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(57)【要約】
相補型金属酸化膜半導体トランジスタ及び埋め込み型の
強誘電体キャパシタを含む不揮発性メモリセル及びその
製造方法が記載される。一実施形態では、本方法は、基
板の表面の上にＭＯＳトランジスタのゲートスタック、
ＭＯＳトランジスタ上に位置する第１の誘電体層、及び
第１の誘電体層を経てその上面からＭＯＳトランジスタ
の拡散領域まで延在する第１のコンタクトを形成するス
テップを有する。ローカルインターコネクト（ＬＩ）層
は第１の誘電体層の上面及び第１のコンタクトの上に堆
積され、底部電極、頂部電極、及びそれらの間に強誘電
体層を含むフェロスタックはＬＩ層上に堆積され、フェ
ロスタック及びＬＩ層はパターニングされて、強誘電体
キャパシタ及びＬＩを形成し、ＬＩを経て底部電極はＭ
ＯＳトランジスタの拡散領域に電気的に結合される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の表面上にゲートレベルを形成するステップであって、前記ゲートレベルは、金属
酸化膜半導体（ＭＯＳ）トランジスタのゲートスタック、前記ＭＯＳトランジスタの上に
位置する第１の誘電体層、及び前記第１の誘電体層を経て該第１の誘電体層の上面から前
記基板中の前記ＭＯＳトランジスタの拡散領域まで延在している第１コンタクトを含む、
ステップと、
　前記第１の誘電体層上面上及び前記第１のコンタクト上にローカルインターコネクト（
ＬＩ）層を堆積するステップと、
　前記ＬＩ層上にフェロスタックを堆積するステップであって、前記フェロスタックは、
前記ＬＩ層に電気的に結合される底部電極、頂部電極、及び前記底部電極と前記頂部電極
との間にある強誘電体層を含む、ステップと、
　前記フェロスタック及び前記ＬＩ層をパターニングして強誘電体キャパシタ及びＬＩを
形成するステップであって、前記ＬＩを経て前記底部電極は前記ＭＯＳトランジスタの前
記拡散領域に電気的に結合される、ステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記フェロスタックの前記底部電極は、前記ＬＩ層の一部分を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記ＬＩ層を堆積するステップは、酸素（Ｏ２）障壁を形成するように選択された材料
を堆積するステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記強誘電体キャパシタと前記ＬＩを封入層で封入するステップをさらに含む、請求項
２に記載の方法。
【請求項５】
　前記封入層は、前記強誘電体キャパシタ及び前記ＬＩ上に堆積された酸化アルミニウム
（Ａｌ２Ｏ３）からなる水素（Ｈ２）障壁を含む多数の層を含む、請求項４に記載の方法
。
【請求項６】
　前記封入層は、前記Ｈ２障壁上の窒化ケイ素からなる窒化物層をさらに含む、請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　基板の表面上にゲートレベルを形成するステップであって、前記ゲートレベルは金属酸
化膜半導体（ＭＯＳ）トランジスタのゲートスタック、及び前記ＭＯＳトランジスタ上に
位置する第１の誘電体層を含む、ステップと、
　デュアルダマシンプロセスを用いて前記第１の誘電体層にローカルインターコネクト（
ＬＩ）用のトレンチ及びＬＩコンタクト用の開口を形成して充填するステップであって、
前記ＬＩコンタクトは前記第１の誘電体層を経て前記基板中の前記ＭＯＳトランジスタの
拡散領域まで延在する、ステップと、
　頂部電極と底部電極との間に強誘電体層を含む強誘電体キャパシタを形成するステップ
であって、前記底部電極は、前記ＬＩ上に位置し、前記ＬＩと前記ＬＩコンタクトを経て
前記ＭＯＳトランジスタの前記拡散領域に電気的に結合される、ステップと
を含む、方法。
【請求項８】
　前記強誘電体キャパシタ及び前記ＬＩを封入層で封入するステップをさらに含む、請求
項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記封入層は、前記強誘電体キャパシタ及び前記ＬＩ上に堆積された酸化アルミニウム
（Ａｌ２Ｏ３）からなる水素（Ｈ２）障壁を含む多数の層を含む、請求項８に記載の方法



(3) JP 2016-526798 A 2016.9.5

10

20

30

40

50

。
【請求項１０】
　前記封入層は、前記Ｈ２障壁上の窒化ケイ素からなる窒化物層をさらに含む、請求項９
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記強誘電体キャパシタを形成する前に前記ＬＩ上に酸素（Ｏ２）障壁を形成するステ
ップをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＬＩ用の前記トレンチを形成して充填するステップ及び前記ＬＩの頂部に酸素（Ｏ

２）障壁を形成するために選択された材料の層を堆積するステップを含む、請求項７に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記ＬＩ用の前記トレンチ及び前記ＬＩコンタクト用の前記開口を形成して充填するス
テップは、前記ＬＩ用の前記トレンチ及び前記ＬＩコンタクト用の前記開口をタングステ
ン（Ｗ）で充填するステップを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　基板の表面上にゲートレベルを形成するステップであって、前記ゲートレベルは、金属
酸化膜半導体（ＭＯＳ）トランジスタのゲートスタック、前記ＭＯＳトランジスタ上に位
置する第１の誘電体層、及び前記第１の誘電体層を経てその上面から前記基板中の前記Ｍ
ＯＳトランジスタの拡散領域まで延在している第１のコンタクトを含む、ステップと、
　前記第１の誘電体層上に強誘電体キャパシタを形成するステップであって、前記強誘電
体キャパシタは前記第１のコンタクトを経て前記ＭＯＳトランジスタの前記拡散領域に電
気的に結合される底部電極、頂部電極、及び底部電極と頂部電極との間にある強誘電体層
を含む、ステップと、
　前記強誘電体キャパシタ上に位置する第２の強誘電体層及び前記第２の強誘電体層を経
てその上面から前記強誘電体キャパシタの前記頂部電極まで延在する第２のコンタクトを
形成するステップと、
　前記第２の強誘電体層の前記上面上にローカルインターコネクト（ＬＩ）層を堆積して
前記第２のコンタクトに電気的に結合させるステップと
を含む、方法。
【請求項１５】
　前記強誘電体キャパシタを封入層で封入するステップをさらに含む、請求項１４に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記封入層は、前記強誘電体キャパシタ上に堆積される酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３

