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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化珪素を主成分とする素子分離膜によってフィールド領域とアクティブ領域が画定さ
れ、前記アクティブ領域に、ポリシリコンを主成分とする電極層と、該電極層に接して形
成された窒素含有層と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　前記電極層と前記素子分離膜とが露出した状態で、これらの部位に窒素含有プラズマを
作用させることにより、前記電極層および前記素子分離膜の表面を窒化処理してそれぞれ
窒素含有層を形成するプラズマ窒化処理工程と、
　前記電極層の表面に形成された窒素含有層を残しながら前記素子分離膜の表面に形成さ
れた窒素含有層を選択的に除去する選択エッチング工程と、を含み、
　前記素子分離膜の表面に形成された窒素含有層が窒化酸化珪素膜であり、
　前記電極層の表面に形成された窒素含有層が窒化珪素膜であり、
　前記プラズマ窒化処理工程における処理圧力が１．３Ｐａ以上６６７Ｐａ以下の範囲内
であり、
　前記プラズマ窒化処理工程により前記電極層に形成された窒素含有層中の窒素濃度が３
５ａｔｏｍ％以上４５ａｔｏｍ％以下の範囲内であり、
　前記選択エッチング工程を、０．０７％以上１％以下の範囲内の濃度の希フッ酸溶液を
用いてウエットエッチング処理によって行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記電極層が不揮発性メモリのフローティングゲート電極であり、前記窒化珪素膜が該
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フローティングゲート電極とコントロールゲート電極との間に介在する層間容量膜の一部
分を構成するものであることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の一種であるフラッシュメモリは、セルのサイズが小さく大容量化が可能で
あるとともに、衝撃耐性にも優れているため、近年急速に需要が拡大している。フラッシ
ュメモリの代表的な方式として、コントロールゲート電極と対をなすフローティングゲー
ト電極に電子を注入したり、除去したりすることにより、データの書込み、消去を行う方
式のものが知られている。このようにフローティングゲート電極を有するフラッシュメモ
リでは、外部からの電力供給が行われない状態でデータを長期間にわたり記憶しておくた
めに、フローティングゲート電極を絶縁膜で覆う構造が採用され、そこに保持された電子
の漏洩を防いでいる。
【０００３】
　フローティングゲート電極を覆う絶縁膜、例えばトンネル絶縁膜やＯＮＯ（Ｏｘｉｄｅ
－Ｎｉｔｒｉｄｅ－Ｏｘｉｄｅ）構造の層間容量膜などの膜厚を厚くすれば、フローティ
ングゲート電極から電子が漏洩し難くなるため、フラッシュメモリのデータ保持特性を向
上させることができる。しかし、フローティングゲート電極を覆う上記絶縁膜を厚膜化す
ると、フローティングゲート電極への電子の書き込み・消去の効率が低下するため、デー
タの書込み特性、消去特性が低下してしまう。
【０００４】
　フラッシュメモリの製造過程では、コントロールゲート電極をエッチングによって形成
する際に、多結晶シリコンからなるフローティングゲート電極の側壁が露出してしまうた
め、熱処理を行って当該側壁部位を酸化膜で覆う工程が必要になる。しかし、この熱処理
工程では、同時にＯＮＯ構造の層間容量膜やトンネル絶縁膜の酸化が進行し、厚膜化して
しまうので、前記と同様にフローティングゲート電極への電子の書き込み及び消去の効率
が低下するという問題も生じる。この問題を解決するため、フローティングゲート電極を
形成した後、フローティングゲート電極に窒素をイオン注入し、８００℃以上の高温で熱
酸化することにより、フローティングゲート電極表面に酸化珪素膜を形成しつつ、フロー
ティングゲート電極と層間容量膜およびトンネル絶縁膜との界面に窒素を偏在させる（す
なわち、窒化珪素膜を形成させる）技術が提案されている（特許文献１）。
【０００５】
【特許文献１】特許第３３１２１０２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１のように、フローティングゲート電極に窒素をイオン注入する方法で窒
化珪素膜を形成する場合には、フローティングゲート電極の周囲にのみ窒素を偏在させて
窒化珪素膜を形成することが可能である。しかし、特許文献１の技術では、窒素注入後に
熱処理が不可欠であるため、サーマルバジェットを増大させてしまう懸念があるほか、注
入した窒素の分布を厳密に制御することが難しいという欠点がある。
【０００７】
　一方、シリコン層の表面に薄く窒素を導入して窒化珪素膜を形成する手段として、プラ
ズマ窒化処理が知られており、これをフローティングゲート電極の窒化に適用することも
可能である。プラズマ窒化処理では、特許文献１のように窒素を注入した後熱処理する方
