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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板中のＰウェル上に設けられたゲート電極と、前記ゲート電極を挟むように前
記Ｐウェル中に隔離して設けられたソースまたはドレインと、前記ソースまたはドレイン
上から前記ゲート電極上に亙って設けられ負の膨張係数を有しチャネル領域に引っ張り応
力を加える第１絶縁層を備えたＮ型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、
　半導体基板中のＮウェル上に設けられたゲート電極と、前記ゲート電極を挟むように前
記Ｎウェル中に隔離して設けられたソースまたはドレインと、前記ソースまたはドレイン
上から前記ゲート電極上に亙って設けられ正の膨張係数を有しチャネル領域に圧縮応力を
加える第２絶縁層を備えたＰ型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを具備すること
　を特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　ゲート電極の側壁上に沿って設けられ負の膨張係数を有しチャネル領域に引っ張り応力
を加える第１絶縁層を備えたＮ型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、
　ゲート電極の側壁上に沿って設けられ正の膨張係数を有しチャネル領域に圧縮応力を加
える第２絶縁層を備えたＰ型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを具備すること
　を特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、半導体装置に関し、例えば、半導体基板に応力を加えることにより、電子
又はホールの移動度を変化させたＭＯＳ型トランジスタ等に適用されるものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、大規模集積回路（ＬＳＩ：large-scale integration）を構成する能動素子
の一つとして、ＭＯＳ（metal oxide semiconductor）型、ＭＩＳ（metal insulator sem
iconductor）型に代表される絶縁ゲート型電界効果トランジスタ（以下トランジスタ）が
知られている。そして、このトランジスタのますますの微細化により、ＬＳＩ中のトラン
ジスタの数が膨大となっている。そのため、そのトランジスタの数に比例して、ＬＳＩか
ら発生する熱量も膨大なものとなってきている。結果、トランジスタを構成するシリコン
等の結晶格子の格子振動が激しくなってその熱擾乱が原因の一つになって、電子又はホー
ル（キャリア）の移動度が低減するという問題がある。
【０００３】
　そこで、例えば、トランジスタが設けられた半導体基板に、応力を与える絶縁材を埋め
込み、トランジスタのチャネル領域に所望の応力を加えて、電子又はホールの移動度を向
上させる半導体装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　しかし、かかる構成では、上記絶縁材が与えることができる応力は、半導体基板等の温
度上昇に対して一定である。そのため、ＬＳＩの温度が室温から高温（例えば、２００℃
程度）に上昇した場合には、より激しくなったシリコン等の熱擾乱により応力による効果
が不十分となって、電子又はホールの移動度が低減するという問題があった。
【０００５】
　上記のように従来の半導体装置では、温度が上昇すると電子又はホールの移動度が低減
するという事情があった。
【特許文献１】特開２００４－６３５９１号公報　明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この発明は、温度が上昇するほど電子又はホールの移動度を向上できる半導体装置を提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の一態様によれば、半導体基板中のＰウェル上に設けられたゲート電極と、前
記ゲート電極を挟むように前記Ｐウェル中に隔離して設けられたソースまたはドレインと
、前記ソースまたはドレイン上から前記ゲート電極上に亙って設けられ負の膨張係数を有
しチャネル領域に引っ張り応力を加える第１絶縁層を備えたＮ型の絶縁ゲート型電界効果
トランジスタと、半導体基板中のＮウェル上に設けられたゲート電極と、前記ゲート電極
を挟むように前記Ｎウェル中に隔離して設けられたソースまたはドレインと、前記ソース
またはドレイン上から前記ゲート電極上に亙って設けられ正の膨張係数を有しチャネル領
域に圧縮応力を加える第２絶縁層を備えたＰ型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを
具備する半導体装置を提供できる。
【０００８】
　この発明の一態様によれば、ゲート電極の側壁上に沿って設けられ負の膨張係数を有し
チャネル領域に引っ張り応力を加える第１絶縁層を備えたＮ型の絶縁ゲート型電界効果ト
ランジスタと、ゲート電極の側壁上に沿って設けられ正の膨張係数を有しチャネル領域に
圧縮応力を加える第２絶縁層を備えたＰ型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを具備
する半導体装置を提供できる。
【０００９】
　この発明の一態様によれば、半導体基板上に設けられたゲート電極と、前記ゲート電極
を挟むように前記半導体基板中に隔離して設けられたソースまたはドレインと、前記ソー
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スまたはドレイン上から前記ゲート電極上に亙って設けられチャネル領域に第１引っ張り
