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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層上に設けられ、少なくとも表層がＴａＳｉＮ層である抵抗素子と、
　前記第１絶縁層および前記抵抗素子上に設けられた層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層に設けられ、一端が前記ＴａＳｉＮ層と接続する複数のビアと、
を備え、
　前記ＴａＳｉＮ層は、表層側のＳｉ濃度が大きい方向に組成が傾斜している半導体装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子の抵抗温度係数の絶対値は、０ｐｐｍ／℃以上５０ｐｐｍ／℃以下である
半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子は、ＴａＮ層をさらに備え、
　前記ＴａＳｉＮ層は、前記ＴａＮ層の表層に設けられている半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子の上に位置するＳｉＮ層をさらに備える半導体装置。
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【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記ＴａＳｉＮ層は、アモルファスである半導体装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記ＴａＳｉＮ層のシート抵抗は、１０２Ω／ｓｑ以上１０７Ω／ｓｑ以下である半導
体装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子は、平面視で複数回屈曲している半導体装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子は、基準電圧回路の一部を構成している半導体装置。
【請求項９】
　第１絶縁層上にＴａＮ層を形成する工程と、
　Ｓｉ含有ガスを照射することにより、前記ＴａＮ層のうち、少なくとも表層をＴａＳｉ
Ｎ層に変化させるシラン照射工程と、
　前記第１絶縁層および前記ＴａＳｉＮ層上に層間絶縁層を形成する工程と、
　前記層間絶縁層に、一端が前記ＴａＳｉＮ層と接続する複数のビアを形成する工程と、
を備え、
　前記シラン照射工程において、前記ＴａＮ層の表層側のＳｉ濃度が大きい方向に組成が
傾斜するように前記ＴａＳｉＮ層を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記シラン照射工程において、前記ＴａＮ層上にＳｉＮ層を形成し、前記ＳｉＮ層と前
記ＴａＮ層との界面に前記ＴａＳｉＮ層を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ＴａＮ層を形成する工程において、第１絶縁層上の全面に前記ＴａＮ層を形成し、
　前記シラン照射工程において、前記ＴａＮ層上の全面に前記ＳｉＮ層を形成し、
　前記シラン照射工程の後において、前記ＴａＳｉＮ層を、前記ＳｉＮ層と同一工程でパ
ターニングする工程を備える半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及び半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　抵抗素子は、環境の温度変化に対して、抵抗値が安定していることが望ましい。このた
め、抵抗温度係数の小さい抵抗素子が求められている。そこで、下記のように、様々な抵
抗素子または抵抗体等が提案されている。
【０００３】
　特許文献１（特開２００１－３３２４０２号公報）には、以下のような抵抗材料が記載
されている。抵抗材料は、Ａｌ、Ｂ、ＣｒおよびＳｉの４元素から実質的に構成されてい
る。また、抵抗材料の抵抗率は、４ｍΩ・ｃｍ以上、抵抗温度係数の絶対値が３００ｐｐ
ｍ／℃以下である。このように、抵抗温度係数の絶対値が小さく、抵抗率の大きな抵抗材
料を提供することができるとされている。
【０００４】
　また、特許文献２（特開２００７－０７３６５１号公報）には、以下のような電気的絶
縁性を有する基板の上に形成され、Ｃｒ－Ａｌ－Ｓｉ系三元合金からなる薄膜抵抗体が記
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載されている。各元素の組成割合を調整することにより、薄膜抵抗体の抵抗率は、５００
μΩ・ｃｍ以上、抵抗温度係数の絶対値は、５０ｐｐｍ／℃以下、さらに１５５℃で１０
００時間保持後の抵抗変化率は、０．０５％以下である。これにより、高抵抗率で低抵抗
温度係数を有し、かつ使用時の加熱による抵抗値の変化率が小さい高耐熱性の薄膜抵抗体
を提供することができるとされている。
【０００５】
　また、特許文献３（特開２００８－０１０６０４号公報）には、Ｔａを２０～６０質量
％、Ａｌを２～１０質量％、およびＭｏを０．５～１５質量％含み、残部はＣｒおよびＮ
ｉからなり、Ｎｉに対するＣｒの質量比Ｃｒ／Ｎｉが０．７５～１．１である抵抗薄膜材
料が記載されている。これにより、この抵抗薄膜材料を用いた薄膜抵抗器は、従来のＮｉ
－Ｃｒ－Ａｌ－Ｓｉ系合金による抵抗薄膜を用いた薄膜抵抗器と比較して、体積抵抗値と
耐塩水性について格段に改善されるとされている。
【０００６】
　また、特許文献４（特開平６－２７５４０９号公報）には、以下のような薄膜抵抗素子
の製造方法が記載されている。Ｎｅ、Ａｒ、ＫｒおよびＸｅからなる群から選ばれる希ガ
ス類元素および窒素の混合ガス雰囲気中でＴａをスパッタすることで、基板上にＴａＮ層
を形成する。このＴａＮ層に対してＲＦ電極装置を用いて、希ガス類元素をスパッタする
。これにより、真空アニールを行うことなく、安定して抵抗温度係数を０ｐｐｍ／℃に近
い値とすることができるとされている。
【０００７】
　また、特許文献５（特開２００４－３４２７０５号公報）には、以下のようなＴａＮ薄
膜抵抗体が記載されている。絶縁基板上に形成したＴａＮ薄膜の上面に、中間膜を介して
、電極膜が形成されている。中間膜と電極膜との合成抵抗温度係数を第１の抵抗温度係数
とし、薄膜抵抗体の抵抗温度係数を第２の抵抗温度係数としたとき、第１と第２の温度係
