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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン基板の所望の領域に微小空洞を形成するためのイオンを注入する第１ステップ
と、前記第１ステップにより微小空洞が形成された基板に熱処理をすることにより、前記
微小空洞を成長合体させて基板表面にほぼ平行な平板状の空洞とする第２ステップと、を
有するＳＯＮ半導体基板の製造方法であって、
　前記第１ステップと第２ステップとは連続的に実施され、
　かつ、前記第２ステップが、基板を４００℃以上７００℃未満の温度に曝すための低温
処理ステップと、基板を７００℃以上１０００℃未満の温度に曝すための中温処理ステッ
プと、基板を１０００℃以上の温度に曝すための高温処理ステップと、からなることを特
徴とする半導体基板の製造方法。
【請求項２】
　第２ステップにおいて、少なくとも高温熱処理ステップは酸素雰囲気で行われることを
特徴とする請求項１に記載の半導体基板の製造方法。
【請求項３】
　第１ステップにおいて注入されるイオンが、水素イオン、ヘリウムイオン、ネオンイオ
ン、およびフッ素イオン、の群から選択される１のイオンであることを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の半導体基板の製造方法。
【請求項４】
　前記基板が、第１ステップが施される前の段階でゲート電極を有していることを特徴と
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する請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の半導体基板の製造方法。
【請求項５】
　前記基板が、シリコンからなることを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１項に
記載の半導体基板の製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の半導体基板の製造方法を工程中に有するこ
とを特徴とする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、半導体装置に高速・低消費電力等の高性能特性を与える半導体基板の製造方法
およびその半導体基板の製造方法を工程中に有する半導体装置の製造方法、さらには、半
導体装置に前記高性能特性を与える半導体基板およびこれを用いた半導体装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、ＭＯＳ型のトランジスタにおけるリーク電流を削減するために、Ｓｉ基板中の所望
の領域に空洞を埋め込んだＳＯＮ（Ｓｉｌｉｃｏｎ－ｏｎ－Ｎｏｔｈｉｎｇ）基板が開発
されている。
【０００３】
このＳＯＮ基板の製造方法としては、従来、例えば特開２００１－１４４２７６に記載さ
れているように、まず、ハードマスクを利用したリソグラフィー技術と異方性エッチング
技術を組み合わせて高いアスペクト比を持つトレンチをＳｉ基板に形成し、さらに水素１
００％の雰囲気で高温熱処理を行う方法が用いられた（図９参照）。
【０００４】
また別のＳＯＮ基板製造方法としては、例えばアイトリプルイー・トランザクション・オ
ン・エレクトロンデバイセズ、第４７巻（１１号）２１７９ページから２１８７ページ（
２０００年１１月号）に記載されているように、Ｓｉ基板上にＳｉＧｅ膜およびＳｉ膜を
順にエピタキシャル成長で作成し、表面からエッチングのための穴を形成してからＳｉＧ
ｅ膜を選択にエッチング除去する方法が知られている（図１０参照）。
【０００５】
ところで、現在においては、上記ＳＯＮ半導体基板とは別に、Ｓｉ基板中に部分的に酸化
物（主に二酸化珪素）からなる絶縁層を形成した、いわゆる部分ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ
－ｏｎ－Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板も開発されている。
【０００６】
このいわゆる部分ＳＯＩ基板を従来最も簡単に製造する方法としては、ＳＩＭＯＸ（Ｓｅ
ｐａｒａｔｉｏｎ　ｂｙ　ＩＭｐｌａｎｔｅｄ　ＯＸｙｇｅｎ）を応用した方法がある。
この方法は、ＳｉＯ2マスクなどを利用して、シリコン基板の所定の領域にのみＯ+イオン
を注入し、通常のＳＩＭＯＸプロセスと同じように高温熱処理を加えることによりシリコ
ン基板の所定の領域に部分的にＳＯＩ構造を形成する方法である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の技術のうちトレンチを用いる方法（図１２参照）においては、以下
のような問題点があった。
（１）トレンチ１２０を形成するためにエッチングのマスクとなる膜１２１（例えばＳｉ
Ｏ2膜）を堆積した後フォトレジスト１２２を塗布し、露光してレジストを加工してから
マスク１２１を加工する。さらにフォトレジスト１２３を除去した後、マスク１２１を用
