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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）構造体であって、
　半導体基板と、
　前記半導体基板の１つの領域上に配置された少なくとも１つのｎＭＯＳデバイスと、
　前記半導体基板の別の領域上に配置された少なくとも１つのｐＭＯＳデバイスとを備え
、
　前記少なくとも１つのｎＭＯＳデバイスは、４．２ｅＶ未満の仕事関数を有する少なく
とも低仕事関数の元素状金属と、その場金属キャッピング層とを含むゲート・スタックを
含み、
　前記少なくとも１つのｐＭＯＳデバイスは、４．９ｅＶより大きい仕事関数を有する少
なくとも高仕事関数の元素状金属と、金属キャッピング層とを含むゲート・スタックを含
み、
　表面酸化物層が、前記ｐＭＯＳデバイスの前記高仕事関数の元素状金属と前記金属キャ
ッピング層との間に存在し、前記ｎＭＯＳデバイスの前記低仕事関数の元素状金属と前記
その場金属キャッピング層との間には存在しない、ＣＭＯＳ構造体。
【請求項２】
　前記ｎＭＯＳデバイス及び前記ｐＭＯＳデバイスは、前記半導体基板と前記高仕事関数
及び低仕事関数の元素状金属との間に配置された同じゲート誘電体層を含む、請求項１に
記載のＣＭＯＳ構造体。
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【請求項３】
　前記ｎＭＯＳデバイス及び前記ｐＭＯＳデバイスは、前記半導体基板と前記高仕事関数
及び低仕事関数の元素状金属との間に配置された異なるゲート誘電体層を含む、請求項１
に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項４】
　前記半導体基板と前記高仕事関数及び低仕事関数の元素状金属との間のゲート誘電体層
をさらに備え、前記ゲート誘電体層は、酸化物、酸窒化物、窒化物、金属シリケート、窒
化金属シリケート、又はそれらの多層構造を含む、請求項１に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項５】
　前記ゲート誘電体層は、ＳｉＯ２、窒化ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＯＮ、４．０より
大きい誘電率を有する高ｋ絶縁体、又はそれらの多層構造である、請求項４に記載のＣＭ
ＯＳ構造体。
【請求項６】
　前記ゲート誘電体層は、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｌａ２Ｏ３、Ｓ
ｒＴｉＯ３、ＬａＡｌＯ３、ＣｅＯ２、Ｙ２Ｏ３及びそれらの混合物からなる群から選択
される高ｋゲート誘電体である、請求項５に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項７】
　前記ゲート誘電体層は、ＳｉＯ２、又はＳｉＯ２及びＨｆＯ２を含むスタックである、
請求項４に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項８】
　前記ゲート誘電体と前記高仕事関数及び低仕事関数の元素状金属との間の金属安定化層
をさらに備える、請求項４に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項９】
　前記金属安定化層は、３０Å未満の厚さを有し、ＴｉＮ、ＴａＳｉＮ、ＴａＳｉ、Ｔａ
Ｎ及びＨｆＳｉからなる群から選択される、請求項８に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１０】
　両方の前記金属キャッピング層は、金属窒化物又は金属シリサイドを含み、前記金属は
、元素周期表のＩＶＢ族又はＶＢ族からのものである、請求項１に記載のＣＭＯＳ構造体
。
【請求項１１】
　前記ｎＭＯＳデバイスは、ＳｉＯ２及びＨｆＯ２を含有する誘電体スタック、前記低仕
事関数の元素状金属としてのＴｉ、及び前記その場金属キャッピング層としてのＴｉＮを
含む、請求項１に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１２】
　相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）構造体であって、
　半導体基板と、
　前記半導体基板の１つの領域上に配置された少なくとも１つのｎＭＯＳデバイスと、
　前記半導体基板の別の領域上に配置された少なくとも１つのｐＭＯＳデバイスとを備え
、
　前記少なくとも１つのｎＭＯＳデバイスは、前記半導体基板の表面上に配置された第１
の界面層と、前記第１の界面層上に配置された３ｎｍ未満の厚さを有する第１の誘電体層
と、前記第１の誘電体層上に配置された４．２ｅＶ未満の仕事関数および５ｎｍ未満の厚
さを有する低仕事関数の元素状金属と、前記低仕事関数の元素状金属上に配置された第１
の金属キャッピング層とを含む第１のゲート・スタックを含み、
　前記少なくとも１つのｐＭＯＳデバイスは、４．９ｅＶより大きい仕事関数を有する少
なくとも高仕事関数の元素状金属と、前記高仕事関数の元素状金属上に配置された第２の
金属キャッピング層とを含む第２のゲート・スタックを含み、
　表面酸化物層が、前記ｐＭＯＳデバイスの前記高仕事関数の元素状金属と前記第２の金
属キャッピング層との間に存在し、前記ｎＭＯＳデバイスの前記低仕事関数の元素状金属
と前記第１の金属キャッピング層との間には存在しない、ＣＭＯＳ構造体。
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【請求項１３】
　前記少なくとも１つのｐＭＯＳデバイスは、前記半導体基板の表面上に配置された第２
の界面層と、前記第２の界面層と前記高仕事関数の元素状金属との間に配置された第２の
誘電体層とをさらに含む、請求項１２に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１４】
　前記第１の界面層および前記第２の界面層の少なくとも一方はＳｉＯ２からなり、前記