法に比べて、窒素分布の制御性が高い。また、プラズマ生成方式を選択することにより、
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例えば４００℃～６００℃程度の低温で窒化処理を実施できるため、特許文献１における
ような８００℃以上の高温での熱処理による諸問題を回避できる。しかし、プラズマ窒化
処理では、被処理体の全露出表面を窒化してしまうことから、部位選択的な窒化が困難で
あり、窒化が不必要な部位にも窒素含有層が形成されてしまう。このように残存した不必
要な窒素含有層は、最終的にフラッシュメモリに残存すると、例えば残存した窒素含有層
を介して隣接するセル間での電気的な干渉が生じるなど、その性能に好ましからざる影響
を及ぼす場合がある。
【０００８】
　具体例を挙げれば、フラッシュメモリにおいて、フローティングゲート電極の表面に窒
化珪素膜を形成する場合では、シリコン基板上にフローティングゲート電極を形成した後
、プラズマ窒化処理を行うと、同時に、隣接するセルを分離する素子分離膜の表面も窒化
され、窒化酸化珪素膜が形成されてしまう。このため、最終的に製造されるフラッシュメ
モリの素子分離膜には、本来不必要な窒素含有層（窒化酸化珪素膜）が残存した状態とな
る。このように残存した不必要な窒化酸化珪素膜は、隣接するセル間で電気的な干渉を生
じさせる原因となり、フラッシュメモリのデータ保持性能を低下させてしまう場合がある
。
【０００９】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、各種半導体装置の製造過
程で、プラズマ窒化処理によって形成された窒素含有層を不必要な部位に残存させない半
導体装置の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、酸素を含有する素子分離膜によってフィールド
領域とアクティブ領域が画定され、前記アクティブ領域に、電極層と、該電極層に接して
形成された窒素含有層と、を有する半導体装置の製造方法であって、
　前記電極層と前記素子分離膜とが露出した状態で、これらの部位に窒素含有プラズマを
作用させることにより、前記電極層および前記素子分離膜の表面を窒化処理してそれぞれ
窒素含有層を形成するプラズマ窒化処理工程と、
　前記電極層の表面に形成された窒素含有層を残しながら前記素子分離膜の表面に形成さ
れた窒素含有層を選択的に除去する選択エッチング工程と、
を含むことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の半導体装置の製造方法において、前記電極層がポリシリコンを主成分とする材
質により構成され、該電極層に接して形成された窒素含有層が窒化珪素膜であることが好
ましい。
【００１２】
　また、本発明の半導体装置の製造方法において、前記素子分離膜が酸化珪素を主成分と
する材質により構成され、該素子分離膜の表面に形成された窒素含有層が、窒化酸化珪素
膜であることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明の半導体装置の製造方法において、前記選択エッチング工程を、希フッ酸
溶液を用いるウエットエッチング処理により行うことが好ましい。
【００１４】
　また、本発明の半導体装置の製造方法において、前記プラズマ窒化処理工程により前記
電極層に形成された窒素含有層中の窒素濃度が３５ａｔｏｍ％以上４５ａｔｏｍ％以下の
範囲内であることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明の半導体装置の製造方法において、前記電極層が不揮発性メモリのフロー
ティングゲート電極であり、前記窒化珪素膜が該フローティングゲート電極とコントロー
ルゲート電極との間に介在する層間容量膜の一部分を構成するものであることが好ましい
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。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の半導体装置の製造方法によれば、プラズマ窒化処理によって電極層および素子
分離膜の表面にそれぞれ窒素含有層を形成した後、選択エッチング工程を行うことにより
、電極層の表面に形成された窒素含有層を残しながら素子分離膜の表面に形成された不要
な窒素含有層を選択的に除去することができる。
【００１７】
　従って、本発明方法によって製造される半導体装置において、不必要な窒素含有層によ
る悪影響例えば隣接するセル間での電気的な干渉の問題を防止し、信頼性に優れた半導体
装置を製造することができる、という効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
［第１の実施の形態］
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１（ａ）～（ｃ
）は、本実施の形態に係る半導体装置の製造工程の一部を説明する図面である。図１（ａ
）に示したように、シリコン基板１０１には、例えばＳＴＩ（Shallow Trench Isolation