）からなる水素（Ｈ２）障壁を含む多数の層を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記封入層は、前記Ｈ２障壁上の窒化ケイ素からなる窒化物層をさらに含む、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記強誘電体キャパシタを形成する前に前記第１のコンタクト上に酸素（Ｏ２）障壁を
形成するステップをさらに含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＬＩ層をローカルインターコネクト窒化物層で封入するステップをさらに含む、請
求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記強誘電体キャパシタ上に位置する第３の強誘電体層及び第３の強誘電体層を経てそ
の上面から前記ＬＩ層まで延在する第３のコンタクトを形成するステップをさらに含む、
請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
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　前記第３の強誘電体層の上に金属１（Ｍ１）層を形成するステップであって、前記Ｍ１
層は前記第３のコンタクトを経て前記ＬＩ層に電気的に結合する、ステップをさらに含む
、請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ１１９（ｅ）に基づいて２０１３年６月２７日に出願された
米国仮特許出願第６１／８３９，９９７号、２０１３年６月２７日に出願された米国仮特
許出願第６１／８４０，１２８号、及び２０１３年６月２８日に出願された米国仮特許出
願第６１／８４１，１０４号の優先権の利益を主張しており、その両出願とも引用するこ
とにより本明細書に組み込まれるものとする。
【０００２】
　本開示は、概して、半導体デバイスに関し、特に埋め込み型又は一体形成型強誘電体キ
ャパシタ及び相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）トランジスタを含む強誘電体ランダム
アクセスメモリ（Ｆ－ＲＡＭ）、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　強誘電体ランダムアクセスメモリ（Ｆ－ＲＡＭ）は、典型的には、格子状又はアレイ状
の記憶素子又はセルを含んでおり、それぞれの記憶素子又はセルは少なくとも一つの強誘
電体キャパシタ及びセルを選択しそこへの読み込み又は書き込みを制御する１つ以上の関
連するトランジスタを含む。外部電場がセル中の強誘電体キャパシタの強誘電体材料間に
印加されると、その材料中の双極子は外部電場の方向に整列する。外部電場を取り除くと
、双極子は分極状態を保持する。データは各々のデータ記憶セルにおいて２つの可能な電
気的分極の一つとしてセルに記憶される。例えば、一つのトランジスタと一つのキャパシ
タとの組み合わせからなる（１Ｔ１Ｃ）セルでは、「１」は負の残留分極を用いて符号化
され、「０」は正の残留分極を用いて符号化され得る。
【０００４】
　Ｆ－ＲＡＭセル中の強誘電体キャパシタは、典型的には、上部電極と下部電極の間にチ
タン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）等の強誘電体材料を含んでいる。セル中のトランジスタは
、典型的には、標準の又は基本的な相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）プロセスフロー
を用いて製造される金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）トランジスタであり、そのプロセスフロ
ーは、導電性、半導性及び誘電性の材料を形成しパターニングするプロセスを含む。処理
試薬の組成及び濃度と同様に、これらの材料の組成及びそのようなＣＭＯＳプロセスフロ
ーでの温度は、得られるＭＯＳトランジスタが適切に機能することを保証するために、各
々の作業において厳重に制御される。強誘電体キャパシタを製造するために典型的に用い
られる材料及びプロセスは、基本的なＣＭＯＳプロセスフローのそれらとは著しく異なっ
ており、ＭＯＳトランジスタに有害な影響を与える可能性がある。
【０００５】
　従って、Ｆ－ＲＡＭを製造する従来の方法では、強誘電体キャパシタは、ＭＯＳトラン
ジスタが形成される層の上に位置し、一つ以上の層によってそれらから絶縁される別個の
層に形成される。当業者であれば、Ｆ－ＲＡＭを製造する従来の方法は、いくつかの追加
のマスク及び処理ステップを必要とし、これら全ては製造時間、コスト、及びワーキング
メモリの歩留まりを低下させる欠陥密度を増加させることは理解できるであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示の方法により形成される相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）トランジスタ及び
埋め込み型強誘電体キャパシタを含む不揮発性メモリセルは、ＣＭＯＳプロセスフローに
対する変更を最小限に抑え、強誘電体ランダムアクセスメモリ（Ｆ－ＲＡＭ）の製造コス
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トを減らし、欠陥密度を低下させ、より厳しい設計ルールを可能とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態では、本方法は、第１の誘電体層上に、第１のコンタクトを経てＭＯＳトラ
ンジスタの拡散領域に電気的に結合される底部電極、頂部電極、及びこれらの電極間に位
置する強誘電体層を含む強誘電体キャパシタを形成するステップを含む。第２の誘電体層
が強誘電体キャパシタと、第２の誘電体層を経てその上面から強誘電体キャパシタの頂部
電極まで延在する第２のコンタクトとの上に位置するように形成される。ローカルインタ
ーコネクト（ＬＩ）層が第２の誘電体層の上面上に堆積され第２のコンタクトに電気的に
結合される。
【０００８】
　他の実施形態では、本方法は、基板の表面の上にＭＯＳトランジスタのゲートスタック
と、ＭＯＳトランジスタ上に位置する第１の誘電体層と、第１の誘電体層を経てその上面
からＭＯＳトランジスタの拡散領域まで延在する第１のコンタクトとを含むゲートレベル
を形成するステップを含む。ローカルインターコネクト（ＬＩ）層は第１の誘電体層の上
面及び第１のコンタクト上に堆積され、底部電極、頂部電極、及びそれらの間に位置する
強誘電体層を含むフェロスタック（ｆｅｒｒｏ　ｓｔａｃｋ）がＬＩ層上に堆積され、フ
ェロスタック及びＬＩ層はパターニングされて、強誘電体キャパシタ及びＬＩを形成し、
このＬＩを経て底部電極はＭＯＳトランジスタの拡散領域に電気的に結合される。
【０００９】
　さらに他の実施形態では、ＬＩ及びＬＩコンタクトがデュアルダマシンプロセスを用い
て形成され、フェロスタック及び得られる強誘電体キャパシタの全高を低くすることがで
