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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に、トランジスタのゲート絶縁膜及びゲート電極と、不揮発性メモリのコ
ントロールゲート，フローティングゲート，前記半導体基板と前記フローティングゲート
の間の第１のゲート絶縁膜，及び前記フローティングゲートと前記コントロールゲートの
間の第２のゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記トランジスタの前記ゲート絶縁膜及び前記ゲート電極を被覆し、シリコン酸化膜よ
りも耐酸化性が高く、且つシリコン酸化膜よりもフッ酸を含むエッチング液に対するエッ
チングレートが高い保護膜を形成する工程と、
　前記半導体基板を熱処理し、前記不揮発性メモリの前記第１のゲート絶縁膜並びに前記
第２のゲート絶縁膜及び前記コントロールゲート並びに前記フローティングゲートの側面
に酸化膜を形成する工程と、
　フッ酸を含むエッチング液を用いたウェットエッチングにより、前記保護膜を除去する
工程と、を有し、
　前記保護膜は、０．９よりも低い消衰係数を有するシリコン窒化膜である、半導体装置
の製造方法。
【請求項２】
　半導体基板上に、トランジスタのゲート絶縁膜及びゲート電極と、不揮発性メモリのコ
ントロールゲート，フローティングゲート，前記半導体基板と前記フローティングゲート
の間の第１のゲート絶縁膜，及び前記フローティングゲートと前記コントロールゲートの
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間の第２のゲート絶縁膜を形成する工程は、
　前記半導体基板上に第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜上に第１の導電膜を形成する工程と、
　前記第１の導電膜上に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記トランジスタを形成する領域の前記第１の絶縁膜と前記第２の絶縁膜と前記第１の
導電膜を除去する工程と、
　前記トランジスタを形成する領域に第３の絶縁膜を形成する工程と、
　前記半導体基板の全面に第２の導電膜を形成する工程と、
　前記第２の導電膜上に反射防止膜を形成する工程と、
　前記第２の導電膜と前記第３の絶縁膜と前記反射防止膜をパターニングし、前記トラン
ジスタの前記ゲート絶縁膜及び前記ゲート電極と、前記不揮発性メモリの前記コントロー
ルゲートを形成する工程と、
　パターニングした前記反射防止膜をマスクとして前記第１の絶縁膜，前記第２の絶縁膜
，前記第１の導電膜をパターニングし、前記不揮発性メモリの前記フローティングゲート
、前記第１のゲート絶縁膜、前記第２のゲート絶縁膜を形成する工程と、を有する、請求
項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記保護膜を形成する工程は、
　前記半導体基板を被覆する前記保護膜を形成する工程と、
　前記トランジスタに対応する領域の前記保護膜を被覆し、前記不揮発性メモリに対応す
る領域の前記保護膜を露出するレジスト膜を形成する工程と、
　前記レジスト膜をマスクとして、フッ酸を含むエッチング液を用いたウェットエッチン
グにより、前記保護膜を除去する工程と、を有することを特徴とする請求項１又は２に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記保護膜は、シリコン含有量が理論値に対して相対的に多いシリコン窒化膜であるこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか一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】
　半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、不揮発性メモリとロジック回路を含む半導体装置は知られている（例えば、特許
文献１参照）。この半導体装置のチップには、不揮発性メモリと不揮発性メモリを制御す
るためのトランジスタ、ロジック回路に含まれるトランジスタが集積される。例えば、不
揮発性メモリのメモリセルは、フローティングゲートとコントロールゲートとが積層され
たスタック構造のゲート電極を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２００３４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ロジック部に含まれるトランジスタのゲート電極は、メモリセルのゲート電
極を形成する工程の影響を受ける。この影響により、トランジスタに不具合が生じるおそ
れがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明の一観点によれば、半導体基板上に、トランジスタのゲート絶縁膜及びゲート電
極と、不揮発性メモリのコントロールゲート，フローティングゲート，前記半導体基板と
前記フローティングゲートの間の第１のゲート絶縁膜，及び前記フローティングゲートと
