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(57)【要約】
【課題】　信頼性に優れた半導体装置を形成することが
可能な半導体装置の製造方法を提供する。
【解決手段】　シリコンを主成分として含む半導体領域
１１と、シリコン及び酸素を主成分として含み半導体領
域に隣接する絶縁領域１２とを有する下地領域の表面を
窒化して、窒化膜を形成する工程と、窒化膜に対して酸
化処理を施して、窒化膜の絶縁領域上に形成された部分
を酸化膜１２ａに変換するとともに窒化膜の半導体領域
上に形成された部分を電荷蓄積絶縁膜の少なくとも一部
１３ａとして残す工程と、電荷蓄積絶縁膜上にブロック
絶縁膜１５を形成する工程と、ブロック絶縁膜上にゲー
ト電極膜１６を形成する工程とを備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコンを主成分として含む半導体領域と、シリコン及び酸素を主成分として含み前記
半導体領域に隣接する絶縁領域とを有する下地領域の表面を窒化して、窒化膜を形成する
工程と、
　前記窒化膜に対して酸化処理を施して、前記窒化膜の前記絶縁領域上に形成された部分
を酸化膜に変換するとともに前記窒化膜の前記半導体領域上に形成された部分を電荷蓄積
絶縁膜の少なくとも一部として残す工程と、
　前記電荷蓄積絶縁膜上にブロック絶縁膜を形成する工程と、
　前記ブロック絶縁膜上にゲート電極膜を形成する工程と、
　を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記酸化処理を施す工程の後に、前記窒化膜の前記半導体領域上に形成された部分と前
記半導体領域との間にトンネル絶縁膜を形成する工程をさらに備えた
　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】
　前記窒化膜を形成する工程の前に、トンネル絶縁膜及び該トンネル絶縁膜上に形成され
た前記半導体領域を有する構造を形成する工程をさらに備えた
　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４】
　シリコンを主成分として含む半導体領域と、シリコン及び酸素を主成分として含み前記
半導体領域に隣接する絶縁領域とを有する下地領域の表面を窒化して、窒化膜を形成する
工程と、
　前記窒化膜に対して酸化処理を施して、前記窒化膜の前記絶縁領域上に形成された部分
を酸化膜に変換するとともに前記窒化膜の前記半導体領域上に形成された部分をトンネル
絶縁膜の少なくとも一部として残す工程と、
　前記トンネル絶縁膜上に電荷蓄積絶縁膜を形成する工程と、
　前記電荷蓄積絶縁膜上にブロック絶縁膜を形成する工程と、
　前記ブロック絶縁膜上にゲート電極膜を形成する工程と、
　を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　シリコンを主成分として含む半導体領域と、シリコン及び酸素を主成分として含み前記
半導体領域に隣接する絶縁領域とを有する下地領域の表面を窒化して、窒化膜を形成する
工程と、
　前記窒化膜に対して酸化処理を施して、前記窒化膜の前記絶縁領域上に形成された部分
を酸化膜に変換するとともに前記窒化膜の前記半導体領域上に形成された部分をブロック
絶縁膜の少なくとも一部として残す工程と、
　前記ブロック絶縁膜上に電荷蓄積絶縁膜を形成する工程と、
　前記電荷蓄積絶縁上にトンネル絶縁膜を形成する工程と、
　前記トンネル絶縁膜上に半導体活性領域を形成する工程と、
　を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記窒化膜を形成する工程は、ラジカル窒化によって行われる
　ことを特徴とする請求項１、４又は５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記酸化処理を施す工程は、ラジカル酸化によって行われる
　ことを特徴とする請求項１、４又は５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】
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　本発明の実施形態は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電荷蓄積層に電荷トラップ用の電荷蓄積絶縁膜を用いた電荷トラップ型の不揮発性半導
体メモリが提案されている。この電荷トラップ型の不揮発性半導体メモリでは、トンネル
絶縁膜を通して電荷蓄積絶縁膜に注入された電荷を、電荷蓄積絶縁膜中のトラップ準位に
トラップさせることで、電荷蓄積絶縁膜に電荷が蓄積される。電荷蓄積絶縁膜と制御ゲー
ト電極との間には、電荷をブロックするためのブロック絶縁膜が設けられている。代表的
な電荷トラップ型の不揮発性半導体メモリとしては、ＭＯＮＯＳ型或いはＳＯＮＯＳ型の
不揮発性半導体メモリが知られている。
【０００３】
　しかしながら、電荷トラップ型の不揮発性半導体メモリでは、隣接するメモリセル間で
