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(57)【要約】
【課題】ｐ型ＭＩＳトランジスタのゲート絶縁膜の酸化
膜換算膜厚の厚膜化を抑制しつつ、ｐ型ＭＩＳトランジ
スタの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有する
ｎ型，ｐ型ＭＩＳトランジスタを実現する。
【解決手段】半導体装置は、第１，第２のＭＩＳトラン
ジスタｎＴｒ，ｐＴｒを備えている。第１のＭＩＳトラ
ンジスタｎＴｒは、第１の活性領域１０ａ上に形成され
、第１の高誘電率膜１４Ｘａを有する第１のゲート絶縁
膜１４Ａと、第１のゲート電極１８Ａとを備えている。
第２のＭＩＳトランジスタｐＴｒは、第２の活性領域１
０ｂ上に形成され、第２の高誘電率膜１４ｘを有する第
２のゲート絶縁膜１４Ｂと、第２のゲート電極１８Ｂと
を備えている。第２の高誘電率膜１４ｘは、第１の調整
用金属を含む。第１の高誘電率膜１４Ｘａは、第２の高
誘電率膜１４ｘよりも窒素濃度が高く、且つ、第１の調
整用金属を含まない。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のＭＩＳトランジスタと第２のＭＩＳトランジスタとを備えた半導体装置であって
、
　前記第１のＭＩＳトランジスタは、
　半導体基板における第１の活性領域上に形成され、第１の高誘電率膜を有する第１のゲ
ート絶縁膜と、
　前記第１のゲート絶縁膜上に形成された第１のゲート電極とを備え、
　前記第２のＭＩＳトランジスタは、
　前記半導体基板における第２の活性領域上に形成され、第２の高誘電率膜を有する第２
のゲート絶縁膜と、
　前記第２のゲート絶縁膜上に形成された第２のゲート電極とを備え、
　前記第２の高誘電率膜は、第１の調整用金属を含み、
　前記第１の高誘電率膜は、前記第２の高誘電率膜よりも窒素濃度が高く、且つ、前記第
１の調整用金属を含まないことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１の高誘電率膜は窒素を含む一方、前記第２の高誘電率膜は前記窒素を含まない
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の半導体装置において、
　前記第１の調整用金属は、アルミニウムであることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１の高誘電率膜は第２の調整用金属を含む一方、前記第２の高誘電率膜は前記第
２の調整用金属を含まないことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体装置において、
　前記第２の調整用金属は、ランタンであることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１～５のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のゲート絶縁膜は、前記第１の活性領域上に形成された第１の下地膜と、前記
第１の下地膜上に形成された前記第１の高誘電率膜とからなり、
　前記第２のゲート絶縁膜は、前記第２の活性領域上に形成された第２の下地膜と、前記
第２の下地膜上に形成された前記第２の高誘電率膜とからなることを特徴とする半導体装
置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置において、
　前記第１の下地膜及び前記第２の下地膜は、シリコン酸化膜からなることを特徴とする
半導体装置。
【請求項８】
　請求項１～７のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１の高誘電率膜及び前記第２の高誘電率膜は、比誘電率が１０以上の金属酸化物
からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１～８のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のゲート電極は、前記第１のゲート絶縁膜上に形成された第１の金属膜と、前
記第１の金属膜上に形成された第１のシリコン膜とからなり、
　前記第２のゲート電極は、前記第２のゲート絶縁膜上に形成された第２の金属膜と、前
記第２の金属膜上に形成された第２のシリコン膜とからなることを特徴とする半導体装置
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。
【請求項１０】
　請求項１～９のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のゲート電極の側面上に形成された断面形状がＬ字状の第１のサイドウォール
と、
　前記第２のゲート電極の側面上に形成された断面形状がＬ字状の第２のサイドウォール
と、
　前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域上に、前記第１のゲート電極及び前記第１
のサイドウォール、並びに前記第２のゲート電極及び前記第２のサイドウォールを覆うよ
うに形成された絶縁膜とをさらに備えていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の半導体装置において、
　前記絶縁膜は、前記第１の活性領域におけるチャネル領域のゲート長方向に引っ張り応
力を生じさせる応力絶縁膜であり、
　前記絶縁膜は、前記第１のサイドウォールの表面に接して形成されていることを特徴と
する半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のＭＩＳトランジスタは、ｎ型ＭＩＳトランジスタであり、
　前記第２のＭＩＳトランジスタは、ｐ型ＭＩＳトランジスタであることを特徴とする半
導体装置。
【請求項１３】
　半導体基板における第１の活性領域上に形成された第１のＭＩＳトランジスタと前記半
導体基板における第２の活性領域上に形成された第２のＭＩＳトランジスタとを有する半
導体装置の製造方法であって、
　前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域の上に、高誘電率膜を形成する工程（ａ）
と、
　前記高誘電率膜における前記第２の活性領域の上に位置する第１の部分の上に、第１の
調整用金属膜を形成する工程（ｂ）と、
　前記工程（ｂ）の後に、前記高誘電率膜における前記第１の活性領域の上に位置する第
２の部分に、第１の窒素を導入する工程（ｃ）と、
　前記工程（ｃ）の後に、前記高誘電率膜における前記第２の部分の上及び前記第１の調
整用金属膜の上に、ゲート電極形成膜を形成する工程（ｄ）と、
　前記ゲート電極形成膜、前記第１の調整用金属膜及び前記高誘電率膜を順次パターニン
グすることにより、前記第１の活性領域の上に、前記高誘電率膜における前記第２の部分
からなる第１の高誘電率膜を有する第１のゲート絶縁膜、及び前記ゲート電極形成膜から
なる第１のゲート電極を順次形成すると共に、前記第２の活性領域の上に、前記高誘電率
膜における前記第１の部分からなる第２の高誘電率膜と前記第１の調整用金属膜とを有す
る第２のゲート絶縁膜、及び前記ゲート電極形成膜からなる第２のゲート電極を順次形成
する工程（ｅ）と、
　前記工程（ｅ）の後に、前記第２のゲート絶縁膜における前記第２の高誘電率膜に、前
記第１の調整用金属膜に含まれる第１の調整用金属を拡散させる工程（ｆ）とを備え、
　前記第１の高誘電率膜は、前記第１の調整用金属を含まず前記第１の窒素を含み、
　前記第２の高誘電率膜は、前記第１の調整用金属を含み、
　前記第１の高誘電率膜は、前記第２の高誘電率膜よりも窒素濃度が高いことを特徴とす
る半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ｂ）よりも後で、且つ前記工程（ｃ）よりも前に、前記高誘電率膜における
前記第２の部分に、第２の調整用金属を拡散させる工程（ｇ）をさらに備え、
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　前記第１の高誘電率膜は前記第２の調整用金属を含む一方、前記第２の高誘電率膜は前
記第２の調整用金属を含まないことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ａ）よりも後で、且つ前記工程（ｂ）よりも前に、前記高誘電率膜における
前記第２の部分に、第２の窒素を導入する工程（ｈ）をさらに備え、
　前記第１の高誘電率膜は、前記第１の窒素及び前記第２の窒素を含むことを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１３～１５のうちいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ａ）よりも前に、前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域の上に、下地
膜を形成する工程（ｉ）をさらに備え、
　前記工程（ａ）は、前記下地膜の上に、前記高誘電率膜を形成する工程であり、
　前記工程（ｅ）は、前記ゲート電極形成膜、前記第１の調整用金属膜、前記高誘電率膜
及び前記下地膜を順次パターニングすることにより、前記第１の活性領域の上に、前記下
地膜からなる第１の下地膜と前記第１の高誘電率膜とを有する前記第１のゲート絶縁膜、
及び前記第１のゲート電極を順次形成すると共に、前記第２の活性領域の上に、前記下地
膜からなる第２の下地膜と前記第２の高誘電率膜と前記第１の調整用金属膜とを有する前
記第２のゲート絶縁膜、及び前記第２のゲート電極を順次形成する工程であることを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１３～１５のうちいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ｄ）は、前記高誘電率膜における前記第２の部分の上及び前記第１の調整用
金属膜の上に、金属膜を形成する工程（ｄ１）と、前記金属膜の上に、シリコン膜を形成
し、前記金属膜と前記シリコン膜とを有する前記ゲート電極形成膜を形成する工程（ｄ２
）とを含み、
　前記工程（ｅ）は、前記シリコン膜、前記金属膜、前記第１の調整用金属膜及び前記高
誘電率膜を順次パターニングすることにより、前記第１の活性領域の上に、前記第１のゲ
ート絶縁膜、及び前記金属膜からなる第１の金属膜と前記シリコン膜からなる第１のシリ
コン膜とを有する前記第１のゲート電極を順次形成すると共に、前記第２の活性領域の上
に、前記第２のゲート絶縁膜、及び前記金属膜からなる第２の金属膜と前記シリコン膜か
らなる第２のシリコン膜とを有する前記第２のゲート電極を順次形成する工程であること
を特徴とする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、半導体装置及びその製造方法に関し、特に高誘電率膜を含むゲート絶縁膜を
有するＭＩＳＦＥＴ（Metal Insulator Semiconductor Field Effect Transistor）を備
えた半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体集積回路の高性能化の為に、従来のシリコン酸化膜又はシリコン酸窒化膜からな
るゲート絶縁膜に代わり、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、ハフニア（ＨｆＯ2）及びハフニウム
シリケート（ＨｆＳｉＯx）に代表される高誘電体材料からなるゲート絶縁膜の実用化、
並びに従来のポリシリコン膜からなるゲート電極に代わり、金属膜からなるフルメタル構
造のゲート電極、又はゲート絶縁膜とポリシリコン膜との間に金属膜を挿入するＭＩＰＳ
（Ｍetal-Ｉnserted Ｐoly-silicon Ｓtack）構造のゲート電極の実用化が進められてい
る。
【０００３】
　ｎ型ＭＩＳＦＥＴ（以下、「ｎ型ＭＩＳトランジスタ」と称す）、及びｐ型ＭＩＳＦＥ
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Ｔ（以下、「ｐ型ＭＩＳトランジスタ」と称す）の閾値電圧を制御する方法として、ｎ型
ＭＩＳトランジスタとｐ型ＭＩＳトランジスタとで互いに異なる金属材料からなる金属膜
を有するゲート電極を用いる方法がある。ここで、高誘電率膜を有するゲート絶縁膜及び
金属膜を有するゲート電極を備えたＭＩＳトランジスタの場合、ＭＩＳトランジスタの閾
値電圧を、ゲート電極における金属膜の金属材料の仕事関数に応じて制御することができ
る。
【０００４】
　しかしながら、上記の方法では、次に示すデメリットがある。例えば、ｎ型ＭＩＳトラ
ンジスタのゲート電極材料とｐ型ＭＩＳトランジスタのゲート電極材料とが互いに異なる
ため、ｎ型ＭＩＳトランジスタのゲート電極とｐ型ＭＩＳトランジスタのゲート電極とを
個別に形成する必要があり、製造工程が複雑であるというデメリットがある。また例えば
、ｎ型ＭＩＳトランジスタとｐ型ＭＩＳトランジスタとの間に位置するＮ／Ｐ境界領域の
マージン（余裕領域）を広くする必要があり、ｎ型，ｐ型ＭＩＳトランジスタの微細化が
困難であるというデメリットがある。
【０００５】
　一方、ｎ型，ｐ型ＭＩＳトランジスタの閾値電圧を制御する方法として、ｎ型ＭＩＳト
ランジスタとｐ型ＭＩＳトランジスタとで互いに同じゲート電極材料を用い、ｎ型ＭＩＳ
トランジスタのゲート絶縁膜として、ランタン（Ｌａ）を含む高誘電率膜を有するゲート
絶縁膜を用いる一方、ｐ型ＭＩＳトランジスタのゲート絶縁膜として、アルミニウム（Ａ
ｌ）を含む高誘電率膜を有するゲート絶縁膜を用いる方法がある（例えば非特許文献１，
２参照）。
【０００６】
　上記の方法では、次に示すメリットがある。例えば、ｎ型ＭＩＳトランジスタのゲート
電極材料とｐ型ＭＩＳトランジスタのゲート電極材料とが互いに同じため、製造工程が簡
易であるというメリットがある。また例えば、ゲート電極の加工が容易であるというメリ
ットがある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Hyung-Suk Jung et al., ”A Highly Manufacturable MIPS (Metal Ins
