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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に下部電極層を形成する工程と、
　前記下部電極の上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法により０．２～１．５ｎｍの膜厚で、界
面コントロール機能を有し、リーク電流を抑制する機能を有する第１のＴｉＯ２膜を形成
する工程と、
　前記第１のＴｉＯ２膜の上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法により１～１０ｎｍの膜厚でＺ
ｒＯ２系膜を形成する工程と、
　前記ＺｒＯ２系膜を形成した後、前記ＺｒＯ２系膜のＺｒＯ２を結晶化するためのアニ
ールを施す工程と、
　前記アニールにより結晶化した前記ＺｒＯ２系膜の上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法によ
り１～２０ｎｍの膜厚で、容量膜として機能するルチル構造からなる第２のＴｉＯ２膜を
形成する工程と、
　前記第２のＴｉＯ２膜の上に上部電極層を形成する工程と
を有することを特徴とするキャパシタの製造方法。
【請求項２】
　前記アニールは、３００～６００℃の温度で行うことを特徴とする請求項１に記載のキ
ャパシタの製造方法。
【請求項３】
　前記上部電極および前記下部電極としてＴｉＮ膜を用いることを特徴とする請求項１ま
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たは請求項２に記載のキャパシタの製造方法。
【請求項４】
　基板上に形成された下部電極層上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法により０．２～１．５ｎ
ｍの膜厚で、界面コントロール機能を有し、リーク電流を抑制する機能を有する第１のＴ
ｉＯ２膜を形成する工程と、
　前記第１のＴｉＯ２膜の上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法により１～１０ｎｍの膜厚でＺ
ｒＯ２系膜を形成する工程と、
　前記ＺｒＯ２系膜を形成した後、前記ＺｒＯ２系膜のＺｒＯ２を結晶化するためのアニ
ールを施す工程と、
　前記アニールにより結晶化した前記ＺｒＯ２系膜の上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法によ
り１～２０ｎｍの膜厚で、容量膜として機能するルチル構造からなる第２のＴｉＯ２膜を
形成する工程と
を有することを特徴とする誘電体膜の形成方法。
【請求項５】
　前記アニールは、３００～６００℃の温度で行うことを特徴とする請求項４に記載の誘
電体膜の形成方法。
【請求項６】
　前記誘電体膜上には上部電極が形成され、前記上部電極および前記下部電極としてＴｉ
Ｎ膜を用いることを特徴とする請求項４または請求項５に記載の誘電体膜の形成方法。
【請求項７】
　コンピュータ上で動作し、成膜装置を制御するためのプログラムが記憶された記憶媒体
であって、前記プログラムは、実行時に、請求項４から請求項６のいずれかに記載の誘電
体膜の形成方法が行われるように、コンピュータに前記成膜装置を制御させることを特徴
とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャパシタの製造方法、キャパシタ、およびキャパシタに用いられる誘電体
膜の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、ＬＳＩの高集積化、高速化の要請からＬＳＩを構成する半導体素子のデザインル
ールが益々微細化されている。それにともなって、ＤＲＡＭに用いるキャパシタの容量の
上昇が求められており、それに用いられる誘電体膜の高誘電率化が求められている。
【０００３】
　このようなＤＲＡＭのキャパシタに用いられる高誘電率の誘電体膜としては、酸化ジル
コニウム（ＺｒＯ２）膜が検討されている（例えば特許文献１）。
【０００４】
　一方、酸化ジルコニウム膜を単独でＤＲＡＭキャパシタの誘電体膜として適用した場合
には、次世代ＤＲＡＭの誘電体膜として求められる高誘電率化に対応できないことから、
次世代の誘電体膜としてさらに誘電率の高い酸化チタン（ＴｉＯ２）膜が注目されている
（例えば特許文献２）。
【０００５】
　また、特許文献３には、誘電体膜としてＺｒＯ２膜とＴｉＯ２膜等のＴｉを含む金属酸
化膜の２層構造のものを用いたキャパシタが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１５２３３９号公報
【特許文献２】特開２００４－２９６８１４号公報
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【特許文献３】国際公開第２０１０／０８２６０５号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献２に示すように誘電体膜としてＴｉＯ２膜を用いた場合には、ＴｉＯ２膜
は本質的にリーク電流が高く、かつ安定性が低いという問題がある。また、これらの問題
