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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル領域を構成する半導体領域と、前記半導体領域上にゲート絶縁膜を介して形成
されたゲート電極と、前記ゲート電極に対応して前記半導体領域の両側に形成された金属
ソース・ドレイン電極とを具備してなり、
　前記金属ソース・ドレイン電極は、前記ゲート電極に対応して前記半導体領域の両側に
形成された不純物領域に対応する領域を、前記不純物領域の深さよりも深い領域までシリ
サイド化することにより形成され、前記チャネル領域の不純物濃度よりも高い不純物濃度
を有し、且つ前記チャネル領域との界面又は界面近傍に前記不純物濃度のピークを持つこ
とを特徴とする電界効果トランジスタ。
【請求項２】
　前記金属ソース・ドレイン電極は、前記半導体領域をチャネル長方向から挟んで形成さ
れていることを特徴とする請求項１記載の電界効果トランジスタ。
【請求項３】
　前記金属ソース・ドレイン電極の不純物は、前記半導体領域と前記金属ソース・ドレイ
ン電極との界面においてショットキー障壁を変調させるものであることを特徴とする請求
項１又は２記載の電界効果トランジスタ。
【請求項４】
　前記金属ソース・ドレイン電極は、シリコンを含有する金属（シリサイド）であること
を特徴とする請求項１～３の何れかに記載の電界効果トランジスタ。
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【請求項５】
　前記ショットキー障壁を変調する不純物は、Ｂ（ボロン）、Ｐ（リン）、Ａｓ（砒素）
、Ｏ（酸素）、Ｎ（窒素）、Ｉｎ（インジウム）、Ｇａ（ガリウム）、Ｓｂ（アンチモン
）の何れか、若しくはこれらの複数であることを特徴とする請求項３記載の電界効果トラ
ンジスタ。
【請求項６】
　前記チャネルはｎ型であり、前記金属ソース・ドレイン電極はＹシリサイド、Ｇｄシリ
サイド、Ｔｂシリサイド、Ｄｙシリサイド、Ｈｏシリサイド、Ｅｒシリサイド、Ｔｍシリ
サイド、Ｙｂシリサイド、Ｌｕシリサイドの何れか、若しくはこれらの複数であることを
特徴とする請求項５記載のｎ型の電界効果トランジスタ。
【請求項７】
　前記チャネルはｐ型であり、前記金属ソース・ドレイン電極はＮｉシリサイド、Ｐｄシ
リサイド、Ｐｔシリサイド、Ｏｓシリサイド、Ｉｒシリサイド、Ｒｅシリサイドの何れか
、もしくはこれらの複数であることを特徴とする請求項５記載のｐ型の電界効果トランジ
スタ。
【請求項８】
　前記半導体領域及び前記金属ソース・ドレイン電極は、絶縁層上に形成されていること
を特徴とする請求項１～７の何れかに記載の電界効果トランジスタ。
【請求項９】
　前記金属ソース・ドレイン電極の不純物はＢ（ボロン）であり、前記金属ソース・ドレ
イン電極はＮｉシリサイドであることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の電界効
果トランジスタ。
【請求項１０】
　前記金属ソース・ドレイン電極の不純物は、Ｂ（ボロン）又はＰ（リン）であることを
特徴とする請求項１～４の何れかに記載の電界効果トランジスタ。
【請求項１１】
　半導体領域上の一部にゲート絶縁膜を介してゲート電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極をマスクに前記半導体領域に不純物をイオン注入する工程と、
　前記イオン注入した不純物を活性化するために熱処理を施すことにより、不純物領域を
形成する工程と、
　前記半導体領域の前記不純物領域に対応する領域を、前記不純物領域の深さよりも深い
領域までシリサイド化することにより、前記チャネル領域の不純物濃度よりも高い不純物
濃度を有し、且つ前記チャネル領域との界面又は界面近傍に前記不純物濃度のピークを持
つ金属ソース・ドレイン電極を形成する工程と、
　を含むことを特徴とする電界効果トランジスタの製造方法。
【請求項１２】
　前記金属ソース・ドレイン電極を、前記半導体領域をチャネル長方向から挟んで形成す
ることを特徴とする請求項１１記載の電界効果トランジスタの製造方法。
【請求項１３】
　前記イオン注入する不純物は、前記半導体領域と前記金属ソース・ドレイン電極との界
面においてショットキー障壁を変調させることを特徴とする請求項１１又は１２記載の電
界効果トランジスタの製造方法。
【請求項１４】
　前記ショットキー障壁を変調する不純物は、Ｂ（ボロン）、Ｐ（リン）、Ａｓ（砒素）
、Ｏ（酸素）、Ｎ（窒素）、Ｉｎ（インジウム）、Ｇａ（ガリウム）、Ｓｂ（アンチモン
）の何れか、若しくはこれらの複数であることを特徴とする請求項１３記載の電界効果ト
ランジスタの製造方法。
【請求項１５】
　前記チャネルはｎ型であり、前記金属ソース・ドレイン電極はＹシリサイド、Ｇｄシリ
サイド、Ｔｂシリサイド、Ｄｙシリサイド、Ｈｏシリサイド、Ｅｒシリサイド、Ｔｍシリ
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サイド、Ｙｂシリサイド、Ｌｕシリサイドの何れか、若しくはこれらの複数であることを
特徴とする請求項１４記載のｎ型の電界効果トランジスタの製造方法。
【請求項１６】
　前記チャネルはｐ型であり、前記金属ソース・ドレイン電極はＮｉシリサイド、Ｐｄシ
リサイド、Ｐｔシリサイド、Ｏｓシリサイド、Ｉｒシリサイド、Ｒｅシリサイドの何れか
、若しくはこれらの複数であることを特徴とする請求項１４記載のｐ型の電界効果トラン
ジスタの製造方法。
【請求項１７】
　前記半導体領域は絶縁層上に形成され、前記金属ソース・ドレイン電極は前記半導体領
域の表面から前記絶縁層に接する部分までシリサイド化することにより形成されることを
特徴とする請求項１１～１６の何れかに記載の電界効果トランジスタの製造方法。
【請求項１８】
　前記イオン注入する不純物はＢ（ボロン）であり、前記金属ソース・ドレイン電極はＮ
ｉシリサイドであることを特徴とする請求項１１～１３の何れかに記載の電界効果トラン
ジスタの製造方法。
【請求項１９】
　前記イオン注入する不純物は、Ｂ（ボロン）又はＰ（リン）であることを特徴とする請
求項１１～１３の何れかに記載の電界効果トランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に係わり、特にソース・ドレインの改良をはかったＭＩＳ型電界
効果トランジスタ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体集積回路の高機能化には、その構成要素である電界効果トランジスタの高性能化
が必須である。素子の高性能化に対する指導原理はスケーリングであり、これまで微細化
により素子性能の向上を進めてきた。ところが、今後は微細化の限界が指摘されており、
特に浅い接合形成は深刻で、国際半導体ロードマップによると６５ｎｍ世代の１０～２０
ｎｍ接合（ドレイン・エクステンション部）の解は見えていない状況である。
【０００３】
　近年、従来のｐｎ接合の代わりに、ソース・ドレインをショットキー接合にしたＭＯＳ
ＦＥＴが提案されている（例えば非特許文献１参照）。この文献１では、金属でソース・
ドレイン部を形成するので、不純物の拡散は利用せず、極めて浅い接合が可能となる。ま
た、金属自体の抵抗は極めて低いので寄生抵抗の低減が達成できる、イオン注入プロセス