erted Poly-Si Stack) Technology with Novel Threshold Voltage Control”, VLSI Tec
h. Digest 2005
【非特許文献２】H.N. Alshareef et al., “Thermally Stable N-Metal Gate MOSFETs U
sing La-Incorporated HfSiO Dielectric”, VLSI Tech. Digest 2006
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、本願発明者らが鋭意検討を重ねた結果、Ｌａを含む高誘電率膜を有する
ゲート絶縁膜を備えたｎ型ＭＩＳトランジスタと、Ａｌを含む高誘電率膜を有するゲート
絶縁膜を備えたｐ型ＭＩＳトランジスタとを備えた半導体装置の場合、以下に示す問題が
あることを見出した。この問題について、図９(a) ～(c) を参照しながら説明する。
【０００９】
　図９(a) は、ゲート絶縁膜における高誘電率膜の窒素濃度とｐ型ＭＩＳトランジスタの
実効仕事関数との関係を示す図である。図９(b) は、Ａｌキャップ膜の膜厚とｐ型ＭＩＳ
トランジスタの実効仕事関数との関係を示す図である。図９(c) は、Ａｌキャップ膜の膜
厚とゲート絶縁膜における高誘電率膜の酸化膜換算膜厚との関係を示す図である。
【００１０】
　図９(a) ～(c) 並びに後述の図１０及び図１１(a) ～(b) の評価に用いたＭＩＳトラン
ジスタの構成は、次に示す通りである。ＭＩＳトランジスタは、Ｓｉからなる半導体基板
上に形成されたＳｉＯ2からなる下地膜と高誘電率膜とを有するゲート絶縁膜、及びＴｉ
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Ｎからなる金属膜とポリシリコンからなるシリコン膜とを有するゲート電極を備えている
。
【００１１】
　図９(a) ～(c) の評価に用いたｐ型ＭＩＳトランジスタのゲート絶縁膜における高誘電
率膜（例えばＡｌを含むＨｆＳｉＯＮ膜）の形成方法は、次に示す通りである。ＨｆＳｉ
ＯＮ膜上に、Ａｌを含むキャップ膜（以下、「Ａｌキャップ膜」と称す）を形成した後、
Ａｌキャップ膜に含まれるＡｌを、ＨｆＳｉＯＮ膜に拡散させる。これにより、Ａｌを含
むＨｆＳｉＯＮ膜（ＨｆＡｌＳｉＯＮ膜）を形成する。
【００１２】
　図９(a) の横軸に示す濃度Ａ，濃度Ｂ，濃度Ｃは、ゲート絶縁膜における高誘電率膜に
含まれる窒素の窒素濃度を示し、濃度Ａ～濃度Ｃは、濃度Ａ＜濃度Ｂ＜濃度Ｃの関係を満
たす。
【００１３】
　Ａｌキャップ膜に含まれるＡｌを拡散させる膜（言い換えれば、Ａｌキャップ膜下に形
成された膜）として、窒素を含む高誘電率膜（例えばＨｆＳｉＯＮ膜）を用いた場合、次
に示す問題がある。図９(a) に示すように、ゲート絶縁膜における高誘電率膜（例えばＡ
ｌを含むＨｆＳｉＯＮ膜）の窒素濃度が高くなるに連れて、ｐ型ＭＩＳトランジスタの実
効仕事関数（effective work function）が減少するという問題がある。この理由は、次
に示すものと考えられる。ＨｆＳｉＯＮ膜（即ち、Ａｌキャップ膜下に形成された膜）の
窒素濃度が高くなるに連れて、ＨｆＳｉＯＮ膜へのＡｌの拡散が抑制され、ＨｆＳｉＯＮ
膜に拡散されるＡｌの拡散量が減少するため、フラットバンド電圧を大きくシフトさせる
ことができず、ｐ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数が減少する。
【００１４】
　ｐ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数を増加させる手段として、次に示す手段が考え
られる。図９(b) に示すように、Ａｌキャップ膜の膜厚が厚くなるに連れて、ｐ型ＭＩＳ
トランジスタの実効仕事関数が増加する。このため、Ａｌキャップ膜の膜厚を厚くするこ
とにより、ｐ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数を増加させることができる。
【００１５】
　しかしながら、Ａｌキャップ膜の膜厚を厚くした場合、次に示す問題がある。図９(c) 
に示すように、Ａｌキャップ膜の膜厚が厚くなるに連れて、ゲート絶縁膜における高誘電
率膜の酸化膜換算膜厚（Equivalent Oxide Thickness：ＥＯＴ）が厚膜化する。このため
、Ａｌキャップ膜の膜厚を厚くすると、図９(b) に示すように、ｐ型ＭＩＳトランジスタ
の実効仕事関数を増加させることは可能なものの、図９(c) に示すように、ｐ型ＭＩＳト
ランジスタのゲート絶縁膜における高誘電率膜の酸化膜換算膜厚が厚膜化するという問題
がある。
【００１６】
　以上のように、ｐ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数は、図９(a) に示すように、ゲ
ート絶縁膜における高誘電率膜の窒素濃度が高くなるに連れて、減少する。そこで、Ａｌ
キャップ膜の膜厚を厚くした場合、図９(b) に示すように、ｐ型ＭＩＳトランジスタの実
効仕事関数を増加させることは可能なものの、図９(c) に示すように、ゲート絶縁膜にお
ける高誘電率膜の酸化膜換算膜厚が厚膜化するという問題がある。
【００１７】
　前記に鑑み、本発明の目的は、高誘電率膜を含むゲート絶縁膜を有するｎ型，ｐ型ＭＩ
Ｓトランジスタを備えた半導体装置において、ｐ型ＭＩＳトランジスタのゲート絶縁膜の
酸化膜換算膜厚の厚膜化を抑制しつつ、ｐ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数を増加さ
せて、低閾値電圧を有するｎ型，ｐ型ＭＩＳトランジスタを実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前記の目的を達成するために、本願発明者らが鋭意検討を重ねた結果、以下に示す知見
を見出した。この知見について、図１０及び図１１(a) ～(b) を参照しながら説明する。
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【００１９】
　－ｐ型ＭＩＳトランジスタ－
　図１０は、Ａｌキャップ膜の膜厚を変化させて、ＨｆＳｉＯ膜及びＨｆＳｉＯＮ膜の各
々にＡｌを拡散させた場合の、フラットバンド電圧の変化量（ΔＶｆｂ）と酸化膜換算膜
厚の変化量（ΔＥＯＴ）との関係を示す図である。
【００２０】
　図１０の評価方法は、以下に示す通りである。
【００２１】
　Ａｌキャップ膜に含まれるＡｌが拡散される膜として、窒素を含まない高誘電率膜、例
えばＨｆＳｉＯ膜を用い（□線参照）、ＨｆＳｉＯ膜上に膜厚がｘｎｍのＡｌキャップ膜
を形成し、ＨｆＳｉＯ膜に、Ａｌキャップ膜に含まれるＡｌを拡散させて、Ａｌを含むＨ
ｆＳｉＯ膜（ＨｆＡｌＳｉＯ膜）を形成した。Ａｌキャップ膜の膜厚が０ｎｍの時のΔＶ
ｆｂ及びΔＥＯＴの値を０とし、Ａｌキャップ膜の膜厚がｘｎｍの時のΔＶｆｂ及びΔＥ
ＯＴの値を求めた。図１０にプロットされた５コの□は、左から右に向かって順に、Ａｌ
キャップの膜厚が、０ｎｍ、０．１ｎｍ、０．３ｎｍ、０．５ｎｍ、０．７ｎｍの時のΔ
Ｖｆｂ及びΔＥＯＴの値を示す。
【００２２】
　Ａｌキャップ膜に含まれるＡｌが拡散される膜として、窒素を含む高誘電率膜、例えば
ＨｆＳｉＯＮ膜を用い（△線参照）、ＨｆＳｉＯＮ膜上に膜厚がｙｎｍのＡｌキャップ膜
を形成し、ＨｆＳｉＯＮ膜に、Ａｌキャップ膜に含まれるＡｌを拡散させて、Ａｌを含む
ＨｆＳｉＯＮ膜を形成した。Ａｌキャップ膜の膜厚が０ｎｍの時のΔＶｆｂ及びΔＥＯＴ
の値を０とし、Ａｌキャップ膜の膜厚がｙｎｍの時のΔＶｆｂ及びΔＥＯＴの値を求めた
。図１０にプロットされた６コの△は、左から右に向かって順に、Ａｌキャップの膜厚が
、０ｎｍ、０．１ｎｍ、０．３ｎｍ、０．４ｎｍ、０．５ｎｍ、０．７ｎｍの時のΔＶｆ
ｂ及びΔＥＯＴの値を示す。
【００２３】
　図１０から判るように、Ａｌキャップ膜に含まれるＡｌを拡散させる膜として、ＨｆＳ
ｉＯ膜を用いた場合、ＨｆＳｉＯＮ膜を用いた場合に比べて、ΔＶｆｂの値が大きい。こ
のことから、次に示すことが判る。ゲート絶縁膜における高誘電率膜の窒素濃度を低くす
ることにより、ゲート絶縁膜の酸化膜換算膜厚の厚膜化を抑制しつつ、フラットバンド電
圧をシフトさせることができ、ｐ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数を増加させること
ができる。
【００２４】
　－ｎ型ＭＩＳトランジスタ－
　図１１(a) は、ゲート絶縁膜における高誘電率膜の窒素濃度とｎ型ＭＩＳトランジスタ
の実効仕事関数との関係を示す図である。図１１(b) は、ゲート絶縁膜における高誘電率
膜の窒素濃度と該高誘電率膜の酸化膜換算膜厚との関係を示す図である。
【００２５】
　図１１(a) ～(b) の評価に用いたｎ型ＭＩＳトランジスタのゲート絶縁膜における高誘
電率膜（例えばＬａを含むＨｆＳｉＯＮ膜）の形成方法は、次に示す通りである。ＨｆＳ
ｉＯＮ膜上に、Ｌａを含むキャップ膜（以下、「Ｌａキャップ膜」と称す）を形成した後
、Ｌａキャップ膜に含まれるＬａを、ＨｆＳｉＯＮ膜に拡散させる。これにより、Ｌａを
含むＨｆＳｉＯＮ膜（ＨｆＬａＳｉＯＮ膜）を形成する。
【００２６】
　図１１(a) ～(b) の横軸に示す濃度Ａ，濃度Ｂ，濃度Ｃは、ゲート絶縁膜における高誘
電率膜に含まれる窒素の窒素濃度を示し、濃度Ａ～濃度Ｃは、濃度Ａ＜濃度Ｂ＜濃度Ｃの
関係を満たす。
【００２７】
　Ｌａキャップ膜に含まれるＬａを拡散させる膜（言い換えれば、Ｌａキャップ膜下に形
成された膜）として、窒素を含む高誘電率膜（例えばＨｆＳｉＯＮ膜）を用いた場合、次
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に示すことが判る。図１１(a) に示すように、ｎ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数は
、ゲート絶縁膜における高誘電率膜（例えばＬａを含むＨｆＳｉＯＮ膜）の窒素濃度に大
きく依存しない。図１１(b) に示すように、ゲート絶縁膜における高誘電率膜の酸化膜換
算膜厚は、該高誘電率膜の窒素濃度に大きく依存しない。
【００２８】
　以上のように、ｎ型ＭＩＳトランジスタの場合、ゲート絶縁膜における高誘電率膜の窒
素濃度を高くしても、図１１(a) に示すように、ｎ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数
が減少することはなく、且つ、図１１(b) に示すように、ゲート絶縁膜における高誘電率
膜の酸化膜換算膜厚が厚膜化することはない。
【００２９】
　そこで、本発明は、ｐ型ＭＩＳトランジスタのゲート絶縁膜における高誘電率膜の窒素
濃度を、ｎ型ＭＩＳトランジスタのゲート絶縁膜における高誘電率膜の窒素濃度よりも低
くすることにより、本発明の目的を達成するものである。
【００３０】
　前記の目的を達成するために、本発明は、本願発明者らが見出した前記の知見に基づい
て成された発明であり、具体的には、本発明に係る半導体装置は、第１のＭＩＳトランジ
スタと第２のＭＩＳトランジスタとを備えた半導体装置であって、第１のＭＩＳトランジ
スタは、半導体基板における第１の活性領域上に形成され、第１の高誘電率膜を有する第
１のゲート絶縁膜と、第１のゲート絶縁膜上に形成された第１のゲート電極とを備え、第
２のＭＩＳトランジスタは、半導体基板における第２の活性領域上に形成され、第２の高
誘電率膜を有する第２のゲート絶縁膜と、第２のゲート絶縁膜上に形成された第２のゲー
ト電極とを備え、第２の高誘電率膜は、第１の調整用金属を含み、第１の高誘電率膜は、
第２の高誘電率膜よりも窒素濃度が高く、且つ、第１の調整用金属を含まないことを特徴
とする。
【００３１】
　本発明に係る半導体装置によると、第２の高誘電率膜の窒素濃度を、第１の高誘電率膜
の窒素濃度よりも低くすることができるため、第２の高誘電率膜に拡散される第１の調整
用金属の拡散量が減少することを抑制することができる。このため、第２のゲート絶縁膜
の酸化膜換算膜厚の厚膜化を抑制しつつ、フラットバンド電圧をシフトさせることができ
るので、第２のＭＩＳトランジスタの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有する第
２のＭＩＳトランジスタを実現することができる。一方、第１の高誘電率膜の窒素濃度を
、第２の高誘電率膜の窒素濃度よりも高くする。第１の高誘電率膜の窒素濃度を高くして
も、第１のＭＩＳトランジスタの実効仕事関数が減少することはなく、且つ、第１の高誘
電率膜の酸化膜換算膜厚が厚膜化することはない。このため、第１のゲート絶縁膜の酸化
膜換算膜厚を厚膜化させることなく、低閾値電圧を有する第１のＭＩＳトランジスタを実
現することができる。
【００３２】
　従って、第２のゲート絶縁膜の酸化膜換算膜厚の厚膜化を抑制しつつ、第２のＭＩＳト
ランジスタの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有する第１，第２のＭＩＳトラン
ジスタを実現することができる。
【００３３】
　加えて、第１の高誘電率膜は、窒素を含むため、第１の高誘電率膜の結晶化を抑制する
ことができるので、信頼性の劣化を抑制することができる。さらに、第１の高誘電率膜は
、窒素を含むため、第１の高誘電率膜の酸化膜換算膜厚を薄膜化することができる。一方
、第２の高誘電率膜は、第１の調整用金属を含むため、第２の高誘電率膜の結晶化を抑制
することができるので、信頼性の劣化を抑制することができる。
【００３４】
　本発明に係る半導体装置において、第１の高誘電率膜は窒素を含む一方、第２の高誘電
率膜は窒素を含まないことが好ましい。
【００３５】
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　このようにすると、第２の高誘電率膜が窒素を含まないため、第２の高誘電率膜に拡散
される第１の調整用金属の拡散量が減少することを効果的に抑制することができる。
【００３６】
　本発明に係る半導体装置において、第１の調整用金属は、アルミニウムであることが好
ましい。
【００３７】
