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(57)【要約】
【課題】　ハフニウムシリケートからなるゲート絶縁膜
に、アルミナ膜を重ねると、等価酸化膜厚を薄くするこ
とが困難になる。また、ハフニウムシリケートからなる
ゲート絶縁膜内にＡｌが拡散すると、正孔の移動度が低
下してしまう。
【解決手段】　半導体基板(10)の上に、ＨｆとＯとを含
む絶縁膜(16)を形成する。この絶縁膜の上に、構成元素
として酸素とチタンとを含むキャップ膜(17)を形成する
。絶縁膜及びキャップ膜を、窒素ガスまたは希ガス雰囲
気中で熱処理し、キャップ膜中のチタンを絶縁膜内に拡
散させることにより、ゲート絶縁膜(18)を形成する。ゲ
ート絶縁膜の上に、ゲート電極膜(19)を形成する。
【選択図】　図１－２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の上に、ＨｆとＯとを含む絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜の上に、構成元素として酸素とチタンとを含むキャップ膜を形成する工程と
、
　前記絶縁膜及び前記キャップ膜を、窒素ガスまたは希ガス雰囲気中で熱処理し、前記キ
ャップ膜中のチタンを前記絶縁膜内に拡散させることにより、ゲート絶縁膜を形成する工
程と、
　前記ゲート絶縁膜の上に、ゲート電極膜を形成する工程と
を有する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記熱処理の雰囲気が酸素を含まない請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記熱処理雰囲気が、アンモニアを含む請求項１または２に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項４】
　半導体基板の上に、ＨｆとＯとを含む絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜の上に、チタンからなるキャップ膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜及び前記キャップ膜を、酸素ガス及びアンモニアガスを含む雰囲気中で熱処
理し、前記キャップ膜中のチタンを前記絶縁膜内に拡散させることにより、ゲート絶縁膜
を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜の上に、ゲート電極膜を形成する工程と
を有する半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記絶縁膜が、Ｓｉを含まない酸化ハフニウムで形成されている請求項１乃至４のいず
れか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記ゲート電極膜を形成した後、前記ゲート絶縁膜及びゲート電極膜とをパターニング
することにより、ゲートパターンを形成する工程を含み、
　さらに、
　前記ゲートパターンが配置される位置の両側の前記半導体基板の表層部に不純物を注入
することにより、ソース領域及びドレイン領域を形成する工程を含む請求項１乃至５のい
ずれか１項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、ゲート絶縁膜にＨｆとＯとを含む半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲート絶縁膜の等価酸化膜厚（ＥＯＴ）を厚くするために、酸化シリコンよりも誘電率
の高い材料であるハフニウム系酸化物が用いられる。また、ゲート電極の空乏化を防止し
、かつ低抵抗化を図るために、従来の多結晶シリコンに代えて、金属ゲート電極が採用さ
れる。
【０００３】
　スーパーコンピュータ等に用いられる高速計算用のＭＯＳＦＥＴには、低いしきい値電
圧が求められる。例えば、高速計算用のｐＭＯＳＦＥＴ及びｎＭＯＳＦＥＴのしきい値電
圧が、それぞれ－１００～－２００ｍｅＶ及び１００～２００ｍｅＶ程度に設定される。
ゲート絶縁膜にハフニウム系酸化物を用い、ゲート電極に金属、例えばＴｉＮ、ＴａＮ、
Ｔａ等を用い、高温加熱処理を行うと、ゲート電極の見かけ上の仕事関数が４．５ｅＶ近
