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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　完全空乏化が可能な太さに形成された複数の半導体の基柱と、
　前記複数の基柱の各々の外周面に設けられたゲート絶縁膜と、
　前記複数の基柱の隙間を埋めて前記複数の基柱の各々の外周面に覆うゲート電極と、を
備え、
　前記ゲート電極上に絶縁膜を介して配線が設けられ、前記ゲート電極と前記配線とが、
前記絶縁膜に形成された第１導電プラグを介して接続されると共に、
　前記複数の基柱の周囲に第１突起層が設けられ、前記第１突起層の少なくとも一部が前
記ゲート電極によって覆われており、前記第１突起層の表面を覆う部分のゲート電極と重
なる位置に前記第１導電プラグが形成されていることを特徴とする、半導体装置。
【請求項２】
　隣接する基柱同士の間隔は、前記ゲート電極の厚みの２倍以下であることを特徴とする
請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　隣接する基柱の隙間に露出した基板の表面に絶縁膜が形成され、前記絶縁膜の下にドレ
イン拡散層が形成され、前記ゲート電極と前記ドレイン拡散層とが前記絶縁膜によって絶
縁されていることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１突起層と、前記第１突起層の最も近くに配置されている基柱との間隔は、前記
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ゲート電極の厚みの２倍以下であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記
載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１突起層上に第２突起層が設けられ、前記第２突起層の少なくとも一部が前記ゲ
ート電極によって覆われており、前記第２突起層の表面を覆う部分のゲート電極と重なる
位置に前記第１導電プラグが形成されていることを特徴とする請求項１から４のいずれか
１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記複数の基柱と前記第１突起層は、半導体基板からなる前記基板の表面をエッチング
して形成されていることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の半導体装置
。
【請求項７】
　前記複数の基柱の各々の上面に前記ゲート電極の開口部が形成され、前記ゲート電極の
各々の開口部に、前記複数の基柱の各々のソース拡散層と電気的に接続された第２導電プ
ラグが形成されると共に、
　前記ゲート電極の各々の開口部の内壁面に絶縁膜が形成され、前記絶縁膜によって前記
ゲート電極と前記第２導電プラグとが電気的に絶縁されていることを特徴とする請求項１
から６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記複数の基柱はマトリクス状に形成されていることを特徴とする請求項１から７のい
ずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　基板上に複数の半導体の基柱を形成する工程と、
　隣接する基柱の隙間に露出する基板の表面に絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜を介して前記基板に不純物を注入し、前記絶縁膜の下にドレイン拡散層を形
成する工程と、
　前記複数の基柱の各々の外周面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記複数の基柱の隙間を埋めて前記複数の基柱の各々の外周面を覆うゲート電極を形成
する工程と、
　前記ゲート電極上に絶縁膜を介して配線を設ける工程とを備え、
　前記ゲート電極と前記配線とは、前記絶縁膜に形成された第１導電プラグを介して接続
されて、
　さらに、前記複数の基柱の周囲に第１突起層を設ける工程を備え、
　前記第１突起層の少なくとも一部は前記ゲート電極によって覆われており、前記第１突
起層の表面を覆う部分のゲート電極と重なる位置に前記第１導電プラグが形成される、半
導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　隣接する基柱同士の間隔は前記ゲート電極の厚みの２倍以下とされ、
　前記ゲート電極を形成する工程では、前記基板の全面にゲート電極の形成材料を成膜し
、全面エッチバックを行うことにより、前記複数の基柱の外周面と前記複数の基柱の隙間
にゲート電極を形成することを特徴とする請求項９に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の半導体装置を備えていることを特徴とするデー
タ処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、縦型ＳＧＴ（Surround Gate Transistor）構造を有する半導体装置、半導体
装置の製造方法、並びに本発明に基づく半導体装置を含むデータ処理システムに関するも
のである。
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【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の高集積化・高性能化は、大部分はトランジスタの微細化によって達成され
ている。近年、トランジスタの単純な微細化が困難になってきている。トランジスタのゲ
ート長Ｌが極端に短くなると、短チャネル効果の影響が大きくなり、しきい値電圧の制御
が困難になる。またＳ値が大きくなり、トランジスタのオフ時の電流低減の観点から、よ
り高いしきい値電圧が必要になる。Ｓ値の増加によるしきい値電圧の増大は、低電圧での
動作を必要とする半導体装置の実現を困難とする。短チャネル効果低減の手段としては、
トランジスタのソース・ドレインの拡散層を浅く形成する方法があるが、ソース・ドレイ
ン抵抗の増加による電流の低減、またＤＲＡＭのセルトランジスタに関しては、浅い拡散