　本発明に係る半導体装置において、第１の高誘電率膜は第２の調整用金属を含む一方、
第２の高誘電率膜は第２の調整用金属を含まないことが好ましい。
【００３８】
　このようにすると、フラットバンド電圧をシフトさせることができ、第１のＭＩＳトラ
ンジスタの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有する第１のＭＩＳトランジスタを
実現することができる。
【００３９】
　本発明に係る半導体装置において、第２の調整用金属は、ランタンであることが好まし
い。
【００４０】
　本発明に係る半導体装置において、第１のゲート絶縁膜は、第１の活性領域上に形成さ
れた第１の下地膜と、第１の下地膜上に形成された第１の高誘電率膜とからなり、第２の
ゲート絶縁膜は、第２の活性領域上に形成された第２の下地膜と、第２の下地膜上に形成
された第２の高誘電率膜とからなることが好ましい。
【００４１】
　本発明に係る半導体装置において、第１の下地膜及び第２の下地膜は、シリコン酸化膜
からなることが好ましい。
【００４２】
　本発明に係る半導体装置において、第１の高誘電率膜及び第２の高誘電率膜は、比誘電
率が１０以上の金属酸化物からなることが好ましい。
【００４３】
　本発明に係る半導体装置において、第１のゲート電極は、第１のゲート絶縁膜上に形成
された第１の金属膜と、第１の金属膜上に形成された第１のシリコン膜とからなり、第２
のゲート電極は、第２のゲート絶縁膜上に形成された第２の金属膜と、第２の金属膜上に
形成された第２のシリコン膜とからなることが好ましい。
【００４４】
　本発明に係る半導体装置において、第１のゲート電極の側面上に形成された断面形状が
Ｌ字状の第１のサイドウォールと、第２のゲート電極の側面上に形成された断面形状がＬ
字状の第２のサイドウォールと、第１の活性領域及び第２の活性領域上に、第１のゲート
電極及び第１のサイドウォール、並びに第２のゲート電極及び第２のサイドウォールを覆
うように形成された絶縁膜とをさらに備えていることが好ましい。
【００４５】
　本発明に係る半導体装置において、絶縁膜は、第１の活性領域におけるチャネル領域の
ゲート長方向に引っ張り応力を生じさせる応力絶縁膜であり、絶縁膜は、第１のサイドウ
ォールの表面に接して形成されていることが好ましい。
【００４６】
　このようにすると、第１の活性領域におけるチャネル領域のゲート長方向に、引っ張り
応力を印加することができるので、第１のＭＩＳトランジスタの駆動能力を向上させるこ
とができる。
【００４７】
　本発明に係る半導体装置において、第１のＭＩＳトランジスタは、ｎ型ＭＩＳトランジ
スタであり、第２のＭＩＳトランジスタは、ｐ型ＭＩＳトランジスタであることが好まし
い。
【００４８】
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　前記の目的を達成するために、本発明は、本願発明者らが見出した前記の知見に基づい
て成された発明であり、具体的には、本発明に係る半導体装置の製造方法は、半導体基板
における第１の活性領域上に形成された第１のＭＩＳトランジスタと半導体基板における
第２の活性領域上に形成された第２のＭＩＳトランジスタとを有する半導体装置の製造方
法であって、第１の活性領域及び第２の活性領域の上に、高誘電率膜を形成する工程（ａ
）と、高誘電率膜における第２の活性領域の上に位置する第１の部分の上に、第１の調整
用金属膜を形成する工程（ｂ）と、工程（ｂ）の後に、高誘電率膜における第１の活性領
域の上に位置する第２の部分に、第１の窒素を導入する工程（ｃ）と、工程（ｃ）の後に
、高誘電率膜における第２の部分の上及び第１の調整用金属膜の上に、ゲート電極形成膜
を形成する工程（ｄ）と、ゲート電極形成膜、第１の調整用金属膜及び高誘電率膜を順次
パターニングすることにより、第１の活性領域の上に、高誘電率膜における第２の部分か
らなる第１の高誘電率膜を有する第１のゲート絶縁膜、及びゲート電極形成膜からなる第
１のゲート電極を順次形成すると共に、第２の活性領域の上に、高誘電率膜における第１
の部分からなる第２の高誘電率膜と第１の調整用金属膜とを有する第２のゲート絶縁膜、
及びゲート電極形成膜からなる第２のゲート電極を順次形成する工程（ｅ）と、工程（ｅ
）の後に、第２のゲート絶縁膜における第２の高誘電率膜に、第１の調整用金属膜に含ま
れる第１の調整用金属を拡散させる工程（ｆ）とを備え、第１の高誘電率膜は、第１の調
整用金属を含まず第１の窒素を含み、第２の高誘電率膜は、第１の調整用金属を含み、第
１の高誘電率膜は、第２の高誘電率膜よりも窒素濃度が高いことを特徴とする。
【００４９】
　本発明に係る半導体装置の製造方法によると、第１の窒素を含む第１の高誘電率膜と、
第１の高誘電率膜よりも窒素濃度が低く、且つ、第１の調整用金属を含む第２の高誘電率
膜とを形成することができる。第２の高誘電率膜の窒素濃度を、第１の高誘電率膜の窒素
濃度よりも低くすることができるため、第２の高誘電率膜に拡散される第１の調整用金属
の拡散量が減少することを抑制することができる。このため、第２のゲート絶縁膜の酸化
膜換算膜厚の厚膜化を抑制しつつ、フラットバンド電圧をシフトさせることができるので
、第２のＭＩＳトランジスタの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有する第２のＭ
ＩＳトランジスタを実現することができる。一方、第１の高誘電率膜の窒素濃度を、第２
の高誘電率膜の窒素濃度よりも高くする。第１の高誘電率膜の窒素濃度を高くしても、第
１のＭＩＳトランジスタの実効仕事関数が減少することはなく、第１の高誘電率膜の酸化
膜換算膜厚が厚膜化することはない。このため、第１のゲート絶縁膜の酸化膜換算膜厚を
厚膜化させることなく、低閾値電圧を有する第１のＭＩＳトランジスタを実現することが
できる。
【００５０】
　従って、第２のゲート絶縁膜の酸化膜換算膜厚の厚膜化を抑制しつつ、第２のＭＩＳト
ランジスタの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有する第１，第２のＭＩＳトラン
ジスタを実現することができる。
【００５１】
　加えて、第１の高誘電率膜は、第１の窒素を含むため、第１の高誘電率膜の結晶化を抑
制することができるので、信頼性の劣化を抑制することができる。さらに、第１の高誘電
率膜は、第１の窒素を含むため、第１の高誘電率膜の酸化膜換算膜厚を薄膜化することが
できる。一方、第２の高誘電率膜は、第１の調整用金属を含むため、第２の高誘電率膜の
結晶化を抑制することができるので、信頼性の劣化を抑制することができる。
【００５２】
　本発明に係る半導体装置の製造方法において、工程（ｂ）よりも後で、且つ工程（ｃ）
よりも前に、高誘電率膜における第２の部分に、第２の調整用金属を拡散させる工程（ｇ
）をさらに備え、第１の高誘電率膜は第２の調整用金属を含む一方、第２の高誘電率膜は
第２の調整用金属を含まないことが好ましい。
【００５３】
　このようにすると、フラットバンド電圧をシフトさせることができ、第１のＭＩＳトラ
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ンジスタの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有する第１のＭＩＳトランジスタを
実現することができる。
【００５４】
　本発明に係る半導体装置の製造方法において、工程（ａ）よりも後で、且つ工程（ｂ）
よりも前に、高誘電率膜における第２の部分に、第２の窒素を導入する工程（ｈ）をさら
に備え、第１の高誘電率膜は、第１の窒素及び第２の窒素を含むことが好ましい。
【００５５】
　このようにすると、高誘電率膜における第２の部分に、第２の窒素及び第１の窒素を順
次導入することができるため、第１の高誘電率膜の窒素濃度を精度良く制御することがで
きる。
【００５６】
　本発明に係る半導体装置の製造方法において、工程（ａ）よりも前に、第１の活性領域
及び第２の活性領域の上に、下地膜を形成する工程（ｉ）をさらに備え、工程（ａ）は、
下地膜の上に、高誘電率膜を形成する工程であり、工程（ｅ）は、ゲート電極形成膜、第
１の調整用金属膜、高誘電率膜及び下地膜を順次パターニングすることにより、第１の活
性領域の上に、下地膜からなる第１の下地膜と第１の高誘電率膜とを有する第１のゲート
絶縁膜、及び第１のゲート電極を順次形成すると共に、第２の活性領域の上に、下地膜か
らなる第２の下地膜と第２の高誘電率膜と第１の調整用金属膜とを有する第２のゲート絶
縁膜、及び第２のゲート電極を順次形成する工程であることが好ましい。
【００５７】
　本発明に係る半導体装置の製造方法において、工程（ｄ）は、高誘電率膜における第２
の部分の上及び第１の調整用金属膜の上に、金属膜を形成する工程（ｄ１）と、金属膜の
上に、シリコン膜を形成し、金属膜とシリコン膜とを有するゲート電極形成膜を形成する
工程（ｄ２）とを含み、工程（ｅ）は、シリコン膜、金属膜、第１の調整用金属膜及び高
誘電率膜を順次パターニングすることにより、第１の活性領域の上に、第１のゲート絶縁
膜、及び金属膜からなる第１の金属膜とシリコン膜からなる第１のシリコン膜とを有する
第１のゲート電極を順次形成すると共に、第２の活性領域の上に、第２のゲート絶縁膜、
及び金属膜からなる第２の金属膜とシリコン膜からなる第２のシリコン膜とを有する第２
のゲート電極を順次形成する工程であることが好ましい。
【発明の効果】
【００５８】
　本発明に係る半導体装置及びその製造方法によると、第２のゲート絶縁膜の酸化膜換算
膜厚の厚膜化を抑制しつつ、第２のＭＩＳトランジスタの実効仕事関数を増加させて、低
閾値電圧を有する第１，第２のＭＩＳトランジスタを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】(a) ～(d) は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に
示すゲート長方向の要部工程断面図である。
【図２】(a) ～(d) は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に
示すゲート長方向の要部工程断面図である。
【図３】(a) ～(c)は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に
示すゲート長方向の要部工程断面図である。
【図４】(a) ～(d) は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に
示すゲート長方向の要部工程断面図である。
【図５】(a) ～(c) は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に
示すゲート長方向の要部工程断面図である。
【図６】(a) ～(d) は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に
示すゲート長方向の要部工程断面図である。
【図７】(a) ～(c) は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に
示すゲート長方向の要部工程断面図である。
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【図８】(a) ～(c) は、本発明の第１の実施形態の変形例に係る半導体装置の製造方法を
工程順に示すゲート長方向の要部工程断面図である。
【図９】(a) は、ゲート絶縁膜における高誘電率膜の窒素濃度とｐ型ＭＩＳトランジスタ
の実効仕事関数との関係を示す図であり、(b) は、Ａｌキャップ膜の膜厚とｐ型ＭＩＳト
ランジスタの実効仕事関数との関係を示す図であり、(c) は、Ａｌキャップ膜の膜厚とゲ
ート絶縁膜における高誘電率膜の酸化膜換算膜厚との関係を示す図である。
【図１０】Ａｌキャップ膜の膜厚を変化させて、ＨｆＳｉＯ膜及びＨｆＳｉＯＮ膜の各々
にＡｌを拡散させた場合のフラットバンド電圧の変化量と酸化膜換算膜厚の変化量との関
係を示す図である。
【図１１】(a) は、ゲート絶縁膜における高誘電率膜の窒素濃度とｎ型ＭＩＳトランジス
タの実効仕事関数との関係を示す図であり、(b) は、ゲート絶縁膜における高誘電率膜の
窒素濃度と該高誘電率膜の酸化膜換算膜厚との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について図面を参照しなが
ら説明する。
【００６１】
　以下に、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法について、図１(a) ～(d
) 、図２(a) ～(d) 及び図３(a) ～(c)を参照しながら説明する。図１(a) ～図３(c)は、
本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に示すゲート長方向の要部
工程断面図である。なお、図１(a) ～図３(c) 、並びに後述の図４(a) ～図５(c) 、図６
(a) ～図７(c) 及び図８(a) ～(c) において、左側に示す「ｎＭＩＳ領域」とはｎ型ＭＩ
Ｓトランジスタが形成される領域を示し、右側に示す「ｐＭＩＳ領域」とはｐ型ＭＩＳト
ランジスタが形成される領域を示している。
【００６２】
　まず、図１(a) に示すように、例えば埋め込み素子分離（Shallow Trench Isolation：
ＳＴＩ）法により、例えばｐ型シリコンからなる半導体基板１０の上部に、トレンチ内に
絶縁膜が埋め込まれた素子分離領域１１を選択的に形成する。これにより、半導体基板１
０におけるｎＭＩＳ領域には、素子分離領域１１に囲まれた第１の活性領域１０ａが形成
され、半導体基板１０におけるｐＭＩＳ領域には、素子分離領域１１に囲まれた第２の活
性領域１０ｂが形成される。その後、リソグラフィ法及びイオン注入法により、半導体基
板１０におけるｎＭＩＳ領域に、例えばＢ（ホウ素）等のｐ型不純物を注入する。一方、
半導体基板１０におけるｐＭＩＳ領域に、例えばＰ（リン）等のｎ型不純物を注入する。
その後、半導体基板１０に対して、例えば８５０℃，３０秒間の熱処理を施す。これによ
り、半導体基板１０におけるｎＭＩＳ領域に、ｐ型ウェル領域１２ａを形成すると共に、