いてＳｉ基板１２４に深いトレンチ１２０を形成し、マスク１２１を除去してからトレン
チ形成のための異方性エッチングを行う必要があり、工程が非常に複雑かつ煩雑である。
（２）トレンチは通常アスペクト比が５を超えるような、開口部が狭くかつ非常に深い形
状である必要があり、エッチングが難しい。
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（３）このような深いトレンチを形成するためのエッチングは通常、エッチングプロセス
に伴う汚染が深刻であり、深いトレンチ内部の洗浄というこれまた大変に難しい技術を必
要とするうえ、その洗浄を持ってしても通常完全な汚染除去は達成できない。
（４）水素１００％という一歩間違えば爆発の危険を伴う雰囲気で、しかも高温での熱処
理を必要とする。
【０００８】
一方、従来技術のうちＳｉＧｅ膜をエッチング除去する方法（図１３参照）においても以
下のような問題点があった。
（１）煩雑且つ高コストプロセスとしてよく知られているエピタキシャル成長法により、
ＳｉＧｅ１３０およびＳｉ１３１の２層構造を基板１３２上に形成する必要がある。
（２）しかもこれらのエピタキシャル成長で得られるのは格子定数のことなる物質の多層
構造であり、結晶欠陥や歪の導入容易となる。
（３）通常のＳｉ－ＬＳＩプロセスでは汚染源としてデバイス特性を劣化させることが知
られているＧｅが含まれていて、しかも空洞を形成していない領域にはＧｅが高濃度に残
存する。
【０００９】
このように、従来公知の技術でＳＯＮ基板を作成すると、複雑なプロセスを必要として、
結果としてコスト高になり、汚染物質が残留しデバイス特性に悪影響を与える等の、多く
の課題が存在する。
【００１０】
本発明はこのような問題点を解決し、低コストで高品質なＳＯＮ半導体基板の製造方法を
提供し、また、この半導体基板の製造方法を工程中にすることで高性能な半導体装置を製
造することができる方法を提供することを課題とする。
【００１１】
また、従来からのＳＩＭＯＸを応用したＳＯＩ基板の製造方法においても、以下のような
問題があった。
（１）パターンエッジ部では、ＳｉやＳｉＯ2膜に隆起や陥没などの特異な形状が見られ
、同時に多数の欠陥が発生することが避けられない。
（２）さらに、得られた半導体基板の表面には、部分ＳＯＩ構造が形成された領域と形成
されていない領域とで段差が生じてしまう（表面平坦性が担保できない。）。
【００１２】
このように、従来公知の技術で部分ＳＯＩ基板を作成すると、基板内部には欠陥が発生し
、さらに半導体基板表面の平坦性をも担保することは困難であり、このような問題が生じ
ない部分ＳＯＩ基板を製造方法を提供し、この半導体基板の製造方法を工程中にすること
で高性能な半導体装置を製造することができる方法を提供することも課題とする。
【００１３】
さらに、本発明は上述してきた課題が解決された半導体基板、およびこれを用いた半導体
装置を提供することも課題とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決するために、請求項１に記載するように、シリコン基板の所
望の領域に微小空洞を形成するためのイオンを注入する第１ステップと、前記第１ステッ
プにより微小空洞が形成された基板に熱処理をすることにより、前記微小空洞を成長合体
させて基板表面にほぼ平行な平板状の空洞とする第２ステップと、を有するＳＯＮ半導体
基板の製造方法であって、前記第１ステップと第２ステップとは連続的に実施され、かつ
、前記第２ステップが、基板を４００℃以上７００℃未満の温度に曝すための低温処理ス
テップと、基板を７００℃以上１０００℃未満の温度に曝すための中温処理ステップと、
基板を１０００℃以上の温度に曝すための高温処理ステップと、からなることを特徴とす
る半導体基板の製造方法を提供する。
【００１５】
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本発明によれば、イオンを注入する第１ステップを行うことで、基板の所望の領域に微小
空洞を形成することができ、さらに微小空洞が形成された基板に熱処理をする第２ステッ
プを行うことで、前記第１ステップにより基板に形成された微小空洞を成長、合体させて
基板表面にほぼ平行な平板状の空洞を有するＳＯＮ半導体基板を形成することができる。
【００１６】
そしてさらに、従来のＳＯＮ半導体基板の製造方法においては、空洞が形成された部分の
基板表面が盛り上がってしまい、基板表面の平坦性を担保できなかったり、空洞と基板表
面との間に欠陥が生じたりすることがあったが、本発明によれば基板表面の平坦性を保持
しつつＳＯＮ基板を製造することができる。これは、本発明の方法の第２ステップにおい
ては、基板を１０００℃以上の温度に曝すための高温熱処理ステップを行うので、第１ス
テップにおいて形成された微小空洞が成長、合体するのと同時に、基板そのものも高温に
曝されることで軟化しており、その結果、基板内部に空洞が形成された瞬間においては、
空洞が形成された部分の基板表面が盛り上がったとしても、すぐに基板表面は平坦に戻る
