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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）半導体基板の表層部に素子分離絶縁膜を形成することにより、該素子分離絶縁膜
を介して隣り合う第１導電型の第１の活性領域、第２の活性領域、第３の活性領域、及び
第２導電型の逆導電型活性領域を形成する工程と、
　（ａ１）前記第１の活性領域を、前記逆導電型活性領域に対向する縁から反対側の縁に
向かって横切る第１のゲートパターンと、前記第１のゲートパターンが第１の活性領域を
横切る方向と直交する方向に前記第２の活性領域を横切る第２のゲートパターンと、前記
第１のゲートパターンが第１の活性領域を横切る方向と平行な方向に前記第３の活性領域
を横切る第３のゲートパターンを形成する工程と、
　（ｂ）前記第１の活性領域と前記逆導電型活性領域との間の素子分離絶縁膜上に縁が配
置されるように、前記逆導電型活性領域を第１のレジストパターンで覆う工程と、
　（ｃ）前記第１のレジストパターン及び前記第１のゲートパターンをマスクとして前記
第１の活性領域の表層部に第１導電型の不純物をイオン注入してポケット領域を形成する
と同時に、前記第２及び第３の活性領域にも前記第１導電型の不純物をイオン注入する工
程と、
　（ｄ）前記第１のゲートパターンをマスクとして、第２導電型の不純物を注入してソー
ス及びドレインを形成する工程と、
　（ｅ）前記第１の活性領域及び逆導電型活性領域を第２のレジストパターンで覆った状
態で、前記第２及び第３の活性領域に、方位角が４５°～１３５°の範囲内及び２２５°
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～３１５°の範囲内の少なくとも１つの方位角でイオン注入を行う工程と
を有し、前記第１の活性領域の縁を含み、かつ基板表面に対して垂直な仮想面を、該第１
のレジストパターンに最も近い基板上の点を支点として、該第１のレジストパターンに向
かって、該第１のレジストパターンに接触するまで傾けたときのチルト角を第１の角度と
したとき、前記工程ｃにおいて、基板法線方向からのチルト角が該第１の角度よりも大き
く、かつ前記第１のレジストパターンの前記第１の活性領域側の側面の最も上の縁を通過
したイオンが、前記第１の活性領域の、前記第１のレジストパターン側の縁か、または該
第１の活性領域と該第１のレジストパターンとの間の素子分離絶縁膜に入射する方位から
イオン注入を行い、かつ前記第１のレジストパターンの前記第１の活性領域側の側面の最
も上の縁を通過したイオンが、該第１の活性領域内に入射する方位からはイオン注入を行
わず、
　前記第１のゲートパターンが前記第１の活性領域を横切る方向と直交する方向を方位角
０°としたとき、前記工程ｃにおいて、方位角が－４５°～＋４５°の範囲内及び１３５
°～２２５°の範囲内の少なくとも１つの方位角でイオン注入を行う半導体装置の製造方
法。
【請求項２】
　前記第２の活性領域と第３の活性領域とが、連続する１つの活性領域である請求項１に
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記工程ａにおいて、前記第１～第３の活性領域及び逆導電型活性領域の他に、第１導
電型の第４の活性領域を形成し、
　前記工程ａ１において、前記第４の活性領域を、前記第１のゲートパターンが第１の活
性領域を横切る方向と直交する方向に横切る第４のゲートパターンを形成し、
　前記工程ｅにおいて、前記第２及び第３の活性領域にイオン注入すると同時に、前記第
４の活性領域にもイオン注入する請求項１または２に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法及びレチクルパターン生成方法に関し、特に斜め方向
からイオン注入を行う工程を含む半導体装置の製造方法、及びその製造方法に用いられる
レチクルパターンの生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１８Ａに、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）の平面図を示し、図１
８Ｂに、図１８Ａの一点鎖線Ｂ１８－Ｂ１８における断面図を示す。図１８Ａの縦方向に
延在するｐ型ウェル２１５及び２１７が、相互に平行に配置されている。両者の間にｎ型
ウェル２１６が配置されている。ｎ型ウェルとｐ型ウェルとの境界を破線で示す。６個の
ＭＯＳトランジスタを含む１つのメモリセル２１０が、ｐ型ウェル２１５内からｎ型ウェ
ル２１６を横切り、もう１つのｐ型ウェル２１７内まで達する。ｎ型ウェル２１６内にＰ
ＭＯＳ用活性領域２１１が画定され、ｐ型ウェル２１７内にＮＭＯＳ用活性領域２１２及
び２１３が画定されている。
【０００３】
　メモリセル２１０を構成する１つのＮＭＯＳトランジスタＴ１がＮＭＯＳ用活性領域２
１２内に配置され、１つのＰＭＯＳトランジスタＴ２がＰＭＯＳ用活性領域２１１内に配
置される。ＰＭＯＳ用活性領域２１１及びＮＭＯＳ用活性領域２１２の両方を横切る１本
のゲートパターン２０５が、ＮＭＯＳトランジスタＴ１及びＰＭＯＳトランジスタＴ２の
ゲートパターンを構成する。ＰＭＯＳ用活性領域２１３を、他のゲートパターン２０６が
横切る。
【０００４】
　ＮＭＯＳトランジスタＴ１のポケット注入を行う際に、ＰＭＯＳ用活性領域２１１がレ
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ジストパターン２２０で覆われる。ここで、ポケット注入とは、ＭＯＳトランジスタの短
チャネル効果を抑制するために、ソース領域とチャネル領域との間、及びドレイン領域と
チャネル領域との間に、ソース及びドレインとは逆導電型の不純物を、ソース及びドレイ
ンよりも深く、かつ低濃度に注入するためのイオン注入のことである。ポケット注入によ
り形成される不純物添加領域をポケット領域という。なお、ポケット注入は、ハロー注入
とも呼ばれる。
【０００５】
　ポケット注入は、ゲートパターンの下方まで不純物をもぐりこませるために、通常、斜
めから行われる。例えば、基板表面に垂直な仮想直線を、ゲートパターンが活性領域を横
切る方向（以下、単に「ゲートパターンの方向」という。）と平行な方向に傾けた２つの
方向、及び直交する方向に傾けた２つの方向の、合計４方向からイオン注入を行う。また
、基板を３６０°回転させながらイオン注入を行う場合もある。
【０００６】
　図１８Ｂは、基板表面に垂直な仮想直線を、ＮＭＯＳ用活性領域２１２からＰＭＯＳ用
活性領域２１１側に向かって傾けた方向２３０に沿ってイオン注入が行われる状態を示す
。このとき、ＰＭＯＳ用活性領域２１１はレジストパターン２２０で覆われている。ＮＭ
ＯＳ用活性領域２１２とＰＭＯＳ用活性領域２１１との間隔が狭くなると、ＮＭＯＳ用活
性領域２１２の一部が、レジストパターン２２０の陰になってしまう。陰になった部分に
は、不純物が届かない。このため、陰になった部分のポケット領域の不純物濃度が他の部
分に比べて低下する。
【０００７】
　ポケット領域の不純物濃度が低い部分には、他の部分、例えば活性領域の中央部分に比
べてチャネルが形成されやすい。このため、所望のしきい値が得られなくなる場合がある
