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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に第１領域、第２領域および第３領域を有する半導体装置の製造方法であ
って、
　ゲート酸化膜と導電膜とを有するゲート電極を前記半導体基板上に複数形成する工程と
、
　前記半導体基板の全面に、前記ゲート電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する第２絶縁膜形成工程と、
　前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前記ゲート電極の側面に、当
該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層を覆う第２絶縁膜の層とを含むサイ
ドウォールを形成する工程と、
　前記サイドウォールをマスクとして、前記第２領域および前記第３領域に不純物を注入
する不純物注入工程と、
　前記不純物注入工程の後に、前記ゲート電極側面に形成された前記第２絶縁膜の層を除
去する第１除去工程と、
　前記第１除去工程の後に、前記半導体基板の全面に第３絶縁膜を形成する第３絶縁膜形
成工程と、
　前記第３絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する層間絶縁膜形成工程と、
　を含み、
　前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、



(2) JP 4897146 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

　前記半導体基板の全面に保護絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１領域および前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去する第２除去工程
と、
　前記第１領域および前記第２領域に形成された前記ゲート電極の上層、およびこのゲー
ト電極側面の前記第１絶縁膜の層に隣接するソースドレイン領域に、シリサイド膜を形成
する工程と、
　を行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　半導体基板上に第１領域、第２領域および第３領域を有する半導体装置の製造方法であ
って、
　ゲート酸化膜と導電膜とを有するゲート電極を前記半導体基板上に複数形成する工程と
、
　前記半導体基板の全面に、前記ゲート電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する第２絶縁膜形成工程と、
　前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前記ゲート電極の側面に、当
該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層を覆う第２絶縁膜の層とを含むサイ
ドウォールを形成する工程と、
　前記サイドウォールをマスクとして、前記第２領域および前記第３領域に不純物を注入
する不純物注入工程と、
　前記不純物注入工程の後に、前記ゲート電極側面に形成された前記第２絶縁膜の層を除
去する第１除去工程と、
　前記第１除去工程の後に、前記半導体基板の全面に第３絶縁膜を形成する第３絶縁膜形
成工程と、
　前記第３絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する層間絶縁膜形成工程と、
　を含み、
　前記不純物注入工程の後、前記第１除去工程に先立って、前記半導体基板の全面に保護
絶縁膜を形成する工程を行い、
　前記第１除去工程では、前記第２絶縁膜の層を除去するとともに、前記第１領域および
前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去し、
　前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、前記第１領域および前記
第２領域に形成された前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第１絶縁
膜の層に隣接するソースドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程を行うことを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　半導体基板上に第１領域、第２領域および第３領域を有する半導体装置の製造方法であ
って、
　ゲート酸化膜と導電膜とを有するゲート電極を前記半導体基板上に複数形成する工程と
、
　前記半導体基板の全面に、前記ゲート電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する第２絶縁膜形成工程と、
　前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前記ゲート電極の側面に、当
該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層を覆う第２絶縁膜の層とを含むサイ
ドウォールを形成する工程と、
　前記サイドウォールをマスクとして、前記第２領域および前記第３領域に不純物を注入
する不純物注入工程と、
　前記不純物注入工程の後に、前記ゲート電極側面に形成された前記第２絶縁膜の層を除
去する第１除去工程と、
　前記第１除去工程の後に、前記半導体基板の全面に第３絶縁膜を形成する第３絶縁膜形
成工程と、
　前記第３絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する層間絶縁膜形成工程と、
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　を含み、
　前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、
　前記半導体基板の全面に保護絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去する第２除去工程と、
　前記第２領域に形成された前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第
１絶縁膜の層に隣接するソースドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程と、
　前記第１領域に形成された前記保護絶縁膜を除去する第３除去工程と、
　を行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　半導体基板上に第１領域、第２領域および第３領域を有する半導体装置の製造方法であ
って、
　ゲート酸化膜と導電膜とを有するゲート電極を前記半導体基板上に複数形成する工程と
、
　前記半導体基板の全面に、前記ゲート電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する第２絶縁膜形成工程と、
　前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前記ゲート電極の側面に、当
該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層を覆う第２絶縁膜の層とを含むサイ
ドウォールを形成する工程と、
　前記サイドウォールをマスクとして、前記第２領域および前記第３領域に不純物を注入
する不純物注入工程と、
　前記不純物注入工程の後に、前記ゲート電極側面に形成された前記第２絶縁膜の層を除
去する第１除去工程と、
　前記第１除去工程の後に、前記半導体基板の全面に第３絶縁膜を形成する第３絶縁膜形
成工程と、
　前記第３絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する層間絶縁膜形成工程と、
　を含み、
　前記不純物注入工程の後、前記第１除去工程に先立って、前記半導体基板の全面に保護
絶縁膜を形成する工程を行い、
　前記第１除去工程では、前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜および前記第２絶縁
膜を除去し、
　前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、前記第２領域に形成され
