
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の一主面上に、トンネル絶縁膜と浮遊ゲート電極となる多結晶又は非晶質の
シリコン層を形成する工程と、
　素子分離用溝に対応するパターンのマスクを用いて、前記シリコン層，トンネル絶縁膜
，及び半導体基板を選択的にエッチングして素子分離用溝を形成する工程と、
　前記素子分離用溝に露出した前記シリコン層の側壁面に窒化膜を形成し、且つ前記素子
分離用溝内に素子分離用絶縁膜を埋め込み形成する工程と、
　前記素子分離用絶縁膜及びシリコン層上に電極間絶縁膜と制御ゲート電極となる導電膜
を積層形成する工程と、
　制御ゲート電極に対応するパターンのマスクを用いて、前記導電膜，電極間絶縁膜，及
びシリコン層を選択的にエッチングして制御ゲート電極及び浮遊ゲート電極を形成する工
程と、
　前記ゲート加工で新たに形成された浮遊ゲート電極の側壁面に、

ラジカル酸素を含む雰囲気中でシ
リコン酸化膜を形成する工程と、
　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】
　前記シリコン層の側壁面に窒化膜を形成し、且つ前記素子分離用溝内に素子分離用絶縁
膜を埋め込み形成する工程として、
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チャネル長方向の膜厚
が中央部よりも素子分離用絶縁膜側で厚くなるように、



　前記シリコン層の側壁面を窒化した後、前記素子分離用溝内に素子分離用絶縁膜を埋め
込むことを特徴とする請求項 記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記シリコン層の側壁面に窒化膜を形成し、且つ前記素子分離用溝内に素子分離用絶縁
膜を埋め込み形成する工程として、
　前記素子分離用溝内に窒素を含む塗布膜を埋め込んだ後、前記塗布膜を熱処理すること
により、シリコン酸化膜に変換すると共に前記シリコン層の側壁面を窒化することを特徴
とする請求項 記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記塗布膜として、シラザン重合体を用いたことを特徴とする請求項 記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項５】
　前記シリコン層の側壁の窒素濃度は、前記半導体基板側壁の窒素濃度よりも高いことを
特徴とする請求項 の何れかに記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、不揮発性半導体メモリ素子等を有する半導体装置に係わり、特に不揮発性半
導体メモリ素子における浮遊ゲート電極構造の改良をはかった半導体 製造方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体基板上に浮遊ゲート電極と制御ゲート電極を積層した２層ゲート構造の不揮発性半
導体メモリ素子においては、多結晶シリコンから成る浮遊ゲート電極が電荷蓄積層として
用いられる。浮遊ゲート電極を成す多結晶シリコンの仕上り結晶粒形状は、同一チップ上
に配列されるメモリ素子であっても、メモリ素子毎に異なってしまう場合がある。このよ
うに、多結晶シリコンの仕上り結晶粒形状がメモリ素子毎に異なってしまうと、書込み／
消去動作後のしきい値等のメモリ特性に、素子間ばらつきが生じてしまう。
【０００３】
図１１及び図１２は、従来技術による不揮発性半導体メモリ素子の製造工程を示す断面図
である。なお、図１１及び図１２では互いに直交する断面が示されており、図中の（ａ）
～（ｅ）の左側はチャネル長方向に沿った断面、右側はチャネル幅方向に沿った断面であ
る。
【０００４】
まず、図１１（ａ）に示すように、シリコン基板９０１の表面にトンネル絶縁膜９０２を
熱酸化法で形成後、浮遊ゲート電極の下層部となる多結晶シリコン層９０３、ＣＭＰ（ Ch
emical Mechanical Polish）のストッパとなるシリコン窒化膜９０４、ＲＩＥ（ Reactive
 Ion Etching）のマスクとなるシリコン酸化膜９０５を順次減圧ＣＶＤ（ Chemical Vapor
 Deposition）法で堆積した。その後、レジストマスク（図示せず）を用いたＲＩＥ法に
より、シリコン酸化膜９０５からトンネル絶縁膜９０２までを順次エッチング加工し、さ
らにシリコン基板９０１の露出領域を一部エッチングして素子分離用溝９０６を形成した
。
【０００５】
次いで、図１１（ｂ）に示すように、全面にシリコン酸化膜９０７をプラズマＣＶＤ法で
堆積して、素子分離用溝９０６を完全に埋め込んだ。その後、表面部分のシリコン酸化膜
９０７とマスク用のシリコン酸化膜９０５をＣＭＰ法で除去して、表面を平坦化した。こ
のとき、ＣＭＰストッパ用のシリコン窒化膜９０４が露出する。
【０００６】
次いで、図１１（ｃ）に示すように、露出したシリコン窒化膜９０４をエッチング除去し
た後、浮遊ゲート電極の上層部となる多結晶シリコン層９０８を減圧ＣＶＤ法で堆積した

