金属ソース物質）が反応室に供給され、基板表面に化学吸着される。この段
階で供給される反応物は、好ましい条件の下では、表面に吸着できる反応物の量が表面上
の利用可能な結合部位の数、及び化学吸着された種（配位子を含む）の物理的なサイズに
よって決定されるように選択される。金属反応物は不活性キャリヤーガス（例えば、Ｈｅ
またはＡｒ）を用いて供給されることができる。金属反応物のパルスによって残された化
学吸着された膜は、そのパルスの残りのケミカルとは非反応性の表面で自己終端する。こ
の現象は本明細書で「自己飽和」と呼ぶ。当業者は、この段階の自己制限的な性質がＡＬ
Ｄサイクル全体を自己制限的なものにすることに気づくであろう。超過反応物及び反応物
副産物（もしあれば）が、例えばパージガスによるパージにより、及び／又は排気システ
ムによって生成された真空により、反応空間から除去される。金属反応物がキャリヤーガ
スを用いて供給された場合、反応物（また副産物）の除去は、金属反応物のフローを止め
、キャリヤーガスを供給し続ける（つまり、キャリヤーガスはパージガスとして役立つ）
ことを必要としうる。
【００３７】
　ワークピース表面上の最大のステップカバレージは、個々の自己制限的なパルスの期間
中に金属ソース物質分子のせいぜい約一分子層しか化学吸着されないときに得ることがで
きる。化学吸着された種のサイズ及び反応点の数が原因で、金属反応物の各パルスで成膜
されるのは典型的には単分子層（ＭＬ）未満である。
【００３８】
　このサイクルの次の段階では、前のパルスによって基板表面上に残された金属含有分子
と反応する第２のソースケミカルのパルスが供給される。第２のソースケミカルは好まし
くは窒素（窒素ソース物質）を含む。したがって、窒素は、金属反応物によって残された
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単分子層と第２のソースケミカルとの相互作用によって薄膜に取り込まれる。この段階は
本明細書で「第２の段階」あるいは「窒素寄与段階」と呼ぶ。好ましい実施の形態では、
第２のソースケミカルは窒素含有化合物（例えばＮＨ３）であり、また、化学吸着された
金属種との反応は、基板上に窒化金属膜を生成する。
【００３９】
　超過の第２のソースケミカル及び反応副産物は、もしあれば、排気システムを利用した
パージ及び／又は排出によって反応空間から除去される。パージは、アルゴン（Ａｒ）あ
るいはヘリウム（Ｈｅ）のような不活性ガスを使用して実行され得る。
【００４０】
　ＡＬＤサイクルの第３の段階は還元剤を提供するステップを含む。好ましい実施の形態
では、還元剤は、形成された薄膜を構成する遷移金属へ電子を供給することができる。そ
れによって、遷移金属の酸化状態を下げる。好ましい実施の形態では、還元剤は水素の励
起種（例えば、水素ラジカル）を含む水素プラズマである。したがって、いくつかの実施
の形態では、水素プラズマが窒化金属膜からハロゲン化物原子（残留物）を除去し、それ
によって、窒化金属膜を還元する。例えば、遷移金属がＴａであり、窒化タンタルの誘電
体相（例えば、Ｔａ３Ｎ５）が基板表面に形成された場合、水素プラズマへの膜の暴露が
、Ｔａの酸化状態を「＋５」から「＋３」に低減して、導電性の窒化タンタル薄膜を生成
する。
【００４１】
　「第２の段階」及び「第３の段階」と呼ばれているが、これらの呼び方は便宜上のもの
であり、各ＡＬＤサイクルにおける段階の実際の順序を示すものでない。したがって、「
第１の段階」の後、ＡＬＤサイクルは、第２あるいは第３の段階のいずれかへも続き得る
。その結果、いくつかの実施の形態では、パルスシーケンスは遷移金属ソース物質パルス
／水素プラズマパルス／窒素ソース物質パルスであり得る。別の実施の形態では、パルス
シーケンスは遷移金属ソース物質パルス／窒素ソース物質パルス／水素プラズマパルスで
あり得る。反応物パルスが、上に説明されるように、好ましくはパージガス及び／又は排
気システムを使用した排出で超過反応物及び／又は反応副産物（もしあれば）を除去する
パージステップによって好ましくは分離される。さらに、各段階（別の段階と共に、ある