層では接合リークが増加してＤＲＡＭのリフレッシュ特性を悪化させる問題点がある。今
までの平面的なＭＯＳトランジスタの微細化のみでは今後の半導体装置の高性能化の達成
は困難である。
【０００３】
　近年、このトランジスタの微細化の対策として、３次元構造のトランジスタの検討がな
されている。図２１は特許文献１に示された縦型ＳＧＴ（Surround Gate Transistor）構
造を有する３次元トランジスタの一例である。この３次元トランジスタは、半導体基板の
主面に対して垂直方向に延びるシリコンピラーをチャネルとして用いるトランジスタであ
る。図２１において、半導体基板１０１はトランジスタのチャネル部を構成する半導体の
基柱（シリコンピラー）を有しており、その基柱の周囲にはゲート絶縁膜１０５を介して
ゲート電極１０２が設けられている。基柱の下部の横側にはドレイン領域１０３が設けら
れ、基柱の上部にはソース領域１０４が設けられている。符号１０９はドレイン電極であ
り、ソース電極１０６は絶縁膜１０７を介してソース領域１０４に接続されＭＩＳキャパ
シタを形成している。なお、符号１１０、１１１は素子分離の為のチャネルストッパ及び
フィールド絶縁膜であり、符号１０８はソース領域１０４及びドレイン領域１０３とソー
ス電極１０６及びドレイン電極１０９とを絶縁するための絶縁膜である。
【０００４】
　この構造はトランジスタの占有面積が小さく、チャネル長（ゲート長）を長くしてもト
ランジスタの占有面積の増加がない。そのため、トランジスタの占有面積を大きくしなく
ても短チャネル効果が抑制できる。またチャネル部の完全空乏化が可能となり、良好なＳ
値および大きなドレイン電流が得られるという利点を有している。また柱状のチャネル部
の全周に亘ってゲート電極が形成（覆う）されており、ソース・ドレイン以外の外的要因
がなくなり、チャネルの電位をゲート電極で効果的に制御可能となる。
【特許文献１】特開平５－１３６３７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、３次元トランジスタのチャネル部を完全空乏化型にするためには、チャ
ネル部を形成するピラー径を小さく（細く）する必要がある。チャネル部不純物濃度、ゲ
ートに印加する電圧、ソース・ドレインに印加する電圧、ソース・ドレインの不純物濃度
にも依存するが、ソース・ドレイン間の距離を決定するピラー高さの２倍以下のピラー径
が完全空乏化するピラー径の目安である。ピラー径が太くなると、完全空乏化型トランジ
スタでなくなり、Ｓ値が急激に悪化し、ソース・ドレインの影響が顕著になり、短チャネ
ル効果の影響が強くなる。つまり平面型トランジスタ特性に近づいていく。
【０００６】
　シリコンピラーを用いたトランジスタのドレイン電流は、チャネル部を構成するシリコ
ンピラーのピラー径に比例する。ピラー径を大きくすることでドレイン電流は増加するが
、ピラー径が大きくなると、完全空乏化型のトランジスタではなくなり、トランジスタ特
性が急激に悪化する。シリコンピラーを用いた完全空乏化型のトランジスタでは、ドレイ
ン電流に限界がある。電流が必要な場合は、ピラー径を大きくするかわりに、Ｓ値が悪化
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するのでしきい値電圧を高くする。また短チャネル効果の影響が顕著になるので、ソース
・ドレインの拡散層プロファイルの変更などが必要になるが、これは、ソース・ドレイン
の拡散層抵抗増加のため、ドレイン電流をより減少させる影響がある。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、完全空乏化型のトランジスタ
特性を維持しつつ、良好なＳ値と大きなドレイン電流が得られる縦型ＳＧＴ（Surround G
ate Transistor）構造を有する半導体装置とその製造方法、並びにデータ処理システムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明の半導体装置は、完全空乏化が可能な太さに形成さ
れた複数の半導体の基柱と、前記複数の基柱の各々の外周面に設けられたゲート絶縁膜と
、前記複数の基柱の隙間を埋めて前記複数の基柱の各々の外周面に覆うゲート電極と、を
備えている。この構成によれば、１つのトランジスタのチャネル部を複数の半導体の基柱
によって形成しているため、１つの基柱の太さ（基板に平行な面で切った断面の大きさ）
を完全空乏化が可能な大きさにまで小さくすることができる。このため、完全空乏化型の
トランジスタの特性を維持しつつ、良好なＳ値と大きなドレイン電流を得ることができる
。なお、完全空乏化の条件は、チャネル部不純物濃度、ゲートに印加する電圧、ソース・
ドレインに印加する電圧、ソース・ドレインの不純物濃度にも依存するが、ソース・ドレ
イン間の距離を決定する基柱の高さの２倍以下の太さであることが、完全空乏化が可能な
基柱の太さの目安である。
【０００９】
　本発明においては、隣接する基柱同士の間隔（基柱間の隙間の大きさ）は、前記ゲート
電極の厚みの２倍以下であることが望ましい。この構成によれば、基柱の側面に形成され
たゲート電極同士を接触させ、１つのゲート電極として機能させることができる。また、
基柱同士の間隔を小さくすることで、半導体装置の小型化に寄与することができる。
【００１０】
　本発明においては、隣接する基柱の隙間に露出した基板の表面に絶縁膜が形成され、前
記絶縁膜の下にドレイン拡散層が形成され、前記ゲート電極と前記ドレイン拡散層とが前
記絶縁膜によって絶縁されていることが望ましい。この構成によれば、ゲート電極とドレ
イン拡散層との電気的短絡を確実に防止することができる。
【００１１】
　本発明においては、前記ゲート電極上に絶縁膜を介して配線が設けられ、前記ゲート電
極と前記配線とが、前記絶縁膜に形成された第１導電プラグを介して接続されると共に、
前記複数の基柱の周囲に第１突起層が設けられ、前記第１突起層の少なくとも一部が前記
ゲート電極によって覆われており、前記第１突起層の表面を覆う部分のゲート電極と重な
る位置に前記第１導電プラグが形成されていることが望ましい。この構成によれば、ゲー
ト電極と配線との間隔が第１突起層の高さだけ嵩上げされるため、両者を接続する第１導