電荷蓄積絶縁膜が連続的に形成されていると、電荷蓄積絶縁膜に蓄積された電荷がリーク
するといった信頼性上の問題が生じるおそれがある。また、トンネル絶縁膜或いはブロッ
ク絶縁膜が隣接するメモリセル間で連続的に形成されている場合にも、信頼性上の問題が
生じるおそれがある。
【０００４】
　上述したような問題を防止するためには、電荷蓄積絶縁膜、トンネル絶縁膜或いはブロ
ック絶縁膜が隣接するメモリセル間で連続的に形成されないようにすることが効果的であ
る。しかしながら、従来は、電荷蓄積絶縁膜、トンネル絶縁膜或いはブロック絶縁膜の効
果的な形成方法が提案されておらず、信頼性に優れた半導体装置を形成することが困難で
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２９５６１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　信頼性に優れた半導体装置を形成することが可能な半導体装置の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態に係る半導体装置の製造方法は、シリコンを主成分として含む半導体領域と、
シリコン及び酸素を主成分として含み前記半導体領域に隣接する絶縁領域とを有する下地
領域の表面を窒化して、窒化膜を形成する工程と、前記窒化膜に対して酸化処理を施して
、前記窒化膜の前記絶縁領域上に形成された部分を酸化膜に変換するとともに前記窒化膜
の前記半導体領域上に形成された部分を電荷蓄積絶縁膜の少なくとも一部として残す工程
と、前記電荷蓄積絶縁膜上にブロック絶縁膜を形成する工程と、前記ブロック絶縁膜上に
ゲート電極膜を形成する工程と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図であ
る。
【図２】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図であ
る。
【図３】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図であ
る。
【図４】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図であ
る。
【図５】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図であ
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る。
【図６】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図であ
る。
【図７】選択的な酸化処理についての実験結果を示した図である。
【図８】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図であ
る。
【図９】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図であ
る。
【図１０】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図１１】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図１２】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図１３】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図１４】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図１５】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図１６】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図１７】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図１８】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図１９】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図２０】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図２１】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図２２】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図２３】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図２４】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図２５】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図２６】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【図２７】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法の一部を模式的に示した断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施形態を図面を参照して説明する。なお、以下の各実施形態では、半導体装置