。また、レジストパターン２２０の位置のばらつきや、形状のばらつきによって、レジス
トパターン２２０の陰になる部分の大きさが変動する。このため、ＭＯＳトランジスタの
特性にばらつきが生じてしまう。
【０００８】
　下記の特許文献１に、ゲートパターンの方向に対して垂直な方向に傾けた２つの方向か
らポケット注入を行う技術が開示されている。この２方向からポケット注入を行う場合に
は、図１８Ｂに示したＮＭＯＳ用活性領域２１２は、レジストパターン２２０の陰になら
ない。このため、トランジスタＴ１の特性のばらつきを抑制することができる。
【０００９】
【特許文献１】特開平８－２７９６１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　一般的に、半導体基板上には、多数のＭＯＳトランジスタが配置され、これらのＭＯＳ
トランジスタのゲートパターンの方向が揃っているとは限らない。例えば、ゲートパター
ンの方向が相互に直交する第１のＭＯＳトランジスタ及び第２のＭＯＳトランジスタが形
成される。特許文献１に開示された方法を用いて第１のＭＯＳトランジスタのポケット注
入を行うと、第２のＭＯＳトランジスタにおいては、活性領域の一部がレジストパターン
の陰になってしまう場合がある。特許文献１に開示された発明では、イオン注入の方向と
、活性領域に隣接するレジストパターンの形状等との関係については何ら考慮されていな
い。
【００１１】
　本発明の目的は、ポケット領域の不純物濃度のばらつきを抑制し、ＭＯＳトランジスタ
の特性のばらつきを防止することが可能な半導体装置の製造方法を提供することである。
本発明の他の目的は、この半導体装置の製造方法で用いられるレチクルのパターンの生成
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　本発明の一観点によると、
　（ａ）半導体基板の表層部に素子分離絶縁膜を形成することにより、該素子分離絶縁膜
を介して隣り合う第１導電型の第１の活性領域、第２の活性領域、第３の活性領域、及び
第２導電型の逆導電型活性領域を形成する工程と、
　（ａ１）前記第１の活性領域を、前記逆導電型活性領域に対向する縁から反対側の縁に
向かって横切る第１のゲートパターンと、前記第１のゲートパターンが第１の活性領域を
横切る方向と直交する方向に前記第２の活性領域を横切る第２のゲートパターンと、前記
第１のゲートパターンが第１の活性領域を横切る方向と平行な方向に前記第３の活性領域
を横切る第３のゲートパターンを形成する工程と、
　（ｂ）前記第１の活性領域と前記逆導電型活性領域との間の素子分離絶縁膜上に縁が配
置されるように、前記逆導電型活性領域を第１のレジストパターンで覆う工程と、
　（ｃ）前記第１のレジストパターン及び前記第１のゲートパターンをマスクとして前記
第１の活性領域の表層部に第１導電型の不純物をイオン注入してポケット領域を形成する
と同時に、前記第２及び第３の活性領域にも前記第１導電型の不純物をイオン注入する工
程と、
　（ｄ）前記第１のゲートパターンをマスクとして、第２導電型の不純物を注入してソー
ス及びドレインを形成する工程と、
　（ｅ）前記第１の活性領域及び逆導電型活性領域を第２のレジストパターンで覆った状
態で、前記第２及び第３の活性領域に、方位角が４５°～１３５°の範囲内及び２２５°
～３１５°の範囲内の少なくとも１つの方位角でイオン注入を行う工程と
を有し、前記第１の活性領域の縁を含み、かつ基板表面に対して垂直な仮想面を、該第１
のレジストパターンに最も近い基板上の点を支点として、該第１のレジストパターンに向
かって、該第１のレジストパターンに接触するまで傾けたときのチルト角を第１の角度と
したとき、前記工程ｃにおいて、基板法線方向からのチルト角が該第１の角度よりも大き
く、かつ前記第１のレジストパターンの前記第１の活性領域側の側面の最も上の縁を通過
したイオンが、前記第１の活性領域の、前記第１のレジストパターン側の縁か、または該
第１の活性領域と該第１のレジストパターンとの間の素子分離絶縁膜に入射する方位から
イオン注入を行い、かつ前記第１のレジストパターンの前記第１の活性領域側の側面の最
も上の縁を通過したイオンが、該第１の活性領域内に入射する方位からはイオン注入を行
わず、
　前記第１のゲートパターンが前記第１の活性領域を横切る方向と直交する方向を方位角
０°としたとき、前記工程ｃにおいて、方位角が－４５°～＋４５°の範囲内及び１３５
°～２２５°の範囲内の少なくとも１つの方位角でイオン注入を行う半導体装置の製造方
法が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　半導体装置の製造方法において、第１のレジストパターンの上端を通過したイオンが第
１の活性領域内に入射する条件ではイン注入を行わないため、第１の活性領域が第１のレ
ジストパターンの陰になることがない。このため、第１の活性領域内に、部分的に不純物
濃度の低い領域が形成されることが防止される。さらに、この効果を念頭におくことによ
り、活性領域をより高密度に配置した設計を行うことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１Ａ～図７Ｄを参照して、第１の実施例による半導体装置の製造方法について説明す
る。
【００１７】
　図１Ａは、半導体装置の製造途中における平面図を示し、図１Ｂ、図１Ｃ、及び図１Ｄ
は、それぞれ図１Ａの一点鎖線Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、及びＤ－Ｄにおける断面図を示す。図２
Ａ～図２Ｄ、図３Ａ～図３Ｄ、図４Ａ～図４Ｄ、図５Ａ～図５Ｄ、図６Ａ～図６Ｄ、及び
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図７Ａ～図７Ｄの各々は、図１Ａ～図１Ｄと同じ位置の、異なる製造段階における平面図
及び断面図である。
【００１８】
　図１Ａ～図１Ｄに示すように、シリコン等からなる半導体基板１の表層部にシャロート
レンチアイソレーション（ＳＴＩ）構造の素子分離絶縁膜２が形成され、活性領域３及び
４が画定されている。半導体基板１の表面をｘｙ面とし、基板表面の法線方向をｚ方向と
するｘｙｚ直交座標系を定義する。
【００１９】
　活性領域３及び４の各々は、ｘ方向に長い形状を有し、素子分離絶縁膜２を介してｙ方
向に相互に隣り合う位置関係を有する。一方の活性領域３を含むように、ｐ型ウェル１０
が形成され、他方の活性領域４を含むようにｎ型ウェル１１が形成されている。以下、活
性領域３をＮＭＯＳ用活性領域と呼び、活性領域４をＰＭＯＳ用活性領域と呼ぶ。
【００２０】
　ポリシリコン等で形成されたゲートパターン１５が、ＮＭＯＳ用活性領域３をｙ方向に
横切るとともに、ＰＭＯＳ用活性領域４の上まで伸び、ＰＭＯＳ用活性領域４をもｙ方向
に横切る。ＮＭＯＳ用活性領域３の表面とゲートパターン１５との間、及びＰＭＯＳ用活
性領域４の表面とゲートパターン１５との間に、ゲート絶縁膜１４が配置されている。
【００２１】
　図１Ａ～図１Ｄに示した構造は、周知のフォトリソグラフィ、成膜、エッチング、イオ
ン注入等の技術により形成される。
【００２２】
　図２Ａ～図２Ｃに示すように、ＰＭＯＳ用活性領域４をレジストパターン１３で覆う。
