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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反応器内に配置した基板に対向して設けられたシャワーヘッドの前記反応器側に配置さ
れた有機金属原料専用の複数の吐出ノズルから希釈ガスで希釈された鉛とジルコニウムと
チタンの各有機金属原料のガスを、前記シャワーヘッドの反応器側に配置された酸化ガス
専用の複数の吐出ノズルから酸化ガスを、それぞれ前記基板上に供給し、前記反応器の全
圧を０．１Ｔｏｒｒ以上としたなかで、有機金属原料のガス分圧を０．０１Ｔｏｒｒより
低くした状態で、鉛とジルコニウムとチタンの酸化物からなるペロブスカイト結晶構造の
強誘電体膜を前記基板の上に形成するＰＺＴ薄膜形成工程を有することを特徴とする薄膜
形成方法。
【請求項２】
　請求項１記載の薄膜形成方法において、
　前記基板の上に鉛とチタンからなる酸化物のペロブスカイト構造の結晶核を形成する結
晶核形成工程をさらに有し、
　前記ＰＺＴ薄膜形成工程が前記結晶核形成工程の後に行われる
　ことを特徴とする薄膜形成方法。
【請求項３】
　請求項２記載の薄膜形成方法において、
　前記結晶核形成工程では、
　前記基板を４００～４５０℃の範囲とし、かつ、０．００１～０．０１Ｔｏｒｒとした
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圧力下で鉛とチタンの各有機金属原料のガスおよび酸化ガスを前記基板上に供給して前記
基板上に前記結晶核を形成する
　ことを特徴とする薄膜形成方法。
【請求項４】
　請求項２記載の薄膜形成方法において、
　前記結晶核形成工程では、
　前記基板を４００～４５０℃の範囲とし、かつ、０．００１～０．０１Ｔｏｒｒとした
圧力下で、前記希釈ガスで希釈された鉛とチタンの各有機金属原料のガスおよび酸化ガス
を前記基板上に供給して前記基板上に前記結晶核を形成する
　ことを特徴とする薄膜形成方法。
【請求項５】
　請求項２記載の薄膜形成方法において、
　前記結晶核形成工程では、
　前記基板を４００～４５０℃の範囲とし、かつ、０．１Ｔｏｒｒ以上とした圧力下で、
前記希釈ガスで希釈された鉛とチタンの各有機金属原料のガスおよび酸化ガスを前記基板
上に供給して前記基板上に前記結晶核を形成する
　ことを特徴とする薄膜形成方法。
【請求項６】
　請求項２記載の薄膜形成方法において、
　前記結晶核形成工程では、
　前記基板を４００～４５０℃の範囲とし、かつ、前記鉛とチタンの各有機金属原料の少
なくとも１つ以上を有機溶媒に溶解し、これらを気化して供給することで、前記有機溶媒
の気化ガスと他のガスとから構成された希釈ガスで希釈されたＰｂとＴｉの各有機金属原
料のガスと前記酸化ガスを前記基板上に供給して前記基板上に前記結晶核を形成すること
を特徴とする薄膜形成方法。
【請求項７】
　請求項１～６いずれか１項記載の薄膜形成方法において、
　前記ＰＺＴ薄膜形成工程では、
　前記鉛とジルコニウムとチタンの各有機金属原料の少なくとも１つ以上を有機溶媒に溶
解し、これらを気化して供給することで、前記有機溶媒の気化ガスが加わった前記希釈ガ
スで希釈された鉛とジルコニウムとチタンの各有機金属原料のガスを供給する
　ことを特徴とする薄膜形成方法。
【請求項８】
　請求項１～７いずれか１項記載の薄膜形成方法において、
　前記希釈ガスは、強誘電体膜の形成に関与しないことを特徴とする薄膜形成方法。
【請求項９】
　請求項８記載の薄膜形成方法において、
　前記希釈ガスは不活性ガスであることを特徴とする薄膜形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、鉛（Ｐｂ）とジルコニウム（Ｚｒ）とチタン（Ｔｉ）と酸素（Ｏ）からなる
強誘電体膜であるＰＺＴの薄膜を形成する薄膜形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
強誘電体メモリ素子は、次世代の不揮発性メモリとして注目を集め、活発に研究開発がな
されている。この強誘電体メモリ素子は、２つの電極の間に強誘電体膜を介在させた強誘
電体キャパシタをメモリセルに用いた半導体素子である。強誘電体は、「自己分極」、つ
まり、一度電圧を加えると、電圧をゼロにしても分極が残っているという特性を持ってお
り、強誘電体メモリ素子はこれを利用した不揮発性メモリである。
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このような強誘電体メモリ素子の強誘電体膜としては、Ｐｂ（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ3（ＰＺＴ
）膜が広く用いられている。
【０００３】
　ここで、そのＰＺＴ薄膜を用いた強誘電体メモリ素子の構成に関して説明する。これは
、図８に示すように、基本的には、シリコン基板８０１上に形成されたＭＯＳトランジス
タに、強誘電体膜からなるスタック型のキャパシタが接続されているものである。そのＭ
ＯＳトランジスタは、半導体基板８０１上にゲート絶縁膜８０２を介して形成されたゲー
ト電極８０３と、そのゲート電極８０３両脇に形成されたソース・ドレイン８０４とから
構成されている。また、キャパシタは、Ｐｔ／ＴｉＮからなる下部電極８２１と、その上
に形成された、ＰＺＴからなる誘電体膜８２２と、その上に形成されたＩｒ／ＩｒＯ2か
らなる上部電極８２３とから構成されている。
【０００４】
　また、層間絶縁膜８０５が、ゲート電極８０３を覆って形成され、また、その層間絶縁
膜８０５上には、この図８の断面には現れないビット線となる配線層８０６が形成され、
その上に、層間絶縁膜８０７が形成されている。また、その層間絶縁膜８０７上には、配
線層８０８が形成されている。
　そして、その配線層８０８を覆うように形成された層間絶縁膜８０９上に、上述したキ