数の和を－１０ｐｐｍ／℃から０ｐｐｍ／℃とする。これにより、電極膜の接触抵抗を考
慮し、使用温度領域全域に渡って抵抗温度係数を小さく抑えることができるとされている
。
【０００８】
　また、特許文献６（特開２００９－０２１５０９号公報）には、下記のような半導体装
置が記載されている。基板の主面上に窒素とタンタルとを主要な構成元素とする抵抗素子
を有している。この抵抗素子の基板と反対側に位置する上部領域の窒素濃度が３０原子％
以上である。これにより、寄生容量が低く、かつ、熱処理による抵抗値の変動が小さい抵
抗素子を有する半導体装置を得ることができるとされている。
【０００９】
　また、特許文献７（特開２００２－０４３１０２号公報）には、以下のようなインクジ
ェットプリンタ用の薄膜抵抗が記載されている。この薄膜抵抗は、Ｓｉ組成比が大きいＴ
ａＳｉＮで形成されている。また、ＴａＳｉＮ薄膜のＳｉ組成比（Ｓｉ／（Ｓｉ＋Ｔａ）
）は４０％と８０％の間であり、Ｎ組成比は２．５％と５０％の間である。これにより、
高い抵抗率を有し、抵抗温度係数が小さく、またヒータ材料として、均質な加熱をするこ
とができるとされている。
【００１０】
　また、特許文献８（特開昭６２－２２４００２号公報）には、以下のような薄膜チップ
抵抗体の製法が記載されている。まず、基板上の全面に、ＮｉＣｒやＴａＮ等の抵抗膜を
蒸着またはスパッタ等により被着する。次いで、電極となる金属膜を被着する。次いで、
抵抗膜をパターニングする。さらに、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ）法により、抵抗膜上に保護膜としてＳｉＮを成膜する。これにより、抵抗
値、および抵抗値の変化率のそれぞれについて、極めて安定した薄膜チップ抵抗体を得る
ことができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１１】
【特許文献１】特開２００１－３３２４０２号公報
【特許文献２】特開２００７－０７３６５１号公報
【特許文献３】特開２００８－０１０６０４号公報
【特許文献４】特開平０６－２７５４０９号公報
【特許文献５】特開２００４－３４２７０５号公報
【特許文献６】特開２００９－０２１５０９号公報
【特許文献７】特開２００２－０４３１０２号公報
【特許文献８】特開昭６２－２２４００２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　近年、特に携帯機器等で広範に採用されているリチウムイオン電池は、電気自動車に搭
載される際には、多数のセルが搭載される。このため、効率的な電池利用のために、各セ
ルの充電残量の高精度なモニタが必須である。
【００１３】
　充電残量を高精度に検出するためには、外付けのセンス抵抗が用いられる。また、特に
、車載用途では、広範な動作温度保証が必要になるため、センス抵抗自体の抵抗温度係数
が非常に小さいことが望まれている。
【００１４】
　さらに、近年では、上記のような抵抗素子を、集積回路の一部として、半導体装置の多
層配線中に形成することが望まれている。このため、上記特許文献に記載のように、抵抗
温度係数を小さくするだけでなく、素子面積を小さくすることも望まれている。したがっ
て、低い抵抗温度係数を有し、かつ高い抵抗率を有する抵抗素子が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明によれば、
　第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層上に設けられ、少なくとも表層がＴａＳｉＮ層である抵抗素子と、
　前記第１絶縁層および前記抵抗素子上に設けられた層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層に設けられ、一端が前記ＴａＳｉＮ層と接続する複数のビアと、
を備える半導体装置が提供される。
【００１６】
　本発明によれば、
　第１絶縁層上にＴａＮ層を形成する工程と、
　Ｓｉ含有ガスを照射することにより、前記ＴａＮ層のうち、少なくとも表層をＴａＳｉ
Ｎ層に変化させるシラン照射工程と、
　前記第１絶縁層および前記抵抗素子上に層間絶縁層を形成する工程と、
　前記層間絶縁層に、一端が前記ＴａＳｉＮ層と接続する複数のビアを形成する工程と、
を備える半導体装置の製造方法が提供される。
【００１７】
　本発明によれば、第１絶縁層上には、少なくとも表層がＴａＳｉＮ層である抵抗素子が
設けられている。また、第１絶縁層および抵抗素子上に設けられた層間絶縁層には、複数
のビアが設けられ、一端がＴａＳｉＮ層に接続している。これにより、多層配線中に、抵
抗率が高く、かつ抵抗温度係数が小さい抵抗素子を備える半導体装置を提供することがで
きる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、多層配線中に、抵抗率が高く、かつ抵抗温度係数が小さい抵抗素子を
備える半導体装置を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２】第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す平面図である。
【図３】第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す回路図である。
【図４】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である。
【図５】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である。
【図６】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である。
【図７】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である。
【図８】第２の実施形態に係る抵抗素子の構成を示す図である。
【図９】第３の実施形態に係る抵抗素子の構成を示す図である。
【図１０】第４の実施形態に係る半導体装置の構成を示す図である。
【図１１】第５の実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００２１】
　（第１の実施形態）