を省略できプロセスが簡便となる、など種々の利点があり、次世代の電界効果トランジス
タとして期待されている。
　しかしながら、この種のショットキー接合の電界効果トランジスタにあっては、ソース
・ドレインの寄生抵抗の低減及び短チャネル効果の抑制には効果があるが、ショットキー
接合を利用しているために、リーク電流が大きいという問題があった。
【非特許文献１】J. R. Tucker et al, Appl. Phys. Lett., vol. 65, no. 5, August 19
94, pp. 618-620.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように従来、ソース・ドレインの寄生抵抗の低減及び短チャネル効果の抑制のため
にはソース・ドレインをショットキー接合にした電界効果トランジスタが有効であるが、
この種のショットキートランジスタにおいてはリーク電流が大きいという問題があった。
【０００５】
　より具体的には、この種のショットキートランジスタにおいては、ソース・ドレイン部
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のショットキー接合がその特性を決定しており、良好な特性を実現するためには、ソース
・ドレインに用いる金属のショットキー障壁高さをキャリアに対して十分に小さくする必
要がある。しかし、ショットキー障壁高さは、本来、金属の種類によってほぼ決まってし
まい、任意にコントロールすることは困難であった。
【０００６】
　このような問題を避けるため、ショットキートランジスタに不純物層ソース・ドレイン
を貼り付けた構造も提案されている。しかし、これは実際には単なるｐｎ接合をソース・
ドレインとしたトランジスタであり、短チャネル効果抑制などのショットキートランジス
タの特徴が失われてしまう。
【０００７】
　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、ソース・ド
レインの寄生抵抗の低減及び短チャネル効果の抑制と共にリーク電流の低減をはかり得る
電界効果トランジスタ及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　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。
【０００９】
　即ち、本発明の一態様は、ＭＩＳ型電界効果トランジスタにおいて、チャネル領域を構
成する半導体領域と、半導体領域上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極と、ゲ
ート電極に対応して半導体領域の両側に形成されたソース・ドレイン電極とを具備してな
り、ソース・ドレイン電極は、前記ゲート電極に対応して前記半導体領域の両側に形成さ
れた不純物領域に対応する領域を、前記不純物領域の深さよりも深い領域までシリサイド
化することにより形成され、チャネル領域の不純物濃度よりも高い不純物濃度を有し、且
つチャネル領域との界面又は界面近傍に前記不純物濃度のピークを持つことを特徴とする
。
【００１１】
　また、本発明の別の一態様は、電界効果トランジスタの製造方法において、半導体領域
上の一部にゲート絶縁膜を介してゲート電極を形成する工程と、ゲート電極をマスクに半
導体領域に不純物をイオン注入する工程と、イオン注入した不純物を活性化するために熱
処理を施すことにより、不純物領域を形成する工程と、半導体領域の前記不純物領域に対
応する領域を、前記不純物領域の深さよりも深い領域までシリサイド化することにより、
チャネル領域の不純物濃度よりも高い不純物濃度を有し、且つチャネル領域との界面又は
界面近傍に前記不純物濃度のピークを持つ金属ソース・ドレイン電極を形成する工程と、
を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、第２の半導体領域からなるソース・ドレイン領域の厚みが極めて薄く
高濃度である上に、その領域が完全に空乏化したＭＩＳ型電界効果トランジスタと見なす
ことができる。
【００１５】
　また、第２の半導体領域を形成する代わりに、ソース・ドレイン電極の不純物濃度をチ
ャネル領域の不純物濃度よりも高く設定し、且つソース・ドレイン電極のチャネル領域と
の界面又は界面近傍に不純物濃度のピークを持たせることにより、第１の半導体領域とソ
ース・ドレイン電極界面においてショットキー障壁を任意に制御することができる。
【００１６】
　これは、電極抵抗が小さいこと、高速なキャリアの注入が可能であること、短チャネル
効果に対する耐性が高いことなどのショットキー接合の利点と、コンタクト抵抗が小さい
こと、リーク電流が低いことというｐｎ接合の利点の双方を併せ持っていることを意味す
る。従って、ショットキートランジスタと比べると、コンタクト抵抗とリーク電流が極め
て少なく、従来素子と比べると電極抵抗が小さくて短チャネル効果に強いということにな
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る。
【００１７】
　即ち、ソース・ドレインの寄生抵抗及びリーク電流が極めて少なく短チャネル効果に強
い電界効果トランジスタを実現することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の詳細を図示の実施形態によって説明する。
【００１９】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構造を
示す断面図である。
【００２０】
　シリコン基板１０上にシリコン酸化膜等からなる埋め込み絶縁膜１１が形成され、この
埋め込み絶縁膜１１上に第１及び第２の半導体領域１２，１３（１３ａ，１３ｂ）と金属
ソース・ドレイン電極１４（１４ａ，１４ｂ）が形成されている。そして、半導体領域１
２及び１３上にゲート絶縁膜１５を介してゲート電極１６が形成されている。
【００２１】
　第１の半導体領域１２は、例えばＢ（ボロン）をドープしたｐ型層であり、チャネル領
域を形成するものである。第２の半導体領域１３は、例えばＡｓを高濃度にドープしたｎ
+ 型層であり、第１の半導体領域１２をチャネル長方向から挟んで極めて薄く形成されて
いる。ソース・ドレイン電極１４は、金属又はシリサイドからなり、第１及び第２の半導
体領域１２，１３をチャネル長方向から挟んで形成され、半導体領域１３とショットキー
接合を形成している。
【００２２】
　本実施形態では、ソース・ドレイン領域となる第２の半導体領域１３の不純物濃度を極
めて高く、且つ厚みを薄くすることによって、半導体領域１３をほぼ完全に空乏化してい
ることを特徴としている。即ち、第２の半導体領域１３は、電圧無印加の状態においてチ
ャネル長方向の全体が空乏化される厚さに形成されている。より厳密には、第２の半導体
領域１３は、ソース電極との平衡状態においてチャネル長方向の全体が空乏化される厚さ
以下に形成されている。なお、第２の半導体領域１３は、不純物濃度の異なる複数の不純
物層を具備してもよい。さらに、第２の半導体領域１３と第１の半導体領域１２との間に
不純物濃度の低いＨＡＬＯ領域を具備してもよい。
【００２３】
　このような条件を満たすための第２の半導体領域１３の濃度及び厚みが満たすための条
件は、次のようなものである。即ち、第２の半導体領域１３をほぼ完全に空乏化させるた
