
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン基板上に形成された第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜の上に形成された第２の絶縁膜とを有する半導体装置であって、
　前記第１の絶縁膜は、膜厚が１ｎｍ以下でありサブオキサイド 含有量が３０
％以下であるシリコン酸化膜であり、
　前記第２の絶縁膜は高誘電率絶縁膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　シリコン基板上に形成された第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜の上に形成された第２の絶縁膜とを有する半導体装置であって、
　前記第１の絶縁膜は、膜厚が１ｎｍ以下でありサブオキサイド 含有量が３０
％以下であるシリコン酸窒化膜であり、
　前記第２の絶縁膜は高誘電率絶縁膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　シリコン基板上に形成された第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜の上に形成された第２の絶縁膜とを有する半導体装置であって、
　前記第１の絶縁膜は、膜厚が１ｎｍ以下であり酸素含有量が０．１ａｔｏｍ％未満であ
るシリコン窒化膜であり、
　前記第２の絶縁膜は高誘電率絶縁膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
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　前記高誘電率絶縁膜は、金属酸化膜または金属珪酸化膜である請求項１～３のいずれか
１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記金属酸化膜は、ハフニウム、ジルコニウム、ランタンおよびイットリウムよりなる
群から選ばれる少なくとも１の金属の酸化膜である請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記金属酸化膜が窒素を含む請求項４または５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記金属珪酸化膜は、ハフニウム、ジルコニウム、ランタン、イットリウムおよびアル
ミニウムよりなる群から選ばれる少なくとも１の金属の珪酸化膜である請求項４に記載の
半導体装置。
【請求項８】
　前記金属珪酸化膜が窒素を含む請求項４または７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　減圧下においてフッ素を含むガスでシリコン基板の表面を処理する工程と、
　減圧を維持した状態で前記シリコン基板の上に第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜の上に、酸素を含む原料を用いて第２の絶縁膜としての金属酸化膜を
形成する工程と、
　前記金属酸化膜を酸化性ガスの雰囲気下で加熱処理する工程とを有

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　減圧下においてフッ素を含むガスでシリコン基板の表面を処理する工程と、
　減圧を維持した状態で前記シリコン基板の上に第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜の上に、酸素を含む原料を用いて第２の絶縁膜としての金属珪酸化膜
を形成する工程と、
　前記金属珪酸化膜を酸化性ガスの雰囲気下で加熱処理する工程とを有

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１の絶縁膜は、シリコン酸化膜、シリコン酸窒化膜およびシリコン窒化膜よりな
る群から選ばれるいずれか１の膜である請求項９または１０に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項１２】
　前記フッ素を含むガスでシリコン基板の表面を処理する工程が２５℃～６００℃の範囲
の温度で行われる請求項９～１１のいずれか１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記フッ素を含むガスは、ＨＦガス、ＣｌＦ 3  ガス、Ｆ 2  ガスおよびＮＦ 3  ガスよりな
る群から選ばれる少なくとも１のガスである請求項９～ のいずれか１に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記酸化性ガスは酸素ガスである請求項９～ のいずれか１に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項１５】
　前記酸素ガスはオゾンまたは酸素ラジカルを含む請求項 に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項１６】
　前記加熱処理は１００℃～４００℃の範囲の温度で行われる請求項９～ のいずれか
１に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、半導体装置および半導体装置の製造方法に関し、より詳細には、高誘電率の絶
縁膜を有する半導体装置および半導体装置の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体集積回路装置における高集積化が大きく進展しており、ＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ
　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型半導体装置では、高集積化に対応するた
めのトランジスタ等の素子の微細化、高性能化が図られている。特に、ＭＯＳ構造を構成
する要素の一つであるゲート絶縁膜に関しては、上記トランジスタの微細化、高速動作お
よび低電圧化に対応すべく薄膜化が急速に進んでいる。
【０００３】
ゲート絶縁膜を構成する材料としては、従来よりシリコン酸化膜やシリコン酸窒化膜など
が用いられてきた。しかしながら、これらの材料を用いた場合には、薄膜化に伴いリーク
電流が増大するという問題があった。
【０００４】
一方、サブ０．１μｍ世代のＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘ
ｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）では、ゲート絶縁膜に対して、シリコン酸化膜換
算膜厚で１．５ｎｍ以下の性能が必要とされる。このため、金属酸化膜または金属珪酸化
膜（金属シリケート膜）などの比誘電率の大きい材料をゲート絶縁膜として用い、膜厚を
大きくすることによってリーク電流を抑制することが提案されている。
【０００５】
しかしながら、金属酸化膜または金属珪酸化膜をシリコン基板上に直接成膜した場合には
、成膜時または成膜後の熱処理によってシリコン基板の表面が酸化され、膜厚１．５ｎｍ
以上の厚いシリコン酸化膜が形成されてしまう。このため、１．５ｎｍ以下のシリコン酸
化膜換算膜厚を得ることは困難であった。また、このシリコン酸化膜には、１価、２価ま
たは３価の状態のシリコンが酸素と結合し、酸化シリコンの化学量論的組成（ＳｉＯ 2  ）
よりもシリコン含有量が多い不完全な酸化物（サブオキサイド）が形成されるために、リ
ーク電流が大きくなるという問題があった。そこで、金属酸化膜または金属珪酸化膜を形
成する前に、シリコン基板の表面に、下地膜としてシリコン酸化膜、シリコン窒化膜また
はシリコン酸窒化膜を形成する方法が提案されている（例えば、特許文献 1参照。）。
【０００６】
シリコン基板の表面にサブオキサイドの含有量の少ないシリコン酸化膜を形成した場合、
金属酸化膜または金属珪酸化膜の形成工程およびこれに続く加熱処理工程を経た後のシリ
コン酸化膜の膜厚増加量は小さくなり、比較的良好なリーク特性が得られる。しかし、高
誘電率絶縁膜とシリコン酸化膜との積層構造では、シリコン酸化膜の膜厚を１．０ｎｍ以
下に制御する必要があり、シリコン基板の表面付近に存在するサブオキサイドの寄与が大
きくなるという問題があった。
【０００７】
一方、減圧下または乾燥窒素などで満たされたクラスタ装置内において、シリコン基板表
面の自然酸化膜の除去、成膜および形成された膜のモニタリングまでの工程を連続して行
うことが提案されている（例えば、特許文献２参照。）。これによれば、大気暴露によっ
て引き起こされるおそれのある汚染物質や水などの吸着を回避することができるとされる
。特許文献２では、減圧状態で前洗浄室に搬送されて希フッ酸処理を行われた後、水洗・
乾燥後、再度真空引きされてゲート酸化炉に搬送されることが記載されている。しかしな
がら、処理室の水分管理が困難であることから、この方法によって金属酸化膜または金属
珪酸化膜を用いた半導体装置を製造することは難しいと考えられる。
【０００８】
また、従来より、シリコン酸化膜よりも比誘電率の大きいシリコン窒化膜が、高誘電率の
金属酸化膜キャパシタとして使用されてきた。しかしながら、シリコン窒化膜がシリコン
基板と接すると界面準位が増大すると考えられることから、最近ではシリコン酸窒化膜を
ゲート絶縁膜に用いることが行われている（例えば、特許文献３参照。）。
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【０００９】
シリコン基板の表面を直接的に窒化する場合には、一般に、まず、シリコン基板表面に存
在するサブオキサイドを多く含む自然酸化膜を希フッ酸水溶液によって除去することが行
われる。次いで、水素ターミネーションによってシリコン基板の表面が再び酸化されるの
を防止した後に窒化処理が行われる（例えば、特許文献４参照。）。しかしながら、シリ
コン基板の表面にある全てのシリコン原子を水素ターミネートすることは困難である。し
たがって、希フッ酸処理後の水洗・乾燥工程または窒化装置への搬送工程において、水素
ターミネートされていないシリコン原子に水や酸素が吸着し、シリコンのサブオキサイド
が形成される。これにより、膜厚１ｎｍ程度のシリコン窒化膜中に０．５ａｔｏｍ％以上
の酸素が含まれるという問題があった。
【００１０】
一方、シリコン基板と高誘電率の金属酸化膜との界面にシリコン酸窒化膜を用いることは
、他にも報告されている（例えば、特許文献５～７参照。）。これらにおいては、シリコ
ン基板とシリコン酸窒化膜との界面における窒素濃度を低くして界面準位を少なくするた
めに、シリコン酸化膜を形成してからこれを窒化する方法が主流である。しかしながら、
これらの例では、１原子層から３原子層のシリコン酸化膜を形成した後に窒化処理を行う
ために、上述したシリコン酸化膜を形成する場合と同様の問題がある。
【００１１】
さらに、高品質のシリコン酸化膜、シリコン窒化膜またはシリコン酸窒化膜を下地膜とし
て用いた場合であっても、この上に高誘電率の絶縁膜を成膜する際には下地膜の膜厚増加
が起こる。したがって、下地膜の膜厚増加を抑制することのできる成膜手法が必要である
。一方、これらの膜を下地膜として用いた場合、高誘電率絶縁膜の形成は、下地膜へのダ
メージが大きくなるスパッタリング法や面内均一性に劣る蒸着法よりも、化学気相成長法
（Ｃｈｅｍｉｃｈａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ，以下、ＣＶＤ法という。）
によって行うことが好ましい。しかしながら、ＣＶＤ法では、水分子、酸素分子、酸素ラ
ジカルまたはオゾンなどの酸化性のガスを使用するために、下地膜の膜厚増加を抑制する
ことが困難であるという問題があった。
【００１２】
【特許文献１】
特開平１１－１２６９０２号公報
【特許文献２】
特開２００２－２７０５９６号公報
【特許文献３】
特開平２－２５６２７４号公報
【特許文献４】
特開２００２－３２４９０２号公報
【特許文献５】
特開２００１－２５７３４４号公報
【特許文献６】
特開２００２－３０５１９６号公報
【特許文献７】
特開２００２－３２４９０１号公報
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明の目的は、シリ
コン基板との界面特性に優れた絶縁膜を形成し、この絶縁膜の上に高誘電率の絶縁膜を形
成することによって、高性能の半導体装置およびその製造方法を提供することにある。
【００１４】
本発明の他の目的および利点は、以下の記載から明らかとなるであろう。
【００１５】
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【課題を解決するための手段】
　本発明の半導体装置は、シリコン基板上に形成された第１の絶縁膜と、この第１の絶縁
膜の上に形成された第２の絶縁膜とを有する半導体装置であって、第１の絶縁膜は、膜厚
が１ｎｍ以下でありサブオキサイド 含有量が３０％以下であるシリコン酸化膜
であり、第２の絶縁膜は高誘電率絶縁膜であることを特徴としている。
【００１６】
　また、本発明の半導体装置は、シリコン基板上に形成された第１の絶縁膜と、この第１
の絶縁膜の上に形成された第２の絶縁膜とを有する半導体装置であって、第１の絶縁膜は
、膜厚が１ｎｍ以下でありサブオキサイド 含有量が３０％以下であるシリコン
酸窒化膜であり、第２の絶縁膜は高誘電率絶縁膜であることを特徴としている。
【００１７】
さらに、本発明の半導体装置は、シリコン基板上に形成された第１の絶縁膜と、この第１
の絶縁膜の上に形成された第２の絶縁膜とを有する半導体装置であって、第１の絶縁膜は
、膜厚が１ｎｍ以下であり酸素含有量が０．１ａｔｏｍ％未満であるシリコン窒化膜であ
り、第２の絶縁膜は高誘電率絶縁膜であることを特徴としている。
【００１８】
本発明の半導体装置において、高誘電率絶縁膜としては、金属酸化膜または金属珪酸化膜
を用いることができる。金属酸化膜は、ハフニウム、ジルコニウム、ランタン、イットリ
ウムおよびアルミニウムよりなる群から選ばれる少なくとも１の金属の酸化膜とすること
ができる。金属酸化膜は窒素を含んでいてもよい。また、金属珪酸化膜は、ハフニウム、
ジルコニウム、ランタンおよびイットリウムよりなる群から選ばれる少なくとも１の金属
の珪酸化膜とすることができる。金属珪酸化膜は窒素を含んでいてもよい。
【００１９】
　本発明の半導体装置の製造方法は、減圧下においてフッ素を含むガスでシリコン基板の
表面を処理する工程と、減圧を維持した状態でシリコン基板の上に第１の絶縁膜を形成す
る工程と、第１の絶縁膜の上に、酸素を含む原料を用いて第２の絶縁膜としての金属酸化
膜を形成する工程と、金属酸化膜を酸化性ガスの雰囲気下で加熱処理する工程とを有

