
JP 4440080 B2 2010.3.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１のゲート電極、および、前記半導体基板の表面を占める面
積が前記第１のゲート電極よりも大きい第２のゲート電極を形成し、
　前記第１および前記第２のゲート電極上に層間絶縁膜を堆積し、
　前記層間絶縁膜を平坦化するとともに、前記第１および前記第２のゲート電極の上面を
露出させ、
　前記第２のゲート電極の厚みが前記第１のゲート電極の厚みよりも薄くなるように前記
第２のゲート電極の上部を選択的にエッチングまたは研磨し、
　前記第１のゲート電極および前記第２のゲート電極上に金属膜を堆積し、
　前記第１のゲート電極の全部および前記第２のゲート電極の全部をシリサイド化するこ
とを具備した半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１および第２のゲート電極の形成後、前記第２のゲート電極のエッチング前に、
　前記第１のゲート電極を被覆したまま前記第２のゲート電極の上面を露出させるように
前記マスク材料を形成することをさらに具備し、
　前記第２のゲート電極の選択的エッチングはドライエッチングで行われることを特徴と
する請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
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　前記第２のゲート電極の選択的研磨はＣＭＰで行われることを特徴とする請求項１に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　半導体基板上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１のゲート電極、および、前記半導体基板の表面を占める面積
が前記第１のゲート電極よりも大きい第２のゲート電極を形成し、
　前記第１および前記第２のゲート電極上に層間絶縁膜を堆積し、
　前記層間絶縁膜を平坦化するとともに、前記第１および前記第２のゲート電極の上面を
露出させ、
　前記第１のゲート電極を被覆し、前記第２のゲート電極の上面を露出させるように前記
マスク材料をパターニングし、
　前記マスク材料を利用して前記第２のゲート電極の上部を非晶質化し、
　前記マスク材料を除去し、
　前記第１のゲート電極および前記第２のゲート電極上に金属膜を堆積し、
　前記第１のゲート電極の全部および前記第２のゲート電極の全部をシリサイド化するこ
とを具備した半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　半導体基板上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上にゲート電極材料を堆積し、
　前記ゲート電極材料上にマスク材料を堆積し、
　前記ゲート電極材料および前記マスク材料をパターニングすることによって、上面に前
記マスク材料を載せた第１のゲート電極、および、前記半導体基板の表面を占める面積が
前記第１のゲート電極よりも大きい第２のゲート電極を形成し、
　前記第１および第２のゲート電極上に層間絶縁膜を堆積し、
　前記層間絶縁膜を研磨することによって前記第１および第２のゲート電極上の前記マス
ク材料を露出させ、
　前記マスク材料を除去することによって、前記第１および第２のゲート電極上に溝を形
成し、
　前記第１および第２のゲート電極上に金属膜を堆積し、
　前記金属膜を研磨することによって前記第１および第２のゲート電極上の溝に前記金属
膜を残存させ、
　前記第１のゲート電極の全部および第２のゲート電極の全部をシリサイド化することを
具備した半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　半導体基板上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１のゲート電極、および、前記半導体基板の表面を占める面積
が前記第１のゲート電極よりも大きい第２のゲート電極を形成し、
　前記第１および前記第２のゲート電極上に層間絶縁膜を堆積し、
　前記層間絶縁膜を平坦化するとともに、前記第１および前記第２のゲート電極の上面を
露出させ、
　前記第１のゲート電極および前記第２のゲート電極上に金属膜を堆積し、
　前記金属膜上に熱遮蔽膜を堆積し、
　前記第１のゲート電極上の前記金属膜を被覆し、前記第２のゲート電極上の前記金属膜
を露出させるように前記熱遮蔽膜をパターニングし、