）により凹部（トレンチ）が形成され、その内部に二酸化珪素（ＳｉＯ２）からなる素子
分離膜１０３が埋め込まれてアクティブ領域とフィールド領域とが区画されている。また
、シリコン基板１０１の表面には、二酸化珪素（ＳｉＯ２）からなる絶縁膜１０５が形成
され、その上にパターニングされたポリシリコンからなる電極層１０７が形成されている
。
【００１９】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法では、電極層１０７と、素子分離膜１０３とが露
出した状態で、シリコン基板１０１に窒素含有プラズマを作用させることにより、電極層
１０７および素子分離膜１０３の表面にそれぞれ窒素含有層を形成するプラズマ窒化処理
工程と、電極層１０７の表面に形成された窒素含有層を残しながら素子分離膜１０３の表
面に形成された窒素含有層を選択的に除去する選択エッチング工程と、を含んでいる。図
１（ａ）は、シリコン基板１０１の表面をプラズマ窒化処理している状態を示し、図１（
ｂ）は、プラズマ窒化処理を行った後の状態を示している。プラズマ窒化処理によって、
電極層１０７の表面には窒素含有層としての窒化珪素（ＳｉＮ）膜１０９が形成される。
ところが、プラズマ窒化処理では、イオンエネルギーが高いプラズマで窒化されるので、
素子分離膜１０３および絶縁膜１０５の表面も窒化され、窒素含有層としての窒化酸化珪
素膜（ＳｉＯＮ）１１１が形成されてしまう。このようにプラズマ窒化処理では、本来の
窒化対象である電極層１０７のポリシリコンだけでなく、本来の窒化対象ではない素子分
離膜１０３および絶縁膜１０５の二酸化珪素も窒化されてしまうことが避けられない。
【００２０】
　図１（ｂ）に示したように、本来窒化処理が不必要であった素子分離膜１０３および絶
縁膜１０５の表面に形成された窒化酸化珪素膜１１１は、その後のプロセス中で除去され
る場合もあるが、除去されることなく最終的に半導体装置（例えばＭＯＳＦＥＴ）に残存
する場合がある。この場合、窒化酸化珪素（ＳｉＯＮ）は、緻密な二酸化珪素（ＳｉＯ２

）に比べて空孔等の欠陥が多いため、電子を通過させる経路となりやすい。つまり、残存
した窒化酸化珪素膜１１１中に存在する電気的な欠陥を伝わって隣接するセルへ電子が漏
洩することにより、半導体装置の性能に悪影響を与えることが懸念される。
【００２１】
　そこで、本実施の形態の半導体装置の製造方法では、プラズマ窒化処理工程の後に、選
択エッチング処理工程を設け、電極層１０７に形成された窒化珪素膜１０９を残しつつ、
素子分離膜１０３および絶縁膜１０５の表面に形成された窒化酸化珪素膜１１１を除去す
る。選択エッチング工程により、図１（ｃ）に示したように、素子分離膜１０３および絶
縁膜１０５の表面に形成された窒化酸化珪素膜１１１が除去される。不必要な窒化酸化珪
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素膜１１１を除去することにより、窒化酸化珪素膜１１１が残存した状態での半導体装置
への悪影響（例えば隣接するセル間での電気的な干渉の問題）を防止し、信頼性に優れた
半導体装置を製造することができる。
【００２２】
　選択エッチング処理工程は、プラズマ窒化処理工程の直後か、少なくとも次の加熱を伴
う処理が行われる前に実施することが好ましい。プラズマ窒化処理工程と選択エッチング
処理工程との間に加熱を伴う処理が介在すると、素子分離膜１０３および絶縁膜１０５の
全体に窒素が拡散してしまうからである。
【００２３】
　本実施の形態における選択エッチング処理は、窒化珪素（ＳｉＮ）と、窒化酸化珪素（
ＳｉＯＮ）とのエッチング液に対する溶解性の相違を利用して行われる。この選択エッチ
ング処理における選択性を左右する主な要因として、以下の２点を挙げることができる。
　（１）ウエットエッチング条件；
　ウエットエッチングには、エッチング液として酸化珪素を溶解し、窒化珪素を溶解し難
い希フッ酸（ＤＨＦ）を用いることが好ましい。この際に使用する希フッ酸の濃度として
は、窒素含有層の厚みにより一定の幅が存在するが、例えば０．０７％以上１％以下の範
囲内が好ましく、０．１％以上０．３％以下の範囲内がより好ましい。また、希フッ酸に
よる処理時間は、窒素含有層の厚みや希フッ酸の濃度により一定の幅が存在するが、窒化
酸化珪素膜１１１を除去し、かつ窒化珪素膜１０９を出来るだけ残存させる選択エッチン
グ処理の時間的制御性（つまり、時間的マージン）を考慮して例えば１０秒以上が好まし
く、３０秒以上３００秒以下の範囲内がより好ましく、１５０秒以上２１０秒以下の範囲
内が望ましい。
【００２４】
　（２）プラズマ窒化処理条件；
　プラズマ窒化処理は、生成されるプラズマの電子温度がウエハ表面で０．７ｅＶ以上２
ｅＶ以下であり、制御性良く数ｎｍ（例えば２ｎｍ以上５ｎｍ以下）の厚さ（深さ）範囲
で、かつ一定レベル以上の比較的高濃度（例えば３５ａｔｏｍ％以上、好ましくは４０ａ
ｔｏｍ％以上の濃度）で窒素を導入できる方法を採用することが好ましい。このような観
点から、本実施の形態では、プラズマ窒化処理に、複数のスロットを有する平面アンテナ