を解消するために、ＴｉＯ２にＡｌＯ等のドーピング剤を混合したり、電極材料としてＲ
ｕＯ２膜を使用したり、下地膜としてＲｕ膜やＰｔ膜を設けるといった技術が検討されて
いるが、いずれも十分な特性が得られないか、技術的なハードルが高い等の問題があり、
ＴｉＯ２膜を主体とする誘電体膜を用いたＤＲＡＭキャパシタは実用化に至っていない。
【０００８】
　また、酸化ジルコニウム膜は酸素欠損を起こしやすい膜であるため、上記特許文献３に
示すように単純にＺｒＯ２膜とＴｉＯ２膜等のＴｉを含む金属酸化膜の２層構造の誘電体
膜を用いても、高誘電率化および低リーク電流化を目的のレベルまで到達させることは難
しい。
【０００９】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、高誘電率化および低リーク電流化
を両立させることができるキャパシタの製造方法、およびキャパシタ、ならびに、そのよ
うなキャパシタに用いられる誘電体膜の形成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の観点では、基板上に下部電極層を形成する工
程と、前記下部電極の上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法により０．２～１．５ｎｍの膜厚で
、界面コントロール機能を有し、リーク電流を抑制する機能を有する第１のＴｉＯ２膜を
形成する工程と、前記第１のＴｉＯ２膜の上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法により１～１０
ｎｍの膜厚でＺｒＯ２系膜を形成する工程と、前記ＺｒＯ２系膜を形成した後、前記Ｚｒ
Ｏ２系膜のＺｒＯ２を結晶化するためのアニールを施す工程と、前記アニールにより結晶
化した前記ＺｒＯ２系膜の上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法により１～２０ｎｍの膜厚で、
容量膜として機能するルチル構造からなる第２のＴｉＯ２膜を形成する工程と、前記第２
のＴｉＯ２膜の上に上部電極層を形成する工程とを有することを特徴とするキャパシタの
製造方法を提供する。
【００１２】
　本発明の第２の観点では、基板上に形成された下部電極層上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ
法により０．２～１．５ｎｍの膜厚で、界面コントロール機能を有し、リーク電流を抑制
する機能を有する第１のＴｉＯ２膜を形成する工程と、前記第１のＴｉＯ２膜の上に、Ｃ
ＶＤ法またはＡＬＤ法により１～１０ｎｍの膜厚でＺｒＯ２系膜を形成する工程と、前記
ＺｒＯ２系膜を形成した後、前記ＺｒＯ２系膜のＺｒＯ２を結晶化するためのアニールを
施す工程と、前記アニールにより結晶化した前記ＺｒＯ２系膜の上に、ＣＶＤ法またはＡ
ＬＤ法により１～２０ｎｍの膜厚で、容量膜として機能するルチル構造からなる第２のＴ
ｉＯ２膜を形成する工程とを有することを特徴とする誘電体膜の形成方法を提供する。
【００１３】
　本発明の第３の観点では、コンピュータ上で動作し、成膜装置を制御するためのプログ
ラムが記憶された記憶媒体であって、前記プログラムは、実行時に、上記第２の観点の誘
電体膜の形成方法が行われるように、コンピュータに前記成膜装置を制御させることを特
徴とする記憶媒体を提供する。
 
【００１４】
　本発明において、前記アニールは、３００～６００℃の温度で行うことが好ましい。
【００１５】
　前記上部電極および前記下部電極としてＴｉＮ膜を用いることが好ましい。
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【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、下部電極上に、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法により０．２～１．５ｎｍの
膜厚で、界面コントロール機能を有し、リーク電流を抑制する機能を有する第１のＴｉＯ

２膜を形成するので、下部電極に対するリーク電流を抑制することができる。また、その
上にＣＶＤ法またはＡＬＤ法によりＺｒＯ２系膜を形成した後、ＺｒＯ２を結晶化するた
めのアニールを施すので、ＺｒＯ２系膜のＺｒＯ２を結晶化することができ、その上にＣ
ＶＤ法またはＡＬＤ法により容量膜として機能する第２のＴｉＯ２膜を形成することによ
り、第２のＴｉＯ２膜が比誘電率の高いルチル構造で成長する。これにより、第２のＴｉ
Ｏ２膜の誘電率が高くなり、上部電極に対するリーク電流も抑制することができる。この
ため、高誘電率化および低リーク電流化を両立させることができる。また、電極材料とし
て従来から用いているＴｉＮ膜を用いることができ、特殊な電極材料や下地膜の必要がな
く、製造の困難性をともなうことがない。
 
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係るキャパシタの製造方法のフローを示すフローチャート
である。
【図２】本発明の一実施形態に係るキャパシタの製造方法の各工程を示す工程断面図であ
る。
【図３】キャパシタの他の形態例を示す断面図である。