ことを特徴としている。
【００２０】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、減圧下においてフッ素を含むガスでシリコン
基板の表面を処理する工程と、減圧を維持した状態でシリコン基板の上に第１の絶縁膜を
形成する工程と、第１の絶縁膜の上に、酸素を含む原料を用いて第２の絶縁膜としての金
属珪酸化膜を形成する工程と、金属珪酸化膜を酸化性ガスの雰囲気下で加熱処理する工程
とを有 ことを特徴としている。
【００２１】
　本発明の半導体装置の製造方法において、第１の絶縁膜としては、シリコン酸化膜、シ
リコン酸窒化膜またはシリコン窒化膜を用いることができる。また、フッ素を含むガスで
シリコン基板の表面を処理する工程は、２５℃～６００℃の範囲の温度で行われることが
好ましい。

。
【００２２】
本発明の半導体装置の製造方法において、酸化性ガスは酸素ガスとすることができる。こ
こで、酸素ガスはオゾンまたは酸素ラジカルを含んでいてもよい。また、加熱処理は、１
００℃～４００℃の範囲の温度で行われることが好ましい。
【００２３】
【発明の実施の形態】
図１～図７を用いて、本実施の形態による半導体装置および半導体装置の製造方法につい
て説明する。尚、これらの図において、同じ符号を付した箇所は同じ部分であることを示
している。
【００２４】