10

20

30

40

50

(2) JP 3699956 B2 2005.9.28

１

１

３

１～４

装置の



。その後、レジストマスク（図示せず）を用いたＲＩＥ法により、多結晶シリコン層９０
８をエッチング加工して、隣り合う浮遊ゲート電極を分割するスリット部９０９を形成し
た。
【０００７】
次いで、図１２（ｄ）に示すように、全面にシリコン酸化膜／シリコン窒化膜／シリコン
酸化膜からなる３層構造の電極間絶縁膜９１０を減圧ＣＶＤ法で順次堆積後、制御ゲート
電極となる多結晶シリコン層／タングステンシリサイド層からなる２層構造の導電層９１
１を減圧ＣＶＤ法で順次堆積し、さらにＲＩＥのマスクとなるシリコン窒化膜９１２を減
圧ＣＶＤ法で堆積した。その後、レジストマスク（図示せず）を用いたＲＩＥ法により、
シリコン窒化膜９１２からトンネル絶縁膜９０２までを順次エッチング加工して、ワード
線方向のスリット部９１３を形成した。これにより、制御ゲート電極９１４及び浮遊ゲー
ト電極９１５の形状が確定する。
【０００８】
次いで、図１２（ｅ）に示すように、基板９０１及びゲート部の露出面に、電極側壁酸化
膜と呼ばれるシリコン酸化膜９１６を熱酸化法及び減圧ＣＶＤ法を組み合わせて形成した
。その後、イオン注入法を用いてソース／ドレイン拡散層９１７を形成し、さらに全面を
覆うように層間絶縁膜となるＢＰＳＧ（ Boron Phosphorus Silicate Glass）膜９１８を
減圧ＣＶＤ法で形成した。これ以降は、周知の方法で配線層等を形成して不揮発性半導体
メモリ素子を完成させた。
【０００９】
上述の方法で形成したメモリ素子の、浮遊ゲート電極の下層部を含む平面で切った断面構
造（図１２（ｅ）のＡ－Ａ’断面）を図１（ｂ）に示す。図中の１１は素子分離領域、１
２は浮遊ゲート電極、１４はソース領域、１５はドレイン領域である。
【００１０】
浮遊ゲート電極は多結晶シリコンであり、図中にはその結晶粒の仕上り形状が示されてい
る。電極側壁酸化膜９１６を形成する際の熱酸化工程等の高温工程により、シリコン結晶
は粒成長するため、浮遊ゲート電極の形状は加工直後の矩形形状とは異なる仕上り形状と
なる。そして、この仕上り形状は素子毎に異なるため、浮遊ゲート電極とシリコン基板間
の電気容量や浮遊ゲート電極と制御ゲート電極間の電気容量が素子毎にばらつくことにな
り、書込み／消去動作後のしきい値等のメモリ特性が素子間でばらつく。このため、余分
な動作時間マージンが必要となって、これが高速動作の妨げになっている。さらに、広い
しきい値分布は多値メモリ実現の妨げにもなっている。また、形状ばらつきが大きい場合
には、メモリ装置の誤動作を引き起こすことにもなる。
【００１１】
なお、上記の問題は、浮遊ゲート電極となるシリコン層を、多結晶状態で形成せずに非晶
質状態で形成したとしても、回避することは困難である。これは、後続の高温工程でシリ
コン層が必ず多結晶化するからである。
【００１２】
また、本発明に関係する従来技術として、窒素が添加された層を含む浮遊ゲート電極を用
いた半導体装置が提案されている（特許文献１）。さらに、浮遊ゲート電極の側壁にラジ
カル酸素を用いてシリコン酸化膜を形成する方法が提案されている（特許文献２）。また
、シラザン重合体を用いたトレンチ分離技術も提案されている（特許文献３）（特許文献
４）。しかしながら、上記の何れの従来技術においても、多結晶シリコンからなる浮遊ゲ
ート電極の仕上り形状のばらつきを無くすことは困難であった。
【００１３】
【特許文献１】
特開平９－６４２０９号公報
【００１４】
【特許文献２】
特開２００１－１５７５３号公報
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【００１５】
【特許文献３】
特許第３１７８４１２
【００１６】
【特許文献４】
特開２００１－３１９９２７号公報
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
このように従来、多結晶シリコンから成る浮遊ゲート電極を電荷蓄積層として用いる不揮
発性半導体メモリ素子においては、多結晶シリコンの仕上り結晶粒形状がメモリ素子毎に
異なることに起因して、書込み／消去動作後のしきい値等のメモリ特性に、素子間ばらつ
きが生じるという問題があった。
【００１８】
　本発明は、上記事情を考慮して成されたもので、その目的とするところは、多結晶シリ
コンからなる浮遊ゲート電極の仕上り形状のばらつきを無くし、不揮発性半導体メモリ素
子等の素子間の特性ばらつきを抑制することのできる半導体 製造方法を提供するこ
とにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
（構成）
上記課題を解決するために本発明は、次のような構成を採用している。
【００２０】
即ち本発明は、半導体基板上に、トンネル絶縁膜を介して浮遊ゲート電極が形成され、そ
の上に電極間絶縁膜を介して制御ゲート電極が形成された２層ゲート構造の不揮発性半導
体メモリ素子を有する半導体装置であって、前記浮遊ゲート電極は多結晶シリコンからな
り、前記浮遊ゲート電極の側壁面の少なくとも一部に窒化膜が形成されていることを特徴
とする。
【００２１】
また本発明は、２層ゲート構造の不揮発性半導体メモリ素子を有する半導体装置において
、半導体基板の一主面側に、２層ゲート構造の不揮発性半導体メモリ素子を形成するため
の素子形成領域を囲むように形成された素子分離領域と、前記素子形成領域上の一部にト
ンネル絶縁膜を介して形成された、多結晶シリコンからなる浮遊ゲート電極と、前記浮遊