きる。
【００１０】
　本発明は、以下の詳細な説明、添付図面、及び特許請求の範囲によってより十分に理解
することができるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】埋め込み型強誘電体キャパシタ及び金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）トランジスタを
含む強誘電体ランダムアクセスメモリ（Ｆ－ＲＡＭ）の製造方法の実施形態を示すフロー
チャートである。
【図２】図２Ａ～２Ｉは、図１の方法による製造中のＦ－ＲＡＭセルの一部分の断面を示
すブロック線図であり、図２Ｊは、図1の方法により製造されたＦ－ＲＡＭセルの一部の
断面を示すブロック線図である。
【図３】ローカルインターコネクトの一部分が強誘電体キャパシタの底部電極を形成する
、埋め込み型強誘電体キャパシタ及びＭＯＳトランジスタを含むＦ－ＲＡＭの製造方法の
他の実施形態を示すフローチャートである。
【図４】図４Ａ～４Ｈは、図３の方法による製造中のＦ－ＲＡＭの一部分の断面を示すブ
ロック線図であり、図４Ｉは、図３の方法により製造されたＦ－ＲＡＭセルの一部の断面
を示すブロック線図である。
【図５】埋め込み型強誘電体キャパシタ及びＭＯＳトランジスタを含むＦ－ＲＡＭをダマ
シン又はデュアルダマシンプロセスを用いて製造する方法のさらに他の実施形態を示すフ
ローチャートである。
【図６】図６Ａ～６Ｍは、図５の方法による製造中のＦ－ＲＡＭの一部分の断面を示すブ
ロック線図である。
【図７】図５の方法の代替実施形態により製造された完成形のＦ－ＲＡＭの一部分の断面
を示すブロック線図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　埋め込み型又は一体形成型強誘電体キャパシタ及び相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ
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）トランジスタを含む強誘電体ランダムアクセスメモリ（Ｆ－ＲＡＭ）並びにその製造方
法の実施形態を、図面を参照して説明する。しかしながら、特定の実施形態はこれらの具
体的な詳細を一つ以上欠いても実施することができ、又は、他の既知の方法、材料及び装
置と組み合わせて実施することもできる。以下の説明では、本発明の完全な理解を提供す
るために、具体的な材料、寸法及びプロセスパラメータ等の多数の具体的な詳細について
記載する。上記以外の例については、本発明を不必要に不明瞭にすることを避けるため、
周知の半導体設計及び製造技術については特に詳細には記載しない。本明細書中における
「一実施形態」とは、その実施形態と関連して説明される特定の特徴、構造、材料又は特
性が本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、本明細
書中の様々な箇所に出現する「一実施形態において」とは、必ずしも本発明の同じ実施形
態を指すとは限らない。さらに、特定の特徴、構造、材料、又は特性は、一つ以上の実施
形態において任意の適切な方法で組み合わせることができる。 
【００１３】
　本明細書で用いられる「上に」、「下に」、「の間に」及び「の上に」という用語は、
他の層との関係でのある一つの層の相対的位置を指す。よって、例えば、別の層上に又は
下に堆積され又は配置されたある一つの層は、他の層と直接的に接触している場合もあれ
ば、一つ以上の層が介在している場合もある。さらに、層間に堆積され又は配置されたあ
る一つの層は、それらの層と直接的に接触している場合もあれば、一つ以上の層が介在し
ている場合もある。対照的に、第２の層「の上に」ある第１の層はその第２の層と接触し
ている。加えて、基板の絶対方位を考慮することなく膜の堆積、変更及び除去は初期状態
の基板に対して相対的に行うとの仮定のもとで、ある一つの層の他の層に関する相対位置
が与えられる。
【００１４】
　ここでは、Ｆ－ＲＡＭを製造するための標準の又は基本的なＣＭＯＳプロセスフローに
強誘電体キャパシタを一体化する又は埋め込むための方法の一実施形態を、図１及び図２
Ａから図２Ｊまでを参照して詳細に説明する。図１は埋め込み型強誘電体キャパシタ及び
金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）トランジスタを含む強誘電体ランダムアクセスメモリ（Ｆ－
ＲＡＭ）の製造方法の一実施形態を示すフローチャートである。図２Ａから図２Ｉは図１
の方法による製造中のＦ－ＲＡＭセルの一部分の断面を示すブロック線図である。図２Ｊ
は図１の方法により製造された完成形のＦ－ＲＡＭセルの一部分の断面を示すブロック線
図である。
【００１５】
　図１及び図２Ａを参照するに、本方法は、基板２１０の表面２０８の上にゲートレベル
２０６を形成した後に、第１のコンタクトプラグ又はコンタクト２０２及び金属間誘電体
又は第１の誘電体層２０４の表面を平坦化することから開始し、ゲートレベルは、一つ以
上の絶縁構造２１６によって分離された、一つ以上の金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）トラン
ジスタ２１４のゲートスタック２１２と、ＭＯＳトランジスタ上に位置する第１の誘電体
層と、第１の誘電体層を経てその上面２１８から基板中のＭＯＳトランジスタのソース又
はドレイン等の拡散領域２２０まで延在する第１のコンタクトとを含んでいる（ブロック
１０２）。
【００１６】
　ソース及びドレインに加えて、拡散領域２２０は、図示されていないが、チャネル領域
を含むことができる。概して、基板２１０、従って、拡散領域２２０は半導体デバイスの
製造に適した任意の材料で構成することができる。ある一つの実施形態では、基板２１０
はシリコン、ゲルマニウム、シリコン‐ゲルマニウム、又はIII‐Ｖ族の化合物半導体材
料を含むことができるが、これらには限定されない単結晶の材料から構成されるバルク基
板である。他の実施形態では、基板２１０は頂部エピタキシャル層を有するバルク層を含
む。ある特定の実施形態では、バルク層はシリコン、ゲルマニウム、シリコン‐ゲルマニ
ウム、III‐Ｖ族の化合物半導体材料及び石英を含むことができるが、これらには限定さ
れない単結晶の材料から構成され、一方で頂部エピタキシャル層はシリコン、ゲルマニウ
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ム、シリコン‐ゲルマニウム、及びIII‐Ｖ族の化合物半導体材料を含むことができるが
、これらには限定されない単結晶の層から構成される。頂部エピタキシャル層はシリコン
（すなわち、シリコン‐オン‐インシュレータ（ＳＯＩ）半導体基板を形成するためのシ
リコン）、ゲルマニウム、シリコン‐ゲルマニウム、及びIII‐Ｖ族の化合物半導体材料
を含むことができるが、これらには限定されない単結晶の層から構成される。絶縁体層は
二酸化ケイ素、窒化ケイ素、及び酸窒化ケイ素を含むことができるが、これらには限定さ