10

20

30

40

50

(5) JP 3974547 B2 2007.9.12

を含みその

を含みその

し、
前記フッ素を含むガスの分圧は１００Ｐａ以下である

し、前記フッ素を含むガスの分圧は１００Ｐａ以下である

また、フッ素を含むガスは、ＨＦガス、ＣｌＦ 3  ガス、Ｆ 2  ガスおよびＮＦ 3  

ガスよりなる群から選ばれる少なくとも１のガスとすることができる



実施の形態１．
図１は、本実施の形態にかかる半導体装置の断面図の一例である。
【００２５】
図１に示すように、シリコン基板１には、Ｎ型拡散層２、Ｐ型拡散層３、素子分離領域４
、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層５、Ｎ型ソース・ドレイン拡散層６、Ｐ型エクステンショ
ン領域７が形成されている。また、シリコン基板１の上には、素子分離領域４を除いて、
第１の絶縁膜としてのシリコン酸化膜８が形成されている。本実施の形態においては、シ
リコン酸化膜８の膜厚を１ｎｍ以下とし、シリコン酸化膜８中のサブオキサイドの含有量
を３０％以下とする。
【００２６】
また、シリコン酸化膜８の上には、第２の絶縁膜としてのハフニウム珪酸化膜９が形成さ
れており、さらにハフニウム珪酸化膜９の上にはゲート電極１０が形成されている。そし
て、ゲート電極１０の側壁には、シリコン酸化膜１１およびシリコン窒化膜１２が形成さ
れている。尚、本発明においては、第１の絶縁膜と第２の絶縁膜とでゲート絶縁膜を構成
している。
【００２７】
本実施の形態では、ハフニウム珪酸化膜の代わりに他の高誘電率絶縁膜を用いてもよい。
例えば、ジルコニウム珪酸化膜、ランタン珪酸化膜またはイットリウム珪酸化膜などを用
いてもよい。また、ハフニウム、ジルコニウム、ランタンおよびイットリウムよりなる群
から選ばれる２以上の金属の珪酸化膜であってもよい。さらに、ハフニウム、ジルコニウ
ム、ランタン、イットリウムおよびアルミニウムよりなる群から選ばれる少なくとも１の
金属の酸化膜であってもよい。
【００２８】
例えば、シリコン酸化膜８の膜厚を０．５ｎｍ、サブオキサイド含有量を３０％とし、ハ
フニウム珪酸化膜９の膜厚を２．０ｎｍとすると、シリコン酸化膜換算膜厚（Ｅｑｕｉｖ
ａｌｅｎｔ　Ｏｘｉｄｅ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ，以下、ＥＯＴという。）は１．２ｎｍと
なる。
【００２９】
一般に、金属酸化膜の比誘電率は、金属珪酸化膜の比誘電率よりも大きい。したがって、
金属酸化膜を高誘電率絶縁膜として用いた場合には、同じ膜厚の金属珪酸化膜を高誘電率
絶縁膜として用いた場合と比較して、同じ値のＥＯＴを得るのに下地のシリコン酸化膜の
膜厚を大きくすることができる。一方、シリコン酸化膜中のサブオキサイドは、シリコン
基板との界面付近に比較的多く存在する。したがって、例えば、膜厚２．０ｎｍのハフニ
ウム酸化膜を用いた場合には、シリコン酸化膜中のサブオキサイドの含有量を２０％以下
とすることができる。
【００３０】
ところで、ゲート電極にＢ（ホウ素）をドープしたシリコンを用いた場合、ゲート絶縁膜
を薄膜化することによって、加熱処理によりＢがゲート絶縁膜を突き抜けるという問題が
あった。これに対しては、金属酸化膜または金属珪酸化膜の中に窒素を含有させることが
提案されている（例えば、米国特許第６，０１３，５５３号明細書、特開２００１－２５
７３４４号公報、特開２００１－３３２５４７号公報、特開２００２－２９９６０７号公
報、特開２００２－３１４０６７号公報参照。）。本発明においても、窒素を含むハフニ
ウム珪酸化膜を第２の絶縁膜として用いることができる。この場合、ハフニウム珪酸化膜
に変えて、ジルコニウム珪酸化膜、ランタン珪酸化膜またはイットリウム珪酸化膜を用い
てもよい。また、ハフニウム、ジルコニウム、ランタンおよびイットリウムよりなる群か
ら選ばれる２以上の金属の珪酸化膜を用いてもよい。さらに、ハフニウム、ジルコニウム
、ランタン、イットリウムおよびアルミニウムよりなる群から選ばれる少なくとも１の金
属の酸化膜であってもよい。これらのいずれの膜においても窒素を含むことができる。
【００３１】
図２（ａ）～（ｆ）および図３（ａ）～（ｅ）は、図１に示す半導体装置の製造工程を示
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す断面図である。
【００３２】
まず、図２（ａ）に示すように、シリコン基板１の所定領域にシリコン酸化膜を埋め込み
、ＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）構造の素子分離領域４
および犠牲酸化膜１３を形成する。
【００３３】
次に、フォトリソグラフィ法によって所定領域にレジストパターン１４を形成し、図２（
ｂ）に示すように、レジストパターン１４をマスクとしてシリコン基板１内にＰ（リン）
を複数回に分けて注入する。ここで、Ｐを注入する目的は、拡散層の形成およびトランジ
スタの閾値電圧を調整するためである。
【００３４】
Ｐの注入を終えた後は、不要となったレジストパターン１４を除去する。続いて、同様に
して、シリコン基板内にＢ（ホウ素）を注入する。その後、加熱処理を行うことによって
拡散させて、Ｎ型拡散層２およびＰ型拡散層３を形成する（図２（ｃ））。
【００３５】
次に、ＮＨ４ Ｆ（フッ化アンモニウム）水溶液などを用いて、犠牲酸化膜１３を除去する
。その後、０．５％～５％程度の濃度の希フッ酸水溶液を用いて、シリコン基板１表面の
洗浄を行う。洗浄後、直にシリコン基板１を反応炉（図示せず）の中に入れ、真空引きす
ることによって反応炉内の酸素および水を十分に除去する。続いて、反応炉内を２５℃～
６００℃の範囲内の温度にした後に、反応炉内にフッ素を含むガスを導入する。この際、
反応炉内におけるフッ素を含むガスの分圧が１００Ｐａ以下であることが好ましい。
【００３６】
例えば、反応炉内の温度を３００℃に昇温した後に、反応炉内にＨＦ（フッ化水素）ガス
を導入する。この際、ＨＦガスの分圧が１０Ｐａ程度になるようにする。この状態で５分
間おくことによって、シリコン基板の表面に形成された自然酸化膜を除去することができ
る。
【００３７】
フッ素を含むガスとしては、ＨＦガスの他に、ＣｌＦ３ ガス、Ｆ２ ガスまたはＮＦ３ ガス
などを用いることができる。また、これらを組み合わせて用いてもよい。
【００３８】
特許第３２１０５１０号明細書には、自然酸化膜を無水ＨＦガスで除去することが開示さ
れている。しかしながら、この文献には、自然酸化膜の具体的な除去条件については記載
されていない。フッ素を含むガス中において、素子領域にあるシリコン表面の酸素を除去
しようとする場合、ＳｉＯ 2などで形成された素子分離膜も同時にエッチングされる。し
たがって、これにより発生した酸素が、シリコン表面に再付着する。このため、シリコン
表面の酸素の除去は、特定の条件の下で行う必要がある。
【００３９】
本発明者は、シリコン基板上に１００ｎｍの膜厚を有するシリコン酸化膜を形成した後、
希フッ酸処理によって４００μｍ×４００μｍの大きさのコンタクトホールをシリコン酸
化膜に形成した。続いて、特開平５－２１４３３９号公報および特開平１１－９７４３４
号公報に記載の条件で、ＨＦガスを用いて１分間処理した。これにより、シリコン酸化膜
の膜厚は減少した。しかしながら、開口部ではシリコン酸化膜の膜厚は増加し、最も薄い
ところでも２ｎｍの膜厚を有していた。また、この開口部の表面形状をＡＦＭ（Ａｔｏｍ
ｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ、原子間力顕微鏡）を用いて観察したところ、
最も平滑なサンプルでも平均して５ｎｍ以上の表面粗さを有していた。希フッ酸処理直後
のサンプルでは、平均して０．４ｎｍ程度の表面粗さであったことから、ＨＦガス処理に
よって表面荒れが激しくなっていることが判明した。これは、シリコン基板の表面におい
て、再酸化とエッチングが同時または交互に起こっていることによると考えられる。本発
明では、上述したように、フッ素を含むガスの分圧を１００Ｐａ以下とし、処理温度を２
５℃～６００℃の範囲内とすることによって、このような問題を解決することができる。
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【００４０】
次に、反応炉内から余剰のフッ素を含むガスや反応により生成したガスを排気し、代わっ
て反応炉内に酸素を導入することによって、シリコン基板１の表面にシリコン酸化膜８を
形成する（図２（ｄ））。本実施の形態においては、シリコン基板１の表面の自然酸化膜
除去からシリコン酸化膜８形成までの間、シリコン基板１を大気に曝さないようにする。
大気に曝さないことによって、ゴミなどの異物や水などがシリコン基板１に付着するのを
防ぐことができる。具体的には、自然酸化膜を除去した後、反応炉内の減圧を維持した状
態でシリコン酸化膜の形成を行う。
【００４１】
シリコン酸化膜は、シリコンの酸化反応を６５０℃～９００℃の範囲内の温度で行うこと
によって緻密な膜とすることができる。この際、昇温速度を５０℃／分以上とすることが
好ましい。昇温速度が速いほどシリコン酸化膜の膜厚は小さくなる。また、導入する酸素
の分圧は、０．１Ｐａ～５００Ｐａの範囲内であることが好ましい。これにより、表面が
平滑でサブオキサイドの含有量が５０％以下であるシリコン酸化膜を形成することができ
る。この場合のシリコン酸化膜は、シリコン表面に形成された１原子層または２原子層の
膜である。
【００４２】
次に、６５０℃～９００℃の範囲の温度に維持した状態で、反応炉内に酸素ガス、水蒸気
、亜酸化窒素ガスまたは一酸化窒素ガスなどを導入する。導入したガスの分圧を０．１Ｐ
ａ～５００Ｐａの範囲内とし、この状態で１分間～３０分間おくことによって、１ｎｍ以
下の膜厚を有するシリコン酸化膜を形成することができる。尚、導入した酸化性ガスの分
圧が低いほど、また、酸化処理温度が低いほど、シリコン酸化膜の膜厚は小さくなる。
【００４３】
酸化性ガスを用いた加熱処理によって、シリコン酸化膜は、Ｓｉ２ Ｏ、ＳｉＯおよびＳｉ

２ Ｏ３ の結合状態からＳｉＯ２ の結合状態へと変化する。したがって、シリコン酸化膜中
に含まれるサブオキサイドの含有量を減少させることができる。例えば、０．５ｎｍ～１
ｎｍ程度の膜厚を有するシリコン酸化膜では、サブオキサイドの含有量は２０％以下とな
る。また、０．５ｎｍ以下の膜厚を有するシリコン酸化膜では、サブオキサイドの含有量
は２０％～３０％程度となる。
【００４４】
例えば、反応炉内からＨＦガスを除去した後、反応炉内に酸素ガスを導入する。この際、
酸素ガスの分圧が反応炉内で１０Ｐａ程度になるようにする。次に、昇温速度２５０℃／
分で６５０℃程度まで昇温する。昇温後、酸素の供給を停止し、代わって０．１Ｐａ程度
の分圧の水蒸気を反応炉内に導入する。この状態で５分間おくことによって、膜厚０．５
ｎｍ程度のシリコン酸化膜を形成することができる。表１に、このシリコン酸化膜中のサ
ブオキサイド含有量を、他の方法によって形成したシリコン酸化膜と比較した例を示す。
尚、測定は、Ｘ線光電子分光分析装置（Ｘ－ｒａｙ　Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐ
ｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）を用いて行った。
【００４５】
【表１】
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【００４６】
表１において、比較例１は、希フッ酸水溶液を用いてシリコン基板表面の洗浄を行った状
態のサンプルである。また、比較例２は、希フッ酸水溶液による洗浄後、６５０℃で５分
間の水蒸気酸化を行ったサンプルである。さらに、比較例３は、希フッ酸水溶液による洗
浄後、乾燥した酸素ガスを用いて６５０℃で１０分間酸化したサンプルである。
【００４７】
また、表１において、サブオキサイドの含有量とは、Ｓｉ２ Ｏ、ＳｉＯおよびＳｉ２ Ｏ３