として、電荷蓄積層に電荷トラップ用の電荷蓄積絶縁膜を用いた電荷トラップ型の不揮発
性半導体メモリについて説明する。
【００１０】
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　（実施形態１）
　図１～図６は、第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した断面図で
ある。
【００１１】
　まず、図１に示すように、ｐ型シリコン基板（あるいは、ｎ型シリコン基板の表面領域
にｐ型ウェルを形成したもの）１１の表面領域に溝を形成する。続いて、この溝をシリコ
ン酸化膜で埋めて、素子分離絶縁膜１２を形成する。これにより、半導体領域（シリコン
基板１１）と、半導体領域に隣接する絶縁領域（素子分離絶縁膜１２）とを有する下地領
域が得られる。
【００１２】
　なお、図１では特に図示はしていないが、通常は、シリコン基板１１の表面に薄い酸化
膜（厚さ１ｎｍ程度以下のシリコン酸化膜）が形成されている。具体的には、経時変化の
影響を抑制するために化学的な方法で形成されたシリコン酸化膜や、自然酸化膜等が形成
されている。
【００１３】
　次に、図２に示すように、シリコン基板１１及び素子分離絶縁膜１２を有する下地領域
の表面を窒化して、シリコン窒化膜１３を形成する。このシリコン窒化膜１３は、ラジカ
ル窒化によって形成される。具体的には、窒素ガスを含む雰囲気内でマイクロ波を発生さ
せることで窒素ラジカルを生成し、この窒素ラジカルによってシリコン基板１１及び素子
分離絶縁膜１２の表面にシリコン窒化膜１３を形成する。マイクロ波強度は１００～３０
００Ｗ、処理圧力は５～３０Ｐａ、基板温度は３５０～９００℃である。形成されるシリ
コン窒化膜１３の膜厚は１～１０ｎｍである。なお、本窒化処理の後に、シリコン基板１
１の表面に化学的な方法で形成された薄い酸化膜（厚さ１ｎｍ程度以下）が残存していて
もよい。
【００１４】
　次に、図３に示すように、シリコン窒化膜１３に対して酸化処理を施す。この酸化処理
により、シリコン窒化膜１３の素子分離絶縁膜１２上に形成された部分はシリコン酸化膜
１２ａに変換され、シリコン窒化膜１３の半導体基板１１上に形成された部分１３ａは窒
化膜として残る。半導体基板１１上に残ったシリコン窒化膜１３ａは、電荷蓄積絶縁膜と
して機能する。
【００１５】
　上述した酸化処理は、ラジカル酸化によって行われる。具体的には、酸素ガスを含む雰
囲気内でマイクロ波によって酸素を励起することで酸素ラジカルを生成する方法があげら
れる。酸素ガスを含む雰囲気中には水素ガスが含まれていてもよい。別の方法として、高
温に保持した基板の表面に酸素ガス及び水素ガスを供給することで酸素ラジカルを生成す
る方法もあげられる。本実施形態では、後者の方法でラジカル酸化を行う。処理条件は、
酸素ガス及び水素ガスの混合ガスの流量の０．５～１０％を水素ガス流量比し、処理温度
を７００～１０００℃とする。酸化量（酸化膜厚）は、シリコン窒化膜１３の膜厚との関
係で決める。例えば、シリコン（１００）単結晶基板の表面に厚さ３ｎｍ未満のシリコン
酸化膜が形成される条件でラジカル酸化処理を行う。酸化量（酸化膜厚）を適切に設定す
ることで、図３に示すように、素子分離絶縁膜１２上にシリコン酸化膜１２ａを形成し、
半導体基板１１上にシリコン窒化膜１３ａを残すことができる。
【００１６】
　図７は、上述した選択的な酸化処理についての実験結果を示した図である。
【００１７】
　３種類の下地領域（単結晶シリコン、ポリシリコン及びシリコン酸化膜（ＳｉＯ2膜）
）に対して、ラジカル窒化処理を施した実験結果、及び（ラジカル窒化処理＋ラジカル酸
化処理）を施した実験結果を示している。なお、下地領域が単結晶シリコン及びポリシリ
コンである試料については、経時変化の影響を抑制するために、化学的な方法で形成され
た酸化膜（厚さ１ｎｍ以下）が下地領域の表面に形成されている。
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【００１８】
　「窒化」処理の結果、単結晶シリコン試料及びポリシリコン試料では、１１×１０15ｃ
ｍ-2程度の窒素が含有されており、シリコン酸化膜試料では、１４×１０15ｃｍ-2程度の
窒素が含有されている。これらのラジカル窒化処理を行った試料それぞれに対して、ラジ
カル酸化を行った。このような「窒化＋酸化」処理の結果、単結晶シリコン試料及びポリ
シリコン試料では、３×１０15ｃｍ-2程度の窒素が残存しているのに対し、シリコン酸化
膜試料では、検出限界以下まで含有窒素が減少している。
【００１９】
　上述したような結果が得られる理由は、以下のように考えられる。下地領域がシリコン