前記コントロールゲートの間の第２のゲート絶縁膜を形成する工程と、前記トランジスタ
の前記ゲート絶縁膜及び前記ゲート電極を被覆し、シリコン酸化膜よりも耐酸化性が高く
、且つシリコン酸化膜よりもフッ酸を含むエッチング液に対するエッチングレートが高い
保護膜を形成する工程と、前記半導体基板を熱処理し、前記不揮発性メモリの前記第１の
ゲート絶縁膜並びに前記第２のゲート絶縁膜及び前記コントロールゲート並びに前記フロ
ーティングゲートの側面に酸化膜を形成する工程と、フッ酸を含むエッチング液を用いた
ウェットエッチングにより、前記保護膜を除去する工程と、を有し、前記保護膜は、０．
９よりも低い消衰係数を有するシリコン窒化膜である。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、不揮発性メモリとロジック回路を半導体装置に混載し、ロジ
ック回路に含まれるトランジスタに対する不具合の発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】半導体装置の概略説明図である。
【図２】トランジスタ及びメモリセルの概略断面図である。
【図３】（ａ）～（ｅ）は製造方法を示す断面図である。
【図４】（ａ）～（ｅ）は製造方法を示す断面図である。
【図５】（ａ）～（ｅ）は製造方法を示す断面図である。
【図６】（ａ）～（ｅ）は比較例の製造方法を示す断面図である。
【図７】（ａ）～（ｅ）は比較例の製造方法を示す断面図である。
【図８】（ａ），（ｂ）は比較例の製造方法を示す断面図である。
【図９】（ａ）～（ｅ）は比較例の製造方法を示す断面図である。
【図１０】（ａ）～（ｄ）は比較例の製造方法を示す断面図である。
【図１１】シリコン窒化膜とシリコンリッチ窒化膜のエッチング特性図である。
【図１２】（ａ）～（ｄ）は製造方法を示す断面図である。
【図１３】（ａ）～（ｄ）は製造方法を示す断面図である。
【図１４】（ａ）～（ｄ）は製造方法を示す断面図である。
【図１５】（ａ）～（ｃ）は製造方法を示す断面図である。
【図１６】（ａ）～（ｃ）は製造方法を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、一実施形態を説明する。
　なお、添付図面は、部分的に拡大して示している場合があり、寸法，比率などは実際と
異なる場合がある。また、断面図では、各部材の断面構造を分かりやすくするために、ハ
ッチングを省略している。
【０００９】
　図１に示すように、半導体装置１０はロジック混載メモリであり、半導体基板１１上に
は、ロジック部１２，１３、メモリ部１４、入出力部１５，１６，１７，１８が形成され
ている。ロジック部１２，１３は例えばＣＰＵや所定の処理を行う処理回路を含み、メモ
リ部１４をアクセスする。また、ロジック部１２，１３は、入出力部１５～１８を介して
半導体装置１０に接続された外部装置とアクセスする。メモリ部１４は例えば不揮発性メ
モリであり、複数のメモリセルを含む。各メモリセルは、フローティングゲートとコント
ロールゲートとが積層されたスタック構造のゲート電極を有する。
【００１０】
　図２は、半導体装置１０の一部断面を示す。なお、図２の左側には、図１に示すロジッ
ク部１２，１３とメモリ部１４の周辺回路（デコーダ等）に含まれるトランジスタＱ１を
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示し、図２の右側には、図１に示すメモリ部１４に含まれるメモリセルＭＣ（メモリセル
部）を示す。なお、図２は、トランジスタＱ１について、ＮチャネルＭＯＳトランジスタ
を例示する。
【００１１】
　まず、トランジスタＱ１を説明する。
　図２に示すように、半導体基板１１の所定領域に素子分離領域２２が形成されている。
素子分離領域２２は、例えばＳＴＩ（Shallow Trench Isolation）である。半導体基板１
１は、素子分離領域２２により半導体基板１１のＰ型ウェル領域２３に活性領域が区画さ
れる。活性領域にトランジスタＱ１が形成されている。活性領域において、ウェル領域２
３には、エクステンション領域２４、ポケット２５、拡散領域２６が形成されている。拡
散領域２６の表面には、シリサイド２７が形成されている。シリサイド２７は、例えばコ
バルトシリサイド（ＣｏＳｉ２）である。Ｐ型ウェル領域２３のチャネル上には、ゲート
絶縁膜２８が形成されている。ゲート絶縁膜２８は、例えば酸化膜（ゲート酸化膜：ＧＯ
Ｘ）である。そのゲート絶縁膜２８の上にはゲート電極２９が形成されている。ゲート電
極２９は例えばポリシリコンである。ゲート絶縁膜２８及びゲート電極２９の両側にはサ
イドウォール３０，３１が形成されている。１層目のサイドウォール３０は例えばシリコ
ン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）である。２層目のサイドウォール３１は、シリコン酸化膜（Ｓｉ
Ｏ２）である。
【００１２】
　次に、メモリセルＭＣを説明する。
　図２に示すように、半導体基板１１のＰ型ウェル領域４１には拡散領域４２が形成され
ている。Ｐ型ウェル領域４１のチャネル上には、第１のゲート絶縁膜４３が形成されてい