の含有量をいう。
【００４８】
比較例１では、サブオキサイド含有量が６３％と大きいことから、シリコン基板の表面に
吸着した酸素は未だ完全なＳｉＯ２ 構造を形成していないと考えられる。比較例２および
比較例３では、比較例１よりもやや小さいサブオキサイド含有量を示すことから、シリコ
ン基板の表面に吸着した酸素の一部がＳｉＯ２ 構造を形成していると考えられる。一方、
本実施の形態によれば、サブオキサイド含有量は２４％となって、比較例１～３に対して
大きく減少した値を示す。これは、希フッ酸水溶液による洗浄後にフッ素を含むガスによ
って自然酸化膜の除去を行ったことによるものと考えられる。
【００４９】
次に、シリコン酸化膜８の上に、高誘電率絶縁膜としてハフニウム珪酸化膜９を形成して
、図２（ｄ）に示す構造とする。
【００５０】
本実施の形態における高誘電率絶縁膜の形成は、酸素ガス、オゾンガス、酸素ラジカルお
よび水蒸気などの酸化性ガスを用いることなしに行う。具体的には、酸素を含む原料を用
いたＣＶＤ法によって行う。ここで、高誘電率絶縁膜が金属酸化膜である場合には、酸素
を含む金属錯体などが原料として使用される。また、高誘電率絶縁膜が金属珪酸化膜であ
る場合には、金属またはシリコンの原料の内の少なくとも一方が酸素を含む原料であれば
よい。
【００５１】
例えば、シリコン酸化膜を形成した後、さらに反応炉内を真空引きすることによって反応
炉内の水分を除去する。次に、反応炉内の温度を２５０℃程度まで降温した後、テトラ－
ｔ－ブトキシハフニウムとＳｉ２ Ｈ６ の混合ガスを反応炉内に導入する。これによって、
膜厚２ｎｍ程度のハフニウム珪酸化膜を形成することができる。
【００５２】
尚、Ｓｉ２ Ｈ６ の代わりに、ＳｉＨ４ 、テトラエチルオルソシリケート（別名テトラエト
キシシラン）、テトラキスジエチルアミノシラン、テトラキスジメチルアミノシラン、テ
トラキスメチルエチルアミノシラン、トリスジエチルアミノシラン、トリスジメチルアミ
ノシランまたはトリスメチルエチルアミノシランなどを用いてもよい。
【００５３】
また、Ｓｉ２ Ｈ６ の代わりに、テトラエトキシシランまたはメチルトリメトキシシランな
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どの酸素を含むものをシリコンの原料として用いてもよい。この場合、ハフニウムの原料
としては、テトラ－ｔ－ブトキシハフニウムなどの酸素を含むものを用いてもよいし、テ
トラキスジエチルアミノハフニウムまたはテトラキスジメチルアミノハフニウムなどの酸
素を含まないものを用いてもよい。
【００５４】
また、ハフニウム酸化膜を高誘電率絶縁膜とする場合には、テトラ－ｔ－ブトキシハフニ
ウムまたはテトラキス－２，２，６，６－テトラメチル－３，５－ヘプタンジオナートハ
フニウム（別名テトラキスジピバロイルメタナートハフニウム）などの酸素を含む原料を
用いる。
【００５５】
また、ハフニウム珪酸化膜やハフニウム酸化膜に代えて、ジルコニウム、ランタン若しく
はイットリウムの珪酸化膜またはジルコニウム、ランタン、イットリウム若しくはアルミ
ニウムの酸化膜を高誘電率絶縁膜として使用する場合には、上記のハフニウム原料と同じ
配位子を有するものを用いることができる。
【００５６】
尚、高誘電率絶縁膜の形成は、下地であるシリコン酸化膜を成膜した反応炉と同一の反応
炉内において、大気に暴露することなく行うことが好ましい。但し、数時間以内であれば
、シリコン酸化膜形成後に大気に暴露しても問題はない。
【００５７】
本実施の形態では、雰囲気中に酸化性のガスが存在しない状態で高誘電率絶縁膜の形成を
行うので、シリコン酸化膜の膜厚増加を抑制することができる。
【００５８】
高誘電率絶縁膜を形成した後は、酸化性ガスの雰囲気下で加熱処理を行う。
酸化性ガスは、例えば酸素ガスとすることができる。また、酸素ガスはオゾンまたは酸素
ラジカルを含んでいてもよい。また、加熱処理は１００℃～４００℃の範囲の温度で行う
ことが好ましい。これにより、酸化性ガスが存在しない条件で成膜することによって高誘
電率絶縁膜中に生じた酸素欠損部に酸素を補充して、リーク電流特性に優れた絶縁膜とす
ることができる。
【００５９】
例えば、酸素ガスまたはオゾンを含む酸素ガスの雰囲気下において、２５０℃で２分間の
加熱処理を行う。これにより、ハフニウム珪酸化膜に生じた酸素欠損部に酸素を補充する
ことができる。
【００６０】
次に、ハフニウム珪酸化膜９の上に、ゲート電極となる多結晶シリコン膜１５を形成する
。多結晶シリコン膜１５の形成は、例えばＣＶＤ法によって行うことができる。尚、多結
晶シリコン膜１５の代わりにアモルファスシリコン膜を用いてもよい。その後、フォトリ
ソグラフィ法によってレジストパターン１６を形成する。
【００６１】
次に、図２（ｅ）に示すように、レジストパターン１６をマスクとして多結晶シリコン膜
１５中にＢ（ホウ素）をイオン注入する。不要となったレジストパターン１６を除去した
後、同様の方法によってＰ型拡散層である多結晶シリコン膜１５にＰ（リン）をイオン注
入する。その後、加熱処理を行うことによって多結晶シリコン膜（ドープトシリコン膜）
１５の抵抗を下げる。
【００６２】
次に、図２（ｆ）に示すように、フォトリソグラフィ法によってレジストパターン１７を
形成し、レジストパターン１７をマスクとして多結晶シリコン膜１５をエッチングする。
これにより、ゲート電極１０を形成することができる。
【００６３】
不要となったレジストパターン１７を除去した後、図３（ａ）に示すように、新たにフォ
トリソグラフィ法によってレジストパターン１８を形成する。そして、ゲート電極１０お
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よびレジストパターン１８をマスクとして、シリコン基板１内のＮ型拡散層２にＢ（ホウ
素）をイオン注入する。同様の方法によって、Ｐ型拡散層３にもＰ（リン）をイオン注入
した後、加熱処理による活性化を行う。これにより、図３（ｂ）に示すように、Ｐ型エク
ステンション領域７およびＮ型エクステンション領域１９を形成することができる。
【００６４】
次に、図３（ｃ）に示すように、ＣＶＤ法などによって全面にシリコン酸化膜１１、シリ
コン窒化膜１２を順に形成する。その後、反応性イオンエッチングを行い、ゲート電極１
０の側壁部を残してシリコン酸化膜１１およびシリコン窒化膜１２を除去することにより
図３（ｄ）の構造とする。
【００６５】
次に、図３（ｅ）に示すように、フォトリソグラフィ法によってレジストパターン２０を
形成し、レジストパターン２０並びに側壁としてのシリコン酸化膜１１およびシリコン窒
化膜１２の形成されたゲート電極１０をマスクとして、シリコン基板１内のＮ型拡散層２
にＢ（ホウ素）をイオン注入する。不要となったレジストパターン２０を除去した後、同