である場合には、ラジカル窒化処理により耐酸化性の高いシリコン窒化膜が形成されるの
に対し、下地領域がシリコン酸化膜である場合には、ラジカル窒化処理により耐酸化性の
低いシリコン窒化膜が形成されると考えられる。そのため、ラジカル酸化処理を行った際
に、シリコン下地領域をラジカル窒化した試料では窒素が十分に残存するのに対し、シリ
コン酸化膜下地領域をラジカル窒化した試料では窒素が容易に離脱してしまうと考えられ
る。
【００２０】
　以上のことから、図３の工程において、素子分離絶縁膜１２の領域ではシリコン窒化膜
１３をシリコン酸化膜１２ａに変換し、半導体基板１１の領域ではシリコン窒化膜１３を
窒化膜１３ａとして残すことができる。そして、シリコン酸化膜１２ａは実質的に素子分
離絶縁膜の一部となり、窒化膜１３ａは電荷蓄積絶縁膜となる。
【００２１】
　次に、図４に示すように、シリコン窒化膜１３ａが形成されている部分と半導体領域１
１との間にトンネル絶縁膜１４を形成する。このトンネル絶縁膜１４は、シリコン基板１
１の表面（シリコン基板１１とシリコン窒化膜１３ａとの間）に形成されている薄いシリ
コン酸化膜（化学的な方法で予め形成されたシリコン酸化膜）を、酸化処理によって一様
に厚膜化することで得られる。例えば、酸素雰囲気、７００℃、５～６０分、減圧又は希
釈雰囲気、酸素分圧が数十ｍＴｏｒｒ～数百Ｔｏｒｒ、の条件で酸化処理を行い、トンネ
ル絶縁膜１４として厚さ１～５ｎｍ程度のシリコン酸化膜を形成する。この酸化処理では
、シリコン窒化膜を酸化しにくく、拡散距離の比較的長い酸化剤を用いることが好ましい
。このような酸化剤としては、酸素、水、亜酸化窒素、二酸化窒素等があげられる。
【００２２】
　次に、図５に示すように、シリコン酸化膜１２ａ上及びシリコン窒化膜（電荷蓄積絶縁
膜）１３ａ上に、ブロック絶縁膜１５として厚さ２～２０ｎｍ程度のシリコン酸化膜を形
成する。このブロック絶縁膜１５は、ＣＶＤ（chemical vapor deposition）法、ＡＬＤ
（atomic layer deposition）法或いはＰＶＤ（physical vapor deposition）法等の堆積
法によって形成する。例えば、ＣＶＤ法の場合には、シリコンソースとしてジクロロシラ
ン、酸化剤として亜酸化窒素を用いて、８００℃程度の成膜温度でシリコン酸化膜を形成
する。ＡＬＤ法の場合には、シリコンソースとして有機ソースを用い、酸化剤としてオゾ
ン、酸素、水、酸素ラジカル等を用いる。ＡＬＤ法の場合には、６００℃以下の温度でシ
リコン酸化膜を形成することが可能である。
【００２３】
　次に、図６に示すように、ブロック絶縁膜１５上にコントロールゲート電極となるゲー
ト電極膜１６を形成する。具体的には、厚さ１０～２００ｎｍ程度のポリシリコン膜をゲ
ート電極膜１６として形成する。
【００２４】
　以上のようにして図６の構造を形成した後、ゲート電極膜１６のパターニング等を行う
ことで、不揮発性半導体記憶装置が得られる。
【００２５】
　本実施形態によれば、図６からわかるように、隣接するメモリセル間で電荷蓄積絶縁膜
１３ａが連続的に形成されておらず、電荷蓄積絶縁膜１３ａが分離されている。そのため
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、電荷蓄積絶縁膜１３ａに蓄積された電荷が横方向でリークするといった問題を防止する
ことができる。また、消去動作時に注入された余剰なホールがメモリセル間に存在しない
ため、蓄積電子が余剰なホールと結合して消滅するといった問題も防止することができる
。その結果、電荷保持特性の劣化を抑制することができ、信頼性の高い半導体装置を得る
ことができる。
【００２６】
　また、本実施形態では、シリコン領域（シリコン基板１１）及びシリコン酸化膜領域（
素子分離絶縁膜１２）を有する下地領域の表面をラジカル窒化してシリコン窒化膜１３を
形成し、シリコン窒化膜１３に対してラジカル酸化処理を施す。これにより、素子分離絶
縁膜１２上にシリコン酸化膜１２ａを形成するとともに、シリコン基板１１上にシリコン
窒化膜１３ａを残す。したがって、素子分離絶縁膜１２及びシリコン酸化膜１２ａで形成
された素子分離領域間にのみ自己整合的にシリコン窒化膜１３ａを形成することができる
。その結果、メモリセル領域にのみ電荷蓄積絶縁膜となるシリコン窒化膜１３ａを形成す
ることができ、上述した効果を有する信頼性に優れた半導体装置を効果的に形成すること
ができる。
【００２７】
　なお、上述した実施形態では、半導体領域（シリコン基板１１）をシリコンで形成した
が、半導体領域１１はシリコンを主成分として含むものであればよい。例えば、半導体領
域がＳｉＧｅ（シリコンゲルマニウム）で形成されていてもよい。
【００２８】
　また、上述した実施形態では、絶縁領域（素子分離絶縁膜１２）をシリコン酸化膜で形
成したが、絶縁領域１２はシリコン及び酸素を主成分として含むものであればよい。
【００２９】
　また、上述した実施形態では、窒化膜１３をシリコン窒化膜で形成したが、窒化膜１３
はシリコン及び窒素を主成分として含むものであればよい。
【００３０】
