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(57)【要約】
【課題】半導体素子のための誘電性複合体構造が高誘電
率と共に、低リーク電流、高破壊電圧及び良好なステッ
プカバレッジの望ましい特性を保持する。
【解決手段】誘電性複合体構造は、１又は複数のリーク
遮蔽層ＬＢＬと、１又は複数の、ラミネート誘電体層Ｌ
ＤＬ、アロイ誘電体層ＡＤＬ又は共堆積誘電体層ＣＤＬ
とが交互に配置された構造を有し、かつ、前記ラミネー
ト誘電体層ＬＤＬ、前記アロイ誘電体層ＡＤＬ及び前記
共堆積誘電体層ＣＤＬの各層は、それぞれベース誘電体
層ＢＤＬに組み入れられたドーパントを含む。ＬＤＬは
ラミネート法によりＢＤＬにドーピング層を組み入れる
ことにより、ＡＤＬは合金化法によりＢＤＬにドーパン
トを組み入れることにより、ＣＤＬは共堆積法によりＢ
ＤＬベース材料とドーパントを共にパルスすることによ
り形成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板の表面上に形成された誘電性複合体構造と、を有する半導体デバイス
であって、前記誘電性複合体構造は、１又は複数のリーク遮蔽層（ＬＢＬ）と、１又は複
数の、ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）、アロイ誘電体層（ＡＤＬ）又は共堆積誘電体層（
ＣＤＬ）とが交互に配置された構造を有し、かつ、前記ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）、
前記アロイ誘電体層（ＡＤＬ）及び前記共堆積誘電体層（ＣＤＬ）の各層は、それぞれベ
ース誘電体層（ＢＤＬ）に組み入れられたドーパントを含むことを特徴とする半導体デバ
イス。
【請求項２】
　前記リーク遮蔽層（ＬＢＬ）と、前記ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）、前記アロイ誘電
体層（ＡＤＬ）又は前記共堆積誘電体層（ＣＤＬ）との各対における、該ラミネート誘電
体層（ＬＤＬ）、該アロイ誘電体層（ＡＤＬ）及び該共堆積誘電体層（ＣＤＬ）の各層の
厚さ及びドーピング濃度が同じであるか又は異なっており、かつ、ドーピング層又はドー
パントが、厚さ０．５～２００nmの前記ベース誘電体層（ＢＤＬ）に対しドーピング濃度
０．５～５０％で組み入れられることを特徴とする請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項３】
　前記ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）、前記アロイ誘電体（ＡＤＬ）層及び前記共堆積誘
電体層（ＣＤＬ）の各層の厚さが同じであるか又は異なっており、その厚さは０．１～１
００nmの範囲内であることを特徴とする請求項２に記載の半導体デバイス。
【請求項４】
　前記誘電性複合体構造が、ベース誘電体材料、ドーパント及びリーク遮蔽材料を含み、
かつ、前記ベース誘電体材料が、ＺｒＯ２と、ＨｆＯ２と、ＺｒＯ２／ＨｆＯ２混合物の
複合体とからなる群のうちの１又は複数を含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体
デバイス。
【請求項５】
　前記ドーパントが、ランタナイド金属と、III(B)族、IV(B)族及びV(B)族の金属と、III
(B)族、IV(B)族及びV(B)族の金属の酸化物とからなる群のうちの１又は複数を含むことを
特徴とする請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項６】
　前記誘電性複合体構造のリーク遮蔽材料が、ＳｉＯ２と、Ａｌ２Ｏ３とからなる群のう
ちの１又は複数を含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体デバイス。
【請求項７】
　基板表面上に誘電性複合体構造を形成する方法であって、
　１又は複数のリーク遮蔽層（ＬＢＬ）と、１又は複数の、ラミネート誘電体層（ＬＤＬ
）、アロイ誘電体層（ＡＤＬ）又は共堆積誘電体層（ＣＤＬ）とが交互に配置されるよう
に形成するステップを有し、かつ、
　前記ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）、前記アロイ誘電体層（ＡＤＬ）及び前記共堆積誘
電体層（ＣＤＬ）の各層は、それぞれベース誘電体層（ＢＤＬ）に組み入れられたドーパ
ントを含み、
　前記ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）は、ラミネート法を用いて前記ベース誘電体層（Ｂ
ＤＬ）にドーピング層を組み入れることにより形成され、
　前記アロイ誘電体層（ＡＤＬ）は、合金化法を用いて前記ベース誘電体層（ＢＤＬ）に
ドーパントを組み入れることにより形成され、
　前記共堆積誘電体層（ＣＤＬ）は、共堆積法を用いて前記ベース誘電体層（ＢＤＬ）の
ベース材料とドーパントを共にパルスすることにより形成されることを特徴とする
　誘電性複合体構造の形成方法。
【請求項８】
　前記誘電性複合体構造における交互に配置された層群の全ての層群（Ｘ、Ｙ）の形成に
おいて、単一のドーピング法が用いられることを特徴とする請求項７に記載の誘電性複合
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体構造の形成方法。
【請求項９】
　前記誘電性複合体構造における交互に配置された層群のうち１つの層群（Ｘ）の形成に
おいて、複数のドーピング法の組合せを用いることを特徴とする請求項７に記載の誘電性
複合体構造の形成方法。
【請求項１０】
　前記誘電性複合体構造における交互に配置された層群のうち１つの層群（Ｘ）と別の層
群（Ｙ）の形成において、複数のドーピング法の組合せが異なることを特徴とする請求項
９に記載の誘電性複合体構造の形成方法。
【請求項１１】
　前記誘電性複合体構造における交互に配置された層群が、中央に位置する前記ラミネー
ト誘電体層（ＬＤＬ）、前記アロイ誘電体層（ＡＤＬ）又は前記共堆積誘電体層（ＣＤＬ
）について対称であることを特徴とする請求項７に記載の誘電性複合体構造の形成方法。
【請求項１２】
　前記誘電性複合体構造における交互に配置された層群が、中央に位置する前記ラミネー
ト誘電体層（ＬＤＬ）、前記アロイ誘電体層（ＡＤＬ）又は前記共堆積誘電体層（ＣＤＬ
）について非対称であることを特徴とする請求項７に記載の誘電性複合体構造の形成方法
。
【請求項１３】
　誘電性複合体構造を作製するための原子層エピタキシー（ＡＬＤ）プロセスであって、
複数のリーク遮蔽層（ＬＢＬ）と、１又は複数の、ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）、アロ
イ誘電体層（ＡＤＬ）又は共堆積誘電体層（ＣＤＬ）とが交互に配置するように形成する
ステップを含み、かつ、前記ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）、前記アロイ誘電体層（ＡＤ
Ｌ）及び前記共堆積誘電体層（ＣＤＬ）は、ベース誘電体層（ＢＤＬ）に組み入れられた
ドーパントを含むことを特徴とする原子層エピタキシープロセス。
【請求項１４】
　前記ベース誘電体層（ＢＤＬ）の各々が、
　（ａ）ベース金属プリカーサが堆積される基板を備えたチャンバ内に、ベース金属プリ
カーサをアルゴン搬送ガスと共にパルス導入するステップと、
　（ｂ）前記基板の表面で前記ベース金属プリカーサの自己限界堆積が完了した後、過剰
の前記ベース金属プリカーサを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｃ）オゾン、Ｏ２又はＨ２Ｏであるオキシダントを前記チャンバ内にパルス導入する