【図４】誘電体膜の形成に適用される成膜装置の一例を示す縦断面図である。
【図５】誘電体膜の形成に適用される成膜装置の一例を示す横断面図である。
【図６】第１および第２のＴｉＯ２膜を形成する際のガスの供給のタイミングを示すタイ
ミングチャートである。
【図７】ＺｒＯ２系膜を形成する際のガスの供給のタイミングを示すタイミングチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１９】
　＜キャパシタの製造方法の実施形態＞
　最初に、本発明の一実施形態に係るキャパシタの製造方法について説明する。ここでは
、キャパシタとしてシリンダタイプのものを例示する。
　図１は本発明の一実施形態に係るキャパシタの製造方法のフローを示すフローチャート
、図２はその工程断面図である。
【００２０】
　まず、キャパシタを形成すべき位置に対応させて例えばＴｉ等よりなる複数のコンタク
ト１１４が予め形成されている半導体ウエハＷ上に、ＳｉＯ２等よりなる絶縁層１０２を
形成した後、各コンタクト１１４に対応する部分の絶縁層１０２をエッチングにより除去
して高アスペクト比の凹部１１６を形成した構造体の表面に、下部電極層１０４をコンタ
クト１１４と電気的に接続するように形成し、引き続き全面を例えばＣＭＰ（Chemical M
echanical Polishing）により研磨して凹部１１６の内壁のみに下部電極層１０４が形成
された状態とする（工程１、図２（ａ））。
【００２１】
　下部電極層１０４は典型的にはＴｉＮ膜で構成され、Ｔｉ原料として例えばＴｉＣｌ４

ガスを用い、窒化ガスとして例えばＮＨ３ガスを用いてＣＶＤ（Chemical Vapor Deposit
ion）法やＡＬＤ（Atomic Layer Deposition）法により形成することができる。
【００２２】
　次に、ウエットエッチングにより絶縁層１０２を除去して、シリンダ状の下部電極層１
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０４を残存させる（工程２、図２（ｂ））。
【００２３】
　次に、シリンダ状の下部電極層１０４の上に第１のＴｉＯ２膜１０６を形成する（工程
３、図２（ｃ））。第１のＴｉＯ２膜１０６は、下部電極層１０４との界面コントロール
のために形成され、リーク電流を抑制する機能を有する。このような機能を得る観点から
は、第１のＴｉＯ２膜１０６は薄くてよく、厚さ０．２～１．５ｎｍであることが好まし
い。０．２ｎｍ未満では成膜が困難であり、１．５ｎｍ超では誘電体膜のＥＯＴ（Equiva
lent Oxide Thickness）ないしはＣＥＴ（Capacitance Equivalent Thickness）が大きく
なってしまう。さらに好ましくは０．２～１．０ｎｍである。第１のＴｉＯ２膜１０６は
後述するようにＣＶＤ法やＡＬＤ法により好適に成膜することができる。第１のＴｉＯ２

膜１０６にはＡｌ、Ｓｉ、Ｔａ、Ｎｂ等がドープされていてもよい。
【００２４】
　次に、第１のＴｉＯ２膜１０６の上にＺｒＯ２系膜１０８を成膜する（工程４、図２（
ｄ））。ＺｒＯ２系膜１０８は、その後のアニール処理によりＺｒＯ２が結晶化されて、
その上に形成される第２のＴｉＯ２膜１１０の誘電率を高める作用を発揮する。このよう
な作用を発揮するためには、ＺｒＯ２系膜１０８の厚さは１～１０ｎｍであることが好ま
しい。１ｎｍ未満であるとアニールによりＺｒＯ２が結晶化し難くなり、１０ｎｍを超え
ると誘電体膜全体の誘電率が不十分になるおそれがある。さらに好ましくは１～５ｎｍで
ある。ＺｒＯ２系膜１０８は後述するようにＣＶＤやＡＬＤにより好適に成膜することが
できる。ＺｒＯ２系膜１０８は、ＺｒＯ２単独であってもよいし、ＺｒＯ２にＡｌやＳｉ
等をドープしたものであってもよいし、ＺｒＯ２膜とＡｌ２Ｏ３膜を積層したＺＡＺ構造
であってもよいし、ＡＬＤによりＺｒＯ２膜とＡｌ２Ｏ３膜を交互に形成したＬＡＺＯ構
造であってもよい。
【００２５】
　次に、ＺｒＯ２系膜１０８までを形成した後の構造体に、ＺｒＯ２の結晶性を高めるた
めのアニールを施す（工程５、図２（ｅ））。アニールは３００～６００℃の温度範囲で
行うことが好ましい。アニール温度が３００℃未満であると、ＺｒＯ２系膜１０８のＺｒ
Ｏ２が結晶化し難くなり、６００℃を超えるとキャパシタを形成する前に形成されていた
素子への熱影響が無視できない可能性がある。より好ましくは３５０～６００℃である。
アニールの際の雰囲気は、Ｏ２ガス等を用いた酸化雰囲気であっても、Ｎ２ガス等を用い
た不活性雰囲気であっても、Ｈ２ガス等を用いた還元雰囲気であってもよい。
【００２６】
　次に、ＺｒＯ２系膜１０８の上に第２のＴｉＯ２膜１１０を成膜する（工程６、図２（
ｆ））。第２のＴｉＯ２膜１１０は主たる容量膜として形成される。第２のＴｉＯ２膜１
１０は後述するようにＣＶＤやＡＬＤにより好適に成膜することができる。ＴｉＯ２は、
アナターゼとルチルの２種類の結晶構造をとり得る。アナターゼは低温相であり、比誘電
率が４０程度と低いのに対し、ルチルは高温相であり、比誘電率が８０以上と高い。通常
ＣＶＤ法やＡＬＤ法による成膜に用いられる３００℃以下の温度では、低温相であるアナ