　また、上述した実施形態では、酸化膜１２ａをシリコン酸化膜としたが、酸化膜１２ａ
はシリコン及び酸素を主成分として含むものであればよい。
【００３１】
　また、上述した実施形態では、ラジカル酸化処理後に半導体基板１１上に残った窒化膜
１３ａをシリコン窒化膜としたが、窒化膜１３ａはシリコン及び窒素を主成分として含む
ものであればよい。
【００３２】
　また、上述した実施形態では、電荷蓄積絶縁膜を窒化膜１３ａの単層で形成したが、電
荷蓄積絶縁膜を窒化膜１３ａを含む複数層で形成してもよい。具体的には。窒化膜１３ａ
上に酸化ハフニウム或いは酸化ジルコニウム等の電荷トラップを有する絶縁膜を形成して
、電荷蓄積絶縁膜を構成してもよい。酸化ハフニウム或いは酸化ジルコニウム等の絶縁膜
は、ＣＶＤ法、ＡＬＤ法、ＰＶＤ法等の堆積法で形成することが可能である。このように
、電荷蓄積絶縁膜を複数層で形成することで、電荷蓄積絶縁膜の膜厚が厚いメモリセルを
形成することができる。
【００３３】
　なお、上述した各種事項は、他の実施形態についてもあてはまる。
【００３４】
　（実施形態２）
　図８～図１３は、第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した断面図
である。なお、基本的事項は第１の実施形態と同様であるため、第１の実施形態で述べた
事項の説明は省略する。
【００３５】
　第１の実施形態では、ラジカル窒化処理及びラジカル酸化処理を行った後にトンネル絶
縁膜を形成したが、本実施形態では、ラジカル窒化処理及びラジカル酸化処理を行う前に
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トンネル絶縁膜を形成する。
【００３６】
　まず、図８に示すように、シリコン基板１１上にトンネル絶縁膜１４としてシリコン酸
化膜を形成する。続いて、トンネル絶縁膜１４上に、厚さ１～１０ｎｍ程度のシリコン膜
２１を形成する。これにより、トンネル絶縁膜１４及びトンネル絶縁膜１４上に形成され
た半導体領域（シリコン膜２１）を有する構造が得られる。
【００３７】
　次に、図９に示すように、シリコン基板１１、トンネル絶縁膜１４及びシリコン膜２１
をエッチングして溝を形成する。続いて、この溝をシリコン酸化膜で埋めて、素子分離絶
縁膜１２を形成する。これにより、半導体領域（シリコン膜２１）と、半導体領域に隣接
する絶縁領域（素子分離絶縁膜１２）とを有する下地領域が得られる。
【００３８】
　次に、図１０に示すように、シリコン膜２１及び素子分離絶縁膜１２を有する下地領域
の表面を窒化して、シリコン窒化膜１３を形成する。このシリコン窒化膜１３は、ラジカ
ル窒化によって形成される。ラジカル窒化の具体的な方法は、第１の実施形態と同様であ
る。このラジカル窒化では、シリコン膜２１が完全にシリコン窒化膜１３に変換されるよ
うに窒化条件を設定する。
【００３９】
　次に、図１１に示すように、シリコン窒化膜１３に対して酸化処理を施す。この酸化処
理により、シリコン窒化膜１３の素子分離絶縁膜１２上に形成された部分はシリコン酸化
膜１２ａに変換され、シリコン窒化膜１３の半導体基板１１上に形成された部分１３ａは
窒化膜として残る。半導体基板１１上に残ったシリコン窒化膜１３ａは、電荷蓄積絶縁膜
として機能する。上述した酸化処理は、ラジカル酸化によって行われる。ラジカル酸化の
具体的な方法は、第１の実施形態と同様である。本ラジカル酸化処理により、第１の実施
形態と同様に、素子分離絶縁膜１２上にシリコン酸化膜１２ａを形成し、半導体基板１１
上にシリコン窒化膜１３ａを残すことができる。
【００４０】
　次に、図１２に示すように、シリコン酸化膜１２ａ上及びシリコン窒化膜（電荷蓄積絶
縁膜）１３ａ上に、ブロック絶縁膜１５として厚さ２～２０ｎｍ程度のシリコン酸化膜を
形成する。このブロック絶縁膜１５の形成方法は、第１の実施形態と同様である。
【００４１】
　次に、図１３に示すように、ブロック絶縁膜１５上にコントロールゲート電極となるゲ
ート電極膜１６を形成する。具体的には、厚さ１０～２００ｎｍ程度のポリシリコン膜を
ゲート電極膜１６として形成する。
【００４２】
　以上のようにして図１３の構造を形成した後、ゲート電極膜１６のパターニング等を行
うことで、不揮発性半導体記憶装置が得られる。
【００４３】
　本実施形態でも、第１の実施形態と同様に、隣接するメモリセル間で電荷蓄積絶縁膜１
３ａが連続的に形成されておらず、電荷蓄積絶縁膜１３ａが分離されている。その結果、
第１の実施形態と同様に、電荷保持特性の劣化を抑制することができ、信頼性の高い半導
体装置を得ることができる。
【００４４】
　また、本実施形態でも、第１の実施形態と同様に、ラジカル窒化処理及びラジカル酸化
処理を行うことより、素子分離絶縁膜１２上にシリコン酸化膜１２ａを形成するとともに
、シリコン基板１１上にシリコン窒化膜１３ａを残すことができる。その結果、第１の実
施形態と同様に、メモリセル領域にのみ電荷蓄積絶縁膜となるシリコン窒化膜１３ａを形
成することができ、信頼性に優れた半導体装置を効果的に形成することができる。
【００４５】
　（実施形態３）
