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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置の製造方法であって、
（ａ）　基板上に平面状半導体層を形成し、平面状半導体層上に柱状の第１導電型半導体
層を形成する工程と、
（ｂ）　柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に第２導電型半導体層を形成
する工程と、
（ｃ）　柱状の第１導電型半導体層の周囲にゲート絶縁膜および金属からなるゲート電極
を形成する工程と、
（ｄ）　ゲートの上部且つ柱状の第１導電型半導体層の上部側壁に、絶縁膜をサイドウォ
ール状にゲート電極上部と接触するように形成する工程と、
（ｅ）　ゲートの側壁に絶縁膜をサイドウォール状に形成する工程と、
（ｆ）　柱状の第１導電型半導体層の上部に第２導電型半導体層を形成する工程と、
（ｇ）　柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体
層に金属と半導体の化合物を形成する工程と、
（ｈ）　柱状の第１導電型半導体層の上部に形成した第２導電型半導体層に金属と半導体
の化合物を形成する工程と、
（ｉ）　柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体
層上にコンタクトを形成する工程と、
（ｊ）　柱状の第１導電型半導体層の上部に形成した第２導電型半導体層上にコンタクト
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を形成する工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　柱状の第１導電型半導体層の中心から平面状半導体層の端までの長さは、
　柱状の第１導電型半導体層の中心から側壁までの長さと、
　ゲート絶縁膜の厚さと、
　ゲート電極の厚さと、
　ゲートの側壁にサイドウォール状に形成した絶縁膜の厚さと、
　の和より大きい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。
【請求項３】
　平面状半導体層は平面状シリコン層であり、第１導電型半導体層は第１導電型シリコン
層であり、第２導電型半導体層は第２導電型シリコン層である請求項１に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項４】
　平面状半導体層は平面状シリコン層であり、第１導電型半導体層はｐ型シリコン層また
は、ノンドープのシリコン層であり、第２導電型半導体層はｎ型シリコン層である請求項
３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　平面状半導体層は平面状シリコン層であり、第１導電型半導体層はｎ型シリコン層また
は、ノンドープのシリコン層であり、第２導電型半導体層はｐ型シリコン層である請求項
３に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記工程（ａ）は、
　基板上に、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層を形
成し、そして、シリコン層上にパット酸化膜を成膜する工程と、
　パット酸化膜越しに、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリ
コン層にしきい値調整用の不純物注入を行い、不純物の活性化及び拡散のためにアニール
を行い、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層の不純物
分布を均一化する工程と、
　柱状の第１導電型シリコン層を形成時にマスクとして用いるシリコン窒化膜を成膜する
工程と、
　を含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記工程（ａ）は、
　基板上に、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層を形
成し、そして、シリコン層上にパット酸化膜を成膜する工程と、
　柱状の第１導電型シリコン層を形成時にマスクとして用いるシリコン窒化膜を成膜する
工程と、
　シリコン窒化膜上にシリコン酸化膜を形成する工程と、
　シリコン酸化膜上にレジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状の
第１導電型シリコン層を反転したパターンを形成し、柱状の第１導電型シリコン層の形成
箇所にシリコン酸化膜を貫通するホールを形成する工程と、
　アモルファスシリコンあるいはポリシリコンをシリコン酸化膜に形成されたホールを埋
め込むように成膜する工程と、
　化学機械研磨によりシリコン酸化膜のアモルファスシリコンあるいはポリシリコンを研
磨して一部を除去する工程と、
　エッチングにより、シリコン酸化膜を除去することにより、第２のハードマスクである
アモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクを形成する工程と、
　アモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクを犠牲酸化して、アモルファスシリ
コンあるいはポリシリコンマスクの寸法を縮小する工程と、
　アモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクをエッチングしての表面のシリコン
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酸化膜を除去する工程と、
を含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記工程（ａ）は、
　基板上に、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層を形
成し、そして、シリコン層上にパット酸化膜を成膜する工程と、
　柱状の第１導電型シリコン層を形成時に第１のハードマスクとして用いるシリコン窒化
膜を成膜する工程と、
　シリコン窒化膜上にシリコン酸化膜を形成する工程と、
　シリコン酸化膜上にレジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状の
第１導電型シリコン層を反転したパターンを形成し、柱状の第１導電型シリコン層の形成
箇所にシリコン酸化膜を貫通するホールを形成する工程と、
　酸化膜を堆積し、エッチバックを行うことで、前記シリコン酸化膜を貫通するホールの
径を小さくする工程と、
　アモルファスシリコンあるいはポリシリコンをシリコン酸化膜に形成されたホールを埋
め込むように成膜する工程と、
　化学機械研磨によりシリコン酸化膜のアモルファスシリコンあるいはポリシリコンを研
磨して一部を除去する工程と、
　エッチングにより、シリコン酸化膜を除去することにより、第２のハードマスクである
アモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクを形成する工程と、
を含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記工程（ａ）は、
　第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクをマスク
として、ドライエッチングによりシリコン窒化膜及びパット酸化膜をエッチングし、第１
のハードマスクであるシリコン窒化膜マスクを形成する工程と、
　第１のハードマスク及び第２のハードマスクをマスクとして、柱状の第１導電型シリコ
ン層をドライエッチングにより形成する工程と、
を含み、
　第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクが全てエ
ッチングされ、ドライエッチング装置において検出することが可能なプラズマ発光強度が
変化し、このプラズマ発光強度の変化を検出することにより、ドライエッチングの終点検
出を行い、柱状の第１導電型シリコン層の高さを制御することを特徴とする請求項３に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクの厚さは
、柱状の第１導電型シリコン層の高さより小さいことを特徴とする請求項９に記載の半導
体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記工程（ｂ）は、
　チャネル部となる柱状の第１導電型シリコン層の側壁の凹凸の緩和、ドライエッチング
中に打ち込まれたシリコン表面の除去、及び／又は、次工程のドライエッチング時に生じ
る汚染から柱状の第１導電型シリコン層を保護するため、形成された柱状の第１導電型シ
リコン層を犠牲酸化する工程と、
　平面上シリコン層にレジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状の
第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン層のパタ
ーンを形成する工程と、
　平面状シリコン層をドライエッチングし、柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状
シリコン層を形成し、レジストを除去する工程と、
　を含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
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【請求項１２】
　前記工程（ｂ）は、第１導電型シリコン層犠牲酸化時に形成された犠牲酸化膜をスルー
酸化膜として平面状シリコン層表面に第２導電型の不純物を導入し、柱状の第１導電型シ
リコン層の下部の平面状シリコン層に第２導電型シリコン層を形成する工程を含むことを
特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　柱状の第１導電型シリコン層の柱径は、第１のハードマスクであるシリコン窒化膜マス
クの柱径より小さいことを特徴とする請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン
層形成に用いる不純物注入の注入角は、０度～６度であることを特徴とする請求項３に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　柱状の第１導電型半導体層の上部に不純物を注入せず、柱状の第１導電型シリコン層の
下部の平面状シリコン層に第２導電型シリコン層を形成することを特徴とする請求項１乃
至１４のうちいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記工程（ｃ）は、
　平面状シリコン層に形成されたシリコン窒化膜マスクを用いて柱状の第１導電型シリコ
ン層のシリコン表面の酸化を行う工程と、後に行われるドライエッチングを用いて高誘電
率のゲート絶縁膜を除去できるように、シリコン窒化膜マスクの柱径が柱状の第１導電型
シリコン層の柱径より小さくなるようにシリコン窒化膜マスクのエッチングを行う工程を
含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記工程（ｃ）は、
　シリコン窒化膜マスクを用いて柱状の第１導電型半導体層から犠牲酸化膜をエッチング
で除去し、そして第２導電型半導体層を有する平面状半導体層に形成された犠牲酸化膜を
エッチングで除去し、高誘電率のゲート絶縁膜を形成し、ゲート電極として金属を、柱状
の第１導電型シリコン層を埋め込むように成膜する工程と、
　化学機械研磨により金属を研磨し、ゲート電極の上面を平坦化する工程と、
を含み、
　化学機械研磨において、第１のハードマスクであるシリコン窒化膜を化学機械研磨のス
トッパーとして使用することにより、再現性よく化学機械研磨の研磨量を抑制することを
特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記工程（ｃ）は、
　ゲート電極である金属をエッチバックすることにより、所望のゲート長を持つゲート電
極を形成する工程と、
　ゲート電極である金属および柱状の第１導電型シリコン層の表面にシリコン酸化膜を成
膜する工程と、
を含み、
　このシリコン酸化膜により、金属が覆われることにより後工程においてメタル汚染を考
慮することなく処理でき、また、ウェット処理またはドライ処理からゲート上面が保護さ
れ、ゲート長の変動やゲート上面からのゲート絶縁膜へのダメージを抑制することができ
ることを特徴とする請求項１７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記工程（ｃ）は、
　所望のゲート電極の膜厚とゲート絶縁膜の膜厚の和からシリコン酸化膜の膜厚を減じた
膜厚のシリコン窒化膜をシリコン酸化膜上に成膜する工程と、
　シリコン窒化膜とシリコン酸化膜をエッチバックすることによりシリコン酸化膜サイド
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ウォールとシリコン窒化膜サイドウォールを形成する工程と、
を含み、
　シリコン窒化膜サイドウォールの膜厚とシリコン酸化膜サイドウォールの膜厚の和が金