レジストパターン１３の縁が、ＮＭＯＳ用活性領域３とＰＭＯＳ用活性領域４との間の素
子分離絶縁膜２の上をｘ方向に通過する。レジストパターン１３をマスクとして、ＮＭＯ
Ｓトランジスタのソース及びドレインのエクステンション部を形成するためのｎ型不純物
のイオン注入を行う。このイオン注入は、基板の表面に対してほぼ垂直な方向から行う。
図２Ｄに示すように、ゲートパターン１５の両側の基板表層部に、ｎ型のエクステンショ
ン部２０が形成される。
【００２３】
　図３Ａ～図３Ｄに示すように、レジストパターン１３をマスクとして、ＮＭＯＳトラン
ジスタのポケット領域形成のためのｐ型不純物のイオン注入を行う。このイオン注入は、
基板表面に垂直な仮想直線を、ｘ軸の正の向きに傾けた方向に沿って行う。例えば、図３
Ｄにおいて、基板表面に垂直な仮想直線を図の右側に傾けた方向に沿ってイオン注入を行
う。
【００２４】
　図３Ｃ及び図３Ｄに示すように、ＮＭＯＳ用活性領域３の表層部にｐ型のポケット領域
２２が形成される。ゲートパターン１５の右側（ｘ軸の正の側）に形成されるポケット領
域２２は、ゲートパターン１５の下方にもぐり込むが、ゲートパターン１５の左側（ｘ軸
の負の側）においては、ゲートパターン１５の陰になる部分に不純物が注入されないため
、ポケット領域２２は、ゲートパターン１５の縁から離れる。
【００２５】
　ポケット領域２２を形成するためのイオン注入は、不純物が、エクステンション部２０
よりも深い領域まで達し、ポケット領域２０の不純物濃度がエクステンション部２０の不
純物濃度よりも低くなる条件で行う。　
【００２６】
　図４Ａ～図４Ｄに示すように、基板表面に垂直な仮想直線をｘ軸の負の向きに傾けた方
向、すなわち図３Ａ～図３Ｄの工程におけるイオン注入時のイオンビームの傾斜の向きと
は反対向きに傾けた方向に沿って、同一の条件でイオン注入を行う。例えば、図４Ｄにお
いて、基板表面に垂直な仮想直線を図の左側に傾けた方向からイオン注入を行う。このイ
オン注入により、ゲートパターン１５の左側においてもポケット領域２２がゲートパター
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ン１５の下方にもぐり込み、一対のポケット領域２２が、ゲートパターン１５に関して対
称になる。ポケット注入後、マスクとして用いたレジストパターン１３を除去する。
【００２７】
　図３Ａ～図４Ｄに示したポケット注入の工程において、基板表面に垂直な仮想直線をｘ
軸の正及び負の向きに傾けた方向に沿ってイオン注入を行い、ｙ軸方向に傾けた方向に沿
うイオン注入は行わない。このため、ＮＭＯＳ用活性領域３がレジストパターン１３の陰
になることはない。
【００２８】
　図５Ｃに示すように、ＰＭＯＳ用活性領域４においても同様に、エクステンション部３
０及びポケット領域３２を形成するためのイオン注入を行う。
【００２９】
　図５Ａ、図５Ｂ及び図５Ｄに示すように、ゲートパターン１５の側面上に、酸化シリコ
ン等からなるサイドウォールスペーサ１６を形成する。
【００３０】
　図６Ａ～図６Ｃに示すように、ＰＭＯＳ用活性領域４をレジストパターン２５で覆う。
レジストパターン２５をマスクとして、ＮＭＯＳ用活性領域３の表層部に、ｎ型不純物を
イオン注入する。このイオン注入は、基板の法線とほぼ平行な方向に沿って行う。これに
より、図６Ｄに示すように、ソース及びドレインの深い領域２１が形成される。深い領域
２１を形成するためのイオン注入は、深い領域２１の不純物濃度がエクステンション部２
０の不純物濃度よりも高くなり、深い領域２１が、エクステンション部２０よりも深くな
る条件で行う。このイオン注入後、マスクとして用いたレジストパターン２５を除去する
。
【００３１】
　図７Ｃに示すように、ＰＭＯＳ用活性領域４においても同様に、ＰＭＯＳトランジスタ
のソース及びドレインの深い領域３１を形成するためのイオン注入を行う。
【００３２】
　図７Ｂ～図７Ｄに示すように、ゲートパターン１５の上面、ソース及びドレインの深い
領域２１、３１の上面に、コバルトシリサイド、チタンシリサイド等からなる金属シリサ
イド膜１８を形成する。金属シリサイド膜１８は、周知の自己整合シリサイド法（サリサ
イド法）により形成することができる。
【００３３】
　第１の実施例では、図３Ａ～図４Ｄに示したポケット注入の工程において、基板表面に
垂直な仮想直線をｘ軸方向に傾けた方向に沿ってイオン注入を行い、ｙ軸方向に傾けた方
向に沿うイオン注入は行わない。このため、ＮＭＯＳ用活性領域３がレジストパターン１
３の陰になることが回避される。以下、図８～図９Ｆを参照して、ＮＭＯＳ用活性領域３
がレジストパターン１３の陰になることを回避するためのより一般的な条件について説明
する。
【００３４】
　図８に、半導体基板の表面をｘｙ面とするｘｙｚ直交座標系を示す。ｘｙ面と交わる仮
想直線ＶＬを考えたとき、ｘｙ面と仮想直線ＶＬとの交点を通過し、ｚ軸に平行な直線を
基準とし、この基準直線から仮想直線ＶＬまでの傾斜角を、その仮想直線のチルト角θと
呼ぶこととする。ｘ軸の正の向きから、仮想直線ＶＬをｘｙ面に垂直投影した像ＶＬｉま
での回転角を方位角Φと呼ぶこととする。ｘ軸の正の向きからｙ軸の正の向きに向かって
回転する向きを方位角Φの正の向きとする。チルト角θ、方位角Φの仮想直線に沿ったイ
オンビームでイオン注入を行う場合、チルト角θを「イオン注入のチルト角」と呼び、方
位角Φを「イオン注入の方位角」と呼ぶこととする。
【００３５】
　図９Ａ、図９Ｃ及び図９Ｅに、ＮＭＯＳ用活性領域３、及びそれに近接して配置された
レジストパターン１３との平面図を示す。図９Ｂに、図９Ａの一点鎖線Ｂ９－Ｂ９におけ
る断面図を示し、図９Ｄに、図９Ｃの一点鎖線Ｄ９－Ｄ９における断面図を示し、図９Ｆ
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に、図９Ｅの一点鎖線Ｆ９－Ｆ９における断面図を示す。イオンビームの進行方向を矢印
４０Ａ、４０Ｂ及び４０Ｃで表す。
【００３６】
　ＮＭＯＳ用活性領域３がｘ方向に長い形状を有し、レジストパターン１３の、ＮＭＯＳ
用活性領域３に対向する縁が、ＮＭＯＳ用活性領域３からｙ方向に離れて配置されている
。ＮＭＯＳ用活性領域３とレジストパターン１３との相互に対向する縁は、共にｘ軸に平
行な直線である。ＮＭＯＳ用活性領域３からレジストパターン１３に向かう向きをｙ軸の
正の向きとする。
【００３７】
　図９Ｂに示すように、ＮＭＯＳ用活性領域３の、レジストパターン１３側の縁を含み、
ｚ軸に平行な仮想平面ＶＰを考える。ＮＭＯＳ用活性領域３の縁を支点として仮想平面Ｖ
Ｐをレジストパターン１３に向かって、レジストパターン１３に接触するまで傾けたとき
の傾き角を第１の角θ０と呼ぶこととする。イオン注入のチルト角θを、第１の角θ０よ
りも大きくする場合を考える。
【００３８】
　図９Ａに示すように、イオン注入の方位角Φを９０°とすると、図９Ｂに示すように、
レジストパターン１３の上端を通過したイオンビームがＮＭＯＳ用活性領域３の内部に入
射する。この入射位置よりもレジストパターン１３側の領域は、レジストパターン１３の
陰になる。
【００３９】
　図９Ｃに示すように、イオン注入の方位角Φを９０°よりも小さなある方位角としたと