ステップと、
　（ｄ）前記オキシダントを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｅ）前記ベース誘電体層（ＢＤＬ）が所望する厚さに到達するまで前記（ａ）～（ｄ
）のステップを繰り返すステップと、により形成されることを特徴とする
　請求項１３に記載の原子層エピタキシープロセス。
【請求項１５】
　前記ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）の各々が、
　（ａ）ベース金属プリカーサが堆積される基板を備えたチャンバ内に、ベース金属プリ
カーサをアルゴン搬送ガスと共にパルス導入するステップと、
　（ｂ）前記基板の表面で前記ベース金属プリカーサの自己限界堆積が完了した後、過剰
の前記ベース金属プリカーサを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｃ）オゾン、Ｏ２又はＨ２Ｏであるオキシダントを前記チャンバ内にパルス導入する
ステップと、
　（ｄ）前記オキシダントを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｅ）ドーパントプリカーサをアルゴン搬送ガスと共に前記チャンバ内にパルス導入す
るステップと、
　（ｆ）前記ベース金属プリカーサ上で前記ドーパントプリカーサの自己限界堆積が完了
した後、過剰の前記ドーパントプリカーサを前記チャンバからパージするステップと、
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　（ｇ）オキシダントを前記チャンバ内にパルス導入するステップと、
　（ｈ）前記オキシダントを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｉ）前記ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）が所望する厚さに到達するまで前記（ａ）～
（ｈ）のステップを繰り返すステップと、により形成されることを特徴とする
　請求項１３に記載の原子層エピタキシープロセス。
【請求項１６】
　前記アロイ誘電体層（ＡＤＬ）の各々が、
　（ａ）ベース金属プリカーサが堆積される基板を備えたチャンバ内に、ベース金属プリ
カーサをアルゴン搬送ガスと共にパルス導入するステップと、
　（ｂ）前記基板の表面で前記ベース金属プリカーサの自己限界堆積が完了した後、過剰
の前記ベース金属プリカーサを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｃ）ドーパントプリカーサをアルゴン搬送ガスと共に前記チャンバ内にパルス導入す
るステップと、
　（ｄ）前記ベース金属プリカーサ上で前記ドーパントプリカーサの自己限界堆積が完了
した後、過剰の前記ドーパントプリカーサを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｅ）オキシダントを前記チャンバ内にパルス導入するステップと、
　（ｆ）前記オキシダントを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｇ）前記アロイ誘電体層（ＡＤＬ）が所望する厚さに到達するまで前記（ａ）～（ｆ
）のステップを繰り返すステップと、により形成されることを特徴とする
　請求項１３に記載の原子層エピタキシープロセス。
【請求項１７】
　前記共堆積誘電体層（ＣＤＬ）の各々が、
　（ａ）ベース金属プリカーサ及びドーパントプリカーサが堆積される基板を備えたチャ
ンバ内に、ベース金属プリカーとドーパントプリカーサを共に、アルゴン搬送ガスと共に
パルス導入するステップと、
　（ｂ）前記基板の表面での混合した前記ベース金属プリカーサ及びドーパントプリカー
サの自己限界堆積が完了した後、過剰の前記ベース金属プリカーサ及びドーパントプリカ
ーサを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｃ）オキシダントを前記チャンバ内にパルス導入するステップと、
　（ｄ）前記オキシダントを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｅ）前記共堆積誘電体層（ＣＤＬ）が所望する厚さに到達するまで前記（ａ）～（ｄ
）のステップを繰り返すステップと、により形成されることを特徴とする
　請求項１３に記載の原子層エピタキシープロセス。
【請求項１８】
　前記リーク遮蔽層（ＬＢＬ）の各々が、
　（ａ）リーク遮蔽プリカーサが堆積される基板を備えたチャンバ内に、リーク遮蔽プリ
カーサをアルゴン搬送ガスと共にパルス導入するステップと、
　（ｂ）前記基板の表面で前記リーク遮蔽プリカーサの自己限界堆積が完了した後、過剰
の前記リーク遮蔽プリカーサを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｃ）オキシダントを前記チャンバ内にパルス導入するステップと、
　（ｄ）前記オキシダントを前記チャンバからパージするステップと、
　（ｅ）前記リーク遮蔽層（ＬＢＬ）が所望する厚さに到達するまで前記（ａ）～（ｄ）
のステップを繰り返すステップと、により形成されることを特徴とする
　請求項１３に記載の原子層エピタキシープロセス。
【請求項１９】
　不活性ガスの存在下、３００℃～９００℃の温度にてアニーリングを行う後処理アニー
リングにより、前記誘電性複合体構造を結晶学的に安定化させるステップをさらに有する
ことを特徴とする
　請求項１３に記載の原子層エピタキシープロセス。
【請求項２０】
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　前記誘電性複合体構造に対し赤外線、可視光線又は紫外線を照射する後処理アニーリン
グにより、前記誘電性複合体構造を結晶学的に安定化させるステップをさらに有すること
を特徴とする
　請求項１３に記載の原子層エピタキシープロセス。
【請求項２１】
　前記誘電性複合体構造に対し電子又はイオンを照射する後処理アニーリングにより、前
記誘電性複合体構造を結晶学的に安定化させるステップをさらに有することを特徴とする
　請求項１３に記載の原子層エピタキシープロセス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子のための誘電性複合体構造を作製する方法及びシステムに関する
ものであり、その誘電性複合体構造は、大きく効果的な誘電率を実現する一方、低リーク
電流、高破壊電圧、及び良好なステップカバレッジ（段差被覆性）等の望ましい特性を保
持するものである。
【背景技術】
【０００２】
　３０nmノードを超える素子のための半導体製造プロセスにおいては、高キャパシタンス
、低リーク電流、及び低電力消費の性能要求を満たすために、高い誘電率（いわゆる「Ｈ
ｉｇｈ－ｋ」）材料が必要とされる。高誘電率の膜は、他の用途の中でも、典型的にダイ
ナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲＡＭ）素子内のキャパシタ誘電体、金属酸
化物半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）内のゲート絶縁体層、又は、フラッシ
ュメモリ回路内のトンネルゲート誘電体を形成するために用いられる。
【０００３】
　酸化ハフニウム（ＨｆＯ２）及び酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）は、高誘電率材料とし
て広く用いられており、ＳｉＯ２及びＡｌ２Ｏ３の誘電率よりも高い誘電率、広いバンド