めには、その厚みを、第１及び第２の半導体領域１２，１３の接合面及び、第２の半導体
領域１３とソース電極１４との接合面近傍にそれぞれ形成される、空乏層の厚みと同等以
下にすればよい。空乏層の厚み（Ｗ）は、第２の半導体領域１３のピーク濃度（Ｎ）を用
いて次のようにして算出できる。
【００２４】
　まず、第２の半導体領域１３とソース電極１４の接合面近傍に形成される空乏層の厚み
Ｗ１は、近似的に
　　Ｗ１＝｛（２・εs・φｂ ）／（ｑ・Ｎ）｝1/2　　…（１）
となることが知られている。但し、εs は半導体の誘電率、φb は半導体界面のショット
キー障壁高さ、ｑは素電荷である。ここで、φb は０～Ｅgまでの値をとることが知られ
ているため、平均としてφb ＝Ｅg／２を代入すると
　　Ｗ１＝（（εs・Ｅg）／（ｑ・Ｎ））1/2　　　　…（２）
となる。
【００２５】
　一方で、第１及び第２の半導体領域１２，１３の接合面近傍に形成される空乏層の厚み
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Ｗ２は、近似的に
　　Ｗ２＝｛（２・εs・Ｖbi／ｑ）・（Ｎ12＋Ｎ13）／（Ｎ12・Ｎ13）｝1/2　…（３）
となることが知られている。但し、εs は半導体の誘電率、Ｎ12は半導体領域１２の不純
物濃度、Ｎ13は半導体領域１３の不純物濃度、Ｖbiは半導体領域１２，１３の界面におけ
るビルトインポテンシャル、ｑは素電荷である。ここで、Ｖbiは半導体領域１２，１３の
不純物濃度が多い場合にはＥｇ程度となることが知られており、さらに、Ｎ12及びＮ13を
Ｎで代表させると、
　　Ｗ２＝２・｛（εs・Ｅg）・（ｑ・Ｎ）｝1/2　　　…（４）
となる。ここで、今求めたＷ２は半導体領域１２，１３の双方に存在する空乏層の合計で
あるから、半導体領域１２中のみに存在する空乏層厚みＷ３はその平均として、
　　Ｗ３＝｛（εs・Ｅg）・（ｑ・Ｎ）｝1/2　　　　　…（５）
となる。以上より、Ｗ＝Ｗ１＋Ｗ３であるから、
　　Ｗ＝２・｛（εs・Ｅg）・（ｑ・Ｎ））1/2　　　　…（６）
となる。なお、不純物濃度Ｎは活性化している不純物濃度である。従って、第２の半導体
領域１３の厚みの取り得る範囲は、次式で表される。
【００２６】
　　Ｌ≦２・｛（εs・Ｅg ）／（ｑ・Ｎ）｝1/2　　　…（７）
　また、上式はソース電極１４から，ゲート電極１６端部直下までの距離Ｌを用いて別の
形に書くことができる。即ち、ＬＳＩの基本素子として用いるトランジスタの場合、チャ
ネル領域においてはゲート電極からの電界が極めて強いと考えられる。従って、ゲートよ
り下に入り込んだ半導体領域１３は、ゲート近傍ではゲート電界によって空乏化されてい
るとみなしてよい。従ってこの場合、ソース電極１４からゲート電極１６端部直下までの
距離が上式のＷ以下であれば本発明の条件を満たしていると言える。即ち、
　　Ｌ≦２・（（εs・Ｅg）／（ｑ・Ｎ））1/2　　…（８）
であれば良い。この関係を図示したものを図２に示す。
【００２７】
　さらに、実用的には第２の半導体領域１３は、厚みが１０ｎｍ以下であるか、濃度が４
×１０19ｃｍ-3以上であることが望ましい。この理由は、本発明がソース電極のショット
キー障壁を変調するためのものであることに起因している。以下、図を用いて説明する。
本発明でショットキー障壁を変調するメカニズムは図３に示した通りである。即ち、界面
近傍への不純物のドーピングにより、鏡像電荷によるショットキー障壁の低減効果を増強
している。この低減効果は不純物濃度に著しく依存しており、充分な障壁低下と考えられ
る熱励起エネルギー（トランジスタ動作状態のＳｉであれば約０．０６ｅＶ程度）の３倍
程度以上の低下を実現するには、４×１０19ｃｍ-3程度以上の不純物濃度が必要である。
Ｓｉを基板として用い、使用温度に３００Ｋを想定した場合の上式の関係を図４に示す。
図中に斜線で示した領域が、本実施形態のトランジスタにおける第２の半導体領域１３の
不純物濃度及び厚みが満たすべき関係を示している。即ち、第２の半導体領域１３は、厚
みが１０ｎｍ以下であるか、濃度が４×１０19ｃｍ-3以上であることが望ましいことにな
る。この効果は濃度が高いほど大きく，さらに望ましくは１×１０20ｃｍ-3程度以上にす
るのがよい。
【００２８】
　上記条件から本実施形態では、第２の半導体領域１３の厚さを４ｎｍに設定し、不純物
濃度を１×１０20ｃｍ-3に設定することにより、半導体領域１３の完全空乏化を行ってい
る。ちなみにこの条件は、図４に示された、本発明の効果が享受される範囲の中では比較
的ボーダーに近い条件であるが、予想通リの優れた特性を示すことを確認している。この
ことは、上述の式の正確さを裏付けている。
【００２９】
　なお、第２の半導体領域１３の完全空乏化は、例えば接合容量の測定やＥＤＸによる濃
度測定などから確認することが可能である。
【００３０】
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　ここでは具体的にＳＩＭＳ測定によって本発明の効果が享受できるような構造になって
いるかどうかを判断するための手順を示す。図５は本発明による第１の実施形態のソース
・ドレイン電極部のＡｓ及びＣｏのＳＩＭＳプロファイルである。シリサイド化前のＣｏ
スパッタ膜厚は１２ｎｍである。ＳＩＭＳプロファイルでは、界面のミクロな凹凸がプロ
ファイルをブロードに見せてしまうため、ピーク濃度は分かっても不純物層の正確な厚み
を求めることは難しい。このような場合、次のような工夫をすることでそれを見積もるこ
とが可能である。まず、この凹凸がＣｏＳｉ2 電極の凹凸と対応していることを考慮して
、界面近傍のＡｓ及びＣｏの濃度の減少率をそろえる。具体的には片対数プロットで両プ
ロファイルの線が平行になるようにする。このとき、双方の線のオフセットが接合の厚み
となる。なお、製造プロセスによっては、メタルソース界面よりも、電極表面側の方が濃
度が高くなる場合もあるが、本発明では、メタル界面近傍の不純物濃度が重要なので、界
面近傍でのピーク濃度を問題とする。
【００３１】
　Ａｓ及びＢを不純物として用い、Ｃｏシリサイドをメタル電極とした場合の、メタルス
パッタ量と不純物濃度及び不純物層厚みの関係は、例えば図６のようになる。
【００３２】
　上述の方法を用いても、後で図１０に示すような、底面と水平方向で不純物のプロファ
イルが異なるような実施形態の場合だと、本来は水平方向のプロファイルをＳＩＭＳ測定
で求めることは困難である。しかし、本発明では、メタル界面近傍の不純物濃度における
ピークの濃度を問題としているため、ＳＩＭＳによって測定できる底面のピーク濃度を用
いても問題ない。
【００３３】
　さらに、式（８）を用いれば、ＳＩＭＳによって求めた底面のピーク不純物濃度と断面
ＴＥＭなどによって求めた、ソース電極からゲート電極端部直下までの距離を用いること
によって、容易に本発明の効果が享受できる構造かどうかを判断することができる。
【００３４】
　但し、ＳＩＭＳ測定によって濃度を測定する場合には、ＳＩＭＳによって求められる不
純物濃度が必ずしも活性化した不純物濃度を表していないことに注意しなければならない
。即ち、本発明で問題としているように不純物濃度が比較的高い場合には、ＳＩＭＳで求
められた不純物濃度に活性化している不純物の割合を掛けなければならない。
【００３５】
　上述のように、薄い領域に極めて高濃度の不純物を導入しようとすると、濃度や深さの