きに、図９Ｄに示すように、レジストパターン１３の上端を通過したイオンビームがＮＭ
ＯＳ用活性領域３の縁に入射する。このときの方位角ΦをΦ０とする。この方位角Φ０は
、イオン注入のチルト角θに依存する。
【００４０】
　図９Ｅに示すように、方位角Φをさらに小さくすると、図９Ｆに示すように、レジスト
パターン１３の上端を通過したイオンビームがＮＭＯＳ用活性領域３とレジストパターン
１３との間の素子分離絶縁膜２に入射する。
【００４１】
　イオン注入のチルト角θを、第１の角θ０よりも大きくする場合、イオン注入の方位角
Φを、図９Ｃで定義した角Φ０で表現して０°±Φ０の範囲内にすることにより、ＮＭＯ
Ｓ用活性領域３がレジストパターン１３の陰にならず、面内方向に関して均一に不純物を
注入することができる。また、方位角を１８０°±Φ０の範囲内としても、同様に、ＮＭ
ＯＳ用活性領域３がレジストパターン１３の陰にならず、面内方向に関して均一に不純物
を注入することができることが自明である。さらに、図９Ａ～図９Ｆにおいて、レジスト
パターンがＮＭＯＳ用活性領域３の右側に存在しない場合には、方位角Φを１８０°＋Φ

０から３６０°－Φ０の範囲内としても、ＮＭＯＳ用活性領域３がレジストパターンの陰
にならず、面内方向に関して均一に不純物を注入することができることが自明である。
【００４２】
　一般に、活性領域の周囲のレジストパターンの上端を通過したイオンビームが、活性領
域の、レジストパターン側の縁に入射するか、または活性領域とレジストパターンとの間
の素子分離絶縁膜に入射する条件を、「活性領域がレジストパターンの陰にならない条件
」と呼ぶこととする。
【００４３】
　第１の実施例の図３Ａに示したポケット注入工程においては、方位角０°でイオン注入
が行われることになる。第１の実施例において、ポケット注入時の方位角が、図９Ｃで定
義した方位角Φ０で表現して、０°±Φ０の範囲内であれば、ＮＭＯＳ用活性領域３内に
均一に不純物を注入することが可能になる。図４Ａに示したポケット注入工程においては
、方位角１８０°でイオン注入が行われることになる。このイオン注入の方位角を、１８
０°±Φ０の範囲内としてもよい。
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【００４４】
　図３Ａ及び図４Ａに示した工程において、ポケット注入の方位角を９０°または２７０
°に近づけると、図３Ｄ及び図４Ｄに示したポケット領域２０の、ゲートパターン１５の
下方へのもぐり込みの長さが短くなる。ポケット領域２０をゲートパターン１５の下方に
十分もぐりこませるために、ポケット注入の方位角を－４５°～４５°の範囲内、及び１
３５°～２２５°の範囲内とすることが好ましい。
【００４５】
　図９Ａに示したように、方位角９０°でイオン注入を行う場合にも、活性領域３がレジ
ストパターン１３の陰にならないようにするためには、イオン注入のチルト角θを小さく
するか、またはレジストパターン１３の縁を活性領域３から遠ざけなければならない。活
性領域３の近傍に、反対導電型の活性領域が配置されている場合には、レジストパターン
１３の縁を活性領域３から十分遠ざけることができない。従って、活性領域をより高密度
に配置する場合に、第１の実施例の効果が顕著に現れる。言い換えると、第１の実施例の
効果を念頭におくことにより、活性領域をより高密度に配置した設計を行うことが可能に
なる。
【００４６】
　第１の実施例では、ＭＯＳトランジスタのポケット注入を行う工程を例にとって説明を
行ったが、より一般的に、活性領域に近接してレジストパターンが配置されている場合に
、大きなチルト角でその活性領域にイオン注入を行う必要がある場合に、上記第１の実施
例の方法が有効である。特に、図９Ｂで定義した第１の角θ０よりも大きなチルト角でイ
オン注入を行う必要がある場合に有効である。
【００４７】
　次に、図１０Ａ～図１２Ｃを参照して、第２の実施例による半導体装置の製造方法につ
いて説明する。
【００４８】
　図１０Ａに半導体装置の平面図を示し、図１０Ｂ及び図１０Ｃに、それぞれ図１０Ａの
一点鎖線Ｂ１０－Ｂ１０及びＣ１０－Ｃ１０における断面図を示す。半導体基板１の表面
をｘｙ面とするｘｙｚ直交座標系を定義する。半導体基板１の表層部に素子分離絶縁膜２
が形成されている。素子分離絶縁膜２により、活性領域ＮＭＯＳ用活性領域３、５３、８
０及び８１が画定され、さらにＰＭＯＳ用活性領域４及び５４が画定されている。ＮＭＯ
Ｓ用活性領域３、８１、及びＰＭＯＳ用活性領域４は、ｘ方向に長い形状を有し、ＮＭＯ
Ｓ用活性領域５３、８０、及びＰＭＯＳ用活性領域５４は、ｙ方向に長い形状を有する。
【００４９】
　ＮＭＯＳ用活性領域３及びＰＭＯＳ用活性領域４は、図１Ａに示した第１の実施例のＮ
ＭＯＳ用活性領域３及びＰＭＯＳ用活性領域４と同じ位置関係になるように配置される。
ＮＭＯＳ用活性領域５３及びＰＭＯＳ用活性領域５４は、ｘ軸方向にある間隔を隔てて配
置される。
【００５０】
　ゲートパターン１５が、ＮＭＯＳ用活性領域３及びＰＭＯＳ用活性領域４をｙ方向に横
切る。ゲートパターン６５が、ＮＭＯＳ用活性領域５３及びＰＭＯＳ用活性領域５４をｘ
方向に横切る。ゲートパターン８４が、ＮＭＯＳ用活性領域８０をｘ方向に横切り、ゲー
トパターン８５が、ＮＭＯＳ用活性領域８１をｙ方向に横切る。ＮＭＯＳ用活性領域３及
び５３の近傍には、それぞれＰＭＯＳ用活性領域４及び５４が配置されているが、ＮＭＯ
Ｓ用活性領域８０及び８１の近傍には、ＰＭＯＳ用活性領域が配置されていない。
【００５１】
　図１０Ｂに示すように、ゲートパターン１５の両側のＮＭＯＳ用活性領域３の表層部に
、ソース及びドレインのエクステンション部２０が形成されている。図１０Ｃに示すよう
に、ゲートパターン６５の両側のＮＭＯＳ用活性領域５３の表層部に、ソース及びドレイ
ンのエクステンション部７０が形成されている。他のＮＭＯＳ用活性領域８０及び８１に
も、それぞれゲートパターン８４及び８５の両側にエクステンション部が形成されている
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。
【００５２】
　図１１Ａに示すように、ＮＭＯＳ用活性領域３、８０及び８１を露出させ、ＮＭＯＳ用
活性領域５３及びＰＭＯＳ用活性領域４、５４をレジストパターン９０で覆う。ＮＭＯＳ
用活性領域３とレジストパターン９０との位置関係は、図３Ａ及び図４Ａに示した第１の
実施例におけるＮＭＯＳ用活性領域３とレジストパターン１３との位置関係と同一である
。レジストパターン９０をマスクとして、方位角０°及び１８０°でポケット領域形成の
ためのイオン注入を行う。なお、活性領域３がレジストパターン９０の陰にならない条件
であれば、その他の方位角でイオン注入を行ってもよい。
【００５３】
　図１１Ｂ及び図１１Ｃに、それぞれ図１１Ａの一点鎖線Ｂ１１－Ｂ１１、及びＣ１１－
Ｃ１１における断面図を示す。図１１Ｂに示すように、ゲートパターン１５の両側のＮＭ
ＯＳ用活性領域３の表層部に、ポケット領域２２が形成される。同時に、活性領域８０及
び８１においても、それぞれゲートパターン８４及び８５の両側にポケット領域が形成さ
れる。ただし、ＮＭＯＳ用活性領域８０においては、ゲートパターン８４がＮＭＯＳ用活
性領域８０をｘ方向に横切っている。イオンビームをｘ方向に傾けてイオン注入が行われ