応力を加える第１絶縁層と、前記第１絶縁層上であって前記第１絶縁層と交差する方向に
設けられ、チャネル領域に前記第１引っ張り応力と同時かつ交差する方向に沿って第２引
っ張り応力を加える第２絶縁層とを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを具備する
半導体装置を提供できる。
【００１０】
　この発明の一態様によれば、負の膨張係数を有しチャネル領域に引っ張り応力を加える
絶縁層を備えたＮ型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを具備し、前記絶縁層は、負の
膨張係数を持つパイロセラミックス，ＨｆＷ２Ｏ８，ＺｒＷ２Ｏ８，Ｎｂ２Ｏ５，ＳｉＯ

２（faujasite）のうちの少なくとも１つを含む半導体装置を提供できる。
【００１１】
　この発明の一態様によれば、正の膨張係数を有しチャネル領域に圧縮応力を加える絶縁
層を備えたＰ型の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを具備し、前記絶縁層は、正の膨張
係数を持つパイロセラミックス，正の膨張係数を持つガラス，Ｓｉ３Ｎ４，Ａｌ２Ｏ３，
ＡｌＮのうちの少なくとも１つを含む半導体装置を提供できる。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、温度が上昇するほど電子又はホールの移動度を向上できる半導体装
置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、この発明の実施形態について図面を参照して説明する。尚、この説明においては
、全図にわたり共通の部分には共通の参照符号を付す。
【００１４】
　［第１の実施形態］
　この発明の第１の実施形態に係る半導体装置について、図１を用いて説明する。図１は
、第１の実施形態に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。
【００１５】
　図示するように、素子分離膜１２により分離されたＰ型の半導体（シリコン等）基板（
P-sub）１１中のＰウェル（P-well）１３の上にＮ型であるＮＭＯＳトランジスタＮ１が
設けられ、同一基板１１中のＮウェル（N-well）１３上にＰ型のＰＭＯＳトランジスタＰ
１が設けられている。このトランジスタＮ１上、Ｐ１上を覆うように、層間絶縁膜３５が
設けられている。
【００１６】
　ＮＭＯＳトランジスタＮ１は、ゲート絶縁膜１４、ゲート電極１５、ソース／ドレイン
１６、シリサイド層１５Ｓ、１６Ｓ、スペーサ１７、絶縁層２０、ソース／ドレインコン
タクトプラグ３１を備えている。
【００１７】
　ゲート絶縁膜１４は、半導体基板１１中のＰウェル１３上に設けられている。ゲート電
極１５は、ゲート絶縁膜１４上に設けられている。ソース／ドレイン１６は、ゲート電極
１５を挟むようにＰウェル１３中に隔離して設けられている。シリサイド層１５Ｓはゲー
ト電極１５上に設けられ、シリサイド層１６Ｓはソース／ドレイン１６上に設けられてい
る。絶縁層２０は、シリサイド層１６Ｓ上、スペーサ１７上、およびシリサイド層１５Ｓ
上に亙って連続して設けられている。ソース／ドレインコンタクトプラグ３１は、層間絶
縁膜３５および絶縁層２０を貫通し、ソース／ドレイン１６表面上に設けられている。
【００１８】
　絶縁層２０は、この実施形態では、アモルファスマトリックス層２２と上記アモルファ
スマトリックス層２２中に散在された結晶体２１とを備えたいわゆるパイロセラミックス
（pyroceramics）により形成された絶縁層である。上記結晶体２１は、例えば、ＬｉＡｌ
ＳｉＯ４等により形成されている。そして、絶縁層２０は、全体として負の膨張係数（負
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の膨張率）［△Ｖ／Ｖ／△Ｔ］（Ｖ：体積、Ｔ：温度、△Ｖ：体積変化）を有している。
ここで、負の膨張係数とは、その体積が温度の上昇に伴って低減する割合をいう。この実
施形態に係る絶縁層２０の膨張係数は、例えば、－８×１０－６／Ｋ程度である。上記結
晶体２１が負の膨張係数を有し、アモルファスマトリックス層２２が正の膨張係数を有し
ている。そのため、絶縁層２０全体中に占める割合は、アモルファスマトリックス層２２
よりも結晶体２１の方が大きいことが望ましい。
【００１９】
　ＰＭＯＳトランジスタＰ１は、ゲート絶縁膜２４、ゲート電極２５、ソース／ドレイン
２６、シリサイド層２５Ｓ、２６Ｓ、スペーサ２７、絶縁層３０、ソース／ドレインコン
タクトプラグ３２を備えている。
【００２０】
　ゲート絶縁膜２４は、Ｎウェル２３上に設けられている。ゲート電極２５は、ゲート絶
縁膜２４上に設けられている。ソース／ドレイン２６は、ゲート電極２５を挟むようにＮ
ウェル２３中に隔離して設けられている。シリサイド層２５Ｓはゲート電極２５上に設け
られ、シリサイド層２６Ｓはソース／ドレイン２６上に設けられている。絶縁層３０は、
シリサイド層２６Ｓ上、スペーサ２７上、およびシリサイド層２５Ｓ上に亙って連続して
設けられている。ソース／ドレインコンタクトプラグ３２は、層間絶縁膜３５および絶縁
層３０を貫通し、ソース／ドレイン２６表面上に設けられている。
【００２１】
　絶縁層３０は、例えば、Ｓｉ３Ｎ４等により形成されたライナー絶縁層である。さらに
、絶縁層３０は、正の膨張係数（正の膨張率）［△Ｖ／Ｖ／△Ｔ］（Ｖ：体積、Ｔ：温度
、△Ｖ：体積変化）を有している。ここで、正の膨張係数とは、その体積が温度の上昇に
伴って増大する割合をいう。
【００２２】
　＜動作＞
　次に、この実施形態に係る半導体装置の動作について説明する。
【００２３】
　ＮＭＯＳトランジスタＮ１の場合、例えば、このトランジスタＮ１を動作させるために
、ゲート電極１５及びソース／ドレイン１６に所望の電圧が印加される。すると、トラン
ジスタＮ１は、チャネルを流れる電流によって発熱する。