様の方法によって、Ｐ型拡散層３にＰ（リン）をイオン注入する。続いて、加熱処理によ
る活性化を行うことによって、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層５およびＮ型ソース・ドレイ
ン拡散層６を形成することができる（図３（ｆ））。その後、公知の方法によって、層間
絶縁膜、コンタクトおよび配線などの形成が行われることによって半導体装置を製造する
ことができる。
【００６６】
本実施の形態によれば、フッ素を含むガスを用いてシリコン基板上の自然酸化膜を除去し
た後にシリコン酸化膜を形成することによって、シリコン酸化膜中のサブオキサイド含有
量を３０％以下とすることができる。
【００６７】
また、本実施の形態によれば、酸化性ガスを用いることなしに金属酸化膜または金属珪酸
化膜を形成することによって、下地のシリコン酸化膜の膜厚増加を抑えることができる。
【００６８】
さらに、本実施の形態によれば、金属酸化膜または金属珪酸化膜を形成した後に酸化性ガ
ス雰囲気下で加熱処理を行うことによって、金属酸化膜または金属珪酸化膜中に発生した
酸素欠陥部に酸素を補充することができる。
【００６９】
実施の形態２．
本実施の形態においては、第１の絶縁膜としてシリコン酸窒化膜を用いることを特徴とす
る。
【００７０】
図４は、本実施の形態にかかる半導体装置の断面図の一例である。
【００７１】
図４に示すように、シリコン基板１には、Ｎ型拡散層２、Ｐ型拡散層３、素子分離領域４
、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層５、Ｎ型ソース・ドレイン拡散層６、Ｐ型エクステンショ
ン領域７が形成されている。また、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層５およびＮ型ソース・ド
レイン拡散層６の上には、ニッケルシリサイド層２１が形成されている。尚、ニッケルシ
リサイド層２１の代わりに、コバルトシリサイド層またはチタンシリサイド層などの他の
金属シリサイド層が形成されていてもよい。
【００７２】
一方、シリコン基板１上には、第１の絶縁膜としてのシリコン酸窒化膜２２が形成されて
いる。また、シリコン酸窒化膜２２の上には、第２の絶縁膜としてのハフニウム珪酸化膜
２３が形成されている。ここで、本発明においては、第１の絶縁膜と第２の絶縁膜とでゲ
ート絶縁膜を構成している。
【００７３】
ハフニウム珪酸化膜２３の上には、ゲート電極１０が形成されている。ゲート電極１０は
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多結晶ポリシリコン膜からなり、ゲート電極１０の側壁には、シリコン酸化膜１１および
シリコン窒化膜１２が形成されている。また、ゲート電極１０の上部にはニッケルシリサ
イド層２１が形成されている。尚、ニッケルシリサイド層２１の代わりに、コバルトシリ
サイド層またはチタンシリサイド層などの他の金属シリサイド層が形成されていてもよい
。
【００７４】
本実施の形態においては、シリコン酸窒化膜２２の膜厚を１ｎｍ以下とし、シリコン酸窒
化膜２２中のサブオキサイドの含有量を３０％以下とする。また、ハフニウム珪酸化膜２
３として窒素を含むものを用いる。窒素を含むハフニウム珪酸化膜の代わりに、窒素を含
むジルコニウム珪酸化膜、窒素を含むランタン珪酸化膜または窒素を含むイットリウム珪
酸化膜を用いてもよい。また、ハフニウム、ジルコニウム、ランタンおよびイットリウム
よりなる群から選ばれる２以上の金属の珪酸化膜に窒素が含有したものであってもよい。
さらに、ハフニウム、ジルコニウム、ランタン、イットリウムおよびアルミニウムよりな
る群から選ばれる少なくとも１の金属の酸化膜に窒素が含有したものであってもよい。
【００７５】
尚、本実施の形態において用いられる第２の絶縁膜としての高誘電率絶縁膜は、窒素を含
む金属珪酸化膜および窒素を含む金属酸化膜に限定されるものではない。実施の形態１と
同様に、窒素を含まない金属珪酸化膜または窒素を含まない金属酸化膜であってもよい。
【００７６】
例えば、シリコン酸窒化膜２２の膜厚を０．８ｎｍ、サブオキサイド含有量を２５％以下
とし、窒素を含むハフニウム珪酸化膜２３の膜厚を２．０ｎｍとすると、ＥＯＴは１．２
ｎｍとなる。
【００７７】
本実施の形態による半導体装置の製造方法について、図４および図５を用いて以下に説明
する。
【００７８】
まず、実施の形態１で説明した図２（ａ）～図２（ｃ）と同様にして、シリコン基板１の
所定領域にシリコン酸化膜を埋め込み、ＳＴＩ構造の素子分離領域４および犠牲酸化膜１
３を形成した後、イオン注入によってＮ型拡散層２およびＰ型拡散層３を形成する。
【００７９】
次に、ＮＨ４ Ｆ（フッ化アンモニウム）水溶液などを用いて、犠牲酸化膜１３を除去する
。その後、０．５％～５％程度の濃度の希フッ酸水溶液を用いて、シリコン基板１表面の
洗浄を行う。洗浄後、直にシリコン基板１を反応炉（図示せず）の中に入れ、真空引きす
ることによって反応炉内の酸素および水を十分に除去する。続いて、反応炉内の温度を２
５℃～６００℃の範囲内の程度にした後に、反応炉内にフッ素を含むガスを導入する。こ
の際、反応炉内におけるフッ素を含むガスの分圧が１００Ｐａ以下であることが好ましい
。
【００８０】
例えば、反応炉内の温度を３００℃に昇温した後に、反応炉内にＨＦ（フッ化水素）ガス
を導入する。この際、ＨＦガスの分圧が１０Ｐａ程度になるようにする。この状態で５分
間おくことによって、シリコン基板の表面に形成された自然酸化膜を除去することができ
る。
【００８１】
フッ素を含むガスとしては、ＨＦガスの他に、ＣｌＦ３ ガス、Ｆ２ ガスまたはＮＦ３ ガス
などを用いることができる。また、これらを組み合わせて用いてもよい。
【００８２】
次に、反応炉内から余剰のフッ素を含むガスや反応によって生成したガスを排気した後、
シリコン基板１の表面にシリコン酸窒化膜２２を形成する。本実施の形態においては、シ
リコン基板表面の自然酸化膜除去からシリコン酸窒化膜形成までの間、シリコン基板を大
気に曝さないようにする。大気に曝さないことによって、ゴミなどの異物や水などがシリ
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コン基板に付着するのを防ぐことができる。具体的には、自然酸化膜を除去した後、反応
炉内の減圧を維持した状態でシリコン酸窒化膜の形成を行う。
【００８３】
シリコン酸窒化膜は、まず、シリコン酸化膜を形成し、次いでこれを窒化することによっ
て形成することができる。具体的には、実施の形態１と同様にして形成したシリコン酸化
膜をＮＨ３ （アンモニア）雰囲気中で加熱処理することによって窒化する。例えば、ＮＨ