第１の誘電体層および前記第２の誘電体層の少なくとも一方はＨｆＯ２からなる、請求項
１３に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１５】
　前記第１の誘電体層および前記第２の誘電体層は、ＳｉＯ２、窒化ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ

４、ＳｉＯＮ、４．０より大きい誘電率を有する高ｋ絶縁体、又はそれらの多層構造であ
る、請求項１３に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１６】
　前記第１の誘電体層および前記第２の誘電体層は、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、
ＴｉＯ２、Ｌａ２Ｏ３、ＳｒＴｉＯ３、ＬａＡｌＯ３、ＣｅＯ２、Ｙ２Ｏ３及びそれらの
混合物からなる群から選択される高ｋゲート誘電体である、請求項１３に記載のＣＭＯＳ
構造体。
【請求項１７】
　前記第１の誘電体層と前記低仕事関数の元素状金属との間、および　前記第２の誘電体
層と前記高仕事関数の元素状金属との間の少なくとも１方に金属安定化層をさらに備え、
　前記金属安定化層は、３０Å未満の厚さを有し、ＴｉＮ、ＴａＳｉＮ、ＴａＳｉ、Ｔａ
Ｎ及びＨｆＳｉからなる群から選択される、請求項１３に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１８】
　前記低仕事関数の元素状金属は、Ｔｉ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｎｂ、Ｚｒ、又はＶを含む、請求
項１または１２に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１９】
　前記高仕事関数の元素状金属は、Ｒｅ、Ｒｕ、Ｗ、又はＩｒを含む、請求項１８に記載
のＣＭＯＳ構造体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）構造体及びその形成方法に関する。よ
り特定的には、本発明は、低仕事関数の金属／金属窒化物二重層スタックを含有するｎＭ
ＯＳデバイスと、高仕事関数の金属／金属窒化物二重層スタックを含有するｐＭＯＳデバ
イスとを含むＣＭＯＳ構造体であって、ｎＭＯＳスタック及びｐＭＯＳスタックの両方が
、従来の高温の自己整合されたＣＭＯＳ処理の間に安定したままである、ＣＭＯＳ構造体
を提供するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体技術分野の当業者には周知のように、トランジスタは、集積回路（ＩＣ）の主要
な構成要素である。現代のＩＣは、多様な機能を実行する、何百万もの密集して構成され
たトランジスタを相互接続する。この密集パック構成を達成するために、トランジスタの
物理的寸法は、一般的に、ミクロン以下のレジームまでスケーリングされる。通常、ミク
ロン以下のレジームにおいて用いられるトランジスタは、一般的にポリシリコン・ゲート
を含む。しかしながら、ポリシリコン・ゲートは、ポリシリコン・ゲートに適用された電
界がキャリア（ｐ型にドープされたポリシリコンにおける正孔、又は、ｎ型にドープされ
たポリシリコンにおける電子）を除去し、トランジスタの下にあるゲート誘電体付近のポ
リシリコン・ゲートの領域においてキャリアの空乏を生じさせるポリシリコンの空乏効果
のために、デバイス性能の低下を来たすことがある。この空乏効果により、電圧がポリシ
リコン・ゲート電極に印加されたとき、ＣＭＯＳデバイスの表面の電界の強さが低下し、



(4) JP 5089576 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

このことがトランジスタ性能に悪影響を有することがある。
【０００３】
　ミクロン以下のトランジスタの性能を改善する１つの提案される方法は、従来のポリシ
リコン・ゲートの代わりに金属ゲートを使用することである。従来のポリシリコン・ゲー
トを金属又は金属合金ゲート電極と置き換えることによりポリシリコンの空乏効果は排除
されるが、こうした金属ゲートの使用に関連した問題が依然として存在する。直面する１
つの問題は、金属ゲートからのキャリアが、下にあるゲート誘電体材料の中に拡散し、デ
バイスの短絡を引き起こし得ることである。
【０００４】
　金属ゲートを用いる際に直面する別の問題は、金属ゲートｐ－チャネル・トランジスタ
及び金属ゲートｎ－チャネル・トランジスタの仕事関数が、ポリシリコン・ゲートのｐ－
チャネル・トランジスタ及びｎ－チャネル・トランジスタの仕事関数にマッチしないとい
う、仕事関数のミスマッチである。ＣＭＯＳデバイスにおいては、一般に、２つの異なる
仕事関数値（すなわち、材料の価電子帯又は伝導帯の近くにあり得る半導体のエネルギー
準位）を有する、２つの異なるタイプのゲート電極、すなわちｎ－チャネル・ゲート電極
及びｐ－チャネル・ゲート電極が存在することが良く知られている。仕事関数値は、典型
的には、ｎ－チャネル電極及びｐ－チャネル電極について、それぞれ４．１電子ボルト（
ｅＶ）及び５．２電子ボルト（ｅＶ）であり、これらの値は、通常、ｎ型又はｐ型のいず
れかとなるようにポリシリコンにドープすることによって形成される。
【０００５】
　対照的に、前に提案された金属ゲート電極は、ゲート電極の両方のチャネルのために、
ｐ－チャネル及びｎ－チャネルの仕事関数範囲の中心（例えば、４．７ｅＶ）に配置され
た仕事関数をもつ、１つのタイプの金属を用いることに焦点を当てていた。このミッド・
ギャップ仕事関数手法の欠点は、このタイプの金属ゲート・デバイスは、デバイス性能の
低下を招くことなく、トランジスタの「オン」状態及び「オフ」状態を決定する電圧の量
である、所望の小さい閾値電圧を容易に達成することができないことである。
【０００６】
　従来型のＣＭＯＳトランジスタにおいて現在用いられているｎ＋ポリシリコン・ゲート
と置き換えるために、ミッド・ギャップ範囲を下回る、すなわち４．２ｅＶ未満の仕事関