属からなるゲート電極の膜厚とゲート絶縁膜の膜厚の和となるため、シリコン窒化膜の成
膜膜厚及びエッチバック条件を調整することによって、所望の膜厚のゲート電極を形成す
ることができ、
　反射防止膜層（ＢＡＲＣ層）及びレジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジスト
によりゲート配線パターンを形成し、
　レジストをマスクとして、反射防止膜層（ＢＡＲＣ層）、シリコン酸化膜及びゲート電
極である金属をエッチングして、ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、
　柱状の第１導電型シリコン層上部のシリコン窒化膜及びシリコン酸化膜サイドウォール
とシリコン窒化膜サイドウォールをドライエッチングもしくはウェットエッチングにより
除去する工程と、を含み、
　前記工程（ｄ）及び（ｃ）は、
　柱状の第１導電型シリコン層の上部のシリコン窒化膜マスク、シリコン窒化膜サイドウ
ォール及びシリコン酸化膜サイドウォールをドライエッチング又はウェットエッチングに
より除去し、
　シリコン酸化膜とシリコン窒化膜を成膜し、シリコン窒化膜をエッチバックし、シリコ
ン酸化膜をエッチングし、柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成
した第２導電型シリコン層及び柱状の第１導電型シリコン層の上部を露出し、ゲート電極
の上部且つ柱状の第１導電型シリコン層の上部側壁に、シリコン酸化膜サイドウォールと
シリコン窒化膜サイドウォールを形成し、ゲート電極の側壁にシリコン酸化膜サイドウォ
ールとシリコン窒化膜サイドウォール、すなわち絶縁膜サイドウォールを形成する工程と
、を含み、
　前記工程（ｆ）は、
　柱状の第１導電型シリコン層の上部に第２導電型の不純物を導入し、柱状の第１導電型
シリコン層の上部に第２導電型シリコン層を形成する工程を含み、
　前記工程（ｇ）及び（ｈ）は、
　柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層の部分に形成された第２導電型
シリコン層の上部表面、及び、柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成された第２導電
型シリコン層の上部表面に金属膜をスパッタし、熱処理を加えることで、未反応の金属膜
を除去することによって柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成し
た第２導電型シリコン層と、柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シ
リコン層上に金属と半導体の化合物を形成する工程と、
を含み、
　シリコン酸化膜サイドウォールとシリコン窒化膜サイドウォールによりゲート電極と柱
状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層及
び柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シリコン層が分離されるため
、金属と半導体の化合物によるゲート電極と柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状
シリコン層に形成した第２導電型シリコン層及び柱状の第１導電型シリコン層の上部に形
成した第２導電型シリコン層の短絡を防止できることを特徴とし、
　柱状の第１導電型シリコン層上部の側壁をシリコン窒化膜で覆うことにより、柱状の第
１導電型シリコン層の側壁からの金属と半導体の化合物化を制御することを特徴とする請
求項１８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記工程（ｉ）及び（ｊ）は、
　コンタクトストッパーを成膜する工程と、
　層間膜としてシリコン酸化膜を成膜後、化学機械研磨により平坦化する工程と、
　柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン
層上、ゲート電極から延びるゲート配線上、柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成し
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た第２導電型シリコン層上に、エッチングによりコンタクト孔を形成する工程と、
を含む請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
　前記コンタクト孔を形成する工程には、
　柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成された第２導電型シリコン層の上部のコンタ
クト孔及びゲート配線上のコンタクト孔の層間膜をエッチングした後、柱状シリコン層下
部の平面状シリコン層に形成された第２導電型シリコン層のコンタクト孔の層間膜をエッ
チングする工程を行い、
　その後、柱状の第１導電型シリコン層上部に形成された第２導電型シリコン層上部のコ
ンタクト孔と、ゲート配線上のコンタクト孔と、柱状の第１導電型シリコン層下部の平面
状シリコン層に形成された第２導電型シリコン層のコンタクト孔のそれぞれに対応するコ
ンタクトストッパーをエッチングすることが含まれることを特徴とする請求項２０に記載
の半導体装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記コンタクト孔を形成する工程には、柱状の第１導電型シリコン層下部の平面状シリ
コン層上に形成され第２導電型シリコン層のコンタクト孔の層間膜をエッチングする工程
の後に、柱状の第１導電型シリコン層上部に形成された第２導電型シリコン層上部のコン
タクト孔とゲート配線上のコンタクト孔の層間膜をエッチングする工程を行い、その後、
柱状の第１導電型シリコン層下部の平面状シリコン層に形成された第２導電型シリコン層
上部のコンタクト孔と、ゲート配線上のコンタクト孔と柱状の第１導電型シリコン層下部
の平面状シリコン層に形成された第２導電型シリコン層上のコンタクト孔のそれぞれに対
応するコンタクトストッパーをエッチングすることが含まれることを特徴とする請求項２
０に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２３】
　前記コンタクト孔を形成する工程には、柱状の第１導電型シリコン層上部に形成された
第２導電型シリコン層の上部のコンタクト孔の層間膜をエッチングした後、ゲート配線上
のコンタクト孔と、柱状の第１導電型シリコン層下部の平面状シリコン層に形成された第
２導電型シリコン層のコンタクト孔の層間膜エッチング工程を行い、その後、柱状の第１
導電型シリコン層上部に形成された第２導電型シリコン層上部のコンタクト孔と、ゲート
配線上のコンタクト孔と、柱状の第１導電型シリコン層下部の平面状シリコン層に形成さ
れた第２導電型シリコン層のコンタクト孔にそれぞれ対応するコンタクトストッパーをエ
ッチングする工程がふくまれることを特徴とする請求項２０に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項２４】
　前記コンタクト孔を形成する工程には、ゲート配線上のコンタクト孔と、柱状の第１導
電型シリコン層下部の平面状シリコン層に形成された第２導電型シリコン層のコンタクト
孔との層間膜エッチング工程の後、柱状の第１導電型シリコン層上部に形成された第２導
電型シリコン層上部のコンタクト孔の層間膜エッチング工程を行い、その後、柱状の第１
導電型シリコン層上部に形成された第２導電型シリコン層上部のコンタクト孔と、ゲート
配線上のコンタクト孔と、柱状の第１導電型シリコン層下部の平面状シリコン層に形成さ
れた第２導電型シリコン層のコンタクト孔のそれぞれに対応するコンタクトストッパーを
エッチングすることが含まれることを特徴とする請求項２０に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項２５】
　半導体装置であって、
　基板の上に形成され、第２導電型半導体層が形成された平面状半導体層であって、該第
２導電型半導体層に金属と半導体との化合物が形成された平面状半導体層と、
　該平面状半導体層の上に形成され、上部に第２導電型半導体層が形成された柱状の第１
導電型半導体層であって、該第２導電型半導体層に金属と半導体との化合物が形成された
柱状の第１導電型半導体層と、
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　該柱状の第１導電型半導体層の周囲にサイドウォール状に形成されたゲート絶縁膜と、
　該ゲート絶縁膜を囲む金属からなるゲート電極と、
　柱状の第１導電型半導体層の周囲にサイドウォール状に形成された前記ゲート絶縁膜の
上部に形成され、その下部が前記ゲート電極の上部と接触しているサイドウォール状に形
成された絶縁膜と、
　前記ゲート電極の側壁にサイドウォール状に形成された絶縁膜と、
を具備することを特徴とする半導体装置。
【請求項２６】
　前記柱状の第１導電型半導体層の中心から前記平面状半導体層の端までの長さが、
　前記柱状の第１導電型半導体層の中心から側壁までの長さと、
　前記ゲート絶縁膜の厚さと、
　前記ゲート電極の厚さと、
　前記ゲート電極の側壁にサイドウォール状に形成された前記絶縁膜の厚さと、
の和より大きい、請求項２５に記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、半導体装置とその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
半導体集積回路、なかでもＭＯＳトランジスタを用いた集積回路は、高集積化の一途を辿
っている。この高集積化に伴って、その中で用いられているＭＯＳトランジスタはナノ領
域まで微細化が進んでいる。ＭＯＳトランジスタの微細化が進むと、リーク電流の抑制が
困難であり、必要な電流量確保の要請から回路の占有面積をなかなか小さくできない、と
いった問題があった。この様な問題を解決するために、基板に対してソース、ゲート、ド
レインが垂直方向に配置され、ゲートが柱状半導体層を取り囲む構造のＳｕｒｒｏｕｎｄ
ｉｎｇ Ｇａｔｅ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（ＳＧＴ）が提案された（例えば、特許文献１、
特許文献２、特許文献３）。
【０００３】
ＳＧＴは、柱状半導体の側面を取り囲むようにチャネル領域を設けるため、大きいゲート
幅を小さい占有面積内に実現する。すなわち、小さい占有面積に大きなオン電流を流すこ
とが求められる。大きなオン電流が流れるため、ソース、ドレイン、ゲートの抵抗が高い
と、ソース、ドレイン、ゲートに所望の電圧を印加することが難しくなる。そのため、ソ
ース、ドレイン、ゲートの低抵抗化のための設計を含むＳＧＴの製造方法が必要となる。
また、大きなオン電流が流れるため、コンタクトの低抵抗化が必要となる。
【０００４】
従来のＭＯＳトランジスタにおいて、ゲートは、ゲート材を堆積し、リソグラフィにより
ゲートパターンを基板上のレジストに転写しゲート材をエッチングすることにより、形成
される。すなわち、従来のＭＯＳトランジスタにおいて、ゲート長はゲートパターンによ
り設計される。
ＳＧＴは、柱状半導体の側面がチャネル領域であるため、基板に対して垂直に、電流が流
れる。すなわち、ＳＧＴにおいて、ゲート長は、ゲートパターンにより設計されず、製造
方法により設計されるため、製造方法によりゲート長とゲート長のばらつきが決定される
。
【０００５】
ＳＧＴにおいて、微細化に伴って発生するリーク電流の増大を抑えるために、柱状半導体
の直径を小さくすることが求められる。また、ソース、ドレインの最適化を行うことによ
りショートチャネル効果を抑制しリーク電流を抑えることができる製造方法が必要となる
。
【０００６】
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ＳＧＴは従来のＭＯＳトランジスタと同じように製造コストを下げる必要がある。そのた
めに、製造工程数を少なくすることが求められる。
【０００７】
ゲート電極にポリシリコンではなくメタルを用いることにより、空乏化を抑制できかつ、
ゲート電極を低抵抗化できる。しかし、メタルゲートを形成した後工程は常にメタルゲー
トによるメタル汚染を考慮した製造工程にする必要がある。
【０００８】
【特許文献１】特開平２－７１５５６
【特許文献２】特開平２－１８８９６６
【特許文献３】特開平３－１４５７６１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
そこで、ゲート電極にメタルを用い、メタル汚染を考慮した製造工程を含み、
ソース、ドレイン、ゲートの低抵抗化のための構造と所望のゲート長、ソース、ドレイン
形状と柱状半導体の直径が得られるＳＧＴの製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明の１態様では、
半導体装置の製造方法であって、基板上に形成された酸化膜上に、平面状半導体層が形成
され、平面状半導体層上に柱状の第１導電型半導体層を形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に第２導電型半導体層を形成する工程
と、
柱状の第１導電型半導体層の周囲にゲート絶縁膜および金属からなるゲート電極を形成す