た前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第１絶縁膜の層に隣接するソ
ースドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程と、
　前記第１領域に形成された前記保護絶縁膜、および前記ゲート電極側面に形成された第
２絶縁膜の層を除去する第２除去工程と、を行うことを特徴とする半導体装置の製造方法
。
【請求項５】
　半導体基板上に第１領域、第２領域および第３領域を有する半導体装置の製造方法であ
って、
　ゲート酸化膜と導電膜とを有するゲート電極を前記半導体基板上に複数形成する工程と
、
　前記半導体基板の全面に、前記ゲート電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する第２絶縁膜形成工程と、
　前記第２領域に形成された前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前
記ゲート電極の側面に、当該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層を覆う第
２絶縁膜の層とを含む第１サイドウォールを形成する工程と、
　前記第１サイドウォールをマスクとして、前記第２領域に不純物を注入する第１不純物
注入工程と、
　前記第３領域に形成された前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前
記ゲート電極の側面に、当該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層とを含む
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第２サイドウォールを形成する工程と、
　前記第２サイドウォールをマスクとして、前記第３領域に不純物を注入する第２不純物
注入工程と、
　前記第１不純物注入工程および前記第２不純物注入工程の後、前記第１領域に形成され
た前記第２絶縁膜、および前記第１領域および前記第２領域に形成された前記第２絶縁膜
の層を除去する第１除去工程と、
　前記第１除去工程の後、前記半導体基板の全面に第３絶縁膜を形成する第３絶縁膜形成
工程と、
　前記第３絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する層間絶縁膜形成工程と、
　を含み、
　前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、
　前記半導体基板の全面に保護絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１領域および前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去する第２除去工程
と、
　前記第２領域に形成された前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第
１絶縁膜の層に隣接するソースドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程と、
　を行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　半導体基板上に第１領域、第２領域および第３領域を有する半導体装置の製造方法であ
って、
　ゲート酸化膜と導電膜とを有するゲート電極を前記半導体基板上に複数形成する工程と
、
　前記半導体基板の全面に、前記ゲート電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する第２絶縁膜形成工程と、
　前記第２領域に形成された前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前
記ゲート電極の側面に、当該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層を覆う第
２絶縁膜の層とを含む第１サイドウォールを形成する工程と、
　前記第１サイドウォールをマスクとして、前記第２領域に不純物を注入する第１不純物
注入工程と、
　前記第３領域に形成された前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前
記ゲート電極の側面に、当該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層とを含む
第２サイドウォールを形成する工程と、
　前記第２サイドウォールをマスクとして、前記第３領域に不純物を注入する第２不純物
注入工程と、
　前記第１不純物注入工程および前記第２不純物注入工程の後、前記第１領域に形成され
た前記第２絶縁膜、および前記第１領域および前記第２領域に形成された前記第２絶縁膜
の層を除去する第１除去工程と、
　前記第１除去工程の後、前記半導体基板の全面に第３絶縁膜を形成する第３絶縁膜形成
工程と、
　前記第３絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する層間絶縁膜形成工程と、
　を含み、
　前記第２不純物注入工程の後、前記第１除去工程に先立って、前記半導体基板の全面に
保護絶縁膜を形成する工程を行い、
　前記第１除去工程では、前記第２絶縁膜および前記第２絶縁膜の層を除去するとともに
、前記第１領域および前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去し、
　前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、前記第２領域に形成され
た前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第１絶縁膜の層に隣接するソ
ースドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程を行うことを特徴とする半導体装置の
製造方法。
【請求項７】
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　請求項１から６の何れかに記載の製造方法において、
　前記層間絶縁膜形成工程の後、前記第３絶縁膜をエッチングストッパーとして、前記第
１領域に前記層間絶縁膜の表面から前記ゲート電極間の半導体基板の表面にまで達するコ
ンタクトホールを自己整合的に形成する工程を行うことを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【請求項８】
　請求項１から７の何れかに記載の製造方法において、
　前記第１領域はＤＲＡＭ領域であり、前記第２領域は第１ロジック領域であり、前記第
３領域は第２ロジック領域であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１から８の何れかに記載の製造方法において、
　前記第２絶縁膜形成工程で形成される前記第２絶縁膜は、ボロン又はリンあるいはその
両方を含むシリコン酸化膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１から９の何れかに記載の製造方法によって製造されることを特徴とする半導体
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置の製造方法に係り、特にＬＤＤ構造を有するトランジスタの形成お
よびその後の層間絶縁膜の堆積に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ＤＲＡＭとロジックＬＳＩとを混載したシステムＬＳＩ（以下、ＤＲＡＭ混載
デバイスと称する）が製造されている。そして、このＤＲＡＭ混載デバイスの製造工程で
は、ＬＤＤ構造を有するトランジスタやサリサイド構造を有するトランジスタが適宜形成
されている。
【０００３】
以下、従来の半導体装置の製造方法について説明する。
図２５～図２８は、従来の半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【０００４】
先ず、図２５（ａ）に示すように、半導体基板１に素子分離酸化膜２を形成する。ここで
、半導体基板１は、ＤＲＡＭ領域１０１とロジック領域１０２とを有しており、ロジック
領域１０２は、第１ロジック領域１０２ａと第２ロジック領域１０２ｂとを有している。
第１ロジック領域１０２ａには、Ｎｃｈトランジスタが形成され、第２ロジック領域１０