電プラグの高さも第１突起層の高さ分だけ小さくすることができる。そのため、第１導電
プラグのアスペクト比を小さくするができ、半導体装置を微細化する場合に容易に対応す
ることができる。
【００１２】
　本発明においては、前記第１突起層と、前記第１突起層の最も近くに配置されている基
柱との間隔（第１突起層と基柱との間の隙間の大きさ）は、前記ゲート電極の厚みの２倍
以下であることが望ましい。この構成によれば、基柱の側面と第１突起層の側面に形成さ
れたゲート電極同士を接触させ、互いに連続した１つのゲート電極として機能させること
ができる。また、第１突起層と基柱との間隔を小さくすることで、半導体装置の小型化に
寄与することができる。
【００１３】
　本発明においては、前記第１突起層上に第２突起層が設けられ、前記第２突起層の少な
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くとも一部が前記ゲート電極によって覆われており、前記第２突起層の表面を覆う部分の
ゲート電極と重なる位置に前記第１導電プラグが形成されていることが望ましい。この構
成によれば、ゲート電極と配線との間隔が第２突起層の高さだけ嵩上げされるため、両者
を接続する第１導電プラグの高さも第２突起層の高さ分だけ小さくすることができる。そ
のため、第１導電プラグのアスペクト比を小さくすることができ、半導体装置を微細化す
る場合に容易に対応することができる。
【００１４】
　本発明においては、前記複数の基柱と前記第１突起層は、半導体基板からなる前記基板
の表面をエッチングして形成されていることが望ましい。この構成によれば、基柱と第１
突起層とを同時に形成することができる。また、基柱の高さを大きくしようとする場合、
嵩上げする第１突起層の高さも大きくする必要があるが、半導体基板をエッチングして基
柱と第１突起層とを同時に形成する方法を用いれば、第１突起層の高さは基柱の高さと同
程度の大きさとなるため、容易に大きな高さの第１突起層を形成することができる。
【００１５】
　本発明においては、前記複数の基柱の各々の上面に前記ゲート電極の開口部が形成され
、前記ゲート電極の各々の開口部に、前記複数の基柱の各々のソース拡散層と電気的に接
続された第２導電プラグが形成されると共に、前記ゲート電極の各々の開口部の内壁面に
絶縁膜が形成され、前記絶縁膜によって前記ゲート電極と前記第２導電プラグとが電気的
に絶縁されていることが望ましい。この構成によれば、ソース拡散層に接続される配線と
基柱とを基柱の直上に設けた第２導電プラグによって接続することができる。これにより
、配線のレイアウトが容易になり、半導体装置の小型化に寄与することができる。
【００１６】
　本発明においては、前記複数の基柱はマトリクス状に形成されていることが望ましい。
この構成によれば、複数の基柱を密に配置することができ、半導体装置の小型化に寄与す
ることができる。
【００１７】
　本発明の半導体装置の製造方法は、基板上に複数の半導体の基柱を形成する工程と、隣
接する基柱の隙間に露出する基板の表面に絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜を介して
前記基板に不純物を注入し、前記絶縁膜の下にドレイン拡散層を形成する工程と、前記複
数の基柱の各々の外周面にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記複数の基柱の隙間を埋め
て前記複数の基柱の各々の外周面を覆うゲート電極を形成する工程と、を備えていること
を特徴とする。この方法によれば、１つのトランジスタのチャネル部を複数の半導体の基
柱によって形成しているため、１つ当たりの基柱の太さ（基板に平行な面で切った断面の
大きさ）を完全空乏化が可能な大きさにまで小さくすることができる。このため、完全空
乏化型のトランジスタの特性を維持しつつ、良好なＳ値と大きなドレイン電流を得ること
ができる。
【００１８】
　本発明においては、隣接する基柱同士の間隔（基柱間の隙間の大きさ）は前記ゲート電
極の厚みの２倍以下とされ、前記ゲート電極を形成する工程では、前記基板の全面にゲー
ト電極の形成材料を成膜し、全面エッチバックを行うことにより、前記複数の基柱の外周
面と前記複数の基柱の隙間にゲート電極を形成することが望ましい。この方法によれば、
基柱の側面に形成されたゲート電極同士が接触し、基柱の高さ方向全体にゲート電極が形
成される。そのため、エッチバックによって不要な領域のゲート電極を除去したときに、
基柱同士の隙間にゲート電極の断線が発生せず、連続した１つのゲート電極として機能さ
せることができる。また、基柱同士の間隔を小さくすることで、半導体装置の小型化に寄
与することができる。
【００１９】
　本発明のデータ処理システムは、前述した本発明の半導体装置を備えていることを特徴
とする。この構成によれば、データ処理システムの小型化、高性能化が図られる。
【発明の効果】
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【００２０】
　本発明によれば、完全空乏化が可能な細い基柱を複数本並列に配置し、それぞれの拡散
層を共通化したため、複数の単位トランジスタを並列に配置したのと同等の特性となり、
完全空乏化型のトランジスタ特性を維持しつつ、良好なＳ値と大きなドレイン電流の実現
が可能な半導体装置が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の図面におい
ては、各構成をわかりやすくするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等が異な
っている。また、ＸＹＺ座標系を設定し、各構成の配置を説明する。この座標系において
Ｚ方向はシリコン基板の表面に垂直な方向であり、Ｘ方向とＹ方向はＺ方向と直交する方
向であって互いに直交する方向である。
【００２２】
［半導体装置］
　図１は本実施形態の半導体装置の断面構造を示す模式図である。シリコン基板１上には
ＳＴＩ（Shallow Trench Isolation；素子分離溝）２が設けられている。ＳＴＩ２に囲ま
れた領域の中央部には、複数のシリコンピラー（半導体の基柱）５が立設されている。シ