（例えばＲＬＳＡ；ラジアルラインスロットアンテナ）により処理室内にマイクロ波を導
入してマイクロ波励起プラズマを形成させるプラズマ処理装置を用いる。なお、プラズマ
窒化処理には、誘導結合プラズマ（ＩＣＰ；Inductively Coupled plasma）方式のプラズ
マ処理装置を利用することも好ましい。
【００２５】
　次に、プラズマ窒化処理について説明する。まず、電極層１０７と素子分離膜１０３と
が形成されたウエハＷを準備し、プラズマ処理装置に搬入する。次に、プラズマ処理装置
のチャンバ内を減圧排気しながら、ガス供給機構から、不活性ガスおよび窒素含有ガスを
所定の流量でそれぞれチャンバ内に導入する。このようにして、チャンバ内を所定の圧力
に調節する。
【００２６】
　次に、マイクロ波発生装置で発生させた所定周波数例えば２．４５ＧＨｚのマイクロ波
を、マッチング回路を介して導波管を介して平面アンテナに供給する。平面アンテナから
チャンバに放射されたマイクロ波により、チャンバ内で電磁界が形成され、不活性ガスお
よび窒素含有ガスがそれぞれプラズマ化する。このマイクロ波励起プラズマは、略１×１
０１０～５×１０１２／ｃｍ３の高密度で、かつウエハＷ近傍では、略１．２ｅＶ以下の
低電子温度プラズマとなる。このようにして形成されるマイクロ波励起高密度プラズマは
、下地膜へのイオン等によるプラズマダメージが少ないものである。そして、プラズマ中
の活性種例えばイオンやラジカル等の作用によりウエハＷ表面に形成された電極層および
素子分離膜に対してプラズマ窒化処理が行われる。
【００２７】
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　プラズマ窒化処理の処理ガスとしては、希ガスと窒素含有ガスとを含むガスを用いるこ
とが好ましい。希ガスとしてはＡｒガスを、窒素含有ガスとしてはＮ２ガスを、それぞれ
使用することが好ましい。このとき、全処理ガスに対するＮ２ガスの体積流量比率は、窒
素含有層中の窒素濃度を高くする観点から、１％以上９０％以下の範囲内とすることが好
ましく、２％以上２０％以下の範囲内とすることがより好ましい。例えば２００ｍｍ径以
上のウエハＷを処理する場合には、Ａｒガスの流量は２００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）以
上２０００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）以下の範囲内、Ｎ２ガスの流量は１０ｍＬ／ｍｉｎ
（ｓｃｃｍ）以上２０００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）以下の範囲内から、上記流量比にな
るように設定することができる。
【００２８】
　また、処理圧力は、プラズマのイオン性を強め、窒素含有層中の窒素濃度を高くする観
点から、１．３Ｐａ以上６６７Ｐａ以下の範囲内が好ましく、１３．３Ｐａ以上４００Ｐ
ａ以下の範囲内がより好ましい。
【００２９】
　また、マイクロ波のパワー密度は、プラズマの安定性を維持する観点から、１．４Ｗ／
ｃｍ２以上７Ｗ／ｃｍ２以下の範囲内とすることが好ましい。なお、マイクロ波のパワー
密度は、透過板２８の面積１ｃｍ２あたりに供給されるマイクロ波パワーを意味する（以
下、同様である）。例えば２００ｍｍ径以上のウエハＷを処理する場合には、マイクロ波
パワーを１０００Ｗ以上５０００Ｗ以下の範囲内とすることが好ましい。
【００３０】
　また、ウエハＷの加熱温度は、載置台２の温度として、例えば２００℃以上６００℃以
下の範囲内とすることが好ましく、４００℃以上５００℃以下の範囲内に設定することが
より好ましい。
【００３１】
　以上の手順でプラズマ窒化処理が終了した後は、窒化処理済のウエハＷをプラズマ処理
装置から搬出する。
【００３２】
　次に、プラズマ窒化処理の条件が、選択的エッチングに与える影響について図２および
図３を参照しながら説明する。まず、シリコン基板上に、膜厚が２０～３０ｎｍの範囲内
になるように、二酸化珪素膜（ＳｉＯ２）、アモルファスシリコン膜（ａ－Ｓｉ）または
ポリシリコン膜（Ｐｏｌｙ－Ｓｉ）をそれぞれ堆積させてサンプルＳｉＯ２、サンプルａ
－ＳｉおよびサンプルＰｏｌｙ－Ｓｉを準備した。また、膜を堆積させない状態のシリコ
ン基板（Ｂａｒｅ－Ｓｉ）もサンプルＢａｒｅ－Ｓｉとして加えた。
【００３３】
　次に、各サンプルに条件を変えてプラズマ窒化処理を行い、各サンプルの表面に窒素含
有層を形成した。プラズマ窒化処理の条件は以下のとおりである。
【００３４】
［共通条件］
　載置台の温度；５００℃
　マイクロ波パワー；１５００Ｗ
　マイクロ波パワー密度；２．１Ｗ／ｃｍ２（透過板の面積１ｃｍ２あたり）
【００３５】
［条件１］
　Ａｒガス流量；１０００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２ガス流量；２００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２の流量割合（Ｎ２／Ａｒ＋Ｎ２の百分率）；１６．７％