ャパシタが形成されている。そして、そのキャパシタを構成する下部電極８２１が、層間
絶縁膜８０５，８０７，８０９を貫通して形成されたスルーホール内に形成されたタング
ステン（Ｗ）からなるプラグ８１０により、ソース・ドレイン８０４の一方に接続してい
る。
【０００５】
また、そのキャパシタを覆うように絶縁膜８１１が形成され、その上に、上部電極８２３
に接続する配線層８１２が形成されている。
以上説明したように、ＰＺＴなどの強誘電体膜を用いる場合、その膜の形成は、集積回路
のなるべく上層に配置するようにしている。これは、次に示す理由による。
ＰＺＴは酸化物であるため、還元性雰囲気に晒されると還元されてしまい、その強誘電特
性が劣化してしまう。また、ドライエッチングなどの反応性の高い環境においても、やは
りその強誘電特性が劣化しやすい状態となる。
【０００６】
ところが、一般的な半導体装置の製造工程の中の特に初期段階で形成された部分は、その
後の水素アニールなどの還元性雰囲気に晒されやすい。また、配線パターンの加工など、
プラズマを用いる多くのドライプロセスがある。
一方、従来のＤＲＡＭのように、トランジスタの直上にキャパシタを配置する構成では、
そのキャパシタの形成は半導体装置の初期段階に当たり、この上に配線構造などが形成さ
れることになるため、キャパシタを構成するＰＺＴの膜が、上述した特性が劣化しやすい
環境となる多くのプロセスを経ることになる。
【０００７】
したがって、ＰＺＴ薄膜をキャパシタに用いる強誘電体メモリ素子の場合、そのキャパシ
タを半導体装置の例えば多層配線構造の上などの上層に配置し、その形成工程が半導体装
置製造の後の方になるようにしている。
そして、そのように、配線構造の上層に配置するようにしているため、ＰＺＴ薄膜の形成
は、４５０℃以下の温度で行うようにしている。これは、下層に配置されている配線構造
は、一般にはアルミニウムなどの金属材料を用いているため、４５０℃を越える高温に耐
えられないからである。
【０００８】
そこで、ＰＺＴの膜を４５０℃以下の温度で形成する技術が提案されている。このＰＺＴ
の成膜方法について説明すると、まず、５ｍＴｏｒｒと低い圧力下でＰｂとＴｉの各有機
金属原料ガスと、ＮＯ2などの酸化ガスを、４４５℃とした基板上に供給する。この有機
金属（ＭＯ）原料を用いた化学気相成長（ＣＶＤ）法により、基板上に、ＰｂＴｉＯ3の
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結晶核を形成する。次いで、その５ｍＴｏｒｒと低い圧力を保ったまま、今度は、Ｐｂと
ＺｒとＴｉとの各有機金属原料ガスと、ＮＯ2などの酸化ガスを、４４５℃とした基板上
に供給する。すると、基板上にはすでにＰｂＴｉＯ3の結晶核が存在しているので、４４
５℃と低い温度であっても、ＰＺＴの結晶が成長し、基板上にペロブスカイト結晶のＰＺ
Ｔ薄膜が形成される。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来では、基板全域に対して組成が均一な状態でＰＺＴ薄膜が形成できな
いという問題があった。このように、組成が均一な状態とならないと、形成されたＰＺＴ
薄膜の強誘電特性が、形成された膜の中でばらついてしまう。その組成のバラツキは、Ｍ
Ｏ原料の基板上への供給が分子流状態でなされているためと考えられる。従来では、前述
したように数ｍＴｏｒｒと低い圧力下（高い真空状態）でＭＯ原料ガスを供給していたが
、このような高真空状態では、各ＭＯ原料ガスの流れは分子流状態となる。そして、この
ように分子流状態では、各ＭＯ原料を基板上に均一に供給することが非常に困難である。
【００１０】
この発明は、以上のような問題点を解消するためになされたものであり、４５０℃以下の
温度で、ＰＺＴのペロブスカイト結晶膜を均一に形成できるようにすることを目的とする
。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　この発明の成膜方法は、反応器内に配置した基板に対向して設けられたシャワーヘッド
の前記反応器側に配置された有機金属原料専用の複数の吐出ノズルから希釈ガスで希釈さ
れた鉛とジルコニウムとチタンの各有機金属原料のガスを、前記シャワーヘッドの反応器
側に配置された酸化ガス専用の複数の吐出ノズルから酸化ガスを、それぞれ前記基板上に
供給し、前記反応器の全圧を０．１Ｔｏｒｒ以上としたなかで、有機金属原料のガス分圧
を０．０１Ｔｏｒｒより低くした状態で、鉛とジルコニウムとチタンの酸化物からなるペ
ロブスカイト結晶構造の強誘電体膜を前記基板の上に形成するＰＺＴ薄膜形成工程を有す
るようにした。
　このように成膜するようにしたので、ＰＺＴ薄膜形成工程では、有機金属原料ガスが中
間流から粘性流の領域となった状態で供給されるようになる。
【００１２】
　上記成膜方法において、基板の上に鉛とチタンからなる酸化物のペロブスカイト構造の
結晶核を形成する結晶核形成工程をさらに有し、ＰＺＴ薄膜形成工程が結晶核形成工程の
後に行われるようにしてもよい。ところで、結晶核形成工程では、基板を所定温度とし、
かつ、０．００１～０．０１Ｔｏｒｒとした圧力下で鉛とチタンの各有機金属原料のガス
および酸化ガスを基板上に供給して基板上に結晶核を形成するようにしてもよい。
　また、結晶核形成工程では、基板を所定温度とし、かつ、０．００１～０．０１Ｔｏｒ
ｒとした圧力下で、希釈ガスで希釈された鉛とチタンの各有機金属原料のガスおよび酸化
ガスを基板上に供給して基板上に結晶核を形成するようにしてもよい。
　また、結晶核形成工程では、基板を所定温度とし、かつ、０．１Ｔｏｒｒ以上とした圧
力下で、希釈ガスで希釈された鉛とチタンの各有機金属原料のガスおよび酸化ガスを基板
上に供給して基板上に結晶核を形成するようにしてもよい。
【００１３】
　また、結晶核形成工程では、基板を所定温度とし、かつ、鉛とチタンの各有機金属原料
の少なくとも１つ以上を有機溶媒に溶解し、これらを気化して供給することで、有機溶媒