ギャップ、高い屈折率及び良好な熱安定性をもたらす。酸化物材料の誘電率をさらに高め
るために、ＨｆＯ２及びＺｒＯ２中へのドーピング材料の注入が研究されたが、いかにし
て誘電率を高めつつ低リーク電流と高破壊電圧を維持するかという課題が残されている。
【０００４】
　特許文献１には、酸化セリウム及び酸化アルミニウムを含む誘電体を有する装置を形成
する方法が記載されている。特許文献２には、結晶学的に安定なドープされたハフニウム
・ジルコニウムをベースとする膜を形成する方法が記載されている。特許文献３にはドー
プされたＺｒＯ２キャパシタが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７７５４６１８号明細書
【特許文献２】米国特許第７８３３９１３号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１２／０１２７６２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、大きい誘電率を実現する一方、低リーク電流、高破壊電圧、及び良好なステ
ップカバレッジ等の望ましい特性を保持する誘電性複合体構造を実現することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態では、本発明は、交互に配置された１又は複数のリーク遮蔽層（Leakage Bl
ocking Layer(s)：ＬＢＬ）と、１又は複数の、ラミネート誘電体層（Laminate Dielectr
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ic Layer(s)：ＬＤＬ）、アロイ誘電体層（Alloy Dielectric Layer(s）：ＡＤＬ）又は
共堆積誘電体層（Co-deposit Dielectric Layer(s）：ＣＤＬ）とを有する。各ＬＤＬ、
ＡＤＬ、及びＣＤＬは、それぞれのベース誘電体層（ＢＤＬ）に組み入れられたドーパン
トを含む。ＬＤＬは、ラミネート法を用いてＢＤＬにドーピング層を組み入れることによ
り形成され、ＡＤＬは、合金化法を用いてＢＤＬにドーパントを組み入れることにより形
成され、そしてＣＤＬは、共堆積法を用いてＢＤＬベース材料とドーパントを共にパルス
することにより形成される。ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ層は、同程度又は異なる厚さ及びド
ーピング濃度とすることができる。ドーパント又はドーピング層は、０．５～２００nmの
いずれの厚さでＢＤＬに組み入れてもよく、かつ、０．５～５０％の範囲のいずれのドー
ピング濃度を用いてもよい。ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ及びＬＢＬの層の数は、リーク電流
を調整すると同時になお誘電性複合体構造の誘電率を維持するように選択することができ
る。ベース誘電体材料は、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２、及びＺｒＯ２／ＨｆＯ２混合物のいずれ
の複合体を含んでもよい。ドーパントは、ランタナイド金属；III(B)族、IV(B)族及びV(B
)族の金属；これらの金属の酸化物を含んでもよい。リーク遮蔽材料は、ＳｉＯ２及びＡ
ｌ２Ｏ３を含んでもよい。
【０００８】
　本発明の実施形態による、ＢＤＬ、ＬＤＬ、ＡＤＬ、ＣＤＬ及びＬＢＬ材料を含む誘電
性複合体構造を作製するための原子層エピタキシー（ＡＬＤ）プロセスは、ドープ誘電体
の堆積（ＬＤＬ、ＡＤＬ又はＣＤＬのプロセスを含む）と、リーク遮蔽誘電体の堆積との
組合せを含むことができる。組み合わされたプロセスは、必要なドーピング濃度、積層厚
さ、及び電気的性能をもった膜を形成するように設計することができる。ＢＤＬの厚さは
、ベース誘電体のプロセスのサイクル数により制御することができる。ドープ誘電体層（
ＬＤＬ、ＡＤＬ及びＣＤＬ）の厚さは、ドープ誘電体層のプロセスのサイクル数により制
御することができる。ＬＢＬの厚さは、リーク遮蔽層のプロセスのサイクル数により制御
することができる。各ＡＬＤプロセスのサイクルにおいて、（ベース金属プリカーサ、ド
ーパントプリカーサ及び遮蔽プリカーサのための）金属パルスの時間及び流量は制御可能
である。各ＡＬＤプロセスにおいて、オキシダントパルスの時間及び流量は制御可能であ
る。ＡＬＤプロセス中にこれらの材料を形成するための堆積温度は、１００℃～５００℃
（境界値を含む）としてよい。所望する膜特性を得るために、堆積後の誘電性複合体構造
をアニーリングする後処理ステップを用いてもよい。
【０００９】
　酸化物ＢＤＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、ベース金属プリカー
サがアルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にＡＬＤ装置のチャンバ内にパルス導入さ
れる。基板表面上でのベース金属プリカーサの自己限界堆積プロセスが完了した後、過剰
なベース金属プリカーサはパージされて放出され、オキシダント（例えばオゾン、Ｏ２、
Ｈ２Ｏ）がチャンバ内にパルス導入される。最後に、オキシダントがパージされて放出さ
れる。これらのステップは、望ましいＢＤＬ厚さが得られるまで繰り返してもよい。
【００１０】
　ドープ誘電体ＬＤＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、ラミネート法
を用いてドーピング層がＢＤＬに組み入れられる。ドーピング層とＢＤＬの厚さの比は、
望ましいドーピング濃度が得られる０～５０％の範囲である。ドーピング層をＢＤＬにラ
ミネートするシーケンスは、最適な電気的性能をもった望ましいドーピング層を実現する
ように選択される。ＬＤＬ形成プロセスのシーケンスは、ＡＬＤ装置のチャンバ内にベー
ス金属プリカーサをアルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にパルス導入することを含
む。基板表面上でのベース金属プリカーサの自己限界堆積プロセスが完了した後、過剰な
ベース金属プリカーサはパージされて放出され、オキシダント（例えばオゾン、Ｏ２、Ｈ

２Ｏ）がチャンバ内にパルス導入される。その後、オキシダントがパージされて放出され
た後、ドーパントプリカーサがアルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にチャンバ内に
パルス導入される。基板表面上でのドーパントプリカーサの自己限界堆積プロセスが完了
した後、過剰なドーパントプリカーサはパージされて放出され、オキシダント（例えばオ
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ゾン、Ｏ２、Ｈ２Ｏ）がチャンバ内にパルス導入され、そして、オキシダントがパージさ
れて放出される。これらのステップは、望ましいＬＤＬ厚さが得られるまで繰り返しても
よい。
【００１１】
　ドープ誘電体ＡＤＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、ＡＤＬは、チ
ャンバ内へのオキシダントの射出前に、ベース金属及びそれに続くドーパントのパルス導
入（１回又は複数回）を行うことにより形成される。ドープ層とＢＤＬの厚さの比は、望
ましいドーピング濃度が得られる０～５０％の範囲である。ドーピング濃度は、各ＡＬＤ
サイクル中に射出されるドーパントの量により制御することもできる。ドーパントをＢＤ
Ｌ中に合金化するシーケンスは、最適な電気的性能をもったドープ層を実現するように選
択される。ＡＬＤ層形成のためのそのようなプロセスの一例は、ＡＬＤ装置のチャンバ内