る。第１のゲート絶縁膜４３は、例えばトンネル酸化膜（ＴＮ－ＯＸ）である。第１のゲ
ート絶縁膜４３の上には、ゲート電極４４が形成されている。ゲート電極４４は、フロー
ティングゲート４５、第２のゲート絶縁膜４６、コントロールゲート４７を含む。第１の
ゲート絶縁膜４３の上にフローティングゲート４５が形成されている。フローティングゲ
ート４５は、例えば所定の濃度の導電不純物（例えば隣（Ｐ））を含有するアモルファス
シリコン膜（ドープトアモルファスシリコン膜：ＤＡＳｉ膜）である。フローティングゲ
ート４５の上には第２のゲート絶縁膜４６が形成されている。第２のゲート絶縁膜４６は
、例えばＯＮＯ膜（シリコン酸化膜、窒化膜、シリコン酸化膜）である。第２のゲート絶
縁膜４６の上にはコントロールゲート４７が形成されている。コントロールゲート４７は
、例えばポリシリコン膜である。ゲート電極４４の両側には、サイドウォール４８，４９
が形成されている。１層目のサイドウォール４８は例えばシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）で
ある。２層目のサイドウォール４９は例えばシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）である。
【００１３】
　次に、上記のトランジスタＱ１のゲート電極２９とメモリセルＭＣのゲート電極４４の
製造方法を説明する。
　先ず、図３（ａ）に示す構造を形成するまでの工程を説明する。
【００１４】
　半導体基板１１の全面に、第１の絶縁膜１０１を形成する。第１の絶縁膜１０１は例え
ば酸化膜であり、例えば熱酸化により形成される。第１の絶縁膜１０１の膜厚は例えば１
０ｎｍ（ナノメートル）である。次に、全面に第１の導電膜１０２を形成する。第１の導
電膜１０２は例えばドープトアモルファスシリコン膜であり、例えば化学気相成長法（Ｃ
ＶＤ法）により形成される。第１の導電膜１０２の膜厚は、例えば１００ｎｍである。次
に、全面に第２の絶縁膜１０３を形成する。第２の絶縁膜１０３は例えばＯＮＯ膜であり
、その膜厚は例えば１０～３０ｎｍである。
【００１５】
　次に、全面にレジスト膜を形成し、そのレジスト膜をフォトリソグラフィ法にてパター
ニングする。レジストパターンをマスクとして例えばドライエッチングにて第２の絶縁膜
１０３，第１の導電膜１０２を順にパターニングし、メモリセル部に絶縁膜１０３及び第
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１の導電膜１０２を選択的に残す。そして、例えばウェットエッチングにより、ロジック
部の絶縁膜１０１を除去し、レジスト膜を例えばアッシングにより除去する。
【００１６】
　次に、半導体基板１１を熱酸化し、ロジック部に絶縁膜１０４を形成する。絶縁膜１０
４は例えばシリコン酸化膜であり、膜厚は数ｎｍ（例えば、１～１０ｎｍ）である。次に
、半導体基板１１の全面に第２の導電膜１０５を形成する。第２の導電膜１０５は例えば
ポリシリコン膜であり、例えばＣＶＤ法により形成される。第２の導電膜１０５の膜厚は
、例えば１００ｎｍである。次いで、第２の導電膜１０５の上に、反射防止膜（ＡＲＣ（
Anti-Reflective Coating ）膜）１０６を例えばスピンコート法により形成する。反射防
止膜１０６の膜厚は、例えば３０ｎｍである。
【００１７】
　次に、図３（ｂ）に示すように、反射防止膜１０６を覆うフォトレジスト膜１１０を例
えばスピンコート法により形成する。そして、フォトリソグラフィ法によりフォトレジス
ト膜１１０をパターニングし、図３（ｃ）に示すように、ロジック部のフォトレジスト膜
１１０ａとメモリセル部のフォトレジスト膜１１０ｂを形成する。フォトレジスト膜１１
０ａはメモリセル部及びロジック部のトランジスタのゲート電極形成領域を覆い、フォト
レジスト膜１１０ｂはメモリセル部のゲート電極形成領域を覆う。なお、ロジック部と同
様に、メモリセル部に含まれるトランジスタのゲート電極ゲート領域を覆うフォトレジス
ト膜が形成される。
【００１８】
　次いで、フォトレジスト膜１１０ａ，１１０ｂをマスクとして、例えば異方性エッチン
グにより、反射防止膜１０６、第２の導電膜１０５、絶縁膜１０４をパターニングする。
このパターニングにより、図３（ｄ）に示すように、ロジック部のゲート電極２９及びゲ
ート絶縁膜２８と、メモリセル部のコントロールゲート４７を形成する。ゲート電極２９
の上面は反射防止膜１０６ａにより覆われ、コントロールゲート４７の上面は反射防止膜
１０６ｂにより覆われている。次に、図３（ｅ）に示すように、半導体基板１１の全面を
覆うフォトレジスト膜１１１を例えばスピンコート法により形成する。
【００１９】
　次に、図４（ａ）に示すように、例えばフォトリソグラフィ法によりフォトレジスト膜
１１１をパターニングして開口部１１１ａを形成し、メモリセル部を露出する。そして、
反射防止膜１０６ｂをマスクとして、例えば異方性エッチングにより、第２の絶縁膜１０
３、第１の導電膜１０２、絶縁膜１０１をエッチングする。これにより、図４（ｂ）に示
すように、メモリセル部の第２のゲート絶縁膜４６、フローティングゲート４５、第１の
ゲート絶縁膜４３を形成する。そして、図４（ａ）に示すフォトレジスト膜１１１を例え