の気化ガスと他のガスとから構成された希釈ガスで希釈されたＰｂとＴｉの各有機金属原
料のガスと酸化ガスを基板上に供給して基板上に結晶核を形成するようにしてもよい。
　一方、第２の工程では、鉛とジルコニウムとチタンの各有機金属原料の少なくとも１つ
以上を有機溶媒に溶解し、これらを気化して供給することで、有機溶媒の気化ガスを含む
希釈ガスで希釈された鉛とジルコニウムとチタンの各有機金属原料のガスを供給するよう
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にしても良い。また、上述した希釈ガスとしては、各有機金属原料およびそれらの分解生
成物ならびに酸化ガスと反応しないガスを用いるようにした方がよい。そのガスとしては
、例えば、不活性ガスを用いるようにすればよい。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下この発明の実施の形態を図を参照して説明する。
実施の形態１
始めに、この発明の第１の実施の形態について説明する。この実施の形態１では、例えば
、図１に示すような成膜装置を用いてＰＺＴの薄膜を形成するようにした。この成膜装置
は、反応器１０１内に、ウエハステージ１０２を備え、またこれに対向してシャワーヘッ
ド１０３を備えている。ウエハステージ１０２にはヒータ１０２ａが内蔵され、このヒー
タ１０２ａによりウエハステージ１０２上に載置されたウエハ１０４を加熱する。このウ
エハ１０４は、例えば、シリコン基板からなり、表面に複数のトランジスタや配線層など
の集積回路がすでに形成されているものである。
【００１５】
その反応器１０１内には、２つのＰｂ原料供給部１０５，１０６とＺｒ原料供給部１０７
とＴｉ原料供給部１０８とより供給された各ＭＯ原料ガスが供給される。また、酸化ガス
供給部１０９よりＮＯ2やＯ2などの酸化ガスが供給される。
まず、Ｐｂ原料供給部１０５には、Ｐｂ（ＤＰＭ）2が０．１モル濃度で溶解している酢
酸ブチル溶液が用意されている。その、Ｐｂ原料供給部１０５より送り出されたＰｂ原料
が溶解している酢酸ブチル溶液は、流量制御手段（ＭＦＣ）１０５ａにより流量を制御さ
れて気化器１０５ｂに供給される。そして、酢酸ブチル溶液が気化器１０５ｂで気化され
ることにより、酢酸ブチルの気体とＰｂ（ＤＰＭ）2の気体とが、シャワーヘッド１０３
を介して反応器１０１内に導入される。なお、それら気体は、気化器１０５ｂにおいてヘ
リウムなどのキャリアガスとともにシャワーヘッド１０３に供給される。
【００１６】
また、Ｐｂ原料供給部１０６には、Ｐｂ（ＤＰＭ）2が用意され、これは１７０℃程度加
熱されることで昇華し、Ｐｂの原料ガスを生成する。また、Ｚｒ供給部１０７には、Ｚｒ
（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）4が用意され、これは８０℃程度に加熱されることで昇華し、Ｚｒの原
料ガスを生成する。その原料ガスは、流量制御手段１０７ａにより流量を制御され、シャ
ワーヘッド１０３を介して反応器１０１内に導入される。同様に、Ｔｉ原料供給部１０８
には、Ｔｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4が用意され、これは７５℃程度に加熱されることで昇華し
、Ｔｉの原料ガスを生成する。その原料ガスは、流量制御手段１０８ａにより流量を制御
され、シャワーヘッド１０３を介して反応器１０１内に導入される。
なお、酸化ガス供給部１０９から供給される酸化ガスも、流量制御手段１０９ａにより流
量を制御され、シャワーヘッド１０３を介して反応器１０１内に導入される。
【００１７】
また、上述の各原料ガスは、シャワーヘッド１０３において混合されてから反応器１０１
内に供給される。そのシャワーヘッド１０３の反応器１０１側には複数の吐出ノズルが配
置され、混合された各原料ガスは、その複数の吐出ノズルによりウエハステージ１０２上
に載置されたウエハ１０４上に均一に供給される。一方、シャワーヘッド１０３に導入さ
れた酸化ガスは、シャワーヘッド１０３内においては原料ガスと混合することなく、別の
経路を経てシャワーヘッド１０３の反応器１０１側に設けられた専用の複数の吐出ノズル
より吐出される。そして、その吐出された酸化ガスは、ウエハステージ１０２上に載置さ
れたウエハ１０４上で、各原料ガスと混合する。このようにすることで、シャワーヘッド
内１０３においては、各原料ガスと酸化ガスとが混ざることがない。したがって、シャワ
ーヘッド１０３内でそれらが反応して反応生成物を生成してしまうことを抑制できるので
、各原料ガスを安定してウエハ１０４上に供給できるようになる。
【００１８】
また、反応器１０１には、コールドトラップ１１０，圧力制御手段１１１を介して真空ポ
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ンプ１１２が連通されている。すなわち、反応器１０１内は、圧力制御手段１１１に制御
された中で、真空ポンプ１１２により減圧状態が得られるように構成されている。その減
圧状態は、例えば、０．００１～１０Ｔｏｒｒ程度の範囲に制御される。なお、コールド
トラップ１１０により、反応器１０１内より排出される低温で液化もしくは固化する物質
が除去される。
【００１９】
そして、この実施の形態１では、次に示すようにして、ウエハ１０４上にＰＺＴの薄膜を
形成するようにした。
始めに、ＰｂＴｉＯ3の結晶核をウエハ１０４上に形成した。
まず、ウエハステージ１０２上にウエハ１０４を載置し、ヒータ１０２ａによりウエハ１
０４を４００～４５０℃の範囲とした。また、真空ポンプ１１２により排気するなどによ
り、反応器１０１内の真空度を０．００１～０．０１Ｔｏｒｒとした。
【００２０】
一方、Ｐｂ原料供給部１０６から、Ｐｂ（ＤＰＭ）2を昇華させたガス（Ｐｂ原料ガス）
