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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に酸素又は窒素もしくは酸素及び窒素を含んだメタル元素及びシリコン元
素を含む膜を形成する工程と、
　前記半導体基板を酸化剤を含む雰囲気に曝すことにより、前記半導体基板と前記メタル
元素及びシリコン元素を含む膜の界面にシリコン酸化膜を形成する工程と、
　前記シリコン酸化膜を形成してから、前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜を窒化
する工程とを具備し、
　前記メタル元素は、Ｚｒ、Ｈｆ、Ａｌ、Ｌａのうちの少なくとも１種を用いたことを特
徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜は、ＣＶＤ法により形成されることを特徴と
する請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜は、アルコキシドを用いるかもしくはテトラ
キシ・ジエチル・アミド・ハフニウム及びテトラキシ・ジメチル・アミド・シリコンを用
いて形成されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記アルコキシドは、ＴＥＯＳ及びハフニウム・テトラ・ターシャリー・ブトキサイド
のいずれかであることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
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【請求項５】
　前記酸化剤を含む雰囲気は、酸化剤分圧０．１Ｔｏｒｒ以下であることを特徴とする請
求項１乃至請求項４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記酸化剤を含む雰囲気に曝す工程は、活性な酸化種を含む雰囲気、低温プラズマ酸化
雰囲気、減圧Ｏ2 酸化雰囲気、減圧Ｈ2 Ｏ酸化雰囲気、減圧Ｎ2 Ｏ酸化雰囲気のいずれか
であることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項７】
　前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜を窒化する工程は、窒素ラジカル又は窒素プ
ラズマを用いるか、もしくはＮＨ3 窒化法を用いて窒化することを特徴とする請求項１乃
至請求項６のいずれか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】
本発明は、半導体装置の製造方法に関し、とくにＭＯＳＦＥＴに高誘電率ゲート絶縁膜を
用いる際の形成方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図８は、半導体基板に形成されたｎＭＯＳＦＥＴの概略斜視図である。図に示すように、
例えば、ｐ型シリコン半導体基板１００には、ｎ型ソース・ドレイン領域１０１、１０２
が形成され、さらに、シリコン半導体基板１００上にこのソース・ドレイン領域を跨ぐよ
うにゲート絶縁膜１０３及びゲート電極１０４が順次形成されている。ゲート電極材料に
は、通常多結晶Ｓｉ、多結晶ＳｉＧｅ、金属などが用いられる。
ＭＯＳＦＥＴの微細化に伴いゲート絶縁膜の薄膜化が要求されている。従来用いられてい
るシリコン酸化膜やシリコン酸窒化膜ではダイレクトトンネル電流の増加により膜厚約２
ｎｍ程度で薄膜化の限界に達してしまう。そこで、比誘電率がシリコン酸化膜よりも大き
く、且つ結晶化温度が高いために従来のポリＳｉもしくはポリＳｉＧｅゲート電極プロセ
スとの整合性を有するメタル・シリケイト膜のゲート絶縁膜への適用が提案されている。
また、ゲート電極からのボロン拡散を抑制するために窒素を含むオキシ窒化メタルシリコ
ン膜も提案されている（特許文献１）が界面特性は十分なものが得られていない。さらに
メタル窒化物が導電性のためリーク電流や電荷トラップ密度も高い。またゲート電極界面
でのメタルシリサイドの形成により絶縁特性を損なうことがある。
【０００３】
【特許文献１】
特開２０００－４９３４９（図８及び１０欄）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前述のオキシ窒化メタルシリコン膜、例えば、Ｈｆ（Ｚｒ）ＳｉＯＮゲート絶縁膜を形成