ばアッシングにより除去する。
【００２０】
　次に、図４（ｃ）に示すように、半導体基板１１の全面に保護膜１１２を例えばＣＶＤ
法により成膜する。この保護膜１１２は、例えばシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）よりも耐酸
化性が高い材料であることが好ましい。また、保護膜１１２の材料としては、例えばシリ
コン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）やシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）よりもフッ酸（フッ化水素酸：
ＨＦ）で除去（溶解）しやすい材料であることが好ましい。すなわち、保護膜１１２の材
料としては、例えばシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）やシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）よりも
フッ酸を含むエッチング液に対するエッチングレートが高い材料であることが好ましい。
このような特性を実現するための保護膜１１２は、通常のシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）
よりもシリコンリッチ（Ｓｉ－ｒｉｃｈ）なシリコン窒化膜を用いることができる。シリ
コン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）よりもシリコンリッチなシリコン窒化膜のことをシリコンリッ
チ窒化膜（ＳｉＲＮ：シリコンリッチナイトライド）とも称する。
【００２１】
　保護膜１１２（ＳｉＲＮ）は、例えばシラン（ＳｉＨ４）とアンモニア（ＮＨ３）を成
膜ガスとして得られ、シリコン（Ｓｉ）と窒素（Ｎ）の組成比は、例えば５０％：５０％
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である。なお、シリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）におけるシリコンと窒素の組成比（理論値
）は、４３％：５７％である。
【００２２】
　次に、図４（ｄ）に示すように、保護膜１１２を覆うフォトレジスト膜１１３を例えば
スピンコート法により形成する。次いで、図４（ｅ）に示すように、例えばフォトリソグ
ラフィ法によりフォトレジスト膜１１３をパターニングして開口部１１３ａを形成し、メ
モリセル部を露出する。
【００２３】
　次に、図５（ａ）に示すように、フォトレジスト膜１１３（図４（ｅ）参照）をマスク
とし、開口部１１３ａから露出する保護膜１１２を除去する。このとき、フッ酸（ＨＦ）
を含むエッチング液を用いたウェットエッチングにより、露出する保護膜１１２を除去す
る。フッ酸を含むエッチング液による保護膜１１２のエッチングレートは、メモリセル部
に形成されたゲート絶縁膜４３，４６のエッチングレートよりも高い。また、Ｋ値を操作
することで、ウェットエッチングにおいて極めて高いエッチングレートを示す。Ｋ値は、
光学定数の１つで、消衰係数と呼ばれる。
【００２４】
　例えば、図１１は、フッ酸を含むエッチング液（希フッ化水素酸水溶液（ＤＨＦ））を
用いたエッチング処置におけるシリコン窒化膜とシリコンリッチ窒化膜のエッチング特性
を示す。図１１において、横軸は、エッチングにより除去されるシリコン窒化膜の膜厚、
縦軸は、エッチングにより除去されるシリコンリッチ窒化膜の膜厚である。直線Ｌ１は、
Ｋ値が「０．３」の保護膜におけるエッチングレートを示す。また、直線Ｌ２は、Ｋ値が
「０．９」の保護膜におけるエッチングレートを示す。直線Ｌ３は、通常のシリコン窒化
膜（Ｓｉ３Ｎ４）におけるエッチングレートを示す。例えば、Ｋ＝０．３のシリコンリッ
チ窒化膜のエッチングレートは、シリコン酸化膜（ＳｉＯ２）のエッチングレートの約３
０倍である。なお、Ｋ＝０．９のシリコンリッチ窒化膜のエッチングレートは、シリコン
酸化膜（ＳｉＯ２）のエッチングレートとほぼ等しい。また、Ｋ＝０．３のシリコンリッ
チ窒化膜エッチングレートは、理論値のシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）のエッチングレー
トの約４８０倍である。したがって、Ｋ値（消衰係数）が「０．９」より低い保護膜は、
フッ酸を含むエッチング液によるウェットエッチングにおいて、トランジスタのゲート絶
縁膜２８に対するウェットエッチングの影響は少ない。
【００２５】
　次に、図５（ｂ）に示すように、半導体基板１１の表面を熱酸化し、スクリーン酸化膜
１１４を形成する。このとき、ロジック部の保護膜１１２の表面に酸化膜１１２ａが形成
される。保護膜１１２は、耐酸化性が例えばシリコン酸化膜よりも高い。したがって、熱
酸化の処理雰囲気に半導体基板１１を曝した場合、保護膜１１２により被覆されたゲート
絶縁膜２８等が酸化され難い。つまり、保護膜１１２は、選択酸化性のよい膜である。
【００２６】
　次に、図５（ｃ）に示すように、半導体基板１１の全面にフォトレジスト膜１１５を例
えばスピンコート法により形成する。次いで、図５（ｄ）に示すように、例えばフォトリ