　処理圧力；２０Ｐａ
　処理時間；９０秒
【００３６】
［条件２］
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　Ａｒガス流量；１０００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２ガス流量；２００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２の流量割合（Ｎ２／Ａｒ＋Ｎ２の百分率）；１６．７％
　処理圧力；２０Ｐａ
　処理時間；３０秒
【００３７】
［条件３］
　Ａｒガス流量；９８０ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２ガス流量；２０ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２の流量割合（Ｎ２／Ａｒ＋Ｎ２の百分率）；２％
　処理圧力；２０Ｐａ
　処理時間；３０秒
【００３８】
［条件４］
　Ａｒガス流量；９８０ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２ガス流量；２０ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２の流量割合（Ｎ２／Ａｒ＋Ｎ２の百分率）；２％
　処理圧力；６７Ｐａ
　処理時間；６０秒
【００３９】
［条件５］
　Ａｒガス流量；９８０ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２ガス流量；２０ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２の流量割合（Ｎ２／Ａｒ＋Ｎ２の百分率）；２％
　処理圧力；１２７Ｐａ
　処理時間；９０秒
【００４０】
［条件６］
　Ａｒガス流量；９８０ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２ガス流量；２０ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）
　Ｎ２の流量割合（Ｎ２／Ａｒ＋Ｎ２の百分率）；２％
　処理圧力；４００Ｐａ
　処理時間；１２０秒
【００４１】
　窒素含有層（ＳｉＮ膜、ＳｉＯＮ膜）を形成した各サンプルを０．１２５体積％の希フ
ッ酸（ＤＨＦ）溶液に浸漬してウエットエッチング処理し、エッチング時間６０秒、１８
０秒および３００秒における窒素含有層中の窒素濃度をＸＰＳ（Ｘ線光電子分光）法によ
り測定した。各窒素含有層中の窒素濃度（ａｔｏｍ％）とエッチング時間との関係につい
て、条件１でプラズマ窒化処理を行った場合の結果を図２（ａ）に、条件２でプラズマ窒
化処理を行った場合の結果を図２（ｂ）に、それぞれ示した。
【００４２】
　図２（ａ）および図２（ｂ）から読み取れるように、シリコンを窒化処理したサンプル
Ｐｏｌｙ－Ｓｉ、サンプルａ－ＳｉおよびサンプルＢａｒｅ－Ｓｉと、二酸化珪素を窒化
処理したサンプルＳｉＯ２とでは、エッチングレートが大きく相違した。サンプルＳｉＯ

２に着目すると、図２（ａ）では１８０秒、図２（ｂ）では６０秒で窒素濃度がほぼゼロ
に近づき、窒素含有層（窒化酸化珪素膜）が選択的に除去された。それに対して、シリコ
ンを窒化処理したサンプルＰｏｌｙ－Ｓｉ、サンプルａ－ＳｉおよびサンプルＢａｒｅ－
Ｓｉでは、同じエッチング時間でほとんど窒素濃度が低下しておらず、窒素含有層（窒化
珪素膜）がほぼ残存していた。
【００４３】
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　また、条件１でプラズマ窒化処理を行った図２（ａ）と、条件２でプラズマ窒化処理を
行った図２（ｂ）との比較では、図２（ａ）の方が、シリコンを窒化処理したサンプルＰ
ｏｌｙ－Ｓｉ、サンプルａ－ＳｉおよびサンプルＢａｒｅ－Ｓｉにおける窒素濃度がより
長時間に渡って維持されており、窒化珪素膜を残存させる選択的エッチングの視点から好
ましいことが示された。条件１では２０Ｐａの比較的低い圧力で９０秒間プラズマ窒化処
理を行ったことにより、エッチング開始時点での窒素濃度が、図２（ａ）に示したように
、サンプルＰｏｌｙ－Ｓｉ、サンプルａ－ＳｉおよびサンプルＢａｒｅ－Ｓｉのいずれに
おいても４０ａｔｏｍ％を超えていたが、条件２でプラズマ窒化処理を行った場合は、サ
ンプルＰｏｌｙ－Ｓｉおよびサンプルａ－Ｓｉのエッチング開始時点での窒素濃度は、図
２（ｂ）に示したように、共に４０％未満であった。
【００４４】
　以上のことから、残存させる窒化珪素膜についてエッチング処理後の窒素濃度の減少を
出来るだけ少なくする目的で、膜中の窒素濃度を出来るだけ高くできるようなプラズマ窒
化処理条件（例えばプラズマ中の窒素イオン成分が多くなる条件、または電子温度が高く
なる条件）を選択することが好ましいと考えられた。図３に、条件１～条件６でプラズマ
窒化処理を行ったサンプルＰｏｌｙ－Ｓｉおよびサンプルａ－Ｓｉについて、エッチング
開始時点における膜中の窒素濃度と、エッチング終了時点（サンプルＳｉＯ２の窒素濃度