ゲート電極上に電極間絶縁膜を介して形成された制御ゲート電極と、前記浮遊ゲート電極
のチャネル長方向に沿った２つの側壁及びチャネル幅方向に沿った２つの側壁のうち少な
くともチャネル長方向に沿った側壁に形成された窒化膜と、前記素子分離領域に埋め込み
形成された素子分離用絶縁膜と、を具備してなることを特徴とする。
【００２２】
また本発明は、２層ゲート構造の不揮発性半導体メモリ素子を有する半導体装置の製造に
おいて、半導体基板の一主面上に多結晶又は非晶質のシリコンからなる浮遊ゲート電極を
形成する工程と、前記浮遊ゲート電極の側壁面の少なくとも一部に窒化膜を形成する工程
とを含むことを特徴とする。
【００２３】
また本発明は、２層ゲート構造の不揮発性半導体メモリ素子を有する半導体装置の製造に
おいて、半導体基板の一主面側の素子形成領域上の一部にトンネル絶縁膜を介して、多結
晶又は非晶質のシリコンからなる浮遊ゲート電極を形成する工程と、前記浮遊ゲート電極
のチャネル長方向に沿った２つの側壁及びチャネル幅方向に沿った２つの側壁のうち少な
くともチャネル長方向に沿った側壁に窒化膜を形成する工程と、前記浮遊ゲート電極上に
電極間絶縁膜を介して制御ゲート電極を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【００２４】
また本発明は、２層ゲート構造の不揮発性半導体メモリ素子を有する半導体装置の製造に
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おいて、半導体基板の一主面上に、トンネル絶縁膜と浮遊ゲート電極となる多結晶又は非
晶質のシリコン層を積層形成する工程と、素子分離用溝に対応するパターンのマスクを用
いて、前記シリコン層，トンネル絶縁膜，及び半導体基板を選択的にエッチングして素子
分離用溝を形成する工程と、前記素子分離用溝に露出した前記シリコン層の側壁面に窒化
膜を形成し、且つ前記素子分離用溝内に素子分離用絶縁膜を埋め込み形成する工程と、前
記素子分離用絶縁膜及びシリコン層上に電極間絶縁膜と制御ゲート電極となる導電膜を積
層形成する工程と、制御ゲート電極に対応するパターンのマスクを用いて、前記導電膜，
電極間絶縁膜，及びシリコン層を選択的にエッチングして制御ゲート電極及び浮遊ゲート
電極を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【００２５】
また本発明は、２層ゲート構造の不揮発性半導体メモリ素子を有する半導体装置の製造に
おいて、半導体基板の一主面上に、トンネル絶縁膜と浮遊ゲート電極となる多結晶又は非
晶質のシリコン層を形成する工程と、素子分離用溝に対応するパターンのマスクを用いて
、前記シリコン層，トンネル絶縁膜，及び半導体基板を選択的にエッチングして素子分離
用溝を形成する工程と、前記素子分離用溝に露出した前記シリコン層の側壁面に窒化膜を
形成し、且つ前記素子分離用溝内に素子分離用絶縁膜を埋め込み形成する工程と、前記素
子分離用絶縁膜及びシリコン層上に電極間絶縁膜と制御ゲート電極となる導電膜を積層形
成する工程と、制御ゲート電極に対応するパターンのマスクを用いて、前記導電膜，電極
間絶縁膜，及びシリコン層を選択的にエッチングして制御ゲート電極及び浮遊ゲート電極
を形成する工程と、前記ゲート加工で新たに形成された浮遊ゲート電極の側壁面にラジカ
ル酸素を含む雰囲気中でシリコン酸化膜を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【００２６】
また本発明は、半導体装置の製造において、半導体基板の一主面側に素子形成領域を囲む
ように素子分離用溝を形成する工程と、前記素子分離用溝内に窒素を含む塗布膜を埋め込
み形成する工程と、前記塗布膜を第１のシリコン酸化膜に変換して素子分離用絶縁膜を形
成すると共に、前記素子分離用溝の側壁面の基板シリコンを窒化する工程と、ラジカル酸
素を含む雰囲気中で素子形成領域の基板表面に第２のシリコン酸化膜を形成する工程と、
を含むことを特徴とする。
【００２７】
（作用）
本発明によれば、多結晶シリコン又は非晶質シリコンからなる浮遊ゲート電極の側壁、特
にチャネル長方向に沿った側壁に窒化膜を形成することにより、浮遊ゲート電極加工後の
熱処理によりシリコンの結晶粒が素子分離領域側に広がるのを防止することができる。こ
れにより、素子分離領域との境界では浮遊ゲート電極がゲート加工直後の形状を維持する
ことになり、異なる素子間での浮遊ゲート電極の形状（特に面積）のばらつきを抑制する
ことができる。従って、不揮発性半導体メモリ素子等の素子間の特性ばらつきを抑制する
ことが可能となる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の詳細を図示の実施形態によって説明する。
【００２９】
（第１の実施形態）
本発明の第１の実施形態では、図１（ａ）に示すように、浮遊ゲート電極１２を構成する
シリコン結晶が粒成長する工程よりも前に、浮遊ゲート電極側壁面の少なくとも一部に側
壁窒化層１３を形成する。これにより、シリコン結晶粒成長が抑制されて、仕上り形状の
素子間ばらつきが大幅に低減される。
【００３０】
通常、ソース／ドレイン拡散層側の側壁面には電極側壁酸化膜を形成する必要があるので
、素子分離側の側壁面に側壁窒化層を形成するのが望ましい。また、側壁窒化層は、それ
自身が変形しにくい膜であり、また酸化剤を通しにくい膜であればどんな窒化物でも良い
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が、容易に形成できて、且つトンネル絶縁膜への悪影響が小さい点からシリコン窒化物が