ているため、ポケット領域は、ゲートパターン８４の下方にほとんどもぐり込まない。
【００５４】
　図１１Ｃに示すように、ＮＭＯＳ用活性領域５３はレジストパターン９０で覆われてい
るため、ＮＭＯＳ用活性領域５３の表層部には不純物が注入されない。
【００５５】
　図１２Ａに示すように、レジストパターン９０を除去し、他のレジストパターン９１を
形成する。レジストパターン９１は、ＮＭＯＳ用活性領域５３、８０及び８１を露出させ
、もう１つのＮＭＯＳ用活性領域３を覆う。さらに、ＰＭＯＳ用活性領域４及び５４を覆
う。
【００５６】
　方位角９０°及び２７０°でポケット領域形成のためのイオン注入を行う。なお、ＮＭ
ＯＳ用活性領域５３が、それに近接するＰＭＯＳ用活性領域５４を覆っているレジストパ
ターン９１の陰にならない条件であれば、その他の方位角でイオン注入を行ってもよい。
【００５７】
　図１２Ｃに示すように、ゲートパターン６５の両側のＮＭＯＳ用活性領域５３の表層部
に、ポケット領域７２が形成される。他のＮＭＯＳ用活性領域８０及び８１においても、
それぞれゲートパターン８４及び８５の両側にポケット注入が行われる。図１１Ａに示し
たポケット注入工程では、ゲートパターン８４の下方に不純物がもぐり込まなかったが、
図１２Ａに示したポケット注入工程で、ゲートパターン８４の下方に不純物がもぐり込む
。
【００５８】
　図１２Ｂに示すように、ＮＭＯＳ用活性領域３はレジストパターン９１で覆われている
ため、不純物が注入されない。
【００５９】
　その後、レジストパターン９１を除去し、ＰＭＯＳトランジスタのエクステンション部
、及びポケット領域を形成する。その後、ゲートパターンの側面上にサイドウォールスペ
ーサを形成し、ＮＭＯＳトランジスタ及びＰＭＯＳトランジスタのソース及びドレインの
深い領域を形成する。
【００６０】
　図１１Ａに示したＮＭＯＳ用活性領域３にポケット注入を行うときに、他のＮＭＯＳ用
活性領域５３にも同時にポケット注入を行うと、ＮＭＯＳ用活性領域５３には、活性領域
がレジストパターンの陰になる条件でイオン注入が行われてしまう。同様に、図１２Ａに
示したＮＭＯＳ用活性領域５３にポケット注入を行うときに、他のＮＭＯＳ用活性領域３
にも同時にポケット注入を行うと、ＮＭＯＳ用活性領域３には、活性領域がレジストパタ
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ーンの陰になる条件でイオン注入が行われてしまう。
【００６１】
　第２の実施例では、ｙ方向のゲートパターン１５と交差するＮＭＯＳ用活性領域３にポ
ケット注入を行うときに、ｘ方向のゲートパターン６５と交差するＮＭＯＳ用活性領域５
３をレジストパターン９０で覆っている。さらに、ＮＭＯＳ用活性領域５３にポケット注
入を行うときには、他のＮＭＯＳ用活性領域３をレジストパターン９１で覆っている。こ
のため、ＮＭＯＳ用活性領域３及び５３のいずれにも、活性領域がレジストパターンの陰
になるような条件ではイオン注入が行われない。さらに、ＮＭＯＳ用活性領域３及び５の
近傍には、同一の条件、すなわち２回のポケット注入が行われるため、相互に直交するゲ
ートパターンを持つ２つのＮＭＯＳトランジスタの特性を揃えることができる。
【００６２】
　ＮＭＯＳ用活性領域８０及び８１の近傍には、ＰＭＯＳ用活性領域が配置されていない
ため、レジストパターン９０の縁をＮＭＯＳ用活性領域８０及び８１の縁から遠ざけるこ
とができる。このため、図１１Ａ及び図１２Ａのいずれのポケット注入工程においても、
ＮＭＯＳ用活性領域８０及び８１がレジストパターン９０の陰になることはない。また、
ＮＭＯＳ用活性領域８０及び８１には、同一の条件、すなわち４回のポケット注入が行わ
れるため、相互に直交するゲートパターンを持つ２つのＮＭＯＳトランジスタの特性を揃
えることができる。
【００６３】
　図１３に、第３の実施例による製造方法で作製される半導体装置の平面図を示す。第３
の実施例では、図１１Ａに示した２つの活性領域８０及び８１が連続し、１つの活性領域
８２になっている。ゲートパターン８４及び８５が、それぞれＮＭＯＳ用活性領域８２を
ｘ方向及びｙ方向に横切る。その他の活性領域のレイアウトは、第２の実施例の構成と同
じである。第３の実施例においては、第２の実施例の図１１Ａに示したポケット注入工程
において、ＮＭＯＳ用活性領域８２を露出させ、図１２Ａに示したポケット注入工程にお
いても、ＮＭＯＳ用活性領域８２を露出させる。
【００６４】
　これにより、ＮＭＯＳ用活性領域８２内に配置される２つのＮＭＯＳトランジスタの特
性を揃えることができる。
【００６５】
　次に、図１４Ａ～図１５Ｂを参照して、第４の実施例によるレチクルパターンの生成方
法について説明する。
【００６６】
　図１４Ａに、半導体基板上に画定された活性領域及びゲートパターンの平面図を示す。
半導体基板の表面をｘｙ面とするｘｙｚ直交座標系を定義する。
【００６７】
　半導体基板の表面に、ＮＭＯＳ用活性領域１００～１０７及びＰＭＯＳ用活性領域１１
０～１１３が配置されている。これらの活性領域は、すべてポケット注入を行う必要があ
るものである。ＮＭＯＳ用活性領域１００とＰＭＯＳ用活性領域１１０、及びＮＭＯＳ用
活性領域１０１とＰＭＯＳ用活性領域１１１が、ｙ方向にある間隔を隔てて近接して配置
されている。ＮＭＯＳ用活性領域１０２とＰＭＯＳ用活性領域１１２、及びＮＭＯＳ用活
性領域１０３とＰＭＯＳ用活性領域１１３が、ｘ方向にある間隔を隔てて近接して配置さ
れている。
【００６８】
　ゲートパターン１２０が、ＮＭＯＳ用活性領域１００とＰＭＯＳ用活性領域１１０とを
ｙ方向に横切る。ゲートパターン１２１が、ＮＭＯＳ用活性領域１０１とＰＭＯＳ用活性
領域１１１とをｙ方向に横切る。ゲートパターン１２２が、ＮＭＯＳ用活性領域１０２と
ＰＭＯＳ用活性領域１１２とをｘ方向に横切る。ゲートパターン１２３が、ＮＭＯＳ用活
性領域１０３とＰＭＯＳ用活性領域１１３とをｘ方向に横切る。
【００６９】
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　ゲートパターン１２４及び１２６が、それぞれＮＭＯＳ用活性領域１０４及び１０６を
ｙ方向に横切る。ゲートパターン１２５が、ＮＭＯＳ用活性領域１０５をｘ方向に横切る
。ゲートパターン１２７及び１２８が、それぞれＮＭＯＳ用活性領域１０７をｙ方向及び
ｘ方向に横切る。
【００７０】
　レイアウト基準間隔Ｇを定義する。ｘ方向のゲートパターンと交差するＮＭＯＳ用活性
領域１００及び１０１からレイアウト基準間隔Ｇだけ隔てた位置よりも近い位置には、ｙ
方向のゲートパターンと交差するＮＭＯＳ用活性領域が配置されていない。例えば、ＮＭ
ＯＳ用活性領域１００及び１０１から、ｘ方向のゲートパターン１２２及び１２３と交差
するＮＭＯＳ用活性領域１０２及び１０３までの間隔Ｇ１Ｇ１は、レイアウト基準間隔Ｇ
よりも長い。同様に、ｘ方向のゲートパターン１２２及び１２３と交差するＮＭＯＳ用活
性領域１０２及び１０３からレイアウト基準間隔Ｇだけ離れた位置よりも近い位置には、
ｙ方向のゲートパターンと交差するＮＭＯＳ用活性領域が配置されていない。
【００７１】
　ｘ方向のゲートパターン１２５と交差するＮＭＯＳ用活性領域１０５の周囲には、ｙ方
向のゲートパターン１２４及び１２６とそれぞれ交差するＮＭＯＳ用活性領域１０４及び