る工程と、
ゲートの上部且つ柱状の第１導電型半導体層の上部側壁に、絶縁膜をサイドウォール状に
形成する工程と、
ゲートの側壁に絶縁膜をサイドウォール状に形成する工程と
柱状の第１導電型半導体層の上部に第２導電型半導体層を形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体層に金属
と半導体の化合物を形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の上部に形成した第２導電型半導体層に金属と半導体の化合物
を形成する工程と、
ゲートに金属と半導体の化合物を形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体層上にコ
ンタクトを形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の上部に形成した第２導電型半導体層上にコンタクトを形成す
る工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法である。
【００１１】
また、本発明の好ましい態様では、
前記柱状の第１導電型半導体層のうち少なくとも一つは、
柱状の第１導電型半導体層の中心から平面状半導体層の端までの長さは、
柱状の第１導電型半導体層の中心から側壁までの長さと、
ゲート絶縁膜の厚さと、
ゲート電極の厚さと、
ゲートの側壁にサイドウォール状に形成した絶縁膜の厚さと、
の和より大きいことを特徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００１２】
また、本発明の好ましい態様では、
平面状半導体層は平面状シリコン層であり、第１導電型半導体層は第１導電型シリコン層
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であり、第２導電型半導体層は第２導電型シリコン層である前記半導体装置の製造方法で
ある。
【００１３】
また、本発明の好ましい態様では、
平面状半導体層は平面状シリコン層であり、第１導電型半導体層はｐ型シリコン層または
、ノンドープのシリコン層であり、第２導電型半導体層はｎ型シリコン層である前記半導
体装置の製造方法である。
【００１４】
また、本発明の好ましい態様では、
平面状半導体層は平面状シリコン層であり、第１導電型半導体層はｎ型シリコン層または
、ノンドープのシリコン層であり、第２導電型半導体層はｐ型シリコン層である前記半導
体装置の製造方法である。
【００１５】
また、本発明の好ましい態様では、
基板上に形成された酸化膜上に、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成
するシリコン層が形成され、
柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層上に、パット酸化
膜を成膜する工程と、
パット酸化膜越しに、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコ
ン層にしきい値調整用の不純物注入を行い、不純物の活性化及び拡散のためにアニールを
行い、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層の不純物分
布を均一化する工程と、
柱状の第１導電型シリコン層を形成時にマスクとして用いるシリコン窒化膜を成膜する工
程を含むことを特徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００１６】
また、本発明の好ましい態様では、
基板上に形成された酸化膜上に、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成
するシリコン層が形成され、
柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層上に、パット酸化
膜を成膜する工程と
柱状の第１導電型シリコン層を形成時にマスクとして用いるシリコン窒化膜を成膜する工
程と、
シリコン窒化膜上にシリコン酸化膜を形成する工程と、
レジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状の第１導電型シリコン層
を反転したパターンを形成し、柱状の第１導電型シリコン層の形成箇所にシリコン酸化膜
を貫通するホールを形成する工程と、
アモルファスシリコンあるいはポリシリコンをシリコン酸化膜に形成されたホールを埋め
込むように成膜する工程と、
化学機械研磨によりシリコン酸化膜のアモルファスシリコンあるいはポリシリコンを研磨
して除去する工程と、
エッチングにより、シリコン酸化膜を除去することにより、
第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクを形成する
工程と、
アモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクを犠牲酸化して、アモルファスシリコ
ンあるいはポリシリコンマスクの寸法を縮小する工程と、
アモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスク表面のシリコン酸化膜をエッチングに
より除去する工程と、
を含むことを特徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００１７】
また、本発明の好ましい態様では、
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基板上に形成された酸化膜上に、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成
するシリコン層が形成され、
柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層上に、パット酸化
膜を成膜する工程と
柱状の第１導電型シリコン層を形成時にマスクとして用いるシリコン窒化膜を成膜する工
程と、
シリコン窒化膜上にシリコン酸化膜を形成する工程と、
レジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状の第１導電型シリコン層
を反転したパターンを形成し、柱状の第１導電型シリコン層の形成箇所にシリコン酸化膜
を貫通するホールを形成する工程と、
酸化膜を堆積し、エッチバックを行うことで、前記シリコン酸化膜を貫通するホールの径
を小さくする工程と、
を含むことを特徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００１８】
また、本発明の好ましい態様では、
第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクをマスクと
して、ドライエッチングによりシリコン窒化膜及びパット酸化膜をエッチングし、第１の
ハードマスクであるシリコン窒化膜マスクを形成する工程と、
第１のハードマスク及び第２のハードマスクをマスクとして、柱状の第１導電型シリコン
層をドライエッチングにより形成する工程と、
を含み、
第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクが全てエッ
チングされ、ドライエッチング装置において検出することが可能なプラズマ発光強度が変
化し、このプラズマ発光強度の変化を検出することにより、ドライエッチングの終点検出
を行い、柱状の第１導電型シリコン層の高さを制御することを特徴とする前記半導体装置
の製造方法である。
【００１９】
また、本発明の好ましい態様では、
第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクの厚さは、
柱状の第１導電型シリコン層の高さより小さいことを特徴とする前記半導体装置の製造方
法である。
【００２０】
また、本発明の好ましい態様では、
チャネル部となる柱状の代導電型シリコン層の側壁の凹凸の緩和や、ドライエッチング中
にカーボンなどが打ち込まれたシリコン表面の除去と、次工程のドライエッチング時に生
じる副生成物等の汚染から柱状の第１導電型シリコン層を保護するため、形成された柱状
の第１導電型シリコン層を犠牲酸化する工程と、
レジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状の第１導電型シリコン層
の下部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン層のパターンを形成する工程と
、
平面状シリコン層をドライエッチングし、柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シ
リコン層を形成し、レジストを除去する工程を含むことを特徴とする前記半導体装置の製
造方法である。
【００２１】
また、本発明の好ましい態様では、
第１導電型シリコン層犠牲酸化時に形成された犠牲酸化膜をスルー酸化膜として不純物注
入等により平面状シリコン層表面に第２導電型の不純物を導入し、柱状の第１導電型シリ
コン層の下部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン層を形成することを特徴
とする前記半導体装置の製造方法である。
【００２２】
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また、本発明の好ましい態様では、
柱状の第１導電型シリコン層の柱径は、
第１のハードマスクであるシリコン窒化膜マスクの柱径より小さいことを特徴とする前記
半導体装置の製造方法である。
【００２３】
また、本発明の好ましい態様では、
柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン層
形成に用いる不純物注入の注入角は、０度～６度であることを特徴とする前記半導体装置
の製造方法である。
【００２４】
また、本発明の好ましい態様では、
柱状の第１導電型半導体層の上部に不純物を注入せず、柱状の第１導電型シリコン層の下
部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン層を形成することを特徴とする前記
半導体装置の製造方法である。
【００２５】
また、本発明の好ましい態様では、
シリコン表面の酸化を行い、シリコン窒化膜マスクのエッチングを行い、
シリコン窒化膜マスクの柱径を、柱状の第１導電型シリコン層の柱径より小さくする工程
を含み、
後に行われるドライエッチングを用いて高誘電率のゲート絶縁膜を除去することを特徴と
する前記半導体装置の製造方法である。
【００２６】
また、本発明の好ましい態様では、
犠牲酸化膜をエッチングで除去し、ハフニウムオキサイドなどの高誘電率のゲート絶縁膜
を形成し、ゲート電極として金属を、柱状の第１導電型シリコン層を埋め込むように成膜
する工程と、
化学機械研磨により金属を研磨し、ゲート電極の上面を平坦化する工程と、
を含み、
化学機械研磨において、第１のハードマスクであるシリコン窒化膜を化学機械研磨のスト
ッパーとして使用することにより、再現性よく化学機械研磨の研磨量を抑制することを特
徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００２７】
また、本発明の好ましい態様では、
ゲート電極である金属をエッチバックすることにより、所望のゲート長を持つゲート電極
を形成する工程と、
ゲート電極である金属および柱状の第１導電型シリコン層の表面にシリコン酸化膜を成膜
する工程と、
を含み、
このシリコン酸化膜により、金属が覆われることにより後工程においてメタル汚染を考慮
することなく処理でき、また、ウェット処理またはドライ処理からゲート上面が保護され
、ゲート長の変動やゲート上面からのゲート絶縁膜へのダメージを抑制することができる
ことを特徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００２８】
また、本発明の好ましい態様では、
所望のゲート電極の膜厚とゲート絶縁膜の膜厚の和からシリコン酸化膜の膜厚を減じた膜
厚のシリコン窒化膜を成膜する工程と、
シリコン窒化膜とシリコン酸化膜をエッチバックすることによりシリコン酸化膜サイドウ
ォールとシリコン窒化膜サイドウォールを形成する工程と
を含み、
シリコン窒化膜サイドウォールの膜厚とシリコン酸化膜サイドウォールの膜厚の和が金属
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からなるゲート電極の膜厚とゲート絶縁膜の膜厚の和となるため、シリコン窒化膜の成膜
膜厚及びエッチバック条件を調整することによって、所望の膜厚のゲート電極を形成する
ことができることを特徴とし、
反射防止膜層（ＢＡＲＣ層）及びレジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストに
よりゲート配線パターンを形成し、
レジストをマスクとして、反射防止膜層（ＢＡＲＣ層）、シリコン酸化膜及びゲート電極
である金属をエッチングして、ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、
柱状の第１導電型シリコン層上部のシリコン窒化膜及びシリコン酸化膜サイドウォールと