望ましい。
【００３１】
以下、図２（ａ）～（ｃ）を参照して、本実施形態に係わる不揮発性半導体メモリ素子の
製造方法を説明する。なお、図２はチャネル幅方向の断面を示している。また、図２では
１つのメモリ素子しか示さないが、実際は多数のメモリ素子が同時に形成されて半導体メ
モリを構成することになる。
【００３２】
まず、図２（ａ）に示すように、所望の不純物をドーピングしたシリコン基板１０１の表
面上に、厚さ１０ｎｍのトンネル絶縁膜１０２を熱酸化法で形成後、浮遊ゲート電極の下
層部となる厚さ３０ｎｍの多結晶シリコン層１０３、ＣＭＰのストッパとなる厚さ５０ｎ
ｍのシリコン窒化膜１０４、ＲＩＥのマスクとなる厚さ２００ｎｍのシリコン酸化膜１０
５を順次減圧ＣＶＤ法で堆積した。
【００３３】
その後、素子分離用溝に対応するパターンのレジストマスク（図示せず）を用いたＲＩＥ
法により、シリコン酸化膜１０５，シリコン窒化膜１０４，多結晶シリコン層１０３，ト
ンネル絶縁膜１０２を順次エッチング加工し、さらにシリコン基板１０１の露出領域をエ
ッチングして、深さ２００ｎｍの素子分離用溝１０６を形成した。
【００３４】
次いで、図２（ b1）に示すように、シリコン基板１０１と多結晶シリコン層１０３の露出
面に厚さ５ｎｍのシリコン酸化膜１０７を熱酸化法で形成した。続いて、一酸化窒素ガス
雰囲気中で９００℃の熱窒化を行い、シリコン基板／シリコン酸化膜界面と多結晶シリコ
ン層／シリコン酸化膜界面にシリコン窒化膜１０８を形成した。このシリコン窒化膜１０
８の窒素量は、１×１０ 1 5ｃｍ - 2程度であった。
【００３５】
なお、このシリコン窒化膜１０８の形成は、必ずしも酸化膜を通して行う必要はない。具
体的には、図２（ b2）に示すように、シリコン酸化膜１０７の形成を省略し、素子分離用
溝１０６内に露出したシリコン表面を直接的に熱窒化しても良い。
【００３６】
次いで、図２（ｃ）に示すように、全面に厚さ４００ｎｍの素子分離用のシリコン酸化膜
１０９をプラズマＣＶＤ法で堆積して、素子分離用溝１０６を完全に埋め込んだ。その後
、表面部分のシリコン酸化膜１０９とマスク用のシリコン酸化膜１０５をＣＭＰ法で除去
して、表面を平坦化した。その後は、従来例と同様の方法でメモリ素子を完成させた。
【００３７】
このように本実施形態によれば、浮遊ゲート電極となる多結晶シリコン層１０３の素子分
離絶縁膜側の側壁面に予め窒化膜１０８を形成しておくことにより、浮遊ゲート電極加工
後の熱処理によりシリコンの結晶粒が素子分離領域側に広がるのを防止することができる
。これにより、素子分離領域との境界では浮遊ゲート電極がゲート加工直後の形状を維持
することになり、異なる素子間での浮遊ゲート電極の形状（面積）のばらつきを抑制する
ことができる。従って、メモリ装置製造工程途中のシリコン結晶粒成長に起因するメモリ
特性の素子間ばらつきを防止し、製造歩留まりの向上をはかることができる。
【００３８】
なお、本実施形態では、一酸化窒素ガスを用いた熱窒化でシリコン窒化膜１０８を形成し
たが、他の窒化性ガスを用いても良いし、更にプラズマ窒化等の他の手段でシリコン窒化
膜１０８を形成しても良い。
【００３９】
また、本実施形態では、浮遊ゲート電極の側壁面以外に素子分離用溝１０６内に露出した
シリコン基板１０１の表面にもシリコン窒化膜１０８が形成される。これは、接合リーク
増加等の不具合を招くおそれがあり、好ましいものではない。このような不具合を回避し
たい場合には、図３（ａ）～（ｃ）に示すように、シリコン層１０３の側面のみに窒化膜
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１０８を形成すればよい。
【００４０】
具体的には、図３（ａ）に示すように、素子分離用溝１０６を形成するまでは先の説明と
同じであり、その後に図３（ｂ）に示すように、素子分離用のシリコン酸化膜１０９で素
子分離用溝１０６を埋め込んで、ＣＭＰ法で表面を平坦化する。そして、図３（ｃ）に示
すように、希フッ酸溶液で素子分離用シリコン酸化膜１０９の一部をエッチング除去して
浮遊ゲート電極の側壁面を露出させ、その後に熱窒化等の手段によりシリコン窒化膜１０
８を形成する。
【００４１】
（第２の実施形態）
図４は、本発明の第２の実施形態に係わる不揮発性半導体メモリ素子の製造工程を示す断
面図であり、前記図２と同様にチャネル幅方向の断面を示している。この実施形態は、前
記図１（ａ）に示す状態を、第１の実施形態よりも簡略化された製造工程で実現する方法
である。
【００４２】
まず、図４（ａ）に示すように、所望の不純物をドーピングしたシリコン基板２０１の表
面上に、厚さ１０ｎｍのトンネル絶縁膜２０２を熱酸化法で形成後、浮遊ゲート電極の下
層部となる厚さ３０ｎｍの多結晶シリコン層２０３、ＣＭＰのストッパとなる厚さ５０ｎ
ｍのシリコン窒化膜２０４、ＲＩＥのマスクとなる厚さ２００ｎｍのシリコン酸化膜２０
５を順次減圧ＣＶＤ法で堆積した。その後、素子分離用溝に対応するパターンのレジスト
マスク（図示せず）を用いたＲＩＥ法により、シリコン酸化膜２０５，シリコン窒化膜２
０４，多結晶シリコン層２０３，トンネル絶縁膜２０２を順次エッチング加工し、さらに
シリコン基板２０１の露出領域をエッチングして、深さ２００ｎｍの素子分離用溝２０６
を形成した。
【００４３】
次いで、図４（ｂ）に示すように、素子分離用溝２０６内に露出したシリコン表面に厚さ
５ｎｍのシリコン酸化膜２０７を熱酸化法で形成した後、素子分離用溝２０６が完全に埋
まるように、全面に素子分離用の絶縁膜となる過水素化シラザン重合体（（ＳｉＨ 2ＮＨ )