　前記第１のゲート電極の全部および前記第２のゲート電極の全部をシリサイド化するこ
とを具備した半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、全体がシリサイドからなる第１のゲート電極と、
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　前記ゲート絶縁膜上に形成され、全体が前記シリサイドからなる第２のゲート電極であ
って、前記半導体基板の表面を占める面積が前記第１のゲート電極よりも大きく、なおか
つ、前記第１のゲート電極よりも膜厚が薄い第２のゲート電極とを備えた半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ゲート電極全体をシリサイド化（以下、フルシリサイド化という）するＭＯＳＦ
ＥＴを半導体基板上に製造することが考えられている。
【０００３】
　しかし、同一の半導体基板上に形成されるＭＯＳＦＥＴであっても、ゲート電極のゲー
ト長およびゲート幅には、広狭（大小）の差がある。シリサイドプロセスの進行は、この
ようなゲート電極のパターンの相違によって異なる。そのため、総てのパターンのゲート
電極をフルシリサイド化することは困難であった。
【０００４】
　例えば、ゲートパターンの面積が狭いゲート電極のパターンでは、シリサイド化が速く
進行する。これは、シリサイド工程において、メタルがゲート電極の周辺から多く供給さ
れ得るからである。従って、この場合、ゲート電極はフルシリサイド化されやすい。一方
、ゲートパターンの面積が広いゲート電極のパターンでは、シリサイド化の進行が遅い。
これは、シリサイド工程において、メタルがゲート電極の周辺から充分に供給されないか
らである。従って、この場合、ゲート電極はフルシリサイド化され難い。
【特許文献１】特開２０００－５８８２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　様々なパターンを有するゲート電極をフルシリサイド化することができる半導体装置の
製造方法を提供する。
【０００６】
　様々なパターンを有しフルシリサイド化されたゲート電極を備えた半導体装置を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る実施形態に従った半導体装置の製造方法は、半導体基板上にゲート絶縁膜
を形成し、前記ゲート絶縁膜上に、第１のゲート電極、および、前記半導体基板の表面を
占める面積が前記第１のゲート電極よりも大きい第２のゲート電極を形成し、前記第１お
よび前記第２のゲート電極上に層間絶縁膜を堆積し、前記層間絶縁膜を平坦化するととも
に、前記第１および前記第２のゲート電極の上面を露出させ、前記第２のゲート電極の厚
みが前記第１のゲート電極の厚みよりも薄くなるように前記第２のゲート電極の上部を選
択的にエッチングまたは研磨し、前記第１のゲート電極および前記第２のゲート電極上に
金属膜を堆積し、前記第１のゲート電極の全部および前記第２のゲート電極の全部をシリ
サイド化することを具備する。
【０００８】
　本発明に係る他の実施形態に従った半導体装置の製造方法は、半導体基板上にゲート絶
縁膜を形成し、前記ゲート絶縁膜上に第１のゲート電極、および、前記半導体基板の表面
を占める面積が前記第１のゲート電極よりも大きい第２のゲート電極を形成し、前記第１
および前記第２のゲート電極上に層間絶縁膜を堆積し、前記層間絶縁膜を平坦化するとと
もに、前記第１および前記第２のゲート電極の上面を露出させ、前記第１のゲート電極を
被覆し、前記第２のゲート電極の上面を露出させるように前記マスク材料をパターニング
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し、前記マスク材料を利用して前記第２のゲート電極の上部を非晶質化し、前記マスク材
料を除去し、前記第１のゲート電極および前記第２のゲート電極上に金属膜を堆積し、前
記第１のゲート電極の全部および前記第２のゲート電極の全部をシリサイド化することを
具備する。
【０００９】
　本発明に係る他の実施形態に従った半導体装置の製造方法は、半導体基板上にゲート絶
縁膜を形成し、前記ゲート絶縁膜上にゲート電極材料を堆積し、前記ゲート電極材料上に
マスク材料を堆積し、前記ゲート電極材料および前記マスク材料をパターニングすること
によって、上面に前記マスク材料を載せた第１のゲート電極、および、前記半導体基板の
表面を占める面積が前記第１のゲート電極よりも大きい第２のゲート電極を形成し、前記