　図１および図２を用い、第１の実施形態に係る半導体装置１０について説明する。この
半導体装置１０は、以下のような構成を備えている。第１絶縁層（層間絶縁層３４０）と
、第１絶縁層（層間絶縁層３４０）上に設けられ、少なくとも表層がＴａＳｉＮ層４４０
である抵抗素子４００と、第１絶縁層（層間絶縁層３４０）および抵抗素子４００上に設
けられた層間絶縁層３６０と、層間絶縁層３６０に設けられ、一端がＴａＳｉＮ層４４０
と接続する複数のビア５００と、を備えている。以下、詳細を説明する。
【００２２】
　図１は、第１の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す断面図である。そのうち、
図１（ｂ）は、図１（ａ）のＡ－Ａ'線断面図である。
【００２３】
　図１（ａ）のように、半導体基板１００には、素子分離領域１２０が形成されている。
ここで、半導体基板１００は、たとえば、シリコン基板である。また、素子分離領域１２
０は、たとえば、ＳｉＯ２であり、ＬＯＣＯＳ（Ｌｏｃａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ
　Ｓｉｌｉｃｏｎ）法により形成されている。
【００２４】
　半導体基板１００のうち、素子分離領域１２０が形成されていない領域には、ＦＥＴ（
Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が形成されている。この領域の半導
体基板１００には、ソース領域またはドレイン領域となる拡散領域１４０およびエクステ
ンション領域１６０が形成されている。なお、当該領域にバイポーラトランジスタが形成
されていてもよい。
【００２５】
　拡散領域１４０に挟まれたチャネル領域（符号不図示）上には、ゲート絶縁層２２０が
形成されている。さらに、ゲート絶縁層２２０上には、ゲート電極２４０が形成されてい
る。また、ゲート絶縁層２２０およびゲート電極２４０の両側には、側壁絶縁膜２６０が
形成されている。
【００２６】
　さらに、これらのＦＥＴの上には、ライナー絶縁層３２０が形成されている。ライナー
絶縁層３２０としては、たとえば、ＳｉＮである。
【００２７】
　ライナー絶縁層３２０上には、第１絶縁層として層間絶縁層３４０が形成されている。
ここでいう「第１絶縁層」とは、後述する抵抗素子４００の下に設けられている絶縁層の
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ことをいう。第１の実施形態では、第１絶縁層は、たとえば、層間絶縁層３４０である。
ここでは、層間絶縁層３４０としては、たとえば、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、ＳｉＯ
Ｃ、ＳｉＯＣＨ、ＳｉＣＯＨまたはＳｉＯＦである。
【００２８】
　第１絶縁層は、複数層から形成されていてもよい。第１絶縁層である層間絶縁層３４０
が、Ｌｏｗ－ｋ膜などのポーラス膜を含む場合には、当該Ｌｏｗ－ｋ膜上にＳｉＣＮ層な
どの緻密な絶縁層（不図示）を設けてもよい。
【００２９】
　第１絶縁層である層間絶縁層３４０上には、少なくとも表層がＴａＳｉＮ層４４０であ
る抵抗素子４００が形成されている。
【００３０】
　なお、ここでいう「抵抗素子４００」とは、少なくともＴａＳｉＮ層４４０を含む抵抗
素子のことをいう。広義の意味で、後述するＴａＮ層４２０、または端子となるビア５０
０を含めて、抵抗素子４００としてもよい。
【００３１】
　ここで、ＴａＳｉＮ層４４０は、ＴａＮ層４２０にＳｉ含有ガスを照射することにより
形成された改質層である。言い換えれば、ＴａＳｉＮ層４４０は、ＴａＮ層４２０の表層
にＳｉがドーピングされた層である。本実施形態では、ＴａＮ層４２０を形成した後に、
Ｓｉ含有ガスを照射することにより、容易に三元を有するＴａＳｉＮ層４４０を形成する
ことができる。なお、Ｓｉ含有ガスを照射するシラン照射工程については、詳細を後述す
る。
【００３２】
　抵抗素子４００は、層間絶縁層３４０上にＴａＮ層４２０をさらに備えている。また、
ＴａＳｉＮ層４４０は、少なくともＴａＮ層４２０の表層に設けられている。このように
、ＴａＮ層４２０も有している場合、ＴａＳｉＮ層４４０とＴａＮ層との並列回路として
抵抗素子を設計する。
【００３３】
　ここで、ＴａＮ層４２０の厚さは、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。さらには、Ｔ
ａＮ層４２０の厚さは、１０ｎｍ以上５０ｎｍ以下であることが好ましい。ＴａＮ層４２
０の厚さが上記範囲内であることにより、反応性スパッタによりＴａＮ層４２０を形成す
ることができる。具体的には、ＴａＮ層４２０の厚さは、たとえば、２０ｎｍである。
【００３４】
　また、ＴａＳｉＮ層４４０の厚さは、１ｎｍ以上５０ｎｍ以下である。さらには、Ｔａ
ＳｉＮ層４４０の厚さは、１ｎｍ以上１５ｎｍ以下であることが好ましい。ＴａＳｉＮ層
４４０の厚さが上記範囲内であることにより、後述するシラン照射工程により、容易にＴ
ａＳｉＮ層４４０を形成することができる。具体的には、ＴａＳｉＮ層４４０の厚さは、
たとえば、５ｎｍである。
【００３５】
　後述するように、製造工程において、ＴａＮ層４２０を形成する工程の後、Ｓｉ含有ガ
スを照射する工程（シラン照射工程）を行うことにより、ＴａＮ層４２０の表面をシリサ
イド化し、ＴａＳｉＮ層４４０を形成する。本発明者らは、このシラン照射工程により、
Ｓｉ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比を調整することにより、ＴａＳｉＮ層４４０の抵抗温度係
数（ＴＣＲ、Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　Ｒｅｓｉｓｔａ
ｎｃｅ）および抵抗率を制御できることを見出した。
【００３６】
　ここで、抵抗素子４００の抵抗温度係数の絶対値は、０ｐｐｍ／℃以上５０ｐｐｍ／℃
以下である。さらに、抵抗素子４００の抵抗温度係数の絶対値は、０ｐｐｍ／℃以上２５
ｐｐｍ／℃以下であることが好ましい。抵抗素子４００の抵抗温度係数が上記範囲内であ
ることにより、広い動作温度の範囲において、抵抗の変化の小さい抵抗素子４００を得る
ことができる。
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【００３７】