数を有する低仕事関数の金属ゲートが、デュアル金属ＣＭＯＳに必要とされる。同様に、
ミッド・ギャップ範囲を上回る、すなわち４．９ｅＶより大きい仕事関数をもつ高仕事関
数の金属ゲートが、ｐ＋ポリシリコン・ゲートの代替品として必要とされる。低仕事関数
を有する周知のバンドエッジｎ－電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）金属ゲート（例えば、
Ｔｉ、Ｖ及びＺｒといった金属を含む）は、標準的な高温の自己整合されたＣＭＯＳプロ
セスを経た後、本質的に安定していない。「高温」とは、５５０℃又はそれより高い温度
を意味する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　低仕事関数金属のこの不適切な熱安定性のために、ｎＦＥＴ仕事関数及びｐＦＥＴ仕事
関数の両方を適正にするために用いることができるゲート・スタックを有するＣＭＯＳ構
造体を提供する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、低仕事関数の元素状金属の熱的不安定性の問題を回避し、よってこれをｎＭ
ＯＳデバイスに組み込むことを可能にする材料層を含む、ｐＭＯＳデバイス及びｎＭＯＳ
デバイスを含む相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）構造体に関する。具体的には、大ま
かに言うと、本発明のＣＭＯＳ構造体は、
　半導体基板と、
　半導体基板の１つの領域上に配置された少なくとも１つのｎＭＯＳデバイスと、
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　半導体基板の別の領域上に配置された少なくとも１つのｐＭＯＳデバイスと、
を含み、少なくとも１つのｎＭＯＳデバイスは、４．２ｅＶ未満の仕事関数を有する少な
くとも低仕事関数の元素状金属と、その場金属キャッピング層とを含むゲート・スタック
を有し、少なくとも１つのｐＭＯＳデバイスは、４．９ｅＶより大きい仕事関数を有する
少なくとも高仕事関数の元素状金属と、金属キャッピング層とを含むゲート・スタックを
含む。
【０００９】
　本発明のＭＯＳデバイスの各々はまた、金属電極の下に配置されたゲート誘電体と、金
属キャッピング層の上に配置されたポリシリコン・カプセル化層とを含む。誘電体層は、
ｎＭＯＳデバイス及びｐＭＯＳデバイスについて同じ絶縁材料又は異なる絶縁材料とする
ことができる。
【００１０】
　本発明によれば、ｎＭＯＳデバイス及びｐＭＯＳデバイスの両方のゲート・スタックが
、整合された垂直方向の側壁を有する。
【００１１】
　本発明のｎＭＯＳデバイスにおいては、低仕事関数金属及び金属キャッピング層が、堆
積物の間の真空が破られないような方法で形成される。ｐＭＯＳデバイスの場合には、高
仕事関数金属は、金属キャッピング層の堆積前に環境に露出されるか又は酸化される。こ
の目的は、高仕事関数金属と高ｋ誘電体との間の界面において典型的に存在する酸素空格
子を補償するために、十分な酸素を高仕事関数金属に与えることである。
【００１２】
　本発明はまた、
　半導体基板と、
　半導体基板の表面上に配置された界面層と、
　界面層上に配置された５ｎｍ未満の厚さを有する誘電体層と、
　誘電体層の上の金属層であって、該金属層は３ｎｍ未満の厚さを有し、該厚さは界面に
影響を与える、金属層と、
　金属を保護する金属キャッピング層と
を含む制御された界面層を有する半導体構造体にも関する。
【００１３】
　界面層は、Ｓｉ酸化物又は酸窒化物層であり、その厚さは、特定のＴｉについて表１に
示されるように、誘電体層の上にある低仕事関数金属の厚さによって制御され、電気的反
転厚は、Ｔｉ層の厚さの増大に伴って減少する。低仕事関数金属は、それらが容易に酸化
されるので、界面酸化物「除去」層として働き、そのため、低仕事関数金属の厚さが増大
すると、より多くの酸素が界面から除去され、積極的にスケーリングされたデバイスがも
たらされる。低仕事関数金属の厚さを＜３ｎｍに制限することにより、チャネル電子移動
度及びデバイスの性能にとって重要な、幾らかの界面ＳｉＯ２の存在が保証される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　ｎＭＯＳゲート電極としての低仕事関数の元素状金属／金属キャッピング二重層と、ｐ
ＭＯＳゲート電極としての高仕事関数の元素状金属／金属キャッピング二重層とを含むＣ
ＭＯＳ構造体、及びその構造体の形成方法を提供する本発明が、ここで、以下の説明及び
本出願に添付する図面を参照して、より詳細に説明される。本出願の図面は、例証のため
に与えられるものであり、よって、これらは縮尺通りに描かれていないことが留意される
。
【００１５】
　本発明によれば、ｐＦＥＴデバイスを完全に又は部分的に形成する前に、或いは形成し
た後に、本発明のｎＭＯＳゲート電極を含むｎＦＥＴデバイスを完全に又は部分的に形成
することができる。本発明においては、ＦＥＴデバイスの一方（例えば、第２デバイス）
が後で形成される基板の部分の上に、従来のブロック・マスクが従来のブロック・マスク



(6) JP 5089576 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

が形成され、次に、反対の導電性の他方のデバイス（例えば、第１デバイス）が、ブロッ
ク・マスクを含まない基板の部分内に形成される。第１デバイスを部分的に又は完全に製
造した後に、ブロック・マスクが除去され、別のブロック・マスクが、常にではないが、
第１デバイスを含む基板の部分上に形成される。次いで、第２デバイスが、第１デバイス
を含まない基板の部分上に部分的に又は完全に形成される。
【００１６】
　本発明においては、最初のブロック・マスクは、基板の表面上に直接、又は、基板の上
に形成されたゲート誘電体の上に形成することができる。第１の例は、第１及び第２のＦ
ＥＴデバイス内のゲート誘電体が異なる場合を考慮し、第２の例は、第１ＦＥＴデバイス
及び第２ＦＥＴデバイスの両方においてゲート誘電体が同じである場合を考慮する。