第１および第２のゲート電極上に層間絶縁膜を堆積し、前記層間絶縁膜を研磨することに
よって前記第１および第２のゲート電極上の前記マスク材料を露出させ、前記マスク材料
を除去することによって、前記第１および第２のゲート電極上に溝を形成し、前記第１お
よび第２のゲート電極上に金属膜を堆積し、前記金属膜を研磨することによって前記第１
および第２のゲート電極上の溝に前記金属膜を残存させ、前記第１のゲート電極の全部お
よび第２のゲート電極の全部をシリサイド化することを具備する。
【００１０】
　本発明に係るさらに他の実施形態に従った半導体装置の製造方法は、半導体基板上にゲ
ート絶縁膜を形成し、前記ゲート絶縁膜上に第１のゲート電極、および、前記半導体基板
の表面を占める面積が前記第１のゲート電極よりも大きい第２のゲート電極を形成し、前
記第１および前記第２のゲート電極上に層間絶縁膜を堆積し、前記層間絶縁膜を平坦化す
るとともに、前記第１および前記第２のゲート電極の上面を露出させ、前記第１のゲート
電極および前記第２のゲート電極上に金属膜を堆積し、前記金属膜上に熱遮蔽膜を堆積し
、前記第１のゲート電極上の前記金属膜を被覆し、前記第２のゲート電極上の前記金属膜
を露出させるように前記熱遮蔽膜をパターニングし、前記第１のゲート電極の全部および
前記第２のゲート電極の全部をシリサイド化することを具備する。
【００１１】
　本発明に係るさらに他の実施形態に従った半導体装置は、半導体基板と、前記半導体基
板上に形成されたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成され、全体がシリサイドか
らなる第１のゲート電極と、前記ゲート絶縁膜上に形成され、全体が前記シリサイドから
なる第２のゲート電極であって、前記半導体基板の表面を占める面積が前記第１のゲート
電極よりも大きく、なおかつ、前記第１のゲート電極よりも膜厚が薄い第２のゲート電極
とを備えている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明による半導体装置の製造方法は、様々なパターンを有するゲート電極をフルシリ
サイド化することができる。
【００１３】
　本発明による半導体装置は、様々なパターンを有しフルシリサイド化されたゲート電極
を備えている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明に係る実施形態を説明する。本実施形態は、本発明を限定
するものではない。
【００１５】
（第1の実施形態）
　図１から図４は、本発明に係る第１の実施形態に従った半導体装置の製造方法の流れを
示す断面図である。これらの図面は、便宜的に、半導体基板１０表面の占有面積が小さい
ＭＯＳＦＥＴおよびその占有面積が大きいＭＯＳＦＥＴを１つずつ図示している。実際に
は、これらのＭＯＳＦＥＴがシリコン基板上に多数形成される。以下、半導体基板１０の



(5) JP 4440080 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

表面を占める面積を、単に、“面積”ともいう。
【００１６】
　図１に示すように、まず、半導体基板としてのシリコン基板１０上に素子分離領域ＳＴ
Ｉ（Shallow Trench Isolation）２０を形成する。例えば、シリコン基板１０上にシリコ
ン酸化膜およびシリコン窒化膜（図示せず）を堆積させる。次に、フォトリソグラフィ技
術およびＲＩＥ法等を用いてシリコン窒化膜をパターニングする。このパターニングされ
たシリコン窒化膜をマスクとして、シリコン酸化膜およびシリコン基板１０を所定の深さ
までエッチングし、トレンチを形成する。続いて、シリコン基板１０の全面にシリコン酸
化膜を堆積し、トレンチ内にシリコン酸化膜を充填する。このシリコン酸化膜をＣＭＰ等
で平坦化する。さらに、シリコン窒化膜を除去することによって、素子分離領域２０が完
成する。
【００１７】
　次に、シリコン基板１０全面にゲート絶縁膜３０を形成する。例えば、シリコン基板１
０を熱酸化してシリコン基板１０の表面に熱酸化膜を形成する。ゲート絶縁膜３０は、熱
酸化膜をさらに窒化することによって形成された酸窒化膜または窒化膜であってもよい。
あるいは、ゲート絶縁膜３０は、ハフニウム酸化膜またはハフニウムシリケート等の高誘
電体膜であってもよい。ゲート絶縁膜３０の厚さは、例えば、３ｎｍ以下である。
【００１８】
　次に、ゲート絶縁膜３０上にポリシリコンからなる第１のゲート電極４０および第２の
ゲート電極４２を形成する。例えば、ゲート絶縁膜３０上にポリシリコンを堆積する。ポ