ターゼが成長し、高い誘電率が得難い。しかし、ＺｒＯ２系膜１０８をアニールにより結
晶化することにより、その上に形成される第２のＴｉＯ２膜１１０がルチル構造となるこ
とが判明した。したがって、第２のＴｉＯ２膜１１０は誘電率が高く、低ＥＯＴ化（低Ｃ
ＥＴ化）に寄与する。また、ルチル型の結晶構造を有しているため、その上に形成される
上部電極層１１２に対するリーク電流を小さくすることができる。第２のＴｉＯ２膜１１
０の膜厚は１～２０ｎｍが好ましい。膜厚が１ｎｍ未満であるとＥＯＴは良好であるがリ
ーク電流が大きくなってしまい、２０ｎｍを超えるとリーク電流は小さいがＥＯＴが厚く
なってしまう。より好ましくは、１～１０ｎｍであり、さらに好ましくは５～１０ｎｍで
ある。第２のＴｉＯ２膜１１０にはＡｌ、Ｓｉ、Ｔａ、Ｎｂ等がドープされていてもよい
。
【００２７】
　次に、第２のＴｉＯ２膜１１０の上に上部電極層１１２を形成し、キャパシタを完成さ
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せる（工程７、図２（ｇ））。上部電極層１１２も下部電極層１０４と同様、典型的には
ＴｉＮ膜で構成され、Ｔｉ原料として例えばＴｉＣｌ４ガスを用い、窒化ガスとして例え
ばＮＨ３ガスを用いてＣＶＤ法やＡＬＤ法により形成することができる。
【００２８】
　キャパシタ１２０は、下部電極層１０４と、第１のＴｉＯ２膜１０６、アニールにより
結晶化されたＺｒＯ２系膜１０８、第２のＴｉＯ２膜１１０、上部電極層１１２からなる
。これらのうち第１のＴｉＯ２膜１０６と、ＺｒＯ２系膜１０８と、第２のＴｉＯ２膜１
１０とで誘電体膜が構成される。誘電体膜のトータルの膜厚は、５～２５ｎｍであること
が好ましく、５～１５ｎｍがより好ましい。
【００２９】
　このように、下部電極層１０４上に界面コントロールのための第１のＴｉＯ２膜１０６
を薄く形成するので、これにより下部電極層１０４に対するリーク電流を抑制することが
できる。また、その上にＺｒＯ２系膜１０８を形成した後、ＺｒＯ２を結晶化するための
アニールを施すので、ＺｒＯ２系膜１０８のＺｒＯ２を結晶化することができ、その上に
形成される、容量膜として機能する第２のＴｉＯ２膜１１０をルチル構造で成長させるこ
とができる。これにより、第２のＴｉＯ２膜１１０の誘電率が高くなり、リーク電流も抑
制することができる。このため、高誘電率化すなわち低ＥＯＴ化（低ＣＥＴ化）および低
リーク電流化を両立させることができる。また、電極材料として従来から用いているＴｉ
Ｎ膜を用いることができ、特殊な電極材料や下地層が不要であるため、製造の困難性をと
もなうことがない。
【００３０】
　キャパシタの構造はシリンダタイプに限らず、一般的に用いられている種々のタイプを
用いることができる。例えば、さらなる微細化に対応可能な構造であるピラータイプのも
のであってもよい。図３に示すように、ピラータイプのキャパシタ１２０′は、ピラー状
の下部電極層１０４′の上に、上記手順と同様、第１のＴｉＯ２膜１０６を形成し、Ｚｒ
Ｏ２系膜１０８を形成し、アニールによりＺｒＯ２系膜１０８のＺｒＯ２を結晶化し、第
２のＴｉＯ２膜１１０を形成し、上部電極層１１２を形成して製造する。
【００３１】
　＜誘電体膜の形成方法＞
　次に、第１のＴｉＯ２膜１０６と、ＺｒＯ２系膜１０８と、第２のＴｉＯ２膜１１０か
らなる誘電体膜の形成方法についてより詳細に説明する。
【００３２】
　　［誘電体膜の形成に適用される成膜装置の一例］
　図４は誘電体膜の形成に適用される成膜装置の一例を示す縦断面図、図５は図４の成膜
装置を示す横断面図である。なお、図５においては、加熱装置を省略している。
【００３３】
　成膜装置１００は、下端が開口された有天井の円筒体状の処理容器１を有している。こ
の処理容器１の全体は、例えば石英により形成されており、この処理容器１内の天井には
、石英製の天井板２が設けられて封止されている。また、この処理容器１の下端開口部に
は、例えばステンレススチールにより円筒体状に成形されたマニホールド３がＯリング等
のシール部材４を介して連結されている。
【００３４】
　上記マニホールド３は処理容器１の下端を支持しており、このマニホールド３の下方か
ら被処理体として多数枚、例えば５０～１００枚の半導体ウエハ（以下単にウエハと記す
）Ｗを多段に載置可能な石英製のウエハボート５が処理容器１内に挿入可能となっている
。このウエハボート５は３本の支柱６を有し（図５参照）、支柱６に形成された溝により
多数枚のウエハＷが支持されるようになっている。
【００３５】
　このウエハボート５は、石英製の保温筒７を介してテーブル８上に載置されており、こ
のテーブル８は、マニホールド３の下端開口部を開閉する例えばステンレススチール製の
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蓋部９を貫通する回転軸１０上に支持される。
【００３６】
　そして、この回転軸１０の貫通部には、例えば磁性流体シール１１が設けられており、
回転軸１０を気密にシールしつつ回転可能に支持している。また、蓋部９の周辺部とマニ
ホールド３の下端部との間には、例えばＯリングよりなるシール部材１２が介設されてお
り、これにより処理容器１内のシール性を保持している。
【００３７】