ソグラフィ法によりフォトレジスト膜１１５をパターニングして開口部１１５ａを形成し
、ロジック部を露出する。
【００２７】
　次に、図５（ｅ）に示すように、ロジック部の保護膜１１２を例えばウェットエッチン
グにより除去する。このとき、上記と同様に、フッ酸（ＨＦ）を含むエッチング液を用い
てウェットエッチングを行う。したがって、ゲート絶縁膜２８に対するウェットエッチン
グの影響を少なくして保護膜１１２を除去することができる。
【００２８】
　このように、ロジック部に含まれるトランジスタのゲート絶縁膜２８とゲート電極２９
を形成する。また、メモリセル部に含まれるメモリセルのゲート絶縁膜４３、フローティ
ングゲート４５、ゲート絶縁膜４６、及びコントロールゲート４７を形成する。
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【００２９】
　次に、第１の比較例の製造方法を説明する。
　なお、以下の説明において、上記の製造方法における部材と同じ部材については同じ符
号を付す。また、同じ部材について、説明の一部または全てを省略することがある。
【００３０】
　図６（ａ）に示すように、ロジック部において、半導体基板１１の上に、絶縁膜１０４
、第２の導電膜１０５、反射防止膜１０６を形成する。また、メモリセル部において、半
導体基板１１の上に、第１の絶縁膜１０１、第１の導電膜１０２、第２の絶縁膜１０３、
第２の導電膜１０５、反射防止膜１０６を形成する。次に、図６（ｂ）に示すように、反
射防止膜１０６を覆うフォトレジスト膜１１０を例えばスピンコート法により形成する。
そして、例えばフォトリソグラフィ法によりフォトレジスト膜１１０をパターニングし、
図６（ｃ）に示すように、メモリセル部のゲート電極形成領域を覆うフォトレジスト膜１
１０ｂを形成する。
【００３１】
　次いで、フォトレジスト膜１１０，１１０ｂをマスクとして、メモリセル部の反射防止
膜１０６、第２の導電膜１０５、絶縁膜１０３、第１の導電膜１０２を順次エッチングし
、図６（ｄ）に示すように、メモリセル部のゲート電極４４を形成する。そして、図６（
ｃ）に示すフォトレジスト膜１１０，１１０ｂを例えばアッシングにより除去する。次に
、図６（ｅ）に示すように、半導体基板１１を熱酸化し、ゲート電極４４の側面にサイド
ウォール４８を形成する。
【００３２】
　次に、図７（ａ）に示すように、半導体基板１１の全面にシリコン窒化膜１２０を形成
する。そして、このシリコン窒化膜１２０を例えば異方性ドライエッチングによりエッチ
ングし、図７（ｂ）に示すように、ゲート電極４４の両側のサイドウォール４９を形成す
る。次いで、図７（ｃ）に示すように、半導体基板１１の全面にハードマスク１２１を形
成する。このハードマスク１２１は、例えばシリコン酸化膜である。
【００３３】
　次に、図７（ｄ）に示すように、ハードマスク１２１を覆うフォトレジスト膜１２２を
例えばスピンコート法により形成する。そして、例えばフォトリソグラフィ法によりフォ
トレジスト膜１２２をパターニングし、図７（ｅ）に示すように、ロジック部のトランジ
スタのゲート電極形成領域を覆うフォトレジスト膜１２２ａを形成する。次いで、フォト
レジスト膜１２２，１２２ａをマスクとして、ロジック部のハードマスク１２１、第２の
導電膜１０５を順次エッチングし、図８（ａ）に示すように、ロジック部のゲート電極２
９を形成する。そして、図７（ｅ）に示すフォトレジスト膜１２２，１２２ａを例えばア
ッシングにより除去する。次に、ロジック部の絶縁膜１０４とメモリセル部の絶縁膜１０
１を例えば異方性エッチングによりエッチングし、図８（ｂ）に示すように、ロジック部
のゲート絶縁膜２８と、メモリセル部のゲート絶縁膜４３を形成する。
【００３４】
　この第１の比較例の製造方法では、３回のゲート加工が行われる。これらの加工のため
の位置合せが極めて難しい。したがって、このような製造方法は、半導体装置の製造工程
におけるマージンを少なくし、半導体装置の製造を困難にする。
【００３５】
　次に、第２の比較例の製造方法を説明する。
　図９（ａ）に示すように、ロジック部において、半導体基板１１の上に、絶縁膜１０４
、第２の導電膜１０５、反射防止膜１０６を形成する。また、メモリセル部において、半
導体基板１１の上に、第１の絶縁膜１０１、第１の導電膜１０２、第２の絶縁膜１０３、
第２の導電膜１０５、反射防止膜１０６を形成する。次に、反射防止膜１０６を覆うフォ
トレジスト膜を例えばスピンコート法により形成する。そして、例えばフォトリソグラフ
ィ法によりフォトレジスト膜をパターニングし、メモリセル部のゲート電極形成領域を覆
うフォトレジスト膜１１０ｂと、ロジック部のトランジスタのゲート電極形成領域を覆う
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フォトレジスト膜１１０ａを形成する。次いで、フォトレジスト膜１１０ａ，１１０ｂを
マスクとして、例えば異方性エッチングにより、反射防止膜１０６、第２の導電膜１０５
をパターニングし、フォトレジスト膜１１０ａ，１１０ｂを除去する。このパターニング
により、図９（ｂ）に示すように、ロジック部のゲート電極２９と、メモリセル部のコン