【００２４】
　そして、この熱が絶縁層２０に伝導すると、絶縁層２０は、自身の負の膨張係数に従っ
て圧縮する。そのため、絶縁層２０には、ソース／ドレイン１６からシリサイド層１５Ｓ
に沿って応力１８が発生する。結果、チャネル領域１９にチャネル長方向に沿って引っ張
り応力が加えられる。ここで、上記応力１８は、例えば、８０～１００［ＧＰａ］程度で
ある。
【００２５】
　ＰＭＯＳトランジスタＰ１の場合、例えば、このトランジスタＰ１を動作させるために
、ゲート電極２５及びソース／ドレイン２６に所望の電圧が印加される。すると、トラン
ジスタＰ１は、チャネルを流れる電流によって発熱する。
【００２６】
　そして、この熱が絶縁層３０に伝導すると、絶縁層３０は、自身の正の膨張係数に従っ
て膨張する。そのため、絶縁層３０には、シリサイド層２５Ｓからソース／ドレイン２６
に沿って応力２８が発生する。結果、チャネル領域２９にチャネル長方向に沿って圧縮応
力が加えられる。ここで、上記応力２８は、例えば、数～数十［ＧＰａ］程度である。
【００２７】
　尚、上記のようなトランジスタＮ１、Ｐ１の動作電圧に伴う発熱の場合に限らず、広く
このトランジスタＮ１、Ｐ１を備えたＬＳＩが動作する際の発熱等によっても同様の動作
が得られることは勿論である。
【００２８】
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　上記のように、この実施形態に係る半導体装置によれば、下記（１）及び（２）に示す
効果が得られる。
【００２９】
　（１）ＬＳＩの温度が室温から高温（例えば、２００℃程度）に上昇するほど、電子又
はホール（キャリア）の移動度を向上できる。
【００３０】
　上記のように、ＮＭＯＳトランジスタＮ１の場合には、このトランジスタＮ１が動作す
る際等に発生する熱が絶縁層２０に伝導することにより、絶縁層２０は自身の負の膨張係
数に従って圧縮する。そのため、絶縁層２０には、ソース／ドレイン１６からシリサイド
層１５Ｓに沿って応力１８が発生する。結果、チャネル領域１９にチャネル長方向に沿っ
て引っ張り応力を加えることができる。
【００３１】
　ここで、ＮＭＯＳトランジスタの場合には、チャネル領域にチャネル長方向に沿った引
っ張り応力が加えられると電子の移動度が向上することが知られている。そのため、基板
１１等の温度が上昇して高温となった場合であっても、トランジスタＮ１の電子の移動度
を向上することができる。
【００３２】
　ＰＭＯＳトランジスタＰ１の場合には、このトランジスタＰ１が動作する際等に発生す
る熱が絶縁層３０に伝導することにより、絶縁層３０は自身の正の膨張係数に従って膨張
する。そのため、絶縁層３０には、シリサイド層２５Ｓからソース／ドレイン２６に沿っ
て応力２８が発生する。結果、チャネル領域２９にチャネル長方向に沿った圧縮応力を加
えることができる。
【００３３】
　そのため、基板１１等の温度が上昇して高温となった場合であっても、Ｐ１のホールの
移動度を向上することができる。
【００３４】
　しかも、高温になるほど上記応力１８、２８が大きくなるので、電子又はホールの移動
度向上の効果は高温になるほど顕著である。
【００３５】
　また、絶縁層２０は、温度上昇に比例してその体積が圧縮するため、チャネル領域１９
に温度上昇に比例した引っ張り応力を加えることができる。同様に、絶縁層３０は、温度
上昇に比例してその体積が膨張するため、チャネル領域２９に温度上昇に比例した圧縮応
力を加えることができる。
【００３６】
　そのため、トランジスタＮ１、Ｐ１を含むＬＳＩ等が高温となり、より激しくなったシ
リコン等の熱擾乱が発生した場合であっても、電子又はホールの移動度が低減することを
防止できる。結果、近年のトランジスタの微細化に伴うＬＳＩ等の高温状況下において、
トランジスタの特性劣化を防止できる点で非常に有利である。
【００３７】
　（２）トランジスタＮ１、Ｐ１の電子又はホールの移動度を同時に向上できる。
【００３８】
　上記のように、トランジスタＮ１、Ｐ１は同一基板１１上に設けられ、温度上昇に伴い
、そのチャネル領域１９、２９に、同時に所望の引っ張り応力および圧縮応力を加えるこ
とができる。
【００３９】
　そのため、ＮＭＯＳトランジスタＮ１及びＰＭＯＳトランジスタＰ１の双方に対して、
同時に電子又はホールの移動度を向上できる点で有利である。結果、例えば、トランジス
タＮ１、Ｐ１をいわゆるＣＭＯＳ回路に適用した場合であっても、移動度を向上できるＣ
ＭＯＳ回路を得られる点で有利である。
【００４０】
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　また、絶縁層２０、絶縁層３０の一方の端部は、互いに結合するように連続して設けら
れることも可能である。その場合には、絶縁層２０、３０のいずれか一方が縮む／伸びる
ことによって、他方の絶縁層２０、３０も伸び／縮みやすくなる。そのため、応力１８、
２８を同時に増大し、チャネル領域１９、２９に加える引っ張り応力及び圧縮応力を同時
に増大でき、電子又はホールの移動度を同時に向上できる点で有利である。
【００４１】
　＜製造方法＞
　次に、この実施形態に係る半導体装置の製造方法について、図１に示した半導体装置を
例に挙げ、図２乃至図１０を用いて説明する。
【００４２】
　図２は、この実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するためのタイムチャート図
である。図３乃至図７、図９、図１０は、この実施形態に係る半導体装置の一製造工程を
示す断面図である。図８は、この実施形態に係る半導体装置の温度－結晶核形成速度およ
び温度－結晶核成長速度の関係を示す図である。この説明においては、図２に示すタイミ
ングチャート図に則して説明する。
【００４３】
　まず、周知の工程を用いて半導体基板１１中に素子分離膜１２を形成し、ＮＭＯＳ、Ｐ
ＭＯＳ形成領域に、例えば、ボロン（B）やリン（Ｐ）等の不純物を注入しＰウェル１３