傍（シリコンの禁制帯のほぼ中央）に移動してしまう。これにより、フラットバンド電圧
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の絶対値が小さくなり、低いしきい値電圧を得ることが困難になる。ｐＭＯＳＦＥＴのゲ
ート絶縁膜として用いられるハフニウム系酸化物膜の上にアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）膜を配
置して加熱拡散させることにより、しきい値電圧の絶対値を小さくすることができること
が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－６７２６６号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】H. Arimura et al., “Structural Optimization of HfTiSiO High-k G
ate Dielectrics by Utilizing In-Situ PVD-Based Fabrication method”, Fifth Inter
national Symposium on Control of Semiconductor Interfaces (ISCSI-V), 2007年11月1
2～14日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　アルミナの誘電率は、ハフニウム系酸化物の誘電率よりも低い。このため、ハフニウム
系酸化物からなるゲート絶縁膜に、アルミナ膜を重ねると、等価酸化膜厚を薄くすること
が困難になる。また、Ａｌの拡散によって、チャネル中の正孔の移動度が低下してしまう
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の課題を解決するための半導体装置の製造方法は、
　半導体基板の上に、ＨｆとＯとを含む絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜の上に、構成元素として酸素とチタンとを含むキャップ膜を形成する工程と
、
　前記絶縁膜及び前記キャップ膜を、窒素ガスまたは希ガス雰囲気中で熱処理し、前記キ
ャップ膜中のチタンを前記絶縁膜内に拡散させることにより、ゲート絶縁膜を形成する工
程と、
　前記ゲート絶縁膜の上に、ゲート電極膜を形成する工程と
を有する。
【０００８】
　上述の課題を解決するための他の半導体装置の製造方法は、
　半導体基板の上に、ＨｆとＯとを含む絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜の上に、チタンからなるキャップ膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜及び前記キャップ膜を、酸素ガス及びアンモニアガスを含む雰囲気中で熱処
理し、前記キャップ膜中のチタンを前記絶縁膜内に拡散させることにより、ゲート絶縁膜
を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜の上に、ゲート電極膜を形成する工程と
を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　キャップ膜にＴｉを含む材料を用いると、アルミナを用いた場合と同様に、しきい値電
圧の絶対値を小さくすることができる。さらに、アルミナを用いた場合に比べて、チャネ
ル中の正孔の移動度の低下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１－１】（１Ａ）～（１Ｄ）は、実施例１による半導体装置の製造方法の製造途中段
階における半導体装置の断面図（その１）である。
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【図１－２】（１Ｅ）～（１Ｇ）は、実施例１による半導体装置の製造方法の製造途中段
階における半導体装置の断面図（その２）である。
【図１－３】（１Ｈ）は、実施例１による半導体装置の製造方法の製造途中段階における
半導体装置の断面図（その３）であり、（１Ｉ）は、実施例１による半導体装置の製造方
法で製造された半導体装置の断面図る。