制御が極めて困難となる。しかし、例えばここで述べる偏析接合形成法を用いればこれを
極めて容易に実現することができる。
【００３６】
　図７は、偏析接合形成法の原理を説明するためのものである。不純物が含まれた半導体
基板をシリサイド化する際、イオン注入した深さよりも深い領域をシリサイド化すると、
偏析現象を利用して極めて高濃度の不純物を、薄い領域内に導入することができる。即ち
、図７（ａ）に示すように、表面近傍に浅く不純物をイオン注入した後に、注入深さ（不
純物濃度がピークを持つ深さ）よりも深い位置までシリサイド化を行うと、図７（ｂ）に
示すように、シリサイドの端部から極めて狭い範囲に高濃度の不純物領域を形成すること
ができる。これは、シリサイド化を行う温度では、不純物の拡散は起こらず、シリサイド
化に伴う偏析現象によって、接合の深さと不純物の濃度を制御できるためである。そして
、最初のイオン注入で不純物濃度や深さのばらつきがあっても、その影響を最小限に止め
ることが可能となる。
【００３７】
　このように、本実施形態によるＭＩＳ型電界効果トランジスタの構造は、第２の半導体
領域１３からなるソース・ドレイン領域の厚みが極めて薄く高濃度である上に、その領域
が完全に空乏化したトランジスタと見なすことができる。これは、高速なキャリアの注入
が可能であること、短チャネル効果に対する耐性が高いことなどの、ショットキー接合の
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利点と、リーク電流が低いというｐｎ接合利点の双方を併せ持っていることを意味する。
従って、本実施形態によるトランジスタのＶｇ－Ｉｄ特性は、図８に示すように、ショッ
トキートランジスタと比べるとリーク電流が極めて少なく、従来素子と比べると短チャネ
ル効果に強いものとなる。
【００３８】
　なお、本実施態様における特に望ましい構造としては、次のものがあげられる。
【００３９】
　(1) 第１の半導体領域１２はｐ型層であり、第２の半導体領域１３はｎ+ 型層であるこ
と。
【００４０】
　(2) 不純物濃度で決まる空乏層幅Ｗは、第２の半導体領域１３の不純物濃度をＮ、誘電
率をεs 、バンドギャップをＥg 、素電荷をｑとしたとき、
　　Ｗ＝２×（εs・Ｅg ／ｑ・Ｎ）1/2

で定義されること。
【００４１】
　(3) 第２の半導体領域１３の不純物濃度Ｎは４×１０19ｃｍ-3以上であること。
【００４２】
　(4) 第１，第２の半導体領域１２，１３及びソース・ドレイン電極１４は、絶縁層１１
上に形成されていること。
【００４３】
　(5) 第１及び第２の半導体領域１２，１３はＳｉであり、ソース・ドレイン電極１４は
金属又は金属シリサイドであること。
【００４４】
　(6) ソース電極１４から，ゲート電極１６の端部の直下までの距離は、空乏層幅以下で
あること．
　（第２の実施形態）
　図９及び図１０は、本発明の第２の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの
製造工程を示す断面図である。本実施形態は、ＳＯＩではなくＳｉ基板上に形成した例で
ある。
【００４５】
　まず、図９（ａ）に示すように、面方位（１００），比抵抗２～６Ωｃｍのシリコン基
板２０（以下、単に基板と表記する）を用意し、公知の方法により素子分離領域を形成し
（図示せず）、さらにイオンインプランテーション法などによってチャネルとなるべきｐ
型不純物領域（第１の半導体領域）２２を形成する。
【００４６】
　次いで、図９（ｂ）に示すように、後述する酸化膜生成法（以下、酸化膜生成法と表記
する）により、第１の半導体領域２２の表面に膜厚１～１０ｎｍのシリコン酸化膜を形成
する。これがゲート絶縁膜２５となる。ここで更に、後述する酸化膜窒化法（以下、酸化
膜窒化法と表記する）によりシリコン酸化膜をシリコン酸窒化膜に変質させれば、後で作
製するゲート電極からの不純物の突き抜けを防止することができる。
【００４７】
　次いで、図９（ｃ）に示すように、ポリシリコン膜を減圧化学的気相堆積（ＬＰ－ＣＶ
Ｄ）法などによって堆積し、公知のリソグラフィー及びパターニング技術を用いてゲート
電極２６及びゲート側壁絶縁膜２７を作製する。
【００４８】
　次いで、図１０（ａ）に示すように、例えば加速電圧３０ｋｅＶ，ドーズ量２×１０15

ｃｍ-2において、例えばＡｓのイオン注入を行い、第１の半導体領域２２内に高濃度不純
物層２９を作製する。
【００４９】
　次いで、図１０（ｂ）に示すように、ゲート側壁絶縁膜２７を公知のＲＩＥ法などによ
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ってエッチングして薄くした後、例えば加速電圧４０ｋｅＶ，ドーズ量５×１０14ｃｍ-2

の条件において、例えばＩｎのイオン注入を行い、チャネル領域と高濃度不純物層２９と
の間にＨＡＬＯ領域２８を作製する。さらに、例えば加速電圧１ｋｅＶ，ドーズ量１×１
０15ｃｍ-2の条件おいて、例えばＡｓのイオン注入を行い、チャネル領域と高濃度不純物
層２９との間でＨＡＬＯ領域２８上に高濃度不純物領域２３（第２の半導体領域）を作製
する。その後、ＲＴＡ若しくはＦＬＡ法などの公知の技術によって不純物の活性化を行う
。このとき、前述の偏析接合形成法を用いる場合は、ここで形成された高濃度不純物領域
２３の厚みが次のシリサイド化によって形成させるメタル電極厚みよりも薄くなるように
する。
【００５０】
　次いで、図１０（ｃ）に示すように、例えばニッケル（Ｎｉ）などの金属をスパッタ法
などによって１０ｎｍ程度の厚さに成膜し、例えば３００～５００℃で３０～２００秒程
度アニールし、シリサイド化後、未反応のＮｉを除去することでメタル電極２４を形成す
る。このメタル電極２４の形成に伴い、第２の半導体領域２３は第１の半導体領域２２側
に押し出され、これによってメタル電極２４とチャネル領域との間に極めて薄い高濃度の
第２の半導体領域２３が形成されることになる。
【００５１】
　なお、本実施形態では、ゲート電極２６上にもシリサイド２４’が形成されているが、
これはゲート電極２６上にもＮｉを成膜したからである。Ｎｉを成膜する際にゲート電極
２６上をマスクしておけば、第１の実施形態と同様にソース・ドレインのみにシリサイド
を形成することが可能である。また、ＮｉやＣｏをスパッタした後にシリサイド化した場
合、金属単体の膜厚に比してＮｉシリサイドの場合は３倍程度、Ｃｏシリサイドの場合は
２倍程度となる。
【００５２】
　かくして製造された電界効果トランジスタにおいては、第１の実施形態と同様に、第２
の半導体領域２３からなるソース・ドレイン領域の厚みが極めて薄く高濃度である上に、
その領域が完全に空乏化したトランジスタと見ることができる。従って、第１の実施形態
と同様に、ソース・ドレインの寄生抵抗の低減及び短チャネル効果の抑制と共にリーク電
流の低減をはかることができる。
【００５３】
　ここで、酸化膜生成法、窒化膜・酸窒化膜生成法、及び酸化膜窒化法について詳述して
おく。
【００５４】
　［酸化膜生成法の例］
　酸化膜生成法としては、例えば酸素ガスを含む雰囲気中で、例えば９００℃程度に加熱
する、直接酸化法を用いることができる。又は、酸素ラジカル雰囲気中、例えば室温～８
００℃程度に加熱するラジカル酸化法を用いることができる。又は、ハロゲン添加水素化
珪素ＳｉＨxＤyＣｌzＦ4-x-y-z （但し、ｘ，ｙ，ｚは４－ｘ－ｙ－ｚが負とならない０
