
35
三菱重工技報 VOL.44 NO.1: 2007

特　集　論　文

＊1 技術本部先進技術研究センタープロジェクトグループ 工博
＊2 技術本部先進技術研究センタープロジェクトグループ
＊3 （株）フィズケミックス技術部 C.T.O. 工博

半導体製造工程の大幅削減を可能と
するMCR-CVD成膜装置
Metal Chloride Reduction Chemical Vapor 
Deposition for Advanced Metallization

小　椋　　謙＊1　　八 幡 直 樹＊2　　坂 本 仁 志＊3

 Yuzuru Ogura Naoki Yahata Hitoshi Sakamoto

1．は　じ　め　に

　高密度塩素プラズマを用いて金属薄膜を形成する
塩化金属還元気相成長（MCR-CVD：Metal Chloride 

Reduction Chemical Vapor Deposition）は当社が独
自に開発した金属成膜法であり (1)，半導体製造分野の
次世代技術として期待されている．
　MCR-CVDは高密度プラズマ中の電荷を持たない
塩素ラジカルを利用する成膜法であるため，低温成膜
が可能で基板へのダメージを最低限に抑制することが
できる．また，塩素ガスと固体金属のみを原料とし，
金属錯体等の特殊な原料を必要としないために，設備
が単純で，ランニングコストを低減できる利点を有す
る．更にこうした基本特性に加え，MCR-CVDは膜
組成制御の容易性や微細なホール，トレンチの底部か
ら順次成長するボトムアップ成膜 (2)が可能であるな
どの特徴を備えており，これらにより LSI製造のコ
スト要因となっている複雑な工程の大幅な削減を実現
する新技術である．本稿ではMCR-CVDの備えるこ
れらの特徴を紹介する．

2．成　膜　装　置

　成膜装置は固体金属と基板を収めた成膜容器と成膜
容器内の圧力，ガス流量を制御する真空排気・ガス供
給系，プラズマを発生させるための高周波電源及びア
ンテナ，成膜容器内に基板を真空搬送するための搬送
系から構成される．成膜容器内に固体金属と基板を対
向して配置し，その間の空間にアンテナを介して高周
波を印加することにより塩素プラズマを発生させる
と，プラズマ中の塩素ラジカルと固体金属の反応によ
り塩化金属ガスが生成される．気相中を輸送され，基
板に達した塩化金属ガスは基板表面に吸着されると同

時に，塩素ラジカルとの反応により還元され金属薄膜
が形成される．
　タイトル写真は，現在，デモ成膜試験に使用してい
る８インチウェハ対応成膜装置の外観である．チャン
バ上部にはプラズマ発生用ループアンテナが設置され
ており，成膜原料となる固体金属は容易に交換できる
機構となっている．

3．膜組成制御性

　MCR-CVDは基板表面に吸着された塩化金属を塩
素ラジカルで還元する反応を利用しているが，プラズ
マ中に窒素，酸素などのガスを添加した場合には添加
成分が極めて容易に膜中に取り込まれること，さら
には，添加するガス量により膜中に取り込まれる添加
成分の比率を制御することができる．その一例として
MCR-CVDでの窒化タンタルの成膜例を紹介する (3)．
　窒化タンタルはトランジスタ電極に用いた場合，窒
素，タンタル比によりトランジスタ特性の制御が可能
なことから次世代の電極としての用途が期待されてい
るが，従来の成膜法では適正なトランジスタ特性を得
るために下地へのダメージ回避と窒素，タンタル比の
制御性改善が課題であった．一方，MCR-CVDでは
荷電粒子が寄与しないため下地へのダメージがなく，
窒素，タンタル比の制御も容易である．図１に窒化タ
ンタルを形成する際，雰囲気に加える窒素ガスと塩素
ガスの流量比を変え，得られる膜の結晶構造をＸ線回
折（XRD：X-ray Diffractometry）により同定した結
果を示す．窒化タンタル膜の結晶構造は窒素を含まな
い bcc-Taから窒素，タンタルを１：１の原子比で含
む fcc-TaNまで流量比に応じて幅広い範囲で変化し
ており，流量化の増大により fcc-TaNが形成されると，
図２に示すように膜の抵抗率も増大する傾向が見られ
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る．窒素を添加しない場合に比べ，窒素を添加した場
合には成膜速度が低下しているものの，10 nm/min.