とＮウェル２３を形成する（図示せず）。さらに、周知の工程を用いて、ゲート絶縁膜１
４、２４、ゲート電極１５、２５、ソース／ドレイン１６、２６、スペーサ１７、２７、
及びシリサイド層１５Ｓ、１６Ｓ、２５Ｓ、２６Ｓを形成する（図示せず）。
【００４４】
　続いて、図３に示すように、ＰＭＯＳ形成領域４２上に、例えば、ＣＶＤ（chemical v
apor deposition）法を用いてシリコン窒化（Ｓｉ３Ｎ４）膜等を堆積して、保護膜４３
を形成する。その後、ＮＭＯＳ形成領域４１上及び保護膜４３上に、例えば、ＣＶＤ法を
用いてシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）４５を形成する。
【００４５】
　続いて、図４に示すように、保護膜４３をマスクとして、ＮＭＯＳ形成領域４１に、例
えば、イオン注入法によりリチウム（Ｌｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）等
のイオン（結晶種）４６を注入する。
【００４６】
　続いて、図２、図５に示すように、時刻ｔ１～ｔ２の間、例えば、酸素雰囲気中におい
て、温度Ｔ１（例えば、１０００℃程度）で時間Δｔ１（例えば、１０分程度）の間熱処
理することによって、アモルファス層４７を形成し、アモスファス状態にする。
【００４７】
　続いて、時刻ｔ２の際に、降温速度α１において温度Ｔ２（例えば、６００℃程度）ま
で冷却する。ここで、上記速度α１はできるだけ大きい（速い）ほうが望ましい。
【００４８】
　続いて、図６に示すように、時刻ｔ３～ｔ４の間、上記アモルファス層４７を、例えば
、温度Ｔ２（例えば、６００℃程度）において時間Δｔ２（例えば、５分間程度）のアニ
－ルする。そして、上記アモルファス層４７中に高密度に結晶核４８を析出させる。ここ
で、上記結晶核４８の大きさは、例えば、数ｎｍ（ナノメータ）程度である。
【００４９】
　さらに、上記工程（時刻ｔ３～ｔ４）において、熱処理を行う温度は、結晶核４８が最
も速く析出される温度Ｔ２（この実施形態では６００℃）であることが望ましい。即ち、
図８中の実線５１に示すように、温度Ｔ２の時に結晶核４８が析出する速度が、最も速い
速度Ｖ１であるため、短時間で高密度の結晶核４８が形成される。
【００５０】
　続いて、時刻ｔ４の際に、上記結晶核４８を備えたアモルファス層４７を、昇温速度α
２において温度Ｔ３（例えば、６５０℃程度）まで上昇させる。ここで、昇温速度α２は
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、上記結晶核４８の不均一な成長を防止するために、大きい（速い）方が望ましい。
【００５１】
　続いて、図７に示すように、時刻ｔ５～ｔ６の間、上記結晶核４８を備えたアモルファ
ス層４８を、例えば、温度Ｔ３（例えば、６５０℃程度）において時間Δｔ３（例えば、
１０分間程度）の間アニ－ルすることによって、上記結晶核４８を成長させ結晶体２１を
形成する。同時に、上記結晶核４８を成長させて結晶体２１を形成することによって、ア
モルファス層４７中に上記イオン注入工程により注入されたイオン（結晶種）４６を十分
に析出させて、アモルファスマトリックス層２２を形成する。結果、アモルファスマトリ
ックス層２２と結晶体２１とを備えたパイロセラミックスを形成し、絶縁層２０を形成す
る。ここで、上記結晶体２１の大きさは、例えば、数ｎｍ～数十ｎｍ程度である。
【００５２】
　さらに、上記工程（時刻ｔ５～ｔ６）において、アニ－ルを行う温度は、結晶核４８が
最も速く成長する温度Ｔ３であることが望ましい。即ち、図８中の実線５２に示すように
、温度Ｔ３の時に結晶核４８が成長する速度が、最も早く成長する速度Ｖ２となり、短時
間で結晶核４８が成長する。
【００５３】
　ここで、図８中の実線５１、５２との囲まれた領域５５でアニ－ルをすることは望まし
くない。領域５５では、結晶核４８の密度も低くなり、成長も十分にできないためである
。
【００５４】
　続いて、時刻ｔ６の際に、絶縁層２０を、降温速度α３で室温程度にまで冷却する。こ
こで、速度α３は結晶成長で生じた内部応力を緩和するために、できるだけ小さい（遅い
）方が望ましい。
【００５５】
　以上の工程により、パイロセラミックス（pyroceramics）により形成された絶縁層２０
を製造する。尚、この実施形態に示したパイロセラミックスの組成は、一例であり、例え
ば、Ｌｉ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２－ＴｉＯ２等の組み合わせでアモルファス状態にな
れる組成であればどれでも良い。
【００５６】
　続いて、図９に示すように、ＮＭＯＳ領域４１の絶縁層２０上に、例えば、ＣＶＤ法に
よってシリコン窒化膜等を堆積し、保護膜５６を形成する。その後、ＰＭＯＳ領域４２の
保護膜４３を除去する。その後、ＰＭＯＳ形成領域４２上及び保護膜５６上に、例えば、
ＣＶＤ法を用いて正の膨張係数を有するＳｉ４Ｎ４等を堆積し、絶縁層３０を形成する。
【００５７】
　続いて、図１０に示すように、ＮＭＯＳ形成領域４１中の保護膜５６を除去する。その
後、絶縁層２０上及び絶縁層３０上に、例えば、ＣＶＤ法を用いてシリコン酸化膜（Ｓｉ
Ｏ２）を堆積し、層間絶縁膜３５を形成する。
【００５８】
　続いて、ソース／ドレイン１６、２６上の層間絶縁膜３５、絶縁層２０、３０を、例え
ば、ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）法等の異方性エッチングを用いて除去し、トレンチ
を形成する（図示せず）。その後、上記トレンチ内に、例えば、Ｃｕ等を埋め込み、ソー
ス／ドレインコンタクトプラグ３１、３２を形成する（図示せず）。
【００５９】
　以上の製造工程により、図１に示す半導体装置を製造する。
【００６０】
　上記のように、この実施形態に係る半導体装置の製造方法では、結晶種４６が注入され