いは単独で）は他の段階に先立って所定回数繰り返され得る。例えば、順に実行された第
１の段階と第２の段階は、第３の段階に先立って５回繰り返すことができる。別の例とし
て、順に実行された第１の段階及び第３の段階は、第２の段階に先立って５回繰り返すこ
とができる。当業者は、第１の段階及び第３の段階（あるいは第２の段階）の繰り返し回
数が組成的に均一な窒化金属膜の形成（以下参照）を可能にするように選択されることを
理解するであろう。さらに、当然のことながら、最初の２つの段階の繰り返し回数は、好
ましくは、形成された窒化金属膜が、その大部分が第３の段階で還元されるのを可能にす
る厚さを有するようなものである。一実施の形態では、最初の２つの段階は、高々５０ナ
ノメータ（ｎｍ）の厚さの窒化金属薄膜が形成されるまで繰り返されることができる。そ
れによって、第３の段階で窒化金属薄膜の十分な還元を可能にする。
【００４２】
　さらに、もしパージあるいは別の反応物除去ステップのみが介在する場合、一つの段階
は基本的に直ちに別の段階に続くと考える。
【００４３】
　一実施の形態では、ＡＬＤサイクルは、以下のステップを含む。
　　１．遷移金属ハロゲン化物を反応空間に供給するステップ
　　２．超過遷移金属ハロゲン化物及び反応副産物をパージ及び／又は排出するステップ
　　３．窒素ソース物質を反応空間に供給するステップ
　　４．超過窒素ソース物質及び反応副産物をパージ及び／又は排出するステップ
　　５．水素プラズマを反応空間に供給するステップ、及び
　　６．超過水素プラズマ及び反応副産物をパージ及び／又は排出するステップ
【００４４】
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　好ましい実施の形態では、水素プラズマを供給するステップ（ステップ５）は、基板を
含んでいる反応空間に水素ガスを導入するステップ、及びイン・シトゥーで（つまり、反
応空間の中で）水素プラズマを生成するステップを含む。パワーが、プラズマを生成する
ためにＲＦ電極に供給される。所望の暴露時間の後、プラズマ生成が終了される。また、
反応副産物（もしあれば）がパージ及び／又は排出ステップ（ステップ６）を用いて除去
される。別の実施の形態では、水素プラズマが、反応空間と流体的に繋がる遠隔の場所で
生成され、そして、反応空間に導かれる。好ましい実施の形態では、水素プラズマ生成の
方法にかかわらず、水素プラズマは主に基板表面に導かれる。
【００４５】
　いくつかの実施の形態では、ステップ５は各ＡＬＤサイクルに含まれる。しかしながら
、別の実施の形態では、ステップ５が導入される前に、ステップ１～４を数回繰り返すこ
とができる。したがって、いくつかの実施の形態では、ステップ５が含まれる前に、ステ
ップ１～４は１０回まで繰り返される。別の実施の形態では、ステップ５が含まれる前に
、ステップ１～４は、１００回まであるいは１０００回までさえ、又はそれ以上繰り返さ
れる。ステップ１～４の繰り返し回数は好ましくは、窒化金属膜が、ステップ５で実質的
に該膜の全体の還元を可能にする厚さを有することを保証するように選択される。
【００４６】
　水素プラズマを基板表面へ導くことによって、好ましい方法は有利に、基板上に導電相
の窒化タンタル（例えば、ＴａＮ）膜の形成、及び上述したようにシャワーヘッドを含み
うる反応器の壁の上に誘電体相の窒化タンタル（例えば、Ｔａ３Ｎ５）膜の形成を可能に
する。プラズマパラメータは、水素プラズマの暴露を主に基板表面に限定するように選択
され得る。
【００４７】
　いくつかの実施の形態では、基板が導電窒化タンタル膜の形成の間に加熱される。その
ような場合では、基板温度が約２５０℃～４００℃となるように選択される。さらに、膜
形成の間に、反応器圧力が約０．５Ｔｏｒｒ及び１０Ｔｏｒｒ間に維持される。
【００４８】
　いくつかの場合に、プラズマパラメータ（例えば、プラズマパワー）及び／又はプラズ
マパルス持続時間が窒化タンタル膜内の不純物（例えば、ハロゲン化物、酸素）のレベル
を減少するために調節され得る。成膜後に窒化タンタル膜に残るどんな不純物もポスト成