【００１７】
　特定の実施形態においては、ＦＥＴ（ｎＦＥＴ又はｐＦＥＴのいずれか）の金属ゲート
・スタックの一方の堆積後に、適切なスタックが残されるべきデバイス領域の上に従来の
ブロック・マスクが形成され、すなわち、ｎＦＥＴゲート・スタックが全ウェハのゲート
誘電体上に堆積され、次に、ブロック・マスクがウェハのｎＦＥＴ領域の上に形成される
。このブロック・マスクをエッチング・マスクとして用いて、この金属ゲート・スタック
は、第２ＦＥＴゲート・スタックが堆積されることになる領域からエッチングにより除去
される。第２スタックの堆積前に、ブロック・マスクは、当業者には周知の湿式化学処理
（第１ＦＥＴゲート・スタックに対して選択的な）によって除去される。これに続いて、
第２金属ＦＥＴゲート・スタックが、第１ゲート・スタックがエッチングにより除去され
た領域上に、かつ、第１ゲート・スタックが適切に残される領域内の第１ゲート・スタッ
クの上に部分的に又は完全に形成される。この実施形態においては、第１ゲート・スタッ
クがｎＦＥＴであるか又はｐＦＥＴであるかについての制限はない。
【００１８】
　例示の目的のために、本発明のｎＦＥＴが最初に説明され、その後ｐＦＥＴが説明され
る。これらを形成する順序は本発明には重要でないため、ｐＦＥＴを形成する前にｎＦＥ
Ｔを形成するこの順序は、制限と解釈すべきではない。
【００１９】
　ｎＦＥＴの形成：ｎＦＥＴの形成は、最初に、半導体基板１０の表面上に、図１（Ａ）
に示されるゲート・スタック１２を形成することで始まり、この構造体は、ｎＦＥＴの形
成が行われることになる基板の部分のみを表す。示されるように、ゲート・スタック１２
は、ゲート誘電体１４、低仕事関数金属１６、金属キャッピング層１８及びポリシリコン
・カプセル化層２０を含む。
【００２０】
　図１（Ａ）に示される構造体の半導体基板１０は、これらに限られるものではないが、
Ｓｉ、Ｇｅ、ＳｉＧｅ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅＣ、Ｇｅ、ＧａＡｓ、ＧａＮ、ＩｎＡｓ、Ｉｎ
Ｐ及び他の全てのＩＩＩ／Ｖ族又はＩＩ／ＶＩ族化合物半導体を含むいずれかの半導体材
料を含む。半導体基板１０はまた、有機半導体、又は、Ｓｉ／ＳｉＧｅ、シリコン・オン
・インシュレータ（ＳＯＩ）、ＳｉＧｅオン・インシュレータ（ＳＧＯＩ）、又はゲルマ
ニウム・オン・インシュレータ（ＧＯＩ）のような層状半導体を含むこともできる。本発
明の幾つかの実施形態においては、半導体基板１０は、Ｓｉ含有半導体材料、すなわちシ
リコンを含む半導体材料からなることが好ましい。半導体基板１０は、ドープされていて
も、又はドープされていなくてもよく、或いは内部にドープ領域と非ドープ領域を含んで
もよい。半導体基板１０は、単一結晶配向を含むことができ、又は異なる結晶配向を有す
る少なくとも２つの同一平面上の表面領域を含むこともできる（後者の基板は、当技術分
野においてはハイブリッド基板と呼ばれる）。ハイブリッド基板が用いられるとき、ｎＦ
ＥＴは、一般に（１００）結晶面上に形成され、ｐＦＥＴは一般に（１１０）結晶面上に
形成される。ハイブリッド基板は、当技術分野において周知の技術によって形成すること
ができる。
【００２１】
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　半導体基板１０はまた、第１ドープ（ｎ－又はｐ－）領域と、第２ドープ（ｎ－又はｐ
－）領域とを含むこともできる。明瞭にするために、ドープ領域は、本出願の図面には具
体的に示されていない。第１ドープ領域及び第２ドープ領域は、同じものであっても、又
は異なる導電率及び／又はドーピング濃度を有するものであってもよい。これらのドープ
領域は、「ウェル」として知られ、従来のイオン注入プロセスを用いて形成される。
【００２２】
　次に、典型的には、少なくとも１つの分離領域（図示せず）が、半導体基板１０内に形
成される。分離領域は、トレンチ分離領域又はフィールド酸化物分離領域とすることがで
きる。トレンチ分離領域は、当業者には周知の従来のトレンチ分離プロセスを用いて形成
される。例えば、トレンチ分離領域を形成するために、リソグラフィ、エッチング及びト
レンチ誘電体によるトレンチの充填を用いることができる。随意的に、トレンチの充填前
に、トレンチ内にライナを形成することができ、トレンチの充填後に緻密化段階を行うこ
とができ、トレンチの充填に続いて平坦化プロセスを行うこともできる。フィールド酸化
物は、いわゆるシリコン局所酸化プロセス（local oxidation of silicon process）を用
いて形成することができる。一般に、少なくとも１つの分離領域が、隣接するゲートが反
対の導電性、すなわちｎＦＥＴ及びｐＦＥＴを有するときに必要とされる分離を、隣接す
るゲート領域間に与えることに留意されたい。隣接するゲート領域は、同じ導電性（すな
わち両方がｎ－型又はｐ－型）を有することができ、代替的に、それらは、異なる導電性
（すなわち、一方がｎ－型で他方がｐ－型）を有することもできる。
【００２３】
　半導体基板１０内に少なくとも１つの分離領域を形成した後、ゲート誘電体１４が、構
造体の表面上に形成される。ゲート誘電体１４は、例えば、酸化又は酸窒化といった熱成
長プロセスによって形成することができる。代替的に、ゲート誘電体１４は、例えば、化
学気相堆積（ＣＶＤ）、プラズマ支援ＣＶＤ、有機金属化学気相堆積（ＭＯＣＶＤ）、原
子層堆積（ＡＬＤ）、蒸着、反応性スパッタリング、化学溶液堆積及び他の同様の堆積プ
ロセスのような堆積プロセスによって形成することができる。ゲート誘電体１４はまた、
上記のプロセスのいずれかの組み合わせを用いて形成することもできる。
【００２４】
　ゲート誘電体１４は、酸化物、酸窒化物、窒化物、金属シリケート、及び／又は窒化金
属シリケートからなる。したがって、例えば、ゲート誘電体１４は、ＳｉＯ２、窒化Ｓｉ
Ｏ２、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＯＮ、高ｋ絶縁体、又はこれらの多層構造を含むことができる。