たアモルファス層４７をアニ－ルすることにより、アモルファス層４７中に結晶核４８を
形成する（図６）。続いて、上記アモルファス層４７をさらにアニ－ルすることにより結
晶核48を成長させて結晶体２１を形成すると共に、アモルファスマトリックス層２２を形
成し、パイロセラミックス材料からなる絶縁層２０を形成する（図７）。
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【００６１】
　その結果、結晶核４８の形成温度領域（時刻ｔ３～ｔ４）と結晶体２１の成長温度領域
（時刻ｔ５～ｔ６）という二段階に分けてアニ－ル（熱処理）工程を設計・実施すること
により、全体として負の膨張係数を有する絶縁層２０を形成する。
【００６２】
　上記のような製造方法によれば、以下（１）乃至（４）に示す効果が得られる。
【００６３】
　（１）トランジスタＰ１、Ｎ１の電子又はホール（キャリア）の最適な移動度を選択で
きる。
【００６４】
　チャネル領域１９、２９に加えられる引っ張り応力及び圧縮応力の大きさは、絶縁層２
０、３０の膜圧及びその長さに比例して増大する。
【００６５】
　そのため、シリコン酸化膜４５（図３）やＳｉ４Ｎ４層３０（図９）を形成する際に、
反応時間等の条件を制御し、最適な膜厚及び長さを選択することによって、トランジスタ
Ｎ１、Ｐ１の電子又はホールの最適な移動度を選択できる点で有利である。
【００６６】
　さらに、必要に応じて、例えば、絶縁層２０の膜厚を絶縁層３０の膜厚の２倍程度に選
択する等によって、トランジスタＮ１、Ｐ１のチャネル領域１９、２９に加えられる引っ
張り応力又は圧縮応力の大きさを変化させ、移動度のバランスを必要に応じて調整するこ
ともできる。
【００６７】
　（２）熱工程を適切に選択することにより、幅広い範囲で絶縁層２０の膨張係数の制御
が可能であるため、実際のデバイス動作に最適な絶縁層２０の膨張係数を選択できる。
【００６８】
　図８に示すように、絶縁層２０は、結晶核４８が形成される実線５１で示す温度領域お
よび結晶核４８が成長する実線５２で示す温度領域の二つの温度領域を備えている。その
ため、例えば、実線５１で示す温度領域では低い温度で熱処理をし、実線５２で示す温度
領域では結晶核の成長速度が最も速い温度Ｔ３で熱処理をすると、膨張係数の比較的低い
絶縁層２０を形成できる。
【００６９】
　このように、上記熱処理工程（図６、図７）の際に、上記実線５１、５２で示す温度領
域の温度（例えば、Ｔ２、Ｔ３）、時間（例えば、Δｔ２、Δｔ３）を多様に組み合わせ
て選択できることにより、密度および大きさが多様な結晶体２１及びアモルファスマトリ
ックス層２２を形成できる。そのため、膨張係数のマージンを拡大でき、容易に目的の膨
張係数を有した絶縁層２０を形成できる点で有利である。
【００７０】
　また、上記イオン注入工程（図４）の際に、結晶種４６の種類・組成・注入量等を選択
することによって、必要な膨張係数を制御することも可能である。
【００７１】
　上記のように、組成等が同様であっても、イオン注入工程（図４）、熱処理工程（図６
、図７）の際に最適なものを多様に選択することができるため、目的に応じて幅広い範囲
での膨張係数の制御が可能である。
【００７２】
　（３）より具体的には、例えば、温度Ｔ２、Ｔ３、時間Δｔ２＞時間Δｔ３を選択する
ことにより、負の膨張係数が大きく、大きな引っ張り応力を加えることができる絶縁層２
０を形成することができる。
【００７３】
　チャネル領域１９により大きな引っ張り応力を加える絶縁層として働く一観点としては
、負の膨張係数がより大きいことがある。そのためには、結晶体２１がより高密度で緻密
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に形成されていることが望ましい。ここで、時間Δｔ２を大きく取ると結晶核４８が形成
する密度を高くでき、時間Δｔ３を大きくとると１つの結晶核４８を大きく成長させて大
きな結晶体２１を形成できる。
【００７４】
　よって、この実施形態のように温度Ｔ２、Ｔ３を選択した場合は、温度Ｔ２、Ｔ３のい
ずれも結晶核の形成速度・成長速度が最も早い温度であるから（図８）、時間Δｔ２が時
間Δｔ３よりも大きく（時間Δｔ２＞時間Δｔ３）することにより、結晶体２１が高密度
で緻密に形成されたパイロセラミクスの絶縁層２０を形成することができる。時間Δｔ２
が小さすぎると結晶核４８の密度が低下して、結晶体２１を緻密に形成できない。一方、
時間Δｔ３が大き過ぎると、１つの結晶核４８が大きく成長しすぎてストレスによるクラ
ックが生じる可能性がある。
【００７５】
　そのため、絶縁層２０中に占める割合を、アモルファスマトリックス層２２よりも結晶
体２１方がより大きくなるように形成できる。結果、絶縁層２０の全体の膨張係数を負と
させ、負の膨張係数をより大きくできる点で有利である。
【００７６】
　（４）結晶核４８の成長を均一にして、絶縁層２０が加える応力を均一化できる。
【００７７】
　速度α２をできるだけ大きく（速く）することによって、アモルファス層４７の温度を
結晶核４８が最も速く成長する温度Ｔ３に速く到達して温度の不均一を防止し、結晶核４
８それぞれが成長する時刻を均一にできる。そのため、結晶核４８を均一に成長させて結
晶体２１の粒径を均一にでき、絶縁層２０が加える応力を均一化できる点で有利である。
【００７８】
　［第２の実施形態］
　次に、この発明の第２の実施形態に係る半導体装置について、図１１を用いて説明する
。この説明において、上記第１の実施形態と重複する部分の説明を省略する。
【００７９】
　図示するように、半導体基板１１上のＰウェル１３上にＮＭＯＳトランジスタＮ２が設
けられ、Ｎウェル２３上にＰＭＯＳトランジスタＰ１が設けられている。
【００８０】
　この実施形態に係る半導体装置は、シリサイド層１６Ｓ上、スペーサ１７上、及びシリ
サイド層１５Ｓ上に亙って負の膨張係数を有する絶縁層として、ＨｆＷ２Ｏ２層６１が設