ことができる（盛り上がった部分が均される）からである。
【００１８】
この発明によれば、基板を４００以上７００℃未満の温度に曝すための低温処理ステップ
により、第１ステップで注入されたイオンによって、基板に微小な空洞を形成することが
でき、次いで基板を７００以上１０００℃未満の温度に曝すための中温処理ステップによ
り、注入されたイオンを基板の外へ放出することができ、さらに基板を１０００℃以上の
温度に曝すための高温処理ステップにより、イオンが放出された空洞を成長、合体させて
所望の大きさを有する基板表面にほぼ平行な平板状の空洞を形成することができるととも
に、前述のように基板表面の平坦性を保持することができる。
【００１９】
　さらに請求項１に記載の発明においては、請求項２に記載するように、第２ステップに
おいて、少なくとも高温熱処理ステップは酸素雰囲気で行われるようにしてもよい。
【００２０】
この発明によれば、前述した高温熱処理ステップの有する作用効果に加え、基板内部に形
成された空洞の内側表面に酸化膜を形成することができる。このように空洞の内部表面に
酸化膜を形成することで、空洞の絶縁性を向上することができ、これによりリーク電流を
さらに削減することができる。
【００２１】
また、この発明においては、酸化雰囲気の程度を調整することで空洞の内側表面に形成さ
れる酸化膜の膜厚をコントロールすることが可能であり、この膜厚を徐々に厚くしていく
ことにより、最終的には、空洞内部全体を酸化膜で満たすことも可能である。このように
空洞内部全体を酸化膜で満たした場合の半導体基板は、その空洞がある部分においてはＳ
ＯＩ基板であると考えることもでき、そうすると、本発明はいわゆる部分ＳＯＩ基板を製
造する方法であるともいえる。
【００２２】
さらに、この発明によれば、酸化されるのは空洞の内側表面だけでなく基板表面も当然に
酸化され酸化膜が形成されることとなるが、上述のように酸化雰囲気の程度を調整するこ
とにより、基板表面の酸化膜の膜厚についてもコントロールが可能である。そして、基板
表面の酸化膜の厚さをコントロールすることにより、半導体基板の表面から空洞までの部
分の厚さ（以下、この部分を活性層とする場合がある。）をコントロールすることができ
る。つまり、基板表面に形成される酸化膜の膜厚を厚くすれば、最終的に製造される半導
体基板の活性層を薄くすることができ、（基板表面に形成された酸化膜は削り取られるた
め、）、逆に、基板表面に形成される酸化膜の膜厚を薄くすれば、最終的に製造される半
導体基板の活性層を厚くすることができる。
【００２３】
　請求項１または請求項２に記載の発明においては、請求項３に記載するように、第１ス
テップにおいて注入されるイオンが、水素イオン、ヘリウムイオン、ネオンイオン、およ
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びフッ素イオン、の群から選択される１のイオンであることが好ましい。
【００２４】
このようなイオンを用いることにより、第１ステップにおいて基板にダメージを与えるこ
とがなく、その結果、第１ステップを行う際に基板を加熱する必要がなく常温において処
理することができる。またこれらのイオンは軽いため、その飛程をコントロールすること
も容易であり、その結果、基板内の所望の領域にイオンを注入することができる。
【００２５】
　請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の発明においては、請求項４に記載するよう
に、前記基板が、第１ステップが施される前の段階でゲート電極を有していてもよい。
【００２６】
この発明によれば、前記第１ステップ（つまり基板に微小空洞を形成するためのイオンを
注入するステップ）を行う前の段階で既に基板上にゲート電極が形成されているので、当
該基板上のゲート電極がイオンを注入する際のマスクの役割を果たすことになる。そうす
ると、ゲート電極の直下の部分にはイオンが注入されず、基板上にゲート電極が形成され
ていない部分（つまり、ゲート電極が形成されている部分の周囲）にイオンが注入される
こととなり、その結果、この後第２ステップを行っても当該部分（ゲート電極の下の部分
）には空洞は形成されず、ゲート電極の直下の部分の周りに部分的に空洞が形成されるこ
ととなる。
【００２７】
そして、この発明によって形成された基板を用い、基板上に形成されたゲート電極の周り
にソース電極とドレイン電極を形成して半導体装置を製造することにより、ゲート電極の
直下の部分には空洞が存在せず、一方ゲート電極の周囲に形成されるソース電極とドレイ
ン電極の直下の部分には空洞を有する半導体装置を、特殊なマスク等を利用することなく
自己整合的に製造することができる。
【００２８】
　さらに、請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載の発明においては、請求項５に記載
するように、前記基板が、シリコンからなるようにしてもよい。
【００２９】
　また、本発明は、上記課題を解決するために、請求項６に記載するように、請求項１乃
至請求項５の何れか１項に記載の半導体基板の製造方法を工程中に有することを特徴とす