　上記の回転軸１０は、例えばボートエレベータ等の昇降機構（図示せず）に支持された
アーム１３の先端に取り付けられており、ウエハボート５および蓋部９等を一体的に昇降
して処理容器１内に対して挿脱されるようになっている。なお、上記テーブル８を上記蓋
部９側へ固定して設け、ウエハボート５を回転させることなくウエハＷの処理を行うよう
にしてもよい。
【００３８】
　成膜装置１００は、処理容器１内へガス状の酸化剤、例えばＯ３ガスを供給する酸化剤
供給機構１４と、処理容器１内へＺｒソースガス（Ｚｒ原料ガス）を供給するＺｒソース
ガス供給機構１５と、処理容器１内へＴｉソースガス（Ｔｉ原料ガス）を供給するＴｉソ
ースガス供給機構１６とを有している。また、処理容器１内へパージガスとして不活性ガ
ス、例えばＮ２ガスを供給するパージガス供給機構３０を有している。
【００３９】
　酸化剤供給機構１４は、酸化剤供給源１７と、酸化剤供給源１７から酸化剤を導く酸化
剤配管１８と、この酸化剤配管１８に接続され、マニホールド３の側壁を内側へ貫通して
上方向へ屈曲されて垂直に延びる石英管よりなる酸化剤分散ノズル１９とを有している。
この酸化剤分散ノズル１９の垂直部分には、複数のガス吐出孔１９ａが所定の間隔を隔て
て形成されており、各ガス吐出孔１９ａから水平方向に処理容器１に向けて略均一に酸化
剤、例えばＯ３ガスを吐出することができるようになっている。酸化剤としては、Ｏ３ガ
スの他に、Ｈ２Ｏガス、Ｏ２ガス、ＮＯ２ガス、ＮＯガス、Ｎ２Ｏガス等を用いることが
できる。プラズマ生成機構を設けて酸化剤をプラズマ化して反応性を高めるようにしても
よい。またＯ２ガスとＨ２ガスを用いたラジカル酸化であってもよい。Ｏ３ガスを用いる
場合には酸化剤供給源１７としてはＯ３ガスを発生するオゾナイザーを備えたものとする
。
【００４０】
　Ｚｒソースガス供給機構１５は、Ｚｒ化合物からなるＺｒソースが貯留されたＺｒソー
ス貯留容器２０と、このＺｒソース貯留容器２０から液体のＺｒソースを導くＺｒソース
配管２１と、Ｚｒソース配管２１に接続され、Ｚｒソースを気化させる気化器２２と、気
化器２２で生成されたＺｒソースガスを導くＺｒソースガス配管２３と、このＺｒソース
ガス配管２３に接続され、マニホールド３の側壁を内側へ貫通して上方向へ屈曲されて垂
直に延びる石英管よりなるＺｒソースガス分散ノズル２４とを有している。気化器２２に
はキャリアガスとしてのＮ２ガスを供給するキャリアガス配管２２ａが接続されている。
Ｚｒソースガス分散ノズル２４には、その長さ方向に沿って複数のガス吐出孔２４ａが所
定の間隔を隔てて形成されており、各ガス吐出孔２４ａから水平方向に処理容器１内に略
均一にＺｒソースガスを吐出することができるようになっている。
【００４１】
　Ｚｒ化合物としては、例えばシクロペンタジエニル・トリス（ジメチルアミノ）ジルコ
ニウム（ＺｒＣｐ（ＮＭｅ２）３；ＣＰＤＴＭＺと略記）、メチルシクロペンタジエニル
・トリス（ジメチルアミノ）ジルコニウム（Ｚｒ（ＭｅＣｐ）（ＮＭｅ２）３；ＭＣＰＤ
ＴＭＺと略記）等のシクロペンタジエニル環を構造中に含むＺｒ化合物を好適に用いるこ
とができる。
【００４２】
　Ｔｉソースガス供給機構１６は、Ｔｉ化合物からなるＴｉソースが貯留されたＴｉソー
ス貯留容器２５と、このＴｉソース貯留容器２５から液体のＴｉソースを導くＴｉソース
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配管２６と、Ｔｉソース配管２６に接続され、Ｔｉソースを気化させる気化器２７と、気
化器２７で生成されたＴｉソースガスを導くＴｉソースガス配管２８と、このＴｉソース
ガス配管２８に接続され、マニホールド３の側壁を内側へ貫通して上方向へ屈曲されて垂
直に延びる石英管よりなるＴｉソースガス分散ノズル２９とを有している。気化器２７に
はキャリアガスとしてのＮ２ガスを供給するキャリアガス配管２７ａが接続されている。
Ｔｉソースガス分散ノズル２９には、その長さ方向に沿って複数のガス吐出孔２９ａが所
定の間隔を隔てて形成されており、各ガス吐出孔２９ａから水平方向に処理容器１内に略
均一にＴｉソースガスを吐出することができるようになっている。
【００４３】
　Ｔｉ化合物としては、例えばメチルシクロペンタジエニル・トリス（ジメチルアミノチ
タニウム（Ｔｉ（ＭｅＣｐ）（ＮＭｅ２）３；ＭＣＰＤＴＭＴと略記）等のシクロペンタ
ジエニル環を構造中に含む化合物を好適に用いることができる。
【００４４】
　さらに、パージガス供給機構３０は、パージガス供給源３１と、パージガス供給源３１
からパージガスを導くパージガス配管３２と、このパージガス配管３２に接続され、マニ
ホールド３の側壁を貫通して設けられたパージガスノズル３３とを有している。パージガ
スとしては不活性ガス例えばＮ２ガスを好適に用いることができる。
【００４５】
　酸化剤配管１８には、開閉弁１８ａおよびマスフローコントローラのような流量制御器
１８ｂが設けられており、ガス状の酸化剤を流量制御しつつ供給することができるように
なっている。また、パージガス配管３２にも開閉弁３２ａおよびマスフローコントローラ
のような流量制御器３２ｂが設けられており、パージガスを流量制御しつつ供給すること
ができるようになっている。
【００４６】