れない材料から構成される。下側のバルク層はシリコン、ゲルマニウム、シリコン‐ゲル
マニウム、III‐Ｖ族の化合物半導体材料、及び石英を含むことができるが、これらには
限定されない単結晶から構成される。
【００１７】
　基板２１０、従って、チャネル領域はドーパント不純物原子を含んでもよい。ある特定
の実施形態では、チャネル領域はＰ型にドープされ、代替実施形態では、チャネル領域は
Ｎ型にドープされる。基板２１０中のソース及びドレイン拡散領域２２０はチャネル領域
とは反対の導電性を有する。例えば、ある一つの実施形態では、基板２１０、従って、チ
ャネル領域はボロン濃度が１×１０１５～１×１０１９atoms/cm3の範囲であるボロンを
ドープした単結晶シリコンから構成される。ソース及びドレイン拡散領域２２０はＮ型ド
ーパント濃度が５×１０１６～５×１０１９atoms/cm3の範囲であるリン又はヒ素をドー
プした領域から構成される。概して、ソース及びドレイン領域２２０は基板２１０中に８
０nm～２００nmの範囲の深さを有する。本開示の代替実施例によれば、ソース及びドレイ
ン拡散領域２２０はＰ型ドープ領域とし、一方で基板２１０及びチャネル領域はＮ型ドー
プ領域とする。
【００１８】
　ゲートスタック２１２は基板２１０の表面２０８の上に形成されたゲート酸化物層２２
２、ゲート酸化物層の上に形成されたゲート層２２４、及びゲート層を第１の誘電体層２
０４から絶縁している一つ以上の側壁スペーサ２２６を含むことができる。加えて、図示
されていないが、当業者であれば、ゲート層２２４は概して、その上に位置するローカル
インターコネクト（ＬＩ）又は以下でより詳細に説明する第１の金属化（Ｍ１）層等の金
属化層に電気的に結合されることは理解できるであろう。
【００１９】
　第１の誘電体層２０４は、単一の誘電体材料層又は図示の実施形態におけるように多数
の誘電体材料層を含むことができる。例えば、ある一つの実施形態では、第１の誘電体層
２０４はプラズマ、減圧又は大気ＣＶＤ等の化学気相蒸着（ＣＶＤ）プロセスによって形
成又は堆積されるリンケイ酸ガラス（ＰＳＧ）を含む下部又は底部の第１の誘電体層２０
４a、及びオルトケイ酸テトラエチル（ＴＥＯＳ）系のプロセスガス又は前駆体を用いる
減圧ＣＶＤ(ＬＰＣＶＤ)装置によって堆積される酸化ケイ素を含む上部又は頂部の第１の
誘電体層２０４bを含む。
【００２０】
　第１のコンタクト２０２は、第１の誘電体層２０４をその下に位置する拡散領域２２０
が露出するまでエッチングして形成された開口に、典型的には耐熱金属のような導電性材
料を充填するコンタクトエッチングを行うことによって形成される。コンタクトエッチン
グは、標準のフォトリソグラフィー技術及び酸化ケイ素及び／又はＰＳＧをエッチングす
るための任意の適切なウエット又はドライエッチング化学反応を用いて達成することがで
きる。適切なコンタクトエッチング化学反応は、例えば、フッ化水素酸（ＨＦ）を用いる
ウエットエッチング、又はＨＦとメタノール又はメチルアルコール（ＣＨ3ＯＨ）を含む
反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）のプロセスガスを用いる気相エッチング（ＧＰＥ）を
含むことができる。第１の誘電体層２０４に形成されたコンタクト開口部は耐熱性金属に
よって充填される。耐熱性金属とは、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン
（Ｗ）、及びそれらの窒化物又は合金を含む、周期表の４、５、及び６族の金属元素であ
り、高温耐性があるものを意味する。耐熱性金属は、例えば、スパッタリング又は蒸発等
の物理気相蒸着又はＣＶＤ及び無電解メッキによって堆積することができる。
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【００２１】
　図１のステップ、つまりブロック１０２において示したように、いったん形成されると
、第１のコンタクト２０２及び第１の誘電体層２０４の表面は、例えば、化学機械研磨（
ＣＭＰ）プロセスを用いて、平坦化される。
【００２２】
　次に、図１及び図２Ｂを参照するに、後に強誘電体キャパシタが形成されるフェロスタ
ックの層が、第１のコンタクト２０２及び第１の誘電体層２０４の平坦化された表面上に
堆積又は形成される（ブロック１０４）。概して、フェロスタックの層は、頂部電極２３
０と、下に位置する第１のコンタクト２０２の一つと電気的に接触又は電気的に結合され
る底部電極２３２との間に位置する、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）強誘電体層２２８
等の、強誘電体材料からなる層を含む。ある実施形態では、図示されているように、フェ
ロスタックはさらに酸素（Ｏ２）障壁２３４を含むことができる。Ｏ２障壁２３４は、約
０．０３μｍから約０．１０μｍの厚さを有する窒化チタンアルミニウム（ＴｉＡｌＮ）
又は窒化アルミニウムチタン（ＡｌＴｉＮ）の層を含むことができ、ＣＶＤ、原子層堆積
（ＡＬＤ）、又は物理気相蒸着（ＰＶＤ）等の任意の適切な堆積法を用いて堆積又は形成
される。頂部及び底部電極２３０、２３２は、約０．０５μｍから約０．２０μｍの厚さ
を有するイリジウム又は酸化イリジウムの一つ以上の層を含むことができ、ＣＶＤ、ＡＬ
Ｄ、又はＰＶＤを用いて堆積又は形成される。図示の実施形態では頂部電極２３０は、例
えば、ＰＺＴ強誘電体層２２８と接触している酸化イリジウム（ＩｒＯ２）の下層と、こ
の下層の上に位置するイリジウム（Ｉｒ）の上層とを含む多層の頂部電極である。ＰＺＴ
強誘電体層２２８は約０．０４μｍから約０．１０μｍの厚さになるまで、ＣＶＤ、ＡＬ
Ｄ、又はＰＶＤを用いて底部電極２３２の上に堆積される。
【００２３】
　図１及び図２Ｃを参照するに、ハードマスク２３６がフェロスタック層上に形成され、
フェロスタック層は、強誘電体キャパシタ２３８を形成するために、パターニングされた
ハードマスク及び標準のエッチング技術を用いてパターニングされる（ブロック１０６）
。ある実施形態では、ハードマスク２３６は多数の層を含むことができ、ハードマスクの
材料は水素（Ｈ２）障壁を形成するために選択され、強誘電体キャパシタ２３８を形成し
た後にフェロスタック層の上に残される。ハードマスク２３６は、例えば、約０．１５μ
ｍから約０．２０μｍの厚さを有する窒化チタンアルミニウム（ＴｉＡｌＮ）の層を含む
ことができ、ＰＶＤプロセスを用いて堆積又は形成される。フェロスタック層をエッチン
グするための適切な化学反応及び技術は標準の金属エッチング化学反応を含むことができ
る。
【００２４】
　次に、図１及び図２Ｄを参照するに、Ｈ２障壁２４０の追加の層が、強誘電体キャパシ
タ２３８の頂部と側壁の上、及び第１の誘電体層２０４の表面２１８と、任意の露出して
いる第１のコンタクト２０２の上に堆積され、実質的に強誘電体キャパシタを封入する（
ブロック１０８）。強誘電体キャパシタ２３８が、例えば、その後の処理の間に導入され
る水素に曝されると、強誘電体キャパシタの特性がかなり低下することが観測されている