る半導体装置の製造方法を提供する。
【００３０】
この発明によれば、所望の領域に空洞を有するいわゆるＳＯＮ基板や、前記空洞が酸化膜
で満たされたいわゆる部分ＳＯＩ基板を製造する工程を有しているので、ＭＯＳトランジ
スタ等の半導体超高集積回路におけるリーク電流を削減することができ、その結果、半導
体超高集積回路の集積度の向上を可能にすることができる。
【００３１】
　さらに、本願は、基板内部に扁平状の空洞を有する半導体基板であって、前記空洞の内
表面には酸化膜が形成されており、前記酸化膜は空洞の内表面が基板厚さ方向と略直行す
る位置においては薄く、空洞の内表面が基板の厚さ方向と略並行する位置においては厚く
、形成されていることを特徴とする半導体基板を提供する。
【００３２】
この発明によれば、空洞の内表面に形成されている酸化膜は、空洞の内表面が基板の厚さ
方向と略直行する位置において薄く形成されているため、この位置に酸化膜が厚く形成さ
れている半導体基板と比べて誘電率をより低くすることができる。特に、基板表面に近い
位置の酸化膜は表面準位が形成されない程度にまで薄く形成することが好ましいことが知
られているところ、本発明の半導体基板によれば表面準位は形成されない。
【００３３】
さらに、この発明によれば、形成されている酸化膜は、空洞の内表面が基板の厚さ方向と
略並行する位置においては厚く形成されているので、空洞の形状を保持することができ、
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その結果半導体基板の厚さ方向への耐久性を向上することができる。
【００３４】
　また、本願は、基板内部に扁平状の空洞を有する半導体基板であって、前記空洞はその
内部に酸化物を主成分とする柱または隔壁を有していることを特徴とする半導体基板を提
供する。
【００３５】
一般的に、基板内部に空洞を有するＳＯＮ基板を製造する場合においては、空洞の形状を
大きくするにつれてその形状を維持することが困難になる（つまり、半導体基板そのもの
の強度が低下する）ことが知られているが、本発明によれば、基板内部に形成された空洞
の内部には、酸化物を主成分とする柱または隔壁を有しているので、空洞を大きくした場
合であってもその形状を維持することができ、その結果半導体基板の強度をも維持するこ
とが可能となる。そしてさらに、本発明の半導体基板においては、空洞の形状を保持する
ための柱または隔壁は、絶縁性を有する酸化物を主成分としているため、誘電率も低く保
つことができる。
【００３６】
　前記半導体基板においては、空洞の内表面には酸化膜が形成されていることが好ましい
。
【００３７】
上述したように空洞の内表面に酸化膜が形成されていることにより単に空洞が形成されて
いるＳＯＮ基板に比べリーク電流を抑えることができる。
【００３８】
　また、前記半導体基板においては、前記空洞の内表面に形成された酸化膜は、空洞の内
表面が基板厚さ方向と略直行する位置においては薄く、空洞の内表面が基板の厚さ方向と
略並行する位置においては厚く、形成されていることが好ましい。
【００３９】
　この発明によれば、空洞の内部に柱または隔壁を有しているため、空洞の形状を維持す
ることができるとともに、前記発明と同様の作用効果を奏することができる。
【００４０】
　前記半導体基板においては、前記扁平状の空洞を介し、前記基板表面には単結晶半導体
層が設置されていることが好ましく、また、前記基板表面は、基板内部に前記空洞が形成
されている領域と、前記空洞が形成されていない領域とを通じて平坦であることが好まし
い。
【００４１】
これらの発明により、本発明の半導体基板を用い半導体装置を製造する際にリソグラフィ
が容易になる等のプロセスの簡易化を図ることができる。
【００４２】
　前記半導体基板においては、前記基板は、シリコンを主材料とするものであり、前記空
洞の内表面に形成された酸化膜は、酸化シリコンを主材料とするものであることが好まし
い。
【００４３】
　また、本願は、上記課題を解決するために、記載の半導体基板を用い、当該半導体基板
表面に半導体素子を形成してなることを特徴とする半導体装置を提供する。
【００４４】
本発明の半導体装置は、上述してきた特性を有する半導体基板を用いているため、リーク
電流を削減することができ、その結果、当該半導体装置の消費電力を削減することができ
る。
【００４５】
　本願は、半導体基板表面の素子分離絶縁膜により区分された領域に半導体素子を形成し
た半導体装置であって、前記素子分離絶縁膜により区分された領域の基板内部には、表面
から略一定の深さに扁平状の空洞が形成されており、当該空洞は、前記素子分離絶縁膜に
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よってその側面を終端されていることを特徴とする半導体装置を提供し、さらにまた、前
記素子分離絶縁膜が、シャロートレンチ絶縁膜であることを特徴とする半導体装置を提供
する。
【００４６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の［１］半導体基板の製造方法、および［２］半導体装置の製造方法、さら