２ｂには、Ｐｃｈトランジスタが形成される。
次に、半導体基板１上に、ゲート酸化膜およびポリシリコン膜からなるゲート電極３を形
成する。
そして、半導体基板１のＤＲＡＭ領域１０１および第１ロジック領域１０２ａにｎ型不純
物を低濃度で注入して、Ｎ型ソースドレイン領域４，５をそれぞれ形成する。さらに、第
２ロジック領域１０２ｂにｐ型不純物を低濃度で注入して、Ｐ型ソースドレイン領域６を
形成する。
【０００５】
次に、図２５（ｂ）に示すように、半導体基板１の全面にシリコン酸化膜７を形成し、こ
のシリコン酸化膜７上にシリコン窒化膜２５を形成する。
【０００６】
次に、図２５（ｃ）に示すように、シリコン窒化膜２５およびシリコン酸化膜７を異方性
エッチングすることにより、ゲート電極３の側面にサイドウォール２６を形成する。
【０００７】
次に、図２６（ｄ）に示すように、写真製版技術により第１ロジック領域１０２ａ以外を
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覆うレジストパターン１１を形成する。そして、第１ロジック領域１０２ａにｎ型不純物
を高濃度で注入してＮ＋ソースドレイン領域１２を形成する。その後、レジストパターン
１１を除去する。
【０００８】
次に、図２６（ｅ）に示すように、写真製版技術により第２ロジック領域１０２ｂ以外を
覆うレジストパターン１３を形成し、第２ロジック領域１０２ｂにｐ型不純物を高濃度で
注入してＰ＋ソースドレイン領域１４を形成する。
【０００９】
そして、図２６（ｆ）に示すように、レジストパターン１３を除去する。これにより、ロ
ジック領域１０２にＬＤＤ構造のトランジスタが形成される。
次に、図２７（ｇ）に示すように、半導体基板１の全面に、サリサイドプロテクション膜
１５としてのシリコン酸化膜を形成する。
【００１０】
続いて、図２７（ｈ）に示すように、写真製版技術により第２ロジック領域１０２ｂを覆
うレジストパターン１６を形成する。そして、このレジストパターン１６をマスクとした
ウェットエッチングにより、ＤＲＡＭ領域１０１および第１ロジック領域１０２ａに形成
されたサリサイドプロテクション膜１５を除去する。その後、レジストパターン１６を除
去する。
【００１１】
次に、半導体基板１の全面に例えばＣｏ等の高融点の金属膜を形成し、この半導体基板１
を高温で熱処理（アニール）する。そして、不要な金属膜を除去する。これにより、図２
７（ｉ）に示すように、高融点の金属シリサイド膜１７が形成される。
【００１２】
次に、図２８（ｊ）に示すように、半導体基板１の全面に、ＳＡＣ（Self Align Contact
）形成用のエッチングストッパーとして機能するシリコン窒化膜１８を形成する。
最後に、図２８（ｋ）に示すように、シリコン窒化膜１８上に層間絶縁膜１９としてのシ
リコン酸化膜を形成して、熱処理（アニール）を行う。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の半導体装置の製造方法では、ロジック領域１０２において
ＬＤＤ構造を有するトランジスタを形成するため、ＤＲＡＭ領域１０１のゲート電極３の
側面にも所定の膜厚を有するサイドウォールを形成していた。このため、ＤＲＡＭ領域１
０１において隣り合うゲート電極３の間隔が狭くなってしまうという問題があった。さら
に、サイドウォールを形成した後に、ＳＡＣ形成用のシリコン窒化膜１８を形成する必要
があるため、ゲート電極３の間隔が更に狭くなってしまっていた。
そして、上述のようにゲート電極３の間隔が狭い場合には、層間絶縁膜１９をゲート電極
３の間に隙間無く埋め込むことができないという問題があった。このため、図２８（ｋ）
に示すように、ＤＲＡＭ領域１０１のゲート電極３間に空洞２７が生じてしまうという問
題があった。
【００１４】
上記層間絶縁膜１９を堆積させた後に、層間絶縁膜１９の表面からゲート電極間の半導体
基板１の表面にまで達するコンタクトホールを自己整合的に形成するが、上記空洞２７に
より次のような問題があった。
上記空洞２７は、図２８（ｋ）において手前若しくは奥行き方向に伸びているため、その
方向に隣り合うコンタクト同士がショートしてしまう問題があった。従って、従来の製造
方法によって製造された半導体装置（ＤＲＡＭ混載デバイス）では、ＤＲＡＭが正常に動
作しないという問題があった。
【００１５】
本発明は、上記従来の課題を解決するためになされたもので、ゲート電極の間隔が狭い領
域においても、層間絶縁膜を隙間無く形成可能な半導体装置の製造方法を得ることを目的
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とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明に係る半導体装置の製造方法は、半導体基板上に第１領域、第２領域およ
び第３領域を有する半導体装置の製造方法であって、
ゲート酸化膜と導電膜とを有するゲート電極を前記半導体基板上に複数形成する工程と、
前記半導体基板の全面に、前記ゲート電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程と、
前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する第２絶縁膜形成工程と、
前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前記ゲート電極の側面に、当該
側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層を覆う第２絶縁膜の層とを含むサイド
ウォールを形成する工程と、
前記サイドウォールをマスクとして、前記第２領域および前記第３領域に不純物を注入す
る不純物注入工程と、
前記不純物注入工程の後に、前記ゲート電極側面に形成された前記第２絶縁膜の層を除去
する第１除去工程と、
前記第１除去工程の後に、前記半導体基板の全面に第３絶縁膜を形成する第３絶縁膜形成
工程と、
前記第３絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する層間絶縁膜形成工程と、
を含むことを特徴とするものである。
【００１７】
請求項２の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１に記載の製造方法において、
前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、
前記半導体基板の全面に保護絶縁膜を形成する工程と、
前記第１領域および前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去する第２除去工程と
、
前記第１領域および前記第２領域に形成された前記ゲート電極の上層、およびこのゲート
電極側面の前記第１絶縁膜の層に隣接するソースドレイン領域に、シリサイド膜を形成す
る工程と、
を行うことを特徴とするものである。
【００１８】
請求項３の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１に記載の製造方法において、
前記不純物注入工程の後、前記第１除去工程に先立って、前記半導体基板の全面に保護絶
縁膜を形成する工程を行い、
前記第１除去工程では、前記第２絶縁膜の層を除去するとともに、前記第１領域および前
記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去し、
前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、前記第１領域および前記第
２領域に形成された前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第１絶縁膜
の層に隣接するソースドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程を行うことを特徴と
するものである。
【００１９】
請求項４の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１に記載の製造方法において、
前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、
前記半導体基板の全面に保護絶縁膜を形成する工程と、
前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去する第２除去工程と、