n  ）２０８を塗布した。
【００４４】
次いで、図４（ｃ）に示すように、水蒸気雰囲気中で８００℃の熱処理を行うことにより
、過水素化シラザン重合体２０８をシリコン酸化膜２１０に変換した。この変換反応の際
にアンモニアが生成されるため、シリコン基板２０１及び多結晶シリコン層２０３とシリ
コン酸化膜２０７とのそれぞれの界面にシリコン窒化膜２０９が形成される。このシリコ
ン窒化膜２０９の窒素量は、３×１０ 1 4ｃｍ - 2程度であった。
【００４５】
その後、図４（ｄ）に示すように、表面部分のシリコン酸化膜２１０とマスク用のシリコ
ン酸化膜２０５をＣＭＰ法で除去して、表面を平坦化した。その後は、従来例と同様の方
法でメモリ素子を完成させた。
【００４６】
このように本実施形態によれば、先に説明した第１の実施形態と同様の効果が得られるの
は勿論のこと、素子分離用絶縁膜としてシラザン重合体２０８を用いることにより、シリ
コン窒化膜２０９を形成するための製造工程数の増加を無くすことができる。
【００４７】
なお、本実施形態では、過水素化シラザン重合体２０８を塗布することで素子分離用溝２
０６を埋め込んだが、この代わりに他のシラザン重合体を用いても良いし、更には窒素を
含む塗布膜であれば同様の効果が得られる。また、本実施形態では、シリコン酸化膜２０
７を形成後に過水素化シラザン重合体２０８を塗布しているが、シリコン酸化膜２０７を
形成することなく直接、素子分離用溝２０６内に過水素化シラザン重合体２０８を塗布し
ても良い。
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【００４８】
また、本実施形態では、浮遊ゲート電極の側壁面以外に素子分離用溝２０６内に露出した
シリコン基板２０１の表面にもシリコン窒化膜２０９が形成される。これは、先にも説明
したように、接合リーク増加等の不具合を招くおそれがあり好ましくない。そこで、浮遊
ゲート電極側壁面の窒素濃度は、シリコン基板表面の窒素濃度より大きいことが望ましい
。
【００４９】
これを実現するには、予め浮遊ゲート電極となる多結晶シリコン層２０３に、窒化反応を
増速するフッ素等を添加しておけばよい。その他、シリコン基板２０１と多結晶シリコン
層２０３の窒化速度を変えるような工夫をすればよい。また、厚い酸化膜越しのアンモニ
ア窒化では導入窒素濃度は低下することが知られているので、酸化反応を増速するボロン
やリンなどの不純物をシリコン基板２０１に導入等、シリコン基板２０１と多結晶シリコ
ン層２０３の酸化速度を変えるような工夫をしてもよい。
【００５０】
（第３の実施形態）
図５及び図６は、本発明の第３の実施形態に係わる不揮発性半導体メモリ素子の製造工程
を示す断面図である。なお、図５及び図６では互いに直交する断面が示されており、図中
の（ａ）～（ｅ）の左側はチャネル長方向に沿った断面、右側はチャネル幅方向に沿った
断面である。
【００５１】
本実施形態は、第１の実施形態や第２の実施形態に示す方法で製造した不揮発性半導体メ
モリ素子の絶縁耐圧を上げて、メモリ装置の歩留りを更に向上させる方法である。
【００５２】
まず、図５（ａ）に示すように、所望の不純物をドーピングしたシリコン基板３０１の表
面上に、厚さ１０ｎｍのトンネル酸窒化膜３０２を熱酸窒化法で形成後、浮遊ゲート電極
の下層部となる厚さ３０ｎｍの多結晶シリコン層３０３、ＣＭＰのストッパとなる厚さ５
０ｎｍのシリコン窒化膜３０４、ＲＩＥのマスクとなる厚さ２００ｎｍのシリコン酸化膜
３０５を順次減圧ＣＶＤ法で堆積した。
【００５３】
その後、素子分離用溝に対応するパターンのレジストマスク（図示せず）を用いたＲＩＥ
法により、シリコン酸化膜３０５，シリコン窒化膜３０４，多結晶シリコン層３０３，ト
ンネル酸窒化膜３０２を順次エッチング加工し、さらにシリコン基板３０１の露出領域を
エッチングして、深さ２００ｎｍの素子分離用溝３０６を形成した。次に、露出したシリ
コン表面に厚さ５ｎｍのシリコン酸化膜３０７を熱酸化法で形成した。
【００５４】
次いで、図５（ｂ）に示すように、素子分離用溝３０６が完全に埋まるように、全面に素
子分離用の絶縁膜となる過水素化シラザン重合体３０８を塗布した。その後、水蒸気を含
む雰囲気中で８００℃の熱処理を行い、過水素化シラザン重合体３０８をシリコン酸化膜
３１０に変換した。この変換反応の際にアンモニアが生成するため、シリコン基板３０１
及び多結晶シリコン層３０３とシリコン酸化膜３０７との界面にシリコン窒化膜３０９が