シリコン窒化膜サイドウォールをドライエッチングもしくはウェットエッチングにより除
去する工程と、
シリコン酸化膜とシリコン窒化膜を成膜し、
シリコン窒化膜をエッチバックし、シリコン酸化膜をエッチングし、柱状の第１導電型シ
リコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層及び柱状の第１導電
型シリコン層の上部を露出し、
ゲート電極の上部且つ柱状の第１導電型シリコン層の上部側壁に、シリコン酸化膜サイド
ウォールとシリコン窒化膜サイドウォールを形成し、ゲート電極の側壁にシリコン酸化膜
サイドウォールとシリコン窒化膜サイドウォール、すなわち絶縁膜サイドウォールを形成
する工程と、
不純物注入等により柱状の第１導電型シリコン層の上部に第２導電型の不純物を導入し、
柱状の第１導電型シリコン層の上部に第２導電型シリコン層を形成する工程と、
ニッケル（Ｎｉ）もしくはコバルト（Ｃｏ）等の金属膜をスパッタし、熱処理を加えるこ
とで、
柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層
と、
柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シリコン層の表面を金属と半導
体の化合物化し、未反応の金属膜を除去することによって
柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層
と、柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シリコン層上に金属と半導
体の化合物を形成する工程と、
を含み、
シリコン酸化膜サイドウォールとシリコン窒化膜サイドウォールにより
ゲート電極と
柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層
及び柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シリコン層が分離されるた
め、
金属と半導体の化合物によるゲート電極と柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シ
リコン層に形成した第２導電型シリコン層及び柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成
した第２導電型シリコン層の短絡を防止できることを特徴とし、
柱状の第１導電型シリコン層上部の側壁をシリコン窒化膜で覆うことにより、柱状の第１
導電型シリコン層の側壁からの金属と半導体の化合物化を制御することを特徴とする前記
半導体装置の製造方法である。
【００２９】
また、本発明の好ましい態様では、
コンタクトストッパーとしてシリコン窒化膜等を成膜する工程と、
層間膜としてシリコン酸化膜を成膜後、化学機械研磨により平坦化する工程と、
柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層
上、ゲート電極上、柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シリコン層
上に、エッチングによりコンタクト孔を形成する工程と、
コンタクト孔にタンタル（Ｔａ）や窒化タンタル（ＴａＮ）や、チタン（Ｔｉ）や窒化チ
タン（ＴｉＮ）といったバリアメタルを成膜後、タングステン（Ｗ）や銅（Ｃｕ）及び銅
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を含む合金などのメタルをスパッタやめっきにより成膜して、化学機械研磨によってコン
タクトプラグを形成する工程と、
炭化ケイ素（ＳｉＣ）などの第１層配線のエッチングストッパーを成膜し、続いて第１配
線層の層間膜である低誘電率膜を成膜する工程と、
第１層配線をパターニングして、第１配線層の溝パターンを形成し、
タンタル（Ｔａ）や窒化タンタル（ＴａＮ）や、チタン（Ｔｉ）や窒化チタン（ＴｉＮ）
といったバリアメタルを成膜後、タングステン（Ｗ）や銅（Ｃｕ）及び銅を含む合金など
のメタルをスパッタやめっきにより成膜して、化学機械研磨によって第１層配線を形成す
る工程とを含む前記半導体装置の製造方法である。
【００３０】
また、本発明の好ましい態様では、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔の層間膜エッチング工
程の後、
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の層間膜エッチング工程を行い
、
その後、柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔と
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の
コンタクトストッパーをエッチングすること
を特徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００３１】
また、本発明の好ましい態様では、
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の層間膜エッチング工程の後に
、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔の層間膜エッチング工
程を行い、
その後、柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔と
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の
コンタクトストッパーをエッチングすること
を特徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００３２】
また、本発明の好ましい態様では、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔の層間膜エッチング工程の後、
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
の層間膜エッチング工程を行い、
その後、柱状シリコン層上部のコンタクト孔と
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
のコンタクトストッパーをエッチングすること
を特徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００３３】
また、本発明の好ましい態様では、
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
の層間膜エッチング工程の後、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔の層間膜エッチング工程を行い、
その後、柱状シリコン層上部のコンタクト孔と
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
のコンタクトストッパーをエッチングすること
を特徴とする前記半導体装置の製造方法である。
【００３４】
また、本発明の好ましい態様では、
半導体装置であって、
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基板の上に形成され、第２導電型半導体層が形成された平面状半導体層であって、該第２
導電型半導体層に金属と半導体との化合物が形成された平面状半導体層と、
該平面状半導体層の上に形成され、上部に第２導電型半導体層が形成された柱状の第１導
電型半導体層であって、該第２導電型半導体層に金属と半導体との化合物が形成された柱
状の第１導電型半導体層と、
該柱状の第１導電型半導体層の周囲に形成されたゲート絶縁膜と、
該ゲート絶縁膜を囲む金属からなるゲート電極と、
該ゲート電極の上部であって前記柱状の第１導電型半導体層の上部側壁に、サイドウォー
ル状に形成されるとともに、前記ゲート電極の側壁にサイドウォール状に形成された、絶
縁膜と、
を具備することを特徴とする半導体装置である。
【００３５】
また、本発明の好ましい態様では、
前記柱状の第１導電型半導体層の中心から前記平面状半導体層の端までの長さが、
前記柱状の第１導電型半導体層の中心から側壁までの長さと、
前記ゲート絶縁膜の厚さと、
前記ゲート電極の厚さと、
前記ゲート電極の側壁にサイドウォール状に形成された前記絶縁膜と、
の和より大きい、前記記載の半導体装置である。
【発明の効果】
【００３６】
本発明では、
半導体装置の製造方法であって、基板上に形成された酸化膜上に、平面状半導体層が形成
され、平面状半導体層上に柱状の第１導電型半導体層を形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に第２導電型半導体層を形成する工程
と、
柱状の第１導電型半導体層の周囲にゲート絶縁膜および金属からなるゲート電極を形成す
る工程と、
ゲートの上部且つ柱状の第１導電型半導体層の上部側壁に、絶縁膜をサイドウォール状に
形成する工程と、
ゲートの側壁に絶縁膜をサイドウォール状に形成する工程と
柱状の第１導電型半導体層の上部に第２導電型半導体層を形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体層に金属
と半導体の化合物を形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の上部に形成した第２導電型半導体層に金属と半導体の化合物
を形成する工程と、
ゲートに金属と半導体の化合物を形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体層上にコ
ンタクトを形成する工程と、
柱状の第１導電型半導体層の上部に形成した第２導電型半導体層上にコンタクトを形成す
る工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法により、
ゲート電極にメタルを用い、メタル汚染を考慮した製造工程を含み、
ソース、ドレイン、ゲートの低抵抗化のための構造と所望のゲート長、ソース、ドレイン
形状と柱状半導体の直径が得られるＳＧＴの製造方法を提供する。
【００３７】
また、本発明では、
前記柱状の第１導電型半導体層のうち少なくとも一つは、
柱状の第１導電型半導体層の中心から平面状半導体層の端までの長さは、
柱状の第１導電型半導体層の中心から側壁までの長さと、
ゲート絶縁膜の厚さと、
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ゲート電極の厚さと、
ゲートの側壁にサイドウォール状に形成した絶縁膜の厚さと、
の和より大きいことを特徴とすることにより、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体層に金属
と半導体の化合物を形成することができ、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体層を低抵
抗化することができる。
【００３８】
また、本発明では、
金属からなるゲート電極の厚さと
ゲート絶縁膜の厚さの和は、
ゲートの上部且つ柱状の第１導電型半導体層の上部側壁にサイドウォール状に形成した絶
縁膜の厚さの和
より大きいことにより、
ゲート電極に金属と半導体の化合物を形成することができ、
ゲート電極を低抵抗化することができる。
【００３９】
また、本発明では、
基板上に形成された酸化膜上に、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成
するシリコン層が形成され、
柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層上に、パット酸化
膜を成膜する工程と、
パット酸化膜越しに、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコ
ン層にしきい値調整用の不純物注入を行い、不純物の活性化及び拡散のためにアニールを
行い、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層の不純物分
布を均一化する工程と、
柱状の第１導電型シリコン層を形成時にマスクとして用いるシリコン窒化膜を成膜する工
程を含むことにより
次工程で成膜するシリコン窒化膜とシリコンとの応力を緩和するために成膜するパッド酸
化膜を不純物注入時のスルー酸化膜としても用いることで、製造工程数を削減することが
でき、製造コストを下げることができる。
【００４０】
また、本発明では、
基板上に形成された酸化膜上に、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成
するシリコン層が形成され、
柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層上に、パット酸化
膜を成膜する工程と
柱状の第１導電型シリコン層を形成時にマスクとして用いるシリコン窒化膜を成膜する工
程と、
シリコン窒化膜上にシリコン酸化膜を形成する工程と、
レジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状の第１導電型シリコン層
を反転したパターンを形成し、柱状の第１導電型シリコン層の形成箇所にシリコン酸化膜
を貫通するホールを形成する工程と、