。Ｈ２障壁２４０は単一材料層又は多数の材料層を含むことができる。ある一つの実施形
態では、図示するように、Ｈ２障壁２４０は約１００Åから約３００Åの厚さを有し、Ａ
ＬＤによって堆積される酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）の下層又は第１の水素封入層２
４０ａと、約０．０２μｍから約０．１０μｍの厚さを有し、ＣＶＤ又はＡＬＤによって
堆積される窒化ケイ素（ＳｉＮ）の上層又は第２の水素封入層２４０ｂとを含むことがで
きる。
【００２５】
　図１及び図２Ｅを参照するに、第１の層間誘電体（ＩＬＤ）層２４２がＨ２障壁２４０
上に堆積又は形成され、ＩＬＤ層は平坦化され、第２の又はフェロコンタクトを強誘電体
キャパシタ２３８の頂部電極２３０と、任意の露出した第１のコンタクト２０２に電気的
に結合させるために、第２の又はフェロコンタクト用の開口部２４４がＩＬＤ層及びＨ２
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障壁を経て、ハードマスク２３６までエッチング形成される（ブロック１１０）。ＩＬＤ
層２４２は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）のようなドープされていない酸化物、窒化ケイ素
（ＳｉｘＮｙ）、酸窒化ケイ素（ＳｉｘＯｙＮｚ）等の窒化物、又は、上述した金属間の
又は第１の誘電体層２０４の場合と同様に、リンケイ酸ガラス（ＰＳＧ）のような酸化物
の一つ以上の層を含むことができる。例えば、ある一つの実施形態では、ＩＬＤ層２４２
は、ＴＥＯＳを用いるＬＰＣＶＤによって堆積される、約０．６０μｍから約０．８０μ
ｍの厚さを有するＳｉＯ２を含むことができる。
【００２６】
　図１のステップ、つまりブロック１１０に示したように、一度形成されると、ＩＬＤ層
２４２の表面は、例えば、ＣＭＰプロセスを用いて平坦化され、第２の又はフェロコンタ
クト用の開口部２４４が、標準のフォトリソグラフィー及びコンタクトエッチング技術を
用いて、ＩＬＤ層及びＨ２障壁２４０を経てエッチング形成される。ＳｉＯ２のＩＬＤ層
２４２にとって適切なコンタクトエッチング技術は、パターニングされたフォトレジスト
層を形成するステップと、一酸化炭素（ＣＯ）、アルゴン（Ａｒ）、オクタフルオロシク
ロブタン（Ｃ４Ｆ８）又はＦｒｅｏｎ（登録商標）３１８、及び、任意で窒素（Ｎ２）を
含んでいるエッチング化学反応でＩＬＤ層をエッチングするステップを含むことができる
。
【００２７】
　次に、図１及び図２Ｆを参照するに、フェロコンタクト用の開口部２４４は、第２の又
はフェロコンタクト２４６を形成するために充填され、ローカルインターコネクト（ＬＩ
）層が、フェロコンタクト及びＩＬＤ層２４２の表面上にＬＩ２４８を形成するために堆
積され、マスクされ、そしてエッチングされる（ブロック１１２）。上述した第１のコン
タクト２０２の場合と同様に、フェロコンタクト２４６は、スパッタリング、蒸発、又は
ＣＶＤ等の物理気相蒸着によって、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（
Ｗ）、及びそれらの窒化物又は合金等の、耐熱性金属でコンタクト開口部を充填すること
によって形成される。第１のコンタクト開口部を充填した後、コンタクトは、例えば、Ｃ
ＭＰプロセスを用いて平坦化される。ＬＩ２４８は、ＣＶＤ、ＡＬＤ、又はＰＶＤを用い
てフェロコンタクト及びＩＬＤ層２４２上に形成された約８５０Åから約１１５０Åの厚
さを有するチタン（Ｔｉ）又は窒化チタン（ＴｉＮ）の一つ以上の層を含むＬＩ層を堆積
し、標準のフォトリソグラフィー及びエッチング技術を用いてＬＩ層をパターニングする
ことによって形成される。例えば、Ｔｉ／ＴｉＮのＬＩ層は、六フッ化硫黄（ＳＦ６）、
三フッ化窒素（ＮＦ３）、又はテトラフルオロメタン（ＣＦ４）等のフッ素系ガスと、塩
素（Ｃｌ２）又は三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）等の塩素系ガスと、随意、スパッタリングに
よるエッチング速度を増加させるアルゴンガスを混合したものを用いてドライエッチング
することができる。
【００２８】
　図１及び図２Ｇを参照するに、ＬＩ２４８は、その後のプロセスステップにおいてＬＩ
を絶縁し保護するために、ローカルインターコネクト窒化物層（ＬＩＮＩＴ２５０）によ
って覆われ、又は封入される。ＬＩＮＩＴ２５０は約８５０Åの厚さにまでＣＶＤ又はＡ
ＬＤによって堆積される窒化ケイ素（ＳｉＮ）の層を含むことができる。
【００２９】
　次に、図１及び図２Ｈを参照するに、第２のＩＬＤ層２５２がＬＩＮＩＴ２５０上に堆
積又は形成され、平坦化され、第３の又はＬＩコンタクト（ＬＩＣＯＮ２５４）用の開口
部が、ＬＩコンタクトを強誘電体キャパシタ２３８の頂部電極２３０と、任意の露出した
フェロコンタクト２４６に電気的に結合させるために第２のＩＬＤ層及びＬＩＮＩＴを経
てＬＩ２４８までエッチング形成される。上述した第１のＩＬＤ層２４２の場合と同様に
、第２のＩＬＤ層２５２はＣＶＤ又はＬＰＣＶＤによって約０．３５μｍから約０．３８
μｍの厚さにまで堆積された、二酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、又はＰＳＧの
一つ以上の層を含むことができる。上述した第１のコンタクト２０２及びフェロコンタク
ト２４６の場合と同様に、ローカルインターコネクトコンタクト又はＬＩＣＯＮ２５４は
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、スパッタリング、蒸発、ＣＶＤ、又は無電解メッキによって、チタン（Ｔｉ）、タンタ
ル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、及びそれらの窒化物又は合金でコンタクト開口部を充
填することによって形成される。コンタクト開口部を充填した後にコンタクトは、例えば
、ＣＭＰプロセスを用いて平坦化される。
【００３０】
　図１及び図２Ｉを参照するに、金属層が第２のＩＬＤ層２５２及びＬＩＣＯＮ２５４上
に堆積され、マスクされ、エッチングされて、第１の金属化（Ｍ１）層２５６を形成する
（ブロック１１８）。概して、金属層はアルミニウム、銅、又はそれらの合金又は混合物
を含んでおり、スパッタリング、蒸発、又は無電解メッキ等のＰＶＤによって約１０００
Åから約５０００Åの厚さにまで堆積される。金属層は、例えば、高密度プラズマ（ＨＤ
Ｐ）エッチング、及び腐食欠陥を防ぐ種々の金属化後のエッチング洗浄プロセスを含む標
準のフォトリソグラフィー及び金属エッチング技術を用いてＭ１層２５６を形成するよう
にパターニングされる。
【００３１】
　次に、第３のＩＬＤ層２５８がＭ１層２５６上に形成され、マスクされ、エッチングさ
れ、そして第３のＩＬＤ層に形成された開口部は、実質的に完成したＦ－ＲＡＭセルにお
ける第４の又はＭ１層コンタクト２６０を形成するために充填される（ブロック１２０）