に［３］半導体基板、および［４］半導体装置について、図面を参照しつつ説明する。
【００４７】
［１］半導体基板の製造方法
図１は、本発明の半導体基板の製造方法を示すフロー図である。
【００４８】
本発明は、図１に示すように、基板１の所望の領域に微小な空洞２を形成するためのイオ
ンを注入し（第１ステップ：図１（ｂ））、その後、基板１を熱処理して（第２ステップ
：図１（ｃ）～（ｅ））、所望の領域に空洞２を有する半導体基板１０を製造する方法で
あり、本発明の方法の第２ステップは、少なくとも基板１を１０００℃以上の温度に曝す
ためのステップ（高温熱処理ステップ：図１（ｅ））を有している。第１ステップで基板
１の所望の領域に注入されたイオンによって形成された微小な空洞２は、第２ステップで
成長、合体し、最終的には、図１（ｆ）に示すように基板の所望の領域に空洞２を有する
半導体基板（いわゆるＳＯＮ基板）が製造される。
【００４９】
以下、本発明の第１ステップ、および第２ステップについて説明する。
【００５０】
（第１ステップ）
第１ステップは、基板１の所望の領域にイオンを注入することにより、基板１の当該領域
に微小な空洞２を形成するためのステップである。
【００５１】
基板１は、半導体基板として用いることができ、イオンを注入することで微小な空洞２を
形成することができ、後述する第２ステップにおいて前記微小な空洞２を成長、合体させ
て最終的に所望の大きさの空洞２を形成することができる基板であれば特に限定されない
。具体的には、シリコン基板、シリコン以外の金属基板、酸化物基板、窒化物基板、酸窒
化物基板等を挙げることができるが、この中でも特にシリコン基板が好ましい。
【００５２】
第１ステップで基板１に微小な空洞２を形成するために用いられるイオンについても、本
発明は特に限定することはなく、微小な空洞２を形成することができるイオンであればい
かなるものであってもよい。しかしながら、（イ）常温で基板１に注入しても基板１にダ
メージを与えず、（ロ）基板１の所望の領域（特に基板表面からの所望の深さ）に注入す
るために飛程をコントロールすることができるイオンであることが好ましい。このような
性質を有するイオンとしては、いわゆる「軽イオン」と呼ばれるイオンを挙げることがで
き、具体的には、水素イオン、ヘリウムイオン、ネオンイオン、およびフッ素イオンを挙
げることができる。
【００５３】
このようなイオンを注入する条件（加速電圧、ドーズなど）は、基板１のどの位置（深さ
や範囲）にどの程度のイオンを注入するかにより、つまり、最終的にどのような空洞２を
基板１に形成しようとするかにより任意に決定することができ、特に限定されることはな
い。例えば、注入するイオンとしてヘリウムイオンを用いた場合において、加速電圧を５
～１５０ｋｅＶの範囲で設定し、ドーズを５×１０15～１×１０18／ｃｍ2の範囲で設定
することが好ましい。
【００５４】
第１ステップでは、最終的に空洞２を形成しようとする領域（所望の領域）に前述のイオ
ンを注入することが必要である。空洞２を形成する領域は、本発明の方法により製造され
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た半導体基板１０を用いて半導体装置を製造するにあたり、半導体装置にどのような特性
を持たせるかによって任意に決定すればよく、本発明はその領域を特に限定するものでは
ない。なお、基板１に形成された空洞２と半導体装置との関係については後述する。
【００５５】
また、基板１の全体ではなく所望の領域にのみイオンを注入するための方法についても、
特に限定されず、例えば、図１（ｂ）に示すように、所望の領域に対応する部分を抜き取
って形成されたマスク部材Ｍを用い、これを基板１上に設置しこの上から従来公知のイオ
ン法によりイオンを注入してもよい。
【００５６】
また、後述するように、ＳＴＩ（シャロートレンチアイソレーション）や、基板上に形成
されるゲート電極などの半導体素子にマスクと同様の作用（つまり、注入されるイオンの
領域を設定する）を持たせることにより自己整合的に空洞２が形成される領域を設定する
こともできる。
【００５７】
（第２ステップ）
第２ステップは、前記第１ステップにより微小な空洞２が形成された基板１に熱処理をす
ることで、微小な空洞２を成長、合体させ、最終的に一定の大きさを有する空洞２を形成
するためのステップであり、本発明の第２ステップには、少なくとも基板１を１０００℃
以上の温度に曝すための高温熱処理ステップ（図１（ｅ）参照）がある。このように、高
温熱処理ステップを行うことにより、第１ステップにおいて形成された微小な空洞２が成
長、合体するのと同時に、基板１そのものを軟化させることができ、その結果、基板１内
部に空洞２が形成された瞬間においては、空洞２が形成された部分の基板表面が盛り上が
ったとしても、すぐに基板表面は平坦に戻ることができるので、基板表面の平坦性を保持
することができる。
【００５８】
図１に示した本発明の方法における第２ステップは、基板１を４００℃以上７００℃未満