アモルファスシリコンあるいはポリシリコンをシリコン酸化膜に形成されたホールを埋め
込むように成膜する工程と、
化学機械研磨によりシリコン酸化膜のアモルファスシリコンあるいはポリシリコンを研磨
して除去する工程と、
エッチングにより、シリコン酸化膜を除去することにより、
第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクを形成する
工程と、
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アモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクを犠牲酸化して、アモルファスシリコ
ンあるいはポリシリコンマスクの寸法を縮小する工程と
アモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスク表面のシリコン酸化膜をエッチングに
より除去する工程と
を含むことにより、
後に形成される柱状の第１導電型シリコン層の柱径を小さくできることにより、トランジ
スタのショートチャネル効果を抑制し、リーク電流を低減できる。
【００４１】
また、本発明では、
基板上に形成された酸化膜上に、柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成
するシリコン層が形成され、
柱状の第１導電型シリコン層と平面状シリコン層を形成するシリコン層上に、パット酸化
膜を成膜する工程と
柱状の第１導電型シリコン層を形成時にマスクとして用いるシリコン窒化膜を成膜する工
程と、
シリコン窒化膜上にシリコン酸化膜を形成する工程と、
レジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状の第１導電型シリコン層
を反転したパターンを形成し、柱状の第１導電型シリコン層の形成箇所にシリコン酸化膜
を貫通するホールを形成する工程と、
酸化膜を堆積し、エッチバックを行うことで、前記シリコン酸化膜を貫通するホールの径
を小さくする工程と
を含むことにより、
後に形成される柱状の第１導電型シリコン層の柱径を小さくできることにより、トランジ
スタのショートチャネル効果を抑制し、リーク電流を低減できる。
【００４２】
また、本発明では、
第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクをマスクと
して、ドライエッチングによりシリコン窒化膜及びパット酸化膜をエッチングし、第１の
ハードマスクであるシリコン窒化膜マスクを形成する工程と、
第１のハードマスク及び第２のハードマスクをマスクとして、柱状の第１導電型シリコン
層をドライエッチングにより形成する工程により、
第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクが全てエッ
チングされ、ドライエッチング装置において検出することが可能なプラズマ発光強度が変
化し、このプラズマ発光強度の変化を検出することにより、ドライエッチングの終点検出
を行い、柱状の第１導電型シリコン層の高さを制御することができる。
【００４３】
また、本発明では、
第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコンマスクの厚さは、
柱状の第１導電型シリコン層の高さより小さいことを特徴とすることにより、ドライエッ
チングの終点検出を行うことができる。
【００４４】
また、本発明では、
チャネル部となる柱状の代導電型シリコン層の側壁の凹凸の緩和や、ドライエッチング中
にカーボンなどが打ち込まれたシリコン表面の除去と、次工程のドライエッチング時に生
じる副生成物等の汚染から柱状の第１導電型シリコン層を保護するため、形成された柱状
の第１導電型シリコン層を犠牲酸化する工程と、
レジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状の第１導電型シリコン層
の下部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン層のパターンを形成する工程と
、
平面状シリコン層をドライエッチングし、柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シ
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リコン層を形成し、レジストを除去する工程を含むことにより、
犠牲酸化により形成された酸化膜を第１導電型シリコン層保護膜として使用するため、製
造工程数を削減することができ、製造コストを下げることができる。
【００４５】
また、本発明では、
第１導電型シリコン層犠牲酸化時に形成された犠牲酸化膜をスルー酸化膜として不純物注
入等により平面状シリコン層表面に第２導電型の不純物を導入し、柱状の第１導電型シリ
コン層の下部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン層を形成することにより
、
犠牲酸化により形成された酸化膜を第１導電型シリコン層保護膜として使用し、さらに不
純物注入時のスルー酸化膜として使用するため、製造工程数を削減することができ、製造
コストを下げることができる。
【００４６】
また、本発明では、
柱状の第１導電型シリコン層の柱径は、
第１のハードマスクであるシリコン窒化膜マスクの柱径より小さいことを特徴とすること
により、
注入時に第１導電型シリコン層の側壁から不純物が打ち込まれることを防ぐことができる
。
【００４７】
また、本発明では、
柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン層
形成に用いる不純物注入の注入角は、０度～６度度であることを特徴とすることにより、
注入時に柱状の第１導電型シリコン層の側壁から不純物が打ち込まれることを防ぐことが
できる。
【００４８】
また、本発明では、
柱状の第１導電型半導体層の上部に不純物を注入せず、柱状の第１導電型シリコン層の下
部の平面状シリコン層に形成する第２導電型シリコン層を形成することにより、
柱状の第１導電型シリコン層上部と、柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコ
ン層の注入条件を容易に最適化できるため、ショートチャネル効果を抑制しリーク電流を
抑制することができる。
【００４９】
また、本発明では、
シリコン表面の酸化を行い、シリコン窒化膜マスクのエッチングを行い、
シリコン窒化膜マスクの柱径を、柱状の第１導電型シリコン層の柱径より小さくする工程
を含むことにより、
後に行われるドライエッチングを用いて高誘電率のゲート絶縁膜を除去することができる
。
【００５０】
また、本発明では、
犠牲酸化膜をエッチングで除去し、ハフニウムオキサイドなどの高誘電率のゲート絶縁膜
を形成し、ゲート電極として金属を、柱状の第１導電型シリコン層を埋め込むように成膜
する工程と、
化学機械研磨により金属を研磨し、ゲート電極の上面を平坦化する工程と、を含むことに
より、
化学機械研磨において、第１のハードマスクであるシリコン窒化膜を化学機械研磨のスト
ッパーとして使用することにより、再現性よく化学機械研磨の研磨量を抑制することがで
きる。
【００５１】



(18) JP 5340180 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

また、本発明では、
ゲート電極である金属をエッチバックすることにより、所望のゲート長を持つゲート電極
を形成する工程と、
ゲート電極である金属および柱状の第１導電型シリコン層の表面にシリコン酸化膜を成膜
する工程と、
を含むことにより、
このシリコン酸化膜により、金属が覆われることにより後工程においてメタル汚染を考慮
することなく処理でき、また、ウェット処理またはドライ処理からゲート上面が保護され
、ゲート長の変動やゲート上面からのゲート絶縁膜へのダメージを抑制することができる
。
【００５２】
また、本発明では、
所望のゲート電極の膜厚とゲート絶縁膜の膜厚の和からシリコン酸化膜の膜厚を減じた膜
厚のシリコン窒化膜を成膜する工程と、
シリコン窒化膜とシリコン酸化膜をエッチバックすることによりシリコン酸化膜サイドウ
ォールとシリコン窒化膜サイドウォールを形成する工程と
を含むことにより、
シリコン窒化膜サイドウォールの膜厚とシリコン酸化膜サイドウォールの膜厚の和が金属
からなるゲート電極の膜厚とゲート絶縁膜の膜厚の和となるため、シリコン窒化膜の成膜
膜厚及びエッチバック条件を調整することによって、所望の膜厚のゲート電極を形成する
ことができ、
反射防止膜層（ＢＡＲＣ層）及びレジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストに
よりゲート配線パターンを形成し、
レジストをマスクとして、反射防止膜層（ＢＡＲＣ層）、シリコン酸化膜及びゲート電極
である金属をエッチングして、ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、
柱状の第１導電型シリコン層上部のシリコン窒化膜及びシリコン酸化膜サイドウォールと
シリコン窒化膜サイドウォールをドライエッチングもしくはウェットエッチングにより除
去する工程と、
シリコン酸化膜とシリコン窒化膜を成膜し、
シリコン窒化膜をエッチバックし、シリコン酸化膜をエッチングし、柱状の第１導電型シ
リコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層及び柱状の第１導電
型シリコン層の上部を露出し、
ゲート電極の上部且つ柱状の第１導電型シリコン層の上部側壁に、シリコン酸化膜サイド
ウォールとシリコン窒化膜サイドウォールを形成し、ゲート電極の側壁にシリコン酸化膜
サイドウォールとシリコン窒化膜サイドウォール、すなわち絶縁膜サイドウォールを形成
する工程と、
不純物注入等により柱状の第１導電型シリコン層の上部に第２導電型の不純物を導入し、
柱状の第１導電型シリコン層の上部に第２導電型シリコン層を形成する工程と、
ニッケル（Ｎｉ）もしくはコバルト（Ｃｏ）等の金属膜をスパッタし、熱処理を加えるこ
とで、
柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層
と、
柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シリコン層の表面を金属と半導
体の化合物化し、未反応の金属膜を除去することによって
柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層
と、柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シリコン層上に金属と半導
体の化合物を形成する工程と、
を含むことにより、
シリコン酸化膜サイドウォールとシリコン窒化膜サイドウォールにより
ゲート電極と
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柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層
及び柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シリコン層が分離されるた
め、
金属によるゲート電極と柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成し
た第２導電型シリコン層及び柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シ
リコン層の短絡を防止でき、
柱状の第１導電型シリコン層上部の側壁をシリコン窒化膜で覆うことにより、柱状の第１
導電型シリコン層の側壁からの金属と半導体の化合物化を制御することができる。
【００５３】
また、本発明では、
コンタクトストッパーとしてシリコン窒化膜等を成膜する工程と、
層間膜としてシリコン酸化膜を成膜後、化学機械研磨により平坦化する工程と、
柱状の第１導電型シリコン層の下部の平面状シリコン層に形成した第２導電型シリコン層
上、ゲート電極上、柱状の第１導電型シリコン層の上部に形成した第２導電型シリコン層
上に、エッチングによりコンタクト孔を形成する工程と、
コンタクト孔にタンタル（Ｔａ）や窒化タンタル（ＴａＮ）や、チタン（Ｔｉ）や窒化チ
タン（ＴｉＮ）といったバリアメタルを成膜後、タングステン（Ｗ）や銅（Ｃｕ）及び銅
を含む合金などのメタルをスパッタやめっきにより成膜して、化学機械研磨によってコン
タクトプラグを形成する工程と、
炭化ケイ素（ＳｉＣ）などの第１層配線のエッチングストッパーを成膜し、続いて第１配
線層の層間膜である低誘電率膜を成膜する工程と、
第１層配線をパターニングして、第１配線層の溝パターンを形成し、
タンタル（Ｔａ）や窒化タンタル（ＴａＮ）や、チタン（Ｔｉ）や窒化チタン（ＴｉＮ）
といったバリアメタルを成膜後、タングステン（Ｗ）や銅（Ｃｕ）及び銅を含む合金など
のメタルをスパッタやめっきにより成膜して、化学機械研磨によって第１層配線を形成す
る工程とを含むことにより、
コンタクトの低抵抗化ができる。
【００５４】
また、本発明では、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔の層間膜エッチング工
程の後、