半導体基板１０におけるｐＭＩＳ領域に、ｎ型ウェル領域１２ｂを形成する。
【００６３】
　次に、図１(b) に示すように、例えば希釈フッ酸処理により、半導体基板１０の表面を
洗浄する。その後、例えばＩＳＳＧ（In-Situ Steam Generation）酸化法により、第１の
活性領域１０ａ及び第２の活性領域１０ｂ上に、例えば膜厚が０．８ｎｍ～１ｎｍのシリ
コン酸化膜（ＳｉＯ2膜）又はシリコン酸窒化膜（ＳｉＯＮ膜）からなる下地膜１３を形
成する。
【００６４】
　続いて、例えば有機金属気相堆積（Metal Organic Chemical Vapor Deposition：ＭＯ
ＣＶＤ）法、又はＡＬＤ（Atomic Layer Deposition）法等により、下地膜１３上に、例
えば膜厚が２ｎｍの窒素を含まない高誘電率膜（例えばＨｆＳｉＯ膜）１４を堆積する。
高誘電率膜１４は、比誘電率が１０以上の金属酸化物からなることが好ましい。高誘電率
膜１４の材料としては、ハフニウムシリケート（ＨｆＳｉＯ）の他に、例えば酸化ハフニ
ウム（ＨｆＯ2）、又は酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）等が挙げられる。



(13) JP 2011-44580 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

【００６５】
　続いて、例えばスパッタ法により、高誘電率膜１４上に、例えば膜厚が０．３ｎｍの第
１の調整用金属膜１５を堆積する。第１の調整用金属膜１５は、第１の調整用金属を含む
膜であり、第１の調整用金属として、例えばＡｌを用いる。この場合、第１の調整用金属
膜１５は、例えばＡｌ又は酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）からなる。
【００６６】
　続いて、例えばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法、ＡＬＤ法又はスパッタ法等
により、例えば膜厚が５ｎｍの窒化チタン（ＴｉＮ）からなる保護膜１６を堆積する。
【００６７】
　次に、図１(c) に示すように、リソグラフィ法により、保護膜１６上に、ｎＭＩＳ領域
を開口しｐＭＩＳ領域を覆うレジストパターンＲｅを形成する。その後、レジストパター
ンＲｅをマスクとして、例えば高誘電率膜１４に対して選択性を持つウェットエッチング
法を用いて、保護膜１６及び第１の調整用金属膜１５におけるｎＭＩＳ領域に形成された
部分を順次除去する。
【００６８】
　次に、図１(d) に示すように、レジストパターンＲｅを除去する。
【００６９】
　このようにして、高誘電率膜１４におけるｐＭＩＳ領域に形成された部分（該部分は、
第２の活性領域１０ｂ上に位置する第１の部分を含む）上に、第１の調整用金属膜１５及
び保護膜１６を順次形成する。
【００７０】
　続いて、例えば窒素プラズマ処理により、保護膜１６をマスクとして、高誘電率膜１４
におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分（該部分は、第１の活性領域１０ａ上に位置する
第２の部分を含む）に、窒素（第１の窒素）を導入する。このとき、窒素は、上面から下
面に向かって窒素濃度が低くなるように、高誘電率膜１４におけるｎＭＩＳ領域に形成さ
れた部分に導入され、半導体基板１０におけるｎＭＩＳ領域にまで到達する。またこのと
き、第１の調整用金属膜１５上には、保護膜１６が形成されているため、第１の調整用金
属膜１５に、窒素が導入されることを防止することができる。このため、後述の通り、熱
処理（具体的には、ｎ型，ｐ型ソースドレイン領域に含まれるｎ型，ｐ型不純物を拡散さ
せる為の熱処理）の際に、第２の高誘電率膜１４ｂに、第１の調整用金属膜１５ｂに含ま
れる窒素が拡散されることを防止することができる。
【００７１】
　このようにして、下地膜１３におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分上に、窒素を含む
高誘電率膜（例えばＨｆＳｉＯＮ膜）１４Ｘを形成する。高誘電率膜１４Ｘの窒素濃度は
、上面から下面に向かって低くなる。一方、下地膜１３におけるｐＭＩＳ領域に形成され
た部分上に、窒素を含まない高誘電率膜１４を形成する。ここで、「窒素を含まない高誘
電率膜」とは、窒素が意図的に導入されていない高誘電率膜をいう。
【００７２】
　次に、図２(a) に示すように、例えば第１の調整用金属膜１５に対して選択性を持つウ
ェットエッチング法を用いて、保護膜１６を除去する。
【００７３】
　続いて、例えばＣＶＤ法、ＡＬＤ法又はスパッタ法等により、窒素を含む高誘電率膜１
４Ｘ及び第１の調整用金属膜１５上に、例えば膜厚が１０ｎｍのＴｉＮからなる金属膜１
７を堆積する。その後、例えばＣＶＤ法により、金属膜１７上に、例えば膜厚が１００ｎ
ｍのポリシリコンからなるシリコン膜１８を堆積する。
【００７４】
　このようにして、窒素を含む高誘電率膜１４Ｘ及び第１の調整用金属膜１５上に、金属
膜１７とシリコン膜１８とを有するゲート電極形成膜１８Ｆを形成する。
【００７５】
　次に、図２(b) に示すように、リソグラフィ法により、シリコン膜１８上に、レジスト
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パターン（図示せず）を形成する。その後、レジストパターンをマスクとして、ドライエ
ッチング法により、シリコン膜１８、金属膜１７、第１の調整用金属膜１５、窒素を含む
高誘電率膜１４Ｘ及び窒素を含まない高誘電率膜１４、並びに下地膜１３を順次パターニ
ングする。これにより、第１の活性領域１０ａ上に、第１の下地膜１３ａと窒素を含む第
１の高誘電率膜１４Ｘａとを有する第１のゲート絶縁膜１４Ａ、及び第１の金属膜１７ａ
と第１のシリコン膜１８ａとを有する第１のゲート電極１８Ａを順次形成する。それと共
に、第２の活性領域１０ｂ上に、第２の下地膜１３ｂと窒素を含まない第２の高誘電率膜
１４ｂと第１の調整用金属膜１５ｂとを有する第２のゲート絶縁膜１４Ｂ、及び第２の金
属膜１７ｂと第２のシリコン膜１８ｂとを有する第２のゲート電極１８Ｂを順次形成する
。
【００７６】
　次に、図２(c) に示すように、例えばＣＶＤ法により、半導体基板１０上の全面に、例
えば膜厚が８ｎｍのシリコン酸化膜からなるオフセットスペーサ用絶縁膜を堆積する。そ
の後、オフセットスペーサ用絶縁膜に対して異方性エッチングを行う。これにより、第１
のゲート電極１８Ａの側面上に第１のオフセットスペーサ１９ａを形成する。それと共に
、第２のゲート電極１８Ｂの側面上に第２のオフセットスペーサ１９ｂを形成する。
【００７７】
　続いて、リソグラフィ法及びイオン注入法により、第１の活性領域１０ａに、第１のゲ
ート電極１８Ａをマスクとして、例えばＡｓ（ヒ素）等のｎ型不純物を注入する。これに
より、第１の活性領域１０ａにおける第１のゲート電極１８Ａの側方下に、接合深さが比
較的浅いｎ型ソースドレイン領域（ＬＤＤ領域又はエクステンション領域）２０ａを自己
整合的に形成する。一方、リソグラフィ法及びイオン注入法により、第２の活性領域１０
ｂに、第２のゲート電極１８Ｂをマスクとして、例えばＢＦ2等のｐ型不純物を注入する
。これにより、第２の活性領域１０ｂにおける第２のゲート電極１８Ｂの側方下に、接合
深さが比較的浅いｐ型ソースドレイン領域（ＬＤＤ領域又はエクステンション領域）２０
ｂを自己整合的に形成する。
【００７８】
　次に、図２(d) に示すように、例えばＣＶＤ法により、半導体基板１０上の全面に、例
えば膜厚が１０ｎｍのシリコン酸化膜からなる内側サイドウォール用絶縁膜、及び膜厚が
３０ｎｍのシリコン窒化膜からなる外側サイドウォール用絶縁膜を順次堆積する。その後
、外側サイドウォール用絶縁膜及び内側サイドウォール用絶縁膜に対して異方性エッチン
グを順次行う。これにより、第１のゲート電極１８Ａの側面上に、第１のオフセットスペ
ーサ１９ａを介して、断面形状がＬ字状の第１の内側サイドウォール２１ａと第１の外側
サイドウォール２２ａとを有する第１のサイドウォール２２Ａを形成する。それと共に、
第２のゲート電極１８Ｂの側面上に、第２のオフセットスペーサ１９ｂを介して、断面形
状がＬ字状の第２の内側サイドウォール２１ｂと第２の外側サイドウォール２２ｂとを有
する第２のサイドウォール２２Ｂを形成する。
【００７９】
　続いて、リソグラフィ法及びイオン注入法により、第１の活性領域１０ａに、第１のゲ
ート電極１８Ａ、第１のオフセットスペーサ１９ａ及び第１のサイドウォール２２Ａをマ
スクとして、例えばＡｓ等のｎ型不純物を注入する。これにより、第１の活性領域１０ａ
における第１のサイドウォール２２Ａの外側方下に、接合深さが比較的深いｎ型ソースド
レイン領域２３ａを自己整合的に形成する。一方、リソグラフィ法及びイオン注入法によ
り、第２の活性領域１０ｂに、第２のゲート電極１８Ｂ、第２のオフセットスペーサ１９
ｂ及び第２のサイドウォール２２Ｂをマスクとして、例えばＢ（ボロン）等のｐ型不純物
を注入する。これにより、第２の活性領域１０ｂにおける第２のサイドウォール２２Ｂの
外側方下に、接合深さが比較的深いｐ型ソースドレイン領域２３ｂを自己整合的に形成す
る。
【００８０】
　続いて、熱処理により、深いｎ型，ｐ型ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂに含まれる
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ｎ型，ｐ型不純物を活性化させる。それと共に、第１の調整用金属膜１５ｂに含まれる第
１の調整用金属（Ａｌ）を、窒素を含まない第２の高誘電率膜１４ｂに拡散させる。この
とき、Ａｌは、上面から下面に向かってＡｌ濃度が低くなるように、第２の高誘電率膜１
４ｂに拡散する。またこのとき、第２の高誘電率膜１４ｂは、窒素を含まないため、第２
の高誘電率膜１４ｂに拡散されるＡｌの拡散量が減少することを効果的に抑制しながら、
Ａｌを第２の高誘電率膜１４ｂに拡散させることができる。またこのとき、前述の通り、
プラズマ窒化処理の際に、第１の調整用金属膜１５に、窒素が導入されることはないため
、第１の調整用金属膜１５ｂに含まれる窒素が、第２の高誘電率膜１４ｂに拡散されるこ
とはない。これにより、第２の下地膜１３ｂと第２のゲート電極１８Ｂとの間に、Ａｌを
含む第２の高誘電率膜（例えばＨｆＡｌＳｉＯ膜）１４ｘを形成する。
【００８１】
　このようにして、第２の下地膜１３ｂと窒素を含まずＡｌを含む第２の高誘電率膜１４
ｘとを有する第２のゲート絶縁膜１４Ｂを形成する。第２の高誘電率膜１４ｘのＡｌ濃度
は、上面から下面に向かって低くなる。第２の高誘電率膜１４ｘの膜厚は、第２の高誘電
率膜１４ｂの膜厚と第１の調整用金属膜１５ｂの膜厚とを合計した膜厚である。
【００８２】
　次に、図３(a) に示すように、例えば第１，第２の内側サイドウォール（シリコン酸化
膜）２１ａ，２１ｂに対して選択性を持つドライエッチング法又はウェットエッチング法
を用いて、第１，第２の外側サイドウォール（シリコン窒化膜）２２ａ，２２ｂを除去す
る。
【００８３】
　続いて、深いｎ型，ｐ型ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂの表面に形成された自然酸
化膜（図示せず）、及び第１，第２のシリコン膜１８ａ，１８ｂの上面に形成された自然
酸化膜（図示せず）を除去する。その後、例えばスパッタ法により、半導体基板１０上の
全面に、例えば膜厚が１０ｎｍのニッケルからなるシリサイド化用金属膜（図示せず）を
堆積する。その後、例えば窒素雰囲気中、３２０℃の下、１回目のＲＴＡ（Rapid Therma
l Annealing）処理により、深いｎ型，ｐ型ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂのＳｉと
シリサイド化用金属膜のＮｉとを反応させると共に、第１，第２のシリコン膜１８ａ，１
８ｂのＳｉとシリサイド化用金属膜のＮｉとを反応させる。これにより、深いｎ型，ｐ型
ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂの上部に、例えば膜厚が２０ｎｍのニッケルシリサイ
ドからなる第１，第２の金属シリサイド膜２４ａ，２４ｂを形成する。それと共に、第１
，第２のシリコン膜１８ａ，１８ｂの上部に、例えば膜厚が２０ｎｍのニッケルシリサイ
ドからなる第３，第４の金属シリサイド膜２５ａ，２５ｂを形成する。その後、例えば硫
酸と過酸化水素水との混合液からなるエッチング液中への浸漬により、シリサイド化用金
属膜における素子分離領域１１、第１，第２のオフセットスペーサ１９ａ，１９ｂ及び第
１，第２の内側サイドウォール２１ａ，２１ｂ等の上に残存する部分（即ち、シリサイド
化用金属膜における未反応の部分）を除去する。その後、１回目のＲＴＡ処理での温度よ
りも高い温度（例えば５５０℃）の下、２回目のＲＴＡ処理により、第１，第２の金属シ
リサイド膜２４ａ，２４ｂ及び第３，第４の金属シリサイド膜２５ａ，２５ｂのシリサイ
ド組成比を安定化させる。
【００８４】
　次に、図３(b) に示すように、例えばプラズマＣＶＤ法により、半導体基板１０上の全
面に、例えば膜厚５０ｎｍのシリコン窒化膜からなる絶縁膜２６を堆積する。その後、例
えばＣＶＤ法により、絶縁膜２６上に、例えばシリコン酸化膜からなる層間絶縁膜２７を
堆積する。その後、例えばＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法により、層間絶
縁膜２７の表面の平坦化を行う。
【００８５】
　次に、図３(c) に示すように、通常のＭＩＳトランジスタを有する半導体装置の製造方
法における工程と同様な工程を行う。具体的には、例えばドライエッチング法により、絶
縁膜２６及び層間絶縁膜２７に、第１，第２の金属シリサイド膜２４ａ，２４ｂの上面に
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到達する第１，第２のコンタクトホール２８ａ，２８ｂを形成する。このとき、ホール内
に絶縁膜２６が露出した時点で一度エッチングを止めて、再度エッチングを行い、第１，
第２のコンタクトホール２８ａ，２８ｂを形成する。これにより、第１，第２の金属シリ