３ の分圧を１Ｐａ～１０，０００Ｐａとし、６００℃～９００℃の範囲の温度で１分間～
１０分間加熱処理する。
【００８４】
シリコン酸窒化膜の膜厚は、先に形成するシリコン酸化膜の膜厚に依存する。したがって
、例えば、膜厚の小さいシリコン酸窒化膜を形成する場合には、膜厚の小さいシリコン酸
化膜を形成しておくことが必要となる。
【００８５】
例えば、反応炉内からＨＦガスを除去した後、反応炉内に酸素ガスを導入する。この際、
酸素ガスの分圧が反応炉内で１０Ｐａ程度になるようにする。次に、昇温速度２５０℃／
分で６５０℃程度まで昇温する。昇温後、酸素の供給を停止し、代わって０．１Ｐａ程度
の分圧の水蒸気を反応炉内に導入する。この状態で３分間おくことによって、膜厚０．４
ｎｍ程度のシリコン酸化膜を形成することができる。次に、反応炉内をさらに真空引きし
て水分などを除去した後、反応炉内にＮＨ３ ガスを導入する。温度を６５０℃に維持し、
ＮＨ３ ガスの分圧を１００Ｐａとした状態で５分間おく。これにより、０．８ｎｍ程度の
膜厚のシリコン酸窒化膜を形成することができる。
【００８６】
次に、シリコン酸窒化膜２２の上に、第２の絶縁膜として窒素を含むハフニウム珪酸化膜
２３を形成する。
【００８７】
本実施の形態における第２の絶縁膜としての高誘電率絶縁膜の形成は、実施の形態１と同
様に、酸素ガス、オゾンガス、酸素ラジカルおよび水蒸気などの酸化性ガスを用いること
なしに行う。具体的には、酸素を含む原料を用いたＣＶＤ法によって行う。ここで、高誘
電率絶縁膜が金属酸化膜である場合には、酸素を含む金属錯体などが原料として使用され
る。また、高誘電率絶縁膜が金属珪酸化膜である場合には、金属またはシリコンの原料の
内の少なくとも一方が酸素を含む原料であればよい。
【００８８】
例えば、シリコン酸窒化膜を形成した後、反応炉内の温度を２５０℃程度まで下げる。続
いて、テトラ－ｔ－ブトキシハフニウム、Ｓｉ２ Ｈ６ およびＮＨ３ の混合ガスを反応炉内
に導入する。これによって、膜厚２ｎｍ程度の窒素を含むハフニウム珪酸化膜を形成する
ことができる。
【００８９】
尚、Ｓｉ２ Ｈ６ の代わりに、ＳｉＨ４ 、テトラエチルオルソシリケート（別名テトラエト
キシシラン）、テトラキスジエチルアミノシラン、テトラキスジメチルアミノシラン、テ
トラキスメチルエチルアミノシラン、トリスジエチルアミノシラン、トリスジメチルアミ
ノシランまたはトリスメチルエチルアミノシランなどを用いてもよい。
【００９０】
また、Ｓｉ２ Ｈ６ の代わりに、テトラエトキシシランまたはメチルトリメトキシシランな
どの酸素を含むものをシリコンの原料として用いてもよい。この場合、ハフニウムの原料
としては、テトラ－ｔ－ブトキシハフニウムなどの酸素を含むものを用いてもよいし、テ
トラキスジエチルアミノハフニウムまたはテトラキスジメチルアミノハフニウムなどの酸
素を含まないものを用いてもよい。
【００９１】
また、ハフニウム酸化膜を高誘電率絶縁膜とする場合には、テトラ－ｔ－ブトキシハフニ
ウムまたはテトラキス－２，２，６，６－テトラメチル－３，５－ヘプタンジオナートハ
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フニウム（別名テトラキスジピバロイルメタナートハフニウム）などの酸素を含む原料を
用いる。
【００９２】
また、ハフニウム珪酸化膜やハフニウム酸化膜に代えて、ジルコニウム、ランタン若しく
はイットリウム珪酸化膜またはジルコニウム、ランタン、イットリウム若しくはアルミニ
ウムの酸化膜を高誘電率絶縁膜として使用する場合には、上記のハフニウム原料と同じ配
位子を有するものを用いることができる。
【００９３】
本実施の形態では、雰囲気中に酸化性のガスが存在しない状態で高誘電率絶縁膜の形成を
行うので、シリコン酸窒化膜の膜厚増加を抑制することができる。
【００９４】
高誘電率絶縁膜を形成した後は、実施の形態１と同様に、酸素ガスまたは酸素ラジカル若
しくはオゾンを含む酸素ガスの雰囲気下で加熱処理を行う。これにより、高誘電率絶縁膜
中に発生した酸素欠損部に酸素を補充することができる。例えば、酸素ガスまたはオゾン
を含む酸素ガスの雰囲気下において、２５０℃で２分間の加熱処理を行うことによって、
ハフニウム珪酸化膜に生じた酸素欠損部に酸素を補充することができる。
【００９５】
尚、ハフニウム珪酸化膜の表面付近での窒素濃度を高めたい場合には、上記の加熱処理の
後、さらにＮＨ３ 雰囲気中で加熱処理を行う。例えば、加熱炉内の雰囲気をＮＨ３ ガス雰
囲気とし、２５０℃から８５０℃まで昇温速度２５０℃／分で昇温した後、所定の時間加
熱処理を行う。
【００９６】
また、本実施の形態においては、シリコン基板上にシリコン酸化膜、ハフニウム珪酸化膜
を順に形成した後、窒化処理を行うことによってシリコン酸化膜をシリコン酸窒化膜に変
えてもよい。例えば、前述した方法に従って、シリコン基板上にシリコン酸化膜を形成す
る。次に、シリコン酸化膜の上にハフニウム珪酸化膜を形成する。その後、酸化性ガス雰
囲気中で加熱処理を行うことによって、ハフニウム珪酸化膜中に生じた酸素欠損部に酸素
を補充する。続いて、分圧１，０００ＰａのＮＨ３ 雰囲気中において、８５０℃の温度で
加熱処理することによって、シリコン酸化膜をシリコン酸窒化膜に変えることができる。
尚、シリコン酸化膜を窒化する際にシリコン酸化膜から放出された酸素によっても、ハフ
ニウム珪酸化膜中の酸素欠損部に酸素を補充することが可能である。
【００９７】
次に、実施の形態１で説明した図２（ｅ）～図２（ｆ）と同様にして、ゲート電極１０を
形成する。まず、ハフニウム珪酸化膜２３の上に、ゲート電極となる多結晶シリコン膜を
形成する。多結晶シリコン膜の代わりにアモルファスシリコン膜を用いてもよい。その後
、多結晶シリコン膜中にイオン注入を行った後、多結晶シリコン膜をエッチングしてゲー
ト電極１０を形成する。
【００９８】
次に、ゲート電極１０をマスクとしたエッチングによって、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層
５およびＮ型ソース・ドレイン拡散層６の上のシリコン酸窒化膜２２およびハフニウム珪
酸化膜２３を除去する（図５）。その後、実施の形態１と同様にして、ゲート電極１０の
側壁にシリコン酸化膜１１およびシリコン窒化膜１２を形成する。
【００９９】
次に、ニッケル膜（図示せず）、窒化チタン膜（図示せず）を順に成膜し、加熱処理する
ことによってニッケルとシリコンを反応させてニッケルシリサイドを形成する。続いて、
窒化チタン膜および未反応のニッケル膜をエッチングによって除去することにより、ゲー
ト電極１０、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層５およびＮ型ソース・ドレイン拡散層６の上に
選択的にニッケルシリサイド層２１を形成することができる。
【０１００】
ニッケルシリサイド層２１を形成した後は、実施の形態１で説明した図３（ａ）～図３（
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ｆ）と同様にして、Ｐ型エクステンション領域７およびＮ型エクステンション領域１９を
形成した後、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層５およびＮ型ソース・ドレイン拡散層６を形成
する。その後、公知の方法によって、層間絶縁膜、コンタクトおよび配線などの形成を行
うことにより半導体装置を製造することができる。
【０１０１】
表２は、実施の形態１と実施の形態２について、シリコン基板と第１の絶縁膜との界面準
位密度を比較した結果の一例である。表２において、サブオキサイド含有量とは、シリコ
ン酸化膜またはシリコン酸窒化膜の中に含まれるサブオキサイドの量をいう。
【０１０２】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０３】
デバイス特性の観点からは、一般に、界面準位密度は低い方が好ましい。具体的には、界
面準位密度が２×１０１ ０ ｃｍ－ ２ ｅＶ－ １ 以下の値であれば、デバイス特性に与える影
響は小さいと考えられる。一方、表２より、界面準位密度と、第１の絶縁膜中に含まれる
サブオキサイドの含有量との間には相関関係があることがわかる。したがって、表２によ
れば、シリコン酸化膜およびシリコン酸窒化膜のいずれを用いた場合であっても、サブオ
キサイドの含有量を３０％以下とすることがデバイス特性の点から好ましいといえる。
【０１０４】
本実施の形態によれば、フッ素を含むガスを用いてシリコン基板上の自然酸化膜を除去し
た後にシリコン酸窒化膜を形成することによって、シリコン酸窒化膜中のサブオキサイド
含有量を３０％以下とすることができる。
【０１０５】
また、本実施の形態によれば、酸化性ガスを用いることなしに金属酸化膜または金属珪酸