～４の任意の正の整数）若しくはハロゲン添加水素化珪素Ｓｉ2ＨxＤyＣｌzＦ6-x-y-z （
但し、ｘ，ｙ，ｚは６－ｘ－ｙが負とならない０～６の任意の正の整数）と、酸素（Ｏ2 

）ガス，オゾン（Ｏ3 ）ガス，酸化窒素（ＮＯ）ガス，亜酸化窒素（Ｎ2Ｏ）ガス若しく
は酸素ラジカルを反応させて生成するＣＶＤ法などを用いることができる。
【００５５】
　［酸化膜窒化法の例］
　酸化膜窒化法の例としては、ＮＨxＤyＦ1-x-y 雰囲気中で、例えば９００℃程度に加熱
する直接窒化法を用いることができる。又は、窒素ラジカル雰囲気中、例えば室温～８０
０℃程度に加熱するラジカル窒化法を用いることもできる。又は、アンモニア（ＮＨ3 ）
，ＮＯ，Ｎ2Ｏなどで窒化する後窒化法を用いることもできる。又は、ＳｉＨxＤyＣｌzＦ

4-x-y-z 若しくはＳｉ2ＨxＤyＣｌzＦ6-x-y-z と、ＮＨxＤyＦ1-x-y 若しくは窒素ラジカ
ルを反応させて生成するＣＶＤ法などを用いることもできる。
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【００５６】
　［窒化膜・酸窒化膜生成法］
　本実施形態では、直接酸化法やラジカル窒化法を併用するなどして酸窒化膜を形成した
が、例えばレーザーアブレーション法やスパッタ法、反応性スパッタ法、ＣＶＤ法、単原
子層逐次堆積法（アトミック・レイヤー・デポジッション法）などの膜形成法によって成
膜しても、全く同様に適用することができる。
【００５７】
　また、絶縁膜として、シリコン酸化膜，窒化膜，酸窒化膜を用いた例を示したが、例え
ばハフニウム（Ｈｆ），ジルコニウム（Ｚｒ），ランタン（Ｌａ），セレン（Ｓｅ）など
の酸化膜，窒化膜，酸窒化膜、更にはアルミナ（Ａｌ2Ｏ3 ），窒化アルミニウム（Ａｌ
Ｎ），酸窒化アルミニウム（ＡｌＯＮ）などを絶縁膜として用いても同様に適用すること
ができる。
【００５８】
　（第３の実施の形態）
　図１１は、本発明の第３の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構造
を示す断面図である。
【００５９】
　本実施形態は、第２の実施の形態において、第１の実施形態と同様に基板にＳＯＩ基板
を用いたものである。即ち、シリコン基板３０上にシリコン酸化膜等の埋め込み絶縁膜３
１が形成され、この上に第１の半導体領域３２，第２の半導体領域３３，ソース・ドレイ
ン電極３４，ゲート絶縁膜３５，ゲート電極３６，側壁絶縁膜３７，ＨＡＬＯ領域３８，
高濃度不純物層３９が形成されている。
【００６０】
　このように本実施形態は、ＳＯＩ基板を用いた以外は第２の実施形態と基本的に同じ構
成であり、製造方法も基本的に同じである。従って、第２の実施形態と同様の効果が得ら
れる。
【００６１】
　（第４の実施形態）
　図１２は、本発明の第４の実施形態に係わる電界効果トランジスタの素子構造を示す断
面図である。本実施形態は、ＣＭＯＳ構造に本発明を適用した場合の例を示している。こ
こで、ｐＭＯＳとｎＭＯＳの双方に本発明を適用してもよいが、ここでは本発明を適用す
ることによって得られる別の効果を説明するために、ショットキートランジスタと組み合
わせた例を示す。
【００６２】
　本実施形態のＣＭＯＳ構造の例は、ＳＯＩ基板４０上に形成されたｐ型不純物領域５２
及びｎ型不純物領域６２と、ｎ型高濃度不純物領域５３と、Ｐｔシリサイドからなる金属
ソース／ドレイン電極５４，６４と、ゲート絶縁膜５５，６５と、ゲート電極５６，６６
と、素子分離領域４３とからなる。
【００６３】
　具体的には、シリコン基板４０上にシリコン酸化膜等からなる埋め込み絶縁膜４１が形
成され、この上にＳｉ等の半導体層が形成されている。半導体層は素子分離絶縁膜４３に
より素子分離されており、ｐＭＯＳ形成領域にはｎ型不純物がドーピングされ、ｎＭＯＳ
形成領域にはｐ型不純物がドーピングされている。ｎＭＯＳ形成領域のｐ型不純物がドー
ピングされた半導体層である第１の半導体領域５２の側面には、第１の実施形態と同様に
、ｎ型不純物が高濃度にドーピングされた第２の半導体領域５３とＰｔシリサイドからな
るソース・ドレイン電極５４が形成され、半導体領域５２，５３上にはゲート絶縁膜５５
を介してゲート電極５６が形成されている。これにより、第１の実施形態と同様のｎＭＯ
Ｓトランジスタが構成されている。
【００６４】
　一方、ｐＭＯＳ形成領域のｎ型不純物がドーピングされた第３の半導体領域６２の側面
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には、Ｐｔシリサイドからなりショットキー電極となるソース・ドレイン電極６４が形成
され、半導体領域６２上にはゲート絶縁膜６５を介してゲート電極６６が形成されている
。これにより、ｐＭＯＳのショットキートランジスタが構成されている。
【００６５】
　ショットキートランジスタは、既に述べたとおり、優れた利点を持つものの、リーク電
流が大きく、動作電流が小さいといった欠点を持っている。しかし、この欠点は、ソース
・ドレインのメタル材料を変えることで改善が可能であり、例えばＰｔシリサイドを電極
として用いたｐＭＯＳは従来素子と比べて遜色が無いほど優れた特性を示すことが知られ
ている。しかし、この改善効果はキャリアに対して相反的なのでＰｔシリサイドをｎＭＯ
Ｓのソース・ドレインに対して用いることはできない。このような問題から、ショットキ
ートランジスタによってＣＭＯＳを実現するためには、ｐＭＯＳとｎＭＯＳとで異なるメ
タル材料を用いる必要があるが、これは素子の作製を極めて困難にしている。
【００６６】
　そこで本実施形態のように、図１２に示すように、ｐＭＯＳはＰｔシリサイドのショッ
トキートランジスタ、ｎＭＯＳは本発明によるトランジスタという構造を用いれば、Ｐｔ
シリサイドをｎＭＯＳに対して用いても、本発明の効果により良好な特性を示すため、電
極メタル材料にＰｔシリサイドだけを用いてＣＭＯＳ構造を実現することができる。
【００６７】
　同様にして、ｎＭＯＳに用いた場合に良好な特性を示すようなメタル材料（Ｅｒシリサ
イドやＹｂシリサイドなど）を用いたショットキートランジスタとして、ｐＭＯＳに対し
て本発明を適用したようなＣＭＯＳ構造も実現可能である。
【００６８】
　なお、本実施態様における特に望ましい構造としては、次のものがあげられる。
【００６９】
　(1) 第２の半導体領域５３のチャネル長方向の厚さは１０ｎｍ以下に形成され、且つ不
純物濃度で決まる空乏層幅よりも薄く形成されていること。
【００７０】
　(2) 不純物濃度で決まる空乏層幅Ｗは、第２の半導体領域５３の不純物濃度をＮ、誘電
率をεs 、バンドギャップをＥg 、素電荷をｑとしたとき、
　　Ｗ＝２・｛（εs・Ｅg ）／（ｑ・Ｎ）｝1/2

で定義されること。
【００７１】
　(3) 第１の半導体領域５２はｐ型層であり、第２の半導体領域５３はｎ+ 型層であり、
第３の半導体領域はｎ型層であること。
【００７２】
　(4) 第２の半導体領域５３の不純物濃度Ｎは４×１０19ｃｍ-3以上であること。
【００７３】
　(5) 第１，第２，第３の半導体領域５２，５３，６２及びソース・ドレイン電極５４，
６４は、絶縁層上に形成されていること。
【００７４】
　(6) 第１，第２，第３の半導体領域５２，５３，６２はＳｉであり、ソース・ドレイン
電極５４，６４は金属又は金属シリサイドであること。
【００７５】