トロールゲート４７を形成する。
【００３６】
　次に、図９（ｃ）に示すように、半導体基板１１の全面を覆うフォトレジスト膜１１１
を例えばスピンコート法により形成する。次に、図９（ｄ）に示すように、例えばフォト
リソグラフィ法によりフォトレジスト膜１１１をパターニングして開口部１１１ａを形成
し、メモリセル部を露出する。そして、反射防止膜１０６ｂをマスクとして、例えば異方
性エッチングにより、第２の絶縁膜１０３、第１の導電膜１０２、第１の絶縁膜１０１を
エッチングする。これにより、図９（ｅ）に示すように、メモリセル部の第２のゲート絶
縁膜４６、フローティングゲート４５、第１のゲート絶縁膜４３を形成する。そして、図
９（ｄ）に示すフォトレジスト膜１１１を例えばアッシングにより除去する。
【００３７】
　次に、図１０（ａ）に示すように、半導体基板１１を熱酸化し、メモリセル部のゲート
電極４４の側面に酸化膜（サイドウォール４８）を形成する。このとき、ロジック部のゲ
ート電極２９及びゲート絶縁膜２８の側面にも酸化膜１２３が形成される。さらに、ロジ
ック部の基板表面が酸化されて酸化膜１２４が形成される。また、上面にゲート絶縁膜２
８が形成されている基板１１の部分が酸化され、ロジック部のゲート絶縁膜２８の膜厚が
増加する。次に、図１０（ｂ）に示すように、半導体基板１１の全面を覆うフォトレジス
ト膜２２５を例えばスピンコート法により形成する。
【００３８】
　次いで、図１０（ｃ）に示すように、例えばフォトリソグラフィ法によりフォトレジス
ト膜１２５をパターニングして開口部１２５ａを形成し、ロジック部を露出する。そして
、フォトレジスト膜１２５をマスクとしてロジック部の酸化膜１２４を例えばウェットエ
ッチングにより除去する。このウェットエッチングにより、ゲート電極２９の側面の酸化
膜１２３が除去されるため、図１０（ｄ）に示すように、ゲート電極２９の幅（図に示す
左右方向の長さであって、ゲート長）が設計値より短くなる。また、ウェットエッチング
によりゲート絶縁膜２８もエッチングされ、ゲート絶縁膜２８の幅（図に示す左右方向の
長さ）が短くなる。これらにより、トランジスタの特性が設計値からずれる、トランジス
タの特性が変化する。
【００３９】
　この第２の比較例の製造方法は、ゲート加工の回数が第１の比較例と比べすくない。し
かし、メモリセル部のゲート電極４４に対する選択酸化（スクリーン酸化）のときにロジ
ック部のゲート電極２９も酸化されてしまうため、トランジスタＱ１のゲート電極２９及
びゲート絶縁膜２８の大きさが設計値からずれる。このため、設計どおりのトランジスタ
Ｑ１の性能を得ることが難しい。また、選択酸化，ウェットエッチングによりゲート絶縁
膜２８の幅（ゲート長）が狭くなる。このため、細いゲート電極のトランジスタ（ゲート
長が短いトランジスタ）を形成することが難しい。
【００４０】
　次に、ゲート形成以降の工程を説明する。なお、ここでは、Ｐ型トランジスタとＮ型ト
ランジスタについて説明する。
　先ず、図１２（ａ）に示すように、Ｎウェル２０１ａ上のゲート絶縁膜２０２ａ及びゲ
ート電極２０３ａと、Ｐウェル２０１ｂ上のゲート絶縁膜２０２ｂ及びゲート電極２０３
ｂを形成する。ゲート電極２０３ａ，２０３ｂの上には反射防止膜２０４ａ，２０４ｂが
積層されている。そして、半導体基板１１を覆う絶縁膜２０５を例えばＣＶＤ法により成
膜する。絶縁膜２０５は、例えばシリコン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）である。次に、絶縁膜２
０５をドライエッチング（例えば反応性イオンエッチング（ＲＩＥ：Reactive Ion Etchi
ng）法）により垂直方向にエッチングする。
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【００４１】
　これにより、図１２（ｂ）に示すように、ゲート電極２０３ａ，２０３ｂの側面に１層
目のサイドウォール２０６ａ，２０６ｂを形成する。次に、半導体基板１１を覆うフォト
レジスト膜２０７を例えばスピンコート法により形成する。そのフォトレジスト膜２０７
を例えばフォトリソグラフィ法によりパターニングして開口部２０７ａを形成し、Ｎ型ト
ランジスタに対応する領域（以下、Ｎ型トランジスタ領域）を露出する。そして、開口部
２０７ａからＮ型不純物、例えばヒ素（Ａｓ）を半導体基板１１にイオン注入し、図１２
（ｃ）に示すエクステンション領域２０８ｂを形成する。そして、図１２（ｂ）に示すフ
ォトレジスト膜２０７を例えばアッシングにより除去する。
【００４２】
　次に、図１２（ｃ）に示すように、半導体基板１１を覆うフォトレジスト膜２０９を例
えばスピンコート法により形成する。そのフォトレジスト膜２０９を例えばフォトリソグ
ラフィ法によりパターニングして開口部２０９ａを形成し、Ｐ型トランジスタに対応する
領域（以下、Ｐ型トランジスタ領域）を露出する。そして、開口部２０９ａからＰ型不純
物、例えばホウ素（Ｂ）を半導体基板１１にイオン注入し、図１２（ｄ）に示すエクステ
ンション領域２０８ａを形成する。そして、図１２（ｃ）に示すフォトレジスト膜２０９
を例えばアッシングにより除去する。
【００４３】
　次いで、図１２（ｄ）に示すように、半導体基板１１を覆うフォトレジスト膜２１０を