ここで用いられる「高ｋ」という用語は、４．０より大きい誘電率、好ましくは７．０よ
り大きい誘電率を有する絶縁体を示すように用いられる。具体的には、本発明に用いられ
る高ｋゲート誘電体は、これらに限られるものではないが、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、Ａｌ２

Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｌａ２Ｏ３、ＳｒＴｉＯ３、ＬａＡｌＯ３、ＣｅＯ２、Ｙ２Ｏ３及びこ
れらの混合物を含む。本発明に用いられるゲート誘電体の非常に好ましい例は、ＳｉＯ２

、又は、酸化ハフニウムが誘電体スタックの上部層であり、ＳｉＯ２が界面誘電体層であ
る、ＳｉＯ２及びＨｆＯ２を含むスタックである。
【００２５】
　ゲート誘電体１４の物理的厚さは、変わり得るが、典型的には、ゲート誘電体１４は、
０．５ｎｍから１０ｎｍまでの厚さを有し、０．５ｎｍから３ｎｍまでの厚さがより典型
的である。一実施形態においては、誘電体層１４は、３ｎｍ未満の厚さを有することが好
ましく、この厚さは、下にある界面誘電体層に影響を及ぼす。ゲート誘電体の厚さは、こ
れを３ｎｍよりも厚くすることにより、この誘電体の上にある低仕事関数金属の界面Ｓｉ
酸化物の除去が防止され得るという役割を果たす。
【００２６】
　本発明の幾つかの実施形態においては、低仕事関数金属の堆積前に、３０Å未満の厚さ
を有する金属安定化層（図示せず）を、誘電体層１４の上に形成することができる。金属
安定化層は、ＴｉＮ、ＴａＳｉＮ、ＴａＳｉ、ＴａＮ、又はＨｆＳｉを含む。
【００２７】
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　次に、低仕事関数の元素状金属１６が、ゲート誘電体１４の表面上に形成される。「低
仕事関数」という用語は、本出願の全体を通して、４．２ｅＶ未満の仕事関数、好ましく
は３．８から４．１ｅＶまでの仕事関数を有する元素状金属を示すように用いられる。仕
事関数が「低い」ものとして特徴付けられ、よって、本発明のｎＦＥＴの形成に用い得る
元素状金属は、元素周期表のＩＩＩＢ族、ＩＶＢ族、又はＶＢ族から選択される金属を含
む。したがって、低仕事関数の元素状金属１６は、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、
Ｖ、Ｎｂ、又はＴａを含むことができる。低仕事関数金属１６は、Ｔｉ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｎ
ｂ、又はＶを含むことが好ましく、Ｔｉが最も好ましい。
【００２８】
　低仕事関数の元素状金属１６は、例えば、化学気相堆積（ＣＶＤ）、プラズマ支援ＣＶ
Ｄ、物理気相堆積（ＰＶＤ）、有機金属化学気相堆積（ＭＯＣＶＤ）、原子層堆積（ＡＬ
Ｄ）、蒸着、反応性スパッタリング、化学溶液堆積及び他の同様の堆積プロセスのような
堆積プロセスによって形成することができる。低仕事関数の元素状金属１６はまた、上記
のプロセスのいずれかの組み合わせを用いて形成することもできる。
【００２９】
　低仕事関数の元素状金属１６の物理的厚さは変わり得るが、典型的には、低仕事関数の
元素状金属１６は、０．５ｎｍから５ｎｍまでの厚さを有し、０．５ｎｍから２ｎｍまで
の厚さがより典型的である。
【００３０】
　次に、金属キャッピング層１８が、堆積物間の真空を破ることなく、低仕事関数の元素
状金属１６の表面上に形成される。その堆積物が低仕事関数の元素状金属１６の堆積物と
共にクラスター化された状態で残るので、ｎＦＥＴのために用いられる金属キャッピング
層１８は、その場（ｉｎ－ｓｉｔｕ）金属キャッピング層である。その場金属キャッピン
グ層１８は、金属窒化物又は金属シリコン窒化物を含み、（ａ）環境から低仕事関数の元
素状金属を保護し、（ｂ）雰囲気酸素に対する拡散障壁として働き、（ｃ）低仕事関数層
とポリシリコン・キャッピング層の反応を防止する機能を提供する。金属キャッピング層
１８の金属成分は、元素周期表のＩＶＢ族又はＶＢ族からの金属を含むことができる。し
たがって、金属キャッピング層１８は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、又はＴａを含むこ
とができ、Ｔｉ又はＴａが非常に好ましい。一例として、金属キャッピング層１８は、Ｔ
ｉＮ、ＴａＳｉＮ、ＴｉＡｌＮ、又はＴａＡｌＮを含むことが好ましい。
【００３１】
　その場金属キャッピング層１８は、低仕事関数の元素状金属１６と同じ又は異なる堆積
プロセスを用いて形成される。重要なことは、使用される堆積のタイプではなく、金属キ
ャッピング層１８の堆積物が低仕事関数の元素状金属１６の堆積物と共にクラスター化さ
れた状態で残ることである。
【００３２】
　その場金属キャッピング層１８の物理的厚さは変わり得るが、典型的には、金属キャッ
ピング層１８は、５ｎｍから３０ｎｍまでの厚さを有し、５ｎｍから１０ｎｍまでの厚さ
がより典型的である。
【００３３】
　本発明は、低仕事関数金属の厚さを変えることによって、界面をスケーリングし、かつ
、デバイスのＶｔを調節する能力を可能にすることが観察される。
【００３４】
　金属キャッピング層１６の表面上にポリシリコン・カプセル化層２０を形成することに
よって、図１（Ａ）に示されるゲート・スタック１２が完成される。ポリシリコン・カプ
セル化層２０は、例えばＣＶＤ（Ｓｉ源としてシラン又はジシランのいずれかを用いる）
又はＰＶＤのような従来の堆積プロセスを用いて形成することができる。ポリシリコン・
カプセル化層２０の厚さは、変わり得るが、典型的には、説明の目的のために、ポリシリ
コン・カプセル化層２０は、７０ｎｍから１００ｎｍまでの厚さを有する。
【００３５】
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　次に、図１（Ｂ）に示されるように、図１（Ａ）に示される構造体がパターン形成され
、少なくとも１つのパターン形成されたゲート・スタック１２’を半導体基板１０の表面