　上記Ｚｒソース貯留容器２０には、Ｚｒソース圧送配管２０ａが挿入されており、Ｚｒ
ソース圧送配管２０ａからＨｅガス等の圧送ガスを供給することにより、Ｚｒソース配管
２１へ液体のＺｒソースが送給される。上記Ｚｒソース配管２１には液体マスフローコン
トローラのような流量制御器２１ａが設けられており、上記Ｚｒソースガス配管２３には
バルブ２３ａが設けられている。
【００４７】
　上記Ｔｉソース貯留容器２５には、Ｔｉソース圧送配管２５ａが挿入されており、Ｔｉ
ソース圧送配管２５ａからＨｅガス等の圧送ガスを供給することにより、Ｔｉソース配管
２６へ液体のＴｉソースが送給される。上記Ｔｉソース配管２６には液体マスフローコン
トローラのような流量制御器２６ａが設けられており、上記Ｔｉソースガス配管２８には
バルブ２８ａが設けられている。
【００４８】
　酸化剤を分散吐出するための酸化剤分散ノズル１９は、処理容器１の凹部１ａ内に設け
られており、Ｚｒソースガス分散ノズル２４と、Ｔｉソースガス分散ノズル２９は、これ
らで酸化剤分散ノズル１９を挟むように設けられている。
【００４９】
　処理容器１の酸化剤分散ノズル１９、Ｚｒソースガス分散ノズル２４、およびＴｉソー
スガス分散ノズル２９と反対側の部分には、処理容器１内を真空排気するための排気口３
７が設けられている。この排気口３７は処理容器１の側壁を上下方向へ削りとることによ
って細長く形成されている。処理容器１のこの排気口３７に対応する部分には、排気口３
７を覆うように断面コ字状に成形された排気口カバー部材３８が溶接により取り付けられ
ている。この排気口カバー部材３８は、処理容器１の側壁に沿って上方に延びており、処
理容器１の上方にガス出口３９を規定している。そして、このガス出口３９から図示しな
い真空ポンプ等を含む真空排気機構により真空引きされる。そして、この処理容器１の外
周を囲むようにしてこの処理容器１およびその内部のウエハＷを加熱する筒体状の加熱装
置４０が設けられている。
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【００５０】
　なお、上述したように、ＺｒＯ２系膜としては、ＡｌやＳｉ等をドープしたもの、ある
いはＺＡＺ構造やＬＡＺＯ構造を用いることができ、第１および第２のＴｉＯ２膜にはＡ
ｌ、Ｓｉ、Ｔａ、Ｎｂ等をドープすることができるが、これらの場合には、ドープされる
元素の原料や、ＺＡＺ構造やＬＡＺＯ構造を形成する際のＡｌの原料を供給する供給機構
を付加すればよい。
【００５１】
　成膜装置１００の各構成部の制御、例えば開閉弁１８ａ、２３ａ、２８ａ、３２ａの開
閉による各ガスの供給・停止、流量制御器１８ｂ、２１ａ、２６ａ、３２ｂによるガスや
液体ソースの流量の制御、処理容器１に導入するガスの切り替え、加熱装置４０の制御等
は例えばマイクロプロセッサ（コンピュータ）からなるコントローラ５０により行われる
。コントローラ５０には、オペレータが成膜装置１００を管理するためにコマンドの入力
操作等を行うキーボードや、成膜装置１００の稼働状況を可視化して表示するディスプレ
イ等からなるユーザーインターフェース５１が接続されている。
【００５２】
　また、コントローラ５０には、成膜装置１００で実行される各種処理をコントローラ５
０の制御にて実現するための制御プログラムや、処理条件に応じて成膜装置１００の各構
成部に処理を実行させるためのプログラムすなわちレシピが格納された記憶部５２が接続
されている。レシピは記憶部５２の中の記憶媒体に記憶されている。記憶媒体は、ハード
ディスク等の固定的に設けられたものであってもよいし、ＣＤＲＯＭ、ＤＶＤ、フラッシ
ュメモリ等の可搬性のものであってもよい。また、他の装置から、例えば専用回線を介し
てレシピを適宜伝送させるようにしてもよい。
【００５３】
　そして、必要に応じて、ユーザーインターフェース５１からの指示等にて任意のレシピ
を記憶部５２から呼び出してコントローラ５０に実行させることで、コントローラ５０の
制御下で、成膜装置１００での所望の処理が行われる。すなわち、記憶部５２の記憶媒体
には、以下に説明する成膜方法を実行するプログラム（すなわち処理レシピ）が記憶され
ており、そのプログラムがコントローラ５０に、以下に説明する誘電体膜の形成方法を実
行するように成膜装置１００を制御させる。
【００５４】
　　［成膜装置を用いた誘電体膜の形成］
　次に、以上のように構成された成膜装置による誘電体膜の形成方法について説明する。
【００５５】
　まず、常温において、例えば５０～１００枚のウエハＷが搭載された状態のウエハボー
ト５を予め所定の温度に制御された処理容器１内にその下方から上昇させることによりロ
ードし、蓋部９でマニホールド３の下端開口部を閉じることにより処理容器１内を密閉空
間とする。そして処理容器１内を真空引きして所定のプロセス圧力に維持するとともに、
加熱装置４０への供給電力を制御して、ウエハ温度を上昇させてプロセス温度に維持し、
ウエハボート５を回転させた状態で成膜処理を開始する。
【００５６】
　誘電体膜の形成に際しては、上述したように、第１のＴｉＯ２膜の形成工程、ＺｒＯ２

系膜の形成工程、アニール工程、第２のＴｉＯ２膜の形成工程を有し、これらは以下のよ
うにして行われる。
【００５７】
　１．第１のＴｉＯ２膜の形成工程