の温度に曝すための低温処理ステップ（図１（ｃ））と、基板を７００℃以上１０００℃
未満の温度に曝すための中温処理ステップ（図１（ｄ））と、基板を１０００℃以上の温
度に曝すための高温処理ステップ（図１（ｅ））から構成されているが、これに限定され
ることはなく、低温処理ステップ、中温処理ステップの何れか一方、または双方を省略す
ることも可能である。
【００５９】
しかしながら、図１に示すように、第２ステップを３つのステップによって構成すること
により、低温処理ステップで前記第１ステップで注入されたイオンにより基板１に微小な
空洞２を形成することができ、次いで中温処理ステップで注入されたイオンをガスとして
基板１の外へ放出することができ、さらに高温処理ステップで前述のようにイオンが放出
された空洞２を成長、合体させて所望の大きさを有する基板表面にほぼ平行な平板状の空
洞２を形成することができるとともに、前述のように基板表面の平坦性を保持することが
できるため好ましい。
【００６０】
第２ステップを行う際の詳細な条件、例えば、熱処理雰囲気、温度、昇温速度、時間など
については最終的に形成しようとする空洞の大きさ等を考慮して任意に設定することがで
きる。例えば、熱処理雰囲気をＯ2を０．５％含むＡｒ雰囲気とし、低温熱処理ステップ
として４００～６００℃で２時間処理、次いで中温熱処理ステップとして８００～１００
０℃で２時間処理、さらに高温熱処理ステップとして１２００℃から毎分０．０２℃のゆ
っくりとした昇温速度で１３５０℃にしてから５時間処理した場合には、基板表面にほぼ
平行な平板状の空洞を形成することができる。
【００６１】
また、本発明の方法においては、前記高温熱処理ステップを酸素雰囲気で行ってもよい。
酸素雰囲気で高温熱処理ステップを行うことにより、基板１内部に形成された空洞２の内
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側表面３に絶縁性に優れた酸化膜４を形成することができる（図１（ｆ）参照）。
【００６２】
高温熱処理ステップを酸素雰囲気で行う場合においては、高温熱処理ステップを行う時間
すべてにおいて酸素雰囲気とする必要はなく、例えば高温熱処理ステップを５時間行う場
合には、その後半（例えば最後の１時間）だけを酸素雰囲気としてもよい。このように高
温熱処理ステップの最後に酸素雰囲気とするのは、前述したように、高温熱処理ステップ
は基板内に形成された微小な空洞を成長、合体するためのステップであるところ、空洞が
成長や合体をしている最中で酸化膜が形成されてしまうと、その後の空洞の成長や合体を
酸化膜が妨害する場合があるからである。
【００６３】
このように、高温熱処理ステップを酸素雰囲気で行う場合の酸素の量については、本発明
では特に限定されることはなく、形成しようとする酸化膜の膜厚により任意に設定するこ
とができ、酸素の量を多くすることにより基板１内部に形成された空洞２を酸化膜４で満
たすことも可能である（図１（ｆ’）参照）。このようにして製造された、空洞２が酸素
膜４で満たされた基板は、部分的にＳＯＩ構造を有しているといえる。
【００６４】
なお、本発明の半導体基板の製造方法においては、高温熱処理ステップのみならず第２ス
テップの全て（低温熱処理ステップや中温熱処理ステップ）を酸素雰囲気で行うことも可
能である。ここで、低温熱処理ステップや中温熱処理ステップを酸素雰囲気で行うと、前
記酸化膜４の妨害が増大するとも考えられるが、これらのステップでは処理温度が低いた
め、基板中に酸素が入り込むことはほとんどないため、空洞２の内側表面３が酸化される
ことはなく、従って空洞２の成長や合体に悪影響を与えることはない。
【００６５】
［２］半導体装置の製造方法
本発明の半導体装置の製造方法は、半導体装置の製造工程において、上述した半導体基板
の製造方法をその工程中に有するものである。
【００６６】
上述した半導体基板の製造方法は、基板の所望の領域に絶縁性に優れた平板状の空洞（内
側表面に酸化膜を有する空洞、および酸化膜で満たされたもの含む）を、基板表面にほぼ
平行に形成することができるので、こうした半導体基板の製造方法をその一部に有する半
導体製造装置の製造方法によれば、リーク電流を抑えることができ、ＭＯＳトランジスタ
等の半導体超高集積回路の集積度の向上を可能にさせることができる。
【００６７】
（第１実施形態）
図２は、本発明の第１の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【００６８】
図２に示した方法は、前述した本発明の半導体基板の製造方法（図１）により製造された
半導体基板１０を用い（図２（ａ））、半導体基板１０内部に形成された空洞２の上にゲ
ート電極１１、ソース電極１２、ドレイン電極１３、ゲート絶縁膜１４、およびサイドウ
ォール１５、１６をそれぞれ事後的に形成する（図２（ｂ））方法である。
【００６９】
この方法によれば、半導体素子の下に絶縁性に優れた空洞２を有しているため、リーク電
流を抑えることができ、低消費電力・高速動作特性を有する半導体装置を容易に製造する
ことができる。
【００７０】
（第２実施形態）