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の層間膜エッチング工程を行い
、
その後、柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔と
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の
コンタクトストッパーをエッチングすることにより、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔のエッチング条件の最
適化と、
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔のエッチング条件の最適化を行
うこともできる。
【００５５】
また、本発明では、
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の層間膜エッチング工程の後に
、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔の層間膜エッチング工
程を行い、
その後、柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔と
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の
コンタクトストッパーをエッチングすること
により、
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柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタクト孔のエッチング条件の最
適化と、
柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔のエッチング条件の最適化を行
うこともできる。
【００５６】
また、本発明では、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔の層間膜エッチング工程の後、
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
の層間膜エッチング工程を行い、
その後、柱状シリコン層上部のコンタクト孔と
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
のコンタクトストッパーをエッチングすることにより、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔のエッチング条件の最適化と、
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
のエッチング条件の最適化を行うこともできる。
【００５７】
また、本発明では、
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
の層間膜エッチング工程の後、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔の層間膜エッチング工程を行い、
その後、柱状シリコン層上部のコンタクト孔と
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
のコンタクトストッパーをエッチングすることにより、
柱状シリコン層上部のコンタクト孔のエッチング条件の最適化と、
ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔
のエッチング条件の最適化を行うこともできる。
【００５８】
また、本発明では、
半導体装置であって、
基板の上に形成され、第２導電型半導体層が形成された平面状半導体層であって、該第２
導電型半導体層に金属と半導体との化合物が形成された平面状半導体層と、
該平面状半導体層の上に形成され、上部に第２導電型半導体層が形成された柱状の第１導
電型半導体層であって、該第２導電型半導体層に金属と半導体との化合物が形成された柱
状の第１導電型半導体層と、
該柱状の第１導電型半導体層の周囲に形成されたゲート絶縁膜と、
該ゲート絶縁膜を囲む金属からなるゲート電極と、
該ゲート電極の上部であって前記柱状の第１導電型半導体層の上部側壁に、サイドウォー
ル状に形成されるとともに、前記ゲート電極の側壁にサイドウォール状に形成された、絶
縁膜と、
を具備することにより、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体層、ゲー
ト電極、柱状の第１導電型半導体層の上部に形成した第２導電型半導体層それぞれに異な
る電圧を印加でき、柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導
電型半導体層、柱状の第１導電型半導体層の上部に形成した第２導電型半導体層を低抵抗
化することができる。
【００５９】
また、本発明では、
前記柱状の第１導電型半導体層の中心から前記平面状半導体層の端までの長さが、
前記柱状の第１導電型半導体層の中心から側壁までの長さと、
前記ゲート絶縁膜の厚さと、



(21) JP 5340180 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

前記ゲート電極の厚さと、
前記ゲート電極の側壁にサイドウォール状に形成された前記絶縁膜と、
の和より大きいことにより、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体層に金属
と半導体の化合物を形成することができ、
柱状の第１導電型半導体層の下部の平面状半導体層に形成した第２導電型半導体層を低抵
抗化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
図３７（ａ）は本発明を用いて形成されたＮＭＯＳ ＳＧＴの平面図であり、図３７（ｂ
）は、図３７（ａ）のカットラインＡ－Ａ'に沿った断面図である。以下に図３７を参照
して、本発明を用いて形成されたＮＭＯＳ ＳＧＴについて説明する。
Ｓｉ基板１１１上に形成されたＢＯＸ層１２０上に、平面状シリコン層１１２が形成され
、平面状シリコン層１１２上に柱状シリコン層１１３が形成され、柱状シリコン層１１３
の周囲に高誘電膜であるゲート絶縁膜１４５およびメタルゲート電極１４７が形成されて
いる。柱状シリコン層の下部の平面状シリコン層１１２には、Ｎ＋ソース拡散層２００が
形成され、柱状シリコン層の上部にはＮ＋ドレイン拡散層２０１が形成されている。Ｎ＋
ソース拡散層２００上にはコンタクト１７４が形成され、Ｎ＋ドレイン拡散層２０１上に
はコンタクト１７３が形成され、ゲート電極１４７aより延在するゲート配線１４７ｂ上
にはコンタクト１７２が形成されている。
【００６１】
図３８は図３７（ｂ）のカットラインＢ－Ｂ'に沿ったの断面図である。ソース領域を低
抵抗化するためにはソース領域にシリサイドを形成することが必要である。そのため、平
面シリコン層１１２にシリサイドを形成するためには以下の条件が必要である。
Ｗａ＞Ｗｐ＋Ｗｏｘ＋Ｗｇ＋Ｗｓ
ここでＷａはシリコン柱１１３の中心から平面シリコン層１１２の端までの長さ、Ｗｐは
シリコン柱１１３の中心から側壁までの長さ、Ｗｏｘはゲート絶縁膜１４５の厚さ、Ｗｇ
はゲート電極１４７の幅、Ｗｓは酸化膜サイドウォールと窒化膜サイドウォールの幅、す
なわち絶縁膜の幅である。
【００６２】
Ｎ＋ソース拡散層をＧＮＤ電位に接続し、Ｎ＋ドレイン拡散層をＶｃｃ電位に接続し、ゲ
ート電極に０～Ｖｃｃの電位を与えることにより上記ＳＧＴはトランジスタ動作を行う。
また、柱状シリコン層の上部に形成されるＮ＋拡散層がＮ＋ソース拡散層であり、柱状シ
リコン層下部の平面状シリコン層に形成されるＮ＋拡散層がＮ＋ドレイン拡散層でもよい
。
【００６３】
以下に本発明のＳＧＴを形成するための製造方法の一例を図１～図３７を参照して説明す
る。なお、これらの図面では、同一の構成要素に対しては同一の符号が付されている。図
１は、本発明のＳＧＴを形成するための製造工程であり、図２～図３７は、この発明に係
るＳＧＴの製造例を示している。（ａ）は平面図、（ｂ）はＡ－Ａ’の断面図を示してい
る。
【００６４】
図２を参照して、Ｓｉ基板上１１１にＢＯＸ層１２０が形成され、ＢＯＸ層１２０上にシ
リコン層１１０が形成されたＳＯＩ基板を用いて、ＳＯＩ層１１０上にパッド酸化膜１２
１を成膜する。パッド酸化膜を形成する前に、ロット形成を行い、レーザーマーク形成を
行い、パッド酸化膜洗浄を行うこともある。また、パッド酸化後に、パッド酸化膜厚測定
を行うこともある（図１ステップ１、２、３、４、５）。
【００６５】
パッド酸化膜越しにＳＯＩ層にしきい値調整用の不純物注入を行い、不純物の活性化及び
拡散のためにアニールを行い、ＳＯＩ層の不純物分布を均一化してもよい。このとき、次
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工程で成膜するシリコン窒化膜とシリコンとの応力を緩和するために成膜するパッド酸化
膜を不純物注入時のスルー酸化膜としても用いることで、製造工程数を削減することがで
き、製造コストを下げることもできる。
【００６６】
図３を参照して、第１のハードマスクであるシリコン窒化膜１３０成膜し、続いてシリコ
ン酸化膜１２２を成膜する。シリコン窒化膜成膜後、窒化膜厚測定を行うこともある。ま
た、シリコン酸化膜堆積後、酸化膜厚測定を行うこともある（図１ステップ６、７、８、
９）。
【００６７】
図４を参照して、レジストを塗布し、リソグラフィーを用いてレジストにより柱状シリコ
ン層を反転したパターンを形成し、柱状シリコン層の形成箇所にシリコン酸化膜１２２を
貫通するホールをドライエッチングにより形成する。リソグラフィー後に、寸法測定、検
査を行うこともある。また、エッチング後に洗浄を行うこともある（図１ステップ１０、
１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７）。この後、図４０を参照して、酸化膜１２
９を堆積し、図４１を参照して、酸化膜１２９をエッチバックを行うことで、シリコン酸
化膜１２２を貫通するホールの径を小さくすることもできる。
【００６８】
図５を参照して、アモルファスシリコンあるいはポリシリコン１４０をシリコン酸化膜１
２２に形成されたホールを埋め込むように成膜する。アモルファスシリコンあるいはポリ
シリコン堆積前に、洗浄を行うこともある。また、堆積後に、膜厚を測定することもある
（図１ステップ１８、１９、２０）。
【００６９】
図６を参照して、ＣＭＰ（化学機械研磨）によりシリコン酸化膜１２２上のアモルファス
シリコンあるいはポリシリコン１４０を研磨して除去する。研磨後、膜厚を測定すること
もある（図１ステップ２１、２２）。
【００７０】
図７を参照して、フッ酸などによるウェットエッチング、またはドライエッチングによっ
て、シリコン酸化膜１２２を除去することにより、後工程の柱状シリコン層のドライエッ
チング時に第２のハードマスクとなるアモルファスシリコンあるいはポリシリコン１４０
を形成する。（図１ステップ２３）
【００７１】
図８を参照して、アモルファスシリコンあるいはポリシリコン１４０を犠牲酸化し、シリ
コン酸化膜１２８を形成し、アモルファスシリコンあるいはポリシリコンの寸法を縮小す
る。犠牲酸化前に、犠牲酸化前洗浄を行ってもよい。また、酸化後に、膜厚を測定しても
よい（図１ステップ２４、２５、２６）。この犠牲酸化により、後工程で形成される柱状
シリコン層の寸法を縮小することができる。この柱状シリコン層の径を小さくできること
により、ショートチャネル効果を抑制し、リーク電流を低減できる。
【００７２】
図９を参照して、アモルファスシリコンあるいはポリシリコン１４０表面のシリコン酸化
膜１２８をフッ酸などによるウェットエッチング、またはドライエッチングによって除去
する。（図１ステップ２７）。
【００７３】
図１０を参照して、第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコ
ン１４０をマスクとして、ドライエッチングにより第１のハードマスクであるシリコン窒
化膜１３０及びパッド酸化膜１２１をエッチングする。（図１ステップ２８、２９）。
【００７４】
図１１を参照して、第１のハードマスクであるシリコン窒化膜１３０及び第２のハードマ
スクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコン１４０をマスクにして、柱状シリ
コン層１１３をドライエッチングにより形成する。エッチング後、有機物除去、ＳＥＭを
用いた検査、段差確認を行ってもよい（図１ステップ３０、３１、３２、３３）。ドライ
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エッチング時には、第２のハードマスクであるアモルファスシリコンあるいはポリシリコ
ン１４０もエッチングされ、アモルファスシリコンあるいはポリシリコン１４０が全てエ
ッチングされると、ドライエッチング装置において検出することが可能なプラズマ発光強
度が変化するため、このプラズマ発光強度の変化を検出することにより、エッチングの終
点検出が可能になり、エッチングレートによらず安定して柱状シリコン層１１３の高さを
制御することができる。
【００７５】
上記の終点検出方法を用いるためには、柱状シリコン層ドライエッチング前のアモルファ
スシリコンあるいはポリシリコン１４０の膜厚が、柱状シリコン層の高さより小さく形成