　第１のＴｉＯ２膜は、加熱装置４０により処理容器１内を２００～３００℃に加熱しつ
つ、上述したようなＴｉ化合物からなるＴｉソースガスと酸化剤とを用いて形成される。
具体的には、図６のタイミングチャートに示すように、処理容器１にＴｉソースガスを供
給してＺｒＯ２膜上に吸着させるステップＳ１と、処理容器内をパージガスでパージする
ステップＳ２と、ガス状の酸化剤として例えばＯ３ガスを処理容器１に供給してＴｉソー
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スガスを酸化させるステップＳ３と、処理容器内をパージガスでパージするステップＳ４
とを１回のＴｉＯ２成膜操作とし、これを複数回繰り返すＡＬＤにより、所定膜厚のＴｉ
Ｏ２膜を成膜する。なお、上述したように、第１のＴｉＯ２膜にはＡｌ、Ｓｉ、Ｔａ、Ｎ
ｂ等をドープすることができるが、これらをドープする場合には、上記の繰り返しの間に
ドープ量に応じた回数のその元素の原料を供給するステップを挿入すればよい。
【００５８】
　上記ステップＳ１においては、Ｔｉソースガス供給機構１６のＴｉソース貯留容器２５
からＴｉソースであるＴｉ化合物を供給し、気化器２７でこれを気化させてＴｉソースガ
スを発生させ、ＴｉソースガスをＴｉソースガス配管２８およびＴｉソースガス分散ノズ
ル２９を介してガス吐出孔２９ａから処理容器１内にＴ１の期間供給する。これにより、
下部電極上にＴｉソースガスを吸着させる。
【００５９】
　ステップＳ１の期間Ｔ１は０．１～１８００ｓｅｃが例示される。また、Ｔｉソースの
流量は０．０１～１０ｍｌ／ｍｉｎ（ｃｃｍ）が例示される。また、この際の処理容器１
内の圧力は０．３～６６６５０Ｐａが例示される。
【００６０】
　ステップＳ３の酸化剤を供給するステップにおいては、酸化剤供給機構１４の酸化剤供
給源１７から酸化剤として例えばＯ３ガスが酸化剤配管１８および酸化剤分散ノズル１９
を経て吐出される。これにより、下部電極に吸着されたＴｉソースが酸化されてＴｉＯ２

膜が形成される。
【００６１】
　このステップＳ３の期間Ｔ３は０．１～１８００ｓｅｃの範囲が好ましい。酸化剤の流
量はウエハＷの搭載枚数や酸化剤の種類によっても異なるが、酸化剤としてＯ３ガスを用
い、ウエハＷの搭載枚数が５０～１００枚程度のときには、１～５００ｇ／Ｎｍ３が例示
される。また、この際の処理容器１内の圧力は０．３～６６６５０Ｐａが例示される。
【００６２】
　上記ステップＳ２、Ｓ４は、ステップＳ１の後またはステップＳ３の後に処理容器１内
に残留するガスを除去して次の工程において所望の反応を生じさせるために行われるもの
であり、パージガス供給機構３０のパージガス供給源３１からパージガス配管３２および
パージガスノズル３３を経て処理容器１内にパージガス、例えばＮ２を供給して処理容器
１内をパージする。この場合に、真空引きとパージガスの供給とを複数回繰り返すことに
より、残留するガスの除去効率を上げることができる。このステップＳ２，Ｓ４の期間Ｔ
２、Ｔ４としては、０．１～１８００ｓｅｃが例示される。また、この際の処理容器１内
の圧力は０．３～６６６５０Ｐａが例示される。このとき、Ｔｉソースガスを供給するス
テップＳ１の後のステップＳ２と、酸化剤を供給するステップＳ３の後のステップＳ４と
は、両者のガスの排出性の相違から、真空引き時間、パージガス供給時間を変えてもよい
。具体的には、ステップＳ１後のほうがガスの排出に時間がかかることから、ステップＳ
１後に行うステップＳ２のほうの時間を長くすることが好ましい場合もある。
【００６３】
　２．ＺｒＯ２系膜の形成工程
　ＺｒＯ２系膜は、加熱装置４０により処理容器１内を２００～３００℃に加熱しつつ、
上述したようなＺｒ化合物からなるＺｒソースガスと酸化剤とを用いて形成される。具体
的には、図７のタイミングチャートに示すように、処理容器１にＺｒソースガスを供給し
て第１のＴｉＯ２膜に吸着させるステップＳ１１と、処理容器内をパージガスでパージす
るステップＳ１２と、ガス状の酸化剤として例えばＯ３ガスを処理容器１に供給してＺｒ
ソースガスを酸化させるステップＳ１３と、処理容器内をパージガスでパージするステッ
プＳ１４とを１回のＺｒＯ２成膜操作とし、これを複数回繰り返すＡＬＤにより所定膜厚
のＺｒＯ２膜を成膜する。なお、上述したように、ＺｒＯ２系膜としては、ＡｌやＳｉ等
をドープしたものや、ＺＡＺ構造、ＬＡＺＯ構造を用いることができるが、これらの場合
は以下のようにすることができる。まず、ＡｌやＳｉ等をドープする場合には、Ｓ１１～
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Ｓ１４の繰り返しの間にドープ量に応じた回数のその元素の原料を供給するステップを挿
入すればよい。また、ＺＡＺ構造を用いる場合、Ａｌ化合物供給機構を付加して、所定回
数のＡＬＤ操作により所定膜厚のＺｒＯ２膜を形成し、次いで同様のＡＬＤ操作によりＡ
ｌ２Ｏ３膜を形成し、さらに同様にＡＬＤによりＺｒＯ２膜を成膜する。また、ＬＡＺＯ
構造を用いる場合、同様にＡｌ化合物供給機構を付加して、Ｚｒソースガス供給ステップ
、酸化ステップ、Ａｒソースガス供給ステップ、酸化ステップを交互に繰り返す。
【００６４】