膜ステップで水素プラズマへの暴露を介して除去されることができる。いくつかの場合に
は、成膜サイクルまたはポスト成膜の間に、水素のプラズマ励起種へ基板を１秒間以上さ
らすならば、導電窒化タンタル膜からほとんどの不純物を除去する。
【００４９】
　図１に示すように、本発明の典型的な実施例では、最初の表面終端後に、必要か望まれ
ている場合、第１反応物またはソース物質が基板に供給される（ステップ１０２）。好ま
しい実施の形態によれば、第１の反応物パルスがキャリヤーガス、及び対象の基板表面と
反応的な揮発性のハロゲン化物種を含む。揮発性のハロゲン化物種は、形成される膜の一
部を形成する金属種を含む。従って、ハロゲン含有種がワークピース表面上に吸着する。
示された実施の形態では、第１の反応物は金属ハロゲン化物のような遷移金属ソース物質
である。また、形成されている薄膜は金属物質、好ましくは導電窒化金属を含む。第１の
反応物パルスは、第１反応物パルスのどんな超過成分もこのプロセスによって形成された
単分子層とはこれ以上反応しないようにワークピース表面で自己飽和する。自己飽和が、
ハロゲン化物端部のような更なる反応から膜を保護する配位子によって促進され、単分子
層を終端する。
【００５０】
　そして、第１の反応物は反応空間から除去される（ステップ１０４）。ステップ１０４
は、第１反応物またはケミカルのフローを止める一方で、キャリヤーガスを十分な時間だ
け流し続けて、反応空間から超過反応物および反応物副産物を拡散、または除去すること
を必要とする。キャリヤーガスは、好ましくは不活性ガス（例えば、ＨｅまたはＡｒ）で
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あり、好ましくは反応室体積の約２倍より大きく、より好ましくは反応室体積の約３倍よ
り大きい体積で流される。このような場合では、キャリヤーガスは反応物除去ステップ１
０４の期間中にパージガスの役割をする。好ましくは、除去ステップ１０４は、第１の反
応物パルスのフローを止めた後に、パージガスを約０．１秒～２０秒流し続けるステップ
を含む。パルス間のパージは、１９９９年９月８日出願された「薄膜成長の装置及び方法
」を表題とする番号６，５１１，５３９のアメリカ合衆国特許に説明されている。その開
示全体は参照によって本明細書の一部として取り入れている。別の構成では、反応室は、
ケミカルを交替する間に減圧排気することができる。例えば、１９９６年６月６日に公表
された「薄膜成長の方法及び装置」を表題とする番号ＷＯ　９６／１７１０７のＰＣＴ公
開を参照することができる。その開示全体は参照によって本明細書の一部として取り入れ
ている。吸着ステップ１０２及び反応物除去ステップ１０４は併せて、１つのＡＬＤサイ
クルの第１の段階１１０に相当する。このように、説明されたＡＬＤサイクルの第１の段
階は金属段階である。
【００５１】
　図１にさらに示すように、第２の反応物またはソースケミカルがワークピースへパルス
的に供給される（ステップ１０６）。第２のケミカルは望ましくは、第１の反応物によっ
て残された単分子層と反応し、あるいはその上に吸着される。示された実施の形態では、
第２の反応物は水素プラズマである。また、第２の反応物パルスステップ１０６は、反応
器内で水素プラズマを生成するか、あるいは、遠隔に生成された水素プラズマを供給する
ステップを含む。水素プラズマが、第１の段階で形成された膜内の金属の酸化状態を低減
する。さらに、水素プラズマ中の水素原子が、第１の段階で形成された単分子層と反応し
て単分子層からハロゲン化物原子を除去する。
【００５２】
　単一層を還元する十分な時間の後に、プラズマ生成が終了し、また、どんな反応副産物
（また好ましくは揮発性の）も、好ましくはパージガスパルスによって、反応空間から除
去される（ステップ１０８）。この除去ステップは、ステップ１０４について説明された
ように実施することができる。ステップ１０６及び１０８は併せて、説明されたＡＬＤプ
ロセスの第２の段階１２０を表す。この第２の段階１２０は還元段階とも呼ぶことができ
る。
【００５３】