【図２】実施例による方法、及び比較例による方法で製造した半導体装置のチャネル移動
度の測定結果を示すグラフである。
【図３】実施例による方法、及び比較例による方法で製造した半導体装置のフラットバン
ド電圧の測定結果を示すグラフである。
【図４】（４Ａ）～（４Ｃ）は、実施例２による半導体装置の製造方法の製造途中段階に
おける半導体装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図面を参照しながら、実施例１及び実施例２について説明する。
【実施例１】
【００１２】
　図１Ａ～図１Ｉを参照して、実施例１による半導体装置の製造方法について説明する。
【００１３】
　図１Ａに示すように、シリコンからなる半導体基板１０の表層部に、シャロートレンチ
アイソレーション（ＳＴＩ）等により、素子分離絶縁膜１１を形成する。素子分離絶縁膜
１１により、活性領域が画定される。活性領域にチャネル不純物を注入することにより、
チャネル不純物拡散領域１２を形成する。
【００１４】
　図１Ｂに示すように、活性領域の表面に、酸化シリコンからなる厚さ０．３ｎｍ～１ｎ
ｍの第１のゲート絶縁膜１５を、熱酸化により形成する。熱酸化条件は、例えば下記の通
りである。
・雰囲気　酸素１００％
・圧力　１３Ｐａ～１．０×１０５Ｐａ
・成膜温度　５００℃～１０００℃
・成膜時間　１秒～１００秒
　なお、酸化シリコン膜を形成した後、プラズマ窒化を行うことにより、第１のゲート絶
縁膜１５を酸窒化シリコンで形成してもよい。
【００１５】
　図１Ｃに示すように、第１のゲート絶縁膜１５及び素子分離絶縁膜１１の上に、ハフニ
ウム（Ｈｆ）と酸素（Ｏ）とを含む絶縁材料、例えば酸化ハフニウム（ＨｆＯ２）からな
る厚さ１ｎｍ～２ｎｍの絶縁膜１６を形成する。絶縁膜１６の形成には、化学気相成長（
ＣＶＤ）、原子層堆積（ＡＬＤ）、反応性スパッタリング等を用いることができる。絶縁
膜１６をＣＶＤで形成する場合の成膜条件は、例えば下記の通りである。
・ハフニウム原料　テトラキスジエチルアミノハフニウム
・酸化剤　酸素、オゾン、またはＨ２Ｏ
・成膜温度　４００℃～７００℃
　図１Ｄに示すように、絶縁膜１６の上に、酸化チタン（ＴｉＯ２）からなる厚さ０．３
ｎｍ～２ｎｍのキャップ膜１７を、例えば反応性スパッタリングにより形成する。成膜条
件は、例えば下記の通りである。
・スパッタリングガス　Ｏ２とＡｒとの混合ガス
・圧力　１．３×１０－３Ｐａ～１３３Ｐａ
・成膜温度　室温
　図１Ｅに示すように、窒素ガス雰囲気中で、絶縁膜１６及びキャップ膜１７の熱処理を
行う。熱処理条件は、例えば下記の通りである。
・圧力　１３Ｐａ～１３３Ｐａ
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・熱処理温度　４００℃～８００℃
・熱処理時間　５秒～３０秒
　窒素ガスに代えて、Ａｒ等の希ガス雰囲気中で熱処理を行ってもよい。なお、熱処理雰
囲気にアンモニアガスを添加してもよい。この場合には、例えば、アンモニアガスの分圧
比を０．１％～１％とする。
【００１６】
　図１Ｆに示すように、熱処理によってキャップ膜１７中のＴｉが絶縁膜１６内に拡散す
ることにより、絶縁膜１６及びキャップ膜１７が、ＨｆＴｉＯからなる第２のゲート絶縁
膜１８に置き換わる。熱処理雰囲気にアンモニアガスを添加した場合には、ＨｆＴｉＯＮ
からなる第２のゲート絶縁膜１８が形成される。
【００１７】
　図１Ｇに示すように、第２のゲート絶縁膜１８の上に、厚さ５ｎｍ～２０ｎｍのメタル
ゲート電極膜１９を形成する。メタルゲート電極膜１９には、例えば、ＴｉＮ、ＴｉＡｌ
Ｎ、ＴａＮ、ＴａＡｌＮ、ＴａＣＮ等が用いらる。これらの材料からなるメタルゲート電
極膜１９は、例えば反応性スパッタリングにより形成される。ＴｉＮ膜を反応性スパッタ
リングで形成する場合の成膜条件は、例えば下記の通りである。
・スパッタリングガス　Ｎ２とＡｒとの混合ガス
・圧力　１．３×１０－３Ｐａ～１３３Ｐａ
・パワー　１００Ｗ～４００Ｗ
　メタルゲート電極膜１９の上に、多結晶シリコン膜２０をＣＶＤ等により形成する。
【００１８】
　図１Ｈに示すように、第１のゲート絶縁膜１５、第２のゲート絶縁膜１８、ゲート電極
膜１９、及び多結晶シリコン膜２０をパターニングすることにより、ゲートパターン２５
を形成する。ゲートパターン２５は、酸化シリコンからなる第１のゲート絶縁膜１５ａ、