リシリコンの厚さは、例えば、１００ｎｍである。フォトリソグラフィ技術およびＲＩＥ
等の異方性エッチングを利用して、このポリシリコンをゲートパターンに成形する。これ
により、第１および第２のゲート電極４０および４２が形成される。第１のゲート電極４
０のゲート長は、例えば、０．３μｍ未満とし、第２のゲート電極４２のゲート長は、例
えば、０．３μｍ以上とする。第１および第２のゲート電極４０および４２の材料として
ポリシリコンに代えてアモルファスシリコンを用いてもよい。尚、便宜的に、第１および
第２のゲート電極４０および４２の奥行き（ゲート幅）は、等しいものとする。よって、
第１のゲート電極４０がシリコン基板１０の表面を占める面積は、第２のゲート電極４２
のそれよりも大きい
　次に、エクステンション（ＬＤＤ（Lightly Doped Drain））層５０を形成するために
イオン注入を行う。次に、第１および第２のゲート電極４０および４２の側壁にスペーサ
６０を形成し、ソース・ドレイン層７０を形成するためにイオン注入を行う。続いて、イ
オン注入によるシリコン基板１０が受けたダメージの回復および不純物の活性化のために
アニールを行う。これにより、エクステンション層５０およびソース・ドレイン層７０が
形成される。次に、シリコン酸化膜等の層間絶縁膜８０を全面に堆積した後、この層間絶
縁膜８０をＣＭＰ等により平坦化する。このとき、第１および第２のゲート電極４０およ
び４２の上面が露出するまで層間絶縁膜８０を研磨する。
【００１９】
　次に、第１および第２のゲート電極４０および４２上にマスク材料としてフォトレジス
ト９０を堆積する。さらに、図２に示すように、このフォトレジスト９０をパターニング
することによって、第１のゲート電極４０をフォトレジスト９０で被覆したまま、第２の
ゲート電極４２の上面を露出させる。次に、フォトレジスト９０をマスクとして用いて、
ＲＩＥ等のエッチングにより第２のゲート電極４２をエッチングする。これにより、第２
のゲート電極４２の厚みが第１のゲート電極４０よりも薄くなる。例えば、第２のゲート
電極４２の厚みは５０ｎｍから７０ｎｍであり、第１のゲート電極４０の厚みは１００ｎ
ｍである。
【００２０】
　フォトレジスト９０を除去し、表面を前処理する。次に、図３に示すように、シリサイ
ド用の金属膜としてニッケル膜１００を堆積する。ニッケル膜１００の厚さは、例えば、
５０ｎｍから７０ｎｍである。次に、５００℃程度の熱工程により、第１および第２のゲ
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ート電極４０および４２とニッケル膜１００とを反応させる。これにより、ニッケルシリ
サイドがゲート電極として形成される。ここで、第１のゲート電極４０の面積は小さく、
第２のゲート電極４２の面積は広いので、第２のゲート電極４２は、第１のゲート電極よ
りもシリサイド化され難い。しかし、第２のゲート電極４２の膜厚は、第１のゲート電極
のそれよりも薄い。従って、第２のゲート電極４２の周囲からの金属の供給量が少ないも
のの、第２のゲート電極４２はフルシリサイド化され得る。このように第１のゲート電極
４０および第２のゲート電極４２は、図４に示すように両方ともフルシリサイド化され得
る。
【００２１】
　この後の製造工程は、通常のトランジスタ形成プロセスと同じでよい。例えば、層間膜
として酸化膜（図示せず）を堆積した後、コンタクトおよび配線を形成する。これにより
半導体装置が完成する。
【００２２】
　第１の実施形態に従って形成された半導体装置は、半導体基板１０と、ゲート絶縁膜３
０と、第１のゲート電極４０と、第２のゲート電極４２とを備える。ゲート絶縁膜３０は
、半導体基板１０上に形成されている。第２のゲート電極４２は、第１のゲート電極４０
よりも面積が大きい。しかし、第２のゲート電極４２の膜厚は、第１のゲート電極４０の
膜厚よりも薄く形成されている。これにより、第１のゲート電極４０および第２のゲート
電極４２は、ともにフルシリサイド化されている。
【００２３】
　このように第１の実施形態による半導体装置の製造方法は、様々なパターンを有するゲ
ート電極をフルシリサイド化することができる。
【００２４】
（第１の実施形態の変形例）
　図５から図９は、第１の実施形態の変形例を示している。この変形例では、図５に示す
ように、シリサイド層１１０がソース・ドレイン層７０上に形成されている。シリサイド
層１１０の形成工程において、第１のゲート電極４０および第２のゲート電極４２がシリ
サイド化されないように、シリコン窒化膜キャップ１１５が第１のゲート電極４０および