例えばスピンコート法により形成する。そのフォトレジスト膜２１０を例えばフォトリソ
グラフィ法によりパターニングして開口部２１０ａを形成し、Ｎ型トランジスタ領域を露
出する。そして、開口部２１０ａからＰ型不純物をＰウェル２０１ｂ内にイオン注入する
。これにより、図１３（ａ）に示すように、エクステンション領域２０８ｂの下にポケッ
ト領域２１１ｂを形成する。そして、図１２（ｄ）に示すフォトレジスト膜２１０を例え
ばアッシングにより除去する。
【００４４】
　次に、図１３（ａ）に示すように、半導体基板１１を覆うフォトレジスト膜２１２を例
えばスピンコート法により形成する。そのフォトレジスト膜２１２を例えばフォトリソグ
ラフィ法によりパターニングして開口部２１２ａを形成し、Ｐ型トランジスタ領域を露出
する。そして、開口部２１２ａからＮ型不純物をＮウェル２０１ａ内にイオン注入する。
これにより、図１３（ｂ）に示すように、エクステンション領域２０８ａの下のポケット
領域２１１ａを形成する。そして、図１３（ａ）に示すフォトレジスト膜２１２を例えば
アッシングにより除去する。
【００４５】
　次いで、図１３（ｂ）に示すように、半導体基板１１を覆う絶縁膜２１３を例えばＣＶ
Ｄ法により形成する。絶縁膜２１３は、例えばシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）である。この
絶縁膜２１３をドライエッチング（例えばＲＩＥ法）により垂直方向にエッチングする。
これにより、図１３（ｃ）に示すように、ゲート電極２０３ａ，２０３ｂの両側に２層目
のサイドウォール２１４ａ，２１４ｂを形成する。このとき、図１３（ｂ）に示す反射防
止膜２０４ａ，２０４ｂも除去する。
【００４６】
　次に、図１３（ｄ）に示すように、半導体基板１１を覆うフォトレジスト膜２１５を例
えばスピンコート法により形成する。そのフォトレジスト膜２１５を例えばフォトリソグ
ラフィ法によりパターニングして開口部２１５ａを形成し、Ｐ型トランジスタ領域を露出
する。そして、開口部２１５ａからＰ型不純物をＮウェル２０１ａ内にイオン注入し、図
１４（ａ）に示すＰ型拡散領域（ソース／ドレイン領域）２１６ａを形成する。そして、
図１３（ｄ）に示すフォトレジスト膜２１５を例えばアッシングにより除去する。
【００４７】
　次に、図１４（ａ）に示すように、半導体基板１１を覆うフォトレジスト膜２１７を例
えばスピンコート法により形成する。そのフォトレジスト膜２１７を例えばフォトリソグ
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ラフィ法によりパターニングして開口部２１７ａを形成し、Ｎ型トランジスタ領域を露出
する。そして、開口部２１７ａからＮ型不純物をＰウェル２０１ｂ内にイオン注入し、図
１４（ｂ）に示すＮ型拡散領域（ソース／ドレイン領域）２１６ｂを形成する。そして、
図１４（ａ）に示すフォトレジスト膜２１７を例えばアッシングにより除去する。
【００４８】
　次いで、図１４（ｂ）に示すように、半導体基板１１を例えばランプアニール装置２１
８により加熱し、拡散領域２１６ａのＰ型不純物と拡散領域２１６ｂのＮ型不純物を活性
化する。次に、図１４（ｃ）に示すように、シリサイド層２１９ａ，２１９ｂを形成する
。例えば、半導体基板１１上に金属膜（例えばコバルト膜）を形成する。そして、半導体
基板１１を加熱することにより、シリコンと金属を合金化し、シリサイド層２１９ａ，２
１９ｂを形成する。
【００４９】
　次いで、図１４（ｄ）に示すように、カバー絶縁膜２２１、第１の層間絶縁膜２２２、
第２の層間絶縁膜２２３を形成する。カバー絶縁膜２２１は例えばシリコン窒化膜（Ｓｉ

３Ｎ４）であり、例えばＣＶＤ法により形成される。第１の層間絶縁膜２２２は例えばシ
リコン酸化膜（ＳｉＯ２）であり、例えばＣＶＤ法により形成される。第２の層間絶縁膜
２２３は例えばＢＰＳＧ（Boron Phosphorous Silicate Glass）膜であり、例えばＣＶＤ
法により形成される。
【００５０】
　次に、図１５（ａ）に示すように、第２の層間絶縁膜２２３を例えば化学機械研磨（Ｃ
ＭＰ：Chemical Mechanical Polishing）法により研磨し、表面を平坦化する。次いで、
図１５（ｂ）に示すように、第２の層間絶縁膜２２３上に反射防止膜２２４を形成する。
その反射防止膜２２４の上にフォトレジスト膜２２５を例えばスピンコート法により形成
する。そして、例えばフォトリソグラフィ法によりフォトレジスト膜２２５に開口部２２
５ａを形成する。次に、フォトレジスト膜２２５の開口部２２５ａから反射防止膜２２４
、第２及び第１の層間絶縁膜２２３，２２２、カバー絶縁膜２２１を例えばドライエッチ
ングにより順次エッチングし、図１５（ｃ）に示すコンタクトホール２２６を形成する。
そして、図１５（ｂ）に示すフォトレジスト膜２２５を例えばアッシング法により除去す
る。
【００５１】
　次に、図１６（ａ）に示すように、コンタクトホール２２６内及び反射防止膜２２４上
にバリア膜２２７を例えばスパッタ法により形成する。バリア膜２２７は、例えばチタン
窒化膜（ＴｉＮ）である。次いで、図１６（ｂ）に示すように、コンタクトホール２２６