　(7) ソース電極５４から，ゲート電極５６の端部の直下までの距離は、空乏層幅以下で
あること。
【００７６】
　（第５の実施形態）
　図１３は、本発明の第５の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構造
を示す断面図である。
【００７７】
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　シリコン基板１１０上にシリコン酸化膜等からなる埋め込み絶縁膜１１１及びチャネル
領域１１２が形成され、このチャネル領域１１２上にゲート絶縁膜１１３、ゲート電極１
１４及びゲート側壁絶縁膜１１５が形成されている。そして、チャネル領域１１２を挟ん
でソース・ドレイン電極１１６が形成されている。ここで、ソース・ドレイン電極１１６
のチャネル領域１１２との界面１１７に，ショットキー障壁を変調させる不純物を高濃度
に含んでいることが本実施形態の特徴となっている。
【００７８】
　本実施形態の本質はソース・ドレイン電極１１６のショットキー障壁高さを、界面１１
７によって変調させることにある。即ち、本来、ソース・ドレイン電極１１６のショット
キー障壁高さは、その材料によってほぼ決まってしまうことから、これを所望の値に制御
することは難しいとされてきた。しかし、ショットキー障壁は、実際には界面の性質によ
ってほぼ決まっており、ここに不純物を導入することで、ショットキー障壁高さを変調す
ることが可能となる。
【００７９】
　このように本実施形態によれば、ソース・ドレインのショットキー障壁高さを、界面１
１７に含まれた不純物によって任意に制御可能することができる。従って、ソース・ドレ
インの金属材料に関わりなく最適なショットキー障壁高さを設定することができ、トラン
ジスタ特性の向上を図ることができる。
【００８０】
　また、本実施形態では、不純物が半導体側に染み出していない構造とすることで、短チ
ャネル効果に対する耐性が更に向上できる、不純物の位置や数が素子毎にある程度ばらつ
いても、その影響を最小限に抑えられるなどの利点もある。
【００８１】
　（第６の実施の形態）
　図１４は、本発明の第６の実施の形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構
造を示す断面図である。
【００８２】
　シリコン基板２１０上にシリコン酸化膜等からなる埋め込み絶縁膜２１１及びチャネル
領域２１２が形成され、このチャネル領域２１２上にゲート絶縁膜２１３、ゲート電極２
１４及びゲート側壁絶縁膜２１５が形成されている。そして、チャネル領域２１２を挟ん
でソース・ドレイン電極２１６が形成されているが、ここでソース・ドレイン電極２１６
のチャネル領域２１２との界面近傍領域２１７は、ショットキー障壁を変調させる不純物
をチャネル領域２１２よりも高濃度に含んでおり、このことが本実施形態の特徴となって
いる。
【００８３】
　本実施形態では、界面近傍領域２１７に含まれたショットキー障壁を変調する不純物が
ソース・ドレイン電極２１６のショットキー障壁を変調している。一方で、金属の内部に
おいても不純物が存在しているが、このことは第５の実施形態における効果を損なわない
。従って、本実施形態は第５の実施の形態と実質的に同一の構造と見なすことができる。
【００８４】
　第６の実施形態の一例として、ソース・ドレイン電極にＮｉＳｉを、ショットキー障壁
を変調する不純物にＢ（ボロン）を用いた場合の構成及び特性の例を示す。図１５は、こ
の場合の素子構造を示す断面図である。図１６は、ソース・ドレイン部のＮｉ及びＢのＳ
ＩＭＳプロファイルの実測値であり、図１５中の矢印方向を深さ方向としている。
【００８５】
　図１６から分かるように、Ｎｉの濃度プロファイルは界面近傍で急激に減少している。
一方、Ｂの濃度はチャネルよりもソース・ドレイン部の方が高くなっており、更にソース
・ドレイン部のチャネルとの界面近傍にピークを持っている。本来はアブラプトになって
いるはずの金属と半導体の界面が、ある程度幅を持っているように見えるのは、界面のラ
フネスの影響とＳＩＭＳ測定の分解能限界によるものである。Ｎｉのプロファイルと比較
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することで、ＢがＮｉＳｉの界面から内部にかけて存在しており、図１５に示したような
構造が良好に形成されていることが分かる。なお、この例ではＳｉ側にはＢが殆ど存在し
ていない。このように、本実施形態による構造となっているかどうかは、図１６で示した
ＳＩＭＳ分析やＥＤＸ分析などによって、界面近傍の不純物プロファイルを測定すること
で確認できる。
【００８６】
　図１７は、ソース・ドレイン部と同様の構造（ＣｏＳｉ2 を用いてＢをドープした接合
）をｐ型シリコン上に形成したショットキーダイオードについて、逆バイアス下で実測し
た電流電圧特性である。比較のため、Ｂを含まない場合の特性（Ｓｃｈｏｔｔｋｙ）も併
記してある。図１７は、ホールがショットキー障壁を乗り越えて流れる際の流れやすさを
意味しており、本実施形態を適用することで通常のショットキーダイオードと比べ、著し
くホールが流れやすくなることが分かる。このことは、上述したように、本発明を適用す
ることで、ホールに対するショットキー障壁が著しく低減されていることを示している。
【００８７】
　後述する実施形態におけるデバイス作製方法では、ソース・ドレイン電極の作製に偏析
接合形成法を用いている。本実施形態の本質はその構造にあるため、ソース・ドレイン電
極の形成方法については特に限定はないが、現時点では偏析接合形成法が最も適したソー
ス・ドレイン電極形成手法であるため、ここでそのプロセスについて詳述しておく。
【００８８】
　偏析接合形成法は少なくとも、不純物を半導体に導入する工程と、導入した不純物を活
性化する工程と、半導体上に金属を導入する工程と、加熱処理により金属と半導体を反応
させて不純物を偏析させる工程と、からなっている。ここで重要なのは，金属を導入する
工程の直前において、不純物を含有する半導体領域が最終的にでき上がる金属層の厚みと
同じかより薄く形成されているように各種条件を調整する必要があることである。このよ
うにすることで、前記ソース・ドレイン電極を良好に形成することができる。また、不純
物を活性化する工程は必ずしも必要ではないが、この工程を行うことで、でき上がった際
の不純物の活性が高くなり、またプロファイルも変化する．
　（電極の材質及びショットキー障壁を変調する不純物の具体例）
　本実施形態では、ソース・ドレイン電極の材質及びショットキー障壁を変調する不純物
の種類についても任意の材料を選択することができるが、従来プロセスとの整合性を考慮
すると、電極材料はＣｏシリサイド，Ｎｉシリサイド，Ｐａシリサイドなどがよい。この
場合、ｎＭＯＳならＡｓ（砒素），Ｐ（リン）及びＳｂ（アンチモン）、ｐＭＯＳならＢ
（ボロン），Ｉｎ（インジウム），Ｇａ（ガリウム）をショットキー障壁を変調する材料
として用いれば、電極材料を変えずにインプラするイオン種を変えるだけでＣＭＯＳ構造
を作製可能である。
【００８９】
　ショットキー障壁を変調する不純物としては、上記のほかに金属材料を用いることもで
きる。即ち、ｎＭＯＳに対しては例えばＥｒやＹｂ、ｐＭＯＳに対しては例えばＰｔをイ
ンプラしておいてから、Ｎｉをスパッタしてシリサイデーションすると、他の不純物同様