リコンピラー５は単位トランジスタ５０のチャネル部を構成する柱状の半導体層である。
複数のシリコンピラー５は同一の高さで互いに並列に配置されている。シリコンピラー５
の太さ（シリコン基板１に平行な面で切った断面の大きさ）は、シリコンピラー５を構成
する半導体（すなわち単位トランジスタ５０のチャネル部）が完全空乏化可能な大きさと
されている。
【００２３】
　シリコンピラー５の上端部と下端部にはそれぞれ不純物拡散層が形成されている。シリ
コンピラー５の上端部に形成されたピラー上部拡散層１５はソース拡散層であり、シリコ
ンピラー５の下端部に形成されたピラー下部拡散層９はドレイン拡散層である。ピラー上
部拡散層１５とピラー下部拡散層９との間に挟まれたシリコンピラー５の中央部はチャネ
ル部である。複数のシリコンピラー５は、互いにゲート電極１１の厚みの２倍以下の間隔
で近接して配置されている。
【００２４】
　複数のシリコンピラー５からなるシリコンピラー群の周囲にはゲート吊りシリコンピラ
ー６が形成されている。シリコンピラー５とゲート吊りシリコンピラー６はシリコン基板
１の表面をエッチングして形成されている。ゲート吊りシリコンピラー６はシリコン基板
１の表面から突出した柱状の半導体層である。ゲート吊りシリコンピラー６は、ゲート電
極１１の高さを嵩上げしてゲート電極１１と上部のメタル配線（第１配線）２６との距離
を小さくするための突起層として機能する。ゲート吊りシリコンピラー６に最も近いシリ
コンピラー５とゲート吊りシリコンピラー６との間隔（シリコンピラー５とゲート吊りシ
リコンピラー６との隙間の大きさ）はゲート電極１１の厚みの２倍以下とされている。
【００２５】
　シリコンピラー５とゲート吊りシリコンピラー６の周囲に露出したシリコン基板１の表
面には酸化膜（絶縁膜）８が形成されている。酸化膜８はシリコンピラー５とゲート吊り
シリコンピラー６の周囲を覆ってＳＴＩ２に達している。ピラー下部拡散層９は酸化膜８
の下に酸化膜８と重なるように配置されており、酸化膜８によってピラー下部拡散層９と
ゲート電極１１とが電気的に絶縁されている。ピラー下部拡散部９はシリコンピラー同士
を電気的に接続しており、シリコンピラー間及びシリコンピラー５の周囲に形成されたピ
ラー下部拡散層９によって、複数の単位トランジスタ５０に共通のドレイン部が形成され
ている。なお、ＳＴＩ２はピラー下部拡散層９よりも深く形成されており、ＳＴＩ２を挟
んで隣接する領域同士でピラー下部拡散層９が導通しないようになっている。
【００２６】
　シリコンピラー５とゲート吊りシリコンピラー６の表面にはゲート絶縁膜１０が形成さ
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れている。また、ゲート絶縁膜１０を介してシリコンピラー５とゲート吊りシリコンピラ
ー６の表面にゲート電極１１が形成されている。ゲート電極１１は、ＳＴＩ２の内壁面と
、ＳＴＩ２の上面に積層された酸化膜３の内壁面と、マスク窒化膜４の内壁面の一部にも
形成されている。ゲート絶縁膜１０はシリコンピラー５の外周面と上面を覆って酸化膜８
と接続されている。シリコンピラー５のチャネル部、ピラー上部拡散層１５、及び酸化膜
８の下部に形成されたピラー下部拡散層９は、ゲート絶縁膜１０と酸化膜８によってゲー
ト電極１１と電気的に絶縁されている。
【００２７】
　ゲート電極１１は、シリコンピラー５の隙間及びシリコンピラー５とゲート吊りシリコ
ンピラー６との隙間を覆ってシリコンピラー５とゲート吊りシリコンピラー６の表面全体
に形成されている。シリコンピラー同士の間隔（隙間の大きさ）はゲート電極１１の厚み
の２倍以下とされている。シリコンピラー５の側面に形成されたゲート電極１１はピラー
間隔がゲート電極１１の膜厚の２倍以下とされた部分で互いに接触し、１つのゲート電極
として機能する。シリコンピラー５の隙間にはゲート電極１１がシリコンピラー５の高さ
方向全体に隙間なく形成され、複数の単位トランジスタ５０に共通のゲート電極が形成さ
れる。同様に、シリコンピラー５とゲート吊りシリコンピラー６との間隔はゲート電極１
１の厚みの２倍以下とされており、シリコンピラー５とゲート吊りシリコンピラー６の隙
間にはゲート電極１１がシリコンピラー５の高さ方向全体に隙間なく形成されている。
【００２８】
　ＳＴＩ２、シリコンピラー５、ゲート吊りシリコンピラー６の上面には酸化膜３が形成
されている。ＳＴＩ２とゲート吊りシリコンピラー６の上面には酸化膜３を覆ってマスク
窒化膜４が形成され、更にゲート電極１１と酸化膜８を覆って第１層間絶縁膜１２が形成
されている。第１層間絶縁膜１２は、ＳＴＩ２、酸化膜３及びマスク窒化膜４の壁面に囲
まれた領域に形成されている。マスク窒化膜４と第１層間絶縁膜１２の表面にはマスク酸
化膜１３が形成されている。マスク酸化膜１３にはシリコンピラー５と重なる位置に開口
部が形成されている。マスク酸化膜１３と第１層間絶縁膜１２の表面には第２層間絶縁膜
１９が形成されている。第２層間絶縁膜１２上にはメタル配線２６、２７、２８が形成さ
れている。
【００２９】
　メタル配線２６は第２層間絶縁膜１９、マスク酸化膜１３及び第１層間絶縁膜１２を貫
通するメタルコンタクトプラグ（導電プラグ）２３によってゲート電極１１と接続されて
いる。メタルコンタクトプラグ２３はゲート吊りシリコンピラー６と部分的に重なる位置
に形成されている。ゲート吊りシリコンピラー５上（より詳細にはゲート吊りシリコンピ
ラー６の表面に形成された酸化膜３上）にはマスク窒化膜４が形成されており、メタルコ
ンタクトプラグ２３は、シリコン窒化膜４の側面に形成されたゲート電極１１の上端部と
接続されている。ゲート吊りシリコンピラー６上に形成されたマスク窒化膜４は、ゲート
吊りシリコンピラー６と共にゲート電極１１の高さを嵩上げしてゲート電極１１と上部の
メタル配線２６との距離を小さくするための突起層として機能する。
【００３０】
　メタル配線（第２配線）２７は、第１層間絶縁膜１２、ゲート電極１１、ゲート絶縁膜
１０及び酸化膜３を貫通するシリコンプラグ（導電プラグ）１８と、第２層間絶縁膜１９
を貫通するメタルコンタクトプラグ（導電プラグ）２４とを介してシリコンピラー５のピ
ラー上部拡散層１５と接続されている。シリコンプラグ１８はシリコン中にヒ素等の不純