が略ゼロになった時点）における窒素含有層の物理膜厚との関係を示した。この図３から
、選択的エッチング終了時点で残存させる窒素含有層（サンプルＰｏｌｙ－Ｓｉおよびサ
ンプルａ－Ｓｉの窒化珪素膜）の膜厚を十分に確保するためには、プラズマ窒化処理によ
って窒素含有層中の窒素濃度を３５ａｔｏｍ％以上（例えば３５ａｔｏｍ％以上４５ａｔ
ｏｍ％以下、好ましくは４０ａｔｏｍ％以上４５ａｔｏｍ％以下）にしておくことがよい
と考えられた。
【００４５】
　以上の結果を踏まえ、窒化珪素膜中の窒素濃度を高くしてウエットエッチング処理での
選択性を得やすくするため、プラズマ窒化処理の処理圧力は例えば、１３．３Ｐａ以上４
００Ｐａ以下の範囲内に設定することが好ましく、処理時間は例えば３０秒以上２４０秒
以下の範囲内に設定することが好ましく、窒素ガスの流量比率は１％以上２０％以下の範
囲内に設定することが好ましいと考えられた。
【００４６】
　なお、プラズマ窒化処理工程では、ＲＬＳＡ方式のプラズマ処理装置に代えて、ＩＣＰ
方式のプラズマ処理装置を用いることもできる。ＩＣＰ方式のプラズマ処理装置を用いる
場合、高周波電力の周波数は４００ｋＨｚから６０ＭＨｚの範囲内（例えば、１３．５６
ＭＨｚ）とすることが好ましく、高周波パワーは５０Ｗ以上２０００Ｗ以下の範囲内とす
ることが好ましい。また、処理温度（載置台の温度）は、１００℃以上６００℃以下の範
囲内とすることが好ましく、処理圧力は、０．１３Ｐａ以上６６７Ｐａ以下の範囲内とす
ることが好ましい。処理ガスとしては、ＡｒガスとＮ２ガスを用いることが好ましく、Ａ
ｒガス流量は１００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）以上２０００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）以
下の範囲内が好ましく、Ｎ２流量は、１ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）以上５００ｍＬ／ｍｉ
ｎ（ｓｃｃｍ）以下の範囲内が好ましい。例えば、ＩＣＰ方式のプラズマ処理装置を用い
、高周波電力の周波数１３．５６ＭＨｚ、高周波パワー５００Ｗ、処理温度４００℃、処
理圧力６．７Ｐａ、Ａｒガス流量１０００ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）、Ｎ２ガス流量５０
ｍＬ／ｍｉｎ（ｓｃｃｍ）の条件でプラズマ窒化処理を実施し、その後、上記と同じ条件
で選択エッチング処理を行った結果、不必要な窒素含有層を選択的に除去することができ
た。従って、ＩＣＰ方式のプラズマ処理装置も、ＲＬＳＡ方式のプラズマ処理装置と同様
に、本実施の形態の半導体装置の製造方法に適用可能である。
【００４７】
　以上説明したように、本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、残存した不必要
な窒素含有層による悪影響例えば隣接するセル間での電気的な干渉の問題を防止し、信頼
性に優れた半導体装置を製造することができる、という効果を奏する。
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【００４８】
［第２の実施の形態］
　次に、図４から図１０を参照しながら、本発明の半導体装置の製造方法を不揮発性メモ
リの製造工程に適用した場合について説明する。図４は、本発明の製造方法を適用して製
造可能なフラッシュメモリの概略構成を示す断面図である。このフラッシュメモリ２００
は、フローティングゲート電極とコントロールゲート電極の間に介在する層間容量膜とし
て、ＮＯＮＯＮ（窒化珪素膜－酸化珪素膜－窒化珪素膜－酸化珪素膜－窒化珪素膜）の積
層構造を有するものである。
【００４９】
　フラッシュメモリ２００では、シリコン基板２０１に例えばＳＴＩ（Shallow Trench I
solation）により凹部（トレンチ）が形成されており、その内部には、ライナー酸化珪素
膜２０３を介して素子分離膜２０５が埋め込まれている。シリコン基板２０１の凸部の上
（凹部どうしの間）には、トンネル絶縁膜２０７を介して例えばポリシリコンからなるフ
ローティングゲート電極２０９が形成されている。電荷を蓄積する部分であるフローティ
ングゲート電極２０９は、内側から順に、第１の窒化珪素膜２１１、第１の酸化珪素膜２
１３、第２の窒化珪素膜２１５、第２の酸化珪素膜２１７および第３の窒化珪素膜２１９
の５層の絶縁膜からなる層間容量膜２２１によって覆われている。そして、層間容量膜２
２１の上には例えばポリシリコンからなるコントロールゲート電極２２３が形成され、フ
ラッシュメモリ２００が構成されている。図４から明らかなように、第１の窒化珪素膜２
１１は、フローティングゲート電極２０９の表面を覆うように形成されているが、素子分
離膜２０５上には形成されていない。かかる構造により、フラッシュメモリ２００では、
隣接するセル間での干渉、具体的には電子の移動を抑制することができ、優れたデータ保
持特性を奏することができる。この点については後述する。