前記第２領域に形成された前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第１
絶縁膜の層に隣接するソースドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程と、
前記第１領域に形成された前記保護絶縁膜を除去する第３除去工程と、
を行うことを特徴とするものである。
【００２０】
請求項５の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１に記載の製造方法において、
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前記不純物注入工程の後、前記第１除去工程に先立って、前記半導体基板の全面に保護絶
縁膜を形成する工程を行い、
前記第１除去工程では、前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜および前記第２絶縁膜
を除去し、
前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、前記第２領域に形成された
前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第１絶縁膜の層に隣接するソー
スドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程と、
前記第１領域に形成された前記保護絶縁膜、および前記ゲート電極側面に形成された第２
絶縁膜の層を除去する第２除去工程と、を行うことを特徴とするものである。
【００２１】
請求項６の発明に係る半導体装置の製造方法は、半導体基板上に第１領域、第２領域およ
び第３領域を有する半導体装置の製造方法であって、
ゲート酸化膜と導電膜とを有するゲート電極を前記半導体基板上に複数形成する工程と、
前記半導体基板の全面に、前記ゲート電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程と、
前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する第２絶縁膜形成工程と、
前記第２領域に形成された前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前記
ゲート電極の側面に、当該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層を覆う第２
絶縁膜の層とを含む第１サイドウォールを形成する工程と、
前記第１サイドウォールをマスクとして、前記第２領域に不純物を注入する第１不純物注
入工程と、
前記第３領域に形成された前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前記
ゲート電極の側面に、当該側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層とを含む第
２サイドウォールを形成する工程と、
前記第２サイドウォールをマスクとして、前記第３領域に不純物を注入する第２不純物注
入工程と、
前記第１不純物注入工程および前記第２不純物注入工程の後、前記第１領域に形成された
前記第２絶縁膜、および前記第１領域および前記第２領域に形成された前記第２絶縁膜の
層を除去する第１除去工程と、
前記第１除去工程の後、前記半導体基板の全面に第３絶縁膜を形成する第３絶縁膜形成工
程と、
前記第３絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する層間絶縁膜形成工程と、
を含むことを特徴とするものである。
【００２２】
請求項７の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項６に記載の製造方法において、
前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、
前記半導体基板の全面に保護絶縁膜を形成する工程と、
前記第１領域および前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去する第２除去工程と
、
前記第２領域に形成された前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第１
絶縁膜の層に隣接するソースドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程と、
を行うことを特徴とするものである。
【００２３】
請求項８の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項６に記載の製造方法において、
前記第２不純物注入工程の後、前記第１除去工程に先立って、前記半導体基板の全面に保
護絶縁膜を形成する工程を行い、
前記第１除去工程では、前記第２絶縁膜および前記第２絶縁膜の層を除去するとともに、
前記第１領域および前記第２領域に形成された前記保護絶縁膜を除去し、
前記第１除去工程の後、前記第３絶縁膜形成工程に先立って、前記第２領域に形成された
前記ゲート電極の上層、およびこのゲート電極側面の前記第１絶縁膜の層に隣接するソー
スドレイン領域に、シリサイド膜を形成する工程を行うことを特徴とするものである。
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【００２４】
請求項９の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１から８の何れかに記載の製造方
法において、
前記層間絶縁膜形成工程の後、前記第３絶縁膜をエッチングストッパーとして、前記第１
領域に前記層間絶縁膜の表面から前記ゲート電極間の半導体基板の表面にまで達するコン
タクトホールを自己整合的に形成する工程を行うことを特徴とするものである。
【００２５】
請求項１０の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１から９の何れかに記載の製造
方法において、
前記第１領域はＤＲＡＭ領域であり、前記第２領域は第１ロジック領域であり、前記第３
領域は第２ロジック領域であることを特徴とするものである。
【００２６】
請求項１１の発明に係る半導体装置の製造方法は、ゲート酸化膜と導電膜とを有するゲー
ト電極を半導体基板上に複数形成する工程と、
前記半導体基板の全面に、前記ゲート電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程と、
前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する第２絶縁膜形成工程と、
前記第１絶縁膜および前記第２絶縁膜をエッチングして、前記ゲート電極の側面に、当該
側面を覆う第１絶縁膜の層と、前記第１絶縁膜の層を覆う第２絶縁膜の層とを含むサイド
ウォールを形成する工程と、
前記サイドウォールをマスクとして、前記半導体基板に不純物を注入する不純物注入工程
と、
前記不純物注入工程の後に、前記ゲート電極側面に形成された前記第２絶縁膜の層を除去
する除去工程と、
前記除去工程の後に、前記半導体基板の全面に第３絶縁膜を形成する工程と、
前記第３絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する工程と、
前記第３絶縁膜をエッチングストッパーとして、前記層間絶縁膜の表面からゲート電極間
の前記半導体基板にまで達するコンタクトホールを自己整合的に形成する工程と、
を含むことを特徴とするものである。
【００２７】
請求項１２の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１から１１の何れかに記載の製
造方法において、
前記第２絶縁膜形成工程で形成される前記第２絶縁膜は、ボロン又はリンあるいはその両
方を含むシリコン酸化膜であることを特徴とするものである。
【００２８】
請求項１３の発明に係る半導体装置は、請求項１から１２の何れかに記載の半導体装置の
製造方法によって製造されることを特徴とするものである。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図中、同一又は相当する部
分には同一の符号を付してその説明を簡略化ないし省略することがある。
【００３０】
実施の形態１．
図１～図４は、本発明の実施の形態１による半導体装置の製造方法を説明するための断面
図である。
以下、図１～図４を参照して、本実施の形態１による半導体装置の製造方法について説明