物を注入（拡散）したものであり、ピラー上部拡散層１５と共に単位トランジスタ５０の
ソース部を構成する。シリコンプラグ１８の側面には、サイドウォール窒化膜１７と酸化
膜１６が形成されており、サイドウォール窒化膜１７と酸化膜１６によってシリコンプラ
グ１８とゲート電極１１とが電気的に絶縁されている。メタルコンタクトプラグ２４とシ
リコンプラグ１８は各々のシリコンピラー５に対して１つずつ形成されている。
【００３１】
　メタル配線（第３配線）２８は、第２層間絶縁膜１９、マスク酸化膜１３、第１層間絶
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縁膜１２及び酸化膜８を貫通するメタルコンタクトプラグ（導電プラグ）２５によってピ
ラー下部拡散層９と接続されている。メタルコンタクトプラグ２５は、ゲート電極１１が
形成されていないシリコンピラー５とＳＴＩ２との中間部に形成されている。
【００３２】
　図２は半導体装置の平面構造を示す模式図である。ＳＴＩ２に囲まれた領域の中央部に
は平面視矩形状の複数のシリコンピラー５が設けられている。複数のシリコンピラー５は
Ｘ方向及びＹ方向にマトリクス状に配置されている。各々のシリコンピラー５は単位トラ
ンジスタ５０のチャネル部を構成するものである。ＳＴＩ２に囲まれた各々の領域にはシ
リコンピラー５をチャネル部とする複数の単位トランジスタ５０がマトリクス状に複数個
ずつ配置されている。１つのトランジスタはＳＴＩ２に囲まれた領域に配置された複数の
単位トランジスタ５０によって構成されている。
【００３３】
　Ｘ方向、Ｙ方向及び対角方向（Ｘ方向と４５°をなす方向）に隣接するシリコンピラー
同士の間隔はゲート電極の膜厚の２倍以下である。各々のシリコンピラー５の直上にはシ
リコンプラグ１８、メタルコンタクトプラグ２４及びメタル配線２７が形成されている。
シリコンピラー５、シリコンプラグ１８及びメタルコンタクトプラグ２４は同一平面領域
内に互いに重なって配置されている。メタル配線２７は、複数のメタルコンタクトプラグ
２４と重なって配置されており、各単位トランジスタ５０に共通のソース配線となってい
る。
【００３４】
　複数のシリコンピラー５からなるシリコンピラー群の右側には平面視矩形状のゲート吊
りシリコンピラー６が形成されている。ゲート吊りシリコンピラー６の直上には平面視矩
形状のメタルコンタクトプラグ２３が形成されている。メタルコンタクトプラグ２３はゲ
ート吊りシリコンピラー６と部分的に重なる位置に形成されている。メタルコンタクトプ
ラグ２３の右端（シリコンピラー５と反対側の端部）はゲート吊りシリコンピラー６の外
側に若干はみ出している。そして、このはみ出した部分でゲート吊りシリコンピラー６の
側面に形成されたゲート電極と接続されている。メタルコンタクトプラグ２３の直上には
メタル配線２６が形成されている。メタル配線２６は、メタルコンタクトプラグ２３を介
してゲート電極と接続されており、各単位トランジスタ５０に共通のゲート配線となって
いる。
【００３５】
　シリコンピラー群の左側（ゲート吊りシリコンピラー６とは反対側）には平面視矩形状
のメタルコンタクトプラグ２５が形成されている。メタルコンタクトプラグ２５の直上に
はメタル配線２８が形成されている。メタル配線２８はメタルコンタクトプラグ２５を介
してピラー下部拡散層と接続されており、各単位トランジスタ５０に共通のドレイン配線
となっている。
【００３６】
　なお、図２では平面視矩形状の４つのシリコンピラー５がＸ方向とＹ方向にそれぞれ２
行２列で形成されているが、シリコンピラー５の形状、数及び配置はこれに限定されない
。例えばシリコンピラー５の平面形状は、円や、矩形以外の多角形とすることができる。
またシリコンピラー５を多数本形成する場合には、シリコンピラー５をハニカム状に配列
し、最密充填構造とすることで、半導体装置の小型化、高集積化を図ることができる。ま
たゲート吊りシリコンピラー６は、ゲート電極の高さを嵩上げしてゲート電極と上部のメ
タル配線２６との距離を小さくするための突起層であり、その大きさ、形状は特に限定さ
れない。
【００３７】
［半導体装置の製造方法］
　図３～図１８は第１実施形態の半導体装置の製造方法の説明図である。図３～図１８は
図２のＸ－Ｘ断面に対応する断面工程図である。
【００３８】
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　まず始めに図３に示すように、シリコン基板１上に素子分離となるＳＴＩ２を形成する
。次に図４に示すように、シリコン基板１上に酸化膜３を１０ｎｍおよびマスク窒化膜４
を１２０ｎｍ形成する。
【００３９】
　次に図５に示すように、公知のフォトリソグラフィ工程およびドライエッチング工程を
用いて、酸化膜３およびマスク窒化膜４をパターニングする。次に図６に示すように、マ
スク窒化膜４をマスクとしてシリコン基板１を深さ１５０ｎｍ程度エッチングして、単位
トランジスタのチャネル部となるシリコンピラー５と、ゲート電極を上層側のメタル配線
に繋げるためのゲート吊りシリコンピラー６を形成する。
【００４０】
　このときのシリコンピラー５及びゲート吊りシリコンピラー６のレイアウトは図２示し
た通りである。すなわち、ＳＴＩ２に囲まれた部分に、単位トランジスタを形成するため
のシリコンピラー５を４つ配置し、それぞれのシリコンピラー５の間隔をこの後形成する
ゲート電極の膜厚の２倍以下とする。またゲート吊りシリコンピラー６と少なくとも１つ
以上のシリコンピラー５との間隔をゲート電極の膜厚の２倍以下とする。チャネル部を形
成するシリコンピラー５の太さ（シリコン基板１に平行な面で切った断面の大きさ）は、
チャネル部が完全空乏化できる大きさである。ゲート電極を吊り上げるゲート吊りシリコ
ンピラー６のサイズは任意であり、チャネル部を形成するシリコンピラー５とは同じサイ
ズである必要はない。
【００４１】
　次に図７に示すように、シリコンピラー５及びゲート吊りシリコンピラー６の側面を５
ｎｍ程度酸化し（図示せず）、窒化膜を２０ｎｍ程度成膜した後、全面エッチバックを行
い、シリコンピラー５及びゲート吊りシリコンピラー６の側面およびマスク窒化膜４の側
面にサイドウォール窒化膜７を形成する。このときＳＴＩ２の側面の一部にもサイドウォ
ール窒化膜７が形成される。
【００４２】