形成される。このシリコン窒化膜の窒素量は、３×１０ 1 4ｃｍ - 2程度であった。
【００５５】
次いで、図５（ｃ）に示すように、表面部分のシリコン酸化膜３１０とマスク用のシリコ
ン酸化膜３０５をＣＭＰ法で除去して、表面を平坦化した。このとき、ＣＭＰストッパ用
のシリコン窒化膜３０４が露出する。
【００５６】
次いで、図６（ｄ）に示すように、露出したシリコン窒化膜３０４をリン酸溶液を用いて
エッチング除去した後、浮遊ゲート電極の上層部となる厚さ５０ｎｍの多結晶シリコン層
３１１を減圧ＣＶＤ法で堆積した。その後、レジストマスク（図示せず）を用いたＲＩＥ
法により、多結晶シリコン層３１１をエッチング加工して、隣り合う浮遊ゲート電極を分
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割するスリット部３１２を形成した。
【００５７】
次いで、図６（ｅ）に示すように、全面にシリコン酸化膜／シリコン窒化膜／シリコン酸
化膜からなる３層構造の厚さ１５ｎｍの電極間絶縁膜３１３を減圧ＣＶＤ法で順次堆積後
、制御ゲート電極となる多結晶シリコン層／タングステンシリサイド層からなる２層構造
の厚さ１００ｎｍの導電層３１４を減圧ＣＶＤ法で順次堆積した。さらに、ＲＩＥのマス
クとなる厚さ１００ｎｍのシリコン窒化膜３１５を減圧ＣＶＤ法で堆積した。
【００５８】
その後、制御ゲートパターンに対応するレジストマスク（図示せず）を用いたＲＩＥ法に
より、シリコン窒化膜３１５，導電層３１４，電極間絶縁膜３１３，多結晶シリコン層３
１１，多結晶シリコン層３０３，トンネル酸窒化膜３０２を順次エッチング加工して、ワ
ード線方向のスリット部３１６を形成した。これにより、制御ゲート電極３１７及び浮遊
ゲート電極３１８の形状が確定する。
【００５９】
次いで、図６（ｆ）に示すように、露出面に厚さ１０ｎｍのシリコン酸化膜を減圧ＣＶＤ
法で形成後、リモートプラズマ法を用いて８００℃、３０分、１ｋＰａの条件で酸素ラジ
カル酸化を行い、電極側壁酸化膜と呼ばれるシリコン酸化膜３１９を形成した。この電極
側壁酸化膜３１９の厚さは、浮遊ゲート電極の側壁で１２ｎｍとなった。その後、イオン
注入法を用いてソース／ドレイン拡散層３２０を形成し、さらに、全面を覆うように層間
絶縁膜となるＢＰＳＧ膜３２１を減圧ＣＶＤ法で形成した。その後は、周知の方法で配線
層等を形成して不揮発性半導体メモリ素子を完成させた。
【００６０】
上述の方法で形成したメモリ素子の、浮遊ゲート電極の下層部を含む平面で切った断面構
造（図６（ｆ）のＢ－Ｂ’断面）を図７（ａ）に示す。図中の１１は素子分離領域（３０
８）、１２は浮遊ゲート電極（３０３）、１３は側壁窒化層（３０９）、１４はソース領
域（３２０）、１５はドレイン領域（３２０）、１６は電極側壁酸化膜（３１９）である
。
【００６１】
浮遊ゲート電極１２の素子分離側の側壁には窒化層１３が形成されており、ソース／ドレ
イン領域側の側壁には電極側壁酸化膜１６が形成されている。本実施形態では、浮遊ゲー
ト電極１２の角部の電極側壁酸化膜１６の厚さは薄膜化していないので、浮遊ゲート電極
１２とソース／ドレイン領域１４，１５間の絶縁耐圧は上がり、メモリ装置の歩留りが向
上する。この効果は、電極側壁酸化膜１６を酸素ラジカル酸化で形成しているために得ら
れるものである。即ち、酸素ラジカル酸化では、シリコンとシリコン窒化膜の酸化速度が
ほぼ等しいので、窒化された角部が薄膜化しないのである。
【００６２】
一方、従来技術の酸素ガスや水蒸気を酸化剤とする熱酸化で電極側壁酸化膜１６を形成し
た場合の断面構造を図７（ｂ）に示す。窒化された浮遊ゲート電極角部の酸化速度は遅い
ため、角部の薄膜化が起こる。このため、浮遊ゲート電極１２とソース／ドレイン領域１
４，１５間の絶縁耐圧が下がり、メモリ装置の歩留りが低下することになる。
【００６３】
このように本実施形態によれば、浮遊ゲート電極となる多結晶シリコン層３０３の素子分
離絶縁膜側の側壁面に予め窒化膜３０９を形成しておくことにより、第１の実施形態と同
様に、異なる素子間での浮遊ゲート電極の形状（面積）のばらつきを抑制してメモリ特性
の素子間ばらつきを防止できるという効果が得られるのは勿論のこと、次のような効果が
得られる。即ち、電極側壁酸化膜の形成のために酸素ラジカルによる酸化を行うことによ
り、浮遊ゲート電極の素子分離絶縁膜側における膜厚を十分厚くすることができ、浮遊ゲ
ート電極とソース／ドレイン拡散層間の絶縁耐圧の低下を防止することができる。従って