第２のゲート電極４２上に設けられている。第１および第２のゲート電極４０、４２およ
びシリコン窒化膜キャップ１１５の形成方法は以下の通りである。
【００２５】
　まず、第１の実施形態と同様の工程を経て、ゲート絶縁膜３０がシリコン基板１０上に
形成される。次に、ゲート絶縁膜３０上にポリシリコンおよびシリコン窒化膜を堆積する
。フォトリソグラフィ技術およびＲＩＥ等の異方性エッチングを利用して、このポリシリ
コンおよびシリコン窒化膜をゲートパターンに成形する。これにより、図５に示すように
、第１および第２のゲート電極４０、４２およびシリコン窒化膜キャップ１１５が形成さ
れる。シリコン窒化膜キャップ１１５は、シリサイド化抑制材料として第１および第２の
ゲート電極４０、４２のそれぞれの上面を被覆している。
【００２６】
　次に、必要の応じて側壁を形成した後シリサイド層１１０がソース・ドレイン層７０上
に形成される。このとき、シリコン窒化膜キャップ１１５が第１および第２のゲート電極
４０、４２のシリサイド化を防止する。
【００２７】
　次に、図６に示すように、シリコン窒化膜キャップ１１５を除去する。次に、第１およ
び第２のゲート電極４０および４２上にマスク材料としてフォトレジスト９０を堆積する
。さらに、図７に示すように、このフォトレジスト９０をパターニングすることによって
、第１のゲート電極４０をフォトレジスト９０で被覆したまま、第２のゲート電極４２の
上面を露出させる。次に、フォトレジスト９０をマスクとして用いて、ＲＩＥ等のエッチ
ングにより第２のゲート電極４２をエッチングする。これにより、第２のゲート電極４２
の厚みが第１のゲート電極４０よりも薄くなる。
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【００２８】
　その後、第１の実施形態と同様にフォトレジスト９０を除去し、さらに、図８に示すよ
うにシリサイド用の金属膜としてニッケル膜１００を堆積する。次に、熱工程により、第
１および第２のゲート電極４０および４２とニッケル膜１００とを反応させる。これによ
り、図９に示すように、第１のゲート電極４０および第２のゲート電極４２は、両方とも
フルシリサイド化され得る。この後の製造工程は、第１の実施形態と同様でよい。これに
より半導体装置が完成する。
【００２９】
（第１の実施形態の他の変形例）
　図１０から図１２は、第１の実施形態の他の変形例を示している。この変形例では、シ
リコン窒化膜キャップを用いることなく、図９に示す構造を形成する。シリサイド層１１
０の形成工程において、シリサイド１１１が第１のゲート電極４０および第２のゲート電
極４２上に形成される。次に、層間絶縁膜８０を堆積し、これをＣＭＰによって平坦化す
ることによってシリサイド１１１の上面を露出させる。
【００３０】
　次に、第１および第２のゲート電極４０および４２上にマスク材料としてフォトレジス
ト９０を堆積する。さらに、図１１に示すように、このフォトレジスト９０をパターニン
グすることによって、第１のゲート電極４０をフォトレジスト９０で被覆したまま、第２
のゲート電極４２の上面を露出させる。次に、フォトレジスト９０をマスクとして用いて
、ＲＩＥ等のエッチングにより第２のゲート電極４２上のシリサイド１１１および第２の
ゲート電極４２をエッチングする。これにより、第２のゲート電極４２の厚みが第１のゲ
ート電極４０よりも薄くなる。
【００３１】
　その後、第１の実施形態と同様に、フォトレジスト９０を除去し、さらに、図１２に示
すように、シリサイド用の金属膜としてニッケル膜１００を堆積する。次に、熱工程によ
り、第１および第２のゲート電極４０および４２とニッケル膜１００とを反応させる。こ
れにより、図９に示す構造が得られる。この後の製造工程は、第１の実施形態と同様でよ
い。これにより半導体装置が完成する。
【００３２】
（第２の実施形態）
　図１３から図１５は、本発明に係る第２の実施形態に従った半導体装置の製造方法の流
れを示す断面図である。第１の実施形態において、第２のゲート電極４２は、フォトリソ
グラフィ技術およびＲＩＥ等の異方性エッチングを用いてエッチングされた。第２の実施
形態において、第２のゲート電極４２は、フォトリソグラフィ技術を用いることなく、Ｃ
ＭＰによって研磨する。
【００３３】
　まず、第１の実施形態と同様の工程を経て、図１に示す構造が得られる。次に、図１３
に示すように、次に、第１および第２のゲート電極に対してシリコンＣＭＰを行う。ＣＭ
Ｐの条件にも依るが、ＣＭＰは、面積の広い領域ほど速く研磨し、一方、面積の狭い領域