　次に図８に示すように、シリコン酸化を行い、シリコン露出部分に酸化膜８を３０ｎｍ
形成する。このときシリコンピラー５とゲート吊りシリコンピラー６の側面および上面に
は窒化膜が形成されているため、酸化はされない。
【００４３】
　次に図９に示すように、不純物、例えばＮ型トランジスタの場合はヒ素のイオン注入を
行い、シリコンピラー５の下部にピラー下部拡散層９を形成する。このときシリコンピラ
ー５及びゲート吊りシリコンピラー６の上面にはマスク窒化膜４が形成されており、また
その膜厚は１００ｎｍ程度あり、シリコンピラー５の下にある酸化膜８の３０ｎｍより十
分厚いため、シリコンピラー５及びゲート吊りシリコンピラー６の上部には不純物拡散層
が形成されない。
【００４４】
　次に図１０に示すように、サイドウォール窒化膜７およびシリコンピラー５の側面に形
成された酸化膜を除去する。
【００４５】
　次に図１１に示すように、シリコンピラー５及びゲート吊りシリコンピラー６の側面に
ゲート絶縁膜１０を形成する。シリコン酸化膜の場合は３ｎｍ程度の膜厚である。次に全
面にゲート電極となるポリシリコンを２０ｎｍ成膜し、全面エッチバックを行い、シリコ
ンピラー５及びゲート吊りシリコンピラー６の側面のみにゲート電極１１を形成する。こ
のときＳＴＩ２の側面の一部にもゲート電極１１が形成される。シリコンピラー５同士の
間隔はゲート電極１１の膜厚の２倍以下であるため、シリコンピラー間はゲート電極１１
で完全に埋められる。同様に、シリコンピラー５とゲート吊りシリコンピラー６の間隔は
ゲート電極１１の膜厚の２倍以下であるため、シリコンピラー５とゲート吊りシリコンピ
ラー６の間はゲート電極１１で完全に埋められる。
【００４６】
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　次に図１２に示すように、第１層間絶縁膜１２を形成する。その後に第１層間絶縁膜１
２を公知のＣＭＰ技術を用いてマスク窒化膜が露出するように平坦化して、次にマスク酸
化膜１３を３０ｎｍ程度成膜する。
【００４７】
　次に図１３に示すように、公知のフォトリソグラフィ技術とエッチング技術を用いてマ
スク酸化膜１３を除去する。除去するパターンレイアウト４０は図２に示したように、シ
リコンピラー５の配置した部分のみである。マスク酸化膜１３を除去した部分１４は、マ
スク窒化膜４が露出する。そして、この露出した位置のマスク窒化膜４のみを選択的に除
去し、シリコンピラー５の上面部を開口する。
【００４８】
　次に図１４に示すように、酸化処理を行った後に、このシリコンピラー５の上面部に形
成された開口部よりシリコンピラー５の上部に不純物（Ｎ型トランジスタであれば燐やヒ
素など）を注入し、第１の不純物拡散層（ピラー上部拡散層）１５を形成する。また、窒
化膜を１０ｎｍ程度成膜し、エッチバックを行うことにより、シリコンピラー５の上部の
開口部にサイドウォール窒化膜１７形成する。このサイドウォール窒化膜形成時にシリコ
ンピラー５の上面に形成されていた酸化膜も除去し、シリコンピラー５の上面を露出する
。酸化膜１６はサイドウォール窒化膜１７の下およびゲート電極１１がポリシリコンの場
合は露出していたポリシリコンの側面のみに残る。サイドウォール窒化膜１７はトランジ
スタのＬＤＤ構造形成のため、およびこの後形成するシリコンプラグ及びメタルコンタク
トプラグとゲート電極１１との間の絶縁を確保する役割がある。
【００４９】
　次に図１５に示すように、選択エピタキシャル成長法を用いて、シリコンピラー５の上
面にシリコンプラグ１８を選択的に形成する。その後に、Ｎ型トランジスタの場合は、ヒ
素などをイオン注入して、シリコンプラグ内をｎ型の導電体として、シリコンピラー５の
上面に形成した第１の不純物拡散層１５に電気的に接触する第２の不純物拡散層を形成す
る。次に図１６に示すように、第２層間絶縁膜１９を形成する。
【００５０】
　次に図１７に示すように、公知のフォトリソグラフィおよびドライエッチング工程を用
いて、ゲート吊りシリコンピラー６に対してコンタクト孔２０を形成する。コンタクト孔
２０の位置は、図２に示すように、ゲート吊りシリコンピラー６の中心部よりも少しずら
した位置に配置する。このときゲート吊りシリコンピラー６の上面には窒化膜が残ってい
るので、ゲート吊りシリコンピラー６まではエッチングされないが、ゲート電極１１まで
はエッチングされる。次にシリコンピラー５に対してコンタクト孔２１を形成し、次にピ
ラー下部拡散層９に対してコンタクト孔２２を形成する。これらのコンタクト孔２０，２
１，２２は同一のフォトリソグラフィ工程で形成しても良く、また別々のフォトリソグラ
フィ工程で形成しても良い。
【００５１】
　次に図１８に示すように、各コンタクト孔２０，２１，２２にＷ／ＴｉＮ／Ｔｉで形成
された金属を埋め込み、ゲート吊りシリコンピラー６に対するメタルコンタクトプラグ２
３、シリコンピラー５に対するメタルコンタクトプラグ２４、ピラー下部拡散層９に対す
るメタルコンタクトプラグ２５をそれぞれ形成する。
【００５２】
　次に図１に示したように、Ｗ／ＷＮで形成されるメタル配線２６，２７，２８を形成す
る。このとき、図２の平面図に示したとおり、複数あるシリコンピラー５に対するメタル
コンタクトプラグ２４は同一のメタル配線２７に接続する。これによって並列に接続され
たトランジスタが完成する。
【００５３】
　以上説明した本実施形態の半導体装置によれば、次のような効果が得られる。
（１）１つのトランジスタのチャネル部を複数のシリコンピラー５によって形成している
ため、１つのシリコンピラー５の太さ（シリコン基板１に平行な面で切った断面の大きさ
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）を完全空乏化が可能な大きさにまで小さくすることができる。このため、完全空乏化型
のトランジスタの特性を維持しつつ、良好なＳ値と大きなドレイン電流を得ることができ
る。
（２）シリコンピラー同士の間隔がゲート電極１１の厚みの２倍以下とされているため、
シリコンピラー５の側面に形成されたゲート電極同士が接触し、シリコンピラー５の高さ
方向全体にゲート電極１１が形成される。そのため、エッチバックによって不要な領域の
ゲート電極１１を除去したときに、シリコンピラー同士の隙間にゲート電極１１の断線が