を０．４sccmの流量でシャワーヘッド１０３に供給し、また、同時に、Ｔｉ原料供給部１
０８からＴｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4を昇華させたガス（Ｔｉ原料ガス）を０．３sccmの流量
でシャワーヘッド１０３に供給した。そして、それらとともに、酸化ガスとしてＮＯ2を
６sccmの流量でシャワーヘッド１０３に供給した。
【００２１】
以上のことにより、それらシャワーヘッド１０３に供給されたＰｂ原料ガスとＴｉ原料ガ
スは、シャワーヘッド１０３内で混合されて反応器１０１内のウエハ１０４上に導入され
る。一方、ＮＯ2は、このシャワーヘッド１０３においてはそれらと混合されることなく
、反応器１０１内のウエハ１０４上に導入される。
この結果、この実施の形態１では、反応器１０１内の圧力を０．０１～０．００１Ｔｏｒ
ｒ程度と高真空の状態で、加熱されているウエハ１０４上にＰｂＴｉＯ3の結晶核を形成
した。この結晶核の形成は約５０秒間行った。
【００２２】
次に、その核形成に引き続き、次に示すようにしてＰＺＴ薄膜の形成を行った。
まず、ウエハ１０４の加熱温度は同一の状態に保持する。そして、反応器１０１内の真空
度は、０．１Ｔｏｒｒと低真空の状態とした。この状態で、Ｐｂ原料供給部１０６からの
Ｐｂ原料ガスの供給を停止し、Ｐｂ原料供給部１０５からの供給に切り換えた。すなわち
、Ｐｂ原料供給部１０５より、Ｐｂ（ＤＰＭ）2が０．１モル濃度で溶解している酢酸ブ
チル溶液を、流量制御手段１０５ａで所定流量に流量制御して気化器１０５ｂに供給し、
酢酸ブチルとともに溶解しているＰｂ（ＤＰＭ）2を気化器１０５ｂで気化する。そして
、これらにヘリウムガスを流量「２５０sccm」で添加してシャワーヘッド１０３に供給し
た。このとき、気化器１０５ｂより供給されるＰｂ原料ガス、すなわち気化したＰｂ（Ｄ
ＰＭ）2の供給流量は、標準状態で「０．４sccm」程度となるようにした。なお、気化し
た酢酸ブチルの供給流量は、約「２７sccm」程度となっている。
【００２３】
また、Ｔｉ原料ガスは、「０．３５sccm」の流量でシャワーヘッド１０３に供給した。
そして、新たにＺｒ原料ガスをウエハ１０４上に供給するようにした。ここでは、Ｚｒ供
給部１０７からＺｒ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）4を昇華させたガスを「０．３sccm」の流量でシャ
ワーヘッド１０３に供給した。この結果、シャワーヘッド１０３内では、Ｐｂ原料ガスと
Ｔｉ原料ガスに加え、新たに、酢酸ブチルとヘリウムおよび、Ｚｒ原料ガスが混合される
ことになる。そして、ウエハ１０４上には、Ｐｂ原料ガスとＴｉ原料ガスとＺｒ原料ガス
および酢酸ブチルとヘリウムとが、あらかじめ混合された状態で供給され、また、それら
とは別に、ＮＯ2も供給される。
【００２４】
このとき、反応器１０１内のウエハ１０４上では、Ｐｂ原料ガスであるＰｂ（ＤＰＭ）2

の分圧は、０．４／（０．４＋２７＋２５０＋０．３＋０．３５＋６）≒０．００１４１
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となっており、また、Ｔｉ原料ガスであるＴｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4の分圧は、０．３／（
０．４＋２７＋２５０＋０．３＋０．３５＋６）≒０．００１０５となっており、そして
、Ｚｒ原料ガスであるＺｒ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）4の分圧は、０．３５／（０．４＋２７＋２
５０＋０．３＋０．３５＋６）≒０．００１２３となっている。
【００２５】
　このように、この実施の形態１では、核形成をした後では、反応器１０１内の圧力は０
．１Ｔｏｒｒ程度と低真空であるが、有機溶媒の気化ガスやヘリウムなど成膜に関与しな
いガスを希釈ガスとして供給することで、供給している各原料ガスの分圧を低い状態とし
ている。加えて、ウエハ１０４上には、すでに、ＰｂＴｉＯ3の結晶核が形成されている
ので、それを種として、ウエハ１０４上にペロブスカイト結晶構造のＰＺＴ薄膜が形成さ
れた。そして、この実施の形態１では、ＰＺＴ薄膜の形成において、反応器１０１内の真
空度を０．１Ｔｏｒｒと低真空状態としているので、反応器１０１内の導入された各ガス
は、分子流状態ではなく、中間流から粘性流の領域となった状態で供給されるようになる
。
【００２６】
この結果、この実施の形態１によれば、ウエハ１０４上に供給した各ガスは、シャワーヘ
ッド１０３を用いたことによるガスの均一供給効果が発揮され、ウエハ１０４上に組成が
均一な状態でＰＺＴ薄膜が形成された。
以上の結果を、従来の手法により形成したＰＺＴ薄膜と比較した結果を図２に示す。まず
、図２（ａ）は、形成されたＰＺＴ膜におけるＰｂ／（Ｚｒ＋Ｔｉ）比のウエハ内のバラ
ツキを示している。すなわち、図２（ａ）のグラフの縦軸は、Ｐｂ／（Ｚｒ＋Ｔｉ）比を
示している。また、図２（ｂ）は、形成されたＰＺＴ膜におけるＺｒ／Ｔｉ比のウエハ内
のバラツキを示している。すなわち、図２（ｂ）のグラフの縦軸は、Ｚｒ／Ｔｉ比を示し
ている。また、どちらにおいても、黒丸でこの実施の形態１の結果を示し、黒四角で従来
の手法により形成されたＰＺＴ膜の結果を示している。
【００２７】
それら図２（ａ），（ｂ）に示す結果から明らかなように、この実施の形態１によれば、
ＰＺＴのペロブスカイト結晶膜をウエハ内に均一組成で形成できるようになる。
なお、上記実施の形態１においては、有機溶媒の気化ガスを希釈ガスとして用いるように
したが、有機溶媒の気化ガスはあまり多量に供給しないほうがよく、原料をガス化して供
給するために必要な量だけを適宜用いるようにした方がよい。例えば、上述の場合、有機
溶媒の気化ガスは、原料の１００倍程度までとしておいた方がよい。また、希釈ガスとし
てヘリウムガスを用いるようにしたが、これに限るものではなく、アルゴンガスなど他の