以上の成膜速度を有しており，塩化金属の形成反応及
び還元反応に対する窒素ガス添加の影響は実用上問題
ないレベルである．

4．ボトムアップ成膜

　LSI配線ではトランジスタの集積度の増加によるト
ランジスタ間配線長の急激な増大に対応するため，現
在，従来の二次元配線を積層した多層配線構造が採用
されている．多層配線構造形成にはあらかじめ絶縁膜
に形成されたトレンチ及び層間をつなぐホールの内部
にめっきにより銅を成膜した後，表面に成膜された不
要な銅を除去する工程が必要とされている．
　MCR-CVDは塩化金属と塩素ラジカルの供給バラ
ンスにより金属の析出部位を制御することが可能であ
ることから，表面での塩素ラジカルの供給を過剰側に
調整すれば，表面での金属の析出を防止でき，さらに，

塩素ラジカルはホール底に至る過程で再結合により減
少するため，ホール底付近では塩化金属との供給量が
つり合い，ホール底での選択的成膜（ボトムアップ成
膜）が可能となる．ボトムアップ成膜が実現すれば，
表面に成膜された銅の除去工程やそれに伴う洗浄工程
の削減が可能となり，大幅なコスト削減が期待できる．
以下のチタン成膜の例では成膜条件の調整により均一
被覆に加え，ボトムアップ成膜も可能であることを示
す．
　チタンは半導体デバイスでは配線の密着層，バリア
膜，エッチストップ層としてよく用いられる材料でス
パッタリング法や CVD法で形成されているが，前者
では荷電粒子による下地へのダメージ，後者では高
い成膜温度（> 400℃）や高い膜中残留塩素濃度（>

５％）が問題とされている．MCR-CVDでは従来よ
りも低い成膜温度（300℃），低い膜中残留塩素濃度
（２％）を実現することが可能である (4)．図３はホー
ル径 0.3μmから 1.0μm，深さ 1.0μmの窒化タンタ
ルの 50 nmバリア膜付ホールに対してチタンを成膜
した際のホールの被覆状況を示す．ホール底部から表
面に至るまでほぼ一様に被覆ができることが認められ
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図１　窒素／塩素流量比による窒化タンタル膜
の結晶構造変化
流量比の増加に伴い，結晶構造は bcc-Taか
ら fcc-TaNへと変化する．
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図２　窒素／塩素流量比による窒化タンタル膜の抵抗
率及び成膜速度の変化
抵抗率は fcc-TaNの増大に伴い増大，成膜速度は
10nm/min.以上．
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図 3　チタン膜のホールへの被覆状況SEM写真
どのホール径でも均一に被覆できている .
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る．一方，上記成膜時の基板位置を変えると，図４に
示すように，表面にはチタンは成膜されず，ホール底
からチタンが成膜されるボトムアップ成膜が見られ，
ボトムアップ成膜に特徴的な埋め込み特性のホール径
依存性（ホール径が小さいほどボトムアップ成膜速度
大）を確認した．

5．ま　　と　　め

　MCR-CVDは，①塩素ガスと固体金属のみを原料
とした単純プロセス，②膜組成制御の容易性，③先
端 LSIレベルの微細なホール，トレンチの底部から
順次成長するボトムアップ成膜などの特徴を有する
ことから，複雑な工程の大幅な削減を期待させる次世
代半導体製造技術として注目を集めており，昨年，同
技術の事業化を目的とした当社初のカーブアウトベン
チャーとして（株）フィズケミックスが設立され，同社
で製品化を推進していく．
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図 4　チタン膜のボトムアップ成膜状況SEM写真
基板位置の調整により微細ホールの底部にのみ選択的な膜成長を実現した .
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