にベース金属プリカーサをアルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にパルス導入するこ
とを含む。基板表面上でのベース金属プリカーサの自己限界堆積プロセスが完了した後、
過剰なベース金属プリカーサはパージされて放出された後、ドーパントプリカーサがアル
ゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にチャンバ内にパルス導入される。堆積後、過剰な
ドーパントプリカーサはパージされて放出され、オキシダント（例えばオゾン、Ｏ２、Ｈ

２Ｏ）がチャンバ内にパルス導入される。最後に、オキシダントがパージされてチャンバ
から放出される。これらのステップは、望ましいＡＤＬ厚さが得られるまで繰り返しても
よい。
【００１２】
　ドープ誘電体ＣＤＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、ＣＤＬは、チ
ャンバ内へのオキシダントの射出前に、ベース金属及びドーパントを同時に射出すること
により形成される。ドーピング濃度は、パルスに用いられるベース金属プリカーサとドー
パントプリカーサの比を変えることにより制御可能である。ドーピング濃度は、０～５０
％の範囲の、共堆積する層とＢＤＬとの厚さの比により制御してもよい。ベース金属／ド
ーパントをＢＤＬ中に共堆積させるシーケンスは、最適な電気的性能をもった望ましいド
ープ層が得られるように選択される。ＣＤＬを形成するためのプロセスシーケンスの一例
は、ベース金属プリカーサ及びドーパントプリカーサをアルゴン（又は他の中性の）搬送
ガスと共にチャンバ内にパルス導入することを含む。基板表面上での混合したベース金属
プリカーサとドーパントプリカーサの自己限界堆積プロセスが完了した後、過剰なベース
金属プリカーサ及びドーパントプリカーサがパージされて放出され、オキシダント（例え
ばオゾン、Ｏ２、Ｈ２Ｏ）がチャンバ内にパルス導入される。最後に、オキシダントがパ
ージされてチャンバから放出される。これらのステップは、望ましいＣＤＬ厚さが得られ
るまで繰り返してもよい。
【００１３】
　酸化物ＬＢＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、リーク遮蔽プリカー
サが、アルゴン（又は他の）搬送ガスと共にチャンバ内にパルス導入される。基板表面上
でリーク遮蔽プリカーサの自己限界堆積が完了した後、過剰なリーク遮蔽プリカーサはパ
ージされて放出され、そしてチャンバ内にオキシダント（オゾン、Ｏ２又はＨ２Ｏ）がパ
ルス導入される。最後に、オキシダントがパージされてチャンバから放出される。これら
のステップは、望ましいＬＢＬの厚さが得られるまで繰り返してよい。
【００１４】
　本発明の誘電性複合体構造は、正四面体相及び／又は立方体相で結晶学的に安定となる
ことができる。これらは、後処理アニーリングによってより高い誘電率を有する。この構
造は、アルゴン、Ｎ２若しくはフォーミングガスＮ２／Ｈ２等の不活性ガス下において、
又は他の環境下においてアニーリングすることができる。この構造は、３００～９００℃
（境界値を含む）にてアニーリングすることができる。この構造はまた、赤外線、可視光
線又は紫外線による照射を行うことができ、かつ／又は、電子及びイオンの照射による処
理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態により構成された誘電性複合体構造の一例を示す図
である。
【図２】図２の各グラフは、幾つかの設計を基に本発明により作製し３００℃～９００℃
の間の温度でアニーリングした誘電性複合体構造において、電気的性能が向上した例を示
している。
【図３】図３は、本発明の実施形態による誘電性複合体構造の作製のためのプロセスの一
例を示した図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態による誘電性複合体構造を作製するための原子層エピ
タキシー（ＡＬＤ）装置の一例を示した図である。
【図５】図５は、図４とは別のＡＬＤ装置の例を示した図である。
【図６】図６は、本発明により構成されたＡＬＤ装置と共に用いるに適したプロセッサベ
ースのコントローラの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施形態を以下に詳細に説明する。
【００１７】
　本明細書では、半導体素子のための誘電性複合体構造を作製する方法及びシステムを開
示しており、その誘電性複合体構造は、効果の大きい誘電率を実現する一方、低リーク電
流、高破壊電圧及び良好なステップカバレッジ（段差被覆性）等の望ましい特性を保持す
るものである。
【００１８】
　多様な実施形態において、本発明は、汎用的なＨｆＯ２及びＺｒＯ２膜よりも効果の大
きい誘電率を有しかつ低リーク電流、高破壊電圧及び良好なステップカバレッジ等の他の
望ましい特性を呈する誘電性複合体構造の機構、並びに、斯かる誘電性複合体構造を作製
するためのプロセスフロー及び機器設計に関するものである。本発明の誘電性複合体構造
は、キャパシタンスを高める材料からなる１つの薄層と、リーク電流を抑制する材料から
なる別の薄層とを交互に又は繰り返し積層したものを含む。この誘電性複合体構造を作製
するための原子層エピタキシー（ＡＬＤ）法及び装置について、多様なラミネート、合金
化、及び共堆積の手法を用いた選択されたドーピング層及びリーク遮蔽層と共に説明する
。本発明は、多数の分野において用途を見出すことができる。例えば、ＤＲＡＭ及びフラ
ッシュメモリにおける、並びに他の市販の半導体素子における相補型金属酸化物半導体（
ＣＭＯＳ）ゲート積層体の製造である。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態により構成された誘電性複合体構造１０の一例を示す図で
ある。図示のように、本発明により形成された誘電性複合体構造は、キャパシタンスを高
めるためのドープ誘電体層（ＬＤＬ、ＡＤＬ又はＣＤＬと示されている）と、リーク電流
を抑制若しくは遮蔽するための別の層（ＬＢＬ層と示されている）との交互の又は繰り返
しの積層体を含む。この誘電性複合体構造１０は、高誘電率（ｋがＨｆＯ２又はＺｒＯ２

のそれよりも大きい）でありながら、なお低い電気的リークを維持する。
【００２０】
　多様な実施形態において、誘電性複合体構造１０は、ラミネート、合金化又は共堆積の
手法を用いて、最適なＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬとＬＢＬの組合せ積層体を構築することに
より形成される。ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ材料については、いずれのＡＤＬプロセスサイ
クル中においても０．５～２００nmのいずれかの厚さでドーパント又はドーピング層をベ
ース誘電体層（ＢＤＬ）に組み入れることができる。ＬＢＬ材料については、層の厚さを
０．１～１００nmの範囲としてよい。本発明による誘電性複合体構造１０は、図１に示し
たＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ（２）に対して対称的又は非対称的のいずれであってもよい。
【００２１】
　ベース誘電体層（ＢＤＬ）は、精確に制御された層厚にてＡＬＤプロセスにより形成で
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きる。その後、望ましい電気的性能と精確に制御されたドーピング濃度をもつ選択された
ドーパントをＢＤＬ材料に組み入れるＡＬＤプロセスにより、ドープ誘電体層を形成でき
る。次々に適用される複数の膜を用いて形成された、ＢＤＬとドーピング層とをもつドー