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　図１４～図２０は、第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した断面
図である。なお、基本的事項は第１の実施形態と同様であるため、第１の実施形態で述べ
た事項の説明は省略する。
【００４６】
　本実施形態は、第１の実施形態で述べたラジカル窒化処理及びラジカル酸化処理を用い
た手法を、トンネル絶縁膜の形成に適用するものである。トンネル絶縁膜は、（酸化膜／
窒化膜／酸化膜）構造を有する、いわゆるＯＮＯ膜である。
【００４７】
　まず、図１４に示すように、第１の実施形態と同様に、シリコン基板１１の表面領域に
形成された溝をシリコン酸化膜で埋めて、素子分離絶縁膜１２を形成する。これにより、
半導体領域（シリコン基板１１）と、半導体領域に隣接する絶縁領域（素子分離絶縁膜１
２）とを有する下地領域が得られる。
【００４８】
　次に、図１５に示すように、シリコン基板１１及び素子分離絶縁膜１２を有する下地領
域の表面を窒化して、シリコン窒化膜３１を形成する。このシリコン窒化膜３１は、ラジ
カル窒化によって形成される。ラジカル窒化の具体的な方法は、第１の実施形態と同様で
ある。
【００４９】
　次に、図１６に示すように、シリコン窒化膜３１に対して酸化処理を施す。この酸化処
理により、シリコン窒化膜３１の素子分離絶縁膜１２上に形成された部分はシリコン酸化
膜１２ａに変換され、シリコン窒化膜３１の半導体基板１１上に形成された部分３２ａは
窒化膜として残る。半導体基板１１上に残ったシリコン窒化膜３２ａは、トンネル絶縁膜
（ＯＮＯ膜）の中間絶縁膜として用いられる。上述した酸化処理は、ラジカル酸化によっ
て行われる。ラジカル酸化の具体的な方法は、第１の実施形態と同様である。本ラジカル
酸化処理により、素子分離絶縁膜１２上にシリコン酸化膜１２ａを形成し、半導体基板１
１上にシリコン窒化膜３２ａを残すことができる。
【００５０】
　次に、図１７に示すように、シリコン窒化膜３２ａが形成されている部分と半導体領域
１１との間に、トンネル絶縁膜の下層絶縁膜としてシリコン酸化膜３２ｂを形成する。こ
のシリコン酸化膜３２ｂは、第１の実施形態のトンネル絶縁膜１４の形成方法と同様の方
法によって形成することができる。
【００５１】
　次に、図１８に示すように、シリコン酸化膜１２ａ上及びシリコン窒化膜（トンネル絶
縁膜の中間絶縁膜）３２ａ上に、トンネル絶縁膜の上層絶縁膜としてシリコン酸化膜３２
ｃを形成する。このシリコン酸化膜３２ｃは、ＣＶＤ法、ＡＬＤ法、ＰＶＤ法等の堆積法
で形成することが可能である。このようにして、シリコン酸化膜（下層絶縁膜）３２ｂ、
シリコン窒化膜（中間絶縁膜）３２ａ及びシリコン酸化膜（上層絶縁膜）３２ｃで形成さ
れた、ＯＮＯ構造のトンネル絶縁膜３２が得られる。
【００５２】
　次に、図１９に示すように、トンネル絶縁膜３２上に電荷蓄積絶縁膜３３としてシリコ
ン窒化膜を、１～１０ｎｍの厚さで形成する。このシリコン窒化膜３３は、ジクロロシラ
ンとアンモニアを用いたＣＶＤ法によって形成する。ＡＬＤ法によってシリコン窒化膜３
３を形成してもよい。シリコンソースとしては、ジクロロシランの他、シラン、トリクロ
ロシラン、テトラクロロシラン、ヘキサクロロジシラン等を用いることも可能である。ま
た、ビターシャリーブチルアミノシラン等の有機ソースを用いることも可能である。
【００５３】
　次に、図２０に示すように、電荷蓄積絶縁膜３３上に、ブロック絶縁膜１５として厚さ
２～２０ｎｍ程度のシリコン酸化膜を形成する。このブロック絶縁膜１５の形成方法は、
第１の実施形態と同様である。さらに、ブロック絶縁膜１５上にコントロールゲート電極
となるゲート電極膜１６を形成する。具体的には、厚さ１０～２００ｎｍ程度のポリシリ
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コン膜をゲート電極膜１６として形成する。
【００５４】
　以上のようにして図２０の構造を形成した後、ゲート電極膜１６のパターニング等を行
うことで、不揮発性半導体記憶装置が得られる。
【００５５】
　本実施形態によれば、隣接するメモリセル間でシリコン窒化膜（トンネル絶縁膜３２の
中間絶縁膜）３２ａが連続的に形成されておらず、シリコン窒化膜３２ａが分離されてい
る。そのため、メモリセル以外の領域（すなわち、素子分離領域）での、書き込み／消去
効率が著しく低下する。メモリセル以外の領域で書き込み／消去効率が著しく低下する理
由は、以下のように考えられる。第１に、メモリセル以外の領域では、誘電率の高いシリ
コン窒化膜が形成されていないために、電気的な膜厚が厚くなるためである。第２に、メ
モリセル以外の領域では、電子及びホールに対してバリアハイトの低いシリコン窒化膜が
形成されていないために、高電界印加時にバリアが無くなることによる注入効率の上昇効
果が得られなくなるためである。
【００５６】
　上述したように、本実施形態では、メモリセル以外の領域で書き込み／消去効率が低下
する。すなわち、メモリセル領域でのみ電子やホールを効率的に注入することができる。