発生せず、連続した１つのゲート電極として機能させることができる。また、シリコンピ
ラー同士の間隔を小さくすることで、半導体装置の小型化に寄与することができる。
（３）ゲート電極１１の高さを嵩上げするための突起層（ゲート吊りシリコンピラー６、
マスク窒化膜４）を形成したため、ゲート電極１１とメタル配線２６を接続するメタルコ
ンタクトプラグ２３のアスペクト比を小さくすることができ、半導体装置を微細化する場
合に容易に対応することができる。
【００５４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施の形態例について説明したが、
本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。上述した例において示した各構成
部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において
設計要求等に基づき種々変更可能である。例えば、本実施形態では半導体基板の一例とし
てシリコン基板を用いたが、シリコン基板以外の基板に半導体の基柱を形成することも可
能である。また、ガラス基板等の絶縁基板上に半導体層を形成し、この半導体層をエッチ
ングして半導体の基柱（及び突起層）を形成することもできる。さらに、導電プラグや配
線のレイアウトは一例であって、設計要求に応じて任意に変更することができる。
【００５５】
［データ処理システム］
　次に、本発明の半導体装置を備えた半導体記憶装置及びデータ処理システムの実施形態
を説明する。なお、半導体記憶装置及びデータ処理システムは、半導体装置を備えたデバ
イス及びシステムの一例であり、本発明の半導体装置は、半導体記憶装置以外のデバイス
、及びデータ処理システム以外のシステムに広く適用可能である。本実施形態においてデ
ータ処理システムは、例えばコンピュータシステムを含むが、これに限定されない。
【００５６】
　図１９は本実施形態のデータ処理システム４００の概略構成図である。データ処理シス
テム４００はＣＰＵ（Central Processing Unit）４１０と半導体記憶装置４２０とを備
えている。図１９ではＣＰＵ４１０はシステムバス４３０を介して半導体記憶装置４２０
に接続されているが、システムバス４３０を介さずにローカルなバスによって接続されて
も良い。システムバス４３０は簡便のため１本しか描かれていないが、必要に応じてコネ
クタなどを介しシリアルないしパラレルに接続される。またデータ処理システム４００で
は、必要に応じて半導体記憶装置以外の記憶装置４４０、入出力装置４５０がシステムバ
ス４３０に接続される。
【００５７】
　ここで入出力装置４５０には、例えば液晶ディスプレイなどのディスプレイデバイスが
含まれ、半導体記憶装置以外の記憶装置４４０には、ハードディスクやＭＯドライブなど
が含まれるが、これに限定されない。入出力装置４５０には、入力装置と出力装置のいず
れか一方のみの場合も含まれる。半導体記憶装置４２０は、例えばＲＡＭ（Random Acces
s Memory）やＲＯＭ（Read Only Memory）であり、具体的にはＳＲＡＭ（Static Random 
Access Memory）、ＳＤＲＡＭ（Synchronous Dynamic Random Access Memory）、ＤＤＲ
－ＳＤＲＡＭ（Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory）、ＤＤ
Ｒ２－ＳＤＲＡＭ（Double Data Rate 2 Synchronous Dynamic Random-Access Memory）
、ＤＤＲ３－ＳＤＲＡＭ（Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random-Access Mem
ory）等のＤＲＡＭ、フラッシュメモリ等の半導体素子から構成される記憶媒体である。
さらに、各構成要素の個数は、図１９では簡略化のため１つの記載にとどめているが、そ
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れに限定されず、全てまたはいずれかが複数個の場合も含まれる。
【００５８】
　図２０は半導体記憶装置４２０の概略構成図である。半導体記憶装置４２０は、メモリ
アレイ部５０１、Ｘデコーダ部５０２、Ｙデコーダ部５０３、データ制御回路部５０４、
データラッチ回路部５０５、入出力インターフェース部５０６、内部ＣＬＫ(Clock)回路
部５０７、制御信号回路部５０８を備えている。
【００５９】
　メモリアレイ部５０１は、複数のワード線ＷＬ（Word line）と、複数のビット線ＢＬ
（Bit Line）と、センスアンプ回路ＳＡ（Sense Amplifier）とを備えており、それぞれ
のワード線ＷＬとビット線ＢＬの交点にメモリセルＭＣ（Memory Cell）が存在する。
【００６０】
　メモリアレイ部５０１とデータラッチ回路５０５と入出力インターフェース部５０６は
、データ転送用バスにより接続される。データ制御回路部５０４は、データラッチ回路部
５０５におけるデータ転送を制御する。Ｘデコーダ部５０２及びＹデコーダ５０３は、メ
モリアレイ部５０１におけるメモリセルＭＣからの書き込み、読み出し等の動作を制御す
る。内部ＣＬＫ回路部５０７は、ＣＫ、／ＣＫ、ＣＫＥ（Clock Enable）が入力され、制
御信号回路部５０８、Ｘデコーダ５０２、Ｙデコーダ５０３、データ制御回路部５０４で
利用されるクロックを生成する。制御信号回路部５０８は、入力される／ＣＳ(Chip Sele
ct)、／ＲＡＳ(Row Address Strobe)、／ＣＡＳ（Column Address Strobe）、／ＷＥ(Wri
te Enable)に基づいてＸデコーダ部５０２及びＹデコーダ５０３を制御する制御信号を生
成して出力する。なお、／は、ロウレベルがアクティブレベルとなることを示す記号であ
る。
【００６１】
　ワード線ＷＬとビット線ＢＬの交点のそれぞれには、データを記憶するメモリセル（記
憶素子）ＭＣが備えられている。メモリセルＭＣは、データを記憶するためのキャパシタ
と、選択用のトランジスタにより構成され、当該トランジスタは、ゲートがワード線に接