化膜を形成することによって、下地のシリコン酸窒化膜の膜厚増加を抑えることができる
。
【０１０６】
実施の形態３．
図６は本実施の形態にかかる半導体装置の断面図の一例であり、実施の形態２で説明した
図４と同様の構造を有している。但し、本実施の形態においては、第１の絶縁膜としてシ
リコン窒化膜を用いることを特徴とする。
【０１０７】
図６に示すように、シリコン基板１には、Ｎ型拡散層２、Ｐ型拡散層３、素子分離領域４
、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層５、Ｎ型ソース・ドレイン拡散層６、Ｐ型エクステンショ
ン領域７が形成されている。また、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層５およびＮ型ソース・ド
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レイン拡散層６の上には、ニッケルシリサイド層２１が形成されている。尚、ニッケルシ
リサイド層２１の代わりに、コバルトシリサイド層またはチタンシリサイド層などの他の
金属シリサイド層が形成されていてもよい。
【０１０８】
一方、シリコン基板１上には、第１の絶縁膜としてのシリコン窒化膜２４が形成されてい
る。また、シリコン窒化膜２４の上には、第２の絶縁膜としてのハフニウム珪酸化膜２５
が形成されている。ここで、本発明においては、第１の絶縁膜と第２の絶縁膜とでゲート
絶縁膜を構成している。
【０１０９】
ハフニウム珪酸化膜２５の上には、ゲート電極１０が形成されている。ゲート電極１０は
多結晶ポリシリコン膜からなり、ゲート電極１０の側壁には、シリコン酸化膜１１および
シリコン窒化膜１２が形成されている。また、ゲート電極１０の上部には、ニッケルシリ
サイド層２１が形成されている。尚、ニッケルシリサイド層２１の代わりに、コバルトシ
リサイド層またはチタンシリサイド層などの他の金属シリサイド層が形成されていてもよ
い。
【０１１０】
本実施の形態においては、シリコン窒化膜２４の膜厚を１ｎｍ以下とし、シリコン窒化膜
２４中の酸素濃度を０．１ａｔｏｍ％未満とする。また、ハフニウム珪酸化膜２５として
窒素を含むものを用いる。窒素を含むハフニウム珪酸化膜の代わりに、窒素を含むジルコ
ニウム珪酸化膜、窒素を含むランタン珪酸化膜または窒素を含むイットリウム珪酸化膜を
用いてもよい。また、ハフニウム、ジルコニウム、ランタンおよびイットリウムよりなる
群から選ばれる２以上の金属の珪酸化膜に窒素が含有したものであってもよい。さらに、
ハフニウム、ジルコニウム、ランタン、イットリウムおよびアルミニウムよりなる群から
選ばれる少なくとも１の金属の酸化膜に窒素が含有したものであってもよい。
【０１１１】
尚、本実施の形態において用いられる第２の絶縁膜は、窒素を含む金属珪酸化膜および窒
素を含む金属酸化膜に限定されるものではない。実施の形態１と同様に、窒素を含まない
金属珪酸化膜または窒素を含まない金属酸化膜であってもよい。
【０１１２】
例えば、シリコン窒化膜２４の膜厚を０．９ｎｍ、酸素濃度を０．１ａｔｏｍ％未満とし
、窒素を含むハフニウム珪酸化膜２５の膜厚を２．０ｎｍとすると、ＥＯＴは１．２ｎｍ
となる。
【０１１３】
本実施の形態による半導体装置の製造方法について、以下に説明する。
【０１１４】
まず、実施の形態１で説明した図２（ａ）～図２（ｃ）と同様にして、シリコン基板１の
所定領域にシリコン酸化膜を埋め込み、ＳＴＩ構造の素子分離領域４および犠牲酸化膜１
３を形成した後、イオン注入によってＮ型拡散層２およびＰ型拡散層３を形成する。
【０１１５】
次に、ＮＨ４ Ｆ（フッ化アンモニウム）水溶液などを用いて、犠牲酸化膜１３を除去する
。その後、０．５％～５％程度の濃度の希フッ酸水溶液を用いて、シリコン基板１表面の
洗浄を行う。洗浄後、直にシリコン基板１を反応炉（図示せず）の中に入れ、真空引きす
ることによって反応炉内の酸素および水を十分に除去する。続いて、反応炉内の温度を２
５℃～６００℃の範囲内の温度にした後に、反応炉内にフッ素を含むガスを導入する。こ
の際、反応炉内におけるフッ素を含むガスの分圧が１００Ｐａ以下であることが好ましい
。
【０１１６】
例えば、反応炉内の温度を３００℃に昇温した後に、反応炉内にＨＦ（フッ化水素）ガス
を導入する。この際、ＨＦガスの分圧が１０Ｐａ程度になるようにする。この状態で５分
間おくことによって、シリコン基板の表面に形成された自然酸化膜を除去することができ
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る。
【０１１７】
フッ素を含むガスとしては、ＨＦガスの他に、ＣｌＦ３ ガス、Ｆ２ ガスまたはＮＦ３ ガス
などを用いることができる。また、これらを組み合わせて用いてもよい。
【０１１８】
次に、反応炉内から余剰のフッ素を含むガスや反応によって生成したガスを排気した後、
シリコン基板１の表面にシリコン窒化膜２４を形成する。本実施の形態においては、シリ
コン基板表面の自然酸化膜除去からシリコン窒化膜形成までの間、シリコン基板を大気に
曝さないようにする。大気に曝さないことによって、ゴミなどの異物や水などがシリコン
基板に付着するのを防ぐことができる。具体的には、自然酸化膜を除去した後、反応炉内
の減圧を維持した状態でシリコン窒化膜の形成を行う。
【０１１９】
シリコン窒化膜の形成は次のようにして行うことができる。すなわち、分圧が１Ｐａ～１
０，０００Ｐａの範囲内であるＮＨ３ ガス雰囲気中にシリコン基板を置き、５０℃／分以
上の昇温速度で６００℃～９００℃の範囲内の温度まで昇温した後、１分間～３０分間の
加熱処理を行う。この際、昇温後のＮＨ３ ガスの分圧も１Ｐａ～１０，０００Ｐａの範囲
内にあるようにする。これにより、シリコン基板上に、１ｎｍ以下の膜厚を有し、酸素濃
度が０．１ａｔｏｍ％未満であるシリコン窒化膜を形成することができる。
【０１２０】
従来法によれば、シリコン基板の表面に直接シリコン窒化膜を形成すると、キャリアを捕
獲または放出する準位が発生するという問題があった。これは、シリコン基板とシリコン
窒化膜との界面付近に酸素が存在することによるものである。本実施の形態によれば、シ
リコン基板の表面の酸素を除去した後にシリコン窒化膜の形成を行うので、シリコン基板
とシリコン窒化膜との界面付近における酸素の量を減少させることができる。したがって
、シリコン基板の表面およびシリコン窒化膜について、キャリアの捕獲または放出の起こ
る準位の発生を抑制することが可能となる。
【０１２１】
特開２００２－３２４９０２号公報には、水素原子とシリコン原子との化学結合を含まな
いシリコン窒化膜またはシリコン酸窒化膜を用いることによって、良好なデバイス特性を
得ることが記載されている。一方、本実施の形態においては、水素原子とシリコン原子と
の化学結合を含むシリコン窒化膜が形成されるが、このことを原因とする特性の低下は認
められなかった。
【０１２２】
また、ＥＯＴが１．２ｎｍであり、Ｂ（ホウ素）のドーズ量が１×１０１ ８ ｃｍ－ ３ であ
るＮチャネルトランジスタにおいて、シリコン窒化膜中の酸素濃度が０．１％である場合
に、１．０ＭＶ／ｃｍの絶縁破壊電圧におけるキャリアの移動度は２２０ｃｍ２ ／Ｖｓで
あった。一方、シリコン窒化膜中の酸素濃度が０．５％である場合には、同じ条件下でキ
ャリアの移動度は６０ｃｍ２ ／Ｖｓであった。したがって、２２０ｃｍ２ ／Ｖｓよりも大
きな値の移動度を得るためには、シリコン窒化膜中の酸素濃度を０．１％よりも小さくす
ることが好ましい。
【０１２３】
例えば、反応炉内からＨＦガスを除去した後、反応炉内にＮＨ３ ガスを導入する。この際
、ＮＨ３ ガスの分圧が反応炉内で１，０００Ｐａ程度になるようにする。次に、昇温速度
２５０℃／分で７５０℃程度まで昇温した後、ＮＨ３ ガスの分圧を１００Ｐａに下げ、こ
の状態で７分間おくことによって、膜厚０．８ｎｍ程度のシリコン窒化膜を形成すること
ができる。
【０１２４】
次に、シリコン窒化膜２４の上に、第２の絶縁膜として窒素を含むハフニウム珪酸化膜２
５を形成する。
【０１２５】
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本実施の形態における第２の絶縁膜としての高誘電率絶縁膜の形成は、実施の形態１と同
様に、酸素ガス、オゾンガス、酸素ラジカルおよび水蒸気などの酸化性ガスを用いること
なしに行う。具体的には、酸素を含む原料を用いたＣＶＤ法によって行う。ここで、高誘
電率絶縁膜が金属酸化膜である場合には、酸素を含む金属錯体などが原料として使用され
る。また、高誘電率絶縁膜が金属珪酸化膜である場合には、金属またはシリコンの原料の
内の少なくとも一方が酸素を含む原料であればよい。
【０１２６】