をほとんど研磨しない。従って、図１４に示すように、第２のゲート電極４２は、第１の
ゲート電極４０よりも速く研磨されてディッシング（dishing）され薄くなる。一方で、
第１のゲート電極４０は、ほとんど研磨されない。
【００３４】
　次に、シリサイド用の金属膜としてニッケル膜（図示せず）を堆積し、さらに、熱工程
により、第１および第２のゲート電極４０および４２とニッケル膜とを反応させる。これ
により、図１５に示すように、第１および第２のゲート電極４０および４２が、フルシリ
サイド化される。この後の製造工程は、第１の実施形態と同様でよい。これにより半導体
装置が完成する。第２の実施形態は、第１の実施形態と同様の効果を有する。
【００３５】
（第３の実施形態）
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　図１６から図１７は、本発明に係る第３の実施形態に従った半導体装置の製造方法の流
れを示す断面図である。まず、第１の実施形態と同様の工程を経て、図１に示す構造が得
られる。次に、第１および第２のゲート電極４０および４２上にマスク材料としてフォト
レジスト９０を堆積する。さらに、図１６に示すように、フォトレジスト９０をパターニ
ングすることによって、第１のゲート電極４０をフォトレジスト９０で被覆したまま、第
２のゲート電極４２の上面を露出させる。次に、フォトレジスト９０をマスクとして用い
て、例えば、ゲルマニウムまたはシリコンをイオン注入などにより導入する。これにより
、第２のゲート電極４２の上部がアモルファス化する。その結果、第２のゲート電極４２
は、ポリシリコン層４４およびアモルファスシリコン層４６から成る二層構造となる。
【００３６】
　次に、フォトレジスト９０を除去する。その後、図１７に示すように、ニッケル膜１０
０を堆積する。次に、熱工程により、第１および第２のゲート電極４０および４２とニッ
ケル膜１００とを反応させる。これにより、ニッケルシリサイドがゲート電極として形成
される。ここで、第１のゲート電極４０は、その面積が大きいものの、その上部にアモル
ファスシリコン層４６を有する。アモルファスシリコン層４６は、ポリシリコンよりもシ
リサイド化し易い。従って、第１および第２のゲート電極４０および４２は、面積が異な
るが、両方ともフルシリサイド化される。これにより、図９に示す構造が得られる。この
後の製造工程は、第１の実施形態と同様でよい。これにより半導体装置が完成する。第３
の実施形態は、第１の実施形態と同様の効果を有する。
【００３７】
（第３の実施形態の変形例）
　第３の実施形態の変形例では、シリサイド層（図示せず）がソース・ドレイン層７０上
にも形成されている。この場合、第１および第２のゲート電極４０および４２をマスク材
料で被覆し、ソース・ドレインシ層７０上にシリサイド層１１０を形成する。その後、層
間絶縁膜８０の平坦化によって第１および第２のゲート電極４０および４２の上面を露出
した後に、第１および第２のゲート電極４０および４２へゲルマニウムまたはシリコンを
イオン注入などにより導入する。これにより、第２のゲート電極４２の上部がアモルファ
ス化し、第２のゲート電極４２は、ポリシリコン層４４およびアモルファスシリコン層４
６から成る二層構造となる。その後は、第３の実施形態と同様の工程を経て半導体装置が
完成する。
【００３８】
（第４の実施形態）
　図１８から図２１は、本発明に係る第４の実施形態に従った半導体装置の製造方法の流
れを示す断面図である。まず、第１の実施形態と同様の工程を経て、ゲート絶縁膜３０が
シリコン基板１０上に形成される。次に、ゲート絶縁膜３０上にポリシリコンおよびシリ
コン窒化膜を堆積する。フォトリソグラフィ技術およびＲＩＥ等の異方性エッチングを利
用して、このポリシリコンおよびシリコン窒化膜をゲートパターンに成形する。これによ
り、図１８に示すように、第１および第２のゲート電極４０、４２およびシリコン窒化膜
キャップ１７０が形成される。シリコン窒化膜キャップ１７０は、第１および第２のゲー
ト電極４０、４２のそれぞれの上面を被覆している。
【００３９】
　次に、図１９に示すように、シリコン窒化膜キャップ１７０を熱燐酸溶液またはＲＩＥ
でエッチングする。これにより、シリコン窒化膜キャップ１７０が存在していた位置に、
溝１７５が形成される。次に、図２０に示すように、金属膜としてニッケル膜１００を堆
積する。
【００４０】
　続いて、図２１に示すように、ニッケル膜１００をＣＭＰで平坦化する。これにより、
溝１７５の外部に存在するニッケル膜１００は除去され、尚且つ、溝１７５内のニッケル