するプロセスに於いて、窒素プラズマを用いてＨｆ（Ｚｒ）ＳｉＯ膜を窒化すると、シリ
コン半導体基板表面の窒化が進行し、界面準位密度が増加し性能が劣化してしまう問題が
あった。シリコン基板表面の窒化を抑制するためにＨｆ（Ｚｒ）ＳｉＯ膜を堆積する前に
シリコン基板表面にシリコン酸化膜層もしくはシリコン酸窒化膜層を形成しておく方法が
提案されているが、その酸化もしくは酸窒化層とＨｆ（Ｚｒ）ＳｉＯ膜との界面に固定電
荷が発生して性能が劣化してしまっていた。
本発明は、このような事情によりなされたものであって、シリコン半導体基板表面と高誘
電率材料であるメタルとシリコンとを含む酸窒化膜との間に酸化もしくは酸窒化膜を介在
させる構造を界面準位密度増加の抑制と固定電荷発生の抑制とを両立するように形成する
半導体装置の製造方法を提供する。
【０００５】
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【課題を解決するための手段】
ＭＯＳＦＥＴの微細化に伴うゲート絶縁膜の薄膜化は、従来から用いられているシリコン
酸化膜及びシリコン酸窒化膜の物理的限界にさしかかっており、それらよりも比誘電率の
高い高誘電率材料のゲート絶縁膜への導入が不可欠と言われている。しかし、それら高誘
電率材料は耐熱性が低いことが問題であり、耐熱性向上のため窒素を添加する方法が提案
されている。窒素を導入する具体的な方法は、プラズマやＮＨ3 を用いた高誘電率膜の窒
化が一般的であるが、前述のように、チャネルとなるシリコン半導体基板表面も同時に窒
化されて界面準位が増加し移動度が劣化してしまうという不具合が明らかになった。シリ
コン半導体基板の窒化を抑制するためには、高誘電率材料とシリコン基板の界面に１ｎｍ
以下のシリコン酸化膜もしくは酸窒化膜を形成しておくことが有効であるが、その場合に
はその界面層と高誘電率材料との界面に電荷が発生し、それが原因で移動度の改善が実現
できない。
【０００６】
本発明ではシリコン半導体基板表面にメタル元素とシリコン元素とを含む高誘電率材料を
堆積した後に、高誘電率材料越しに界面酸化を行い、その後高誘電率材料を窒化すること
を特徴としている。高誘電率材料越しに界面酸化を行うことにより界面準位密度増加の抑
制と固定電荷発生の抑制を両立しながら高誘電率材料を窒化することが可能となる。
すなわち、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板上にメタル元素及びシリコン元
素を含む膜を形成する工程と、前記半導体基板を酸化剤を含む雰囲気に曝すことにより、
前記半導体基板と前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜の界面にシリコン酸化膜を形
成する工程と、前記シリコン酸化膜を形成してから、前記メタル元素及びシリコン元素を
含む膜を窒化する工程とを具備したことを特徴としている。
【０００７】
前記メタル元素は、Ｚｒ、Ｈｆ、Ａｌ、Ｌａのうちの少なくとも１種を用いるようにして
も良い。前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜は、ＣＶＤ法を用いて形成しても良い
。前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜は、酸素を含むようにしても良い。前記メタ
ル元素及びシリコン元素を含む膜は、窒素を含むようにしても良い。前記メタル元素及び
シリコン元素を含む膜は、アルコキシドを用いて形成しても良い。前記アルコキシドは、
ＴＥＯＳ及びハフニウム・テトラ・ターシャリー・ブトキサイドであってもよい。前記メ
タル元素及びシリコン元素を含む膜は、テトラキシ・ジエチル・アミド・ハフニウム及び
テトラキシ・ジメチル・アミド・シリコンを用いて形成しても良い。この材料を用いると
、堆積したシリケイト中に数％程度の窒素を含むので、後の窒化工程における窒素導入が
少なくて済む。
【０００８】
前記酸化剤を含む雰囲気に曝す工程は、活性な酸化種を用いても良い。前記活性な酸化種
を有する雰囲気は、オゾンあるいは酸素ラジカルでもよい。前記酸化剤を含む雰囲気は、
低温プラズマ酸化雰囲気であっても良い。この低温プラズマ酸化によって、シリケイト膜
の相分離・結晶化を起こさずに、高品質の極薄シリコン酸化膜の形成が可能になる。前記