されている必要がある。また、このときに埋め込み酸化膜層１２０上に平面状シリコン層
１１２を形成する。
【００７６】
図１２を参照して、チャネル部となる柱状シリコン層１１３の側壁の凹凸の緩和や、ドラ
イエッチング中にカーボンなどが打ち込まれたシリコン表面の除去のため、柱状シリコン
層及び平面状シリコン層表面を犠牲酸化し、犠牲酸化膜１２３を形成する。犠牲酸化前に
、犠牲酸化前洗浄を行ってもよい。また、犠牲酸化後に、犠牲酸化膜厚を測定してもよい
（図１ステップ３４、３５、３６）。
【００７７】
図１３を参照して、レジスト１５０を塗布し、リソグラフィーを用いてレジストによりソ
ース拡散層のパターンを形成する。リソグラフィー後、オーバーレイ誤差計測、寸法測定
、検査を行ってもよい（図１ステップ３７、３８、３９、４０、４１）。このときに、柱
状シリコン層１１３及び平面状シリコン層１１２上には上記の犠牲酸化により形成された
犠牲酸化膜１２３により、次工程のドライエッチング時に生じる副生成物等の汚染からシ
リコン表面が保護される。
【００７８】
図１４を参照して、平面状シリコン層１１２をドライエッチングにより加工して、平面状
シリコン層１１２を分離する。（図１ステップ４２、４３）
【００７９】
図１５を参照して、レジストを除去する。その後、ＳＥＭによる検査、段差確認を行って
もよい（図１ステップ４４、４５、４６）。
【００８０】
図１６を参照して、不純物注入等により平面状シリコン層１１２表面にＰやＡｓなどの不
純物を導入し、Ｎ＋ソース拡散層２００を形成する（図１ステップ４７、４８）。このと
きに、柱状シリコン層１１３、平面状シリコン層１１２の犠牲酸化時に形成された犠牲酸
化膜１２３をスルー酸化膜として使用することで、製造工程数を削減することができる。
また、注入時に柱状シリコン層１１３の側壁から不純物が打ち込まれるとトランジスタ特
性が変動する要因になる。そこで、窒化膜１３０の幅であるWｎよりも柱状シリコン柱の
幅Ｗｐ１, Ｗｐ２は小さいことが必須である。ただし、Ｗｐ１は、柱状シリコン層下部の
幅、Ｗｐ２は、柱状シリコン層上部の幅である。
【００８１】
また、注入時に柱状シリコン層１１３の側壁から不純物が打ち込まれないために、小さい
角度、すなわち０度～６度で不純物を注入することが好ましい。また、本工程においては
柱状シリコン層１１３上に形成されるシリコン窒化膜１３０により、柱状シリコン層１１
３の上部への注入は行われない。Ｎ＋ソース拡散層２００への注入は０°であることが好
ましいが、後に柱状シリコン層１１３の上部に形成されるドレイン拡散層への注入はゲー
ト電極と自己整合的に形成されるため、角度をつけて注入することが好ましい。上記のよ
うに平面状シリコン層に形成されるソース拡散層と柱状シリコン層上部に形成されるドレ
イン拡散層への注入を別々に行うことにより、それぞれの注入条件を容易にの最適化でき
るため、ショートチャネル効果を抑制しリーク電流を抑制することができる。
【００８２】



(24) JP 5340180 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

図１７を参照して、シリコン表面の酸化をし、酸化膜１２４を形成し、窒化膜１３０をウ
ェットエッチングにより細らせる。酸化前に洗浄を行うこともある。また、酸化後、膜厚
を測定することもある。（図１ステップ４９、５０、５１、５２）。この工程は図２２に
おいてドライエッチングを用いてｈｉｇｈ－Ｋゲート絶縁膜を除去するためであり、窒化
膜１３０の幅Ｗｎがシリコン柱１１３の幅Ｗｐ１,Ｗｐ２より小さくする必要がある。
【００８３】
図１８を参照して、犠牲酸化膜１２３、酸化膜１２４をフッ酸などによるウェットエッチ
ングで除去する。（図１ステップ５３）
【００８４】
図１９を参照して、ｈｉｇｈ－Ｋゲート絶縁膜１４５としてＨｆＳｉＯやＨｆＳｉＯＮを
形成する。絶縁膜形成前に、洗浄を行ってもよい。また、形成後に、熱処理を行ってもよ
い（図１ステップ５４、５５、５６）。
【００８５】
図２０を参照して、ゲート導電膜としてメタル１４７を、柱状シリコン層１１３を埋め込
むように成膜する。（図１ステップ５７）
【００８６】
図２１を参照して、ＣＭＰによりメタル１４７を研磨し、ゲート導電膜の上面を平坦化す
る。ＣＭＰにおいて、第１のハードマスクであるシリコン窒化膜１３０をＣＭＰのストッ
パーとして使用することにより、再現性よくＣＭＰ研磨量を制御することができる。（図
１ステップ５８）
【００８７】
図２２を参照して、ゲート導電膜であるメタル１４７をエッチバックすることにより、ゲ
ート長を決定する。このとき、ｈｉｇｈ－Ｋゲート絶縁膜もエッチングされる（図１ステ
ップ５９）。メタル堆積後に、膜厚を測定してもよい（図１ステップ６０）。
【００８８】
図２３を参照して、ゲート導電膜であるメタル１４７およびシリコン柱１１３の表面にシ
リコン酸化膜１２５を成膜する。このシリコン酸化膜１２５により、メタル１４７が覆わ
れることにより後工程においてメタル汚染を考慮することなく処理できる。また、ウェッ
ト処理またはドライ処理からゲート上面が保護されるため、ゲート長の変動、つまりゲー
ト長のばらつきやゲート上面からのゲート絶縁膜１４５へのダメージを抑制することがで
きる。（図１ステップ６１）
【００８９】
図２４を参照して、所望のゲート電極の膜厚より厚い膜厚のシリコン窒化膜１３１を成膜
する。成膜後、窒化膜厚を測定してもよい（図１ステップ６２、６３）。
【００９０】
図２５を参照して、シリコン窒化膜１３１をエッチバックすることによりシリコン窒化膜
１３１サイドウォールを形成する。このとき、シリコン酸化膜１２５もエッチングされる
。また、エッチング後、有機物除去、形状測定を行ってもよい（図１ステップ６４、６５
、６６）。シリコン窒化膜サイドウォール１３１の膜厚とシリコン酸化膜の膜厚の和がメ
タル１４７からなるゲート電極１４７で形成されるゲート電極の膜厚とｈｉｇｈ－Ｋゲー
ト絶縁膜の膜厚の和となるため、シリコン窒化膜１３１の成膜膜厚及びエッチバック条件
を調整することによって、所望の膜厚のゲート電極を形成することができる。
【００９１】
図２６を参照して、ＢＡＲＣ層１６１及びレジスト１６０を塗布し、リソグラフィーを用
いてレジスト１６０によりゲート配線パターンを形成する。パターン形成後、オーバーレ
イ誤差測定、寸法測定、検査を行ってもよい（図１ステップ６７、６８、６９、７０、７
１）。
【００９２】
図２７を参照して、レジスト１６０をマスクとして、ＢＡＲＣ層１６１、ゲート導電膜で
あるメタル１４７、及びｈｉｇｈ－Ｋゲート絶縁膜をエッチングして、ゲート電極１４７
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a及びゲート配線パターン１４７ｂを形成し、レジスト及びBARC層を除去する。その後、
形状測定を行ってもよい（図１ステップ７２、７３、７４、７５、７６）。
【００９３】
図２８を参照して、柱状シリコン１１３上部のシリコン窒化膜１３０及びシリコン窒化膜
サイドウォール１３１及びシリコン酸化膜１２１、１２５、平面状シリコン層上部の酸化
膜１２４をドライエッチングもしくはウェットエッチングにより除去する（図１ステップ
７７）。
【００９４】
図２９を参照して、シリコン酸化膜１２７とシリコン窒化膜１３２を成膜する。成膜後、
膜厚を測定してもよい（図１ステップ７８、７９、８０）。
【００９５】
図３０を参照して、シリコン窒化膜１３２をエッチバックし、シリコン酸化膜１２７をエ
ッチングし、N+ソース拡散層２００の上面および柱状シリコン１１３上部の表面を露出さ
せ、柱状シリコン層１１３の側壁およびゲート１４７側壁をシリコン窒化膜１３３，１３
４で覆う。エッチング後、有機物除去、形状測定を行ってもよい（図１ステップ８１、８
２、８３）。この窒化膜１３３，１３４によりゲート電極１４７とソース拡散層２００及
び柱状シリコン上部に後に形成されるN＋ドレイン拡散層が分離されるため、シリサイド
によるゲート電極１４７、１４７とソース拡散層２００及びドレイン拡散層のショートを
防止できる。また、柱状シリコン１１３上部の側壁を窒化膜１３４で覆うことにより、柱
状シリコン層１１３の側壁からのシリサイド化を制御することができる。このシリコン窒
化膜１３３，１３４がシリコン酸化膜である場合には、洗浄・剥離工程やシリサイド前処
理に使用されるフッ酸によりエッチングされてしまうので、シリコン窒化膜などのフッ酸
に溶けない膜であることが好ましい。
【００９６】
図３１を参照して、不純物注入等により柱状シリコン層１１３の上部にＰやＡｓなどの不
純物を導入し、Ｎ＋ドレイン拡散層２０１を形成する。不純物導入後、活性化を行っても
よい（図１ステップ８４、８５）。
【００９７】
図３２を参照して、ＮｉもしくはＣｏ等の金属膜をスパッタし、熱処理を加えることでソ
ース２００ドレイン２０１表面を金属と半導体の化合物すなわちシリサイド化して、未反
応の金属膜を除去することによってドレイン拡散層２０１上のシリサイド層１５２、およ
びソース拡散層２００上のシリサイド層１５３を形成する。シリサイド層を形成する前に
、酸化膜を剥離してもよい（図１ステップ８６、８７、８８、８９）。
【００９８】
図３３を参照して、コンタクトストッパー１３５としてシリコン窒化膜等を成膜する。（
図１ステップ９０）
【００９９】
図３４を参照して、層間膜１２６としてシリコン酸化膜を成膜後、ＣＭＰにより平坦化す
る。成膜後、膜厚を測定してもよい。また、平坦化後、膜厚を測定してもよい。また、窒
化膜厚を測定してもよい（図１ステップ９１、９２、９３、９４、９５）。
【０１００】
図３５を参照して、柱状シリコン層１１３上部のドレイン拡散層２０１上、ゲート配線１
４７ｂ上およびソース拡散層２００上にコンタクト孔をエッチングして形成する。コンタ
クト孔をエッチングする前に、コンタクトマスク露光を行う。また、寸法測定、オーバー
レイ誤差計測、検査を行ってもよい。また、コンタクト孔形成後、プラズマレジスト剥離
を行う。その後、洗浄を行い、寸法測定、酸化膜厚測定、検査、ウェハ容器交換を行って
もよい（図１ステップ９６，９７、９８、９９、１００、１０１、１０２、１０３、１０
４、１０５、１０６、１０７、１０８）。
【０１０１】
また、図４１を参照して、柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタク
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ト孔のエッチング深さと、柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔のエ
ッチング深さが異なるため、柱状シリコン層上部のコンタクト孔とゲート配線上のコンタ
クト孔の層間膜のエッチングを行い、図４２を参照して、レジスト１６２をマスクにして
、柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の層間膜のエッチングを行い
、層間膜のエッチング後、コンタクトストッパーをエッチングしてもよい。
【０１０２】
また、図４３を参照して、柱状シリコン層上部のコンタクト孔の層間膜のエッチングを行
い、図４４を参照して、ゲート配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリ
コン層上のコンタクト孔の層間膜のエッチングを行い、層間膜のエッチング後、コンタク
トストッパーをエッチングしてもよい。
【０１０３】
柱状シリコン層上部のコンタクト孔の層間膜のエッチングと、ゲート配線上のコンタクト
孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔の層間膜のエッチングを別
々に行うことで、柱状シリコン層上部のコンタクト孔のエッチング条件の最適化と、ゲー
ト配線上のコンタクト孔と柱状シリコン層下部の平面状シリコン層上のコンタクト孔のエ
ッチング条件の最適化を行うこともできる。
【０１０４】
図３６を参照して、コンタクト孔にバリアメタル１７１であるタンタル（Ｔａ）や窒化タ
ンタル（ＴａＮ）などを成膜後、銅（Ｃｕ）１７０をスパッタやめっきにより成膜して、
ＣＭＰによってコンタクト１７２、１７３、１７４を形成する。バリアメタルとしてチタ
ン（Ｔｉ）や窒化チタン（ＴｉＮ）を用いてもよい。また、タングステン（Ｗ）を用いて
もよい。また、銅を含む合金を用いてもよい。成膜後、裏面処理、検査、熱処理を行って
もよい。また、ＣＭＰ後、検査を行ってもよい（図１ステップ１１１、１１２、１１３、
１１４、１１５）。
【０１０５】
図３７を参照して、第１層配線のエッチングストッパーとしてＳｉＣ１８０（炭化ケイ素
）を成膜し、続いて第１配線層の層間膜であるＬｏｗ－ｋ膜１９０を成膜する。このとき
、膜厚を測定し、検査をしてもよい（図１ステップ１１６、１１７、１１８、１１９）。
続いて、第１層配線をパターニングして、第１配線層の溝パターンを形成する。パターニ
ング後、寸法測定、オーバーレイ誤差測定、検査を行ってもよい。溝パターン形成後、プ
ラズマレジスト剥離、検査を行ってもよい（図１ステップ１２０，１２１、１２２、１２
３、１２４、１２５、１２６、１２７）。続いて、バリアメタル１７５であるＴａやＴａ
Ｎを成膜後、Ｃｕ１７６をスパッタやめっきにより成膜して、ＣＭＰによって第１層配線
１７７，１７８，１７９を形成する。バリアメタルとしてチタン（Ｔｉ）や窒化チタン（
ＴｉＮ）を用いてもよい。また、タングステン（Ｗ）を用いてもよい。また、銅を含む合