１０６が配置されている。ＮＭＯＳ用活性領域１０４と１０５との間隔Ｇ２、及びＮＭＯ
Ｓ用活性領域１０５と１０６との間隔Ｇ２は、レイアウト基準間隔Ｇよりも狭い。
【００７２】
　図１４Ｂに、設計者が作成するＮＭＯＳ用ポケット注入のためのパターンを示す。ＮＭ
ＯＳ用活性領域１００～１０７を内包するパターン１４５が作図されている。以下に示す
手順は、設計者が作成した図１４Ｂのパターンに、ゲートパターンの方向を示すデータ、
ＮＭＯＳ用活性領域１００～１０７からレイアウト基準間隔Ｇよりも近い位置に他の活性
領域が配置されているか否かを示すデータに基づいて、コンピュータ等により自動的に行
われる。ゲートパターンの方向を示すデータは、ゲートパターン形成用のレチクルパター
ンデータから取得することができる。ＮＭＯＳ用活性領域１００～１０７からレイアウト
基準間隔Ｇよりも近い位置に他の活性領域が配置されているか否かを示すデータは、素子
分離領域形成のためのレチクルパターンデータ、ウェル注入を行うためのレチクルパター
ンデータ等から取得することができる。
【００７３】
　まず、ｙ方向のゲートパターンと交差するＮＭＯＳ用活性領域を抽出する。図１４Ａに
おいて、活性領域１００、１０１、１０４及び１０６が抽出される。これらのＮＭＯＳ用
活性領域のうち、レイアウト基準間隔Ｇだけ離れた位置よりも近い位置に、ｘ方向のゲー
トパターンと交差する他のＮＭＯＳ用活性領域が配置されていないものを第１の群１３０
に分類する。図１４Ａにおいて、ＮＭＯＳ用活性領域１００及び１０１が第１の群１３０
に分類される。
【００７４】
　次に、ｘ方向のゲートパターンと交差するＮＭＯＳ用活性領域を抽出する。図１４Ａに
おいて、活性領域１０２、１０３及び１０５が抽出される。これらのＮＭＯＳ用活性領域
のうち、レイアウト基準間隔Ｇだけ離れた位置よりも近い位置に、ｙ方向のゲートパター
ンと交差する他のＮＭＯＳ用活性領域が配置されていないものを第２の群１３１に分類す
る。図１４Ａにおいて、ＮＭＯＳ用活性領域１０２及び１０３が第２の群１３１に分類さ
れる。
【００７５】
　ｙ方向のゲートパターンと交差するが第１の群１３０に属さないＮＭＯＳ用活性領域、
及びｘ方向のゲートパターンと交差するが第２の群に属さないＮＭＯＳ用活性領域を、第
３の群１３２に分類する。図１４Ａにおいて、ＮＭＯＳ用活性領域１０４～１０６が第３
の群１３２に分類される。さらに、ｘ方向のゲートパターン及びｙ方向のゲートパターン
の両方と交差する活性領域を第３の群１３２に分類する。図１４Ａにおいて、ＮＭＯＳ用
活性領域１０７が第３の群１３２に分類される。なお、図１４Ａには、第１の群１３０、
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第２の群１３１、及び第３の群１３２の各々が、少なくとも１つのＮＭＯＳ用活性領域を
含む場合を示すが、いずれかの群が、ＮＭＯＳ用活性領域を含まないような場合であって
も、本実施例を適用することが可能である。
【００７６】
　図１５Ａに示すように、第２の群１３１に属するＮＭＯＳ用活性領域、及び第３の群１
３２に属するＮＭＯＳ用活性領域を露出させ、第１の群１３０に属するＮＭＯＳ用活性領
域を覆うレジストパターンを形成するためのレチクルパターン１５０及び１５１を生成す
る。このレチクルパターンは、図１２Ａに示したレジストパターン９１を形成するために
用いられる。
【００７７】
　図１５Ｂに示すように、第１の群１３０に属するＮＭＯＳ用活性領域、及び第３の群１
３２に属するＮＭＯＳ用活性領域を露出させ、第２の群１３１に属するＮＭＯＳ用活性領
域を覆うレジストパターンを形成するためのレチクルパターン１５２～１５４を生成する
。このレチクルパターンは、図１１Ａに示したレジストパターン９０を形成するために用
いられる。
【００７８】
　このように、レイアウト基準間隔Ｇを定義することにより、２枚のレチクルのレチクル
パターンを自動生成することができる。このレチクルパターンを使用して半導体装置を製
造することにより、第３の群１３２に属するＮＭＯＳ用活性領域に、同一の条件でポケッ
ト注入を行うことができる。これにより、これらの活性領域内のＮＭＯＳトランジスタの
特性を揃えることができる。
【００７９】
　また、第１の群１３０及び第２の群１３１に属するＮＭＯＳ用活性領域の近傍にＰＭＯ
Ｓ用活性領域が配置されている場合でも、これらのＮＭＯＳ用活性領域に、レジストパタ
ーンの陰にならない条件でポケット注入を行うことができる。
【００８０】
　設計者が、図１４Ｂに示したポケット注入を行うべきＮＭＯＳ用活性領域に対応するパ
ターンデータを作図するのみで、図１５Ａ及び図１５Ｂに示した２枚のレチクルパターン
が自動的に生成される。このため、設計者の負担を軽減することができる。
【００８１】
　次に、図１６～図１７Ｂを参照して、第５の実施例によるレチクルパターンの生成方法
について説明する。第４の実施例では、第２の群１３１に属するＮＭＯＳ用活性領域１０
２及び１０３の近傍、例えばＮＭＯＳ用活性領域とＰＭＯＳ用活性領域との間隔のレイア
ウト基準値だけ離れた位置に、ＰＭＯＳ用活性領域１１２及び１１３が配置されていたが
、第５の実施例では、ＮＭＯＳ用活性領域１０２及び１０３の近傍に、ＰＭＯＳ用活性領
域が配置されていない。その他の構成は、第４の実施例の構成と同一である。
【００８２】
　図１７Ａに示したレチクルのパターンは、図１５Ａに示したものと同一である。第５の
実施例では、第４の実施例の図１５Ｂに示したレチクルのパターンを生成するときに、レ
チクルパターン１５２～１５４に加えて、第２の群１３１に属するＮＭＯＳ用活性領域１
０２及び１０３が露出するように、レチクルパターン１５５を生成する。
【００８３】
　第２の群１３１に属するＮＭＯＳ用活性領域１０２及び１０３の近傍にはＰＭＯＳ用活
性領域が配置されていないため、レチクルパターン１５５によって形成されるレジストパ
ターンの縁を、ＮＭＯＳ用活性領域１０２及び１０３の縁から遠ざけることができる。こ
のため、方位角０°及び１８０°でイオン注入を行う場合でも、ＮＭＯＳ用活性領域１０
２及び１０３がレジストパターンの陰にならない条件を見出すことができる。
【００８４】
　第５の実施例による方法で生成されたレチクルパターンを用いると、第２の群１３１に
属するＮＭＯＳ用活性領域に、第３の群１３２に属するＮＭＯＳ用活性領域と同一の条件
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でポケット注入が行われる。このため、ＮＭＯＳトランジスタの特性を揃えることができ
る。
【００８５】
　上記実施例では、ＮＭＯＳ用活性領域へのポケット注入を例によって説明を進めたが、
上記実施例がＰＭＯＳ用活性領域へのポケット注入にも適用できることは自明である。ま
た、上記実施例によるイオン注入方法は、図１８に示したＳＲＡＭセルの製造に限定され
ることなく、特開２００５－３４０２６９号公報に開示されたＣＡＭセルの製造等、他の
半導体装置の製造にも適用可能である。また、上記実施例では、ＮＭＯＳ用活性領域と、
それに隣り合うＰＭＯＳ用活性領域との双方を横切る共通のゲートパターンを備えた半導
体装置の製造方法を例に挙げたが、ＮＭＯＳ用活性領域を横切るゲートパターンが、それ