図３は、本発明の第２の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【００７１】
図３に示した方法は、前記第１実施形態と基本的には同様の方法であるが、基板内部に形
成された空洞と半導体素子との位置関係が第１実施形態と異なる方法であり、前述した本
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発明の半導体の製造方法（図１）において、最終的に形成される空洞２を基板１表面に投
影した場合に、投影された空洞の面積が基板１表面に形成されるゲート電極１１を基板表
面に投影した場合の面積の８０～１００％となるような空洞２が形成された半導体基板１
０を用い（図３（ａ））、この空洞２の上にゲート電極１１を形成し、さらにその周辺に
他の半導体素子を形成する（図３（ｂ））方法である。
【００７２】
この方法によっても、前記第１実施形態で製造された半導体基板と同様の素子特性、およ
び回路特性を有する半導体装置を製造することが可能である。
【００７３】
（第３実施形態）
図４は、本発明の第３の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【００７４】
図４に示した方法は、前述した本発明の半導体基板の製造方法（図１）を行う前の段階で
基板１にＳＴＩ（シャロートレンチアイソレーション）２０を形成しておき（図４（ａ）
）、ＳＴＩ２０が形成された基板１を用いて前述した本発明の半導体基板の製造方法（図
１参照）を行うことにより、ＳＴＩ２０の間に空洞２を形成し（図４（ｂ）および（ｃ）
）、その後、当該空洞２の上に半導体素子を形成する（図４（ｄ））方法である。
【００７５】
この方法によれば、前述の実施形態で製造された半導体基板と同様の素子特性、および回
路特性を有する半導体装置を製造することができるとともに、本発明の半導体基板の製造
方法を行う前の段階で基板に形成されるＳＴＩ２０内部には、空洞２が生じない条件が存
在しているため、本発明の半導体基板の製造方法の第１ステップでマスクＭを用いずに基
板１全体にイオンを照射しても、所望の領域（つまりＳＴＩ２０が形成されていない領域
）に自己整合的に空洞２を形成することができる。なお、この方法を用いる場合には、本
発明の半導体基板の製造方法の第１ステップにおいて注入するイオンの飛程を、基板１に
形成されているＳＴＩ２０の深さより浅く設定する必要がある。
【００７６】
（第４実施形態）
図５は、本発明の第４の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【００７７】
図５に示した方法は、前述した本発明の半導体基板の製造方法（図１）を行う前の段階で
基板１にゲート電極１１とゲート絶縁膜１４を形成しておき（図５（ａ））、ゲート電極
１１とゲート絶縁膜１４が形成された基板１を用いて前述した本発明の半導体基板の製造
方法（図１参照）を行うことにより、ゲート電極とゲート絶縁膜１４が形成されている部
分以外の部分に空洞２を形成し（図５（ｂ）および（ｃ））、その後、当該空洞の上にそ
の他の半導体素子を形成する（図５（ｄ））である。
【００７８】
この方法によれば、前記第３実施形態におけるＳＴＩ２０の役割を半導体素子の一種であ
るゲート電極１１とゲート絶縁膜１４に持たせることができ、自己整合的に空洞２を形成
することができる。この方法は、本発明の半導体基板の製造方法においてマスクＭを用い
る必要がなく、さらに前記第３実施形態のようにＳＴＩ２０を形成する必要もないため、
ＳＯＮ半導体基板を用い、優れた素子特性および回路特性を有する半導体装置を簡便かつ
精密に製造することができる。
【００７９】
なお、図５に示す半導体装置の製造方法においては、ゲート電極１１とゲート絶縁膜１４
のみが形成された基板を用いているが、ゲート電極１１の両側にサイドウォール１５、１
６が形成されている基板１を用いることも可能である（図示せず）。
【００８０】
（第５実施形態）
図６は、本発明の第５の半導体装置の製造方法を示すフロー図であり、前記第４実施形態
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を応用した方法である。
【００８１】
図６に示した方法は、表面に絶縁膜３０を持つ基板３１と、表面に多結晶シリコン３２が
堆積した基板３３とを、絶縁膜３０と多結晶シリコン３２とが接するように貼り合わせる
ことにより形成された積層構造を有する基板３５を用い（図６（ａ）および（ｂ））、さ
らにこの基板３５の絶縁膜３０に近い側の表面（図６（ｂ）における上側面）を研削して
薄膜化する（図６（ｃ））。その後、薄膜化された側の表面に第１のゲート絶縁膜１４お
よび第１のゲート電極１１を形成し（図６（ｄ））、次いで前述した本発明の半導体基板
の製造方法を行うことにより、第１のゲート電極１１が形成されている部分以外の部分に
空洞２を形成し（図６（ｅ）および（ｆ））、最後に、当該空洞２の上にその他の半導体
素子を形成する（図５（ｇ））である。
【００８２】
この方法によれば、多結晶シリコン３２が第２のゲート電極となり、絶縁膜３０が第２の