酸化剤を含む雰囲気は、８００℃以下の減圧Ｏ2 酸化雰囲気であってもよい。前記酸化剤
を含む雰囲気は、８００℃以下の減圧Ｈ2 Ｏ酸化雰囲気であってもよい。前記酸化剤を含
む雰囲気は、８００℃以下の減圧Ｎ2 Ｏ酸化雰囲気であってもよい。前記酸化剤を含む雰
囲気は、酸化剤分圧０．１Ｔｏｒｒ以下であってもよい。この条件により、高品質の薄膜
が形成される。前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜を窒化する工程は、窒素ラジカ
ルを用いて窒化しても良い。前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜を窒化する工程は
、窒素プラズマを用いて窒化するようにしても良い。前記メタル元素及びシリコン元素を
含む膜を窒化する工程は、ＮＨ3 窒化法を用いて窒化するようにしても良い。
【０００９】
また、本発明の半導体装置の製造方法は、素子分離領域が形成されている半導体基板上に
メタル元素及びシリコン元素を含む膜を形成する工程と、前記半導体基板を酸化剤を含む
雰囲気に曝すことにより、前記半導体基板と前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜の
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界面にシリコン酸化膜を形成する工程と、前記メタル元素及びシリコン元素を含む膜を窒
化して、前記シリコン酸化膜と前記窒化されたメタル元素及びシリコン元素を含む膜とか
ら構成されたゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成す
る工程と、前記半導体基板のゲート電極に被覆されている領域を挟んで対向するようにこ
の半導体基板の表面領域にソース／ドレイン領域を形成する工程とを具備したことを特徴
としている。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して発明の実施の形態を説明する。
本発明は、シリコン半導体基板表面にメタル元素とシリコン元素とを含む高誘電率材料を
堆積した後に、高誘電率材料越しに界面酸化を行い、その後高誘電率材料を窒化すること
を特徴としており、窒化された高誘電率材料は、半導体基板において、とくにＭＯＳＦＥ
Ｔのゲート絶縁膜に用いられる。第１の実施例は、高誘電率絶縁膜を窒化により形成する
方法について説明し、第２の実施例は、窒化された高誘電率絶縁膜をゲート電極とゲート
絶縁膜とからなるゲート構造に用いたｎＭＯＳＦＥＴの製造工程を説明する。
【００１１】
まず、図１を参照して第１の実施例を説明する。
図１は、半導体基板上の高誘電率絶縁膜を形成する工程断面図である。シリコン半導体基
板１に従来方法を用いてＳＴＩ(Shallow Trench Isolation)などの素子分離領域を形成す
る（図示しない）。露出したシリコン半導体基板１の表面上に、ＴＥＯＳ（テトラ・エト
キシ・シラン）と、ＨＴＢ（ハフニウム・テトラ・ターシャリー・ブトキサイド）を原料
とするＭＯＣＶＤ(Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 法を用いて、Ｈｆシリケ
イト膜２を約３ｎｍ程度堆積する（図１（ａ））。
【００１２】
次に、ヒータ温度２５０℃、圧力５０ｍＴｏｒｒの条件でＡｒとＯ2 の混合ガスによるマ
イクロ波励起プラズマに４０秒間曝すことにより、Ｈｆシリケイト膜２とシリコン半導体
基板１表面の界面に新たにシリコン酸化膜３を０．６ｎｍ厚程度形成する（図１（ｂ））
。次に、ヒータ温度４００℃、圧力５００ｍＴｏｒｒにおいてＡｒとＮ2 の混合ガスによ
るマイクロ波励起プラズマに３６０秒間曝すことにより、Ｈｆシリケイト膜２に約２０％
の窒素を導入し、ＨｆＳｉＯＮ膜４を形成する（図１（ｃ））。引き続いて、半導体基板
１に対して、１０００℃、１０秒の減圧酸化雰囲気での熱処理を行ってゲート電極となる
ポリＳｉＧｅ膜５をＬＰＣＶＤ(Low Pressue CVD) 法により膜厚１５０ｎｍ程度堆積する
（図１
（ｄ））。
以下、トランジスタを形成するには、以下、ゲート電極パターンニング、不純物イオン注
入及び活性化アニール、ソース・ドレイン上へのＮｉシリサイド層形成、ＰＭＤ膜堆積、
コンタクト開口、配線形成等、通常の製造方法によりＭＯＳ型トランジスタを形成する（