、不揮発性半導体メモリ素子の絶縁耐圧を上げて、メモリ装置の歩留りを更に向上させる
ことが可能となる。
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【００６４】
なお、本実施形態では、リモートプラズマ法の酸素ラジカル酸化で電極側壁酸化膜を形成
したが、酸素ラジカルを酸化種として含む雰囲気の酸化ならば良い。例えば、オゾン酸化
を用いることもできる。さらに、酸素ガスと水素ガスを導入して加熱し、これによって酸
素ラジカルを発生させる方法でも良い。また、本実施形態では、減圧ＣＶＤ法で形成した
シリコン酸化膜越しに酸素ラジカル酸化を行っているが、直接酸素ラジカル酸化しても良
いし、他の組合せでも良い。
【００６５】
（第４の実施形態）
図８は、本発明の第４の実施形態に係わるトランジスタ素子の製造工程を示す断面図であ
る。本実施形態は、シラザン重合体の埋込みを用いて素子分離を形成したトランジスタ素
子の、絶縁耐圧を上げて半導体装置の歩留りを向上する方法である。
【００６６】
まず、図８（ａ）に示すように、シリコン基板４０１の表面上に、パッド酸化膜と呼ばれ
る厚さ１０ｎｍのシリコン酸化膜４０２を熱酸化法で形成後、ＣＭＰのストッパとなる厚
さ５０ｎｍのシリコン窒化膜４０３を減圧ＣＶＤ法で堆積した。その後、レジストマスク
（図示せず）を用いたＲＩＥ法により、シリコン窒化膜４０３、シリコン酸化膜４０２を
順次エッチング加工し、さらにシリコン基板４０１の露出領域をエッチングして、深さ２
００ｎｍの素子分離用溝４０４を形成した。
【００６７】
次いで、図８（ｂ）に示すように、露出したシリコン表面に厚さ５ｎｍのシリコン酸化膜
４０５を熱酸化法で形成した後、素子分離用溝４０４が完全に埋まるように、全面に素子
分離用の絶縁膜となる過水素化シラザン重合体４０６を塗布した。続いて、水蒸気雰囲気
中で８００℃の熱処理を行い、過水素化シラザン重合体４０６をシリコン酸化膜４０７に
変換した。
【００６８】
次いで、図８（ｃ）に示すように、表面部分のシリコン酸化膜４０７をＣＭＰ法で除去し
て、表面を平坦化した。このとき、ＣＭＰストッパ用のシリコン窒化膜４０３が露出する
。
【００６９】
次いで、図８（ｄ）に示すように、露出したシリコン窒化膜４０３をリン酸溶液を用いて
エッチング除去した後、パッド酸化膜４０２を希フッ酸溶液を用いてエッチング除去し、
シリコン基板表面４０８を露出させた。このとき、素子分離酸化膜４０７の表面もエッチ
ングされて２０ｎｍ後退した。
【００７０】
次いで、図８（ｅ）に示すように、オゾンを１０％含む酸素雰囲気中で８００℃，３０分
，１００Ｐａの条件で、露出したシリコン基板表面を酸化し、ゲート酸化膜４０９を形成
した。
【００７１】
その後は、従来例と同様の方法でゲート電極、ソース／ドレイン拡散層、配線層等を形成
して、トランジスタ素子を完成させた。
【００７２】
本実施形態で形成したトランジスタのゲート酸化膜４０９は、従来の酸素ガスや水蒸気を
酸化剤とする熱酸化で形成した場合に比べて、優れた絶縁破壊耐圧を有しており、半導体
装置の歩留りを大幅に向上することが分かった。
【００７３】
従来の酸化法で絶縁破壊耐圧が低い原因を調査したところ、図１０（ｃ）に示すように、
ゲート酸化膜４１９が素子分離端部４１５で薄膜化していることが分かった。この薄膜化
は、次のメカニズムで起こることが判明した。素子分離用溝に埋込んだ過水素化シラザン
重合体４０６をシリコン酸化膜４０７に変換するときに、図１０（ａ）に示すように、ア
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ンモニアガス（ＮＨ 3  ）が発生して、シリコン基板表面に窒化層４１０が形成される。こ
のため、ゲート酸化膜形成直前の希フッ酸エッチングのときに、図１０（ｂ）に示すよう
に、シリコン基板上部のパッド酸化膜４０２やシリコン基板側部の熱酸化膜４０３が除去
されて、窒化層４１０が一部露出する。従って、従来のゲート酸化法では、図１０（ｃ）
に示すように、窒化層４１０の露出部が薄膜化して薄膜化領域４１５が形成されることに
なる。
【００７４】
一方、本実施形態で形成したゲート酸化膜４０９は、図９に示すように、素子分離端部で
の薄膜化が抑えられていることが確認された。この理由は、酸素ラジカルで酸化している
ために、窒化層４１０の露出部も十分に酸化されるためと解釈できる。
【００７５】
このように本実施形態によれば、素子分離用溝に埋め込む絶縁膜として過水素化シラザン