、ＮｉシリサイドとＳｉ界面近傍にＥｒシリサイド若しくはＰｔシリサイドが形成されて
ショットキー障壁を変調できる。
【００９０】
　さらに、酸素（Ｏ）や窒素（Ｎ）などもシリサイデーションによって偏析させることが
できるため、本発明に適用可能である。例えば、半導体がＳｉの場合、ＳｉＯ2　やＳｉ
Ｎなどの絶縁材料は、フェルミレベルピニング現象（フェルミレベルがピニングされるこ
とで、ショットキー障壁のコントロールが困難となる現象）を緩和させることが知られて
おり、そのような場合には、ＯやＮをインプラしておくと良い。同様の目的で、ヘリウム
（Ｈｅ）やフッ素（Ｆ）といった元素も使用できる。
【００９１】
　電極材料をトランジスタのタイプによって変える場合は、勿論、Ｅｒシリサイド，Ｐｔ
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シリサイドといった材料も利用可能である。この場合、ｎＭＯＳにはＥｒシリサイドを、
ｐＭＯＳにはＰｔシリサイドを用いるのが好ましく、その場合の不純物の種類としては、
ＥｒシリサイドやＹｂシリサイドにはＰ，Ａｓ，アンチモンが、また、Ｐｔシリサイドに
はＢ，インジウムを用いるのが良い。
【００９２】
　前述した偏析接合形成法を用いる場合、用いるイオン種によってプロファイルが大きく
変わってくる。特に、本発明で必要となるような，メタル内部に不純物が多く存在するよ
うなプロファイルを実現するには、Ｂ（ボロン）やＰ（リン）のように、軽い元素種が適
している。逆に、プロファイルが半導体側に染み出していても良いなら、Ａｓ（砒素）や
Ｉｎ（インジウム）を用いると、偏析によって生じる界面の濃度を高くできる。
【００９３】
　ＣＭＯＳ構造にも勿論本発明を適用することができる。その場合、ｐＭＯＳ，ｎＭＯＳ
の双方に本発明を適用しても勿論良いが、ｐＭＯＳにＰｔシリサイドのショットキートラ
ンジスタを用い、ｎＭＯＳにＰｔシリサイド電極を用いた本発明によるｎ型トランジスタ
を用いるという組み合わせや、ｎＭＯＳにＥｒシリサイドのショットキートランジスタを
用い、ｐＭＯＳにＥｒシリサイド電極を用いた本発明によるｎ型トランジスタを用いると
いう組み合わせも有用であり、この場合も単一のシリサイド材料を用いて高性能なＣＭＯ
Ｓが実現できる。なお、ここで示した例については、通常のＭＯＳトランジスタと組み合
わせていても勿論問題ない。
【００９４】
　（第７の実施形態）
　図１８及び図１９は、本発明の第７の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタ
の製造工程を示す断面図である。
【００９５】
　まず、図１８（ａ）に示すように、シリコン基板５１０上にＢＯＸ酸化膜５１１を介し
てシリコン層５１２を形成したＳＯＩ基板上に、公知の技術により素子分離領域（図示せ
ず）を形成した後、ゲート酸化膜５１３及びゲート電極５１４を形成する。必要ならば、
ここでポスト酸化を行う（図示せず）。
【００９６】
　次いで、図１８（ｂ）に示すように、窒化シリコン膜を減圧化学的気相堆積（ＬＰ－Ｃ
ＶＤ）法などによって堆積した後、ＲＩＥ法などによってエッチバックすることによりゲ
ート側壁窒化シリコン膜５１５を作製する。
【００９７】
　次いで、図１８（ｃ）に示すように、Ｓｉを選択成長することによってシリコン層５１
２上にせり上げＳｉ層をエピタキシャル成長する。このとき、この層の材質をＳｉＧｅ層
としてもかまわない．
　次いで、図１９（ｄ）に示すように、不純物をイオンインプランテーションし、活性化
することで不純物領域５１８を形成する。続いて、スパッタ法などにより、Ｎｉ膜５１９
を形成する。
【００９８】
　次いで、加熱処理を施すことで、シリサイデーション反応が起こり、図１９（ｅ）に示
すように、ＮｉＳｉからなるソース・ドレイン電極５１６及びＮｉＳｉからなるゲート電
極５１４’が形成される。ここで、ソース・ドレイン電極５１６は表面から酸化膜５１１
に達する深さまで形成される。同様に、ゲート電極５１４’は表面からゲート絶縁膜５１
３に達するまで形成される。更にこのとき、不純物領域５１８中の不純物が界面に偏析を
起こし、ソース・ドレイン電極５１６のチャネル領域５１２との界面近傍中に不純物領域
５１７が形成される。そして、未反応のＮｉを除去することにより、前記図１４に示した
ような構造が得られる。
【００９９】
　なお、本実施形態ではゲート電極もメタルゲート化されている。Ｎｉのスパッタ時にゲ
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ート上部をマスクすればメタルゲート化を防止できるが、前記図１９（ｅ）のような構造
にするとゲートの仕事関数も不純物によって変調されるため、本発明を用いることでショ
ットキー障壁高さだけでなくしきい値も同時に調整することができる。
【０１００】
　（第８の実施形態）
　図２０及び図２１は、本発明の第８の実施形態に係わるＦｉｎ型構造を有するＭＩＳ型
電界効果トランジスタを説明するためのもので、それぞれ（ａ）は斜視図、（ｂ）は水平
断面図、（ｃ）は垂直断面図である。
【０１０１】
　図２０及び図２１において、１０１０はシリコン基板、１０１１は埋め込み絶縁膜、１
０１２はチャネルを成す半導体層、１０１３はゲート絶縁膜、１０１４はゲート電極、１
０１６はソース・ドレイン電極、１０１７はソース・ドレイン電極１０１６のチャネルと
の界面近傍領域である。
【０１０２】
　このように、本発明をＦｉｎ型構造に対して適用した場合には、図２０（ｂ）及び図２
１（ｂ）の水平断面図から分かるように、ソース・ドレイン電極の底面が存在しない形状
を実現することができるため、底面のリークを激減できることである。従って、ゲートオ
ールアラウンド型にすれば、底面のリークを完全に無くすることも可能である。また、図
１４に示したようなＳＯＩ上の素子以外にも、通常の基板上に素子を形成した際の素子性
能を向上できる。
【０１０３】
　図２２～図２５は、Ｆｉｎ型ＦＥＴ構造を持つＭＩＳ型電界効果トランジスタの製造工
程を示す図である。（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）の矢視断面図、（ｃ）は（ａ）の矢
視断面図、（ｄ）は斜視図である。上記実施形態中では、単純化のためＦｉｎの本数は１
本としたが、実際に使用する際には、ここで示されるような複数のＦｉｎを持ったトラン
ジスタも作ることが可能である。
【０１０４】
　まず、図２２に示すように、ＳＯＩ基板１０００上に公知の技術により素子分離領域（
図示せず）、チャネル領域（Ｆｉｎ）となるシリコン層１０１２、ゲート酸化膜（図示せ
ず）、を形成する。
【０１０５】
　次いで、図２３に示すように、ポリシリコン膜を堆積後、パターニングしてゲート電極
１０１４を形成する。必要ならば，さらにここでポスト酸化を行う。次いで、窒化シリコ
ン膜などを減圧化学的気相堆積（ＬＰ－ＣＶＤ）法などによって堆積し、ＲＩＥ法などに
よってゲート側壁窒化シリコン膜を作製しておくと、ゲートとソース・ドレインのブリッ
ジングを防止しやすい（図示せず）。
【０１０６】
　次いで、図２４に示すように、不純物をイオンインプランテーションし、活性化するこ
とで不純物領域１０１８を形成する。次いで、図２５に示すように、スパッタ法などによ
りＮｉ膜をスパッタした後、加熱処理をすることで、シリサイデーション反応が起こり、
ＮｉＳｉからなるソース・ドレイン電極１０１６及びＮｉＳｉからなるゲート電極１０１