する。
【００３１】
先ず、図１（ａ）に示すように、半導体基板１に素子分離酸化膜２を形成する。ここで、
半導体基板１は、ＤＲＡＭ領域１０１とロジック領域１０２とを有しており、ロジック領
域１０２は、第１ロジック領域１０２ａと第２ロジック領域１０２ｂとを有している。ま
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た、以下に述べるように、第１ロジック領域１０２ａにはＮｃｈトランジスタが形成され
、第２ロジック領域１０２ｂにはＰｃｈトランジスタがそれぞれ形成される。また、ＤＲ
ＡＭ領域１０１は、ＤＲＡＭのメモリセルが形成される領域である。
次に、半導体基板１上に、ゲート酸化膜およびドープトポリシリコン膜等の導電膜を有す
るゲート電極３を複数形成する。
そして、ゲート電極３をマスクとして、半導体基板１のＤＲＡＭ領域１０１および第１ロ
ジック領域１０２ａにｎ型不純物を低濃度で注入する。これにより、同領域１０１，１０
２ａのゲート電極３の両脇に、Ｎ型ソースドレイン領域４，５がそれぞれ形成される。
さらに、ゲート電極３をマスクとして、半導体基板１の第２ロジック領域１０２ｂにｐ型
不純物を低濃度で注入する。これにより、第２ロジック領域１０２ｂのゲート電極３の両
脇にＰ型ソースドレイン領域６が形成される。
【００３２】
次に、図１（ｂ）に示すように、半導体基板１の全面に、ゲート電極３を覆うようにシリ
コン酸化膜７を形成し、このシリコン酸化膜７上にシリコン窒化膜８を形成する。ここで
、シリコン酸化膜７は、トランジスタのホットキャリア（「ホットエレクトロン」ともい
う）特性を向上させるために形成される（後述）。
そして、シリコン窒化膜８上にシリコン酸化膜９を形成する。ここで、シリコン酸化膜９
は、ボロン又はリンあるいはその両方を含んだシリコン酸化膜が好適である。これは、ウ
ェットエッチングによるシリコン酸化膜９のエッチングレートを向上させるためである（
後述）。
【００３３】
そして、図１（ｃ）に示すように、シリコン酸化膜９、シリコン窒化膜８およびシリコン
酸化膜７を異方性エッチングする。すなわち、ゲート電極３の側面以外に形成されたシリ
コン酸化膜９、シリコン窒化膜８およびシリコン酸化膜７をドライエッチングにより除去
する。これにより、ゲート電極３の側面に、この側面を覆うシリコン窒化膜８と、シリコ
ン窒化膜８を覆うシリコン酸化膜９を含むサイドウォール１０が形成される。
ここで、ゲート電極３の側面には、３種類の絶縁膜７，８，９が積層されているが、この
うちサイドウォール１０として本質的に機能するのはシリコン窒化膜８およびシリコン酸
化膜９である。
そこで、本実施の形態１において、サイドウォール１０は、シリコン窒化膜８およびシリ
コン酸化膜９が積層されたものとする（後述する他の実施の形態についても同様）。
また、シリコン酸化膜７は、ゲート電極３側面上および半導体基板１上に一体的に形成さ
れている。このシリコン酸化膜７により、トランジスタのホットキャリア特性が向上する
。詳細には、シリコン酸化膜７が屈曲する部分の近傍におけるホットキャリア現象の発生
を防止することができる。
【００３４】
次に、図２（ｄ）に示すように、写真製版技術により第１ロジック領域１０２ａ以外を覆
うレジストパターン１１を形成する。そして、サイドウォール１０をマスクとして第１ロ
ジック領域１０２ａにｎ型不純物を高濃度で注入することにより、Ｎ＋ソースドレイン領
域１２を形成する。その後、レジストパターン１１を除去する。
【００３５】
次に、図２（ｅ）に示すように、写真製版技術により第２ロジック領域１０２ｂ以外を覆
うレジストパターン１３を形成する。そして、サイドウォール１０をマスクとして第２ロ
ジック領域１０２ｂにｐ型不純物を高濃度で注入することにより、Ｐ＋ソースドレイン領
域１４を形成する。
そして、図２（ｆ）に示すように、レジストパターン１３を除去する。これにより、ロジ
ック領域１０２にＬＤＤ構造を有するトランジスタが形成される。
【００３６】
次に、図３（ｇ）に示すように、ウェットエッチングによりゲート電極３の側面に形成さ
れたシリコン酸化膜９を除去する。すなわち、ゲート電極３の側面に形成されたサイドウ



(11) JP 4897146 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

ォール１０のうちシリコン酸化膜９のみをウェットエッチングにより除去する。
これにより、隣り合うゲート電極３の間隔が、シリコン酸化膜９の膜厚分だけ広がる。こ
れは、ゲート電極３の間隔が密であるＤＲＡＭ領域１０１において、特に有効である。
また、上述のように、シリコン酸化膜９は、ボロンやリンあるいはその両方を含んでいる
。このため、ウェットエッチング時において、このシリコン酸化膜９のエッチングレート
は、ノンドープのシリコン酸化膜からなる素子分離酸化膜２のエッチングレートよりも速
い。従って、ウェットエッチングによってシリコン酸化膜９を除去する際に、素子分離酸
化膜２の落ち込み（膜減り）を低減することができる。
【００３７】
次に、図３（ｈ）に示すように、半導体基板１の全面にサリサイドプロテクション膜１５
として機能するシリコン酸化膜を形成する。
【００３８】
次に、図３（ｉ）に示すように、写真製版技術により第２ロジック領域１０２ｂを覆うレ
ジストパターン１６を形成する。そして、ＤＲＡＭ領域１０１および第１ロジック領域１
０２ａに形成されたサリサイドプロテクション膜１５をウェットエッチングにより除去す
る。その後、レジストパターン１６を除去する。
【００３９】
次いで、図４（ｊ）に示すように、サリサイド（SALICIDE: self-alighned silicide）法
により金属シリサイド膜１７を形成する。すなわち、サリサイド構造を有するトランジス
タが形成される。
具体的には、先ず、半導体基板１の全面に例えばＣｏ，Ｔｉ，Ｗ，Ｍｏ，Ｔａ等の高融点
の金属膜を形成する。次に、半導体基板１を高温で熱処理（アニール）する。そして、不
要な（未反応の）金属膜を除去する。これにより、図４（ｊ）に示すように、ＤＲＡＭ領
域１０１および第１ロジック領域１０２ａに形成されたゲート電極３の上層、およびこれ
らのゲート電極３の側面に形成されたシリコン窒化膜８に隣接する不純物拡散領域４，１
２に高融点の金属シリサイド膜１７が形成される。
【００４０】
次に、図４（ｋ）に示すように、半導体基板１の全面に、ＳＡＣ（Self Align Contact）
形成用のエッチングストッパーとして機能するシリコン窒化膜１８を形成する。
【００４１】
次に、図４（ｌ）に示すように、シリコン窒化膜１８上に層間絶縁膜１９としてのシリコ
ン酸化膜を形成して、熱処理（アニール）を行う。
【００４２】
そして、図示しないが、シリコン窒化膜１８をエッチングストッパーとして、層間絶縁膜
１９の表面からゲート電極３間の半導体基板１の表面にまで達するコンタクトホールを自
己整合的に形成する。さらに、このコンタクトホール内に導電膜を埋め込むことにより、
ＳＡＣを形成する。
【００４３】
なお、本実施の形態１で説明したシリコン窒化膜８は、「特許請求の範囲」に記載の第１
絶縁膜および第１絶縁膜の層に相当する。同様に、シリコン酸化膜９は第２絶縁膜および
第２絶縁膜の層に相当する。さらに、サリサイドプロテクション膜１５は保護絶縁膜に、
シリコン窒化膜１８は第３絶縁膜にそれぞれ相当する（後述する他の実施の形態について
も同様）。
【００４４】
以上説明したように、本実施の形態１の半導体装置の製造方法では、ゲート電極３の側面
に、この側面を覆うシリコン窒化膜８と、シリコン窒化膜８を覆うシリコン酸化膜９とを
含むサイドウォール１０を形成した。そして、ロジック領域１０２のトランジスタをＬＤ
Ｄ構造にした後、ゲート電極３の側面に形成されたシリコン酸化膜９をウェットエッチン
グにより除去した。その後、ＳＡＣ形成用のシリコン窒化膜１８を形成し、シリコン窒化
膜１８上に層間絶縁膜１９を形成した。
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【００４５】
この製造方法によれば、隣り合うゲート電極３の間隔が、除去されたシリコン酸化膜９の
膜厚分だけ広くなる。このため、層間絶縁膜１９を埋め込む際に、ゲート電極３の間隔を
従来よりも広くすることができる。これは、ゲート電極３の間隔が密であるＤＲＡＭ領域
１０１において特に効果的である。
従って、従来のように空洞を形成することなく、層間絶縁膜１９をゲート電極３間にも隙
間無く埋め込むことができる。すなわち、ゲート電極３の間隔が狭い領域１０１において