けられている点で上記第１の実施形態と相違している。このＨｆＷ２Ｏ８層６１は、室温
から約８００Ｋ程度の範囲において、－１０×１０－６／Ｋ程度の膨張係数を有している
。
【００８１】
　そのため、トランジスタＮ２が動作する際等において温度が上昇した場合には、ＨｆＷ

２Ｏ８層６１は圧縮し、ソース／ドレイン１６からシリサイド層１５Ｓに沿って応力１８
が発生する。結果、チャネル領域１９には、チャネル長方向に沿った引っ張り応力を加え
ることができ、電子の移動度を向上できる。
【００８２】
　その他の構成・動作等は、上記第１の実施形態と同様である。
【００８３】
　上記のように、この実施形態に係る半導体装置によれば、上記第１の実施形態と同様の
効果が得られる。さらに、この実施形態に係る半導体装置は、シリサイド層１６Ｓ上、ス
ペーサ１７上、及びシリサイド層１５Ｓに亙って、負の膨張係数を有する絶縁層として、
ＨｆＷ２Ｏ８層６１が設けられている。
【００８４】
　さらに、このＨｆＷ２Ｏ８層６１の膨張係数は、室温程度から変化し、かつ８００Ｋ程
度までにわたる広い範囲において変化する。そのため、デバイスが動作する温度環境に広
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く対応できる点で有利である。
【００８５】
　このように、必要に応じて、ＨｆＷ２Ｏ８層６１を適用した構成とすることも可能であ
る。
【００８６】
　次に、この実施形態に係る半導体装置の製造方法について、図１１に示した半導体装置
を例に挙げて、図１２及び図１３を用いて説明する。
【００８７】
　まず、ＨｆＯＣｌ２・６Ｈ２Ｏの水溶液をＨ２ＷＯ４のアンモニウム溶液に入れて化学
反応を起こさせ、その反応物のＨｆＷ２Ｏ８を形成する（図示せず）。こうして得られた
ＨｆＷ２Ｏ８を乾燥し、６００℃／ｈで１２００℃程度まで加熱して、この温度で２時間
程度保持し、ＨｆＷ２Ｏ８粉末を形成する（図示せず）。
【００８８】
　続いて、図１２に示すように、上記ＨｆＷ２Ｏ８粉末をシンターリング（sintering）
することによってペレット（pellet）状態にしたセラミックスターゲット６３を作製する
。
【００８９】
　続いて、レーザーアブレーション（laser ablation）法を用いて、光源６４から照射さ
れたレーザービーム６５を上記ターゲット６３に照射してターゲット６３を熱することに
よって、ターゲット６３中のＨｆＷ２Ｏ８粉末を羽毛状（plume）６６にして飛ばす。
【００９０】
　続いて、図１３に示すように、上記羽毛状６６に飛ばされたＨｆＷ２Ｏ８粉末を半導体
基板１１のＮＭＯＳ形成領域４１に蒸着及び堆積し、ＨｆＷ２Ｏ２層６１を形成する。
【００９１】
　その後、上記第１の実施形態と同様の工程を用いて、絶縁層３０及び層間絶縁膜３５を
形成し、図１１に示す半導体装置を製造する。
【００９２】
　上記のような製造方法によれば、上記第１の実施形態と同様な効果が得られる。さらに
、この実施形態に係る半導体装置の製造方法では、ＨｆＷ２Ｏ８粉末を半導体基板１１の
ＮＭＯＳ形成領域４１に蒸着させる際に、半導体基板１１の温度を、例えば、４００℃程
度と低減することができる。
【００９３】
　そのため、インプラプロファイルなどに対する影響が少なく、高性能デバイスを作製で
きる点で非常に有効である。
【００９４】
　さらに、ターゲット６３から羽毛状６６に飛ばされたＨｆＷ２Ｏ８分子・原子等は、単
に蒸発するだけでなく、非常に高い動的エネルギー（例えば、温度に換算すれば１億℃程
度）を有している。そのため、例え同じ組成であっても、基板１１に蒸着されたＨｆＷ２

Ｏ８層６１は、より高い負の膨張係数等のその他の方法では得られない物性を得ることが
できる。
【００９５】
　さらに、この方法によれば、原子を一層ずつ積層することができ、制御性を向上できる
点で有利である。
【００９６】
　尚、上記レーザーアブレーション法に限らず、上記セラミックスターゲット６３をター
ゲットにしたスパッタリング法等によっても、基板１１上のＮＭＯＳ形成領域４１上にＨ
ｆＷ２Ｏ８層６１等を形成することが可能である。
【００９７】
　さらに、この実施形態においては、絶縁層２０の例として、ＨｆＷ２Ｏ８層６１を挙げ
て説明したが、このＨｆＷ２Ｏ８層６１の代わりに、例えば、ＺｒＷ２Ｏ８層、Ｎｂ２Ｏ
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５層等を適用することも可能である。上記ＺｒＷ２Ｏ８層が適用された場合には、例えば
、室温から約１２００℃までの範囲において、－１０×１０－６／Ｋ程度の負の膨張係数
を有する。
【００９８】
　［第３の実施形態］
　次に、この発明の第３の実施形態に係る半導体装置について、図１４を用いて説明する
。この説明において、上記第１の実施形態と重複する部分の説明を省略する。
【００９９】
　図示するように、Ｎウェル２３上に、ＰＭＯＳトランジスタＰ２が設けられている。そ
して、シリサイド層２６Ｓ上、スペーサ２７上、及びシリサイド層２５Ｓ上に亙って、絶
縁層としてＡｌ２Ｏ３層７１が設けられている点で上記第１の実施形態と相違している。
このＡｌ２Ｏ３層７１は、正の膨張係数を有している。
【０１００】
　製造方法は、上記第１の実施形態と実質的に同様であるため、詳細な説明を省略する。
【０１０１】
　上記のように、この実施形態に係る半導体装置及びその製造方法によれば、第１の実施
形態と同様の効果が得られる。さらに、この実施形態に係る半導体装置では、ＰＭＯＳト
ランジスタＰ２の絶縁層としてＡｌ２Ｏ３層７１が設けられている。ここで、膨張係数の
大きさは、熱膨張率と弾性係数との積により決定されるところ、このＡｌ２Ｏ３層７１の
弾性係数は、上記第１の実施形態に説明した絶縁層（Ｓｉ３Ｎ４層）３０とほぼ同じであ
るが、熱膨張率が大きい。
【０１０２】
　そのため、上記第１の実施形態に係る半導体装置よりも応力２８を増大でき、チャネル
領域２９に加えるチャネル長方向に沿った圧縮応力を増大して、よりホールの移動度を向