不活性ガスを用いても良く、また、窒素ガスを用いるようにしても良い。
【００２８】
実施の形態２
次に、この発明の第２の実施の形態について説明する。この実施の形態２では、例えば、
図３に示すような成膜装置を用いてＰＺＴの薄膜を形成するようにした。この成膜装置は
、反応器３０１内に、ウエハステージ３０２を備え、またこれに対向してシャワーヘッド
３０３を備えている。ウエハステージ３０２にはヒータ３０２ａが内蔵され、このヒータ
３０２ａによりウエハステージ３０２上に載置されたウエハ３０４を加熱する。このウエ
ハ３０４は、例えば、シリコン基板からなり、表面に複数のトランジスタや配線層などの
集積回路がすでに形成されているものである。これらは、上述した実施の形態１とほぼ同
様である。
【００２９】
その反応器３０１内には、Ｐｂ原料供給部３０５，Ｚｒ原料供給部３０６，チタン原料供
給部３０７より供給された各ＭＯ原料ガスが供給され、また酸化ガス供給部３０８よりＮ
Ｏ2やＯ2などの酸化ガスが供給されるように構成されている。まず、Ｐｂ原料供給部３０
５には、Ｐｂ（ＤＰＭ）2が０．１モル濃度で溶解している酢酸ブチル溶液が用意されて
いる。その、Ｐｂ原料供給部３０５より送り出されたＰｂ原料が溶解している酢酸ブチル
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溶液は、流量制御手段（ＭＦＣ）３０５ａにより流量を制御されて気化器３０５ｂに供給
される。そして、酢酸ブチル溶液が気化器３０５ｂで気化されることにより、酢酸ブチル
の気体とＰｂ（ＤＰＭ）2の気体とが、シャワーヘッド３０３を介して反応器３０１内に
導入される。なお、その気体は、気化器３０５ｂにおいてヘリウムなどのキャリアガスと
ともにシャワーヘッド３０３に供給される。
【００３０】
また、Ｚｒ供給部３０６には、Ｚｒ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）4が用意され、これは加熱されるこ
とで昇華して、Ｚｒの原料ガスを生成する。その原料ガスは、流量制御手段３０６ａによ
り流量を制御され、シャワーヘッド３０３を介して反応器３０１内に導入される。
同様に、Ｔｉ原料供給部３０７には、Ｔｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4が用意され、これも加熱さ
れることで昇華して、Ｔｉの原料ガスを生成する。その原料ガスは、流量制御手段３０７
ａにより流量を制御され、シャワーヘッド３０３を介して反応器３０１内に導入される。
なお、酸化ガス供給部３０８から供給される酸化ガスも、流量制御手段３０８ａにより流
量を制御され、シャワーヘッド３０３を介して反応器３０１内に導入される。
【００３１】
また、上述の各原料ガスは、シャワーヘッド３０３において混合されてから反応器３０１
内に供給される。そのシャワーヘッド３０３の反応器３０１側には複数の吐出ノズルが配
置され、混合された各原料ガスは、その複数の吐出ノズルによりウエハステージ３０２上
に載置されたウエハ３０４上に均一に供給される。一方、シャワーヘッド３０３に導入さ
れた酸化ガスは、シャワーヘッド３０３内においては原料ガスと混合することなく、別の
経路を経てシャワーヘッド３０３の反応器３０１側に設けられた専用の複数の吐出ノズル
より吐出される。そして、その吐出された酸化ガスは、ウエハステージ３０２上に載置さ
れたウエハ３０４上で、各原料ガスと混合する。
【００３２】
また、反応器３０１には、コールドトラップ３１０，圧力制御手段３１１を介して真空ポ
ンプ３１２が連通されている。すなわち、反応器３０１内は、圧力制御手段３１１に制御
された中で、真空ポンプ３１２により減圧状態が得られるように構成されている。その減
圧状態は、例えば、０．００１～１０Ｔｏｒｒ程度の範囲に制御される。なお、コールド
トラップ３１０により、反応器３０１内より排出される低温で液化する物質が除去される
。
【００３３】
そして、この実施の形態２では、次に示すようにして、ウエハ３０４上にＰＺＴの薄膜を
形成するようにした。
始めに、ＰｂＴｉＯ3の結晶核をウエハ３０４上に形成した。
まず、ウエハステージ３０２上にウエハ３０４を載置し、ヒータ３０２ａによりウエハ３
０４を４００～４５０℃の範囲とした。また、真空ポンプ３１２により排気するなどによ
り、反応器３０１内の真空度を０．１Ｔｏｒｒとした。
【００３４】
一方、Ｐｂ原料供給部３０５より、Ｐｂ（ＤＰＭ）2が０．１モル濃度で溶解している酢
酸ブチル溶液を、流量制御手段３０５ａで０．１５ｇ／ｍｉｎに流量制御して気化器３０
５ｂに供給し、酢酸ブチルとともに溶解しているＰｂ（ＤＰＭ）2を気化器３０５ｂで気
化する。そして、これらにヘリウムガスを流量「２５０sccm」で添加してシャワーヘッド
３０３に供給した。このとき、気化器３０５ｂより供給されるＰｂ原料ガス、すなわち気
化したＰｂ（ＤＰＭ）2の供給流量は標準状態で「０．３５sccm」程度となる。また、気
化した酢酸ブチルの供給流量は、約「２７sccm」程度となっている。
【００３５】
また同時に、Ｔｉ原料供給部３０７からＴｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4を昇華させたガス（Ｔｉ
原料ガス）を「０．３１sccm」の流量でシャワーヘッド３０３に供給するとともに、酸化
ガスとしてＮＯ2を「６sccm」の流量でシャワーヘッド３０３に供給した。
以上のことにより、それらシャワーヘッド３０３に供給されたＰｂ原料ガスとＴｉ原料ガ
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スおよび酢酸ブチルとヘリウムは、シャワーヘッド３０３内で混合されて反応器３０１内
のウエハ３０４上に導入される。一方、ＮＯ2は、このシャワーヘッド３０３においては
それらと混合されることなく、反応器３０１内のウエハ３０４上に導入される。