　また、ＴａＳｉＮ層４４０のシート抵抗は、たとえば、１０２Ω／ｓｑ以上１０７Ω／
ｓｑ以下である。このように、高いシート抵抗を有していることにより、抵抗素子の面積
を小さくすることができる。したがって、半導体チップなどの多層配線中に、抵抗素子を
設けることができる。
【００３８】
　なお、ＴａＮ層４２０の抵抗率は、上記したＴａＳｉＮ層４４０の所望の抵抗率に合わ
せて調整されている。ここで、ＴａＮ層４２０は、Ｔａ／Ｎの組成比によって抵抗率が変
化する。したがって、Ｔａ／Ｎの組成比を調整することにより、ＴａＮ層４２０の抵抗率
を調整することができる。具体的には、Ｔａ／Ｎの組成比は、たとえば、０．５以上１０
以下である。Ｔａ／Ｎの組成比が上記範囲内であることにより、ＴａＳｉＮ層４４０の元
となるＴａＮ層４２０の抵抗率を１０２μΩｃｍ以上１０６μΩｃｍ以下とすることがで
きる。
【００３９】
　また、ＴａＳｉＮ層４４０において、Ｓｉ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比は、０．５以上０
．７以下である。Ｓｉ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比が上記範囲内であることにより、上記し
た所望の抵抗率および抵抗温度係数を有するＴａＳｉＮ層４４０を得ることができる。
【００４０】
　なお、以上のＴａＮ層４２０およびＴａＳｉＮ層４４０を形成する工程については、詳
細を後述する。
【００４１】
　また、抵抗素子４００の上には、ＳｉＮ層４６０が設けられている。具体的には、Ｔａ
ＳｉＮ層４４０上に、ＳｉＮ層４６０が形成されている。後述するように、シラン照射工
程において、ＴａＮ層４２０上にＳｉＮ層４６０を形成し、かつ、ＴａＳｉＮ層４４０を
形成する。このように、シラン照射工程としてＴａＮ層４２０上にＳｉＮ層４６０を形成
することにより、ＴａＮ層４２０の表層にＴａＳｉＮ層４４０が形成されている。これに
より、上述の構成を有する抵抗素子４００を形成することができる。
【００４２】
　なお、このＳｉＮ層４６０は、ビア５００を形成する工程において、エッチングストッ
パ膜としても機能する。したがって、このＳｉＮ層４６０は、上述したライナー絶縁層３
２０と同等の厚さで形成されていることが好ましい。これにより、ビア５００を形成する
工程において、同一のエッチング条件で、ビア５００の形成を制御することができる。
【００４３】
　なお、ＴａＳｉＮ層４４０上のＳｉＮ層４６０は無くてもよい。すなわち、製造工程に
おいて、ＳｉＮ層４６０を除去してもよい。一方で、ＳｉＮ層４６０は、ビア５００が接
続する、抵抗素子４００のコンタクト部４０２のみに形成されていればよい。
【００４４】
　また、ＴａＳｉＮ層４４０は、アモルファスである。このように、ＴａＳｉＮ層４４０
を異方性を持たないアモルファスとすることにより、半導体装置１０の製造工程において
生じる熱応力などによって、抵抗素子の特性が変動することを抑制することができる。
【００４５】
　さらに、層間絶縁層３４０および抵抗素子４００上には、層間絶縁層３６０が形成され
ている。層間絶縁層３６０には、複数のビア５００が形成されている。このうち、一部の
ビア５００は、たとえば、一端がＦＥＴの拡散領域１４０と接している。
【００４６】
　また、抵抗素子４００の直上には、一端がＴａＳｉＮ層４４０と接続するビア５００が
設けられている。
【００４７】
　抵抗素子４００に接続するビア５００は、一端が少なくともＴａＳｉＮ層４４０と接し
ている。ビア５００は、ＳｉＮ層４６０を貫通して、ＴａＳｉＮ層４４０と接している。
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また、そのビア５００の一端は、ＴａＳｉＮ層４４０の内部に入り込んでいてもよい。ま
た、ＴａＮ層４２０を有する場合は、ビア５００の一端は、ＴａＮ層４２０に入り込んで
いても良い。すなわち、電気的にＴａＳｉＮ層４４０と接続していればよい。
【００４８】
　ビア５００内の側面および底面には、バリア層５４０が設けられている。バリア層とし
ては、たとえば、ＴｉＮ／Ｔｉ層である。なお、側面および底面側がＴｉＮ層である。こ
のバリア層５４０がＴｉＮ／Ｔｉ層であることにより、上記したＴａＳｉＮ層との密着性
をよくすることができる。
【００４９】
　また、ビア５００のうち、バリア層５４０の内側には、金属５２０が埋め込まれている
。この金属５２０としては、たとえば、Ｃｕ、Ｗなどである。
【００５０】
　図１（ｂ）のように、抵抗素子４００の両端に、ビア５００が接続している。この二つ
のビア５００で挟まれた領域が、後述する抵抗部４０４として機能する。このようにして
、抵抗素子４００は、半導体装置１０の多層配線中に設けることができる。
【００５１】
　なお、層間絶縁層３６０の上に、さらに層間絶縁層（不図示）、配線（不図示）および
ビア（不図示）が設けられ、多層配線が形成されていても良い。多層配線の最上層には、
電極パッド（不図示）が設けられていても良い。
【００５２】
　図２は、第１の実施形態に係る半導体装置の構成を示す平面図である。図２は、図１（
ｂ）を上部から見た平面図である。そのうち、ＴａＳｉＮ層４４０、ビア５００および層
間絶縁層３６０のみを表している。なお、ＴａＳｉＮ層４４０は、層間絶縁層３６０の中
にあるが、実線で示している。
【００５３】
　図２のように、抵抗素子４００は、たとえば、少なくともＴａＳｉＮ層４４０の両端が
ビア５００と接続するためのコンタクト部４０２と、当該コンタクト部４０２で両端を挟
まれている抵抗部４０４と、を備えている。
【００５４】
　上記したコンタクト部４０２は、たとえば、平面視で矩形状である。なお、コンタクト
部４０２の形状は、矩形状に限られるものではなく、円形状であってもよい。また、ビア
５００は、平面視で、コンタクト部４０２の内部に配置されている。
【００５５】
　また、抵抗部４０４は、たとえば、平面視でコンタクト部４０２よりも細い幅で形成さ
れている。また、抵抗部４０４は、直線状である。これにより、小さい面積で高い抵抗率
を有する抵抗素子４００を形成することができる。
【００５６】
　抵抗部４０４の幅および長さは、所望の抵抗値となるように設計されている。これによ
り、一定の電流値に対して、抵抗素子４００によって半導体装置１０における標準電位を
得ることができる。
【００５７】