。図２Ｊは図１に示す方法により製造された完成形のＦ－ＲＡＭセルの一部分の断面を示
しているブロック線図である。上述した第１の及び第２のＩＬＤ層２４２、２５２の場合
と同様に、第３のＩＬＤ層２５８は二酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、又はＰＳ
Ｇの一つ以上の層を含むことができ、ＣＶＤ又はＬＰＣＶＤによって約０．５μｍから約
０．７８μｍの厚さになるまで堆積される。コンタクト開口部は標準のコンタクト又は酸
化物エッチングを用いて形成され、第４の又はＭ１層コンタクト２６０はコンタクト開口
部をスパッタリング、蒸発、ＣＶＤ、又は無電解メッキによって、チタン（Ｔｉ）、タン
タル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、及びそれらの窒化物又は合金で充填することによっ
て形成される。コンタクト開口部を充填した後に、コンタクトは、例えば、ＣＭＰプロセ
スを用いて平坦化される。
【００３２】
　当業者であれば、上述した埋め込み型又は一体形成型強誘電体キャパシタ及びＣＭＯＳ
トランジスタを含むＦ－ＲＡＭセルを製造又は作製する方法の実施形態は、標準の相補型
金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）プロセスフローに対する変更を有利に最小限に抑え、それ
は単に２つの追加のマスクステップを加えるだけであり、これにより、強誘電体ランダム
アクセスメモリ（Ｆ－ＲＡＭ）の製造コストを減らすことができることを理解するであろ
う。
【００３３】
　埋め込み型強誘電体キャパシタ及びＭＯＳトランジスタを含むＦ－ＲＡＭの製造方法の
もう一つの実施形態を、図３及び図４Ａから図４Ｉを参照して詳細に説明するが、このＦ
－ＲＡＭでは、ローカルインターコネクトの一部分が強誘電体キャパシタの底部電極を形
成する。
【００３４】
　図３及び図４Ａを参照するに、この方法は、基板４０６の表面４０４の上に形成された
ゲートレベルの平坦化した表面上にローカルインターコネクト（ＬＩ）層４０２を堆積す
ることから開始する（ブロック３０２）。図２Ａの実施形態の場合と同様に、ゲートレベ
ルは、一つ以上の絶縁構造４１４によって分離された一つ以上の金属酸化膜半導体（ＭＯ
Ｓ）トランジスタ４１２のゲートスタック４１０と、第１の誘電体層を経てＭＯＳトラン
ジスタのソース又はドレイン等の拡散領域４１８まで延在する一つ以上の第１のコンタク
トプラグ又はコンタクト４１６を有する金属間誘電体又は第１の誘電体層４０８とを含む
。
【００３５】
　第１の誘電体層４０８は図示の実施形態におけるような単一の誘電体材料層又は多数の
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誘電体材料層を含むことができる。例えば、ある一つの実施形態では、第１の誘電体層４
０８はＣＶＤプロセスによって形成又は堆積されるＰＳＧを含む下層の又は底部の第１の
誘電体層４０８ａ、及びＴＥＯＳ系のプロセスガス又は前駆体を用いてＬＰＣＶＤ装置に
よって堆積される酸化ケイ素を含む上層の又は頂部の第１の誘電体層４０８ｂを含む。
【００３６】
　ＬＩ層４０２はＣＶＤ、ＡＬＤ、又はＰＶＤを用いて第１のコンタクト４１６及び第１
の誘電体層４０８上に形成される約８００Åから約１２００Åの厚さを有するチタン（Ｔ
ｉ）又は窒化チタン（ＴｉＮ）の一つ以上の層を含むことができる。
【００３７】
　次に、図３及び図４Ｂを参照するに、フェロスタック層がＬＩ層４０２上に堆積又は形
成される（ブロック３０４）。フェロスタック層はＰＺＴ強誘電体層４２０を含み、ＰＺ
Ｔ強誘電体層４２０は、頂部電極４２２と、下に位置する第１のコンタクト４１６の一つ
にＬＩ層４０２を介して電気的に接触又は電気的に結合される底部電極４２４との間に位
置する。ある実施形態では、図示するように、底部電極４２４はＬＩ層４０２の一部分を
含むか、又はＬＩ層４０２の一部分からなる。ＰＺＴ強誘電体層４２０、頂部電極４２２
、及び底部電極４２４の材料及び厚さは図２Ｂにつき上述したものと実質的に同じとする
ことができる。
【００３８】
　図示されていないが、一実施形態では任意に、フェロスタックはＰＺＴ強誘電体層４２
０を堆積する前にＬＩ層４０２上に形成されるＯ２障壁といった別個の層をさらに含むこ
とができ、又は、図示の実施形態に示すように、ＬＩ層はＯ２障壁を形成するように選択
される材料を含むことができる。
【００３９】
　図３及び図４Ｃを参照するに、ハードマスク４２６が標準のフォトリソグラフィー及び
エッチング技術を用いてフェロスタック層上に形成され、フェロスタック層はハードマス
クを用いてエッチングされ、ＬＩ層４０２の上でエッチングは終了する（ブロック３０６
）。
【００４０】
　次に、図３及び図４Ｄを参照するに、この図では図示されていないが、ＬＩマスクがＬ
Ｉ層４０２上に形成され、ＬＩ層はエッチングされて、強誘電体キャパシタ下の酸素（Ｏ

２）障壁４２９及び第１の誘電体層４０８上のＬＩ４３０を形成する（ブロック３０８）
【００４１】
　図３及び図４Ｅを参照するに、Ｈ２障壁４３２が強誘電体キャパシタ４３８の頂部及び
側壁上と、第１の誘電体層４０８、及び任意の露出したＬＩ４３０上の表面に堆積され、
実質的には強誘電体層及びＬＩを封入する（ブロック３１０）。Ｈ２障壁４３２は、単一
の材料層又は下層の又は第１の水素封入層４３２ａ及び上層の又は第２の水素封入層４３
２ｂを含む多数の材料層を含むことができる。水素封入層の材料、厚さ、堆積方法は図２
Ｄにつき上述したものと実質的に同じである。
【００４２】
　次に、図３及び図４Ｆを参照するに、第１のＩＬＤ層４３４がＨ２障壁４３２上に堆積
又は形成され、第１のＩＬＤ層は平坦化され、第２の又はフェロコンタクト用の開口部４
３６がＩＬＤ層及び水素障壁を経てエッチング形成され、フェロコンタクトは、強誘電体
キャパシタ４２８の頂部電極４２２と、ＭＯＳトランジスタの拡散領域（この図には示さ
れていない）へのコンタクト４１６と、強誘電体キャパシタによって覆われていない一つ
以上のＬＩ４３０の一部分とに電気的に結合する（ブロック３１２）。第１のＩＬＤ層４
３４及び水素障壁４３２の材料、厚さ、堆積及びエッチング方法は図２Ｅにつき上述した
ものと実質的に同じである。
【００４３】
　図３及び図４Ｇを参照するに、フェロコンタクト開口部４３６は、第２の又はフェロコ
ンタクト４３８を形成するように充填される（ブロック３１４）。フェロコンタクト４３
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８の材料及びフェロコンタクト開口部４３６を充填する方法は図２Ｆにつき上述したもの
と実質的に同じである。
【００４４】
　次に、図３及び図４Ｈを参照するに、金属層が第１のＩＬＤ層４３４上に堆積され、マ
スクされ、エッチングされて、第１の金属化（Ｍ１）層４４０を形成する（ブロック３１
６）。第１の金属層の材料、厚さ、及び第１の金属層を堆積しエッチングしＭ１層４４０