　次に、第３の反応物またはソース物質パルスがワークピースに供給される（ステップ１
１０）。第３反応物またはケミカルは、望ましくは、第１および第２の反応物によって残
された単一層と反応する、あるいはその上に吸着する。示された実施の形態では、この第
３の反応物パルスステップ１１０は、反応空間（あるいは反応室）に第３のソース物質を
含むキャリヤーガスを供給するステップを含む。第１の反応物が金属ハロゲン化物を含み
、第２の反応物が水素のプラズマ励起種（例えば、水素ラジカル）を含む特定の実施の形
態では、第３の反応物パルスが基板表面上の成長中の膜と反応して、たった単分子層の窒
化金属しか残さない。好ましい実施の形態では、第３の反応物は例えばアンモニア（ＮＨ

３）のような窒素ソース物質である。
【００５４】
　第３の反応物が単分子層と反応し、完全に飽和する（ステップ１１０）十分な時間の後
、どんな超過の第３の反応物もワークピースから除去される（ステップ１１２）。第１反
応物の除去ステップ１０４でのように、このステップ１１２は好ましくは、第３ケミカル
のフローを止め、第３反応物パルスからの超過反応物および揮発性の反応副産物を反応空
間から拡散し、パージするために十分な時間だけキャリヤーガスを流し続けるステップを
含む。第３の反応物パルスステップ１１０及び除去ステップ１１２は併せて、説明されて
いるプロセスの第３の段階１３０を表し、窒素寄与段階としても考えることができる。
【００５５】
　所望の厚さの導電窒化タンタル膜が基板上に形成されるまで、第１の段階１１０、第２
の段階１２０及び第３の段階１３０を繰返すことができる（ステップ１４０）。例えば、
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望まれるような厚さを有する導電窒化金属膜を形成するために、これらの３つの段階は１
０回、１００回、あるいは１０００回繰り返し得る。
【００５６】
　窒化タンタル膜の厚さはアプリケーションに応じて変ることができる。例えば、ＩＣメ
タライゼーション中の銅バリヤー層としての１つの実施の形態では、窒化タンタル薄膜は
、約１５ナノメータ（ｎｍ）あるいはそれ以下の厚さを有することができる。金属ゲート
アプリケーション用の別の実施の形態では、窒化タンタル膜は、約１ｎｍ～１０ｎｍ間の
厚さを有することができる。さらに、ＭＩＭ金属電極アプリケーション用の別の実施の形
態では、窒化タンタル膜は、約５ｎｍ～３０ｎｍ間の厚さを有することができる。
【００５７】
　上に言及されたように、いくつかの実施の形態では、順に実行される第１段階及び第２
の段階は、第３の段階の前に所定回数繰り返すことができる。例えば、第１の段階と第２
の段階は、第３の段階に先立って５回あるいは１０回繰り返し得る。このようにして、一
単分子層以上の厚さを有する還元された金属膜が形成される。しかしながら、当業者は、
第１及び第２の段階の繰り返し回数が、基板上に成分的に均一の導電窒化金属膜の形成を
可能にするように選択されることを理解できるであろう。すなわち、繰返しの数（従って
、厚さ）は還元された金属膜の完全な窒化を第３の段階において可能にするように注意深
く選択される。
【００５８】
　本発明の代替実施例（図示せず）では、第３の段階は第１の段階に続く。この場合、窒
素ソース物質の供給あるいはパルスステップ１１０は、超過の遷移金属ソース物質及び副
産物の除去ステップ１０４に直ちに続く。単分子層と完全に反応するための十分な時間の
後、窒素ソース物質及び反応副産物（もしあれば）が好ましくはパージガスパルスによっ
て反応空間から除去される。第２の段階１２０はこの除去ステップに続く。その場合には
、水素プラズマが窒化金属膜を還元するためにパルス的に供給される。１つの代替として
、順に実施される第１の段階および第３の段階は第２段階の前に所定の回数繰り返すこと
ができる。例えば、第１の段階及び第３の段階が、第２の段階に先立って５回あるいは１
０回繰り返され得る。このようにして、厚さが１つの単分子層以上の窒化金属膜が形成さ
れる。いくつかの実施の形態では、このステージの窒化金属膜は非導電性的であり得る。