膜１００は残存する。次に、熱工程により、第１および第２のゲート電極４０および４２
とニッケル膜１００とを反応させる。これにより、ニッケルシリサイドがゲート電極とし
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て形成される。ここで、溝１７５内のニッケル膜１００の量は、第１および第２のゲート
電極４０および４２が充分にシリサイド化される程度に充分な量である必要がある。本実
施形態では、第１および第２のゲート電極４０および４２の周辺からのニッケルの供給が
ない。よって、第１および第２のゲート電極４０および４２の各ポリシリコン量とニッケ
ル膜１００との比率はゲートパターンに依存せず一定になる。このポリシリコン量とニッ
ケル膜との比率を変更するためには、図１８のシリコン窒化膜キャップ１７０の厚みを変
更すればよい。即ち、シリコン窒化膜キャップ１７０の厚みを制御することによって、第
１および第２のゲート電極４０および４２をフルシリサイド化することができるようにポ
リシリコン量とニッケル膜との比率を決定する。
【００４１】
　以上の工程を経て、図９に示す構造が得られる。この後の製造工程は、第１の実施形態
と同様でよい。これにより半導体装置が完成する。第４の実施形態は、第１の実施形態と
同様の効果を有する。
【００４２】
（第５の実施形態）
　図２２から図２４は、本発明に係る第５の実施形態に従った半導体装置の製造方法の流
れを示す断面図である。まず、第１の実施形態と同様の工程を経て、図１に示す構造が得
られる。次に、図２２に示すように、金属膜としてニッケル膜１００を堆積する。
【００４３】
　次に、図２３に示すように、熱遮蔽膜として、例えば、窒化チタン膜１９０を堆積する
。次に、フォトリソグラフィ技術およびエッチングを用いて、第２のゲート電極４２上の
ニッケル膜１００を被覆し、第２のゲート電極４２上のニッケル膜１００を露出させるよ
うに窒化チタン膜１９０をパターニングする。
【００４４】
　続いて、熱工程により第１および第２のゲート電極４０、４２とニッケル膜１００とを
反応させ、図２４に示すように、ニッケルシリサイドをゲート電極として形成する。この
とき、第１および第２のゲート電極４０、４２は、ともにフルシリサイド化される。これ
は、窒化チタン膜１９０が熱を遮蔽することによって、第１のゲート電極４０のシリサイ
ド化が抑制された結果、第１および第２のゲート電極４０、４２のシリサイド化が均等に
進行するからである。
【００４５】
　次に、窒化チタン１９０が除去される。このとき、好ましくは、残存するニッケル膜１
００も、窒化チタン１９０とともに除去する。ニッケル膜１００および窒化チタン１９０
は、例えば、過酸化水素水および硫酸溶液で処理（ＳＨ処理）することによって除去する
ことができる。この後、第１の実施形態と同様の工程を経て半導体装置が完成する。第５
の実施形態は、第１の実施形態と同様の効果を有する。
【００４６】
　熱遮蔽膜１９０は窒化チタンに限定しないが、金属膜１００（例えば、ニッケル）と反
応しないことが好ましい。熱遮蔽膜１９０が金属膜１００と反応すると、金属膜１００が
浸食されてしまうからである。また、熱遮蔽膜１９０は過酸化水素水および硫酸溶液に溶
解する材料であることが好ましい。これは、シリサイド形成後に、金属膜１００および熱
遮蔽膜１９０を同一工程で除去可能とするためである。
【００４７】
　第１から第５の実施形態において、トランジスタの閾値電圧を制御するために、第１お
よび第２のゲート電極の材料となるポリシリコンには、ゲートパターンに加工される前に
予め不純物を導入してよい。
【００４８】
　また、第１および第２のゲート電極４０、４２の材料はアモルファスシリコンであって
もよい。ただし、第３の実施形態では、第１および第２のゲート電極４０、４２の材料は
ポリシリコンである必要がある。
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【００４９】
　金属膜１００は、ニッケルに限定されず、例えば、チタン（Ｔｉ）、コバルト（Ｃｏ）
、プラチナ（Ｐｔ）、タングステン（Ｗ）、エルビウム（Ｅｒ）、イットリウム（Ｙ）等
でもよい。
【００５０】
　ゲート絶縁膜３０は、上述の材料以外の高誘電体、その酸化膜、酸窒化膜等であっても
よい。
【００５１】
　層間絶縁膜８０の平坦化工程において、シリコン酸化膜が第１および第２のゲート電極
４０および４２の上面に僅かに残った状態でＣＭＰによるエッチングを停止し、残りのシ
リコン酸化膜はＲＩＥ等のエッチングで除去してもよい。
【００５２】