金を用いてもよい。成膜後、裏面処理、検査、熱処理を行ってもよい。また、ＣＭＰ後、
検査を行ってもよい（図１ステップ１２８，１２９、１３０、１３１、１３２、１３３、
１３４）。
【０１０６】
その後、窒化膜堆積、層間絶縁膜堆積、層間絶縁膜厚測定を行ってもよい（図１ステップ
１３５，１３６、１３７）。また、パッドヴィアマスク露光、寸法測定、オーバーレイ誤
差測定、検査、パッドヴィアエッチング、プラズマレジスト剥離、エッチング後洗浄、寸
法測定、酸化膜厚測定、検査、メタル前洗浄、ウェハ容器交換、アルミ堆積、裏面処理、
パッドアルミ露光、オーバーレイ誤差測定、寸法測定、検査、パッドアルミエッチング、
プラズマレジスト剥離、メタルエッチング後洗浄、光学検査、ＳＥＭ検査、酸化膜厚測定
、絶縁膜堆積、絶縁膜厚測定、絶縁膜露光、光学検査、絶縁膜エッチング、プラズマレジ
スト剥離、絶縁膜洗浄、検査、熱処理を行ってもよい（図１ステップ１３８，１３９、１
４０、１４１、１４２、１４３、１４４、１４５、１４６、１４７、１４８、１４９、１
５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、１５９、１
６０、１６１、１６２、１６３、１６４、１６５、１６６、１６７、１６８、１６９、１
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７０、１７１、１７２、１７３、１７４、１７５、１７６、１７７）。
パッドヴィアの前に、多層配線を行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の半導体装置の製造方法。
【図２（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図４（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図４（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図５（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図５（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図６（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図６（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図７（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図７（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図８（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図８（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図９（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図９（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１０（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１０（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１１（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１１（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１２（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１２（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１３（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１３（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１４（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１４（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１５（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１５（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１６（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１６（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１７（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１７（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１８（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１８（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図１９（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図１９（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２０（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２０（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２１（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２１（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２２（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２２（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２３（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２３（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２４（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
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【図２４（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２５（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２５（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２６（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２６（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２７（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２７（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２８（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２８（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図２９（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図２９（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３０（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３０（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３１（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３１（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３２（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３２（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３３（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３３（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３４（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３４（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３５（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３５（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３６（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３６（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３７（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３７（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図３８】図３７の断面図。
【図３９（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図３９（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図４０（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図４０（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図４１（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図４１（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図４２（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図４２（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図４３（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図４３（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【図４４（ａ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示す平面図。
【図４４（ｂ）】この発明に係る半導体装置の製造例を示すＡ－Ａ’断面工程図。
【符号の説明】
【０１０８】
１１０．シリコン層
１１１．Ｓｉ基板
１１２．平面状シリコン層
１１３．柱状シリコン層
１２０．ＢＯＸ層
１２１．パッド酸化膜
１２２．シリコン酸化膜
１２３．犠牲酸化膜



(29) JP 5340180 B2 2013.11.13

10

20

30

１２４．酸化膜
１２５．シリコン酸化膜
１２６．層間膜
１２７．シリコン酸化膜
１２８．シリコン酸化膜
１２９．シリコン酸化膜
１３０．シリコン窒化膜
１３１．シリコン窒化膜
１３２．シリコン窒化膜
１３３．シリコン窒化膜
１３４．シリコン窒化膜
１３５．コンタクトストッパー
１４０．アモルファスシリコンあるいはポリシリコン
１４５．ｈｉｇｈ－Ｋゲート絶縁膜
１４７．メタルゲート
１４７ａ．メタルゲート電極
１４７ｂ．メタルゲート配線
１５０．レジスト
１５１．シリサイド層
１５２．シリサイド層
１５３．シリサイド層
１６０．レジスト
１６１．ＢＡＲＣ層
１６２．レジスト
１７０．Ｃｕ
１７１．バリアメタル
１７２．コンタクト
１７３．コンタクト
１７４．コンタクト
１７５．バリアメタル
１７６．Ｃｕ
１７７．第１層配線
１７８．第１層配線
１７９．第１層配線
２００．Ｎ＋ソース拡散層
２０１．Ｎ＋ドレイン拡散層
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