上に形成する。パターン形成されたゲート・スタック１２’は、リソグラフィ及びエッチ
ングによって形成される。リソグラフィ・ステップは、レジスト（図示せず）をゲート・
スタック１２に適用し、レジストを所望の放射パターンに露光させ、従来のレジスト現像
剤を用いて露光されたレジストを現像することを含む。エッチング・ステップは、１つ又
は複数の乾式エッチング（反応性イオン・エッチング、イオン・ビーム・エッチング、又
はプラズマ・エッチング）、化学湿式エッチング、又はそれらの組み合わせを含むことが
できる。
【００３６】
　本発明のこの時点で、又はｐＦＥＴの形成後に、少なくとも１つのスペーサ（図示せず
）が、常にとは限らないが、典型的に、各々のパターン形成されたゲート・スタック１２
’の露光された側壁上に形成される。少なくとも１つのスペーサは、酸化物、窒化物、酸
窒化物、及び／又はそれらのいずれかの組み合わせのような絶縁体からなる。少なくとも
１つのスペーサは、堆積及びエッチングによって形成される。
【００３７】
　少なくとも１つのスペーサの幅は、ソース及びドレイン・シリサイド・コンタクト（後
に形成される）がパターン形成されたゲート・スタックの縁部の下に侵入しないように、
十分に広いものでなければならない。典型的には、ソース／ドレイン・シリサイドは、少
なくとも１つのスペーサが、２０ｎｍから８０ｎｍまでの底部で測定された幅を有すると
き、パターン形成されたゲート・スタックの縁部の下に侵入しない。
【００３８】
　パターン形成されたゲート・スタック１２’に熱酸化、窒化、又は酸窒化プロセスを行
うことによって、本発明のこの時点において、パターン形成されたゲート・スタック１２
’を不動態化させる（passivate）ことができる。不動態化ステップは、ゲート・スタッ
クの周りに不動態化材料の薄層を形成するものである。このステップは、前のスペーサ形
成ステップの代わりに、又はこれと共に用いることができる。スペーサ形成ステップと共
に用いられるとき、スペーサの形成は、ゲート・スタックの不動態化プロセスの後に行わ
れる。
【００３９】
　次に、ソース／ドレイン拡散領域（スペーサが存在する、又は存在しない）が、基板内
に形成される。同じく図示されていないソース／ドレイン拡散領域が、イオン注入及びア
ニール・ステップを用いて形成される。アニール・ステップは、前の注入ステップによっ
て注入されたドーパントを活性化させるように働く。イオン注入及びアニールのための条
件は、当業者には周知である。ソース／ドレイン拡散領域はまた、従来のエクステンショ
ン注入（extension implant）を用いてソース／ドレイン注入の前に形成されるエクステ
ンション注入領域を含むこともできる。エクステンション注入の後に、活性化アニールを
行ってもよく、代替的に、同じ活性化アニール・サイクルを用いて、エクステンション注
入及びソース／ドレイン注入の間に注入されたドーパントを活性化させることもできる。
ここでは、ハロ注入も考慮される。
【００４０】
　上記の処理ステップは、図１（Ｂ）に示されるＣＭＯＳ構造体を形成する。シリサイド
化されたコンタクト（ソース／ドレイン及びゲート）の形成、並びに、当業者に周知の処
理ステップを用いて形成することができる金属相互接続部を用いるＢＥＯＬ（バック・エ
ンド・オブ・ザ・ライン）相互接続レベルの形成のような更なるＣＭＯＳ処理は、例えば
、ｎＦＥＴ及びｐＦＥＴなどの両方のＦＥＴデバイスが形成された後に行うことができる
。
【００４１】
　ｐＦＥＴの形成：ｐＦＥＴの形成は、最初に、半導体基板１０の表面上に、図２（Ａ）
に示されるゲート・スタック５２を形成することで始まり、この構造体は、ｐＦＥＴの形
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成が行われることになる基板の部分のみを表す。示されるように、ゲート・スタック５２
は、ゲート誘電体１４、高仕事関数金属５４、金属キャッピング層１９及びポリシリコン
・カプセル化層２０を含む。
【００４２】
　図２（Ａ）に示される構造体の半導体基板１０は、ｎＦＥＴが形成された実施形態につ
いて説明されたものと同じである。
【００４３】
　次に、ｎＦＥＴについての実施形態において説明されたものと同じ又は異なる材料から
なることができるゲート誘電体１４が、構造体の表面上に形成される。ゲート誘電体１４
は、前述のように形成することができ、その物理的厚さもまた、前述の範囲内である。本
発明のｐＦＥＴを形成するのに用いられるゲート誘電体の非常に好ましい例は、ＳｉＯ２

、又は、酸化ハフニウムが誘電体スタックの上部層であり、ＳｉＯ２が界面誘電体層であ
る、ＳｉＯ２及びＨｆＯ２を含むスタックである。
【００４４】
　本発明の幾つかの実施形態においては、高仕事関数金属の堆積前に、誘電体層１４の上
に１０Å未満の厚さを有する金属安定化層（図示せず）を形成することができる。金属安
定化層は、ＴｉＮ、ＴａＳｉＮ、ＴａＳｉ、又はＴａＮを含む。
【００４５】
　次に、ゲート誘電体の表面上に、高仕事関数の元素状金属５４が形成される。「高仕事
関数」という用語は、本出願の全体を通して、４．９ｅＶより大きい仕事関数、好ましく
は５．０ｅＶから５．２ｅＶまでの仕事関数を有する元素状金属を示すように用いられる
。仕事関数が「高い」ものとして特徴付けられ、よって、本発明のｐＦＥＴを形成するの
に用い得る元素状金属は、元素周期表のＶＩＢ族、ＶＩＩＢ族、又はＶＩＩＩ族から選択
される金属を含む。したがって、高仕事関数の元素状金属５４は、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｍｎ
、Ｔｃ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｎｉ、Ｐｄ、又はＰｔを含むこと
ができる。高仕事関数の元素状金属５４は、Ｒｅ、Ｒｕ、Ｗ、又はＩｒの１つを含むこと
が好ましい。
【００４６】
　高仕事関数の元素状金属５４は、例えば、化学気相堆積（ＣＶＤ）、プラズマ支援ＣＶ
Ｄ、物理気相堆積（ＰＶＤ）、有機金属化学気相堆積（ＭＯＣＶＤ）、原子層堆積（ＡＬ
Ｄ）、蒸着、反応性スパッタリング、化学溶液堆積及び他の同様の堆積プロセスのような