重合体４０６を用いた場合にあっても、ゲート酸化膜４０９の局所的な薄膜化を防止する
ことができ、デバイスの歩留りを向上させることができる。また、ゲート酸化膜４０９の
局所的な薄膜化の防止により絶縁耐圧が向上することから、十分な素子分離能力を実現で
きる。
【００７６】
なお、本実施形態では、素子分離用溝４０４の埋込みに過水素化シラザン重合体４０６を
用いているが、他のシラザン重合体でも良く、また窒素を含む他の塗布膜を用いた場合で
も同様の効果が得られる。また、実施形態では、オゾン酸化でゲート酸化膜４０９を形成
したが、酸素ラジカルを酸化種として含む雰囲気の酸化ならば何でも良い。リモートプラ
ズマ法やその他の手法の酸素ラジカル酸化でも良い。酸素ガスと水素ガスを導入して加熱
し酸素ラジカルを発生させる方法でも良い。
【００７７】
また、実施形態では、酸素ラジカル酸化で形成したシリコン酸化膜４０９をそのままゲー
ト酸化膜として用いたが、一酸化窒素ガス等を用いた熱窒化や窒素ラジカルを用いたラジ
カル窒化等により、窒素を導入して酸窒化膜に変換しても良い。シリコン酸化膜４０９に
窒素以外の元素を導入しても良い。さらに、これらの膜の上に高誘電体膜等の他の絶縁膜
を形成して積層膜化しても良い。
【００７８】
また、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範
囲で、種々変形して実施することができる。
【００７９】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、多結晶シリコン又は非晶質シリコンからなる浮遊ゲ
ート電極の側壁、特にチャネル長方向に沿った側壁に窒化膜を形成することにより、浮遊
ゲート電極の仕上り形状のばらつきを無くし、不揮発性半導体メモリ素子等の素子間の特
性ばらつきを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】浮遊ゲート電極を含む平面で切った断面構造を説明するためのもので、実施形態
と従来とで比較して示す模式図。
【図２】第１の実施形態に係わる不揮発性半導体メモリ素子の製造工程を示す断面図。
【図３】第１の実施形態の変形例を示す工程断面図。
【図４】第２の実施形態に係わる不揮発性半導体メモリ素子の製造工程を示す断面図。
【図５】第３の実施形態に係わる不揮発性半導体メモリ素子の製造工程の前半を示す断面
図。
【図６】第３の実施形態に係わる不揮発性半導体メモリ素子の製造工程の後半を示す断面
図。
【図７】浮遊ゲート電極を含む平面で切った断面構造を説明するためのもので、ラジカル
酸化と通常酸化を行った場合を比較して示す模式図。
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【図８】第４の実施形態に係わるトランジスタ素子の製造工程を示す断面図。
【図９】第４の実施形態におけるトランジスタ素子の素子形成領域の角部を拡大して示す
断面図。
【図１０】第４の実施形態において、ゲート酸化を通常の熱酸化で行った場合の問題点を
説明するための図。
【図１１】従来技術による不揮発性半導体メモリ素子の製造工程の前半を示す断面図。
【図１２】従来技術による不揮発性半導体メモリ素子の製造工程の後半を示す断面図。
【符号の説明】
１１…素子分離領域
１２…浮遊ゲート電極
１３…側壁窒化膜
１４…ソース領域
１５…ドレイン領域
１０１，２０１，３０１…シリコン基板
１０２，２０２，３０２…トンネル絶縁膜
１０３，２０３，３０３…多結晶シリコン層（浮遊ゲート電極）
１０４，２０４，３０４…シリコン窒化膜（ストッパ）
１０５，２０５，３０５…シリコン酸化膜
１０６，２０６，３０６…素子分離用溝
１０７，２０７，３０７…シリコン酸化膜（電極側壁酸化膜）
１０８，２０９，３０９…シリコン窒化層（電極側壁窒化膜）
１０９，２１０，３１０…シリコン酸化膜（素子分離用絶縁膜）
２０８，３０８…過水素化シラザン重合体
３１１…多結晶シリコン層
３１２…スリット部
３１４…導電層
３１５…シリコン窒化膜
３１６…スリット部
３１７…制御ゲート電極
３１８…浮遊ゲート電極
３１９…シリコン酸化膜（側壁酸化膜）
３２０…ソース／ドレイン拡散層
３２１…ＢＰＳＧ膜
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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