ＨｆＴｉＯからなる第２のゲート絶縁膜１８ａ、ＴｉＮ等の金属からなるメタルゲート電
極１９ａ、及び多結晶シリコン膜２０ａがこの順番に積層された積層構造を有する。
【００１９】
　図１Ｉに示すように、ゲートパターン２５をマスクとして、その両側の半導体基板１０
の表層部にｐ型不純物を注入することにより、ソース及びドレインのエクステンション領
域２７を形成する。ゲートパターン２５の側面上に、サイドウォールスペーサ２８を形成
する。ゲートパターン２５及びサイドウォールスペーサ２８をマスクとして、その両側の
半導体基板１０の表層部にｐ型不純物を注入することにより、ソース及びドレイン領域２
９を形成する。不純物の注入後、不純物の活性化アニールを行う。
【００２０】
　図２に、実施例１による方法で作製した試料ａのチャネル移動度の測定結果を示す。ゲ
ート電極には、ＴｉＮを用いた。比較のために、キャップ膜にＡｌ２Ｏ３を用いた試料ｂ
、及びキャップ膜を形成しないで作製した試料ｃの移動度の測定結果を示す。ユニバーサ
ル移動度を実線ｕで示す。横軸は実効電界を単位「ＭＶ／ｃｍ」で表し、縦軸は移動度を
単位「ｃｍ２／Ｖｓ」で表す。
【００２１】
　キャップ膜１７にＡｌ２Ｏ３を用いると、キャップ膜１７を形成しない場合に比べて移
動度が低下してしまう。これに対し、キャップ膜１７にＴｉＯ２を用いると、キャップ膜
１７を形成しない場合に比べて移動度が高くなっている。このように、キャップ膜１７に
ＴｉＯ２を用いることにより、Ａｌ２Ｏ３を用いた場合に生ずる移動度の低下を防止する
ことができる。
【００２２】
　図３に、試料ａ、ｂ、ｃのフラットバンド電圧の測定結果を示す。フラットバンド電圧
が高くなるということは、ｐＭＯＳＦＥＴのしきい値が大きくなる（負のしきい値の絶対
値が小さくなる）ことを意味する。キャップ膜１７を形成すると、キャップ膜１７を形成
しない場合に比べて、フラットバンド電圧が正方向にシフトすることがわかる。キャップ
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膜１７にＴｉＯ２を用いると、Ａｌ２Ｏ３を用いた場合に比べて、さらにフラットバンド
電圧がシフトしている。この評価結果から、実施例１の方法を採用することにより、ｐＭ
ＯＳＦＥＴのしきい値の絶対値を小さくすることが可能になることがわかる。
【００２３】
　また、ＴｉＯ２の比誘電率は５０～６０程度であり、Ａｌ２Ｏ３の比誘電率１２よりも
大きい。また、ＨｆＴｉＯの誘電率は、ＨｆＡｌＯの誘電率よりも高い。このため、キャ
ップ膜１７にＴｉＯ２を用いると、Ａｌ２Ｏ３を用いた場合に比べて、第２のゲート絶縁
膜１８の等価酸化膜厚を小さくすることができる。
【００２４】
　上述の実施例１では、図１Ｅに示した熱処理時の雰囲気に、酸化性ガスが含まれていな
い。一般に、キャップ膜１７としてＴｉＯ２に代えてＴｉを用い、窒素雰囲気中で熱処理
を行うと、第２のゲート絶縁膜１８内に、酸素欠損による欠陥が発生する。実施例１では
、キャップ膜１７が、構成元素として酸素を含むため、酸素欠損による欠陥が発生しにく
い。なお、酸素欠損を防止するために、Ｏ２雰囲気中で熱処理を行うと、酸素が、図１Ｅ
に示した第１のゲート絶縁膜１５まで拡散し、その厚さが増加してしまう。実施例１によ
る方法では、熱処理時における第１のゲート絶縁膜１５の厚さの増加を抑制することがで
きる。
【００２５】
　図１Ｅに示した熱処理時の雰囲気にアンモニアを添加すると、第２のゲート絶縁膜１８
に窒素が含有され、第２のゲート絶縁膜１８がＨｆＴｉＯＮで形成される。ＨｆＴｉＯＮ
の誘電率は、ＨｆＴｉＯの誘電率よりも高いため、第２のゲート絶縁膜１８の等価酸化膜
厚を、より小さくすることが可能になる。
【００２６】
　図１Ｃに示した絶縁膜１６は、ＨｆＯ２で形成されており、Ｓｉを含まない。絶縁膜１
６がＳｉを含むと、図１Ｅの熱処理時にＳｉが表面に析出し、ＳｉＯ２が形成され易くな
る。ＳｉＯ２の誘電率は、ＨｆＯ２やＴｉＯ２に比べて小さいため、ＳｉＯ２膜が形成さ
れると、等価酸化膜厚が増加してしまう。実施例１では、絶縁膜１６がＳｉを含まないた
め、熱処理時におけるＳｉの析出を防止することができる。
【実施例２】
【００２７】
　図４Ａ～図４Ｃを参照して、実施例２による半導体装置の製造方法について説明する。
【００２８】