サイド膜２４ａ，２４ｂにおけるオーバーエッチング量を減らすことができる。その後、
例えばスパッタ法又はＣＶＤ法により、層間絶縁膜２７上、並びに第１，第２のコンタク
トホール２８ａ，２８ｂの底部及び側壁部に、例えばチタンと窒化チタンとが順次堆積さ
れてなるバリアメタル膜を形成する。その後、例えばＣＶＤ法により、層間絶縁膜２７上
に、第１，第２のコンタクトホール２８ａ，２８ｂ内を埋め込むように、例えばタングス
テンからなる導電膜を堆積する。その後、例えばＣＭＰ法により、導電膜及びバリアメタ
ル膜における第１，第２のコンタクトホール２８ａ，２８ｂ外に形成された部分を順次除
去する。このようにして、第１，第２のコンタクトホール２８ａ，２８ｂ内に、バリアメ
タル膜を介して導電膜が埋め込まれてなる第１，第２のコンタクトプラグ２９ａ，２９ｂ
を形成する。その後、層間絶縁膜２７上に、第１，第２のコンタクトプラグ２９ａ，２９
ｂと電気的に接続する配線（図示せず）を形成する。
【００８６】
　以上のようにして、本実施形態に係る半導体装置、具体的には、窒素を含む第１の高誘
電率膜１４Ｘａを有する第１のゲート絶縁膜１４Ａを備えたｎ型ＭＩＳトランジスタｎＴ
ｒと、窒素を含まずＡｌを含む第２の高誘電率膜１４ｘを有する第２のゲート絶縁膜１４
Ｂを備えたｐ型ＭＩＳトランジスタｐＴｒとを備えた半導体装置を製造することができる
。
【００８７】
　以下に、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の構成について、図３(c) を参照し
ながら説明する。
【００８８】
　半導体基板１０におけるｎＭＩＳ領域には、ｎ型ＭＩＳトランジスタｎＴｒが形成され
ている。半導体基板１０におけるｐＭＩＳ領域には、ｐ型ＭＩＳトランジスタｐＴｒが形
成されている。
【００８９】
　ｎ型ＭＩＳトランジスタｎＴｒは、図３(c) に示すように、半導体基板１０における第
１の活性領域１０ａ上に形成された第１のゲート絶縁膜１４Ａと、第１のゲート絶縁膜１
４Ａ上に形成された第１のゲート電極１８Ａと、第１のゲート電極１８Ａの側面上に形成
された第１のオフセットスペーサ１９ａと、第１のゲート電極１８Ａの側面上に第１のオ
フセットスペーサ１９ａを介して形成された断面形状がＬ字状の第１の内側サイドウォー
ル２１ａと、第１の活性領域１０ａにおける第１のゲート電極１８Ａの側方下に形成され
た浅いｎ型ソースドレイン領域２０ａと、第１の活性領域１０ａにおける第１の内側サイ
ドウォール２１ａの外側方下に形成された深いｎ型ソースドレイン領域２３ａと、深いｎ
型ソースドレイン領域２３ａ上に形成された第１の金属シリサイド膜２４ａと、第１のゲ
ート電極１８Ａ上に形成された第３の金属シリサイド膜２５ａとを備えている。
【００９０】
　ｐ型ＭＩＳトランジスタｐＴｒは、図３(c) に示すように、半導体基板１０における第
２の活性領域１０ｂ上に形成された第２のゲート絶縁膜１４Ｂと、第２のゲート絶縁膜１
４Ｂ上に形成された第２のゲート電極１８Ｂと、第２のゲート電極１８Ｂの側面上に形成
された第２のオフセットスペーサ１９ｂと、第２のゲート電極１８Ｂの側面上に第２のオ
フセットスペーサ１９ｂを介して形成された断面形状がＬ字状の第２の内側サイドウォー
ル２１ｂと、第２の活性領域１０ｂにおける第２のゲート電極１８Ｂの側方下に形成され
た浅いｐ型ソースドレイン領域２０ｂと、第２の活性領域１０ｂにおける第２の内側サイ
ドウォール２１ｂの外側方下に形成された深いｐ型ソースドレイン領域２３ｂと、深いｐ
型ソースドレイン領域２３ｂ上に形成された第２の金属シリサイド膜２４ｂと、第２のゲ
ート電極１８Ｂ上に形成された第４の金属シリサイド膜２５ｂとを備えている。
【００９１】
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　半導体基板１０上には、第１，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂ、第１，第２のオフセ
ットスペーサ１９ａ，１９ｂ及び第１，第２の内側サイドウォール２１ａ，２１ｂを覆う
ように、絶縁膜２６が形成されている。絶縁膜２６は、第１，第２の内側サイドウォール
２１ａ，２１ｂの表面に接して形成されている。絶縁膜２６上には、層間絶縁膜２７が形
成されている。
【００９２】
　絶縁膜２６及び層間絶縁膜２７には、層間絶縁膜２７及び絶縁膜２６を貫通し、第１，
第２の金属シリサイド膜２４ａ，２４ｂと接続する第１，第２のコンタクトプラグ２９ａ
，２９ｂが形成されている。
【００９３】
　第１のゲート絶縁膜１４Ａは、第１の活性領域１０ａ上に形成された第１の下地膜１３
ａと、第１の下地膜１３ａ上に形成された第１の高誘電率膜１４Ｘａとを有する。第２の
ゲート絶縁膜１４Ｂは、第２の活性領域１０ｂ上に形成された第２の下地膜１３ｂと、第
２の下地膜１３ｂ上に形成された第２の高誘電率膜１４ｘとを有する。
【００９４】
　第１の高誘電率膜１４Ｘａは、窒素を含む。一方、第２の高誘電率膜１４ｘは、窒素を
含まない。第１の高誘電率膜１４Ｘａは、第２の高誘電率膜１４ｘよりも窒素濃度が高い
。第１の高誘電率膜１４Ｘａの窒素濃度は、上面から下面に向かって低くなる。
【００９５】
　第１の高誘電率膜１４Ｘａは、第１の調整用金属（Ａｌ）を含まない。一方、第２の高
誘電率膜１４ｘは、第１の調整用金属（Ａｌ）を含む。第２の高誘電率膜１４ｘのＡｌ濃
度は、上面から下面に向かって低くなる。
【００９６】
　第１のゲート電極１８Ａは、第１のゲート絶縁膜１４Ａ上に形成された第１の金属膜１
７ａと、第１の金属膜１７ａ上に形成された第１のシリコン膜１８ａとを有する。第２の
ゲート電極１８Ｂは、第２のゲート絶縁膜１４Ｂ上に形成された第２の金属膜１７ｂと、
第２の金属膜１７ｂ上に形成された第２のシリコン膜１８ｂとを有する。
【００９７】
　本実施形態によると、窒素を含む第１の高誘電率膜１４Ｘａと、窒素を含まずＡｌを含
む第２の高誘電率膜１４ｘとを形成することができる。第２の高誘電率膜１４ｘは、窒素
を含まないため、第２の高誘電率膜１４ｂに拡散される第１の調整用金属（Ａｌ）の拡散
量が減少することを効果的に抑制することができる。このため、図１０に示す通り、第２
のゲート絶縁膜１４Ｂの酸化膜換算膜厚の厚膜化を抑制しつつ、フラットバンド電圧をシ
フトさせることができるので、ｐ型ＭＩＳトランジスタｐＴｒの実効仕事関数を増加させ
て、低閾値電圧を有するｐ型ＭＩＳトランジスタｐＴｒを実現することができる。一方、
第１の高誘電率膜１４Ｘａの窒素濃度を、第２の高誘電率膜１４ｘの窒素濃度よりも高く
する。第１の高誘電率膜１４Ｘａの窒素濃度を高くしても、図１１(a) に示す通り、ｎ型
ＭＩＳトランジスタｎＴｒの実効仕事関数が減少することはなく、且つ、図１１(b) に示
す通り、第１の高誘電率膜１４Ｘａの酸化膜換算膜厚が厚膜化することはない。このため
、第１のゲート絶縁膜１４Ａの酸化膜換算膜厚を厚膜化させることなく、低閾値電圧を有
するｎ型ＭＩＳトランジスタｎＴｒを実現することができる。
【００９８】
　従って、第２のゲート絶縁膜１４Ｂの酸化膜換算膜厚の厚膜化を抑制しつつ、ｐ型ＭＩ
ＳトランジスタｐＴｒの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有するｎ型，ｐ型ＭＩ
ＳトランジスタｎＴｒ，ｐＴｒを実現することができる。
【００９９】
　加えて、第１の高誘電率膜１４Ｘａは、窒素を含むため、第１の高誘電率膜１４Ｘａの
結晶化を抑制することができるので、信頼性の劣化を抑制することができる。さらに、第
１の高誘電率膜１４Ｘａは、窒素を含むため、第１の高誘電率膜１４Ｘａの酸化膜換算膜
厚を薄膜化することができる。一方、第２の高誘電率膜１４ｘは、窒素を含まないものの
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、Ａｌを含むため、第２の高誘電率膜１４ｘの結晶化を抑制することができるので、信頼
性の劣化を抑制することができる。即ち、Ａｌは、窒素と同様に、高誘電率膜の結晶化を
抑制する機能を果たす。
【０１００】
　なお、本実施形態では、図１(b) に示すように、下地膜１３上に、高誘電率膜１４を堆
積した後、高誘電率膜１４上に、第１の調整用金属膜１５を堆積する場合を具体例に挙げ
て説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、高誘電率膜の堆積の後
で、第１の調整用金属膜の堆積の前に、例えば窒素雰囲気中、１０００℃の下、アニール
処理を行ってもよい。このようにすると、アニール処理により、高誘電率膜を緻密化する
ことができる。さらに、アニール処理の後に行う熱処理（具体的には、深いｎ型，ｐ型の
ソースドレイン領域に含まれるｎ型，ｐ型不純物を活性化させる為の熱処理）の際に、緻
密化された高誘電率膜に、第１の調整用金属膜に含まれるＡｌを効果的に拡散させること
ができるため、ｐ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数を効果的に増加させることができ
る。
【０１０１】
　本実施形態では、第１の調整用金属膜に含まれる第１の調整用金属を、その下に形成さ
れた高誘電率膜に拡散させる為の熱処理として、深いｎ型，ｐ型のソースドレイン領域に
含まれるｎ型，ｐ型不純物を活性化させる為の熱処理を兼用する場合を具体例に挙げて説
明したが、本発明はこれに限定されるものではない。即ち、半導体装置の製造途中に施さ
れる高温（例えば６００℃）の熱処理の際に、第１の調整用金属膜に含まれる第１の調整
用金属が、その下に形成された高誘電率膜に拡散される可能性がある。この熱処理として
は、例えば、シリコン膜の堆積に伴う熱処理（第１の実施形態：図２(a) ，第２の実施形
態：図５(a) ，第３の実施形態：図７(a) 参照）、シリコン窒化膜からなる外側サイドウ
ォール用絶縁膜の堆積に伴う熱処理（第１の実施形態：図２(d) 参照）、及び第２の調整
用金属膜に含まれる第２の調整用金属を、その下に形成された高誘電率膜に拡散させる為
のアニール処理（第２の実施形態：図４(c) 参照）等が挙げられる。
【０１０２】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について図面を参照しなが
ら説明する。なお、第２の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、第１の
実施形態に係る半導体装置及びその製造方法と相違する点を中心に説明し、共通する点に
ついては適宜省略して説明する。
【０１０３】
　以下に、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法について、図４(a) ～(d
) 及び図５(a) ～(c) を参照しながら説明する。図４(a) ～図５(c) は、本発明の第２の
実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に示すゲート長方向の要部工程断面図であ
る。なお、図４(a) ～図５(c) において、第１の実施形態における構成要素と同一の構成
要素には、第１の実施形態における図１(a) ～図３(c) に示す符号と同一の符号を付して
いる。
【０１０４】
　まず、第１の実施形態における図１(a) ～(c) と同様の工程を行い、図４(a) に示す構
成（即ち、図１(c) に示す構成と同様の構成）を得る。
【０１０５】
　次に、図４(b) に示すように、レジストパターンＲｅを除去する。
【０１０６】
　このようにして、高誘電率膜１４におけるｐＭＩＳ領域に形成された部分（該部分は、
第２の活性領域１０ｂ上に位置する第１の部分を含む）上に、第１の調整用金属膜１５及
び保護膜１６を順次形成する。
【０１０７】
　続いて、例えばスパッタ法又はＡＬＤ法により、高誘電率膜１４におけるｎＭＩＳ領域
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に形成された部分及び保護膜１６上に、例えば膜厚が２ｎｍの第２の調整用金属膜３０を
堆積する。第２の調整用金属膜３０は、第２の調整用金属を含む膜であり、第２の調整用
金属として、例えばＬａを用いる。この場合、第２の調整用金属膜３０は、例えば酸化ラ
ンタン（Ｌａ2Ｏ3）からなる。
【０１０８】
　このようにして、高誘電率膜１４におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分（該部分は、
第１の活性領域１０ａ上に位置する第２の部分を含む）上に、第２の調整用金属膜３０を
形成する。
【０１０９】
　次に、図４(c) に示すように、例えば７００℃の下、アニール処理により、高誘電率膜
１４におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分に、第２の調整用金属膜３０に含まれる第２
の調整用金属（Ｌａ）を拡散させる。このとき、Ｌａは、上面から下面に向かってＬａ濃
度が低くなるように、高誘電率膜１４におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分に拡散し、
下地膜１３におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分と高誘電率膜１４におけるｎＭＩＳ領
域に形成された部分との界面にまで到達する。またこのとき、第１の調整用金属膜１５上
には、所定膜厚（例えば３ｎｍ）以上の保護膜１６が形成されているため、第１の調整用
金属膜１５に、第２の調整用金属膜３０に含まれるＬａが拡散されることを防止すること
ができる。このため、後述の通り、熱処理（具体的には、ｎ型，ｐ型ソースドレイン領域
に含まれるｎ型，ｐ型不純物を拡散させる為の熱処理）の際に、第２の高誘電率膜１４ｂ
に、第１の調整用金属膜１５ｂに含まれるＬａが拡散されることを防止することができる
。
【０１１０】
　このようにして、下地膜１３におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分上に、Ｌａを含む
高誘電率膜１４Ｙを形成する。高誘電率膜１４ＹのＬａ濃度は、上面から下面に向かって
低くなる。一方、下地膜１３におけるｐＭＩＳ領域に形成された部分上に、Ｌａを含まな
い高誘電率膜１４を形成する。
【０１１１】