図示せず）。
【００１３】
この様にして形成されたＭＯＳ型トランジスタは、窒素導入により耐熱性が向上し、１０
００℃以上の熱工程を有する従来のトランジスタ形成工程を経ても、同じ電気的膜厚を有
するシリコン酸化膜と比較して３桁以上もゲートリーク電流が少なく、且つチャネル移動
度がシリコン酸化膜の場合の８５％以上という実用上問題のない値が得られ、ＬＳＩの低
消費電力化と高性能化を両立させることが可能となった。
【００１４】
この実施例では、Ｈｆシリケイト膜を用いているが、本発明においては、Ｚｒシリケイト
膜、Ａｌシリケイト膜、Ｌａシリケイト膜等を用いても同様の効果が得られる。また、こ
の実施例ではＴＥＯＳ、ＨＴＢ等のアルコキシドを原料にＭＯＣＶＤ法によりシリケイト
膜を堆積しているが、テトラキシ・ジエチル・アミド・ハフニウムとテトラキシ・ジメチ
ル・アミド・シリコンの様な他の原料を用いてシリケイト膜を堆積してもよい。その場合
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は、堆積したシリケイト中に数％程度の窒素をあらかじめ含んでおり、後の窒素導入が少
なくても、必要な耐熱性は確保出来る様になる。この実施例は、内部酸化によるシリコン
酸化膜形成を活性な酸化種を有する低温プラズマ酸化で行い、シリケイト膜の相分離・結
晶化を起こさずに、高品質の極薄シリコン酸化膜層の形成が可能となった。
【００１５】
同様の内部酸化は、８００℃以下の減圧Ｏ2 酸化、減圧Ｈ2 Ｏ酸化、減圧Ｎ2 Ｏ酸化等で
も実現可能であるが、薄膜形成のためには、例えば、酸化剤分圧０．１Ｔｏｒｒ以下程度
の条件で実施することが望ましい。また、この実施例で行ったプラズマ窒化は絶縁膜の表
面側から高濃度に窒素を導入するのに有効な方法であるが、シリコン酸化膜に対して窒素
を導入する場合に比べて高誘電率材料に導入した場合の窒素の分布はよりブロードとなる
ことが判った。したがって、ＮＨ3 窒化法の様に膜中にブロードに窒素を導入する窒化方
法を用いた場合にもこの実施例と同様の効果が得られる。
【００１６】
次に、図２乃至図７を参照して第２の実施例を説明する。この実施例では、本発明に係る
ゲート電極とゲート絶縁膜とからなるゲート構造を用いたｎＭＯＳＦＥＴの製造工程を説
明する。
図２乃至図７は、ｎＭＯＳＦＥＴの製造工程を説明する工程断面図である。まず、ｐ型シ
リコン半導体基板２１にＳＴＩなどの素子分離領域２２を埋め込み形成する。その後、露
出したシリコン半導体基板２１の表面にボロンなどのチャネルイオン注入を行う（図２（
ａ））。次に、シリコン半導体基板２１上にゲート絶縁膜２０及びゲート電極２３を積層
する。ゲート絶縁膜２０は、第１の実施例で示すものと同様に本発明の製造方法により形
成される。即ち、シリコン半導体基板２１の表面にメタル元素とシリコン元素とを含む高
誘電率材料を堆積した後に、高誘電率材料越しに界面酸化を行い、その後高誘電率材料を
窒化する方法で形成される。第１の実施例では、窒化された高誘電率材料は、ＨｆＳｉＯ
Ｎ膜４であり、ゲート絶縁膜は、ＨｆＳｉＯＮ膜４と、ＨｆＳｉＯＮ膜／半導体基板の界
面に形成されたシリコン酸化膜３とから構成されている（図１参照）。
【００１７】
この実施例ではゲート絶縁膜２０は、第１の実施例と同じ材料を用いる。ゲート電極２３
は、例えば、ポリシリコン（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）膜から構成されている。第１の実施例のよ
うにポリＳｉＧｅ膜やその他、金属材料などを用いても良い。その後、ゲート電極２３の
上にフォトレジスト２４を塗布し、これをゲート電極形状にパターニングする（図２（ｂ
））。次に、パターニングされたフォトレジスト２４をマスクにしてゲート絶縁膜２０及
びその上のゲート電極２３をエッチングしてゲート構造を形成する。その後、このゲート
電極２３をマスクにし、シリコン半導体基板２１の表面領域に砒素などをイオン注入して
ｎ型ソース・ドレインコンタクト領域２５を形成する（図３（ａ））。次に、シリコン半
導体基板２１の全面にゲート電極を被覆するようにＣＶＤ法によりシリコン酸化膜（Ｓｉ
Ｏ2 ）２６を堆積させる（図３（ｂ））。
【００１８】
次に、シリコン酸化膜２６を、例えば、ＲＩＥ(Reactive Ion Etching)などによりエッチ
バックを行って、ゲート電極２３の側面に側壁絶縁膜２７を形成する（図４（ａ））。そ