後続の第２の段階の実施が導電性の窒化金属膜を生成する。しかしながら、当業者は、第
１の段階および第３の段階が繰り返される回数が、成分的に均一の導電窒化金属膜の形成
を可能にするように選択されることを理解できるであろう。
【００５９】
　当然のことながら、導電窒化金属膜が化学量論的である必要はない。導電窒化金属膜は
１以上の金属対窒素の比率を有することができる。いくつかの場合には、導電窒化金属膜
は、その金属対窒素の比率が１より相当大きく、金属を豊富に含むことができる。他方で
は、非導電性の（あるいは誘電体の）窒化金属膜が、１未満の金属対窒素の比率を有する
。当然のことながら、基板上に窒化金属膜を形成する好ましい方法は、所望の金属対窒素
の比率を有する導電窒化金属膜を形成するために使用することができる。好ましくは、プ
ロセス・パラメータ（例えば、窒素ソースケミカルパルスの持続時間）が、所望の金属対
窒素の比率を有する窒化金属膜を生成するように選択される。
【００６０】
　したがって、上述した実施の形態によれば、非導電性の（あるいは誘電体の）窒化金属
膜は他の場所（例えば、反応空間壁）に形成される一方、導電性の窒化金属膜は基板表面
上に制御可能に形成される。当然のことながら、好ましい実施の形態の方法によって形成
された導電窒化金属膜は、膜性質（例えば、組成、厚さ）に応じて変化する固有抵抗（ま
た導電率）を有することができる。一実施の形態では、集積回路（ＩＣ）銅メタライゼー
ション・プロセスにおいてバリヤー層として使用される導電窒化金属膜は好ましくは約４
００μΩｃｍ以下のバルク抵抗率を有する。基本的に、固有抵抗は、約３０００μΩｃｍ
未満、好ましくは約２０００μΩｃｍ未満、より好ましくは約１０００μΩｃｍ未満、最
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も好ましくは約５００μΩｃｍ未満である。いくつかの実施の形態では、好ましい方法に
よって形成された導電窒化タンタル膜は、好ましくは約５００μΩｃｍ～１２００μΩｃ
ｍ間の固有抵抗を有し、より好ましくは約１０００μΩｃｍの固有抵抗を有する。
【００６１】
　ゲート電極アプリケーションでは、好ましい方法によって形成された導電窒化金属膜の
バルク抵抗率は、好ましくは同様の厚さのポリシリコン膜のバルク抵抗率より小さい。ポ
リシリコン膜は典型的には約２，５００μΩｃｍ～３，０００μΩｃｍのバルク抵抗率を
有する。好ましい方法によって形成される導電窒化金属膜は約２０００μΩｃｍ未満の固
有抵抗を有することができる。
【００６２】
　前述の実施の形態は以下、一実施例の状況で議論される。
【００６３】
実施例
　ＡＳＭ　Ｇｅｎｉｔｅｃｈ社のＰＥＡＬＤ反応器中で３００ｍｍのシリコンウェーハ上
に導電窒化タンタル膜を形成した。成膜は約３００～３５０℃の基板温度及び約９３℃の
ＴａＦ５ソースガス温度で行われた。水素（Ｈ２）プラズマ及びアンモニア（ＮＨ３）は
、還元剤及び窒素ソース物質としてそれぞれ使用された。Ｈ２プラズマは、プラズマパワ
ーを約４００Ｗに保持しながら、Ｈ２を反応器にパルス的に供給すると同時に、プラズマ
発生器へパワー（１キロワット、１３．５６ＭＨｚ）を供給することによって生成された
。ガスパルスのシーケンス及びパルス時間（ミリセカンド、「ｍｓ」）は、以下のとおり
である。
【００６４】
　　（１）ＴａＦ５パルス（９００ｍｓ）
　　（２）Ａｒパージ（３０００ｍｓ）
　　（３）Ｈ２プラズマパルス（２０００～４０００ｍｓ）
　　（４）Ａｒパージ（２０００ｍｓ）
　　（５）ＮＨ３パルス（１０００～４０００ｍｓ）
　　（６）Ａｒパージ（６０００ｍｓ）
　　ステップ（１）～（６）は、約４０ｎｍ～７０ｎｍ間の厚さの導電窒化タンタル膜が
基板上で形成されるまで繰り返された。パルスシーケンスの期間中に、絞り弁は反応器圧
力を約３Ｔｏｒｒに維持するために使用され、また、アルゴン（Ａｒ）は約６５０ｓｃｃ
ｍの流量でウェーハ上に連続的に供給された。
【００６５】
結果
　ＡＬＤ（熱／プラズマ）は、主に約３００℃の基板温度で行った。また、結果は、約３
００℃～３５０℃間の温度で得た。アンモニアパルスの期間を長くし、化学量論的窒化タ