　また、図２のように、細長い抵抗部４０４が形成されている場合、製造工程において、
熱応力などによって、抵抗部４０４に引張り応力がかかる可能性がある。このような場合
、ＴａＳｉＮ層４４０がアモルファスであることにより、当該応力を緩和することができ
る。したがって、抵抗部４０４にクラックなどを生じることがない。
【００５８】
　ここで、図３を用い、第１の実施形態の半導体装置１０の回路図について説明する。図
３は、第１の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す回路図である。以下のようにし
て、抵抗素子４００は、たとえば、基準電圧（ＢＧＲ；Ｂａｎｄ Ｇａｐ Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ）回路の一部を構成している。基準電圧回路とは、たとえば、電源用ＩＣの出力電圧
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を決定するものである。以下詳細を説明する。
【００５９】
　図３のように、この基準電圧回路は、定電流源Ｉ、三つの抵抗Ｒ１、Ｒ２並びにＲ３、
および三つのトランジスタＱ１、Ｑ２並びにＱ３を備えている。トランジスタＱ１等は、
半導体基板１００に設けられたＦＥＴまたはバイポーラトランジスタである。抵抗Ｒ１等
は、少なくとも表層がＴａＳｉＮ層４４０である抵抗素子４００である。定電流源Ｉは、
たとえば、上記したＦＥＴのうち、ゲートとソースを短絡させて形成されている。
【００６０】
　定電流源Ｉ、抵抗Ｒ１およびトランジスタＱ１が直列に接続されている。このうち、ト
ランジスタＱ１のベース・コレクタ間は短絡している。また、抵抗Ｒ１およびトランジス
タＱ１と並列に、抵抗Ｒ２、トランジスタＱ２および抵抗Ｒ３の順で直列に接続されてい
る。また、トランジスタＱ１のコレクタ側には、トランジスタＱ２のゲートが接続されて
いる。抵抗Ｒ２、トランジスタＱ２および抵抗Ｒ３と並列に、トランジスタＱ３が接続さ
れている。トランジスタＱ２のコレクタ側には、トランジスタＱ３のゲートが接続されて
いる。トランジスタＱ３のエミッタ・コレクタ間の電位が基準電圧ＶＲＥＦとなる。
【００６１】
　図３のＶＲＥＦは、以下の式（１）で与えられる。
【００６２】
【数１】

【００６３】
（ただし、ＶＢＥ３は、トランジスタＱ３のベース・エミッタ間電圧である。また、Ｒ１

～Ｒ３はそれぞれの抵抗値である。また、Ｋはボルツマン定数、ｑは素電荷、およびＴは
温度である。）
【００６４】
　また、式（１）により、ＶＲＥＦの温度係数は、
【００６５】
【数２】

【００６６】
で与えられる。ここで、式（２）の右辺の第１項は、ベース・エミッタ間電圧の温度係数
である。一般に、Ｓｉ半導体におけるベース・エミッタ間電圧の温度係数は負の値を示す
。したがって、抵抗素子４００の形状を調整することにより、第２項が第１項と相殺する
ように抵抗Ｒ１からＲ３までの抵抗値を設定する。これにより、温度補償された（温度依
存性のない）基準電圧ＶＲＥＦを得ることができる。また、上記した抵抗Ｒ１～Ｒ３が第
１の実施形態の抵抗素子４００であることにより、抵抗値の温度特性のバラつきを減少さ
せることができる。したがって、安定的に基準電圧回路を形成することができる。また、
この基準電圧回路に加え、さらに第１の実施形態の抵抗素子４００を備える二次温度特性
補正回路、三次温度特性補正回路および高次の温度特性補正回路を設けることにより、出
力電圧の温度特性のバラつきをよりさらに減少させることも可能である。
【００６７】
　一方で、以上のような抵抗素子４００を備えている半導体装置１０は、たとえば、Ｌｉ
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イオン電池の充電残量を検出するためのセンス抵抗回路としても用いることができる。
【００６８】
　次に、図４～図７を用い、第１の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法について説
明する。図４～図７は、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
面図である。この半導体装置１０の製造方法は、以下の工程を備えている。まず、第１絶
縁層（層間絶縁層３４０）上にＴａＮ層４２０を形成する。次いで、Ｓｉ含有ガスを照射
することにより、ＴａＮ層４２０のうち、少なくとも表層をＴａＳｉＮ層４４０に変化さ
せる（シラン照射工程）。次いで、第１絶縁層（層間絶縁層３４０）および抵抗素子４０
０上に、層間絶縁層３６０を形成する。次いで、層間絶縁層３６０に、一端がＴａＳｉＮ
層４４０と接続する複数のビア５００を形成する。以下、詳細を説明する。
【００６９】
　まず、図４（ａ）のように、以下のようにして、半導体基板１００にＦＥＴを形成する
。
【００７０】
　はじめに、ＬＯＣＯＳ法により、半導体基板１００に素子分離領域１２０を形成する。
次いで、半導体基板１００上に、ゲート絶縁層２２０およびゲート電極２４０を所望の形
状に形成する。次いで、ゲート絶縁層２２０およびゲート電極２４０をマスクとして、不
純物をイオン注入することにより、エクステンション領域１６０を形成する。次いで、ゲ
ート絶縁層２２０およびゲート電極２４０の両側の側壁に、側壁絶縁膜２６０を形成する
。次いで、ゲート絶縁層２２０、ゲート電極２４０および側壁絶縁膜２６０をマスクとし
て、不純物をイオン注入することにより、拡散領域１４０を形成する。このようにして、
半導体基板１００にＦＥＴを形成する。さらに、ＣＶＤにより、当該ＦＥＴが形成された
半導体基板１００上に、ライナー絶縁層３２０を形成する。
【００７１】
　次いで、図４（ｂ）のように、ＣＶＤにより、ライナー絶縁層３２０上に、第１絶縁層
として、層間絶縁層３４０を形成する。なお、層間絶縁層３４０がＬｏｗ－ｋ膜である場
合は、層間絶縁層３４０上にＳｉＣＮ層などを形成してもよい。
【００７２】
　次いで、図５（ａ）のように、反応性スパッタにより、第１絶縁層である層間絶縁層３
４０上の全面に、ＴａＮ層４２０を形成する。このとき、Ｔａターゲットを用い、また反
応性ガスとして窒素ガスを用いる。
【００７３】
　ここで、上述のように、ＴａＮ層４２０は、Ｔａ／Ｎの組成比によって抵抗率が変化す