【００３６】
このとき、反応器３０１内のウエハ３０４上では、Ｐｂ原料ガスであるＰｂ（ＤＰＭ）2

の分圧は、０．３５／（０．３５＋２７＋２５０＋６＋０．３１）≒０．００１２３とな
る。また、Ｔｉ原料ガスであるＴｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4の分圧は、０．３１／（０．３５
＋２７＋２５０＋６＋０．３１）≒０．００１０９となる。
このように、この実施の形態２では、反応器３０１内の圧力は０．１Ｔｏｒｒ程度と低真
空であるが、供給している各原料ガスの分圧を低い状態としているので、加熱されている
ウエハ３０４上には、ＰｂＴｉＯ3の結晶核が形成されるようになる。そして、この結晶
核の形成は、約５０秒間行った。
【００３７】
次に、その核形成に引き続き、次に示すようにしてＰＺＴ薄膜の形成を行った。
まず、ウエハ３０４の加熱温度および反応器３０１内の真空度は同一の状態を保持したま
ま、新たにＺｒ原料ガスをウエハ３０４上に供給するようにした。ここでは、Ｚｒ供給部
３０６からＺｒ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）4を昇華させたガスを「０．３３sccm」の流量でシャワ
ーヘッド３０３に供給した。この結果、シャワーヘッド３０３内では、Ｐｂ原料ガスとＴ
ｉ原料ガスおよび酢酸ブチルとヘリウムに加え、Ｚｒ原料ガスも混合されることになる。
そして、ウエハ３０４上には、Ｐｂ原料ガスとＴｉ原料ガスとＺｒ原料ガスおよび酢酸ブ
チルとヘリウムとが、あらかじめ混合された状態で供給され、また、それらとは別に、Ｎ
Ｏ2も供給される。
【００３８】
このとき、反応器３０１内のウエハ３０４上では、Ｐｂ原料ガスであるＰｂ（ＤＰＭ）2

の分圧は、０．３５／（０．３５＋２７＋２５０＋０．３１＋０．３３＋６）≒０．００
１２３となっており、また、Ｔｉ原料ガスであるＴｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4の分圧は０．０
０１０９となっており、そして、Ｚｒ原料ガスであるＺｒ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）4の分圧は０
．００１１６となっている。
【００３９】
　このように、この実施の形態２では、反応器３０１内の圧力は０．１Ｔｏｒｒ程度と低
真空であるが、有機溶媒の気化ガスやヘリウムなど成膜に関与しないガスを希釈ガスとし
て供給することで、供給している各原料ガスの分圧を低い状態としている。加えて、ウエ
ハ３０４上には、すでに、ＰｂＴｉＯ3の結晶核が形成されているので、それを種として
、ウエハ３０４上にペロブスカイト結晶構造のＰＺＴ薄膜が形成された。そして、この実
施の形態２では、ＰＺＴ薄膜の形成において、反応器３０１内の真空度を０．１Ｔｏｒｒ
と低真空状態としているので、反応器３０１内の導入された各ガスは、分子流状態ではな
く、中間流から粘性流の領域となった状態で供給されるようになる。
【００４０】
この結果、この実施の形態２によれば、ウエハ３０４上に供給した各ガスは、シャワーヘ
ッド３０３を用いたことによるガスの均一供給効果が発揮され、ウエハ３０４上に組成が
均一な状態でＰＺＴ薄膜が形成された。
以上の結果を、従来の手法により形成したＰＺＴ薄膜と比較した結果を図４に示す。まず
、図４（ａ）は、形成されたＰＺＴ膜におけるＰｂ／（Ｚｒ＋Ｔｉ）比のウエハ内のバラ
ツキを示している。すなわち、図４（ａ）のグラフの縦軸は、Ｐｂ／（Ｚｒ＋Ｔｉ）比を
示している。また、図４（ｂ）は、形成されたＰＺＴ膜におけるＺｒ／Ｔｉ比のウエハ内
のバラツキを示している。すなわち、図４（ｂ）のグラフの縦軸は、Ｚｒ／Ｔｉ比を示し
ている。また、どちらにおいても、黒丸でこの実施の形態１の結果を示し、黒四角で従来
の手法により形成されたＰＺＴ膜の結果を示している。
【００４１】
それら図４（ａ），（ｂ）に示す結果から明らかなように、この実施の形態２においても
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、ＰＺＴのペロブスカイト結晶膜をウエハ内に均一組成で形成できるようになる。
なお、この実施の形態２においても、有機溶媒の気化ガスを希釈ガスとして用いるように
したが、有機溶媒の気化ガスはあまり多量に供給しないほうがよく、原料をガス化して供
給するために必要な量だけを適宜用いるようにした方がよい。例えば、上述の場合、有機
溶媒の気化ガスは、原料の１００倍程度までとしておいた方がよい。また、希釈ガスとし
てヘリウムガスを用いるようにしたが、これに限るものではなく、アルゴンガスなど他の
不活性ガスを用いても良く、また、窒素ガスを用いるようにしても良い。
【００４２】
実施の形態３
次に、この発明の第３の実施の形態について説明する。この実施の形態３では、例えば、
図５に示すような成膜装置を用いてＰＺＴの薄膜を形成するようにした。この成膜装置は
、反応器５０１内に、ウエハステージ５０２を備え、またこれに対向してシャワーヘッド
５０３を備えている。ウエハステージ５０２にはヒータ５０２ａが内蔵され、このヒータ
５０２ａによりウエハステージ５０２上に載置されたウエハ５０４を加熱する。このウエ
ハ５０４は、例えば、シリコン基板からなり、表面に複数のトランジスタや配線層などの
集積回路がすでに形成されているものである。これらは、上述した実施の形態１，２とほ
ぼ同様である。
【００４３】
その反応器５０１内には、Ｐｂ原料供給部５０５，Ｚｒ原料供給部５０６，チタン原料供
給部５０７より供給された各ＭＯ原料ガスが供給され、また酸化ガス供給部５０８よりＮ
Ｏ2やＯ2などの酸化ガスが供給されるように構成されている。
まず、Ｐｂ原料供給部５０５には、Ｐｂ（ＤＰＭ）2が用意され、これを加熱して昇華さ
せることで、Ｐｂの原料ガスを生成させるようにしている。そして、その原料ガスは、流