も、層間絶縁膜１９を隙間無く埋め込むことができる。
これにより、層間絶縁膜１９を形成した後に形成されるコンタクト同士が、空洞によりシ
ョートすることを防止することができる。従って、高品質の半導体装置（ＤＲＡＭ混載デ
バイス）を製造することができる。
【００４６】
また、ウェットエッチングで除去されるシリコン酸化膜９として、ボロン又はリンあるい
はその両方がドープされたシリコン酸化膜を用いた。ここで、素子分離酸化膜２のような
ノンドープのシリコン酸化膜より不純物がドープされたシリコン酸化膜９の方が、ウェッ
トエッチングのエッチングレートが速い。従って、シリコン酸化膜９のウェットエッチン
グ時に、素子分離酸化膜２の落ち込みを低減でき、半導体装置の信頼性を向上させること
ができる。
【００４７】
なお、本実施の形態１においては、ＤＲＡＭ領域１０１およびロジック領域１０２を有す
る半導体装置の製造方法について説明したが、ロジック領域１０２は類似した構造を有す
るＤＲＡＭ周辺回路が形成される領域であってもよい（後述する他の実施の形態について
も同様）。
【００４８】
また、本実施の形態１においては、ロジック領域１０２のみにＬＤＤ構造を有するトラン
ジスタを形成しているが、ＤＲＡＭ領域１０１にも同様のトランジスタを形成してもよい
。この場合にも、本発明を適用することができる。
【００４９】
実施の形態２．
図５～図８は、本発明の実施の形態２による半導体装置の製造方法を説明するための断面
図である。
以下、図５～図８を参照して、本実施の形態２による半導体装置の製造方法について説明
する。なお、本実施の形態２において、前述の実施の形態１と同一工程の説明は省略する
。
【００５０】
図５（ａ）～図６（ｆ）に示す工程は、実施の形態１の図１（ａ）～図２（ｆ）に示した
工程と同一であるため、その説明を省略する。
これらの工程に続いて、図７（ｇ）に示すように、半導体基板１の全面にサリサイドプロ
テクション膜１５として機能するシリコン酸化膜を形成する。
【００５１】
次に、図７（ｈ）に示すように、写真製版技術により第２ロジック領域１０２ｂを覆うレ
ジストパターン１６を形成する。
そして、ＤＲＡＭ領域１０１および第１ロジック領域１０２ａに形成されたサリサイドプ
ロテクション膜１５をウェットエッチングにより除去するとともに、同領域１０１，１０
２ａのゲート電極３の側面に形成されたシリコン酸化膜９を除去する。
その後、レジストパターン１６を除去する。
【００５２】
次に、実施の形態１と同様の方法（サリサイド法）で、図７（ｉ）に示すように、金属シ
リサイド膜１７を形成する。そして、図８（ｊ）に示すように、半導体基板１の全面にシ
リコン窒化膜１８を形成する。さらに、図８（ｋ）に示すように、シリコン窒化膜１８上
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に層間絶縁膜１９を形成する。
【００５３】
そして、図示しないが、シリコン窒化膜１８をエッチングストッパーとして、層間絶縁膜
１９の表面からゲート電極３間の半導体基板１の表面にまで達するコンタクトホールを自
己整合的に形成する。さらに、このコンタクトホール内に導電膜を埋め込むことにより、
ＳＡＣを形成する。
【００５４】
以上説明したように、本実施の形態２の半導体装置の製造方法においても、実施の形態１
と同様に、ゲート電極３の側面に、この側面を覆うシリコン窒化膜８と、シリコン窒化膜
８を覆うシリコン酸化膜９とを含むサイドウォール１０を形成した。そして、ロジック領
域１０２のトランジスタをＬＤＤ構造にした後、ゲート電極３の側面に形成されたシリコ
ン酸化膜９をウェットエッチングにより除去した。その後、ＳＡＣ形成用のシリコン窒化
膜１８を形成し、シリコン窒化膜１８上に層間絶縁膜１９を形成した。
【００５５】
この製造方法によれば、隣り合うゲート電極３の間隔が、除去されたシリコン酸化膜９の
膜厚分だけ広くなる。従って、実施の形態１と同様の効果が得られる。
【００５６】
また、本実施の形態２では、サリサイドプロテクション膜１５およびゲート電極３の側面
に形成されたシリコン酸化膜９を、１回のウェットエッチングにより除去することとした
。これにより、実施の形態１による製造方法よりも工程数を少なくすることができる。従
って、半導体装置の製造コストを抑えることができる。
【００５７】
実施の形態３．
図９～図１３は、本発明の実施の形態３による半導体装置の製造方法を説明するための断
面図である。
以下、図９～図１３を参照して、本実施の形態３による半導体装置の製造方法について説
明する。なお、本実施の形態３において、前述の実施の形態１と同一工程の説明は省略す
る。
【００５８】
図９（ａ）～図１１（ｈ）に示す工程は、実施の形態１の図１（ａ）～図３（ｈ）に示し
た工程と同一であるため、その説明を省略する。
これらの工程に続いて、図１１（ｉ）に示すように、写真製版技術により第１ロジック領
域１０２ａ以外を覆うレジストパターン２０を形成する。そして、このレジストパターン
２０をマスクとしたウェットエッチングにより、第１ロジック領域１０２ａに形成された
サリサイドプロテクション膜１５を除去する。
次に、図１２（ｊ）に示すように、レジストパターン２０を除去する。
【００５９】
そして、実施の形態１と同様の方法（サリサイド法）を用いて、図１２（ｋ）に示すよう
に、第１ロジック領域１０２ａに高融点の金属シリサイド膜１７を形成する。この時、Ｄ
ＲＡＭ領域１０１はサリサイドプロテクション膜１５で覆われているため、金属シリサイ
ド膜１７が形成されない。
【００６０】
次に、図１２（ｌ）に示すように、写真製版技術によりＤＲＡＭ領域１０１以外を覆うレ
ジストパターン２１を形成する。そして、ウェットエッチングによりＤＲＡＭ領域１０１
に形成されたサリサイドプロテクション膜１５を除去する。そして、図１３（ｍ）に示す
ように、レジストパターン２１を除去する。
【００６１】
次に、実施の形態１と同様の方法で、図１３（ｎ）に示すように、半導体基板１の全面に
シリコン窒化膜１８を形成する。そして、図１３（ｏ）に示すように、シリコン窒化膜１
８上に層間絶縁膜１９を形成する。
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【００６２】
そして、図示しないが、シリコン窒化膜１８をエッチングストッパーとして、層間絶縁膜
１９の表面からゲート電極３間の半導体基板１の表面にまで達するコンタクトホールを自
己整合的に形成する。さらに、このコンタクトホール内に導電膜を埋め込むことにより、
ＳＡＣを形成する。
【００６３】
以上説明したように、本実施の形態３の半導体装置の製造方法では、ゲート電極３の側面
に、この側面を覆うシリコン窒化膜８と、シリコン窒化膜８を覆うシリコン酸化膜９とを
含むサイドウォール１０を形成した。そして、ロジック領域１０２のトランジスタをＬＤ
Ｄ構造にした後、ゲート電極３の側面に形成されたシリコン酸化膜９をウェットエッチン
グにより除去した。その後、半導体基板１の全面にＳＡＣ形成用のシリコン窒化膜１８を
形成し、シリコン窒化膜１８上に層間絶縁膜１９を形成した。
【００６４】
この製造方法によれば、ＤＲＡＭ領域１０１のゲート電極３の間隔が、除去されたシリコ
ン酸化膜９の膜厚分だけ広くなる。従って、実施の形態１と同様の効果が得られる。
【００６５】
また、本実施の形態３では、第１ロジック領域１０２ａで金属シリサイド膜１７を形成す
る際に、ＤＲＡＭ領域１０１にサリサイドプロテクション膜１５を残存させた（図１２（
ｋ）参照）。このため、ＤＲＡＭ領域１０１には金属シリサイド膜１７が形成されず、ソ
ースドレイン領域４からの接合リーク電流を低減することができる。従って、前述の実施
の形態１および２と比較して、ＤＲＡＭの高いリフレッシュ特性が得られる。
【００６６】
実施の形態４．
図１４～図１８は、本発明の実施の形態４による半導体装置の製造方法を説明するための
断面図である。
以下、図１４～図１８を参照して、本実施の形態４による半導体装置の製造方法について
説明する。なお、本実施の形態４において、前述の実施の形態１と同一工程の説明は省略
する。
【００６７】
図１４（ａ）～図１５（ｆ）に示す工程は、実施の形態１の図１（ａ）～図２（ｆ）に示
した工程と同一であるため、その説明を省略する。
これらの工程に続いて、図１６（ｇ）に示すように、半導体基板１の全面にサリサイドプ
ロテクション膜１５としてのシリコン酸化膜を形成する。
【００６８】
次に、図１６（ｈ）に示すように、写真製版技術により第１ロジック領域１０２ａ以外を
覆うレジストパターン２０を形成する。