内及びバリア膜２２７上にタングステン（Ｗ）膜２２８を例えばＣＶＤ法により形成する
。次に、第２の層間絶縁膜２２３の上のタングステン膜２２８、バリア膜２２７及び反射
防止膜２２４を例えばＣＭＰ法により除去する。これにより、図１６（ｃ）に示すように
、コンタクトホール２２６内に、バリア膜２２７とタングステン膜２２８によるコンタク
トプラグ２２９が形成される。
【００５２】
　以上記述したように、本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
　（１）半導体基板１１の上において、ロジック部にはトランジスタのゲート絶縁膜２８
とゲート電極２９が形成され、メモリセル部には第１のゲート絶縁膜４３とゲート電極４
４が形成されている。半導体基板１１のロジック部を覆う保護膜１１２が選択的に形成さ
れている。保護膜１１２は、ロジック部のトランジスタのゲート絶縁膜２８とゲート電極
２９を覆うように形成されている。そして、メモリセル部の第１のゲート絶縁膜４３とゲ
ート電極４４は保護膜１１２から露出している。半導体基板１１の表面を熱酸化すること
により、メモリセル部にスクリーン酸化膜１１４が形成される。
【００５３】
　トランジスタのゲート絶縁膜２８及びゲート電極２９を覆う保護膜１１２は、例えばシ
リコン酸化膜（ＳｉＯ２）よりも耐酸化性が高い性質を有している。したがって、半導体
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基板１１を熱処理するとき、保護膜１１２により覆われたゲート絶縁膜２８とゲート電極
２９に対して酸化膜が形成されない。したがって、製造工程（熱処理）におけるゲート絶
縁膜２８とゲート電極２９の形状の変化を抑制することができる。このため、トランジス
タの特性変化を抑制することができる。また、ゲート絶縁膜２８とゲート電極２９の形状
が変化しないため、ゲート絶縁膜２８とゲート電極２９のシュリンク（短ゲート長化）を
行うことが可能となる。
【００５４】
　また、保護膜１１２は、ロジック部の表面を覆うように形成されている。従って、半導
体基板１１を熱処理するとき、基板１１の表面に酸化膜が形成されない。このため、ゲー
ト絶縁膜２８の増膜を抑制することができ、トランジスタの特性変化を抑制することがで
きる。
【００５５】
　（２）保護膜１１２は、例えばシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）よりもフッ酸（フッ化水素
酸：ＨＦ）で除去（溶解）しやすい性質を有している。したがって、保護膜１１２を除去
する際に、トランジスタのゲート絶縁膜２８に対するウェットエッチングの影響は少なく
、ゲート絶縁膜２８の形状変化を抑制することができる。これにより、トランジスタの特
性変化を抑制することができる。
【００５６】
　（３）半導体基板１１上に形成したフォトレジスト膜１１０をパターニングしてフォト
レジスト膜１１０ａ，１１０ｂを形成する。それらのフォトレジスト膜１１０ａ，１１０
ｂをマスクとして半導体基板１１上に形成した絶縁膜１０４と導電膜１０５をエッチング
し、トランジスタのゲート絶縁膜２８及びゲート電極２９と、メモリセルのコントロール
ゲート４７を形成する。
【００５７】
　そして、ゲート絶縁膜２８とゲート電極２９をフォトレジスト膜１１１にて覆う。そし
て、半導体基板１１上に形成した絶縁膜１０１，導電膜１０２及び絶縁膜１０３を、コン
トロールゲート４７上の反射防止膜１０６ｂをマスクとしてエッチングし、メモリセルの
フローティングゲート４５と第１及び第２のゲート絶縁膜４３，４６を形成した。
【００５８】
　このように、トランジスタのゲート電極２９とメモリセルのコントロールゲート４７を
同時に形成することで、これらを別々の工程で形成する場合と比べて工数を少なくするこ
とができる。また、ゲート電極２９とコントロールゲート４７を同時に形成することによ
り、製造に用いるマスクの位置合せの回数を少なくすることができ、マスクの位置ずれ等
の発生を抑制することができる。これにより、高い精度でゲート電極２９とコントロール
ゲート４７を形成することができる。
　尚、上記各実施形態は、以下の態様で実施してもよい。
【００５９】
　・上記実施形態における反射防止膜１０６は、第２の導電膜１０５上に形成したシリコ
ン窒化膜（Ｓｉ３Ｎ４）を含むものとしてもよい。
　・上記実施形態では、熱処理（熱酸化）によりスクリーン酸化膜１１４を形成したが、
他の酸化法、例えばラジカル酸化法により、酸化膜を形成してもよい。
【符号の説明】
【００６０】
　１１　半導体基板
　２２，２３　ロジック部
　２４　メモリ部
　２８　ゲート絶縁膜
　２９　ゲート電極
　４３　第１のゲート絶縁膜
　４４　ゲート電極
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　４５　フローティングゲート
　４６　第２のゲート絶縁膜
　４７　コントロールゲート
　１０６，１０６ａ，１０６ｂ　反射防止膜
　１１２　保護膜
　Ｑ１　トランジスタ
　ＭＣ　メモリセル（不揮発性メモリ）
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