量制御手段５０５ａにより流量を制御され、シャワーヘッド５０３を介して反応器５０１
内に導入される。
【００４４】
また、Ｚｒ供給部５０６には、Ｚｒ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）4が用意され、これを加熱されるこ
とで昇華して、Ｚｒの原料ガスを生成する。その原料ガスは、流量制御手段５０６ａによ
り流量を制御され、シャワーヘッド５０３を介して反応器５０１内に導入される。
同様に、Ｔｉ原料供給部５０７には、Ｔｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4が用意され、これも加熱さ
れることで昇華して、Ｔｉの原料ガスを生成する。その原料ガスは、流量制御手段５０７
ａにより流量を制御され、シャワーヘッド５０３を介して反応器５０１内に導入される。
なお、酸化ガス供給部５０８から供給される酸化ガスも、流量制御手段５０８ａにより流
量を制御され、シャワーヘッド５０３を介して反応器５０１内に導入される。
【００４５】
また、上述の各原料ガスは、シャワーヘッド５０３において混合されてから反応器５０１
内に供給される。そのシャワーヘッド５０３の反応器５０１側には複数の吐出ノズルが配
置され、混合された各原料ガスは、その複数の吐出ノズルによりウエハステージ５０２上
に載置されたウエハ５０４上に均一に供給される。一方、シャワーヘッド５０３に導入さ
れた酸化ガスは、シャワーヘッド５０３内においては原料ガスと混合することなく、別の
経路を経てシャワーヘッド５０３の反応器５０１側に設けられた専用の複数の吐出ノズル
より吐出される。そして、その吐出された酸化ガスは、ウエハステージ５０２上に載置さ
れたウエハ５０４上で、各原料ガスと混合する。
【００４６】
　そして、この実施の形態３で用いる成膜装置では、希釈ガス供給部５０９を新たに備え
、流量制御手段５０９ａにより流量制御した状態で、ヘリウムなどの不活性ガスからなる
希釈ガスをシャワーヘッド５０３に導入するようにした。また、この希釈ガスは、シャワ
ーヘッド５０３において、原料ガスと混合されて反応室５０１内に供給するようにした。
　また、反応器５０１には、コールドトラップ５１０，圧力制御手段５１１を介して真空
ポンプ５１２が連通されている。すなわち、反応器５０１内は、圧力制御手段５１１に制
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御された中で、真空ポンプ５１２により減圧状態が得られるように構成されている。その
減圧状態は、例えば、０．００１～１０Ｔｏｒｒ程度の範囲に制御される。なお、コール
ドトラップ５１０により、反応器５０１内より排出される低温で液化する物質が除去され
る。
【００４７】
そして、この実施の形態３では、次に示すようにして、ウエハ５０４上にＰＺＴの薄膜を
形成するようにした。
始めに、ＰｂＴｉＯ3の結晶核をウエハ５０４上に形成した。
まず、ウエハステージ５０２上にウエハ５０４を載置し、ヒータ５０２ａによりウエハ５
０４を４００～４５０℃の範囲とした。また、真空ポンプ５１２により排気するなどによ
り、反応器５０１内の真空度を０．１Ｔｏｒｒとした。
それらの設定状態において、まず、Ｐｂ原料供給部５０５より、Ｐｂ（ＤＰＭ）2を１７
０℃に加熱することで昇華させたＰｂ原料ガスを、流量「０．４sccm」でシャワーヘッド
５０３に供給した。
【００４８】
また同時に、Ｔｉ原料供給部５０７からＴｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4を８０℃に加熱すること
で昇華させたＴｉ原料ガスを、流量「０．３sccm」でシャワーヘッド５０３に供給すると
ともに、酸化ガスとしてＮＯ2を流量「５sccm」でシャワーヘッド５０３に供給した。
そして、この実施の形態３では、希釈ガス供給部５０９より、希釈ガスとして窒素ガスを
流量「２５０sccm」でシャワーヘッド５０３に供給した。
以上のことにより、それらシャワーヘッド５０３に供給されたＰｂ原料ガスとＴｉ原料ガ
スおよび希釈ガスが、シャワーヘッド５０３内で混合されて反応器５０１内のウエハ５０
４上に導入される。一方、ＮＯ2は、このシャワーヘッド５０３においてはそれらと混合
されることなく、反応器５０１内のウエハ５０４上に導入される。
【００４９】
このとき、反応器５０１内のウエハ５０４上では、Ｐｂ原料ガスであるＰｂ（ＤＰＭ）2

の分圧は、０．４／（０．４＋０．３＋２５０＋５）≒０．００１５６となる。また、Ｔ
ｉ原料ガスであるＴｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4の分圧は、０．３／（０．４＋０．３＋２５０
＋５）≒０．００１１７となる。
このように、この実施の形態３では、反応器５０１内の圧力は０．１Ｔｏｒｒ程度と低真
空であるが、希釈ガスを加えることで供給している各原料ガスの分圧を低い状態としてい
るので、加熱されているウエハ５０４上には、ＰｂＴｉＯ3の結晶核が形成されるように
なる。そして、この結晶核の形成は、約５０秒間行った。
【００５０】
　次に、その核形成に引き続き、次に示すようにしてＰＺＴ薄膜の形成を行った。
　まず、ウエハ５０４の加熱温度および反応器５０１内の真空度は同一の状態を保持した
まま、新たにＺｒ原料ガスをウエハ５０４上に供給するようにした。ここでは、Ｚｒ供給
部５０６からＺｒ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）4を昇華させたガス（Ｚｒ原料ガス）を、流量「０．
３sccm」でシャワーヘッド３０３に供給した。また、Ｔｉ原料ガスの供給流量を、「０．
３５sccm」とした。
【００５１】
この結果、シャワーヘッド３０３内では、Ｐｂ原料ガスとＴｉ原料ガスおよび希釈ガスに
加え、Ｚｒ原料ガスも混合されることになる。そして、ウエハ３０４上には、Ｐｂ原料ガ