上できる点で有利である。
【０１０３】
　尚、Ａｌ２Ｏ３層７１の代わりに、例えば、ＡｌＮ層等を適用した場合であっても、上
記と同様の効果が得られる。
【０１０４】
　尚、Ａｌ２Ｏ３層７１の代わりに、例えば、正の膨張係数を有するパイロセラミックス
、正の膨張係数を有するガラス層等を適用した場合であっても、上記と同様の効果が得ら
れる。
【０１０５】
　［第４の実施形態］
　次に、この発明の第４の実施形態に係る半導体装置について、図１５を用いて説明する
。図１５は、この実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。この説明において、上
記第１の実施形態と重複する部分の説明を省略する。
【０１０６】
　図示するように、半導体基板１１中のＰウェル１３上にＮＭＯＳトランジスタＮ３が設
けられ、Ｎウェル２３上にＰＭＯＳトランジスタＰ３が設けられている。そして、この実
施形態に係る半導体装置は、以下の点で上記第１の実施形態に係る半導体装置と相違して
いる。
【０１０７】
　まず、トランジスタＮ３、Ｐ３には、上記第１の実施形態に係る半導体装置に示したス
ペーサ１７、２７をそれぞれ絶縁層２０、３０と一体化させている。つまり、スペーサを
、応力を加える目的で使った上記絶縁層２０、３０と同じ膜としている。
【０１０８】
　さらに、素子分離膜１２上、トランジスタＮ３のシリサイド層１６Ｓ上、ゲート電極１
５側壁上、及びシリサイド層１５Ｓ上に亙って絶縁層７３が設けられている。この絶縁層
７３は、例えば、シリコン酸化（ＳｉＯ２（faujasite））膜により形成されている。絶
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縁層７３は、例えば、－４×１０－６／Ｋ程度の負の膨張係数を有している。また、当然
ながら、絶縁層７３は前記負の膨張係数を有するパイロセラミックス２０でも良い。
【０１０９】
　トランジスタＰ３のシリサイド層２６Ｓ上、ゲート電極２５側壁上、及びシリサイド層
２５Ｓ上に亙って絶縁層３０が設けられている。この絶縁層３０は、例えば、Ｓｉ３Ｎ４

等により形成されている。
【０１１０】
　製造方法については、上記第１の実施形態と実質的に同様であるので、詳細な説明を省
略する。
【０１１１】
　上記のように、この実施形態に係る半導体装置及びその製造方法によれば、上記第１の
実施形態と同様の効果が得られる。さらに、この実施形態に半導体装置は、トランジスタ
Ｎ３、Ｐ３には、スペーサ１７、２７が設けられておらず、トランジスタＮ３、Ｐ３のシ
リサイ層上、ゲート電極側壁上に亙って、直接に絶縁層７３及び絶縁層３０が設けられて
いる。
【０１１２】
　そのため、トランジスタＮ３にあたっては、温度上昇に伴う応力１８についてスペーサ
を介さずに加えることができるため、チャネル領域１９に加える引っ張り応力を増大でき
、電子の移動度を向上できる点で有利である。
【０１１３】
　トランジスタＰ３にあたっては、温度上昇に伴う応力２８についてスペーサを介さずに
加えることができるため、チャネル領域２９に加える圧縮応力を増大でき、ホールの移動
度を向上できる点で有利である。
【０１１４】
　また、スペーサを設けないために、その部分の専有面積を削除でき、微細化できる点で
非常に有利である。
【０１１５】
　［第５の実施形態］
　次に、この発明の５の実施形態に係る半導体装置について、図１６及び図１７を用いて
説明する。図１６は、この実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。図１７は、図
１６中のＡ－Ａ´線に沿った断面図である。この説明において、上記第１の実施形態と重
複する部分の説明を省略する。
【０１１６】
　図示するように、半導体基板１１中のＰウェル１３上にＮＭＯＳトランジスタＮ４が設
けられ、Ｎウェル２３上にＰＭＯＳトランジスタＰ４が設けられている。そして、この実
施形態に係る半導体装置は、以下の点で上記第１の実施形態に係る半導体装置と相違して
いる。
【０１１７】
　まず、ＮＭＯＳトランジスタＮ４は、シリサイド層１６Ｓ上、スペーサ１７上、および
シリサイド層１５Ｓ上に亙って連続して設けられた絶縁層２０－１と、絶縁層２０－１上
に絶縁層２０－２を更に備えている。この絶縁層２０－２は、絶縁層２０－１と交差する
ようにチャネル幅方向に沿って設けられ、上記絶縁層２０－１と同様の構成を備えている
。製造方法は、上記第１の実施形態に示した絶縁層２０の製造方法と実質的に同様である
ので、詳細な説明を省略する。
【０１１８】
　ＰＭＯＳトランジスタＰ４も、絶縁層２０－１上に絶縁層２０－２を更に備えている。
この絶縁層２０－２は、絶縁層２０－１と交差するようにチャネル幅方向に沿って設けら
れ、上記絶縁層２０－１と同様の構成を備えている。製造方法は、上記第１の実施形態と
実質的に同様であるので、詳細な説明を省略する。
【０１１９】
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　上記のように、この実施形態に係る半導体装置及びその製造方法によれば、上記第１の
実施形態と同様の効果が得られる。さらに、この実施形態に係る半導体装置では、ＮＭＯ
ＳトランジスタＮ４とＰＭＯＳトランジスタＰ４は、絶縁層２０－１上にチャネル幅方向
に設けられ絶縁層２０－１と同様な構成の絶縁層２０－２を更に備えている。
【０１２０】
　そのため、ＮＭＯＳトランジスタＮ４には、温度上昇に伴い、チャネル長方向にシリサ
イド層１５Ｓからソース／ドレイン１６に沿った引っ張り応力１８－１だけでなく、チャ
ネル幅方向にシリサイド層１５Ｓから基板１１に沿った引っ張り応力１８－２を更に発生
させることができる。結果、チャネル領域１９において、垂直二軸方向に沿って同時に引
っ張り応力を加えることができ、電子の移動度を更に向上できる点で有利である。
【０１２１】
　ＰＭＯＳトランジスタＰ４も、絶縁層２０－１上にチャネル幅方向に設けられ絶縁層２