ンタル（つまり、ＴａＮ）の約１．０及び誘電体窒化タンタル（例えばＴａ３Ｎ５）の約
１．６７の間に変化するＮ対Ｔａの比率（Ｎ／Ｔａ）を算定した結果は、窒化タンタル膜
が化学量論的な相で成長したことを示した。ＴａＦ５及びＨ２プラズマのパルスの長さま
たは期間は、アンモニア（ＮＨ３）パルスに先立って基板上に飽和した、且つ完全に還元
されたタンタル層を提供するのに十分であるように選択された。さらに、パージガスは前
駆体と反応副産物の除去を支援するために供給された。約０．５秒（ｓ）、１ｓ、２ｓ、
及び４ｓのアンモニアパルス期間のそれぞれにおいて、約８００～１０００のサイクルを
使用した結果、それぞれ連続的な帯黄色の金属の膜が基板上に形成された。
【００６６】
　シート抵抗測定は導電性の窒化タンタルを示した。シート抵抗は、アンモニアパルスの
期間を約０．５ｓから４ｓに延長しても約１００～２００オーム／ｃｍ２間に止まった。
このような範囲は、シート抵抗の正常変動内にある。それは、Ｎ対Ｔａの比率が０．５ｓ
のアンモニアパルス期間で飽和したことを示している。
【００６７】
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　Ｘ線の光電子分光法（ＸＰＳ）の結果は、先の観測結果を裏付けた。ＸＰＳの結果によ
れば、Ｎ対Ｔａの比率は、０．５ｓのアンモニアパルス期間の場合の比率とほぼ同等であ
った。膜はタンタルをわずかに多めに含んだ（Ｎ／Ｔａ＝０．８）。しかし、０．５ｓ～
４ｓのアンモニアパルス期間の間にはＮ対Ｔａの比率の変化は観察されなかった。成膜温
度を約３５０℃に上げ、アンモニアパルス期間を０．５ｓに保持した場合、膜は、Ｔａの
より好ましい酸化状態（つまり、＋３）の結果として、より化学量論的となった（Ｎ／Ｔ
ａ＝１．０）。
【００６８】
　Ｘ線の反射率測定（ＸＲＲ）の結果は、３００℃で約０．５Å／サイクル、及び３５０
℃で約０．６Å／サイクルの成長率を示した。さらに、固有抵抗が成膜温度に応じて変っ
た。例えば、固有抵抗は、３００℃で約４００μΩ－ｃｍ、及び３５０℃で約１８００μ
Ω－ｃｍであった。Ｎ対Ｔａの比率は、ＰＥＡＬＤで成長した膜の電気的性質に顕著な影
響があると分かった。
【００６９】
　約４０ｎｍ～７０ｎｍ間の厚さを有する化学量論的窒化タンタル（ＴａＮ）膜は、３０
０ｍｍのシリコンウェーハの上に、約２％（１シグマ）～４％（１シグマ）間の厚さの不
均一性を有して得られた。
【００７０】
　窒素とタンタルに加えて、ＸＰＳの結果は、ＴａＮ膜が約２～１０原子％のフッ素及び
約２～５原子％の酸素を含んでいたことを示した。フッ素と酸素の不純物は、例えば、窒
化タンタル膜の形成の期間中にプラズマパラメータを調節することによって、あるいは水
素プラズマを利用したポスト成膜処理によって除去されることができる。
【００７１】
　前述の実施の形態のうちの少なくともいくつかでは、置換が実現可能ならば、１つの実
施の形態で使用されるどんな成分も、別の実施の形態で互換的に使用することができる。
【００７２】
　当然のことながら、様々な他の省略、追加及び変更が、本発明の範囲から逸脱せずに、
上に説明された方法及び構成になされ得ることを当業者は理解できるであろう。例えば、
以上ではタンタルが好ましい方法の中で使用されたが、好ましい方法によって形成される
窒化金属膜は、例えば、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｎｂ、Ｖ、Ｈｆ、Ｚｒ、及びＴｉのような１つ
以上の別の金属を含むことができる。一例として、好ましい実施の形態に係る方法は窒化
タングステン膜を形成するために使用することができる。そのような修正及び変更はすべ
て、特許請求の範囲によって定義される本発明の範囲内にあるように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の好ましい実施例に係るパルスシーケンスのフローチャートである。
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