そのため、電荷蓄積絶縁膜の電荷が横方向でリークするといった問題や、蓄積電子がメモ
リセル間に存在する余剰なホールと結合して消滅するといった問題を防止することができ
る。その結果、電荷保持特性の劣化を抑制することができ、信頼性の高い半導体装置を得
ることができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、シリコン領域（シリコン基板１１）及びシリコン酸化膜領域（
素子分離絶縁膜１２）を有する下地領域の表面をラジカル窒化してシリコン窒化膜３１を
形成し、シリコン窒化膜３１に対してラジカル酸化処理を施す。これにより、素子分離絶
縁膜１２上にシリコン酸化膜１２ａを形成するとともに、シリコン基板１１上にシリコン
窒化膜３２ａを残す。したがって、素子分離絶縁膜１２及びシリコン酸化膜１２ａで形成
された素子分離領域間にのみ自己整合的にシリコン窒化膜３２ａを形成することができる
。その結果、メモリセル領域にのみシリコン窒化膜３２ａを形成することができ、上述し
た効果を有する信頼性に優れた半導体装置を効果的に形成することができる。
【００５８】
　なお、上述した実施形態では、窒化膜３１をシリコン窒化膜で形成したが、窒化膜３１
はシリコン及び窒素を主成分として含むものであればよい。
【００５９】
　また、上述した実施形態では、窒化膜３２ａをシリコン窒化膜としたが、窒化膜３２ａ
はシリコン及び窒素を主成分として含むものであればよい。また、上述した実施形態では
、酸化膜３２ｂ及び３２ｃをシリコン酸化膜としたが、酸化膜３２ｂ及び３２ｃはシリコ
ン及び酸素を主成分として含むものであればよい。
【００６０】
　また、上述した実施形態では、窒化膜（電荷蓄積絶縁膜）３３をシリコン窒化膜で形成
したが、窒化膜３３はシリコン及び窒素を主成分として含むものであればよい。
【００６１】
　（実施形態４）
　図２１～図２７は、第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した断面
図である。なお、基本的事項は第１の実施形態と同様であるため、第１の実施形態で述べ
た事項の説明は省略する。
【００６２】
　本実施形態は、第１の実施形態で述べたラジカル窒化処理及びラジカル酸化処理を用い
た手法を、ブロック絶縁膜の形成に適用するものである。ブロック絶縁膜は、（酸化膜／
窒化膜／酸化膜）構造を有する、いわゆるＯＮＯ膜である。また、本実施形態は、複数の
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メモリセルを積層した３次元型の半導体装置である。
【００６３】
　まず、図２１に示すように、半導体基板（図示せず）の主面側に、半導体領域（シリコ
ン領域）４１と絶縁領域４２とが交互に積層された構造を形成する。半導体領域４１は、
コントロールゲート電極となるものであり、ポリシリコン膜で形成される。絶縁領域４２
は、積層方向で互いに隣接する半導体領域４１を電気的に分離するものであり、シリコン
酸化膜で形成される。続いて、半導体領域４１及び絶縁領域４２の積層構造に穴４３を形
成する。
【００６４】
　次に、図２２に示すように、半導体領域４１及び絶縁領域４２を有する下地領域の表面
を窒化して、シリコン窒化膜４４を形成する。すなわち、穴４３の内壁にシリコン窒化膜
４４を形成する。このシリコン窒化膜４４は、ラジカル窒化によって形成される。ラジカ
ル窒化の具体的な方法は、第１の実施形態と同様である。
【００６５】
　次に、図２３に示すように、シリコン窒化膜４４に対して酸化処理を施す。この酸化処
理により、シリコン窒化膜４４の絶縁領域４２上に形成された部分はシリコン酸化膜４２
ａに変換され、シリコン窒化膜４４の半導体領域４１上に形成された部分４５ａは窒化膜
として残る。半導体領域４１上に残ったシリコン窒化膜４５ａは、ブロック絶縁膜（ＯＮ
Ｏ膜）の中間絶縁膜として用いられる。上述した酸化処理は、ラジカル酸化によって行わ
れる。ラジカル酸化の具体的な方法は、第１の実施形態と同様である。本ラジカル酸化処
理により、絶縁領域４２上にシリコン酸化膜４２ａを形成し、半導体領域４１上にシリコ
ン窒化膜４５ａを残すことができる。
【００６６】
　次に、図２４に示すように、シリコン窒化膜４５ａが形成されている部分と半導体領域
４１との間に、ブロック絶縁膜の下層絶縁膜としてシリコン酸化膜４５ｂを形成する。こ
のシリコン酸化膜４５ｂは、第１の実施形態のトンネル絶縁膜１４の形成方法と同様の方
法によって形成することができる。
【００６７】
　次に、図２５に示すように、シリコン酸化膜４２ａ上及びシリコン窒化膜（ブロック絶
縁膜の中間絶縁膜）４５ａ上に、ブロック絶縁膜の上層絶縁膜としてシリコン酸化膜４５
ｃを形成する。このシリコン酸化膜４５ｃは、ＣＶＤ法、ＡＬＤ法、ＰＶＤ法等の堆積法
で形成することが可能である。このようにして、シリコン酸化膜（下層絶縁膜）４５ｂ、
シリコン窒化膜（中間絶縁膜）４５ａ及びシリコン酸化膜（上層絶縁膜）４５ｃで形成さ
れた、ＯＮＯ構造のブロック絶縁膜４５が得られる。
【００６８】
　次に、図２６に示すように、ブロック絶縁膜４５上に電荷蓄積絶縁膜４６としてシリコ