プ誘電体層を、ここでは「ラミネート誘電体層（ＬＤＬ）」と称することとする。交互の
ベース金属／ドーパントのパルス技術を用いて形成された、ＢＤＬとドーパントとをもつ
ドープ誘電体層を、ここでは「アロイ誘電体層（ＡＤＬ）」と称することとする。共堆積
プロセスを用いて形成された、ＢＤＬとドーパントとをもつドープ誘電体層を、ここでは
「共堆積誘電体層（ＣＤＬ）」と称することとする。リーク遮蔽層（ＬＢＬ）は、同様に
、精確に制御された層厚にてＡＬＤプロセスにより形成できる。
【００２２】
　本発明により作製された誘電性複合体構造は、限定しないが以下の望ましい電気的特性
をもった高誘電率のドープされた誘電体材料を提供する。
　・ＨｆＯ２又はＺｒＯ２の単独の誘電率よりも大きい誘電率
　・ＨｆＯ２又はＺｒＯ２の単独のリーク電流と同等か又はより低いリーク電流
　・ＨｆＯ２又はＺｒＯ２の単独の破壊電圧と同等か又はより高い破壊電圧
　・ＨｆＯ２又はＺｒＯ２の単独のステップカバレッジと同等か又はより良好なステップ
カバレッジ
【００２３】
　ドープ誘電体層（ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ）とリーク遮蔽層（ＬＢＬ）の積層体の最適
設計により作製された誘電性複合体構造は、典型的な半導体プロセス温度にて、より高い
誘電率を有する正四面体及び立方体の形成を促進する。３００℃～９００℃の後処理アニ
ーリングにより、誘電率をさらに高めることができる。図２の各グラフは、幾つかの設計
を基に本発明により作製し３００℃～９００℃の間の温度でアニーリングした誘電性複合
体構造において、電気的性能が向上した例を示している。
【００２４】
　グラフＡに示すように、本発明の誘電性複合体構造では、ＨｆＯ２又はＺｒＯ２等のベ
ース誘電体材料と比べて、誘電率において１０～１００％の向上が実現される。グラフＢ
に示すように、本発明の誘電性複合体構造では、ＨｆＯ２又はＺｒＯ２等のベース誘電体
材料と比べて、リーク電流密度において５０％の減少が実現される。グラフＣに示すよう
に、本発明の誘電性複合体構造では、ＨｆＯ２又はＺｒＯ２等のベース誘電体材料と比べ
て、破壊電圧（Ｖｂｄ）において７０％の向上が実現される。グラフＤに示すように、本
発明の誘電性複合体構造では、８０％を超えるステップカバレッジを残すことが可能であ
る。
【００２５】
　図３は、本発明の実施形態による誘電性複合体構造の作製のためのプロセス２０の一例
を示した図である。このプロセスは、特に、ベース誘電体層（ＢＤＬ）と、ラミネート、
合金化及び共堆積手法を用いるドープ誘電体層（ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ）と、リーク遮
蔽層（ＬＢＬ）とを形成するためのＡＬＤプロセスである。上述した通り、誘電性複合体
構造の作製は、多様なラミネート、合金化又は共堆積の手法を用いた望ましい積層体の形
成により実現される。ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬとＬＢＬの積層体の最適設計は、望ましい
電気的特性を生じる。よって、プロセス２０は、ＢＤＬ形成プロセス２２を用いたベース
誘電体層（ＢＤＬ）の形成と、ドープ誘電体層形成プロセス２４を用いたドープ誘電体層
（ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ）の形成と、リーク遮蔽層形成プロセス２６を用いたリーク遮
蔽層（ＬＢＬ）の形成とからなる一連のサブプロセスを含む。
【００２６】
　ＢＤＬ形成プロセス２２は、ベース金属プリカーサのパルス及びそれに続くベース金属
プリカーサのパージと、オキシダント（例えばオゾン、Ｏ２、Ｈ２Ｏ）のパルス及びそれ
に続くオキシダントのパージとからなる繰り返しを含む。ドープ誘電体形成プロセス２４
は、ドーパントプリカーサのパルス及びそれに続くドーパントプリカーサのパージと、オ
キシダント（例えばオゾン、Ｏ２、Ｈ２Ｏ）のパルス及びそれに続くオキシダントのパー
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ジとからなる繰り返しを含む。ＬＢＬ形成プロセス２６は、遮蔽プリカーサのパルス及び
それに続く遮蔽プリカーサのパージと、オキシダント（例えばオゾン、Ｏ２、Ｈ２Ｏ）の
パルス及びそれに続くオキシダントのパージとからなる繰り返しを含む。図３に示すよう
に、誘電性複合体の積層体の形成は、ドープ誘電体層（例えばループＢにより表される）
とリーク遮蔽層（例えばループＣにより表される）を次々に堆積させる（例えばループＤ
により表される）ことにより得られる。ベース誘電体層（Ａ）、ドープ誘電体層（Ｂ）及
びリーク遮蔽層（Ｃ）のＡＬＤプロセスサイクルの数は、誘電性複合体構造における望ま
しいドーピング濃度、積層厚さ及び電気的性能要求によって決まる。最適プロセス繰り返
し性は、正確なベース誘電体厚さの制御、正確なドーパントの濃度及び厚さの制御、並び
に正確な遮蔽酸化物の厚さの制御により得ることができる。プロセス性能は、望ましいプ
ロセス堆積速度、必要な基板内プロセス厚さ均一性、必要なプロセス欠陥制限及び好適な
高プロセススループットにより最適化することができる。
【００２７】
　さらに本発明は、誘電性複合構造を作製するための原子層エピタキシー（ＡＬＤ）装置
に関する。図４は、ＢＤＬ、ＬＤＬ、ＡＤＬ、ＣＤＬ及びＬＢＬの各材料を作製するため
の、そのようなＡＬＤシステム１００の一例を示した図である。この構成は、複数のプリ
カーサ供給ライン、複数のオキシダント供給ライン、複数の不活性ガスパージライン、ガ
ス分散シャワーヘッド、及び、基板用の高温サセプタを含む。図示の通り、ベース金属プ
リカーサ、ドーパントプリカーサ、遮蔽プリカーサ、オキシダント及びパージガスの供給
は、供給ライン上のバルブ（Ｖ）又は他のフローコントロール装置を介してコントローラ
２００により制御される。詳細は後述するが、コントローラ２００は、図３で上述したＡ
ＬＤプロセスを行うためのプロセッサ実行可能な命令を記憶しているプロセッサベースの
コントローラである。図５に示す別のＡＬＤシステム１５０は、対応する複数のサセプタ
を具備する複数のシャワーヘッドに接続された１つのプリカーサ気体供給システムを備え
ている。
【００２８】
　図示の通り、ＡＬＤ装置の幾つかの実施形態は、ドープ材料の大がかりな組合せを作製
するために最高５つまでの異なるプリカーサの供給が可能である。所望する誘電性複合体
構造の作製中に最高３つまでの異なるドーパントをＢＤＬに組み入れることができる。そ
して、それらのプリカーサは、液体、又は、適切な溶媒中に溶解させた固体とすることが
できる。ＡＬＤ装置はさらに、多様な材料プロセス及び特性最適化のために、最高３つま
での異なるオキシダントの供給が可能である。幾つかの実施形態においては、プロセスチ
ャンバの容積が調整可能であることにより、容積が一定の場合に比べて、ＡＬＤプロセス
中に分圧とプリカーサ添加濃度をより高度に制御することが可能となる。好適には、プリ
カーサ、オキシダント及びパージガスの流れを均一に分布させるノズルパターンを備えた
シャワーヘッドが用いられる。基板を加熱するための高温サセプタは、典型的な半導体プ
ロセス温度において安定な制御が可能である。
【００２９】
　上述した通り、本明細書に記載した１又は複数の方法又はプロセスは、多様なコンピュ
ータベースの装置（例えばコントローラ２００）を用いて実施可能としてもよい。このよ
うな装置は、（プログラムを用いて）上述した動作を実行することができ、かつその場合
に適用可能な、情報を適切に伝達するべくディスプレイ用の情報を処理することができる
いずれの電子デバイスを具備してもよい。このような電子デバイスにおいて、プロセッサ