　次に、図４(d) に示すように、例えばＬａを含む高誘電率膜１４Ｙに対して選択性を持
つウェットエッチング法を用いて、第２の調整用金属膜３０を除去する。
【０１１２】
　続いて、例えば窒素プラズマ処理により、保護膜１６をマスクとして、Ｌａを含む高誘
電率膜１４Ｙ（該部分は、第１の活性領域１０ａ上に位置する第２の部分を含む）に、窒
素（第１の窒素）を導入する。このとき、窒素は、上面から下面に向かって窒素濃度が低
くなるように、Ｌａを含む高誘電率膜１４Ｙに導入され、半導体基板１０におけるｎＭＩ
Ｓ領域にまで到達する。またこのとき、第１の調整用金属膜１５上には、保護膜１６が形
成されているため、第１の調整用金属膜１５に、窒素が導入されることを防止することが
できる。
【０１１３】
　このようにして、下地膜１３におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分上に、Ｌａ及び窒
素を含む高誘電率膜１４Ｚを形成する。高誘電率膜１４ＺのＬａ濃度は、上面から下面に
向かって低くなる。高誘電率膜１４Ｚの窒素濃度は、上面から下面に向かって低くなる。
一方、下地膜１３におけるｐＭＩＳ領域に形成された部分上に、Ｌａ及び窒素を含まない
高誘電率膜１４を形成する。
【０１１４】
　次に、図５(a) に示すように、第１の実施形態における図２(a) に示す工程と同様な工
程を行う。具体的には、保護膜１６を除去した後、Ｌａ及び窒素を含む高誘電率膜１４Ｚ
及び第１の調整用金属膜１５上に、金属膜１７とシリコン膜１８とを有するゲート電極形
成膜１８Ｆを形成する。
【０１１５】
　次に、図５(b) に示すように、第１の実施形態における図２(b) に示す工程と同様な工
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程を行う。具体的には、ゲート電極形成膜１８Ｆ、第１の調整用金属膜１５、Ｌａ及び窒
素を含む高誘電率膜１４Ｚ及びＬａ及び窒素を含まない高誘電率膜１４、並びに下地膜１
３を順次パターニングする。これにより、第１の活性領域１０ａ上に、第１の下地膜１３
ａとＬａ及び窒素を含む第１の高誘電率膜１４Ｚａとを有する第１のゲート絶縁膜１４Ａ
、及び第１のゲート電極１８Ａを順次形成する。それと共に、第２の活性領域１０ｂ上に
、第２の下地膜１３ｂとＬａ及び窒素を含まない第２の高誘電率膜１４ｂと第１の調整用
金属膜１５ｂとを有する第２のゲート絶縁膜１４Ｂ、及び第２のゲート電極１８Ｂを順次
形成する。
【０１１６】
　続いて、第１の実施形態における図２(c) に示す工程と同様な工程を行う。具体的には
、第１，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂの側面上に、第１，第２のオフセットスペーサ
１９ａ，１９ｂを形成する。その後、第１，第２の活性領域１０ａ，１０ｂにおける第１
，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂの側方下に、浅いｎ型，ｐ型ソースドレイン領域２０
ａ，２０ｂを形成する。
【０１１７】
　続いて、第１の実施形態における図２(d) に示す工程と同様な工程を行う。具体的には
、第１，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂの側面上に、第１，第２のオフセットスペーサ
１９ａ，１９ｂを介して、第１，第２のサイドウォールを形成する。その後、第１，第２
の活性領域１０ａ，１０ｂにおける第１，第２のサイドウォールの外側方下に、深いｎ型
，ｐ型ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂを形成する。その後、熱処理により、深いｎ型
，ｐ型ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂに含まれるｎ型，ｐ型不純物を活性化させる。
それと共に、第１の調整用金属膜１５ｂに含まれる第１の調整用金属（Ａｌ）を、Ｌａ及
び窒素を含まない第２の高誘電率膜１４ｂに拡散させる。このとき、Ａｌは、上面から下
面に向かってＡｌ濃度が低くなるように、第２の高誘電率膜１４ｂに拡散する。またこの
とき、第２の高誘電率膜１４ｂは、窒素を含まないため、第２の高誘電率膜１４ｂに拡散
されるＡｌの拡散量が減少することを効果的に抑制しながら、Ａｌを第２の高誘電率膜１
４ｂに拡散させることができる。またこのとき、前述の通り、アニール処理の際に、第１
の調整用金属膜１５に、第２の調整用金属膜３０に含まれるＬａが拡散されることはない
ため、第１の調整用金属膜１５ｂに含まれるＬａが、第２の高誘電率膜１４ｂに拡散され
ることはない。これにより、第２の下地膜１３ｂと第２のゲート電極１８Ｂとの間に、Ａ
ｌを含む第２の高誘電率膜１４ｘ（後述の図５(c) 参照）を形成する。
【０１１８】
　このようにして、第２の下地膜１３ｂとＬａ及び窒素を含まずＡｌを含む第２の高誘電
率膜１４ｘとを有する第２のゲート絶縁膜１４Ｂを形成する。第２の高誘電率膜１４ｘの
Ａｌ濃度は、上面から下面に向かって低くなる。第２の高誘電率膜１４ｘの膜厚は、第２
の高誘電率膜１４ｂの膜厚と第１の調整用金属膜１５ｂの膜厚とを合計した膜厚である。
【０１１９】
　続いて、第１の実施形態における図３(a) ～(c) に示す工程と同様な工程を順次行い、
図５(c）に示す構成を得る。
【０１２０】
　以上のようにして、本実施形態に係る半導体装置、具体的には、Ｌａ及び窒素を含む第
１の高誘電率膜１４Ｚａを有する第１のゲート絶縁膜１４Ａを備えたｎ型ＭＩＳトランジ
スタｎＴｒと、Ｌａ及び窒素を含まずＡｌを含む第２の高誘電率膜１４ｘを有する第２の
ゲート絶縁膜１４Ｂを備えたｐ型ＭＩＳトランジスタｐＴｒとを備えた半導体装置を製造
することができる。
【０１２１】
　本実施形態と第１の実施形態との相違点は、以下に示す点である。
【０１２２】
　第１の実施形態では、第１のゲート絶縁膜１４Ａにおける第１の高誘電率膜１４Ｘａが
、窒素を含む。これに対し、本実施形態では、第１のゲート絶縁膜１４Ａにおける第１の
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高誘電率膜１４Ｚａが、Ｌａ及び窒素を含む。
【０１２３】
　本実施形態によると、Ｌａ及び窒素を含む第１の高誘電率膜１４Ｚａと、Ｌａ及び窒素
を含まずＡｌを含む第２の高誘電率膜１４ｘとを形成することができる。第２の高誘電率
膜１４ｘは、窒素を含まないため、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１２４】
　さらに、第１の高誘電率膜１４ＺａにＬａを拡散させることができる。このため、フラ
ットバンド電圧をシフトさせることができ、ｎ型ＭＩＳトランジスタｎＴｒの実効仕事関
数を増加させて、低閾値電圧を有するｎ型ＭＩＳトランジスタｎＴｒを実現することがで
きる。
【０１２５】
　なお、第２の実施形態では、第２の調整用金属膜３０に含まれる第２の調整用金属とし
て、Ｌａを用いた場合を具体例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。
【０１２６】
　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について図面を参照しなが
ら説明する。なお、第３の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、第１の
実施形態に係る半導体装置及びその製造方法と相違する点を中心に説明し、共通する点に
ついては適宜省略して説明する。
【０１２７】
　以下に、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法について、図６(a) ～(d
) 及び図７(a) ～(c) を参照しながら説明する。図６(a) ～図７(c) は、本発明の第３の
実施形態に係る半導体装置の製造方法を工程順に示すゲート長方向の要部工程断面図であ
る。なお、図６(a) ～図７(c) において、第１の実施形態における構成要素と同一の構成
要素には、第１の実施形態における図１(a) ～図３(c) に示す符号と同一の符号を付して
いる。
【０１２８】
　まず、第１の実施形態における図１(a) に示す工程と同様の工程を行い、図１(a) に示
す構成と同様の構成を得る。
【０１２９】
　次に、図６(a) に示すように、例えば希釈フッ酸処理により、半導体基板１０の表面を
洗浄する。その後、例えばＩＳＳＧ酸化法により、第１の活性領域１０ａ及び第２の活性
領域１０ｂ上に、例えば膜厚が０．８ｎｍ～１ｎｍのシリコン酸化膜又はシリコン酸窒化
膜からなる下地膜１３を形成する。その後、例えばＭＯＣＶＤ法又はＡＬＤ法等により、
下地膜１３上に、例えば膜厚が２ｎｍの窒素を含まない高誘電率膜１４を堆積する。
【０１３０】
　次に、図６(b) に示すように、例えば１回目の窒素プラズマ処理により、高誘電率膜１
４（高誘電率膜１４は、第１の活性領域１０ａ上に位置する第２の部分を含む）に窒素（
第２の窒素）を導入する。このとき、窒素は、上面から下面に向かって窒素濃度が低くな
るように、高誘電率膜１４に導入される。
【０１３１】
 このようにして、下地膜１３上に、窒素を含む高誘電率膜１４Ｍを形成する。高誘電率
膜１４Ｍの窒素濃度は、上面から下面に向かって低くなる。ここで、図６(b) に示す本実
施形態における高誘電率膜１４Ｍの窒素濃度は、図１(d) に示す第１の実施形態における
高誘電率膜１４Ｘの窒素濃度、及び図４(d) に示す第２の実施形態における高誘電率膜１
４Ｚの窒素濃度よりも低い。
【０１３２】
　続いて、例えば窒素雰囲気中、１０００℃の下、アニール処理を行う。これにより、高
誘電率膜１４Ｍを緻密化することができる。それと共に、高誘電率膜１４Ｍに導入された
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窒素のうち結合が不完全な窒素を脱離させることができる。
【０１３３】
　続いて、例えばスパッタ法により、窒素を含む高誘電率膜１４Ｍ上に、例えば膜厚が０
．３ｎｍのＡｌ又はＡｌ2Ｏ3からなる第１の調整用金属膜１５を堆積する。
【０１３４】
　続いて、例えばＣＶＤ法、ＡＬＤ法又はスパッタ法等により、第１の調整用金属膜１５
上に、例えば膜厚が５ｎｍのＴｉＮからなる保護膜１６を堆積する。
【０１３５】
　次に、図６(c) に示すように、リソグラフィ法により、保護膜１６上に、ｎＭＩＳ領域
を開口しｐＭＩＳ領域を覆うレジストパターンＲｅを形成する。その後、例えば窒素を含
む高誘電率膜１４Ｍに対して選択性を持つウェットエッチング法を用いて、保護膜１６及
び第１の調整用金属膜１５におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分を順次除去する。
【０１３６】
　次に、図６(d) に示すように、レジストパターンＲｅを除去する。
【０１３７】
　このようにして、窒素を含む高誘電率膜１４ＭにおけるｐＭＩＳ領域に形成された部分
（該部分は、第２の活性領域１０ｂ上に位置する第１の部分を含む）上に、第１の調整用
金属膜１５及び保護膜１６を順次形成する。
【０１３８】
　続いて、例えば２回目の窒素プラズマ処理により、保護膜１６をマスクとして、窒素を
含む高誘電率膜１４ＭにおけるｎＭＩＳ領域に形成された部分に、窒素（第１の窒素）を
導入する。このとき、窒素は、上面から下面に向かって窒素濃度が低くなるように、高誘
電率膜１４ＭにおけるｎＭＩＳ領域に形成された部分に導入され、半導体基板１０におけ
るｎＭＩＳ領域にまで到達する。またこのとき、第１の調整用金属膜１５上には、保護膜
１６が形成されているため、第１の調整用金属膜１５に、窒素が導入されることを防止す
ることができる。
【０１３９】
　このようにして、下地膜１３におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分上に、窒素（第２
の窒素及び第１の窒素）を含む高誘電率膜１４Ｎを形成する。高誘電率膜１４Ｎの窒素濃
度は、上面から下面に向かって低くなる。一方、下地膜１３におけるｐＭＩＳ領域に形成
された部分上に、高誘電率膜１４Ｎよりも窒素濃度が低く、且つ、窒素（第２の窒素）を
含む高誘電率膜１４Ｍを形成する。高誘電率膜１４Ｍの窒素濃度は、上面から下面に向か
って低くなる。
【０１４０】
　次に、図７(a) に示すように、第１の実施形態における図２(a) に示す工程と同様な工
程を行う。具体的には、保護膜１６を除去した後、窒素を含む高誘電率膜１４Ｎ及び第１
の調整用金属膜１５上に、金属膜１７とシリコン膜１８とを有するゲート電極形成膜１８
Ｆを形成する。
【０１４１】
　次に、図７(b) に示すように、第１の実施形態における図２(b) に示す工程と同様な工
程を行う。具体的には、ゲート電極形成膜１８Ｆ、第１の調整用金属膜１５、窒素を含む
高誘電率膜１４Ｎ及び高誘電率膜１４Ｎよりも窒素濃度が低く、且つ、窒素を含む高誘電
率膜１４Ｍ、並びに下地膜１３を順次パターニングする。これにより、第１の活性領域１
０ａ上に、第１の下地膜１３ａと窒素を含む第１の高誘電率膜１４Ｎａとを有する第１の
ゲート絶縁膜１４Ａ、及び第１のゲート電極１８Ａを順次形成する。それと共に、第２の
活性領域１０ｂ上に、第２の下地膜１３ｂと第１の高誘電率膜１４Ｎａよりも窒素濃度が
低く、且つ、窒素を含む第２の高誘電率膜１４Ｍｂと第１の調整用金属膜１５ｂとを有す
る第２のゲート絶縁膜１４Ｂ、及び第２のゲート電極１８Ｂを順次形成する。
【０１４２】
　続いて、第１の実施形態における図２(c) に示す工程と同様な工程を行う。具体的には
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、第１，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂの側面上に、第１，第２のオフセットスペーサ
１９ａ，１９ｂを形成する。その後、第１，第２の活性領域１０ａ，１０ｂにおける第１
，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂの側方下に、浅いｎ型，ｐ型ソースドレイン領域２０
ａ，２０ｂを形成する。
【０１４３】