ン窒化膜を形成する。このシリコン窒化膜（電荷蓄積絶縁膜）４６の形成方法は、第３の
実施形態の電荷蓄積絶縁膜３３の形成方法と同様である。
【００６９】
　次に、図２７に示すように、電荷蓄積絶縁膜４６上に、トンネル絶縁膜４７としてシリ
コン酸化膜を形成する。さらに、トンネル絶縁膜４７上に半導体活性領域４８を形成して
、穴４３を埋める。この半導体活性領域４８はシリコン膜で形成される。
【００７０】
　以上のようにして図２７の構造を形成した後、ゲート電極膜（半導体領域４１）のパタ
ーニング等を行うことで、不揮発性半導体記憶装置が得られる。
【００７１】
　本実施形態によれば、隣接するメモリセル間でシリコン窒化膜（ブロック絶縁膜４５の
中間絶縁膜）４５ａが連続的に形成されておらず、シリコン窒化膜４５ａが分離されてい
る。そのため、メモリセル以外の領域（すなわち、絶縁領域）では、誘電率の高いシリコ
ン窒化膜が形成されていないために電気的な膜厚が厚くなり、書き込み／消去効率が低下
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する。すなわち、メモリセル領域でのみ電子やホールを効率的に注入することができる。
そのため、電荷蓄積絶縁膜の電荷が横方向でリークするといった問題や、蓄積電子がメモ
リセル間に存在する余剰なホールと結合して消滅するといった問題を防止することができ
る。その結果、電荷保持特性の劣化を抑制することができ、信頼性の高い半導体装置を得
ることができる。
【００７２】
　また、本実施形態では、シリコン領域（半導体領域４１）及びシリコン酸化膜領域（絶
縁領域４２）を有する下地領域の表面をラジカル窒化してシリコン窒化膜４４を形成し、
シリコン窒化膜４４に対してラジカル酸化処理を施す。これにより、絶縁領域４２上にシ
リコン酸化膜４２ａを形成するとともに、半導体領域４１上にシリコン窒化膜４５ａを残
す。したがって、半導体領域４１の表面にのみ自己整合的にシリコン窒化膜４５ａを形成
することができる。その結果、メモリセル領域にのみシリコン窒化膜４５ａを形成するこ
とができ、上述した効果を有する信頼性に優れた半導体装置を効果的に形成することがで
きる。
【００７３】
　また、メモリセル領域のブロック絶縁膜４５を、（酸化膜／窒化膜／酸化膜）構造、す
なわちＯＮＯ膜とすることにより、高電界リークを抑制することができ、このような観点
からも電荷保持特性に優れた信頼性の高い半導体装置を得ることができる。
【００７４】
　なお、上述した実施形態では、半導体領域４１をシリコンで形成したが、半導体領域４
１はシリコンを主成分として含むものであればよい。例えば、半導体領域がＳｉＧｅ（シ
リコンゲルマニウム）で形成されていてもよい。
【００７５】
　また、上述した実施形態では、絶縁領域４２をシリコン酸化膜で形成したが、絶縁領域
４２はシリコン及び酸素を主成分として含むものであればよい。
【００７６】
　また、上述した実施形態では、窒化膜４４をシリコン窒化膜で形成したが、窒化膜４４
はシリコン及び窒素を主成分として含むものであればよい。
【００７７】
　また、上述した実施形態では、酸化膜４２ａをシリコン酸化膜としたが、酸化膜４２ａ
はシリコン及び酸素を主成分として含むものであればよい。
【００７８】
　また、上述した実施形態では、ラジカル酸化処理後に半導体領域４１上に残った窒化膜
４５ａをシリコン窒化膜としたが、窒化膜４５ａはシリコン及び窒素を主成分として含む
ものであればよい。また、上述した実施形態では、酸化膜４５ｂ及び４５ｃをシリコン酸
化膜としたが、酸化膜４５ｂ及び４５ｃはシリコン及び酸素を主成分として含むものであ
ればよい。
【００７９】
　また、上述した実施形態では、窒化膜（電荷蓄積絶縁膜）４６をシリコン窒化膜で形成
したが、窒化膜４６はシリコン及び窒素を主成分として含むものであればよい。
【００８０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００８１】
　１１…シリコン基板（半導体領域）　　　１２…素子分離絶縁膜（絶縁領域）
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　１２ａ…シリコン酸化膜　　　１３…シリコン窒化膜
　１３ａ…シリコン窒化膜（電荷蓄積絶縁膜）　　　１４…トンネル絶縁膜
　１５…ブロック絶縁膜　　　１６…ゲート電極膜
　２１…シリコン膜
　３１…シリコン窒化膜　　　３２…トンネル絶縁膜
　３２ａ…シリコン窒化膜（中間絶縁膜）　　　３２ｂ…シリコン酸化膜（下層絶縁膜）
　３２ｃ…シリコン酸化膜（上層絶縁膜）　　　３３…電荷蓄積絶縁膜
　４１…半導体領域　　　４２…絶縁領域
　４２ａ…シリコン酸化膜　　　４３…穴
　４４…シリコン窒化膜　　　４５…ブロック絶縁膜
　４５ａ…シリコン窒化膜（中間絶縁膜）　　　４５ｂ…シリコン酸化膜（下層絶縁膜）
　４５ｃ…シリコン酸化膜（上層絶縁膜）　　　４６…電荷蓄積絶縁膜
　４７…トンネル絶縁膜　　　４８…半導体活性領域
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