る。したがって、この反応性スパッタにおいて、窒素ガス流量を調整することにより、所
望のＴａ／Ｎ組成比となるように制御する。これにより、後述するＴａＳｉＮ層４４０が
所望の抵抗率になるように、元となるＴａＮ層４２０の抵抗率を制御することができる。
なお、ここでは、ＴａＮ層４２０を、５０ｎｍ形成する。
【００７４】
　次いで、Ｓｉ含有ガスを照射することにより、ＴａＮ層４２０のうち、少なくとも表層
をＴａＳｉＮ層４４０に変化させる（シラン照射工程）。すなわち、ＴａＳｉＮ層４４０
は、ＴａＮ層４２０にＳｉ含有ガスを照射することにより形成された改質層である。
【００７５】
　このシラン照射工程において、「Ｓｉ含有ガスを照射する」とは、高周波または光など
により、プラズマ状態にさせたＳｉ含有ガスを、ＴａＮ層４２０上に照射することをいう
。このプラズマ状態にさせたＳｉ含有ガスは反応性が高く、たとえば、ＴａＮ層４２０と
反応して、シリサイド化させる。言い換えれば、Ｓｉ含有ガスを照射することにより、Ｔ
ａＮ層４２０にＳｉをドーピングする。このように、プラズマ状態のＳｉ含有ガスをＴａ
Ｎ層４２０の表層に照射することにより、少なくともＴａＮ層４２０の表層をＴａＳｉＮ
層４４０に変化させることができる。
【００７６】
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　また、ここでいう「Ｓｉ含有ガス」とは、有機置換基を含まないＳｉ含有ガスであるこ
とが好ましい。一方、テトラメチルシラン（Ｓｉ（ＣＨ３）４）、テトラエトキシシラン
（Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）などの有機系のＳｉ含有ガスは、炭素（Ｃ）がＴａＳｉＮ層４
４０中に混入してしまう可能性があるため、好ましくない。したがって、具体的なＳｉ含
有ガスとしては、モノシラン（ＳｉＨ４）、ジシラン（Ｓｉ２Ｈ６）などである。
【００７７】
　このとき、半導体基板１００を、たとえば、２００℃以上４００℃以下に加熱しながら
、シラン照射工程を行う。
【００７８】
　また、このシラン照射工程において、Ｓｉ含有ガスの照射量を調整することにより、上
述したＴａＮ層４２０の組成比および抵抗率に基づいて、ＴａＳｉＮ層４４０の抵抗率、
抵抗温度係数および厚さを制御する。したがって、ＴａＮ層４２０を反応性スパッタによ
って抵抗率および抵抗温度係数を制御することに加え、上記したシラン照射工程によって
、ＴａＳｉＮ層４４０の抵抗率、抵抗温度係数および厚さを制御することができる。すな
わち、ＴａＳｉＮ層４４０の特性を二段階で制御することができる。
【００７９】
　一方、ＴａＳｉＮ層４４０の形成方法としては、ＴａおよびＳｉターゲット、反応性ガ
スとして窒素を用いた反応性コ・スパッタによって形成する方法も考えられる。しかし、
上記コ・スパッタによる方法は、二つのターゲットへの印加電力、反応性ガスの流量、ま
たは成膜時の圧力など、多種の条件を調整しなければならない。このため、所望の特性を
有するＴａＳｉＮ層４４０を得るための成膜条件を最適化することが非常に難しい。これ
に対して、本実施形態では、シラン照射工程において、あらかじめ形成され、所望の組成
比を有するＴａＮ層４２０に、Ｓｉ含有ガスを照射する。これにより、ＴａＳｉＮ層４４
０を形成する。したがって、上記コ・スパッタで形成するよりも、容易に所望の特性を有
するＴａＳｉＮ層４４０を形成することができる。
【００８０】
　また、シラン照射工程は、ＳｉＯ２やＳｉＮを成膜するためのプラズマＣＶＤ装置を用
いることができる。したがって、後述するＳｉＮ層４６０を形成する工程と同一の装置で
行うことができる。
【００８１】
　ここでは、シラン照射工程において、ＴａＮ層４２０上にＳｉＮ層４６０を形成し、Ｓ
ｉＮ層４６０とＴａＮ層４２０との界面に、ＴａＳｉＮ層４４０を形成する。すなわち、
ＴａＮ層４２０上にＳｉＮ層４６０を形成する際に、必然的にＳｉ含有ガスがＴａＮ層４
２０の表層に照射される。これにより、ＳｉＮ層４６０とＴａＮ層４２０との界面に、Ｔ
ａＳｉＮ層４４０を形成することができる。なお、このとき、ＴａＮ層４２０上の全面に
、ＳｉＮ層４６０を形成する。
【００８２】
　また、ＴａＮ層４２０上に、ＳｉＮ４６０層を、たとえば、２０ｎｍ形成することによ
り、ＴａＳｉＮ層４４０の１０ｎｍに、Ｓｉ含有ガスを照射する。これにより、ＴａＳｉ
Ｎ層４４０を５ｎｍ形成する。
【００８３】
　次いで、図５（ｂ）のように、以下のようにして、シラン照射工程の後において、Ｔａ
ＳｉＮ層４４０を、ＳｉＮ層４６０と同一工程でパターニングする。まず、ＳｉＮ層４６
０上に、フォトレジスト膜（不図示）を塗布する。次いで、フォトレジスト膜を露光およ
び現像することにより、抵抗素子４００の所望の形状になるようにパターニングする。次
いで、ＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ）により、ＴａＮ層４２０、
ＴａＳｉＮ層４４０およびＳｉＮ層４６０をエッチングする。次いで、フォトレジスト膜
を剥離する。以上により、抵抗素子４００をパターニングする。
【００８４】
　次いで、図６（ａ）のように、ＣＶＤにより、第１絶縁層である層間絶縁層３４０、お
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よび抵抗素子４００上に、層間絶縁層３６０を形成する。
【００８５】
　次いで、図６（ｂ）のように、ＲＩＥにより、層間絶縁層３４０および層間絶縁層３６
０をエッチングすることにより、複数のビアホール５０２を形成する。このとき、一部の
ビアホール５０２を、平面視でＦＥＴの拡散領域１４０と重なるように配置する。また、
二つのビアホール５０２を、平面視で抵抗素子４００のコンタクト部４０２内に配置する
。
【００８６】
　また、このとき、ビアホール５０２を形成するためのエッチングは、ライナー絶縁層３
２０およびＳｉＮ層４６０の上面で停止する。すなわち、ライナー絶縁層３２０およびＳ
ｉＮ層４６０は、エッチングストッパ膜として機能する。図６（ｂ）のように、抵抗素子
４００がＦＥＴと高さの異なる位置に配置されていても、エッチングストッパ膜であるＳ
ｉＮ層４６０を上面に形成することにより、複数のビアホール５０２の形成を同時に停止
することができる。
【００８７】
　次いで、図７（ａ）のように、ＲＩＥにより、ライナー絶縁層３２０およびＳｉＮ層４