は、アプリケーションの実行及び周辺装置（バルブ、マスフローコントローラ及び類似の
機器等）の制御などの、電子デバイスの全ての機能を制御してもよい。プロセッサは、オ
ペレーティング命令を記憶しかつオペレーティング命令の実行を支援する短期記憶を用い
てもよい（例えば、演算等の一時的ストレージ）。プロセッサはまた、長期の不揮発性の
保管を必要とする命令、ファイル及び他のデータを記憶しかつ読むための非一時的ストレ
ージを用いてもよい。
【００３０】
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　図６は、本発明により構成されたＡＬＤ装置と共に用いるに適したプロセッサベースの
コントローラ２００の一例を示す図である。コントローラ２００は、情報伝送のためのバ
ス２０８又は他の伝送機構を介して互いに情報伝送可能に接続された主メモリ２０１及び
プロセッサ２０２を有する。主メモリ２０１は、情報やプロセッサ２０２により実行され
る命令２２４を記憶するためのものであり、例えばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）や
他の動的ストレージ装置などのいずれの形式のメモリでよい。主メモリ２０１はまた、プ
ロセッサ２０２により実行される命令の実行中に、一時的変数や他の中間的な情報を記憶
するために用いられる。さらにコントローラ２００は、プロセッサ２０２のための静的情
報及び命令を記憶するために、バス２０８に接続されたリードオンリメモリ（ＲＯＭ）や
他の静的ストレージ装置２０６を有する。ストレージ装置２１６は、機械読み取り可能な
ストレージ媒体（ハードディスク等）２２２を有しており、情報及び命令２２４を記憶す
るためにバス２０８に接続されている。
【００３１】
　コントローラ２００はまた、ユーザに対して情報を表示するためのディスプレイ２１０
を有していてもよい。入力装置２１２は、英数字及び他のキーを具備しており、プロセッ
サ２０２に対して情報及びコマンド選択を伝達するためにバス２０８に接続されている。
別のタイプのユーザ入力装置は、プロセッサ２０２に対して情報及びコマンド選択を伝達
しかつディスプレイ２１０上のカーソルの動きを制御するためのマウス、トラックボール
等のカーソルコントローラ２１４であり、特にその場合はグラフィカル・ユーザ・インタ
ーフェースが用いられる。
【００３２】
　本発明の実施形態において、プロセッサ２０２は、主メモリ２０１に格納された一連の
命令を実行する。このような命令は、例えばストレージ装置２１６等の別のコンピュータ
読み取り可能な媒体から主メモリに読み込んでもよい。主メモリに格納された一連の命令
の実行により、プロセッサ２０２は、多様なＡＬＤによる堆積シーケンスを行うための上
述のプロセスステップを実行する。別の実施形態においては、本発明を実施するために、
コンピュータソフトウェアによる命令に替えて、又は組み合わせてハードワイヤード回路
が用いられる。このように、本発明の実施形態は、ハードウェア回路とソフトウェアのい
かなる特定の組合せにも限定されるものではない。
【００３３】
　コントローラ２００はまた、バス２０８に接続された通信インターフェース２２０を有
していてもよい。通信インターフェース２２０は、ネットワーク２２６を介したコントロ
ーラ２００のための双方向データ通信チャネルを備えている。さらに、警告や他の状態の
信号発生のためにアラームやブザー等のシグナル生成装置２１８を有していてもよい。
【００３４】
　このように、一実施形態において本発明は、ＬＤＬ、ＡＤＬ及び／又はＣＤＬの層と、
ＬＢＬの層とからなる複数の層を含む誘電性複合体構造を提供する。この形態においては
、ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ層は、各プロセスのループ（図１のＸ又はＹ）において、同程
度又は異なる厚さとドーピング濃度を有することができる。ドーパント又はドーピング層
は、０．５～２００nmの範囲のいずれかの厚さによりＢＤＬ中に組み入れることができ、
かつ、０．５～５０％の範囲のいずれかのドーピング濃度を用いることができる。ドープ
誘電体層は、各プロセスのループにおいて、ＬＤＬ、ＡＤＬ又はＣＤＬ技術のうちのいず
れか１つ又は複数を用いることにより形成することができる。
【００３５】
　図１に示した例においては、ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ層（２）は、中央の誘電体層であ
り、誘電性複合体構造の誘電率に対して最も大きく影響する。ＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ層
（１）及びＬＢＬ（ｂ）のループ（例えばＸループ）の数は、リーク電流を低減するよう
に選択され、なお誘電性複合体構造の誘電率を維持するようにする。ＬＤＬ／ＡＤＬ／Ｃ
ＤＬ層（３）及びＬＢＬ（ｃ）のループ（例えばＹループ）の数は、リーク電流を調整す
るように選択され、なお誘電性複合体構造の誘電率を維持するようにする。ＬＢＬ（ａ）
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、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）は、同程度又は異なる厚さであってもよく、０．１～１００
nmの範囲の厚さとする。ＬＢＬ（ｂ）及び（ｃ）は、各Ｘ又はＹループにおいて、同程度
又は異なる厚さであってもよく、そして、ＬＢＬ（ａ）及び（ｄ）は、同程度又は異なる
厚さであってもよい。
【００３６】
　本発明の誘電性複合体構造は、ベース誘電体材料と、ドーパントと、リーク遮蔽材料と
を含めることができる。その場合、ベース誘電体材料は、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２又はＺｒＯ

２／ＨｆＯ２混合物のいずれかの複合体でもよい。ドーパントは、ランタナイド金属か、
III(B)族、IV(B)族及びV(B)族の金属か、又は、これらの金属の酸化物でもよい。リーク
遮蔽材料は、ＳｉＯ２及び／又はＡｌ２Ｏ３でもよい。
【００３７】
　幾つかの実施形態においては、本発明の誘電性複合体構造は、ドープ誘電体層（ＬＤＬ
、ＡＤＬ及びＣＤＬ）を含めることができる。その場合、ＬＤＬは、ラミネート法を用い
てベース誘電体層（ＢＤＬ）にドーピング層を組み入れることにより形成され、ＡＤＬは
、合金化法を用いてＢＤＬにドーパントを組み入れることにより形成され、ＣＤＬは、共
堆積法を用いてベース材料とドーパントを共にパルスすることにより形成される。
【００３８】
　さらに別の実施形態では、誘電性複合体構造は、ドープ誘電体層（例えば図１のＬＤＬ
／ＡＤＬ／ＣＤＬ（１）、（２）及び（３））を含めることができる。その場合、全体構
造に亘って単一のドーピング法（ＬＤＬ、ＡＤＬ又はＣＤＬ）を用いてもよく、各Ｘルー
プ及び／又はＹループにおいていずれか２つ又は３つのドーピング方法（ＬＤＬ＋ＡＤＬ
、又は、ＬＤＬ＋ＣＤＬ、又は、ＬＤＬ＋ＡＤＬ＋ＣＤＬ等）の組合せを適用してもよく
、且つ／又は、各Ｘループ又は各Ｙループにおいてドーピング法の組合せが同じであって
も異なっていてもよい。
【００３９】
　本発明の他の実施形態においては、誘電性複合体構造は、その中央層、例えば図１のＬ
ＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ層（２）等に対して対称であっても非対称であってもよい。その場
合、ＸループのＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ層（１）及びＬＢＬ層（ｂ）の数を０～５００個