　上記の実施形態は、平面型トランジスタに適用されているが、Ｆｉｎ型トランジスタの
ようなチャネルおよびゲート電極が立体構造であるトランジスタにも適用できる。
【００５３】
　上記実施形態によるトランジスタは、ＳＯＩ基板に製造してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明に係る第１の実施形態に従った半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図２】図１に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図３】図２に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図４】図３に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図５】第１の実施形態の変形例を示す断面図。
【図６】図５に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図７】図６に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図８】図７に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図９】図８に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図１０】第１の実施形態の他の変形例を示す断面図。
【図１１】図１０に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図１２】図１１に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図１３】本発明に係る第２の実施形態に従った半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図１４】図１３に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図１５】図１４に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図１６】本発明に係る第３の実施形態に従った半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図１７】図１６に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図１８】本発明に係る第４の実施形態に従った半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図１９】図１８に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図２０】図１９に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図２１】図２０に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図２２】本発明に係る第５の実施形態に従った半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図２３】図２２に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図２４】図２３に続く半導体装置の製造方法を示す断面図。
【符号の説明】
【００５５】
　１０…シリコン基板
　２０…ＳＴＩ
　３０…ゲート絶縁膜
　４０…第１のゲート電極
　４２…第２のゲート電極
　５０…エクステンション層
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　６０…スペーサ
　７０…ソース・ドレイン層
　８０…層間絶縁膜
　９０…フォトレジスト
　１００…ニッケル膜
　１１５，１７０…シリコン窒化膜キャップ
　１９０…窒化チタン

【図１】 【図２】
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【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】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】
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