６０を貫通するように、複数のビアホール５０２をさらにエッチングする。このとき、ビ
アホール５０２の一端がＴａＳｉＮ層４４０と接するように、エッチング条件を調整する
。
【００８８】
　次いで、図７（ｂ）のように、ビアホール５０２内および層間絶縁層３６０上に、バリ
ア層５４０を形成する。バリア層５４０として、ＴｉＮ層、Ｔｉ層を順に形成する。
【００８９】
　次いで、ＣＶＤにより、ビアホール５０２のバリア層５４０上に、金属５２０を埋め込
む。金属５２０としては、たとえば、Ｗである。金属５２０の原料としては、たとえば、
ＷＦ６である。なお、ビアホール５０２のバリア層５４０上に、シード層（不図示）を形
成した後、めっきによりＣｕなどの金属を埋め込んでもよい。
【００９０】
　次いで、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）に
より、層間絶縁層３６０上を平坦化する。これにより、ビア５００を形成する。
【００９１】
　さらに、層間絶縁層３６０の上に、層間絶縁層（不図示）、配線（不図示）およびビア
（不図示）を形成することにより、多層配線を形成しても良い。また、多層配線の最上層
に、電極パッド（不図示）を形成してもよい。
【００９２】
　以下、図示されていないが、下記の工程により、半導体装置１０をパッケージングする
。まず、上記工程で得た半導体基板１００をダイシングして、半導体チップ（不図示）を
形成する。次いで、半導体チップをリードフレーム（不図示）のダイパッド上に搭載する
。次いで、ボンディングワイヤにより、半導体チップの電極パッドとインナーリードを接
続する。次いで、封止樹脂により封止する。次いで、不要なリードをカットする。次いで
、アウターリードを所望の形状に屈曲させる。以上により、半導体装置１０を得る。
【００９３】
　次に、第１の実施形態の効果について、説明する。
【００９４】
　第１の実施形態によれば、第１絶縁層である層間絶縁層３４０上には、少なくとも表層
がＴａＳｉＮ層４４０である抵抗素子４００が設けられている。また、第１絶縁層（層間
絶縁層３４０）および抵抗素子４００上に設けられた層間絶縁層３６０には、複数のビア
５００が設けられ、一端がＴａＳｉＮ層４４０に接続している。これにより、層間絶縁層
（層間絶縁層３４０、層間絶縁層３６０等）中に、抵抗率が高く、かつ抵抗温度係数が小
さい抵抗素子４００を備える半導体装置１０を提供することができる。
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【００９５】
　（第２の実施形態）
　図８は、第２の実施形態に係る抵抗素子４００の構成を示す図である。第２の実施形態
は、以下の点を除いて、第１の実施形態と同様である。ＴａＳｉＮ層４４０は、表層側の
Ｓｉ濃度が大きい方向に組成が傾斜している。以下、詳細を説明する。
【００９６】
　図８（ａ）は、第２の実施形態における抵抗素子４００を示している。第２の実施形態
では、ＴａＳｉＮ層４４０は、Ｔａ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比が傾斜している。したがっ
て、ＴａＮ層４２０となる部分が無い場合もあるため、図８（ａ）には図示していない。
【００９７】
　図８（ａ）において、ＳｉＮ層４６０の下面から、ＴａＳｉＮ層４４０の距離をＬ（ｎ
ｍ）と定義する。
【００９８】
　図８（ｂ）は、ＴａＳｉＮ層４４０におけるＴａ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比の分布を示
している。横軸は、ＳｉＮ層４６０の下面から、ＴａＳｉＮ層４４０の距離Ｌ（ｎｍ）で
ある。縦軸は、ＴａＳｉＮ層４４０におけるＴａ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比を示している
。
【００９９】
　図８（ｂ）のように、ＴａＳｉＮ層４４０は、表層側のＳｉ濃度が大きい方向に組成が
傾斜している。ここでは、ＴａＮ層４２０を１００ｎｍ形成した後で、シラン照射工程を
行うことにより、ＴａＳｉＮ層４４０が形成されている。
【０１００】
　図８（ｂ）のＸの場合では、Ｔａ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比が、ＳｉＮ層４６０の下面
から単調減少に、かつ直線状になるように形成されている。所望の抵抗率または抵抗温度
係数を得る組成比が決まっている場合は、当該組成比となる距離Ｌまでビア５００を形成
すればよい。
【０１０１】
　図８（ｂ）のＹの場合では、Ｔａ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比が、ＳｉＮ層４６０の下面
から単調減少に、かつ放物線状になるように形成されている。組成比が傾斜している分布
は、これらに限られるものではなく、その他、様々な分布となっていても良い。
【０１０２】
　図８（ｂ）のＺの場合では、Ｔａ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比が、０≦Ｌ≦５０ｎｍの範
囲において、傾斜している。したがって、Ｌ＞５０ｎｍは、ＴａＮ層４２０である。この
ように、所望のＬの位置までＴａＳｉＮ層４４０が形成されており、ＴａＮ層４２０の部
分が残存していてもよい。
【０１０３】
　第２の実施形態における半導体装置１０の製造方法は、以下の点を除いて、第１の実施
形態と同様である。シラン照射工程において、ＴａＮ層４２０の表層側のＳｉ濃度が大き
い方向に組成が傾斜するように、ＴａＳｉＮ層４４０を形成する。
【０１０４】
　その後のビア５００を形成する工程において、所望の組成比となっているＴａＳｉＮ層
４４０の位置までビア５００を形成する。これにより、所望の抵抗率および抵抗温度係数
を有する抵抗素子４００を形成することができる。
【０１０５】
　なお、一度のシラン照射工程によって、上記のような組成比が傾斜したＴａＳｉＮ層４
４０を形成することが困難な場合は、ＴａＮ層４２０を形成した後、シラン照射工程を行
うことを複数回繰り返すことにより、上記した組成比を有する抵抗素子４００を形成して
もよい。
【０１０６】
　また、第２の実施形態では、単調減少に組成比が傾斜している場合を説明したが、階段
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状の組成比となっていてもよい。