とすることができ、ＹループのＬＤＬ／ＡＤＬ／ＣＤＬ層（３）及びＬＢＬ層（ｃ）の数
を０～５００個とすることができ、ＸループとＹループの数が同じでも異なっていてもよ
く、かつ／又は、ＬＢＬ層（ａ）とＬＢＬ層（ｄ）の数が同じでも異なっていてもよい。
【００４０】
　本発明の実施形態において、ＢＤＬ、ＬＤＬ、ＡＤＬ、ＣＤＬ及びＬＢＬ材料を含む誘
電性複合体構造を作製するためのＡＬＤプロセスは、ドープ誘電体層の堆積（図３のルー
プＢ）（ＬＤＬ、ＡＤＬ又はＣＤＬプロセスを含む）と、リーク遮蔽層の堆積（図３のル
ープＣ）との組合せ（図３のループＤ）を含めてもよい。組み合わされたプロセス（ルー
プＤ）は、望ましいドーピング濃度、積層厚さ及び電気的性能をもった膜を形成するよう
に設計することができる。ＢＤＬの厚さは、ベース誘電体層のプロセス（Ａ）のサイクル
数により制御することができる。ドープ誘電体層（ＬＤＬ、ＡＤＬ及びＣＤＬ）の厚さは
、ドープ誘電体層のプロセス（Ｂ）のサイクル数により制御することができる。ＬＢＬの
厚さは、リーク遮蔽層のプロセス（Ｃ）のサイクル数により制御することができる。各Ａ
ＬＤプロセスのサイクルにおいて、（ベース、ドーピング及び遮蔽の各プリカーサについ
ての）金属パルス時間と流量を制御可能である。各ＡＬＤプロセスのサイクルにおいて、
（オゾン、Ｏ２及びＨ２Ｏについての）オキシダントパルス時間及び流量を制御可能であ
る。ＡＬＤプロセス中にこれらの材料を形成するための堆積温度は、１００℃～５００℃
（境界値を含む）とすることができる。目的の膜特性を得るべく積層物を「アニーリング
」するための、堆積の後処理のステップを用いてもよい。
【００４１】
　酸化物ＢＤＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、ベース金属プリカー
サが、アルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にＡＬＤ装置のチャンバにパルス導入さ
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れる。基板表面上でベース金属プリカーサの自己限界堆積が完了した後、過剰なベース金
属プリカーサはパージされて放出される。これらのステップは、望ましいＢＤＬの厚さが
得られるまで繰り返される。
【００４２】
　ドープ誘電体ＬＤＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、ラミネート法
を用いてベース誘電体層（ＢＤＬ）中にドーピング層が組み入れられる。望ましいドーピ
ング濃度を得るために、ドーピング層とＢＤＬの厚さの比は０～５０％の範囲とする。Ｂ
ＤＬ中へのドーピング層のラミネートシーケンスは、最適な電気的性能をもつ望ましいド
ーピング層を実現するように選択される。ＬＤＬ形成のためのプロセスシーケンスは、ベ
ース金属プリカーサをアルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にＡＬＤ装置のチャンバ
にパルス導入することを含む。基板表面上でベース金属プリカーサの自己限界堆積が完了
した後、過剰なベース金属プリカーサはパージされて放出され、そしてチャンバ内にオキ
シダント（オゾン、Ｏ２又はＨ２Ｏ）がパルス導入される。その後、オキシダントがパー
ジされて放出され、ドーパントプリカーサがアルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共に
チャンバ内にパルス導入される。基板表面上でドーパントプリカーサの自己限界堆積が完
了した後、過剰なドーパントプリカーサはパージされて放出され、そしてチャンバ内にオ
キシダント（オゾン、Ｏ２又はＨ２Ｏ）がパルス導入され、その後、オキシダントがパー
ジされてチャンバから放出される。これらのステップは、望ましいＬＤＬの厚さが得られ
るまで繰り返してよい。
【００４３】
　ドープ誘電体ＡＤＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、ＡＤＬは、チ
ャンバ内にオキシダントを射出する前に、ベース金属及びそれに続くドーパントをパルス
する（１回又は複数回）ことにより形成される。望ましいドーピング濃度を得るために、
ドープ層とＢＤＬの厚さの比は０～５０％の範囲とする。ドーピング濃度は、各ＡＬＤサ
イクル中に射出されるドーパントの量によっても制御することができる。ＢＤＬ中へのド
ーパントの合金化シーケンスは、最適な電気的性能をもつ望ましいドープ層を実現するよ
うに選択される。ＡＤＬ形成のためのプロセスシーケンスの一例では、ベース金属プリカ
ーサをアルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にＡＬＤ装置のチャンバにパルス導入す
ることを含む。基板表面上でベース金属プリカーサの自己限界堆積が完了した後、過剰な
ベース金属プリカーサはパージされて放出され、そしてチャンバ内にドーパントプリカー
サが、アルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にパルス導入される。堆積後、過剰なド
ーパントプリカーサはパージされて放出され、そしてチャンバ内にオキシダント（オゾン
、Ｏ２又はＨ２Ｏ）がパルス導入される。最後に、オキシダントがパージされてチャンバ
から放出される。これらのステップは、望ましいＡＤＬの厚さが得られるまで繰り返して
よい。
【００４４】
　ドープ誘電体ＣＤＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、ＣＤＬは、チ
ャンバ内にオキシダントを射出する前に、ベース金属とドーパントを同時に射出すること
により形成される。ドーピング濃度は、パルスに用いるベース金属プリカーサとドーパン
トプリカーサの比を変えることで制御可能である。ドーピング濃度は、共堆積層とＢＤＬ
の厚さの比を０～５０％の範囲で変えることによっても制御可能である。ＢＤＬ中への金
属／ドーパントの共堆積シーケンスは、最適な電気的性能をもつ望ましいドープ層を実現
するように選択される。ＣＤＬ形成のためのプロセスシーケンスの一例では、ベース金属
プリカーサ及びドーパントプリカーサをアルゴン（又は他の中性の）搬送ガスと共にＡＬ
Ｄ装置のチャンバにパルス導入することを含む。基板表面上での混合したベース金属プリ
カーサ及びドーパントプリカーサの自己限界堆積が完了した後、過剰なベース金属プリカ
ーサ及びドーパントプリカーサはパージされて放出され、そしてチャンバ内にオキシダン
ト（オゾン、Ｏ２又はＨ２Ｏ）がパルス導入される。最後に、オキシダントがパージされ
てチャンバから放出される。これらのステップは、望ましいＣＤＬの厚さが得られるまで
繰り返してよい。
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【００４５】
　酸化物ＬＢＬを作製するためのＡＬＤプロセスフローの一例では、リーク遮蔽プリカー
サが、アルゴン（又は他の）搬送ガスと共にチャンバ内にパルス導入される。基板表面上
でリーク遮蔽プリカーサの自己限界堆積が完了した後、過剰なリーク遮蔽プリカーサはパ
ージされて放出され、そしてチャンバ内にオキシダント（オゾン、Ｏ２又はＨ２Ｏ）がパ
ルス導入される。最後に、オキシダントがパージされてチャンバから放出される。これら
のステップは、望ましいＬＢＬの厚さが得られるまで繰り返してよい。
【００４６】
　本発明の誘電性複合体構造は、正四面体相及び／又は立方体相で結晶学的に安定となる
ことができる。これらは、後処理アニーリングによってより高い誘電率を有する。この構
造は、アルゴン、Ｎ２若しくはフォーミングガスＮ２／Ｈ２等の不活性ガス下において、