スとＴｉ原料ガスとＺｒ原料ガスおよび希釈ガスとが、あらかじめ混合された状態で供給
され、また、それらとは別に、ＮＯ2も供給される。
このとき、反応器３０１内のウエハ３０４上では、Ｐｂ原料ガスであるＰｂ（ＤＰＭ）2

の分圧は、０．４／（０．４＋０．３５＋０．３＋２５０＋５）≒０．００１５６となっ
ており、また、Ｔｉ原料ガスであるＴｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）4の分圧は０．００１３７とな
っており、そして、Ｚｒ原料ガスであるＺｒ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）4の分圧は０．００１１７
となっている。
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【００５２】
このように、この実施の形態３では、反応器３０１内の圧力は０．１Ｔｏｒｒ程度と低真
空であるが、成膜に関与しない窒素ガスを希釈ガスとして供給することで、供給している
各原料ガスの分圧を低い状態としている。加えて、ウエハ３０４上には、すでに、ＰｂＴ
ｉＯ3の結晶核が形成されるので、それを種として、ウエハ３０４上にペロブスカイト結
晶構造のＰＺＴ薄膜が形成された。
そして、この実施の形態３では、ＰＺＴ薄膜の形成において、反応器３０１内の真空度を
０．１Ｔｏｒｒと低真空状態としているので、反応器３０１内の導入された各ガスは、分
子流状態ではなく、中間流から粘性流の領域となった状態で供給されるようになる。
【００５３】
この結果、この実施の形態３によれば、ウエハ３０４上に供給した各ガスは、シャワーヘ
ッド３０３を用いたことによるガスの均一供給効果が発揮され、ウエハ３０４上に組成が
均一な状態でＰＺＴ薄膜が形成された。
以上の結果を、従来の手法により形成したＰＺＴ薄膜と比較した結果を図６に示す。まず
、図６（ａ）は、形成されたＰＺＴ膜におけるＰｂ／（Ｚｒ＋Ｔｉ）比のウエハ内のバラ
ツキを示している。すなわち、図６（ａ）のグラフの縦軸は、Ｐｂ／（Ｚｒ＋Ｔｉ）比を
示している。また、図６（ｂ）は、形成されたＰＺＴ膜におけるＺｒ／Ｔｉ比のウエハ内
のバラツキを示している。すなわち、図６（ｂ）のグラフの縦軸は、Ｚｒ／Ｔｉ比を示し
ている。また、どちらにおいても、黒丸でこの実施の形態１の結果を示し、黒四角で従来
の手法により形成されたＰＺＴ膜の結果を示している。
【００５４】
それら図６（ａ），（ｂ）に示す結果から明らかなように、この実施の形態３においても
、ＰＺＴのペロブスカイト結晶膜をウエハ内に均一組成で形成できるようになる。
なお、この実施の形態３でも、希釈ガスとしてヘリウムガスを用いるようにしたが、これ
に限るものではなく、アルゴンガスなど他の不活性ガスを用いても良く、また、窒素ガス
を用いるようにしても良い。
【００５５】
　ところで、上述した実施の形態１～３に示したこの発明の成膜方法では、ＰＺＴの薄膜
を形成する段階においては、０．１Ｔｏｒｒ程度と低真空の状態としているため、反応機
内に原料ガスなど原料ガスをより多く供給することが可能となる。そして、このようによ
り多くの原料ガスを送り込むことができるので、ＰＺＴの成膜速度を向上させることがで
きる。
　図７は、原料ガスの供給量と成膜速度との相関を示すものであり、これらから明らかな
ように、原料ガスの供給量を増加させることで、成膜速度を増加させることができる。
【００５６】
【発明の効果】
　以上説明したように、この発明では、希釈ガスで希釈された鉛とジルコニウムとチタン
の各有機金属原料のガスおよび酸化ガスを基板上に供給し、０．１Ｔｏｒｒ以上とした圧
力下で、鉛とジルコニウムとチタンの酸化物からなるペロブスカイト結晶構造の強誘電体
膜を基板上に形成するようにした。
【００５７】
　このように成膜するようにしたので、各有機金属原料ガスなどが、中間流から粘性流の
領域となった状態で供給されるようになる。また、各有機金属原料ガスは、希釈ガスで希
釈して供給するので、それらの基板上での分圧は０．０１Ｔｏｒｒに満たない低い値とな
っている。すなわち、高真空で成膜しているような状態となっている。この結果、この発
明によれば、各有機金属原料などを基板上に均一に供給できるようになるため、ＰＺＴの
ペロブスカイト結晶膜を４５０℃以下の低温で均一に形成できるようになるという優れた
効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の第１の実施の形態において用いる成膜装置の構成を示す構成図であ
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【図２】　この発明の実施の形態１における成膜状態と従来の成膜状態とを比較する特性
図である。
【図３】　この発明の第２の実施の形態において用いる成膜装置の構成を示す構成図であ
る。
【図４】　この発明の実施の形態２における成膜状態と従来の成膜状態とを比較する特性
図である。
【図５】　この発明の第３の実施の形態において用いる成膜装置の構成を示す構成図であ
る。
【図６】　この発明の実施の形態３における成膜状態と従来の成膜状態とを比較する特性
図である。
【図７】　原料ガスの供給量と成膜速度との相関を示す特性図である。
【図８】　強誘電体メモリ素子の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
　１０１…反応器、１０２…ウエハステージ、１０３…シャワーヘッド、１０４…ウエハ
、１０５，１０６…Ｐｂ原料供給部、１０７…Ｚｒ原料供給部、１０８…Ｔｉ原料供給部
、１０９…酸化ガス供給部、１１０…コールドトラップ、１１１…圧力制御手段、１１２
…真空ポンプ。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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