　続いて、第１の実施形態における図２(d) に示す工程と同様な工程を行う。具体的には
、第１，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂの側面上に、第１，第２のオフセットスペーサ
１９ａ，１９ｂを介して、第１，第２のサイドウォールを形成する。その後、第１，第２
の活性領域１０ａ，１０ｂにおける第１，第２のサイドウォールの外側方下に、深いｎ型
，ｐ型ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂを形成する。その後、熱処理により、深いｎ型
，ｐ型ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂに含まれるｎ型，ｐ型不純物を活性化させる。
それと共に、第１の調整用金属膜１５ｂに含まれる第１の調整用金属（Ａｌ）を、窒素を
含む第２の高誘電率膜１４Ｍｂに拡散させる。このとき、Ａｌは、上面から下面に向かっ
てＡｌ濃度が低くなるように、第２の高誘電率膜１４Ｍｂに拡散する。またこのとき、第
２の高誘電率膜１４Ｍｂは、第１の高誘電率膜１４Ｎａよりも窒素濃度が低いため、第２
の高誘電率膜１４Ｍｂに拡散されるＡｌの拡散量が減少することを抑制しながら、Ａｌを
第２の高誘電率膜１４Ｍｂに拡散させることができる。これにより、第２の下地膜１３ｂ
と第２のゲート電極１８Ｂとの間に、Ａｌを含む第２の高誘電率膜１４Ｍｘ（後述の図７
(c) 参照）を形成する。
【０１４４】
　このようにして、第２の下地膜１３ｂと第１の高誘電率膜１４Ｎａよりも窒素濃度が低
く、且つ、窒素及びＡｌを含む第２の高誘電率膜１４Ｍｘとを有する第２のゲート絶縁膜
１４Ｂを形成する。第２の高誘電率膜１４Ｍｘの窒素濃度は、上面から下面に向かって低
くなる。第２の高誘電率膜１４ＭｘのＡｌ濃度は、上面から下面に向かって低くなる。第
２の高誘電率膜１４Ｍｘの膜厚は、第２の高誘電率膜１４Ｍｂの膜厚と第１の調整用金属
膜１５ｂの膜厚とを合計した膜厚である。
【０１４５】
　続いて、第１の実施形態における図３(a) ～(c) に示す工程と同様な工程を順次行い、
図７(c）に示す構成を得る。
【０１４６】
　以上のようにして、本実施形態に係る半導体装置、具体的には、窒素を含む第１の高誘
電率膜１４Ｎａを有する第１のゲート絶縁膜１４Ａを備えたｎ型ＭＩＳトランジスタｎＴ
ｒと、第１の高誘電率膜１４Ｎａよりも窒素濃度が低く、且つ、窒素及びＡｌを含む第２
の高誘電率膜１４Ｍｘを有する第２のゲート絶縁膜１４Ｂを備えたｐ型ＭＩＳトランジス
タｐＴｒとを備えた半導体装置を製造することができる。
【０１４７】
　本実施形態と第１の実施形態との相違点は、以下に示す点である。
【０１４８】
　第１に、第１の実施形態では、第１のゲート電極１４Ａにおける第１の高誘電率膜１４
Ｘａは、窒素（第１の窒素）を含む。これに対し、本実施形態では、第１のゲート電極１
４Ａにおける第１の高誘電率膜１４Ｎａは、窒素（第２の窒素及び第１の窒素）を含む。
第２に、第１の実施形態では、第２のゲート電極１４Ｂにおける第２の高誘電率膜１４ｘ
は、窒素を含まずＡｌを含む。これに対し、本実施形態では、第２のゲート電極１４Ｂに
おける第２の高誘電率膜１４Ｍｘは、窒素及びＡｌを含む。
【０１４９】
　本実施形態によると、窒素を含む第１の高誘電率膜１４Ｎａと、第１の高誘電率膜１４
Ｎａよりも窒素濃度が低く、且つ、窒素及びＡｌを含む第２の高誘電率膜１４Ｍｘとを形
成することができるので、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１５０】
　さらに、第１の高誘電率膜１４Ｎａに、第２の窒素（図６(b) 参照）及び第１の窒素（



(24) JP 2011-44580 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

図６(d) 参照）を順次導入することができるため、第１の高誘電率膜１４Ｎａの窒素濃度
を精度良く制御することができる。
【０１５１】
　なお、本実施形態では、第２の実施形態と同様に、第１の高誘電率膜に、Ｌａを拡散さ
せてもよい。このようにすると、フラットバンド電圧をシフトさせることができ、ｎ型Ｍ
ＩＳトランジスタの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有するｎ型ＭＩＳトランジ
スタを実現することができる。
【０１５２】
　＜第１の実施形態の変形例＞
　本発明の第１の実施形態の変形例に係る半導体装置及びその製造方法について図面を参
照しながら説明する。なお、第１の実施形態の変形例に係る半導体装置及びその製造方法
について、第１の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法と相違する点を中心に説明
し、共通する点については適宜省略して説明する。
【０１５３】
　以下に、本発明の第１の実施形態の変形例に係る半導体装置の製造方法について、図８
(a) ～(c) を参照しながら説明する。図８(a) ～(c) は、本発明の第１の実施形態の変形
例に係る半導体装置の製造方法を工程順に示すゲート長方向の要部工程断面図である。な
お、図８(a) ～(c) において、第１の実施形態における構成要素と同一の構成要素には、
第１の実施形態における図１(a) ～図３(c) に示す符号と同一の符号を付している。
【０１５４】
　まず、第１の実施形態における図１(a) ～(c) に示す工程と同様な工程を順次行い、図
１(c) に示す構成と同様の構成を得る。
【０１５５】
　次に、図８(a) に示すように、レジストパターンＲｅを除去する。その後、例えば第１
の調整用金属膜に対して選択性を持つウェットエッチング法を用いて、保護膜１６を除去
する。
【０１５６】
　このようにして、高誘電率膜１４におけるｐＭＩＳ領域に形成された部分（該部分は、
第２の活性領域１０ｂ上に位置する第１の部分を含む）上に、第１の調整用金属膜を形成
する。
【０１５７】
　続いて、例えば窒素プラズマ処理により、第１の調整用金属膜をマスクとして、高誘電
率膜１４におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分（該部分は、第１の活性領域１０ａ上に
位置する第２の部分を含む）に、窒素（第１の窒素）を導入する。このとき、窒素は、上
面から下面に向かって窒素濃度が低くなるように、高誘電率膜１４におけるｎＭＩＳ領域
に形成された部分に導入される。またこのとき、第１の調整用金属膜の表面領域に、窒素
が導入されて、窒素を含む第１の調整用金属膜１５Ｘが形成される。
【０１５８】
　このようにして、下地膜１３におけるｎＭＩＳ領域に形成された部分上に、窒素を含む
高誘電率膜１４Ｘを形成する。それと共に、下地膜１３におけるｐＭＩＳ領域に形成され
た部分上に、高誘電率膜１４Ｘよりも窒素濃度が低い高誘電率膜１４及び窒素を含む第１
の調整用金属膜１５Ｘを順次形成する。
【０１５９】
　続いて、第１の実施形態における図２(a) に示す工程と同様の工程を行う。具体的には
、窒素を含む高誘電率膜１４Ｘ及び窒素を含む第１の調整用金属膜１５Ｘ上に、金属膜１
７とシリコン膜１８とを有するゲート電極形成膜１８Ｆを形成する。
【０１６０】
　次に、図８(b) に示すように、第１の実施形態における図２(b) に示す工程と同様の工
程を行う。具体的には、ゲート電極形成膜１８Ｆ、窒素を含む第１の調整用金属膜１５Ｘ
、窒素を含む高誘電率膜１４Ｘ及び高誘電率膜１４Ｘよりも窒素濃度が低い高誘電率膜１
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４、並びに下地膜１３を順次パターニングする。これにより、第１の活性領域１０ａ上に
、第１の下地膜１３ａと窒素を含む第１の高誘電率膜１４Ｘａとを有する第１のゲート絶
縁膜１４Ａ、及び第１のゲート電極１８Ａを順次形成する。それと共に、第２の活性領域
１０ｂ上に、第２の下地膜１３ｂと第１の高誘電率膜１４Ｘａよりも窒素濃度が低い第２
の高誘電率膜１４ｂと窒素を含む第１の調整用金属膜１５Ｘｂとを有する第２のゲート絶
縁膜１４Ｂ、及び第２のゲート電極１８Ｂを順次形成する。
【０１６１】
　続いて、第１の実施形態における図２(c) に示す工程と同様の工程を行う。具体的には
、第１，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂの側面上に、第１，第２のオフセットスペーサ
１９ａ，１９ｂを形成する。その後、第１，第２の活性領域１０ａ，１０ｂにおける第１
，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂの側方下に、浅いｎ型，ｐ型ソースドレイン領域２０
ａ，２０ｂを形成する。
【０１６２】
　続いて、第１の実施形態における図２(d) に示す工程と同様な工程を行う。具体的には
、第１，第２のゲート電極１８Ａ，１８Ｂの側面上に、第１，第２のオフセットスペーサ
１９ａ，１９ｂを介して、第１，第２のサイドウォールを形成する。その後、第１，第２
の活性領域１０ａ，１０ｂにおける第１，第２のサイドウォールの外側方下に、深いｎ型
，ｐ型ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂを形成する。その後、熱処理により、深いｎ型
，ｐ型ソースドレイン領域２３ａ，２３ｂに含まれるｎ型，ｐ型不純物を活性化させる。
それと共に、第１の調整用金属膜１５Ｘｂに含まれる第１の調整用金属（Ａｌ）を、第２
の高誘電率膜１４ｂに拡散させる。このとき、Ａｌは、上面から下面に向かってＡｌ濃度
が低くなるように、第２の高誘電率膜１４ｂに拡散する。またこのとき、第２の高誘電率
膜１４ｂは、第１の高誘電率膜１４Ｘａよりも窒素濃度が低いため、第２の高誘電率膜１
４ｂに拡散されるＡｌの拡散量が減少することを抑制しながら、Ａｌを第２の高誘電率膜
１４ｂに拡散させることができる。またこのとき、第１の調整用金属膜１５Ｘｂに含まれ
る窒素が、第２の高誘電率膜１４ｂに拡散される。これにより、第２の下地膜１３ｂと第
２のゲート電極１８Ｂとの間に、Ａｌ及び窒素を含む第２の高誘電率膜１４ｙ（後述の図
８(c) 参照）を形成する。
【０１６３】
　このようにして、第２の下地膜１３ｂと第１の高誘電率膜１４Ｘａよりも窒素濃度が低
く、且つ、Ａｌ及び窒素を含む第２の高誘電率膜１４ｙとを有する第２のゲート絶縁膜１
４Ｂを形成する。第２の高誘電率膜１４ｙのＡｌ濃度は、上面から下面に向かって低くな
る。第２の高誘電率膜１４ｙの窒素濃度は、上面から下面に向かって低くなる。第２の高
誘電率膜１４ｙの膜厚は、第２の高誘電率膜１４ｂの膜厚と第１の調整用金属膜１５Ｘｂ
の膜厚とを合計した膜厚である。
【０１６４】
　続いて、第１の実施形態における図３(a) ～(c) に示す工程と同様な工程を順次行い、
図８(c）に示す構成を得る。
【０１６５】
　以上のようにして、本実施形態に係る半導体装置、具体的には、窒素を含む第１の高誘
電率膜１４Ｘａを有する第１のゲート絶縁膜１４Ａを備えたｎ型ＭＩＳトランジスタｎＴ
ｒと、第１の高誘電率膜１４Ｘａよりも窒素濃度が低く、且つ、Ａｌ及び窒素を含む第２
の高誘電率膜１４ｙを有する第２のゲート絶縁膜１４Ｂを備えたｐ型ＭＩＳトランジスタ
ｐＴｒとを備えた半導体装置を製造することができる。
【０１６６】
　本変形例と第１の実施形態との相違点は、以下に示す点である。
【０１６７】
　第１の実施形態では、第２のゲート電極１４Ｂにおける第２の高誘電率膜１４ｘは、窒
素を含まずＡｌを含む。これに対し、本変形例では、第２のゲート電極１４Ｂにおける第
２の高誘電率膜１４ｙは、Ａｌ及び窒素を含む。
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【０１６８】
　本変形例によると、窒素を含む第１の高誘電率膜１４Ｘａと、第１の高誘電率膜１４Ｘ
ａよりも窒素濃度が低く、且つ、Ａｌ及び窒素を含む第２の高誘電率膜１４ｙとを形成す
ることができるので、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１６９】
　なお、第１～第３の実施形態では、第１の調整用金属膜１５に含まれる第１の調整用金
属として、Ａｌを用いた場合を具体例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるも
のではない。
【０１７０】
　また、第１～第３の実施形態では、シリコン膜１８として、ポリシリコン膜を用いたが
、これに代えて、例えばアモルファスシリコン膜又はシリコン膜等を用いてもよい。
【０１７１】
　また、第１～第３の実施形態では、シリサイド化用金属膜の材料として、ニッケルを用
いたが、これに代えて、例えば白金、コバルト、チタン及びタングステン等のシリサイド
化用金属を用いてもよい。
【０１７２】
　また、第１～第３の実施形態では、第１，第２の外側サイドウォールを除去したが、本
発明はこれに限定されるものではなく、第１，第２の外側サイドウォールを除去せずに残
存させてもよい。
【０１７３】
　また、第１～第３の実施形態では、絶縁膜２６として、第１，第２のコンタクトホール
２８ａ，２８ｂの形成の際にエッチングストッパとして機能する絶縁膜を用いたが、本発
明はこれに限定されるものではない。例えば、絶縁膜における第１の活性領域上に形成さ
れる部分の膜として、第１の活性領域におけるチャネル領域のゲート長方向に引っ張り応
力を生じさせる応力絶縁膜を用いてもよい。このようにすると、第１の活性領域における
チャネル領域のゲート長方向に、引っ張り応力を印加することができるので、ｎ型ＭＩＳ
トランジスタの駆動能力を向上させることができる。加えて、第１の外側サイドウォール
を除去して、応力絶縁膜を、第１の内側サイドウォールの表面に接して形成することによ
り、第１の外側サイドウォールの除去分だけ、応力絶縁膜を、第１の活性領域におけるチ
ャネル領域に近付けて形成することができるので、第１の活性領域におけるチャネル領域
のゲート長方向に、引っ張り応力を効果的に印加することができる。さらに、第１の外側
サイドウォールの除去分だけ、応力絶縁膜を厚膜化することができるので、第１の活性領
域におけるチャネル領域のゲート長方向に、引っ張り応力を効果的に印加することができ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１７４】