そして、このレジストパターン２０をマスクとしたウェットエッチングにより、第１ロジ
ック領域１０２ａに形成されたサリサイドプロテクション膜１５、および同領域１０２ａ
のゲート電極３の側面に形成されたシリコン酸化膜９を除去する。
次に、図１６（ｉ）に示すように、レジストパターン２０を除去する。
【００６９】
そして、実施の形態１と同様の方法（サリサイド法）を用いて、図１７（ｊ）に示すよう
に、第１ロジック領域１０２ａに高融点の金属シリサイド膜１７を形成する。この時、Ｄ
ＲＡＭ領域１０１はサリサイドプロテクション膜１５で覆われているため、金属シリサイ
ド膜１７が形成されない。
【００７０】
次に、図１７（ｋ）に示すように、写真製版技術によりＤＲＡＭ領域１０１以外を覆うレ
ジストパターン２１を形成する。
そして、このレジストパターンをマスクとしたウェットエッチングにより、ＤＲＡＭ領域
１０１に形成されたサリサイドプロテクション膜１５、および同領域１０１のゲート電極
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３の側面に形成されたシリコン酸化膜９を除去する。
次に、図１７（ｌ）に示すように、レジストパターン２１を除去する。
【００７１】
次に、実施の形態１と同様の方法で、図１８（ｍ）に示すように、半導体基板１の全面に
シリコン窒化膜１８を形成する。そして、図１８（ｎ）に示すように、シリコン窒化膜１
８上に層間絶縁膜１９を形成する。
【００７２】
そして、図示しないが、シリコン窒化膜１８をエッチングストッパーとして、層間絶縁膜
１９の表面からゲート電極３間の半導体基板１の表面にまで達するコンタクトホールを自
己整合的に形成する。さらに、このコンタクトホール内に導電膜を埋め込むことにより、
ＳＡＣを形成する。
【００７３】
以上説明したように、本実施の形態４の半導体装置の製造方法では、ゲート電極３の側面
に、この側面を覆うシリコン窒化膜８と、シリコン窒化膜８を覆うシリコン酸化膜９とを
含むサイドウォール１０を形成した。そして、ロジック領域１０２のトランジスタをＬＤ
Ｄ構造にした後、ゲート電極３の側面に形成されたシリコン酸化膜９をウェットエッチン
グにより除去した。その後、ＳＡＣ形成用のシリコン窒化膜１８を形成し、シリコン酸化
膜１８上に層間絶縁膜１９を形成した。
この製造方法によれば、ゲート電極３の間隔が、除去されたシリコン酸化膜９の膜厚分だ
け広くなる。従って、実施の形態１と同様の効果が得られる。
【００７４】
また、本実施の形態４では、第１ロジック領域１０２ａのサリサイドプロテクション膜１
５およびシリコン酸化膜９を１回のウェットエッチングによって除去し、ＤＲＡＭ領域１
０１のサリサイドプロテクション膜１５およびシリコン酸化膜９の除去を１回のウェット
エッチングによって除去した。
すなわち、実施の形態３では３回ウェットエッチングを行っていたのを、本実施の形態４
では２回として、ウェットエッチングの工程を１回減らすことができる。従って、半導体
装置の製造コストを抑えることができる。
【００７５】
また、本実施の形態４においても、実施の形態３と同様に、ＤＲＡＭ領域１０１に金属シ
リサイド膜１７を形成しないため、ＤＲＡＭの高いリフレッシュ特性が得られる。
【００７６】
実施の形態５．
図１９～図２１は、本発明の実施の形態５による半導体装置の製造方法を説明するための
断面図である。
以下、図１９～図２１を参照して、本実施の形態５による半導体装置の製造方法について
説明する。なお、本実施の形態５において、前述の実施の形態１と同一工程の説明は省略
する。
【００７７】
図１９（ａ）～（ｂ）に示す工程は、実施の形態１の図１（ａ）～（ｂ）に示した工程と
同一であるため、その説明を省略する。
【００７８】
これらの工程に続いて、図１９（ｃ）に示すように、写真製版技術により第１ロジック領
域１０２ａ以外を覆うレジストパターン２２を形成する。
そして、第１ロジック領域１０２ａのシリコン酸化膜９、シリコン窒化膜８およびシリコ
ン酸化膜７を異方性エッチングすることにより、ゲート電極３の側面にサイドウォール１
０を形成する。
さらに、このサイドウォール１０をマスクとして第１ロジック領域１０２ａにｎ型不純物
を高濃度で注入することにより、Ｎ＋ソースドレイン領域１２を形成する。その後、レジ
ストパターン２２を除去する。
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【００７９】
次に、図１９（ｄ）に示すように、写真製版技術により第２ロジック領域１０２ｂ以外を
覆うレジストパターン２３を形成する。
そして、第２ロジック領域１０２ｂのシリコン酸化膜９、シリコン窒化膜８およびシリコ
ン酸化膜７を異方性エッチングすることにより、ゲート電極３の側面にサイドウォール１
０を形成する。
さらに、このサイドウォール１０をマスクとして第２ロジック領域１０２ｂにｐ型不純物
を高濃度で注入することにより、Ｐ＋ソースドレイン領域１４を形成する。
【００８０】
ここで、図１９（ｃ），（ｄ）に示した工程においては、ＤＲＡＭ領域１０１はレジスト
パターン２２，２３でそれぞれ覆われているため、サイドウォール１０は形成されない。
【００８１】
次に、図２０（ｅ）に示すように、レジストパターン２３を除去する。
そして、図２０（ｆ）に示すように、ウェットエッチングにより半導体基板全面のシリコ
ン酸化膜２１を除去する。詳細には、ウェットエッチングにより、ＤＲＡＭ領域１０１で
はシリコン窒化膜８上に形成されたシリコン酸化膜９を除去し、ロジック領域１０２では
ゲート電極３の側面に形成されたシリコン酸化膜９を除去する。
【００８２】
次に、図２０（ｇ）に示すように、半導体基板１の全面にサリサイドプロテクション膜１
５として機能するシリコン酸化膜を形成する。
【００８３】
次に、図２０（ｈ）に示すように、写真製版技術により第２ロジック領域１０２ｂを覆う
レジストパターン２４を形成する。そして、ＤＲＡＭ領域１０１および第１ロジック領域
１０２ａに形成されたサリサイドプロテクション膜１５をウェットエッチングにより除去
する。その後、レジストパターン２４を除去する。
【００８４】
次に、実施の形態１と同様の方法（サリサイド法）を用いて、図２１（ｉ）に示すように
、第１ロジック領域１０２ａに高融点の金属シリサイド膜１７を形成する。この時、ＤＲ
ＡＭ領域１０１はシリコン窒化膜８で覆われているため、金属シリサイド膜が形成されな
い。
【００８５】
次に、実施の形態１と同様の方法で、図２１（ｊ）に示すように、半導体基板１の全面に
シリコン窒化膜１８を形成する。そして、図２１（ｋ）に示すように、シリコン窒化膜１
８上に層間絶縁膜１９を形成する。
【００８６】
そして、図示しないが、シリコン窒化膜１８をエッチングストッパーとして、層間絶縁膜
１９の表面からゲート電極３間の半導体基板１の表面にまで達するコンタクトホールを自
己整合的に形成する。さらに、このコンタクトホール内に導電膜を埋め込むことにより、
ＳＡＣを形成する。
【００８７】
以上説明したように、本実施の形態５の半導体装置の製造方法では、半導体基板１上にシ
リコン窒化膜８とシリコン酸化膜９とを積層し、ロジック領域１０２においてこれらを異
方性エッチングすることによりサイドウォール１０を形成した。そして、ロジック領域１
０２でトランジスタをＬＤＤ構造とした後、半導体基板１全面のシリコン酸化膜９をウェ
ットエッチングにより除去した。その後、ＳＡＣ形成用のシリコン窒化膜１８を形成し、
シリコン窒化膜１８上に層間絶縁膜１９を形成した。
【００８８】
この製造方法によれば、ゲート電極３の間隔が、除去されたシリコン酸化膜９の膜厚分だ
け広くなる。従って、実施の形態１と同様の効果が得られる。
【００８９】
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また、本実施の形態５による半導体装置の製造方法では、実施の形態３又は４による製造
方法と比較して、写真製版の工程数を１回少なくすることができる。従って、半導体装置
の製造コストを抑えることができる。
【００９０】
また、本実施の形態５においても、実施の形態３と同様に、ＤＲＡＭ領域１０１に金属シ
リサイド膜１７を形成しないため、ＤＲＡＭの高いリフレッシュ特性が得られる。
【００９１】
実施の形態６．
図２２～図２４は、本発明の実施の形態６による半導体装置の製造方法を説明するための
断面図である。
以下、図２２～図２４を参照して、本実施の形態６による半導体装置の製造方法について
説明する。なお、本実施の形態６において、前述の実施の形態５と同一工程の説明は省略
する。
【００９２】
図２２（ａ）～図２３（ｅ）に示す工程は、実施の形態５の図１９（ａ）～図２０（ｅ）