　上記ステップＳ１１においては、Ｚｒソースガス供給機構１５のＺｒソース貯留容器２
０からＺｒソースであるＺｒ化合物を供給し、気化器２２でこれを気化させてＺｒソース
ガスを発生させ、ＺｒソースガスをＺｒソースガス配管２３およびＺｒソースガス分散ノ
ズル２４を介してガス吐出孔２４ａから処理容器１内にＴ１の期間供給する。これにより
、ウエハＷ上にＺｒソースガスを吸着させる。
【００６５】
　ステップＳ１１の期間Ｔ１１は０．１～１８００ｓｅｃが例示される。また、Ｚｒソー
スの流量は０．０１～１０ｍｌ／ｍｉｎ（ｃｃｍ）が例示される。また、この際の処理容
器１内の圧力は０．３～６６６５０Ｐａが例示される。
【００６６】
　ステップＳ１３の酸化剤を供給するステップおよびステップＳ１２、Ｓ１４のパージス
テップは、第１のＴｉＯ２膜形成の際の酸化剤を供給するステップＳ３およびパージステ
ップＳ２、Ｓ４と同様にして行われる。これらの期間Ｔ１３、Ｔ１２、Ｔ１４についても
上記Ｔ３、Ｔ２、Ｔ４と同程度とされる。
【００６７】
　３．アニール工程
　アニール工程は、ＺｒＯ２系膜の形成が終了後、処理容器１内に所定の雰囲気ガスを導
入しつつ圧力を所定の減圧状態とし、加熱装置４０により処理容器１内を上述したように
好ましくは３００～６００℃に加熱しつつ所定時間アニールを行う。アニール雰囲気を不
活性雰囲気にする場合には、処理容器１内にパージガス供給源３１から窒素ガス等を導入
すればよい。また、酸化雰囲気とする場合には、処理容器１内に酸化剤供給源１７から酸
化剤を導入するか、Ｏ２ガス導入機構を別途設けてＯ２ガスを導入すればよい。また、還
元雰囲気とする場合には、Ｈ２ガス等の還元ガスを導入する機構を別途設けて処理容器内
に還元ガスを導入すればよい。
【００６８】
　４．第２のＴｉＯ２膜の形成工程
　第２のＴｉＯ２膜も、第１のＴｉＯ２膜と同様に、Ｔｉ化合物からなるＴｉソースガス
と酸化剤とを用いて、図６のタイミングチャートに示すＡＬＤにより形成される。なお、
上述したように、第２のＴｉＯ２膜にもＡｌ、Ｓｉ、Ｔａ、Ｎｂ等をドープすることがで
きるが、これらをドープする場合には、第１のＴｉＯ２膜の場合と同様、上記の繰り返し
の間にドープ量に応じた回数のその元素の原料を供給するステップを挿入すればよい。
【００６９】
　以上のように、Ｔｉソースガスと酸化剤とを用いてＡＬＤにより第１および第２のＴｉ
Ｏ２膜を形成し、また、Ｚｒソースガスと酸化剤とを用いてＡＬＤによりＺｒＯ２系膜を
形成するので、比較的低温で、不純物や欠陥の少ない膜を得ることができる。特に、Ｔｉ
ソースガスおよびＺｒソースガスとして、シクロペンタジエニル環を構造中に含む化合物
を用いる場合には、シクロペンタジエニル環と反対側が吸着サイトとなって、規則正しい
吸着配列が可能となり、不純物や欠陥がより少ない緻密な膜が得られる。
【００７０】
　＜本発明の効果を確認した実験結果＞
　次に、本発明の効果を確認した実験結果について説明する。
　ここでは、下部電極としてのＴｉＮ膜の上に、第１のＴｉＯ２膜を１ｎｍの膜厚で形成
し、その上にＺｒＯ２膜を５ｎｍの膜厚で形成し、引き続き、Ｎ２ガス雰囲気中において
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ｎｍの膜厚で形成して、合計膜厚が１１ｎｍの誘電体膜を形成し、第２のＴｉＯ２膜の上
に上部電極としてＴｉＮ膜を形成し、フラットキャパシタサンプルを作製した。
【００７１】
　第１および第２のＴｉＯ２膜は、ＴｉソースとしてＭＣＰＤＴＭＴを用い、酸化剤とし
てＯ３を用いて、図４の成膜装置により、図６のタイミングチャートに示すようなシーケ
ンスのＡＬＤにより成膜した。また、ＺｒＯ２膜は、ＺｒソースとしてＣＰＤＴＭＺを用
い、酸化剤としてＯ３を用いて、図４の成膜装置により、図７のタイミングチャートに示
すようなシーケンスのＡＬＤにより成膜した。
【００７２】
　このようにして得られたサンプルについて、ＣＥＴとＶｇ＝１Ｖのときのリーク電流（
Ｊ＋１Ｖ）を測定した結果、ＣＥＴが０．４３７ｎｍ、Ｊ＋１Ｖが１．６×１０－６Ａ／
ｃｍ２と良好な値が得られた。
【００７３】
　＜他の適用＞
　なお、本発明は上記実施形態に限定されることなく、種々変形可能である。例えば、上
記実施形態では、第１および第２のＴｉＯ２膜およびＺｒＯ２系膜をＡＬＤにより形成し
た例を示したが、これに限らずＣＶＤで形成してもよい。また、第１および第２のＴｉＯ

２膜およびＺｒＯ２系膜の形成を、複数のウエハを搭載して一括して成膜を行うバッチ式
の成膜装置に適用した例を示したが、これに限らず、一枚のウエハ毎に成膜を行う枚葉式
の成膜装置に適用することもできる。
【符号の説明】
【００７４】
１；処理容器
５；ウエハボート（供給手段）
１４；酸化剤供給機構
１５；Ｚｒソースガス供給機構
１６；Ｔｉソースガス供給機構
１９；酸化剤分散ノズル
２４；Ｚｒソースガス分散ノズル
２９；Ｔｉソースガス分散ノズル
４０；加熱装置
５０；コントローラ
５２；記憶部（記憶媒体）
１００；成膜装置
１０４；下部電極
１０６；第１のＴｉＯ２膜
１０８；ＺｒＯ２系膜
１１０；第２のＴｉＯ２膜
１１２；上部電極
１２０；キャパシタ
Ｗ；半導体ウエハ
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