続され、ドレインまたはソースの一方がビット線ＢＬに接続され、他方がキャパシタに接
続される。
【００６２】
　センスアンプ回路ＳＡは、データ記憶用キャパシタからビット線に読み出されるデータ
を増幅する。メモリアレイ部５０１におけるデータの検出は、センスアンプ回路ＳＡによ
って増幅された１対のビット線対上に生じる微小電位差を検出することにより行われる。
【００６３】
　ここで、メモリアレイ部５０１を構成するメモリセルＭＣには、本発明の半導体装置が
備えられている。本発明の半導体装置は、センスアンプ回路ＳＡやＸ制御回路、Ｙ制御回
路に備えられても良い。さらに、Ｘデコーダ部５０２、Ｙデコーダ部５０３、データ制御
回路部５０４、データラッチ回路部５０５、入出力インターフェース部５０６に備えられ
ても良い。
【００６４】
　例えば、メモリセルＭＣに本発明の半導体装置を適用した場合、個々のトランジスタが
縦型ＳＧＴ構造を有するため、小型で高密度なメモリアレイ部５０１が提供できる。また
、トランジスタのチャネル部が複数の微細なシリコンピラーにより形成されるため、一つ
一つのシリコンピラーについては完全空乏化が可能であり、高速応答化と低消費電力化を
両立できるトランジスタとなる。
【００６５】
　特に近年では、低消費電力化は時代の趨勢となっており、半導体装置を備えた種々の電
子機器において低消費電力化のための技術開発が進められている。例えば、携帯電話やデ
ジタルプレーヤー等の携帯型電子機器においては、小型、低消費電力でバッテリ寿命の長
い電子機器が望まれており、電子機器に内蔵されるデータ処理システムにおいても、より
いっそうの小型化、低消費電力化が求められている。本発明の場合、トランジスタの小型
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化、低消費電力化が可能である。また、高速応答性によって処理スピードの速い高性能な
データ処理システム及び電子機器を提供できる。
【００６６】
　このような事情は、本発明の半導体装置をセンスアンプ回路ＳＡやＸ制御回路、Ｙ制御
回路、Ｘデコーダ部５０２、Ｙデコーダ部５０３、データ制御回路部５０４、データラッ
チ回路部５０５、入出力インターフェース部５０６に適用した場合も同じである。さらに
、ＣＰＵ４１０、記憶装置４４０、入出力装置４５０に本発明の半導体装置を適用した場
合も同様である。データ処理システム４００の大きさ、駆動能力は、個々のトランジスタ
の大きさ、駆動能力に依存するため、これらのトランジスタを本発明の半導体装置に置き
換えることで、小型で高性能なデータ処理システムを提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明の活用例として、各種メモリを搭載した半導体装置等が挙げられる。ＤＲＡＭを
一つの適用例として挙げられるが、ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリ素子以外にも種々の半導体
装置に広く適用できるのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】半導体装置の部分断面図であり、図２のＸ－Ｘ線に沿う断面図である。
【図２】同半導体装置の部分平面図である。
【図３】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図４】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図５】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図６】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図７】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図８】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図９】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１０】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１１】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１２】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１３】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１４】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１５】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１６】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１７】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１８】同半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断面工程図である。
【図１９】データ処理システムの概略構成図である。
【図２０】同データ処理システムに備えられるメモリデバイスの概略構成図である。
【図２１】従来の半導体装置の部分断面図である。
【符号の説明】
【００６９】
１…シリコン基板、４…マスク窒化膜（第２突起層）、５…シリコンピラー（半導体の基
柱）、６…ゲート吊りシリコンピラー（第１突起層）、８…酸化膜（絶縁膜）、９…ピラ
ー下部拡散層（ドレイン拡散層）、１０…ゲート絶縁膜、１１…ゲート電極、１３…マス
ク酸化膜（絶縁膜）、１５…ピラー上部拡散層（ソース拡散層）、１６…酸化膜（絶縁膜
）、１７…サイドウォール窒化膜（絶縁膜）、１８…シリコンプラグ（導電プラグ）、１
９…層間絶縁膜、２３…メタルコンタクトプラグ（導電プラグ）、２６，２７，２８…メ
タル配線、４００…データ処理システム
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