０－１と同様の構成の絶縁層２０－２を更に備えている。
【０１２２】
　そのため、温度上昇に伴い、チャネル長方向にシリサイド層２５Ｓからソース／ドレイ
ン２６に沿った引っ張り応力１８－１だけでなく、チャネル幅方向にシリサイド層２５Ｓ
から基板１１に沿った引っ張り応力１８－２を更に発生させることができる。結果、チャ
ネル領域２９において、垂直二軸方向に沿って同時に引っ張り応力を加えることができ、
ホールの移動度を更に向上できる点で有利である。
【０１２３】
　また、絶縁層２０－１と絶縁層２０－２は、負の膨張係数を有していればよく、互いに
異なる材料により形成することも可能である。
【０１２４】
　上記のように、垂直二軸方向に沿って同時に引っ張り応力１８－１、１８－２が加えら
れた場合には、電子及びホール双方の移動度を向上できる。そのため、ＮＭＯＳトランジ
スタおよびＰＭＯＳトランジスタの双方に対して、キャリアの移動度を同時に向上できる
点で非常に有利である。
【０１２５】
　さらに、異なる導電型のトランジスタに対してそれぞれ別なライナー絶縁層を設ける必
要がない。そのため、構造および製造プロセスをシンプルにできる点で製造コストの低減
に対して非常に有利である。
【０１２６】
　尚、上記絶縁層２０－１、２０－２の製造方法は、上記実施形態に示した方法に限らな
い。例えば、ＬＰＣＶＤ（liquid phase ＣＶＤ）法、スパッタ（sputtering）法、ゾル
ゲル（sol-gel）法等の現存の製膜方法を殆ど適用できる。
【０１２７】
　また、絶縁層２０－１、２０－２は、その必要な膨張係数に応じて、アモルファス状態
であっても良いし、ガラスセラミックス状態であっても良いし、多結晶状態であっても良
い。そのため、材料構造の選択肢が多い点でも有利である。
【０１２８】
　さらに、上記各実施形態の説明においては、半導体（シリコン）基板１１を一例として
示したが、例えば、ゲルマニウム（Ge）の化合物半導体（SiGe等）の半導体層を適用する
ことも可能である。上記化合物半導体を含む半導体層を用いた場合には、さらに電子又は
ホールの移動度を向上できる点で有利である。
【０１２９】
　以上、第１乃至第５の実施形態を用いてこの発明の説明を行ったが、この発明は上記各
実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変
形することが可能である。また、上記各実施形態には種々の発明が含まれており、開示さ
れる複数の構成要件の適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、各実
施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発明が解決しよう
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いる効果の少なくとも１つが得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明と
して抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置を示す断面図。
【図２】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するためのタイミ
ングチャート図。
【図３】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図
。
【図４】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図
。
【図５】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図
。
【図６】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図
。
【図７】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図
。
【図８】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するためのもので
、温度－結晶核形成速度および温度－結晶核成長速度の関係を示す図。
【図９】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面図
。
【図１０】この発明の第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面
図。
【図１１】この発明の第２の実施形態に係る半導体装置を示す断面図。
【図１２】この発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法のレーザーアブレーシ
ョン法を説明するための図。
【図１３】この発明の第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するための断面
図。
【図１４】この発明の第３の実施形態に係る半導体装置を示す断面図。
【図１５】この発明の第４の実施形態に係る半導体装置を示す断面図。
【図１６】この発明の第５の実施形態に係る半導体装置を示す平面図。
【図１７】図１６中のＡ－Ａ´線に沿った断面図。
【符号の説明】
【０１３１】
　１１…半導体基板、１２…素子分離膜、１３…Ｎウェル、Ｎ１…ＮＭＯＳトランジスタ
、Ｐ１…ＰＭＯＳトランジスタ、１４、２４…ゲート絶縁膜、１５、２５…ゲート電極、
１６、２６…ソース／ドレイン、１５Ｓ、１６Ｓ、２５Ｓ、２６Ｓ…シリサイド層、１７
…スペーサ、１９、２９…チャネル領域、１８…応力、２８…応力、２０…負の膨張係数
を有する絶縁層、２１…結晶体、２２…アモルファスマトリックス層、３０…正の膨張係
数を有する絶縁層。
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