に隣り合うＰＭＯＳ用活性領域を横切らない場合にも上記実施例が適用できることが自明
である。
【００８６】
　以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。
例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【００８７】
　上記実施例から、以下の付記に示す発明が導出される。
【００８８】
　（付記１）
　（ａ）半導体基板の表層部に素子分離絶縁膜を形成することにより、該素子分離絶縁膜
を介して隣り合う第１導電型の第１の活性領域及び第２導電型の逆導電型活性領域を形成
する工程と、
　（ｂ）前記第１の活性領域と前記逆導電型活性領域との間の素子分離絶縁膜上に縁が配
置されるように、前記逆導電型活性領域を第１のレジストパターンで覆う工程と、
　（ｃ）前記第１のレジストパターンをマスクとして前記第１の活性領域の表層部に不純
物をイオン注入する工程と
を有し、前記第１の活性領域の縁を含み、かつ基板表面に対して垂直な仮想面を、該第１
のレジストパターンに最も近い基板上の点を支点として、該第１のレジストパターンに向
かって、該第１のレジストパターンに接触するまで傾けたときのチルト角を第１の角度と
したとき、前記工程ｃにおいて、基板法線方向からのチルト角が該第１の角度よりも大き
く、かつ前記第１のレジストパターンの前記第１の活性領域側の側面の最も上の縁を通過
したイオンが、前記第１の活性領域の、前記第１のレジストパターン側の縁か、または該
第１の活性領域と該第１のレジストパターンとの間の素子分離絶縁膜に入射する方位から
イオン注入を行い、かつ前記第１のレジストパターンの前記第１の活性領域側の側面の最
も上の縁を通過したイオンが、該第１の活性領域内に入射する方位からはイオン注入を行
わない半導体装置の製造方法。
【００８９】
　（付記２）
　前記工程ａと工程ｂとの間に、さらに、
　（ｄ）前記第１の活性領域を、前記逆導電型活性領域に対向する縁から反対側の縁に向
かって横切る第１のゲートパターンを形成する工程を含み、
　前記工程ｃにおいて、前記第１のゲートパターンをマスクとして第１導電型の不純物を
注入してポケット領域を形成し、
　前記第１のゲートパターンを形成した後、さらに、
　（ｅ）前記第１のゲートパターンをマスクとして、第２導電型の不純物を注入してソー
ス及びドレインを形成する工程を含む付記１に記載の半導体装置の製造方法。
【００９０】
　（付記３）
　さらに、前記第１のゲートパターンの側壁上にサイドウォールスペーサを形成する工程
を含み、前記工程ｄを、前記サイドウォールスペーサ形成前または形成後に行い、前記工
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程ｅを、前記サイドウォールスペーサ形成前または形成後に行う付記２に記載の半導体装
置の製造方法。
【００９１】
　（付記４）
　前記第１のゲートパターンが前記第１の活性領域を横切る方向と直交する方向を方位角
０°としたとき、
　前記工程ｃにおいて、方位角が－４５°～＋４５°の範囲内及び１３５°～２２５°の
範囲内の少なくとも１つの方位角でイオン注入を行う付記２または３に記載の半導体装置
の製造方法。
【００９２】
　（付記５）
　前記工程ａにおいて、前記第１の活性領域及び逆導電型活性領域の他に、第１導電型の
第２及び第３の活性領域を形成し、
　前記工程ｄにおいて、前記第１のゲートパターンが第１の活性領域を横切る方向と直交
する方向に前記第２の活性領域を横切る第２のゲートパターンと、前記第１のゲートパタ
ーンが第１の活性領域を横切る方向と平行な方向に前記第３の活性領域を横切る第３のゲ
ートパターンとを形成し、
　前記工程ｃにおいて、前記第１の活性領域へのイオン注入と同時に、前記第２及び第３
の活性領域にもイオン注入を行い、
　さらに、
　（ｆ）前記第１の活性領域及び逆導電型活性領域を第２のレジストパターンで覆った状
態で、前記第２及び第３の活性領域に、方位角が４５°～１３５°の範囲内及び２２５°
～３１５°の範囲内の少なくとも１つの方位角でイオン注入を行う工程
を含む付記４に記載の半導体装置の製造方法。
【００９３】
　（付記６）
　前記第２の活性領域と第３の活性領域とが、連続する１つの活性領域である付記５に記
載の半導体装置の製造方法。
【００９４】
　（付記７）
　前記工程ａにおいて、前記第１～第３の活性領域及び逆導電型活性領域の他に、第１導
電型の第４の活性領域を形成し、
　前記工程ｄにおいて、前記第４の活性領域を、前記第１のゲートパターンが第１の活性
領域を横切る方向と直交する方向に横切る第４のゲートパターンを形成し、
　前記工程ｆにおいて、前記第２及び第３の活性領域にイオン注入すると同時に、前記第
４の活性領域にもイオン注入する付記５または６に記載の半導体装置の製造方法。
【００９５】
　（付記８）
　第１導電型トランジスタと第２導電型トランジスタとが配置される基板に、該第１導電
型トランジスタのポケット領域形成のためのイオン注入時のレジストパターン形成用レチ
クルのパターンを生成する方法であって、
　（Ａ）基板上にｘｙ直交座標系を定義したとき、第１導電型のトランジスタが配置され
る複数の活性領域を、ｙ方向に横切るゲートパターンと交差する活性領域であって、レイ
アウト基準間隔よりも近い位置に、ｘ方向に横切るゲートパターンと交差する活性領域が
配置されていない活性領域が属する第１の群と、ｘ方向に横切るゲートパターンと交差す
る活性領域であって、レイアウト基準間隔よりも近い位置に、ｙ方向に横切るゲートパタ
ーンと交差する活性領域が配置されていない活性領域が属する第２の群と、ｙ方向に横切
るゲートパターンと交差するが前記第１の群に属さない活性領域、及びｘ方向に横切るゲ
ートパターンと交差するが前記第２の群に属さない活性領域が属する第３の群とに分類す
る工程と、
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　（Ｂ）前記第１の群に属する活性領域を覆い、前記第２及び第３の群の少なくとも一方
に属する活性領域を露出させるレジストパターンを形成するための第１のレチクルパター
ンを生成する工程と
を有するレチクルパターン生成方法。
【００９６】
　（付記９）
　前記工程Ａにおいて、ｘ方向に横切るゲートパターン及びｙ方向に横切るゲートパター
ンの両方と交差する活性領域を前記第３の群に属させる付記８に記載のレチクルパターン
生成方法。
【００９７】
　（付記１０）
　前記第１の群に属する活性領域からｐｎ基準間隔よりも狭い間隔を隔てて第２導電型ト
ランジスタ用の活性領域が配置されており、前記第２の群に属する活性領域から、最近接
の第２導電型トランジスタ用の活性領域までの間隔は前記ｐｎ基準間隔よりも広い付記８
または９に記載のレチクルパターン生成方法。
【００９８】
　（付記１１）
　前記第１の群に属する活性領域からｐｎ基準間隔よりも狭い間隔を隔てて第２導電型ト
ランジスタ用の活性領域が配置されており、前記第２の群に属する活性領域からｐｎ基準
間隔よりも狭い間隔を隔てて、第２導電型トランジスタ用の活性領域が配置されており、
　さらに、
　（Ｃ）前記第２の群に属する活性領域を覆い、前記第１及び第３の群に属する活性領域
を露出させるレジストパターンを形成するための第２のレチクルパターンを生成する工程