を形成する方法は図２Ｉにつき上述したものと実質的に同じである。
【００４５】
　第２のＩＬＤ層４４２がＭ１層４４０上に堆積され、マスクされ、エッチングされ、第
２のＩＬＤ層に形成された開口部が充填されて、実質的に完成形のＦ－ＲＡＭセルにおけ
る第３の又はＭ１層コンタクト４４４を形成する（ブロック３１８）。図４Ｉは図３の方
法により製造された完成形のＦ－ＲＡＭセルの一部分の断面を示すブロック線図である。
第３の又はＭ１層コンタクト４４４を形成するステップだけではなく、第２のＩＬＤ層の
材料及び厚さは図２Ｊにつき上述したものと実質的に同じである。とくに、第１の誘電体
層と同様に、第２のＩＬＤ層４４２は、ＴＥＯＳ系のプロセスガス又は前駆体を用いるＬ
ＰＣＶＤ装置によって堆積される一つ以上の層を含むことができ、その層は二酸化ケイ素
、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、又はＰＳＧを含む第１の又は下層の第２のＩＬＤ層４４２
ａ、及び、酸化ケイ素を含む第２の又は上層の第２のＩＬＤ層４４２ｂを含む。
【００４６】
　当業者であれば、上述した埋め込み型又は一体形成型強誘電体キャパシタ及びＣＭＯＳ
トランジスタを含むＦ－ＲＡＭセルを製造又は作製する方法は、標準の相補型金属酸化膜
半導体（ＣＭＯＳ）プロセスフローに対する変更を有利に最小限に抑え、それは、強誘電
体キャパシタを形成するためにたった一つの追加のマスクステップを追加するに過ぎず、
もう一つの変更、すなわちブロック３０８及び図４Ｄにて説明したステップに関連して触
れたＬＩマスク、を含むだけであり、それ故に、Ｆ－ＲＡＭの製造コストをさらに減らし
、より厳しい設計ルールを可能とすることは理解できるであろう。さらに、強誘電体キャ
パシタ４２８の下にＬＩ４３０を導入し、ＬＩの一部分を底部電極４２４として利用する
ことで、より厳しい設計ルールが可能となることは当業者であれば理解できるであろう。
【００４７】
　埋め込み型強誘電体キャパシタ及びＭＯＳトランジスタを含むＦ－ＲＡＭを製造するた
めのさらにもう一つの実施形態では、ローカルインターコネクト（ＬＩ）及びＬＩコンタ
クトをダマシン又はデュアルダマシンプロセスを用いて形成する。図５及び図６Ａから図
６Ｍを参照して、この方法の一実施形態を詳細に説明する。
【００４８】
　図５及び図６Ａを参照するに、この方法は、基板６０６の表面６０４の上に形成された
ゲートレベル６０３の表面上に、ドープされていないキャップ酸化物（ＮＣＡＰＯＸ）層
６０２を堆積することから開始する（ブロック５０２）。上述した図２Ａ及び図４Ａの実
施形態の場合と同様に、ゲートレベル６０３は一つ以上の絶縁構造６１４によって分離さ
れた一つ以上のＭＯＳトランジスタ６１２のゲートスタック６１０と、ＭＯＳトランジス
タのソース又はドレイン等の、一つ以上の拡散領域６１８を有する金属間誘電体又は第１
の誘電体層６０８を含む。
【００４９】
　第１の誘電体層６０８は、ＣＶＤプロセスによって形成又は堆積されるＰＳＧ等の、単
一の誘電体材料層又は多数の誘電体材料層を含むことができる。ＮＣＡＰＯＸ層６０２は
ＣＶＤ又はＡＬＤによって約１８００から約２２００の厚さに堆積することができる。
【００５０】
　次に、図５を参照するに、ＮＣＡＰＯＸ層６０２及び第１の誘電体層６０８はマスクさ
れ、エッチングされ、デュアルダマシンプロセスを用いてローカルインターコネクト（Ｌ
Ｉ）コンタクト（ＬＩＣＯＮ）用の開口部を形成する（ブロック５０４）。デュアルダマ
シンプロセスとは、マルチレベルの構造を形成するための反復プロセスを指し、そこでは
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、例えば、第１のマスクを形成するステップ、ＮＣＡＰＯＸ層６０２及び第１の誘電体層
６０８を経てＬＩＣＯＮ用の第１の開口部をエッチング形成するステップ、続いて、第２
のマスクを形成するステップ、そして、ダマシントレンチとも称される、ＬＩ用の第２の
開口部を、ＮＣＡＰＯＸ層を経てエッチング形成するステップといったいくつかのプロセ
スステップを含んでいる。図６Ｂを参照するに、ＬＩＣＯＮ用の開口部６２０を、図１及
び図２Ａにつき上述のように、標準のフォトリソグラフィー技術及び酸化ケイ素及び／又
はＰＳＧをエッチングするための任意の適切なウエット又はドライエッチング化学反応を
用いてＮＣＡＰＯＸ層６０２及び第１の誘電体層６０８を経てエッチング形成することが
できる。
【００５１】
　図６Ｃを参照するに、より大きな開口部を有する第２のパターニングされたマスクを次
に形成し、それから次に、ＮＣＡＰＯＸ層６０２の材料を選択的にエッチングする第２の
エッチングを行って、ＬＩ用の第２の開口部又はダマシントレンチ６２２を、ＮＣＡＰＯ
Ｘ層を経てエッチング形成する（ブロック５０６）。
【００５２】
　図５及び図６Ｄを参照するに、ＬＩＣＯＮ用の開口部６２０及びダマシントレンチ６２
２は充填されて、多くの第１の又はＬＩＣＯＮ６２４及びＬＩ６２６を形成する（ブロッ
ク５０８）。ＬＩＣＯＮ６２４の上層部分はＬＩ６２６と同じ材料から形成され、ＬＩ部
分と同じ寸法を有する場合がある一方で、ＬＩＣＯＮのこれらの上層部分はＬＩと物理的
にも電気的にも結合しておらず、ＬＩの一部として機能しないことは理解できるであろう
。むしろ、これらのＬＩＣＯＮ６２４はその後に形成される強誘電体キャパシタ下に位置
し、強誘電体キャパシタをＭＯＳトランジスタ６１２の拡散領域６１８に結合させる。図
２Ａにつき上述した第１のコンタクトの場合と同様に、ＬＩＣＯＮ６２４及びＬＩ６２６
は、スパッタリング又は蒸発等の物理気相蒸着、ＣＶＤ、又は無電解メッキによって、チ
タン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ），タングステン（Ｗ）、及びそれらの窒化物又は合金等
の耐熱性金属でＬＩＣＯＮ用の開口部６２０及びダマシントレンチ６２２を充填すること
によって形成することができる。ある一つの実施形態では、ＬＩＣＯＮ６２４及びＬＩ６
２６はＣＶＤプロセスを用いてタングステンでＬＩＣＯＮ用の開口部６２０及びダマシン
トレンチ６２２を充填することによって形成される。
【００５３】
　次に、図５及び図６Ｅを参照するに、フェロスタック層が第１の誘電体層６０８の表面
及びＬＩ６２６上に堆積、又は形成される（ブロック５１０）。フェロスタック層は、Ｌ
Ｉ６２６及びその下に位置するＬＩＣＯＮ６２４を経てＭＯＳトランジスタ６１２の拡散
領域６１８に電気的に接触又は電気的に結合される底部電極６２８と、底部電極の上に形
成されるＰＺＴ強誘電体層６３０と、ＰＺＴ強誘電体層の上に形成される単層又は多層の
頂部電極６３２とを含む。フェロスタックは底部電極６２８を堆積する前に形成又は堆積
されるＯ２障壁６３４をさらに含むことができる。Ｏ２障壁６３４はＬＩ６２６上に又は
その頂部に形成される材料層とは別個の層である。ＬＩ６２６の材料はタングステン（Ｗ
）であり、概して、図４Ｂにつき上述したものと実質的に同じ寸法又は厚さとすることが
できる。底部電極６２８、ＰＺＴ強誘電体層６３０、頂部電極６３２、及びＯ２障壁６３