又は他の環境下においてアニーリングすることができる。この構造は、３００～９００℃
（境界値を含む）にてアニーリングすることができる。この構造はまた、赤外線、可視光
線又は紫外線による照射を行うことができ、かつ／又は、電子及びイオンの照射による処
理を行うことができる。
【００４７】
　ＡＬＤ技術を用いてＢＤＬ、ＬＤＬ、ＡＤＬ、ＣＤＬ及びＬＢＬの材料を含む誘電性複
合体構造を作製するために適した装置は、（例えば、適宜プログラムされたプロセッサベ
ースのコントローラの制御下にある）プリカーサ蒸気供給システムと、プロセスチャンバ
とを備える。プロセスチャンバは、１又は複数の同一のリアクタチャンバを含んでもよく
、各リアクタチャンバは、シャワーヘッドと、基板を支持するためのサセプタ（好適には
加熱されている）とを有する。１つのマルチリアクタチャンバが、複数の同一のシャワー
ヘッドと、複数のサセプタと、複数のプロセス容積とを備えていてもよい。各リアクタは
、高速パージングとＡＬＤサイクルの時間短縮のために、不活性ガスの動的な層流によっ
て他のチャンバから隔絶されていてもよい。不活性ガスの層流は０．１Ｌ～１０Ｌの間と
してもよい。
【００４８】
　プリカーサ蒸気供給システムは、オキシダント供給システムと同様にシャワーヘッドに
接続されるが、オキシダント供給システムのガス供給ラインは、プリカーサ供給ラインか
ら分離されている。プロセスガスパージング、プリカーサ蒸気搬送ガス、及びリアクタ隔
絶ガス層流のため、多様な不活性ガスラインにより不活性ガスの供給を容易に行う。
【００４９】
　上述したようなＡＬＤシステムにおいては、シャワーヘッドは、２つの分離したガスフ
ロー経路を有してもよく、１つはプリカーサ用であり、もう１つはオキシダント用である
。シャワーヘッドは、プリカーサ、オキシダント、及び不活性ガスを均一に分散させるよ
うに設計されていることが好ましい。幾つかの例では、最適な堆積均一性を得るためにプ
リカーサ蒸気のフローを調整可能であり、例えば、約０．１～１０Ｌの間で調整可能であ
る。オキシダントのフローもまた、最適な膜品質を得るために、約０．１～１０Ｌの間で
調整可能としてもよい。シャワーヘッド温度は、１００～３００℃（境界値を含む）の間
で制御されることが好ましい。
【００５０】
　サセプタは、通常の半導体デバイスに必要な基板プロセス温度を１００～６００℃の間
で制御するために用いられる。操作において、基板はサセプタ上に載置され、基板とシャ
ワーヘッドの間の距離を調整するためにサセプタが上下に移動させられる。
【００５１】
　幾つかの実施例においては、プリカーサ蒸気供給システムが、５つまでの異なるプリカ
ーサ源を供給することができる。それらのプリカーサ源には、ベース金属プリカーサ、ド
ーパントプリカーサ及びリーク遮蔽プリカーサが含まれる。各プリカーサ源は、他のプリ
カーサ源とは独立して操作でき、かつ、各プリカーサ源は、１又は複数の他のプリカーサ
源と同調して（例えばコントローラ２００のプログラム制御により）操作できる。望まし
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い電気的性能をもつＬＤＬ、ＡＤＬ及びＣＤＬ材料及び組み合わされた積層体を形成する
ために、豊富なプリカーサ源により３つのドーピング材料を同時にチャンバ内にパルス導
入することができる。
【００５２】
　ＡＬＤシステムはまた、チャンバ内への蒸気供給のためにプリカーサ気化器を備えても
よい。プリカーサ気化器は、液体プリカーサ又は適宜の溶媒に溶解した固体プリカーサを
、高濃度のプリカーサ蒸気に効率的に変換することができる。プリカーサ気化器は加熱さ
れ、その温度は１００～３００℃（境界値を含む）の間で（プリカーサの蒸気圧に基づい
て）調整することができる。気化したプリカーサ蒸気は、不活性搬送ガスを介してリアク
タ内に搬送される。搬送ガスは、ほぼ０．１Ｌ～１０Ｌの間（境界値を含む）で流れる。
プリカーサ蒸気をチャンバへ搬送するための蒸気供給ラインもまた、１００～３００℃（
境界値を含む）の間で加熱されることが好ましい。
【００５３】
　オキシダント供給システムは、例えばオゾン又は酸素であるオキシダントを、望ましい
濃度でシャワーヘッドを通してリアクタ内に供給できるように構成される。オゾン濃度は
、膜特性及び基板耐久性に対する要求に依存して選択され、例えば１０～５００g／m３の
間である。オゾン及び酸素の流量は、０．１～５０Ｌ（境界値を含む）としてよい。制御
された温度におけるオキシダント、Ｈ２Ｏ蒸気も、シャワーヘッドを通してリアクタ内に
供給することができる。Ｈ２Ｏ蒸気温度は、好適には、室温～１００度（境界値を含む）
の間で制御することが好ましい。
【００５４】
　ＡＬＤシステムはまた、複数の不活性ガスラインを備えてもよい。不活性ガスは、リア
クタ内にプリカーサ蒸気を搬送するために、ＡＬＤプロセス中の金属及びオキシダントの
パージに用いられる。また、マルチリアクタチャンバの複数のリアクタの周囲に互いに隔
絶するためのガス流のカーテンを形成するために用いられる。
【００５５】
　上述した内容は、添付の図面の参照符号を含み、それらの図面は詳細な説明の一部を構
成する。それらの図面は、図示により、本発明を実施可能である具体的な実施形態を示し
ている。これらの実施形態はまた、本明細書では「例」と称されている。このような例は
、図示され又は記載されたものに付加される要素を含むことができる。しかしながら、発
明者らはまた、図示され又は記載されたもののみを設けた例も意図している。さらに、発
明者らは、図示され又は記載された特定の一例（又はその１若しくは複数の態様）又は他
の例（又はそれらの１若しくは複数の態様）のいずれについても、図示され又は記載され
たそれらの要素（又はそれらの１若しくは複数の態様）の組合せや並べ替えを用いた例も
意図している。
【００５６】
　本明細書に記載された方法の例は、少なくとも部分的に機械又はコンピュータにより実
施可能である。幾つかの例は、上記の例に記載した方法を実行するための電子デバイスを
構成するように動作可能な命令をエンコードされたコンピュータ読み取り可能な媒体又は
機械読み取りかのうな媒体を含むことができる。このような方法の実施には、マイクロコ
ード、アセンブリ言語コード、高水準言語コード等のコードを含むことができる。このよ
うなコードは、多様な方法を実行するためのコンピュータ読み取り可能な命令を含むこと
ができる。そのコードは、コンピュータプログラム製品の一部を形成してもよい。例えば
、そのコードは、１又は複数の非一時的な、又は、不揮発性で実体のあるコンピュータ読
み取り可能な媒体に記憶することができ、そして、実行中又は他の時点（例えば、ストレ
ージ装置間の転送中、等）で揮発性媒体にロードすることができる。限定しないが、これ
らの実体のあるコンピュータ読み取り可能な媒体の例は、ハードディスク、リムーバブル
磁気ディスク、リムーバブルオプティカルディスク（例えば、コンパクトディスク及びデ
ジタルビデオディスク）、磁気カセット、メモリカード若しくはメモリスティック、リー
ドオンリメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、又は他のソリッドステートデバイス（Ｓ
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ＳＤ）などである。
【符号の説明】
【００５７】
　１０　誘電性複合体構造
　２０　プロセス
　２２　ＢＤＬ形成プロセス
　２４　ドープ誘電体層形成プロセス
　２６　ＬＢＬ形成プロセス
　２００　コントローラ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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