を有する付記８または９に記載のレチクルパターン生成方法。
【００９９】
　（付記１２）
　同一基板上に、複数の第１導電型トランジスタと複数の第２導電型トランジスタとが配
置される半導体装置を製造するためのレチクルパターン生成プログラムであって、
　前記第１導電型トランジスタのゲートパターンの方向を示すデータ、及び前記第１導電
型トランジスタの配置される活性領域からレイアウト基準間隔よりも近い位置に他の活性
領域が配置されているか否かを示すデータの少なくとも一方のデータと、設計者が作成し
た前記第１導電型トランジスタ用の活性領域のうち斜めイオン注入を行うべき領域を指示
するデータとに基づいて、前記第１導電型トランジスタの配置される活性領域に斜めイオ
ン注入を行うための異なるパターンを持つ少なくとも２枚のレチクルのパターンを生成す
るレチクルパターン生成プログラム。
【０１００】
　（付記１３）
　前記少なくとも２枚のレチクルパターンは、前記第１導電型トランジスタのポケット注
入のためのレチクルパターンである付記１２に記載のレチクルパターン生成プログラム。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】（１Ａ）は、第１の実施例による製造方法で製造される半導体装置の製造途中段
階における装置の平面図（その１）であり、（１Ｂ）～（１Ｄ）は、それぞれ（１Ａ）一
点鎖線Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、及びＤ－Ｄにおける断面図である。
【図２】（２Ａ）は、第１の実施例による製造方法で製造される半導体装置の製造途中段
階における装置の平面図（その２）であり、（２Ｂ）～（２Ｄ）は、それぞれ（２Ａ）一
点鎖線Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、及びＤ－Ｄにおける断面図である。
【図３】（３Ａ）は、第１の実施例による製造方法で製造される半導体装置の製造途中段
階における装置の平面図（その３）であり、（３Ｂ）～（３Ｄ）は、それぞれ（３Ａ）一
点鎖線Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、及びＤ－Ｄにおける断面図である。



(16) JP 4812480 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

【図４】（４Ａ）は、第１の実施例による製造方法で製造される半導体装置の製造途中段
階における装置の平面図（その４）であり、（４Ｂ）～（４Ｄ）は、それぞれ（４Ａ）一
点鎖線Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、及びＤ－Ｄにおける断面図である。
【図５】（５Ａ）は、第１の実施例による製造方法で製造される半導体装置の製造途中段
階における装置の平面図（その５）であり、（５Ｂ）～（５Ｄ）は、それぞれ（５Ａ）一
点鎖線Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、及びＤ－Ｄにおける断面図である。
【図６】（６Ａ）は、第１の実施例による製造方法で製造される半導体装置の製造途中段
階における装置の平面図（その６）であり、（６Ｂ）～（６Ｄ）は、それぞれ（６Ａ）一
点鎖線Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、及びＤ－Ｄにおける断面図である。
【図７】（７Ａ）は、第１の実施例による製造方法で製造される半導体装置の平面図（そ
の７）であり、（７Ｂ）～（７Ｄ）は、それぞれ（７Ａ）一点鎖線Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃ、及び
Ｄ－Ｄにおける断面図である。
【図８】チルト角と方位角の定義を説明する線図である。
【図９】（９Ａ）、（９Ｃ）及び（９Ｅ）は、イオンビームの入射方向と活性領域及びレ
ジストパターンとの位置関係を示す平面図であり、（９Ｂ）、（９Ｄ）及び（９Ｆ）は、
それぞれ（９Ａ）、（９Ｃ）及び（９Ｅ）の一点鎖線Ｂ９－Ｂ９、Ｄ９－Ｄ９及びＦ９－
Ｆ９における断面図である。
【図１０】（１０Ａ）は、第２の実施例による製造方法で製造される半導体装置の製造途
中段階における装置の平面図（その１）であり、（１０Ｂ）及び（１０Ｃ）は、それぞれ
（１０Ａ）の一点鎖線Ｂ１０－Ｂ１０及びＣ１０－Ｃ１０における断面図である。
【図１１】（１１Ａ）は、第２の実施例による製造方法で製造される半導体装置の製造途
中段階における装置の平面図（その２）であり、（１１Ｂ）及び（１１Ｃ）は、それぞれ
（１１Ａ）の一点鎖線Ｂ１１－Ｂ１１及びＣ１１－Ｃ１１における断面図である。
【図１２】（１２Ａ）は、第２の実施例による製造方法で製造される半導体装置の製造途
中段階における装置の平面図（その３）であり、（１２Ｂ）及び（１２Ｃ）は、それぞれ
（１２Ａ）の一点鎖線Ｂ１２－Ｂ１２及びＣ１２－Ｃ１２における断面図である。
【図１３】第３の実施例による製造方法で製造される半導体装置の平面図である。
【図１４】（１４Ａ）は、第４の実施例による製造方法で製造される半導体装置の活性領
域とゲートパターンの平面図であり、（１４Ｂ）は、設計者が作成するＮＭＯＳ用ポケッ
ト注入のためのレチクルパターンの平面図である。
【図１５】（１５Ａ）及び（１５Ｂ）は、第４の実施例による製造方法で製造される半導
体装置の製造途中段階における平面図である。
【図１６】第５の実施例による製造方法で製造される半導体装置の活性領域とゲートパタ
ーンの平面図である。
【図１７】（１７Ａ）及び（１７Ｂ）は、第５の実施例による製造方法で製造される半導
体装置の製造途中段階における平面図である。
【図１８】（１８Ａ）は、ＳＲＡＭの平面図であり、（１８Ｂ）は、（１８Ａ）の一点鎖
線Ｂ１８－Ｂ１８における断面図である。
【符号の説明】
【０１０２】
１、２００　半導体基板
２、２０１　素子分離絶縁膜
３、５３、８０、８１、８２、１００～１０７、２１２、２１３　ＮＭＯＳ用活性領域
４、５４、１１０～１１３、２１１　ＰＭＯＳ用活性領域
１０、２１５、２１７　ｐ型ウェル
１１、２１６　ｎ型ウェル
１３、２５、９０、９１、２２０　レジストパターン
１４　ゲート絶縁膜
１５、６５、８４、８５、１２０～１２８、２０５、２０６　ゲートパターン
１６　サイドウォールスペーサ
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１８　シリサイド膜
２０、３０、７０　エクステンション部
２１　ソース及びドレインの深い領域
２２、３２、７２　ポケット領域
４０　イオンビームの進行方向
１３０　第１の群
１３１　第２の群
１３２　第３の群
１４０、１４１、１４２　レチクル
１４５　ＮＭＯＳ用活性領域を内包するパターン
１５０～１５５　レチクルパターン
２１０　メモリセル
２３０　イオンビーム
Ｇ　レイアウト基準間隔
Ｔ１　ＮＭＯＳトランジスタ
Ｔ２　ＰＭＯＳトランジスタ

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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