【００５０】
　次に、図５～図８を参照しながら、フラッシュメモリ２００の製造工程を説明する。図
５は、プラズマ窒化処理の対象となるウエハＷの要部の断面構造を示している。シリコン
基板２０１には、トンネル絶縁膜２０７を介してポリシリコンを主成分とするフローティ
ングゲート電極２０９が形成されている。トンネル絶縁膜２０７およびフローティングゲ
ート電極２０９は、既知の成膜処理、フォトリソグラフィー技術およびエッチング処理に
よって形成できる。
【００５１】
　シリコン基板２０１の凹部の内面には、ライナー酸化珪素膜２０３が形成されていると
ともに、このライナー酸化珪素膜２０３を介して素子分離膜２０５が埋め込まれている。
素子分離膜２０５は、フラッシュメモリメモリ２００においてアクティブ領域とフィール
ド領域とを画定している。素子分離膜２０５は、例えばＨＤＰ－ＣＶＤ（High Density P
lasma Chemical Vapor Deposition）法や、ＳＯＧ（Spin－On－Glass）法により二酸化珪
素（ＳｉＯ２）膜を形成した後、希フッ酸などを用いてウエットエッチングし、エッチバ
ックすることにより形成されている。
【００５２】
　次に、図５の状態のウエハＷ（シリコン基板２０１）のフローティングゲート電極２０
９のポリシリコンに対してプラズマ窒化処理を行う。図６は、プラズマ窒化処理によって
、窒素含有層２１２が形成された状態を示している。窒素含有層２１２は、フローティン
グゲート電極２０９の表面と素子分離膜２０５の表面に形成される。この場合、ポリシリ
コンを主成分とするフローティングゲート電極２０９の表面には、窒化珪素（ＳｉＮ）の
窒素含有層２１２ａが形成される。一方、二酸化珪素（ＳｉＯ２）からなる素子分離膜２
０５の表面には、窒化酸化珪素（ＳｉＯＮ）の窒素含有層２１２ｂが形成される。窒素含
有層２１２を形成するプラズマ窒化処理は、第１の実施の形態と同様のプラズマ処理装置
を用い、第１の実施の形態と同様の条件で行うことができる。
【００５３】
　次に、図６の状態から、窒素含有層２１２ｂに対する選択エッチング処理を行う。図７
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は、選択エッチング処理後の状態を示している。選択エッチング処理は、第１の実施の形
態と同様の条件で行うことができる。選択エッチング処理によって、素子分離膜２０５表
面に形成されていた窒素含有層２１２ｂ（破線で示した部分）が選択的に除去されるが、
フローティングゲート電極２０９の表面の窒素含有層２１２ａはほとんど除去されずに残
存する。この選択エッチング処理は、エッチング液（希フッ酸）に対する、窒化珪素（Ｓ
ｉＮ）と窒化酸化珪素（ＳｉＯＮ）との溶解性の相違を利用して行われる。残存した窒素
含有層２１２ａは、フラッシュメモリ２００において層間容量膜２２１の一部分を構成す
る第１の窒化珪素膜２１１となる（図４参照）。
【００５４】
　選択エッチング処理を行った後、第１の窒化珪素膜２１１の上に、第１の酸化珪素膜２
１３、第２の窒化珪素膜２１５、第２の酸化珪素膜２１７および第３の窒化珪素膜２１９
を順次積層し、図８に示したように、層間容量膜２２１を形成する。第１の酸化珪素膜２
１３は、例えば減圧ＣＶＤ法などによりＨＴＯ（High Temperature Oxide）膜として成膜
できる。第２の窒化珪素膜２１５は、例えば、ＤＣＳ（ジクロロシラン）を原料とする減
圧ＣＶＤ法などにより成膜できる。第２の酸化珪素膜２１７は、例えば減圧ＣＶＤ法など
によりＨＴＯ（High Temperature Oxide）膜として成膜できる。第３の窒化珪素膜２１９
は、例えばプラズマ窒化法などにより成膜できる。そして、第３の窒化珪素膜２１９の上
に、ＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法などによりコントロールゲート電極２２３を形成するこ
とにより、図４に示した構造のフラッシュメモリ２００を製造できる。
【００５５】
　次に、本発明の製造方法により製造されたフラッシュメモリ２００の長所について、従
来の方法により製造されたフラッシュメモリとの対比により説明する。図９は、従来の方
法により製造されたフラッシュメモリ３００の構造を模式的に示している。フラッシュメ
モリ３００では、プラズマ窒化処理の後で、素子分離膜２０５の表面の窒化酸化珪素（Ｓ
ｉＯＮ）の窒素含有層２１２ｂを除去する工程を設けず、窒素含有層２１２の全部を残し
た状態で層間容量膜２２１ａを形成している点で、図４に示したフラッシュメモリ２００
と相違している。なお、図９に示したフラッシュメモリ３００において、図４示したフラ
ッシュメモリ２００と同じ構成には同一の符号を付して説明を省略する。
【００５６】
　残存した不必要な窒素含有層２１２ｂ（窒化酸化珪素膜）は、電子の移動経路となって
隣接するセル間で干渉を生じさせ、フラッシュメモリ３００のデータ保持特性を低下させ
るという問題が生じる。すなわち、フラッシュメモリ３００の隣接するセルで書込み状態