堆積プロセスによって形成することができる。高仕事関数の元素状金属５４はまた、上記
のプロセスのいずれかの組み合わせを用いて形成することもできる。
【００４７】
　高仕事関数の元素状金属５４の物理的厚さは変わり得るが、典型的には、高仕事関数の
元素状金属５４は、２ｎｍから２０ｎｍまでの厚さを有し、２ｎｍから１０ｎｍまでの厚
さがより典型的である。
【００４８】
　次に、金属キャッピング層１９が、堆積物間の真空を破ることなく、高仕事関数の元素
状金属５４の表面上に形成される。その堆積物が高仕事関数の元素状金属５４の堆積物に
対してクラスター化されないので、金属キャッピング層１９は、ｎＦＥＴ形成の場合とは
異なる。ｐＦＥＴを形成する際、金属キャッピング層１９を堆積する前に、高仕事関数の
元素状金属５４が、環境に露出されるか又は酸化されることが非常に望ましい。高仕事関
数の元素状金属５４の堆積物に金属キャッピング層１９の堆積物をクラスター化しない理
由は、高仕事関数／誘電体界面に存在する酸素空格子を補償するために、構造体内に十分
な酸素を与えるべきであることである。このステップは、高仕事関数の元素状金属５４上
に薄い（約２ｎｍ未満のオーダーの）表面酸化物層（図示せず）を形成する。
【００４９】
　酸化プロセスが用いられるとき、５０℃から４００℃までの温度で加熱しながら、この
ように堆積された高仕事関数の元素状金属５４を含む構造体を、酸素を含む環境に露出さ
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せる。酸化プロセスの時間は、変えることができ、その時間が前述の機能を実行するのに
十分なものである限り、本発明には重要ではない。
【００５０】
　金属キャッピング層１９は、金属窒化物又は金属シリコン窒化物を含む。金属キャッピ
ング層１９の金属成分は、元素周期表のＩＶＢ族又はＶＢ族からの金属を含むことができ
る。したがって、金属キャッピング層１９は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、又はＴａを
含むことができ、Ｔｉ又はＴａが非常に好ましい。一例として、金属キャッピング層１９
は、ＴｉＮ、ＴａＳｉＮ、ＴｉＡｌＮ、又はＴａＡｌＮを含むことが好ましい。
【００５１】
　金属キャッピング層１９は、高仕事関数の元素状金属５４のものと同じ又は異なる堆積
プロセスを用いて形成される。重要なことは、使用される堆積のタイプではなく、金属キ
ャッピング層１９の堆積物が高仕事関数の元素状金属５４の堆積物と共にクラスター化さ
れないことである。
【００５２】
　金属キャッピング層１９の物理的厚さは変わり得るが、典型的には、金属キャッピング
層１９は、５ｎｍから３０ｎｍまでの厚さを有し、５ｎｍから１０ｎｍまでの厚さがより
典型的である。
【００５３】
　金属キャッピング層１９の表面上にポリシリコン・カプセル化層２０を形成することに
よって、図２（Ａ）に示されるゲート・スタック５２が完成される。ポリシリコン・カプ
セル化層２０は、前述のように形成することができ、その厚さを前述の範囲内とすること
もできる。
【００５４】
　次に、図２（Ｂ）に示されるように、図２（Ａ）に示される構造体がパターン形成され
、少なくとも１つのパターン形成されたゲート・スタック５２’を半導体基板１０の表面
上に形成する。上述のように、パターン形成されたゲート・スタック５２’は、リソグラ
フィ及びエッチングによって形成される。
【００５５】
　本発明のこの時点で、又は、ｎＦＥＴの形成後に、少なくとも１つのスペーサ（図示せ
ず）が、常にとは限らないが、典型的に、各々のパターン形成されたゲート・スタック５
２’の露光された側壁上に形成される。少なくとも１つのスペーサは、酸化物、窒化物、
酸窒化物、及び／又はそれらのいずれかの組み合わせのような絶縁体からなる。少なくと
も１つのスペーサは、堆積及びエッチングによって形成される。
【００５６】
　少なくとも１つのスペーサの幅は、ソース及びドレイン・シリサイド・コンタクト（後
に形成される）がパターン形成されたゲート・スタックの縁部の下に侵入しないように、
十分に広いものでなければならない。典型的には、ソース／ドレイン・シリサイドは、少
なくとも１つのスペーサが、２０ｎｍから８０ｎｍまでの底部で測定された幅を有すると
き、パターン形成されたゲート・スタックの縁部の下に侵入しない。
【００５７】
　パターン形成されたゲート・スタック５２’に熱酸化、窒化、又は酸窒化プロセスを行
うことによって、本発明のこの時点で、パターン形成されたゲート・スタック５２’を不
動態化させることができる。不動態化ステップは、ゲート・スタックの周りに不動態化材
料の薄層を形成するものである。このステップは、前のスペーサ形成ステップの代わりに
、又はこれと組み合わせて用いることができる。スペーサ形成ステップと共に用いられる
とき、スペーサの形成は、ゲート・スタック不動態化プロセスの後に行われる。
【００５８】
　次に、ソース／ドレイン拡散領域（スペーサが存在する、又は存在しない）が、基板内
に形成される。同じく図示されていないソース／ドレイン拡散領域が、イオン注入及びア
ニール・ステップを用いて形成される。アニール・ステップは、前の注入ステップによっ
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件は、当業者には周知である。ソース／ドレイン拡散領域はまた、従来のエクステンショ
ン注入を用いてソース／ドレイン注入の前に形成されるエクステンション注入領域を含む
こともできる。エクステンション注入の後に、活性化アニールを行ってもよく、代替的に
、同じ活性化アニール・サイクルを用いて、エクステンション注入及びソース／ドレイン
注入の間に注入されたドーパントを活性化させることもできる。ここでは、ハロ注入も考
慮される。
【００５９】
　幾つかの実施形態においては、ブロック・マスクが用いられ、ｐＦＥＴデバイス又はｎ
ＦＥＴデバイスが完全に形成され、その後ブロック・マスクが除去され、別のブロック・
マスクが形成され、反対のドーパント・タイプのＦＥＴが形成される。さらに別の実施形