の後、この側壁絶縁膜２７をマスクにし、シリコン半導体基板２１の表面領域にリンもし
くは砒素などをイオン注入してｎ型ソース・ドレイン高濃度領域２８を形成する（図４（
ｂ））。次に、シリコン半導体基板２１の表面にコバルト（Ｃｏ）やニッケル（Ｎｉ）な
どの金属膜をスパッタリング法などにより堆積させる。なお、ソース・ドレインコンタク
ト領域２５とソース・ドレイン高濃度領域２８とからｎ型ソース・ドレイン領域２９が構
成される（図５（ａ））。次に、シリコン半導体基板２１を加熱処理する。シリコン半導
体基板２１を熱処理することにより、その表面及びゲート電極２３表面に堆積した金属膜
３０はＣｏＳｉ2 やＮｉＳｉなどの金属シリサイド膜３１に変わる。その後、側壁絶縁膜
２７及び素子分離領域２２に堆積している金属膜３０はシリサイドに変化しないで除去さ
れる（図５（ｂ））。
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【００１９】
次に、ＣＶＤ法などによりＢＰＳＧなどのシリコン酸化膜３２からなる層間絶縁膜をシリ
コン半導体基板２１上に堆積させる（図６（ａ））。そして、ＲＩＥ法などによりシリコ
ン酸化膜３２をエッチングしてソース／ドレイン領域２９上及びゲート電極２３上の金属
シリサイド膜３１を露出するコンタクト孔３３を形成する（図６（ｂ））。次に、シリコ
ン酸化膜３２上に銅やアルミニウムなどの金属膜を形成し、これをパターニングして、ソ
ース／ドレイン領域２９上及びゲート電極２３上の金属シリサイド膜３１とコンタクト孔
３３を介して電気的に接続された複数の配線３４を形成する（図７）。さらに、図示はし
ないがパッシベーション膜などを半導体基板上に形成してトランジスタを完成させる。
【００２０】
この様にして形成されたＭＯＳ型トランジスタは、窒素導入により耐熱性が向上し、１０
００℃以上の熱工程を経ても、同じ電気的膜厚を有するシリコン酸化膜と比較して３桁以
上もゲートリーク電流が少なく、且つチャネル移動度がシリコン酸化膜の場合の８５％以
上という実用上問題のない値が得られ、ＬＳＩの低消費電力化と高性能化を両立させるこ
とが可能となる。また、この実施例では、高誘電率材料としてＨｆシリケイト膜を用いて
いるが、Ｚｒシリケイト膜、Ａｌシリケイト膜、Ｌａシリケイト膜等を用いても同様の効
果が得られる。
以上、本発明の実施の形態を説明した実施例は例示であって制限的なものではない。本発
明は、発明の要旨を逸脱しない範囲内においてあらゆる変更を行うことが可能である。
【００２１】
【発明の効果】
本発明は、以上の構成により、窒素導入に伴う界面準位の増加が抑制され、且つ絶縁膜中
の固定電荷の発生が抑制されるため、高性能で低消費電力の半導体装置を実現させること
が出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の半導体装置の製造方法を示す工程断面図。
【図２】本発明の第２の実施例の半導体装置の製造方法を示す工程断面図。
【図３】本発明の第２の実施例の半導体装置の製造方法を示す工程断面図。
【図４】本発明の第２の実施例の半導体装置の製造方法を示す工程断面図。
【図５】本発明の第２の実施例の半導体装置の製造方法を示す工程断面図。
【図６】本発明の第２の実施例の半導体装置の製造方法を示す工程断面図。
【図７】本発明の第２の実施例の半導体装置の製造方法を示す工程断面図。
【図８】ＭＯＳ型トランジスタの概略的構造を示す斜視図。
【符号の説明】
１、２１、１００・・・シリコン半導体基板
２・・・Ｈｆシリケイト膜
３・・・シリコン酸化膜
４・・・ＨｆＳｉＯＮ膜
５・・・ポリＳｉＧｅ膜
２０、１０３・・・ゲート絶縁膜
２２・・・素子分離領域（ＳＴＩ）
２３、１０４・・・ゲート電極
２４・・・フォトレジスト
２５・・・ソース／ドレインコンタクト領域
２６、３２・・・シリコン酸化膜
２７・・・側壁絶縁膜
２８・・・ソース／ドレイン高濃度領域
２９・・・ソース／ドレイン領域
３０・・・金属膜
３１・・・金属シリサイド膜



(7) JP 4112404 B2 2008.7.2

３３・・・コンタクト孔
３４・・・配線
１０１・・・ソース領域
１０２・・・ドレイン領域
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【図３】
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