に示した工程と同一であるため、その説明を省略する。
【００９３】
これらの工程に続いて、図２３（ｆ）に示すように、半導体基板１の全面にサリサイドプ
ロテクション膜１５としてのシリコン酸化膜を形成する。
【００９４】
次に、図２３（ｇ）に示すように、写真製版技術により第２ロジック領域１０２ｂを覆う
レジストパターン２４を形成する。
そして、このレジストパターン２４をマスクとしたウェットエッチングにより、ＤＲＡＭ
領域１０１および第１ロジック領域１０２ａに形成されたサリサイドプロテクション膜１
５およびシリコン酸化膜９を除去する。
【００９５】
次に、実施の形態１と同様の方法（サリサイド法）を用いて、図２４（ｈ）に示すように
、第１ロジック領域１０２ａに高融点の金属シリサイド膜１７を形成する。この時、ＤＲ
ＡＭ領域１０１はシリコン窒化膜８で覆われているため、金属シリサイド膜が形成されな
い。
【００９６】
そして、実施の形態１と同様の方法で、図２４（ｉ）に示すように、半導体基板１の全面
にシリコン窒化膜１８を形成する。さらに、図２４（ｊ）に示すように、シリコン窒化膜
１８上に層間絶縁膜１９を形成する。
【００９７】
そして、図示しないが、シリコン窒化膜１８をエッチングストッパーとして、層間絶縁膜
１９の表面からゲート電極３間の半導体基板１の表面にまで達するコンタクトホールを自
己整合的に形成する。さらに、このコンタクトホール内に導電膜を埋め込むことにより、
ＳＡＣを形成する。
【００９８】
以上説明したように、本実施の形態６の半導体装置の製造方法では、実施の形態５の製造
方法と同様に、半導体基板１上にシリコン窒化膜８とシリコン酸化膜９とを積層し、ロジ
ック領域１０２においてこれらを異方性エッチングすることによりサイドウォール１０を
形成した。そして、ロジック領域１０２でトランジスタをＬＤＤ構造とした後、シリコン
酸化膜９をウェットエッチングにより除去した。その後、ＳＡＣ形成用のシリコン窒化膜
１８を形成し、シリコン窒化膜１８上に層間絶縁膜１９を形成した。
【００９９】
この製造方法によれば、ゲート電極３の間隔が、除去されたシリコン酸化膜９の膜厚分だ
け広くなる。従って、実施の形態１と同様の効果が得られる。
【０１００】
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また、本実施の形態６による半導体装置の製造方法では、実施の形態５と同様に、実施の
形態３又は４の製造方法よりも写真製版の工程を１回減らすことができる。さらに、サリ
サイドプロテクション膜１５およびシリコン酸化膜９を１回のウェットエッチングで除去
することにより、実施の形態５による製造方法よりもウェットエッチングの工程を減らす
ことができる。
従って、半導体装置の製造コストを抑えることができる。
【０１０１】
また、本実施の形態６においても、実施の形態３と同様に、ＤＲＡＭ領域１０１に金属シ
リサイド膜１７を形成しないため、ＤＲＡＭの高いリフレッシュ特性が得られる。
【０１０２】
【発明の効果】
本発明によれば、ゲート電極の側面に、この側面を覆う第１絶縁膜と、第１絶縁膜を覆う
第２絶縁膜とを含むサイドウォールを形成し、第２絶縁膜をウェットエッチングによって
除去した後に層間絶縁膜を形成した。従って、第２絶縁膜を除去した分だけ、ゲート電極
の間隔を広げることができる。これにより、ゲート電極の間隔が狭い領域においても層間
絶縁膜を隙間無く埋め込むことが可能となる。
また、第２絶縁膜としてボロン又はリンあるいはその両方を含むシリコン酸化膜を用いる
ことにより、第２絶縁膜のウェットエッチングによるエッチングレートを向上させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１による半導体装置の製造方法を説明するための断面図で
ある（その１）。
【図２】　本発明の実施の形態１による半導体装置の製造方法を説明するための断面図で
ある（その２）。
【図３】　本発明の実施の形態１による半導体装置の製造方法を説明するための断面図で
ある（その３）。
【図４】　本発明の実施の形態１による半導体装置の製造方法を説明するための断面図で
ある（その４）。
【図５】　本発明の実施の形態２による半導体装置の製造方法を説明するための断面図で
ある（その１）。
【図６】　本発明の実施の形態２による半導体装置の製造方法を説明するための断面図で
ある（その２）。
【図７】　本発明の実施の形態２による半導体装置の製造方法を説明するための断面図で
ある（その３）。
【図８】　本発明の実施の形態２による半導体装置の製造方法を説明するための断面図で
ある（その４）。
【図９】　本発明の実施の形態３による半導体装置の製造方法を説明するための断面図で
ある（その１）。
【図１０】　本発明の実施の形態３による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その２）。
【図１１】　本発明の実施の形態３による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その３）。
【図１２】　本発明の実施の形態３による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その４）。
【図１３】　本発明の実施の形態３による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その５）。
【図１４】　本発明の実施の形態４による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その１）。
【図１５】　本発明の実施の形態４による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その２）。
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【図１６】　本発明の実施の形態４による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その３）。
【図１７】　本発明の実施の形態４による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その４）。
【図１８】　本発明の実施の形態４による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その５）。
【図１９】　本発明の実施の形態５による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その１）。
【図２０】　本発明の実施の形態５による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その２）。
【図２１】　本発明の実施の形態５による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その３）。
【図２２】　本発明の実施の形態６による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その１）。
【図２３】　本発明の実施の形態６による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その２）。
【図２４】　本発明の実施の形態６による半導体装置の製造方法を説明するための断面図
である（その３）。
【図２５】　従来の半導体装置の製造方法を説明するための断面図である（その１）。
【図２６】　従来の半導体装置の製造方法を説明するための断面図である（その２）。
【図２７】　従来の半導体装置の製造方法を説明するための断面図である（その３）。
【図２８】　従来の半導体装置の製造方法を説明するための断面図である（その４）。
【符号の説明】
１　半導体基板、２　素子分離酸化膜、３　ゲート電極、４，５　Ｎ型ソースドレイン領
域、６　Ｐ型ソースドレイン領域、７　シリコン酸化膜、８　シリコン酸化膜、９　シリ
コン窒化膜、１０サイドウォール、１１レジストパターン、１２　Ｎ＋型ソースドレイン
領域、１３　レジストパターン、１４　Ｐ＋型ソースドレイン領域、１５　サリサイドプ
ロテクション膜、１６　レジストパターン、１７　金属シリサイド膜、１８　シリコン窒
化膜、１９　層間絶縁膜、２０～２４　レジストパターン、１０１　ＤＲＡＭ領域、１０
２　ロジック領域、１０２ａ　第１ロジック領域、１０２ｂ　第２ロジック領域。
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