　本発明は、ｐ型ＭＩＳトランジスタのゲート絶縁膜の酸化膜換算膜厚の厚膜化を抑制し
つつ、ｐ型ＭＩＳトランジスタの実効仕事関数を増加させて、低閾値電圧を有するｎ型，
ｐ型ＭＩＳトランジスタを実現することができる。このため、高誘電率膜を含むゲート絶
縁膜を有するｎ型，ｐ型ＭＩＳトランジスタを備えた半導体装置及びその製造方法に有用
である。
【符号の説明】
【０１７５】
　１０　　半導体基板
　１０ａ　第１の活性領域
　１０ｂ　第２の活性領域
　１１　　素子分離領域
　１２ａ　ｐ型ウェル領域
　１２ｂ　ｎ型ウェル領域
　１３　　下地膜
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　１３ａ　第１の下地膜
　１３ｂ　第２の下地膜
　１４　　高誘電率膜
　１４Ｘ　窒素を含む高誘電率膜
　１４Ｙ　Ｌａを含む高誘電率膜
　１４Ｚ　Ｌａ及び窒素を含む高誘電率膜
　１４Ｍ　窒素を含む高誘電率膜
　１４Ｎ　窒素を含む高誘電率膜
　１４Ｘａ　窒素を含む第１の高誘電率膜
　１４Ｚａ　Ｌａ及び窒素を含む第１の高誘電率膜
　１４Ｎａ　窒素を含む第１の高誘電率膜
　１４ｂ　第２の高誘電率膜
　１４Ｍｂ　窒素を含む第２の高誘電率膜
　１４ｘ　Ａｌを含む第２の高誘電率膜
　１４Ｍｘ　窒素及びＡｌを含む第２の高誘電率膜
　１４ｙ　Ａｌ及び窒素を含む第２の高誘電率膜
　１４Ａ　第１のゲート絶縁膜
　１４Ｂ　第２のゲート絶縁膜
　１５，１５ｂ　第１の調整用金属膜
　１５Ｘ，１５Ｘｂ　窒素を含む第１の調整用金属膜
　１６　　保護膜
　１７　　金属膜
　１７ａ　第１の金属膜
　１７ｂ　第２の金属膜
　１８　　シリコン膜
　１８ａ　第１のシリコン膜
　１８ｂ　第２のシリコン膜
　１８Ｆ　ゲート電極形成膜
　１８Ａ　第１のゲート電極
　１８Ｂ　第２のゲート電極
　１９ａ　第１のオフセットスペーサ
　１９ｂ　第２のオフセットスペーサ
　２０ａ　浅いｎ型ソースドレイン領域
　２０ｂ　浅いｐ型ソースドレイン領域
　２１ａ　第１の内側サイドウォール
　２１ｂ　第２の内側サイドウォール
　２２ａ　第１の外側サイドウォール
　２２ｂ　第２の外側サイドウォール
　２２Ａ　第１のサイドウォール
　２２Ｂ　第２のサイドウォール
　２３ａ　深いｎ型ソースドレイン領域
　２３ｂ　深いｐ型ソースドレイン領域
　２４ａ　第１の金属シリサイド膜
　２４ｂ　第２の金属シリサイド膜
　２５ａ　第３の金属シリサイド膜
　２５ｂ　第４の金属シリサイド膜
　２６　　絶縁膜
　２７　　層間絶縁膜
　２８ａ　第１のコンタクトホール
　２８ｂ　第２のコンタクトホール
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　２９ａ　第１のコンタクトプラグ
　２９ｂ　第２のコンタクトプラグ
　３０　　第２の調整用金属膜
　Ｒｅ　　レジストパターン

【図１】 【図２】



(29) JP 2011-44580 A 2011.3.3

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成22年9月17日(2010.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のＭＩＳトランジスタと第２のＭＩＳトランジスタとを備えた半導体装置であって
、
　前記第１のＭＩＳトランジスタは、
　半導体基板における第１の活性領域上に形成され、第１の高誘電率膜を有する第１のゲ
ート絶縁膜と、
　前記第１のゲート絶縁膜上に形成された第１のゲート電極とを備え、
　前記第２のＭＩＳトランジスタは、
　前記半導体基板における第２の活性領域上に形成され、第２の高誘電率膜を有する第２
のゲート絶縁膜と、
　前記第２のゲート絶縁膜上に形成された第２のゲート電極とを備え、
　前記第２の高誘電率膜は、第１の調整用金属を含み、
　前記第１の高誘電率膜は、前記第２の高誘電率膜よりも窒素濃度が高く、且つ、前記第
１の調整用金属を含まず、
　前記第２の高誘電率膜中における前記第１の調整用金属の濃度は、上面から下面に向か
って低くなっていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１の高誘電率膜は窒素を含む一方、前記第２の高誘電率膜は前記窒素を含まない
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の半導体装置において、
　前記第１の調整用金属は、アルミニウムであることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１の高誘電率膜中における前記窒素濃度は、上面から下面に向かって低くなって
いることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１～４のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記窒素濃度の分布は、前記第１の活性領域にまで到達していることを特徴とする半導
体装置。
【請求項６】
　請求項１～５のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１の高誘電率膜は第２の調整用金属を含む一方、前記第２の高誘電率膜は前記第
２の調整用金属を含まないことを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置において、
　前記第２の調整用金属は、ランタンであることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の半導体装置において、
　前記第１の高誘電率膜中における前記第２の調整用金属の濃度は、上面から下面に向か
って低くなっていることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１～８のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のゲート絶縁膜は、前記第１の活性領域上に形成された第１の下地膜と、前記
第１の下地膜上に形成された前記第１の高誘電率膜とからなり、
　前記第２のゲート絶縁膜は、前記第２の活性領域上に形成された第２の下地膜と、前記
第２の下地膜上に形成された前記第２の高誘電率膜とからなることを特徴とする半導体装
置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の半導体装置において、
　前記第１の下地膜及び前記第２の下地膜は、シリコン酸化膜からなることを特徴とする
半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１の高誘電率膜及び前記第２の高誘電率膜は、比誘電率が１０以上の金属酸化物
からなることを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のゲート電極は、前記第１のゲート絶縁膜上に形成された第１の金属膜と、前
記第１の金属膜上に形成された第１のシリコン膜とからなり、
　前記第２のゲート電極は、前記第２のゲート絶縁膜上に形成された第２の金属膜と、前
記第２の金属膜上に形成された第２のシリコン膜とからなることを特徴とする半導体装置
。
【請求項１３】
　請求項１～１２のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のゲート電極の側面上に形成された断面形状がＬ字状の第１のサイドウォール
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と、
　前記第２のゲート電極の側面上に形成された断面形状がＬ字状の第２のサイドウォール
と、
　前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域上に、前記第１のゲート電極及び前記第１
のサイドウォール、並びに前記第２のゲート電極及び前記第２のサイドウォールを覆うよ
うに形成された絶縁膜とをさらに備えていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の半導体装置において、
　前記絶縁膜は、前記第１の活性領域におけるチャネル領域のゲート長方向に引っ張り応
力を生じさせる応力絶縁膜であり、
　前記絶縁膜は、前記第１のサイドウォールの表面に接して形成されていることを特徴と
する半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のうちいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１のＭＩＳトランジスタは、ｎ型ＭＩＳトランジスタであり、
　前記第２のＭＩＳトランジスタは、ｐ型ＭＩＳトランジスタであることを特徴とする半
導体装置。
【請求項１６】
　半導体基板における第１の活性領域上に形成された第１のＭＩＳトランジスタと前記半
導体基板における第２の活性領域上に形成された第２のＭＩＳトランジスタとを有する半
導体装置の製造方法であって、
　前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域の上に、高誘電率膜を形成する工程（ａ）
と、
　前記高誘電率膜における前記第２の活性領域の上に位置する第１の部分の上に、第１の
調整用金属膜を形成する工程（ｂ）と、
　前記工程（ｂ）の後に、前記高誘電率膜における前記第１の活性領域の上に位置する第
２の部分に、第１の窒素を導入する工程（ｃ）と、
　前記工程（ｃ）の後に、前記高誘電率膜における前記第２の部分の上及び前記第１の調
整用金属膜の上に、ゲート電極形成膜を形成する工程（ｄ）と、
　前記ゲート電極形成膜、前記第１の調整用金属膜及び前記高誘電率膜を順次パターニン
グすることにより、前記第１の活性領域の上に、前記高誘電率膜における前記第２の部分
からなる第１の高誘電率膜を有する第１のゲート絶縁膜、及び前記ゲート電極形成膜から
なる第１のゲート電極を順次形成すると共に、前記第２の活性領域の上に、前記高誘電率
膜における前記第１の部分からなる第２の高誘電率膜と前記第１の調整用金属膜とを有す
る第２のゲート絶縁膜、及び前記ゲート電極形成膜からなる第２のゲート電極を順次形成
する工程（ｅ）と、
　前記工程（ｅ）の後に、前記第２のゲート絶縁膜における前記第２の高誘電率膜に、前
記第１の調整用金属膜に含まれる第１の調整用金属を拡散させる工程（ｆ）とを備え、
　前記第１の高誘電率膜は、前記第１の調整用金属を含まず前記第１の窒素を含み、
　前記第２の高誘電率膜は、前記第１の調整用金属を含み、
　前記第１の高誘電率膜は、前記第２の高誘電率膜よりも窒素濃度が高く、
　前記工程（ｆ）では、前記第２の高誘電率膜中における前記第１の調整用金属の濃度が
、上面から下面に向かって低くなるように前記第１の調整用金属を拡散させることを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ｂ）よりも後で、且つ前記工程（ｃ）よりも前に、前記高誘電率膜における
前記第２の部分に、第２の調整用金属を拡散させる工程（ｇ）をさらに備え、
　前記第１の高誘電率膜は前記第２の調整用金属を含む一方、前記第２の高誘電率膜は前
記第２の調整用金属を含まないことを特徴とする半導体装置の製造方法。
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【請求項１８】
　請求項１６に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ａ）よりも後で、且つ前記工程（ｂ）よりも前に、前記高誘電率膜における
前記第２の部分に、第２の窒素を導入する工程（ｈ）をさらに備え、
　前記第１の高誘電率膜は、前記第１の窒素及び前記第２の窒素を含むことを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１６～１８のうちいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ａ）よりも前に、前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域の上に、下地
膜を形成する工程（ｉ）をさらに備え、
　前記工程（ａ）は、前記下地膜の上に、前記高誘電率膜を形成する工程であり、
　前記工程（ｅ）は、前記ゲート電極形成膜、前記第１の調整用金属膜、前記高誘電率膜
及び前記下地膜を順次パターニングすることにより、前記第１の活性領域の上に、前記下
地膜からなる第１の下地膜と前記第１の高誘電率膜とを有する前記第１のゲート絶縁膜、
及び前記第１のゲート電極を順次形成すると共に、前記第２の活性領域の上に、前記下地
膜からなる第２の下地膜と前記第２の高誘電率膜と前記第１の調整用金属膜とを有する前
記第２のゲート絶縁膜、及び前記第２のゲート電極を順次形成する工程であることを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　請求項１６～１８のうちいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ｄ）は、前記高誘電率膜における前記第２の部分の上及び前記第１の調整用
金属膜の上に、金属膜を形成する工程（ｄ１）と、前記金属膜の上に、シリコン膜を形成
し、前記金属膜と前記シリコン膜とを有する前記ゲート電極形成膜を形成する工程（ｄ２
）とを含み、
　前記工程（ｅ）は、前記シリコン膜、前記金属膜、前記第１の調整用金属膜及び前記高
誘電率膜を順次パターニングすることにより、前記第１の活性領域の上に、前記第１のゲ
ート絶縁膜、及び前記金属膜からなる第１の金属膜と前記シリコン膜からなる第１のシリ
コン膜とを有する前記第１のゲート電極を順次形成すると共に、前記第２の活性領域の上
に、前記第２のゲート絶縁膜、及び前記金属膜からなる第２の金属膜と前記シリコン膜か
らなる第２のシリコン膜とを有する前記第２のゲート電極を順次形成する工程であること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
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