４’が形成される。さらに、このとき、不純物領域中の不純物が界面に偏析を起こし、ソ
ース・ドレイン電極１０１６中に前記図１４に示したような不純物領域が形成される。最
後に未反応のＮｉを除去すればＦｉｎＦＥＴ構造が完成する。
【０１０７】
　（変形例）
　なお、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。
【０１０８】
　実施形態では、半導体基板材料としてＳｉを用いたが、必ずしもＳｉに限るものではな
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く、カーボン（Ｃ），シリコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ），ゲルマニウム（Ｇｅ），シリ
コンカーバイド（ＳｉＣ），ガリウム砒素（ＧａＡｓ），窒化アルミニウム（ＡｌＮ）を
用いることが可能である。さらに、第１の半導体領域と第２の半導体領域は必ずしも逆導
電型である必要はなく、不純物濃度の異なる同一導電型であっても良い。
【０１０９】
　また、基板材料の面方位は必ずしも（１００）面に限るものではなく、（１１０）面或
いは（１１１）面等を適宜選択することができる。また本発明は、Ｆｉｎ型構造やダブル
ゲート構造などの三次元型も含み、あらゆるＭＩＳ型電界効果トランジスタに対して適用
が可能である。
【０１１０】
　また、本発明の本質は、ソース・ドレイン電極のショットキー障壁高さを不純物によっ
て変調することにある。従って、ゲート電極とソース・ドレイン電極のオーバーラップも
しくはオフセット、電極がチャネル長方向となす角度、位置等は自由に設計してよい。
【０１１１】
　また、実施形態ではソース・ドレイン電極が埋め込み酸化膜に接して形成されていたが
、必ずしもそのようにする必要はなく、図２６～図２８に示すように離して形成しても良
い。なお、図２６中の６１０～６１７、図２７中の７１０～７１７、図２８中の８１０～
８１７は図１４中の２１０～２１７にそれぞれ相当している。このようにすることで、ゲ
ート電界の強さが充分であれば、前記図１４の構造よりもコンタクト抵抗を低減すること
ができる。逆に、せり上げたソース・ドレイン形状である必要もなく、その場合、せり上
げ工程を省略できる。
【０１１２】
　また、実施形態ではＳＯＩ基板を用いたが、バルク基板上に素子を作製しても問題ない
。この場合、電極底面からのリークが問題になる場合は、図２９に示すように、キャリア
と同タイプの不純物層９１７を形成すると良い。なお、図２９中の９１０～９１７は図１
４中の２１０～２１７にそれぞれ相当している。さらに、基板に歪みＳｉなどのショット
キー障壁変調が期待される材料を用いることで、本発明の効果を増強することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】第１の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構造を示す断面図
。
【図２】第１の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構造を示す断面図
。
【図３】不純物濃度と障壁低減レベルとの関係を示す特性図。
【図４】不純物濃度と空乏層幅との関係を示す特性図。
【図５】電極表面からの距離とＡｓ濃度との関係を示す特性図。
【図６】スパッタ厚みと不純物層の厚さ及びピークＡｓ濃度との関係を示す特性図。
【図７】偏析接合形成法の原理を説明するための模式図。
【図８】第１の実施形態によるトランジスタのＶｇ－Ｉｄ特性を従来素子と比較して示す
図。
【図９】第２の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの製造工程を示す断面図
。
【図１０】第２の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの製造工程を示す断面
図。
【図１１】第３の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構造を示す断面
図。
【図１２】第４の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構造を示す断面
図。
【図１３】第５の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構造を示す断面
図。
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【図１４】第６の実施の形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構造を示す断
面図。
【図１５】ソース・ドレインにＮｉＳｉを用いた素子構造を示す断面図。
【図１６】ソース・ドレイン部のＮｉ及びＢのＳＩＭＳプロファイルの実測値を示す図。
【図１７】ソース・ドレイン部のショットキーダイオードについて、逆バイアス下で実測
した電流電圧特性を示す図。
【図１８】第７の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの製造工程を示す断面
図。
【図１９】第７の実施形態に係わるＭＩＳ型電界効果トランジスタの製造工程を示す断面
図。
【図２０】第８の実施形態に係わるＦｉｎ構造のＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構
造を示す斜視図と断面図。
【図２１】第８の実施形態に係わるＦｉｎ構造のＭＩＳ型電界効果トランジスタの素子構
造を示す斜視図と断面図。
【図２２】Ｆｉｎ構造のＭＩＳ型電界効果トランジスタの製造工程を示す図。
【図２３】Ｆｉｎ構造のＭＩＳ型電界効果トランジスタの製造工程を示す図。
【図２４】Ｆｉｎ構造のＭＩＳ型電界効果トランジスタの製造工程を示す図。
【図２５】Ｆｉｎ構造のＭＩＳ型電界効果トランジスタの製造工程を示す図。
【図２６】本発明の変形例を示す素子構造断面図。
【図２７】本発明の変形例を示す素子構造断面図。
【図２８】本発明の変形例を示す素子構造断面図。
【図２９】本発明の変形例を示す素子構造断面図。
【符号の説明】
【０１１４】
　１０，２０，３０，４０…シリコン基板
　１１，３１，４１…埋め込み絶縁膜
　１２，２２，３２，５２…ｐ型半導体層（第１の半導体領域）
　１３，２３，３３，５３…ｎ+ 型半導体層（第２の半導体領域）
　１４，２４，３４，５４，６４…ソース・ドレイン電極
　１５，２５，３５，５５，６５…ゲート絶縁膜
　１６，２６，３６，５６，６６…ゲート電極
　２７…側壁絶縁膜
　２８…ＨＡＬＯ領域
　２９…高濃度不純物層
　４３…素子分離領域
　６２…ｎ型半導体層（第３の半導体領域）
　１１０，２１０，５１０，１０１０…シリコン基板
　１１１，２１１，５１１，１０１１…埋め込み絶縁膜
　１１２，２１２，５１２，１０１２…チャネル領域
　１１３，２１３，５１３，１０１３…ゲート絶縁膜
　１１４，２１４，５１４，１０１４…ゲート電極
　１１６，２１６，５１６，１０１６…ソース・ドレイン電極
　１１５，２１５，５１５…側壁絶縁膜
　１１７…界面
　２１７，５１７，１０１７…界面近傍領域
　５１８，１０１８…不純物領域
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