　図４Ａに示した絶縁膜１６の形成までの工程は、実施例１の図１Ｃに示した絶縁膜１６
の形成までの工程と共通である。実施例１では、キャップ膜１７にＴｉＯ２が用いられて
いたが、実施例２では、キャップ膜１７Ａに金属チタンが用いられる。キャップ膜１７Ａ
の厚さは、０．２ｎｍ～１ｎｍとする。チタンからなるキャップ膜１７Ａは、例えばスパ
ッタリングにより形成される。成膜条件は、例えば下記の通りである。
・スパッタリングガス　Ａｒ
・圧力　１．３×１０－３Ｐａ～１３３Ｐａ
・パワー　１００Ｗ～４００Ｗ
・温度　室温
　図４Ｂに示すように、Ｏ２とＮ２との混合ガス雰囲気中で、絶縁膜１６とキャップ膜１
７Ａとの熱処理を行う。熱処理条件は、例えば下記の通りである。
・Ｏ２の分圧比　０．１％～１％
・圧力　１３Ｐａ～１３３Ｐａ
・熱処理温度　４００℃～８００℃
・熱処理時間　５秒～３０秒
　なお、熱処理雰囲気に、分圧比が例えば０．１％～１％になるようにアンモニアガスを
添加してもよい。
【００２９】
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　図４Ｃに示すように、キャップ膜１７Ａ中のチタンが絶縁膜１６内に拡散することによ
り、絶縁膜１６及びキャップ膜１７Ａが、ＨｆＴｉＯからなる第２のゲート絶縁膜１８に
置き換わる。熱処理雰囲気にアンモニアガスを添加した場合には、ＨｆＴｉＯＮからなる
第２のゲート絶縁膜１８が形成される。
【００３０】
　第２のゲート絶縁膜１８が形成された後の工程は、図１Ｇ～図１Ｉに示した実施例１の
工程と共通である。
【００３１】
　実施例２においても、ＨｆＴｉＯからなる第２のゲート絶縁膜１８が形成される。この
ため、実施例１と同様に、ｐＭＯＳＦＥＴのしきい値の絶対値を小さくすることが可能に
なる。
【００３２】
　なお、実施例２では、キャップ膜１７Ａにチタンが用いられており、キャップ膜１７Ａ
が酸素を含んでいない。図２Ｂに示した熱処理時に酸素欠損に起因する欠陥の発生を防止
するために、雰囲気ガスにＯ２が添加されている。このＯ２の分圧は、０．１％～１％程
度である。Ｏ２ガスのみの雰囲気で熱処理する場合に比べて、熱処理時における第１のゲ
ート絶縁膜１５の膜厚の増加を抑制することができる。
【００３３】
　熱処理雰囲気にアンモニアガスを添加すると、実施例１の場合と同様に、第２のゲート
絶縁膜１８に窒素が含有され、第２のゲート絶縁膜１８の誘電率を高めることができる。
【００３４】
　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。
【符号の説明】
【００３５】
１０　半導体基板
１１　素子分離絶縁膜
１２　チャネル不純物拡散領域
１５、１５ａ　第１のゲート絶縁膜
１６　絶縁膜
１７、１７Ａ　キャップ膜
１８、１８ａ　第２のゲート絶縁膜
１９　ゲート電極膜
１９ａ　ゲート電極
２０、２０ａ　多結晶シリコン膜
２５　ゲートパターン
２７　エクステンション領域
２８　サイドウォールスペーサ
２９　ソース及びドレイン領域
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【図１－３】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年12月10日(2009.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　ゲート絶縁膜の等価酸化膜厚（ＥＯＴ）を薄くするために、酸化シリコンよりも誘電率
の高い材料であるハフニウム系酸化物が用いられる。また、ゲート電極の空乏化を防止し
、かつ低抵抗化を図るために、従来の多結晶シリコンに代えて、金属ゲート電極が採用さ
れる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　なお、実施例２では、キャップ膜１７Ａにチタンが用いられており、キャップ膜１７Ａ
が酸素を含んでいない。図４Ｂに示した熱処理時に酸素欠損に起因する欠陥の発生を防止
するために、雰囲気ガスにＯ２が添加されている。このＯ２の分圧は、０．１％～１％程
度である。Ｏ２ガスのみの雰囲気で熱処理する場合に比べて、熱処理時における第１のゲ
ート絶縁膜１５の膜厚の増加を抑制することができる。
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