【０１０７】
　第２の実施形態によれば、ＴａＳｉＮ層４４０は、表層側のＳｉ濃度が大きい方向に組
成が傾斜している。これにより、任意の抵抗率および抵抗温度係数を有する抵抗素子４０
０を提供することができる。
【０１０８】
　（第３の実施形態）
　図９は、第３の実施形態に係る抵抗素子４００の構成を示す図である。第３の実施形態
は、ＴａＳｉＮ層４４０は、全体が同一組成比である点を除いて、第１の実施形態と同様
である。以下、詳細を説明する。
【０１０９】
　図９（ａ）は、第３の実施形態における抵抗素子４００を示している。第３の実施形態
では、ＴａＳｉＮ層４４０は、ＴａＮ層４２０の全体が改質されている。
【０１１０】
　図９（ｂ）は、図８（ｂ）と同様に、ＴａＳｉＮ層４４０におけるＴａ／（Ｔａ＋Ｓｉ
）の組成比の分布を示している。
【０１１１】
　また、図９（ｂ）のように、ＴａＳｉＮ層４４０は、Ｔａ／（Ｔａ＋Ｓｉ）の組成比が
たとえば、４０％で一定となっている。この組成比は、所望の抵抗率、抵抗温度係数を得
る組成比とすることができる。
【０１１２】
　第３の実施形態における半導体装置１０の製造方法は、以下の点を除いて、第１の実施
形態と同様である。シラン照射工程において、全体が同一組成比になるように、ＴａＳｉ
Ｎ層４４０を形成する。
【０１１３】
　なお、一度のシラン照射工程によって、上記のような全体が同一組成比であるＴａＳｉ
Ｎ層４４０を形成することが困難な場合は、ＴａＮ層４２０を形成した後、シラン照射工
程を複数回繰り返すことにより、上記した同一組成比を有する抵抗素子４００を形成して
もよい。
【０１１４】
　第３の実施形態によれば、ＴａＳｉＮ層４４０の組成比が一定である。これにより、ビ
ア５００の一端を形成する位置に依存せず、一定の抵抗率および抵抗温度係数を有する抵
抗素子４００を得ることができる。
【０１１５】
　（第４の実施形態）
　図１０は、第４の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す図である。第４の実施形
態は、以下の点を除いて、第１の実施形態と同様である。抵抗素子４００は、平面視で複
数回屈曲している。以下、詳細を説明する。
【０１１６】
　図１０（ａ）は、第４の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す平面図である。な
お、半導体装置１０のうち、ＴａＳｉＮ層４４０、ビア５００および層間絶縁層３６０の
みを表している。
【０１１７】
　図１０（ａ）のように、抵抗素子４００の抵抗部４０４は、平面視で複数回屈曲してい
る。言い換えれば、細い幅で長尺の抵抗部４０４が、九十九折に形成されている。屈曲点
の角度は、限られるものではないが、たとえば、９０度である。
【０１１８】
　図１０（ｂ）は、図１０（ａ）のＣ－Ｃ'線断面図を示している。図１０（ｂ）のよう
に、コンタクト部４０２および抵抗部４０４は、同一層に形成されている。また、コンタ
クト部４０２には、ビア５００が接続している。また、抵抗部４０４は、コンタクト部４
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０２よりも細い幅で形成されている。
【０１１９】
　第４の実施形態によれば、抵抗素子４００は、複数回屈曲して形成されている。これに
より、抵抗部４０４の距離を長くすることができる。したがって、抵抗素子４００の抵抗
値を高くすることができる。
【０１２０】
　なお、第４の実施形態では、抵抗素子４００は、同一層内に形成されている場合を説明
したが、複数の層間絶縁層（不図示）にわたって、断面方向に屈曲していてもよい。
【０１２１】
　（第５の実施形態）
　図１１は、第５の実施形態に係る半導体装置１０の構成を示す断面図である。第５の実
施形態は、第１絶縁層が素子分離領域１２０である点を除いて、第１の実施形態と同様で
ある。以下、詳細を説明する。
【０１２２】
　図１１のように、第１絶縁層は、素子分離領域１２０であってもよい。また、ＴａＳｉ
Ｎ層４４０は、素子分離領域１２０上に形成されている。なお、ここでのＴａＳｉＮ層４
４０は、たとえば、ＴａＮ層４２０の全体が改質したものである。
【０１２３】
　また、ＦＥＴを覆うライナー絶縁層３２０は、ＴａＮ層４２０にＳｉ含有ガスを照射す
るためのＳｉＮ層（不図示）を兼ねることができる。
【０１２４】
　第５の実施形態に係る半導体装置１０の製造方法は、以下の点を除いて、第１の実施形
態と同様である。
【０１２５】
　図４（ａ）において、ライナー絶縁層３２０を形成する前に、ＴａＮ層４２０を形成す
る。このとき、ゲート絶縁層２２０、ゲート電極２４０および側壁絶縁膜２６０を形成す
る工程よりも、前に形成してもよい。
【０１２６】
　次いで、ライナー絶縁層３２０を、ＴａＮ層４２０上にも形成する。この工程により、
第１の実施形態における「シラン照射工程」を兼ねることができる。
【０１２７】
　このシラン照射工程により、ＴａＮ層４２０の表層および側面からＴａＳｉＮ層４４０
に変化する。抵抗分布を均一としたい場合は、ＴａＮ層４２０の全体をＴａＳｉＮ層４４
０に改質させることが好ましい。
【０１２８】
　以降の工程は、第１の実施形態と同様である。
【０１２９】
　第５の実施形態によれば、第１絶縁層は、素子分離領域１２０である。これにより、Ｆ
ＥＴを覆うライナー絶縁層３２０は、ＴａＮ層４２０にＳｉ含有ガスを照射するためのＳ
ｉＮ層（不図示）を兼ねることができる。
【０１３０】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【０１３１】
１０　半導体装置
１００　半導体基板
１２０　素子分離領域
１４０　拡散領域
１６０　エクステンション領域
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２２０　ゲート絶縁層
２４０　ゲート電極
２６０　側壁絶縁膜
３２０　ライナー絶縁層
３４０　層間絶縁層
３６０　層間絶縁層
４００　抵抗素子
４０２　コンタクト部
４０４　抵抗部
４２０　ＴａＮ層
４４０　ＴａＳｉＮ層
４６０　ＳｉＮ層
５００　ビア
５０２　ビアホール
５２０　金属
５４０　バリア層

【図１】 【図２】
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