４の材料及び厚さは図４Ｂにつき上述したものと実質的に同じとすることができる。
【００５４】
　図５及び図６Ｆを参照するに、ハードマスク６３６がフェロスタック層上に形成され、
フェロスタック層は、図４Ｃにつき上述したもの等の、ハードマスク及び標準のエッチン
グ技術を用いてエッチングされてＯ２障壁６３４の上でエッチングは終了する（ブロック
５１２）。
【００５５】
　次に、図５及び図６Ｇを参照するに、フォトレジストマスク６３８がＯ２障壁６３４上
に形成され、Ｏ２障壁はエッチングされて、図６Ｈに図示するように、Ｏ２障壁を含む強
誘電体キャパシタ６４０及びＬＩ６２６を形成する（ブロック５１４）。
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【００５６】
　図５及び図６Ｉを参照するに、Ｈ２障壁６４２が強誘電体キャパシタ６４０の頂部及び
側壁上と、第１の誘電体層６０８の表面上と、ＬＩ６２６の上に形成されたＯ２障壁の上
に堆積され、実質的には強誘電体キャパシタ及びＬＩを封入する（ブロック５１６）。Ｈ

２障壁６４２は下層の又は第１の水素封入層６４２ａ及び上層の又は第２の水素封入層６
４２ｂを含む単一材料の層又は多数材料の層を含むことができる。水素封入層の材料、厚
さ、及び堆積方法は図２Ｄ及び図４Ｅにつき上述したものと実質的に同じである。
【００５７】
　次に、図５及び図６Ｊを参照するに、第１のＩＬＤ層６４４がＨ２障壁６４２上に堆積
又は形成される（ブロック５１８）。第１のＩＬＤ層６４４及びＨ２障壁６４２の材料、
厚さ、堆積及びエッチング方法は図２Ｅ及び図４Ｆにつき上述したものと実質的に同じで
ある。
【００５８】
　図５及び図６Ｋを参照するに、第１のＩＬＤ層６４４は平坦化され、第２の又はフェロ
コンタクト用の開口部６４６が、フェロコンタクトを強誘電体キャパシタ６４０の頂部電
極６３２及び強誘電体キャパシタによって覆われていない一つ以上のＬＩ６２６の一部分
に電気的に結合させるために第１のＩＬＤ層及びＨ２障壁を経てエッチング形成される。
第１のＩＬＤ層６４４及びＨ２障壁６４２をエッチングする方法は図２Ｅ及び図４Ｆにつ
き上述したものと実質的に同じである。
【００５９】
　次に、図５及び図６Ｌを参照するに、フェロコンタクト開口部６４６は充填されて、第
２の又はフェロコンタクト６４８を形成する（ブロック５２０）。フェロコンタクト６４
８の材料及びフェロコンタクト６４６を充填する方法は、図２Ｆ及び図４Ｇにつき上述し
たものと実質的に同じである。
【００６０】
　次に、図５及び図６Ｍを参照するに、金属層が第１のＩＬＤ層６４４上に堆積され、マ
スクされ、エッチングされて、第１の金属化（Ｍ１）層６５０を形成する（ブロック５２
２）。Ｍ１層６５０を形成するための材料、厚さ、及び第１の金属層を堆積し、エッチン
グする方法は、図２Ｉ及び図４Ｈにつき上述したものと実質的に同じである。
【００６１】
　第２のＩＬＤ層６５２がＭ１層６５０上に堆積され、マスクされ、エッチングされ、第
２のＩＬＤ層に形成された開口部が充填されて、実質的に完成形であるＦ－ＲＡＭセルに
おける第３の又はＭ１層コンタクト６５４を形成することができる（ブロック５２４）。
図６Ｍは図５の方法により製造された完成形のＦ－ＲＡＭセルの一部分の断面を示すブロ
ック線図である。第３の又はＭ１層コンタクト６５４を形成するステップだけではなく、
第２のＩＬＤ層の材料、厚さは図２Ｊ及び図４Ｉにつき上述したものと実質的に同じであ
る。特に、第２のＩＬＤ層６５２は、二酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、又はＰ
ＳＧを含む第１の又は下部の第２のＩＬＤ層６５２ａ、及び、酸化ケイ素を含む第２の又
は上部の第２のＩＬＤ層６５２ｂを含む一つ以上の層を含むことができ、ＴＥＯＳ系のプ
ロセスガス又は前駆体を用いるＬＰＣＶＤ装置によって堆積されることに留意されたい。
【００６２】
　当業者であれば、埋め込み型又は一体形成型強誘電体キャパシタ及びＣＭＯＳトランジ
スタを含むＦ－ＲＡＭセルを上述したデュアルダマシンプロセスを用いて製造又は作製す
る方法によれば、標準のＣＭＯＳプロセスフローに対する変更を有利に最小限に抑え、そ
の結果、Ｆ－ＲＡＭ製造コストをさらに低減し、より厳しい設計ルールを可能とすること
は理解できるであろう。さらに、ＮＣＡＰＯＸ層６０２の表面下にＬＩ６２６を導入する
ことで、より厳しい設計ルールが可能となることが理解できるであろう。
【００６３】
　図７は、図５の方法の代替実施形態により製造された完成形のＦ－ＲＡＭの一部分の断
面を示すブロック線図である。図７を参照するに、この実施形態では、ブロック５１４の
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ステップ及び図６Ｇにつき説明したＯ２障壁６３４上にフォトレジストマスクを形成する
ステップが省略され、Ｈ２障壁６４２を形成するステップの前にＯ２障壁はエッチングさ
れるか、又はＬＩ６２６から除去される。
【００６４】
　このように、埋め込み型又は一体形成型Ｆ－ＲＡＭキャパシタ及びＣＭＯＳトランジス
タを含む強誘電体ランダムアクセスメモリ及びその製造方法の実施形態について説明した
。本開示は特定の例示的な実施形態につき説明してきたが、本開示のより広い精神及び範
囲から逸脱することなくこれらの実施形態に対して様々な修正及び変更ができることは明
らかである。従って、明細書及び図面は厳密な意味としてではなくむしろ例示的なものと
してみなされるべきである。
【００６５】
　本開示の要約は、３７ＣＦＲの第１．７２（ｂ）章に則って提供され、そこでは、読者
が公開技術の一つ以上の実施例の本質を迅速に確かめることを可能とする要約を要求する
。本開示の要約は、請求項の範囲又は意味を解釈又は限定するために用いられないであろ
うことは理解の上で提出される。加えて、前述の詳細な説明おいては、本開示を簡素化す
る目的で、様々な特徴が一つの実施例に寄せ集められていることは見て取ることができる
であろう。本開示方法は、請求項に係る実施形態は各々の請求項で明白に列挙されている
以上の特徴を必要とするという意図を反映しているとして解釈されてはならない。むしろ
、後述する請求項が反映するように、発明の主題はある一つの開示された実施例の全ての
特徴よりも少ない特徴にある。よって、後述する請求項は、この結果、詳細な説明に組み
込まれており、各々の請求項は独立した実施例としてそれ自体に基づいている。
【００６６】
ある一つの実施形態又は一実施形態についての言及は実施形態と関連して説明された特定
の特徴、構造、又は特性が回路又は方法の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意
味する。本願明細書中の様々な箇所に一実施形態との文言が表れていたとしても、必ずし
もすべてが本願発明の同じ実施形態について言及しているとは限らない。
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