例えば、シリコン窒化膜を形成した後、反応炉内の温度を２５０℃程度まで下げる。続い
て、テトラ－ｔ－ブトキシハフニウム、Ｓｉ２ Ｈ６ およびＮＨ３ の混合ガスを反応炉内に
導入する。これによって、膜厚２ｎｍ程度の窒素を含むハフニウム珪酸化膜を形成するこ
とができる。
【０１２７】
尚、Ｓｉ２ Ｈ６ の代わりに、ＳｉＨ４ 、テトラエチルオルソシリケート（別名テトラエト
キシシラン）、テトラキスジエチルアミノシラン、テトラキスジメチルアミノシラン、テ
トラキスメチルエチルアミノシラン、トリスジエチルアミノシラン、トリスジメチルアミ
ノシランまたはトリスメチルエチルアミノシランなどを用いてもよい。
【０１２８】
また、Ｓｉ２ Ｈ６ の代わりに、テトラエトキシシランまたはメチルトリメトキシシランな
どの酸素を含むものをシリコンの原料として用いてもよい。この場合、ハフニウムの原料
としては、テトラ－ｔ－ブトキシハフニウムなどの酸素を含むものを用いてもよいし、テ
トラキスジエチルアミノハフニウムまたはテトラキスジメチルアミノハフニウムなどの酸
素を含まないものを用いてもよい。
【０１２９】
また、ハフニウム酸化膜を高誘電率絶縁膜とする場合には、テトラ－ｔ－ブトキシハフニ
ウムまたはテトラキス－２，２，６，６－テトラメチル－３，５－ヘプタンジオナートハ
フニウム（別名テトラキスジピバロイルメタナートハフニウム）などの酸素を含む原料を
用いる。
【０１３０】
また、ハフニウム珪酸化膜やハフニウム酸化膜に代えて、ジルコニウム、ランタン若しく
はイットリウムの珪酸化膜またはジルコニウム、ランタン、イットリウム若しくはアルミ
ニウムの酸化膜を高誘電率絶縁膜として使用する場合には、上記のハフニウム原料と同じ
配位子を有するものを用いることができる。
【０１３１】
本実施の形態では、雰囲気中に酸化性のガスが存在しない状態で高誘電率絶縁膜の形成を
行うので、シリコン窒化膜の酸化による膜厚増加を抑制することができる。
【０１３２】
高誘電率絶縁膜を形成した後は、実施の形態１と同様に、酸素ガスまたは酸素ラジカル若
しくはオゾンを含む酸素ガスの雰囲気下で加熱処理を行う。これにより、高誘電率絶縁膜
中に発生した酸素欠損部に酸素を補充することができる。例えば、酸素ガスまたはオゾン
を含む酸素ガスの雰囲気下において、２５０℃で２分間の加熱処理を行うことによって、
ハフニウム珪酸化膜に生じた酸素欠損部に酸素を補充することができる。
【０１３３】
次に、実施の形態１で説明した図２（ｅ）～図２（ｆ）と同様にして、ハフニウム珪酸化
膜２５の上に、ゲート電極となる多結晶シリコン膜を形成する。多結晶シリコン膜の代わ
りにアモルファスシリコン膜を用いてもよい。その後、多結晶シリコン膜中にイオン注入
を行った後、多結晶シリコン膜をエッチングしてゲート電極１０を形成する。
【０１３４】
次に、実施の形態２で説明した図５に示すようにして、ゲート電極１０、Ｐ型ソース・ド
レイン拡散層５およびＮ型ソース・ドレイン拡散層６の上に選択的にニッケルシリサイド
層２１を形成する。
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【０１３５】
ニッケルシリサイド層２１を形成した後は、実施の形態１で説明した図３（ａ）～図３（
ｆ）と同様にして、Ｐ型エクステンション領域７およびＮ型エクステンション領域１９を
形成した後、Ｐ型ソース・ドレイン拡散層５およびＮ型ソース・ドレイン拡散層６を形成
する。その後、公知の方法によって、層間絶縁膜、コンタクトおよび配線などの形成を行
うことによって半導体装置を製造することができる。
【０１３６】
本実施の形態によれば、フッ素を含むガスを用いてシリコン基板上の自然酸化膜を除去し
た後に、シリコン基板上に、膜厚が１ｎｍ以下で酸素濃度が０．１ａｔｏｍ％未満である
シリコン窒化膜を形成することによって、シリコン基板の表面およびシリコン窒化膜につ
いて、キャリアの捕獲または放出の起こる準位の発生を抑制することが可能となる。
【０１３７】
次に、本発明の半導体装置の製造方法を実施する上で好適な反応炉について述べる。
【０１３８】
実施の形態１～３で使用される反応炉としては、例えば、反応炉の本体が石英で構成され
ており、本体の外部から加熱できる機構を備えているものであることが好ましい。また、
反応などに使用されるガスは、流量制御機構を介して本体に導入されることが好ましい。
さらに、本体内部の圧力を制御して排気可能な機構を備えていることが好ましい。このよ
うな反応炉を用いることによって、シリコン基板表面の酸素除去から高誘電率絶縁膜の形
成工程、さらにはその後の加熱処理工程までの間、シリコン基板を大気に曝す必要がない
。したがって、シリコン基板へのゴミなどの異物の付着や水分などの吸着を防ぐことがで
きる。
【０１３９】
尚、上記の反応炉を用いて、本発明による半導体装置の製造方法を実施した場合、反応炉
本体の内壁には、金属酸化膜または金属珪酸化膜を構成する金属などが付着する。この状
態で、再び本発明による半導体装置の製造方法を実施すると、付着した金属が不純物とな
ってシリコン基板に付着し、シリコン基板とゲート絶縁膜との界面にこの不純物に起因し
た準位を形成するために、デバイス特性の低下を招く。そこで、例えば、図７に示す運用
シーケンスにしたがって、反応炉のクリーニングを行う必要がある。
【０１４０】
図７は、上記の反応炉を実施の形態２で説明した工程に適用した場合の一例である。ウェ
ハをロードし、シリコン基板表面の酸素除去を行った後、第１の絶縁膜、第２の絶縁膜を
順に形成する。次に、酸化性ガス雰囲気下で加熱処理を行った後、ＮＨ３ ガス雰囲気下で
加熱処理を行うことによって、第２の絶縁膜表面での窒素濃度を高める。その後、ウェハ
をアンロードし、反応炉内のクリーニングを行う。
【０１４１】
クリーニングは、例えば、反応炉の本体内部にフッ素を含むガスを導入することによって
行うことができる。この場合、成膜される金属酸化膜または金属珪酸化膜の膜厚は数ｎｍ
と非常に薄いものであることから、実施の形態１～３で述べたシリコン基板表面の酸素除
去工程と同様の温度および圧力でクリーニングすることができる。但し、内部に付着した
金属酸化膜または金属珪酸化膜が除去されれば十分であるので、厳密にこの酸素除去工程
と同じ条件とする必要はない。尚、クリーニングに要する時間は、成膜された膜の種類お
よび膜厚に応じて適宜設定することが好ましい。
【０１４２】
クリーニングを終えた後は、再びウェハをロードして上記の工程を繰り返す。
【０１４３】
以上、本発明の実施の形態について述べたが、本発明はこれらに限定されるものではなく
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変形することが可能である。例えば、埋め込み型のゲ
ート電極を有するＭＩＳ型トランジスタにも本発明を適用することができる。この場合、
ゲート電極としては、実施の形態１～３で説明した不純物ドープトシリコンを用いること
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ができる。また、タングステン膜、チタン膜、ルテニウム膜、タンタル膜若しくはハフニ
ウム膜などの金属膜またはこれらの窒化膜などをゲート電極として用いることもできる。
【０１４４】
【発明の効果】
本発明によれば、下地のシリコン酸化膜の膜厚増加を抑え、優れたデバイス特性を有する
半導体装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態に１における半導体装置の断面図である。
【図２】　（ａ）～（ｆ）は、実施の形態１による半導体装置の製造工程を示す断面図で
ある。
【図３】　（ａ）～（ｆ）は、実施の形態１による半導体装置の製造工程を示す断面図で
ある。
【図４】　実施の形態２における半導体装置の断面図である。
【図５】　実施の形態２による半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図６】　実施の形態３における半導体装置の断面図である。
【図７】　本発明が適用される反応炉の運用シーケンスの一例である。
【符号の説明】
１　シリコン基板、　２　Ｎ型拡散層、　３　Ｐ型拡散層、　４　素子分離領域、　５　
Ｐ型ソース・ドレイン領域、　６　Ｎ型ソース・ドレイン領域、　７Ｐ型エクステンショ
ン領域、　８　シリコン酸化膜、　９　ハフニウム珪酸化膜、　１０　ゲート電極、　１
１　シリコン酸化膜、　１２　シリコン窒化膜、１４，１６，１７，１８，２０　レジス
トパターン、　２１　ニッケルシリサイド層、　２２　シリコン酸窒化膜、　２３，２５
　窒素を含むハフニウム珪酸化膜、　２４　シリコン窒化膜。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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