が異なる場合（つまり、０または１）に、フローティングゲート電極２０９に電荷が注入
されたセルから、フローティングゲート電極２０９に電荷が注入されていない隣接するセ
ルへ向け、素子分離膜２０５に接する窒素含有層２１２を介して電子が移動し、データ保
持特性が低下してしまう。例えば、図９では、素子分離膜２０５により隔てられた二つの
セルのうち、片方（紙面に向かって左側）のセルのフローティングゲート電極２０９に電
子が注入された書き込み状態（write;１）とし、他方（紙面に向かって右側）のセルのフ
ローティングゲート電極２０９は、電子が注入されていない消去状態（write;０）である
。この状態で長時間放置すると、図９に矢印で示したように、素子分離膜２０５と第１の
酸化珪素膜２１３との間に残存した窒素含有層２１２を介して電子が書き込み状態のセル
から消去状態のセルへ向けて流れ、書き込み状態（write;１）のセルのしきい値電圧を変
化させるとともに、データ保持特性を低下させてしまうという問題があった。
【００５７】
　このようなデータ保持特性の低下が生じる機構は、層間容量膜２２１ａのバリアハイト
からも説明できる。図１０は、フラッシュメモリ３００の層間容量膜２２１ａのバリアハ
イトを模式的に示したものである。フローティングゲート電極２０９とコントロールゲー
ト電極２２３との間には、バリアハイトが大きな層間容量膜２２１ａが介在するため、層
間容量膜２２１ａを突き抜ける方向への電子の漏洩は生じ難い。それに対して、プラズマ
窒化処理により形成された、フローティングゲート電極２０９に接する窒素含有層２１２
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自体は、比較的エネルギーバンドギャップが小さくバリアハイトが低いため、フローティ
ングゲート電極２０９から窒素含有層２１２中に僅かではあるが電子が漏洩する。そして
、窒素含有層２１２中の電気的な欠陥を伝わって隣接するセルへ電子が移動していくもの
と考えられる。
【００５８】
　一方、本発明方法により製造されたフラッシュメモリ２００（図４）では、素子分離膜
２０５上の窒素含有層（窒化酸化珪素膜；図６の符号２１２ｂ）がエッチングによって除
去されており、第１の窒化珪素膜２１１はフローティングゲート電極２０９の周囲で終端
している。それ故、素子分離膜２０５上の窒素含有層に沿った電子の移動が遮断され、隣
接するセル間での干渉が防止されている。
【００５９】
　以上のように、本発明方法をフラッシュメモリ２００の製造過程に適用することによっ
て、隣接セル間での干渉を防止してフラッシュメモリ２００に優れたデータ保持特性を与
え、その信頼性を向上させる効果が得られる。
【００６０】
　本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第１の実施の形態と同様であ
る。
【００６１】
　以上、本発明の実施形態を述べたが、本発明は上記実施形態に制約されることはなく、
種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態では、第１の窒化珪素膜（窒素含有層
）を形成する工程で、ＲＬＳＡ方式またはＩＣＰ方式のプラズマ処理装置を使用したが、
生成されるプラズマの電子温度がウエハ表面で０．７ｅＶ以上２ｅＶ以下であれば、他の
方式のプラズマ処理装置を用いてもよく、例えば電子サイクロトロン共鳴（ＥＣＲ）プラ
ズマ、マグネトロンプラズマ、表面波プラズマ（ＳＷＰ）等の方式のプラズマ処理装置を
利用してもよい。
【００６２】
　また、上記第２の実施の形態では、層間容量膜２２１をＮＯＮＯＮ構造としたが、これ
に限るものではなく、例えば内側（フローティングゲート電極側）からＮＯＮＯとなる構
造のフラッシュメモリの製造にも、同様に本発明を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の第１の実施の形態の半導体装置の製造方法の主要工程を説明する図面で
ある。
【図２】窒素含有層中の窒素濃度（ａｔｏｍ％）とエッチング時間との関係を示すグラフ
である。
【図３】窒素含有層中の窒素濃度（ａｔｏｍ％）と物理膜厚との関係を示すグラフである
。
【図４】本発明の第２の実施の形態の半導体装置の製造方法により製造されたフラッシュ
メモリの構造を示す断面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態の半導体装置の製造方法の主要工程を説明する図面で
ある。
【図６】図５に引き続く工程を説明する図面である。
【図７】図６に引き続く工程を説明する図面である。
【図８】図７に引き続く工程を説明する図面である。
【図９】従来の製造方法で製造されたフラッシュメモリの構造を示す断面図である。
【図１０】従来のフラッシュメモリにおける電子の漏洩の機構を説明する図面である。
【符号の説明】
【００６４】
　１０１…シリコン基板、１０３…素子分離膜、１０５…絶縁膜、１０７…電極層、１０
９…窒化珪素膜、１１１…窒化酸化珪素膜
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