態においては、デバイスの１つの金属キャッピング層（１８又は１９）が形成されるまで
ブロック・マスクが用いられ、次にブロック・マスクが除去され、その後、他方のデバイ
スが形成される。後者の実施形態においては、低仕事関数の元素状金属の金属キャッピン
グ層１８は、高仕事関数の金属の表面層を含むことができ、又は高仕事関数の元素状金属
の金属キャッピング層１９は、低仕事関数の金属の表面層を含むことができる。
【００６０】
　図３は、図１（Ｂ）に示されるｎＦＥＴデバイス及び図２（Ｂ）に示されるｐＦＥＴデ
バイスの両方を含む構造体を示す（断面図による）図形的表示である。この図面において
は、トレンチ分離領域５５が、ｎＦＥＴからｐＦＥＴを分離する。この図面においては、
参照番号５７が、ソース／ドレイン拡散領域を示す。
【００６１】
　以下の実施例は、前述の処理ステップを用いて形成することができるｎＦＥＴを示すよ
うに与えられる。
【実施例】
【００６２】
　本出願の唯一の実施例においては、本発明の詳細な説明の部分において説明された基本
的処理ステップを用いて、Ｓｉ／ＳｉＯ２／ＨｆＯ２／Ｔｉ／ＴｉＮ／ポリＳｉを含むｎ
ＦＥＴが準備された。この実施例においては、ＴｉＮキャッピング層の堆積物が、Ｔｉの
堆積物（低仕事関数の元素状金属）にクラスター化された。一方が１０ÅのＴｉ及び１５
０ÅのＴｉＮを含み、他方が２０ÅのＴｉ及び１５０ÅのＴｉＮを含む、本発明を代表す
る２つのゲート・スタックが準備された。比較のために、ＴｉＮを含むｎＭＯＳと、ポリ
Ｓｉ及びＳｉＯＮを含むｎＭＯＳも準備された。
【００６３】
　表１は、自己整合されたＭＯＳＦＥＴの製造後の本発明のｎＭＯＳ構造体の有効性を示
す。閾値電圧（Ｖｔ）、ミッド・ギャップ（ｎＦＥＴ方向の）からのシフト及び反転厚（
Ｔｉｎｖ）が示される。Ｖｔ及びＴｉｎｖは、当技術分野において周知の従来技術を用い
て測定された。例えば、Ｖｔは、典型的なドレイン電流・ゲート電圧（Ｉｄ－Ｖｇ）スイ
ープにおいてｎＦＥＴについて３００ｎＡの幅／長さ基準を用いて電流を計算し、次にこ
の電流を用いて、デバイスのＶｔすなわち閾値電圧として定められるＩｄ－Ｖｇスイープ
からゲート電圧を計算することによって求められ、Ｔｉｎｖは、周知の分割Ｃ－Ｖ法（Sp
lit C-V method）を用いて反転容量を計算し、次に、容量と厚さとの間の周知の関係性を
用いて、デバイスの反転厚を得ることによって求められた。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
　上記に加えて、表１のデータは、低仕事関数金属の厚さを変えることによって、界面を
スケーリングし（変え）、デバイスのＶｔを調節する能力を示す。低仕事関数層の厚さを
増大させることによって、界面酸化物、すなわちＨｆＯ２の下のＳｉＯ２層を除去するこ
とができ、これにより非常に積極的なスケーリング（変更）がなされることを示す、図４
も参照する。Ｔｉ量の増大はまた、ｎＦＥＴのＶｔをＴｉのバルク状仕事関数により接近
させる。このデータは、低仕事関数金属（この場合は、Ｔｉ）の厚さを増大させることに
よって、デバイスのＶｔを、理想のｎＦＥＴバンドエッジＶｔ（ｎ＋ポリ／ＳｉＯＮゲー
ト・スタックを代表する）である２００ｍＶ－２５０ｍＶの範囲内にシフトさせ得ること
を明瞭に示す。さらに、反転厚をスケーリングする（変える）ことができ、これによりＣ
ＭＯＳデバイスの性能が改善される。
【００６６】
　本発明は、特にその好ましい実施形態に関して示され、説明されたが、当業者であれば
、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、形態及び細部における上記の及びその他
の変更を行い得ることを理解するであろう。したがって、本発明は、説明され、示された
正確な形態及び細部に限定されるものではなく、添付の請求の範囲内に含まれることが意
図される。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】（Ａ）低仕事関数の元素状金属及びその場金属キャッピング層を有する二重層を
含むｎＭＯＳ（又はｎＦＥＴ）デバイスを形成するために、本発明において用いられる基
本的処理ステップを示す（断面図による）図形的表示である。　（Ｂ）低仕事関数の元素
状金属及びその場金属キャッピング層を有する二重層を含むｎＭＯＳ（又はｎＦＥＴ）デ
バイスを形成するために、本発明において用いられる基本的処理ステップを示す（断面図
による）図形的表示である。
【図２】（Ａ）高仕事関数の元素状金属及び金属キャッピング層を有する二重層を含むｐ
ＭＯＳ（又はｐＦＥＴ）デバイスを形成するために、本発明において用いられる基本的処
理ステップを示す（断面図による）図形的表示である。　（Ｂ）高仕事関数の元素状金属
及び金属キャッピング層を有する二重層を含むｐＭＯＳ（又はｐＦＥＴ）デバイスを形成
するために、本発明において用いられる基本的処理ステップを示す（断面図による）図形
的表示である。
【図３】図１（Ｂ）に示されるｎＭＯＳデバイス及び図２（Ｂ）に示されるｐＭＯＳデバ
イスの両方を含む構造体を示す（断面図による）図形的表示である。
【図４】低仕事関数金属の厚さを増大させることによって得られる、積極的にスケーリン
グされた低閾値電圧のデバイスについての、容量（ピコ・ファラッド、ｐＦ）対ゲート・
バイアス（ボルト、Ｖ）である。特に、このデバイスは、ＳｉＯ２／ＨｆＯ２／２０Å　
Ｔｉ／１５０Å　ＴｉＮ／ポリシリコンを含有するゲート・スタックを含み、最大容量Ｃ

ｍａｘ＝１．１６ｐＦ、反転厚Ｔｉｎｖ＝１２Å及び閾値電圧Ｖｔ＝０．２９Ｖである。
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【符号の説明】
【００６８】
１０：半導体基板
１２：ゲート・スタック
１４：ゲート誘電体
１６：低仕事関数金属
１８：金属キャッピング層
２０：ポリシリコン・カプセル化層

【図１】 【図２】

【図３】
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