ゲート絶縁膜の役割を果たし、その結果、いわゆるＷゲート構造を有する半導体装置を容
易に製造することができる。
【００８３】
（第６実施形態）
図７は、本発明の第６の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【００８４】
前記図２～６に示した本発明の半導体装置の製造方法は、個々の半導体素子もしくは半導
体素子の一部分の下に空洞を有する半導体装置の製造方法であるが、本発明の方法はこれ
に限定されるものではなく、回路ブロック毎に空洞を設けたり設けなかったりすることも
できる。
【００８５】
図７に示した方法は、前述した本発明の半導体基板の製造方法（図１）により所望の領域
に空洞２が形成された半導体基板１０を用い（図７（ａ））、基板１内部に形成された空
洞２の上に所定の回路グループ５０を形成し、一方空洞２が形成されていない部分に他の
回路グループ５１を形成する（図７（ｂ））方法である。
【００８６】
この発明は、いわゆるＳＯＣ（Ｓｉ　ｏｎ　ａ　ｃｈｉｐ）に本発明の方法を応用したも
のである。通常ＳＯＣと呼ばれるシステムＬＳＩには、複数の異なる機能を持つ回路領域
が同一基板上に混在する。この際に、ＳＯＮ構造を用いることで性能向上が見込まれる回
路と、通常のＳｉ基板に作成した方が良好な特性を示す回路が混在することも考えられる
。そこで、図７に示したように例えばロジックとＤＲＡＭを混載するＳＯＣの場合には、
ロジック領域にのみＳＯＮ構造を作成することで高速・低消費電力を達成し、ＤＲＡＭ領
域は通常のＳｉ基板を残すことでもれ電流の少ない高い信頼性を得ることを同時に達成で
きる。この際に、本発明の方法によれば、ＳＯＮを作成した領域とそうでない領域で、Ｓ
ｉ基板表面の高さにほとんど差が生じないため、フォトリソグラフィー工程で露光機を使
う際に、焦点深度が浅い場合にも両方に同時に焦点が合うことがメリットとなる。
【００８７】
なお、前述してきた本発明の第１～６実施形態において、ゲート電極１１、ソース電極１
２、ドレイン電極１３、ゲート絶縁膜１４、およびサイドウォール１５、１６等の半導体
素子を形成する方法については、本発明は特に限定することはなく、従来公知の形成方法
を全て用いることができる。また、図２～７に示す半導体基板の空洞の内側表面には酸化
膜が形成されているが、酸化膜が形成されていない空洞、および空洞が酸化膜で満たされ
ているもの（図１（ｆ’）参照）を用いることも当然に可能である。
【００８８】
［３］半導体基板
次に本発明の半導体基板について図面を用いて詳細に説明する。
【００８９】
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図８～ｘは、それぞれ本発明の半導体基板の概略断面図である。そして、これらの半導体
基板は全て、上述した本発明の半導体基板の製造方法（上記［１］）において、イオン注
入条件（例えば、イオン種、加速電圧、ドーズ等）や熱処理条件（例えば、熱処理雰囲気
、温度、昇温速度、時間等）をコントロールすることにより製造することができる。
【００９０】
図８（ａ）に示す本発明の半導体基板８０は、基板８１内部に扁平状の空洞８２を有する
半導体基板であって、この空洞８２の内表面には酸化膜８３が形成されている。そして、
この酸化膜８３は、空洞８２の内表面が基板厚さ方向（図中の矢印参照）と略直行する位
置においては薄く（図中の符号Ｗ１参照）、空洞の内表面が基板の厚さ方向と略並行する
位置においては厚く（図中の符号Ｗ２参照）、形成されていることに特徴を有している。
つまり、本発明の半導体基板８０は、扁平上の空洞８２のいわゆる上面と下面における酸
化膜の厚さＷ１が、空洞８２の両端における酸化膜の厚さＷ２よりも薄いことに特徴を有
している。
【００９１】
空洞８２内表面に形成される酸化膜８３の膜がこのように形成されていることにより、誘
電率を低くすることができ、また基板内部に表面準位が形成されないため好ましい。
【００９２】
このような半導体基板８０を形成する方法としては、前記で説明した本発明の半導体基板
の製造方法を用いることができ、イオン注入条件や熱処理条件をコントロールすることに
より、酸化膜の厚さＷ１、およびＷ２を任意に設定することができる。誘電率を低くし、
基板内部に表面準位が形成されないようにするためには、酸化膜の厚さＷ１、Ｗ２はそれ
ぞれ、１～５０ｎｍ、１００～３００ｎｍの範囲で設定することが好ましい。
【００９３】
図８（ｂ）は、上記図８（ａ）にしめすような空洞を連続して設けた半導体基板の概略断
面図である。空洞が形成される領域をイオン注入条件によってコントロールすることによ
り図８（ｂ）に示すような半導体基板とすることもできる。
【００９４】
図９は、本発明の半導体基板の別の実施の形態を示す概略断面図である。
【００９５】
図９に示す半導体基板９０は、基板９１内部に扁平状の空洞９２を有しており、その内部
に酸化物を主成分とする柱または隔壁９３を有していることに特徴を有している。
【００９６】
このような半導体基板９０も前記で説明した本発明の製造方法を用いて製造することがで
きる。
【００９７】
上記で説明してきた本発明の半導体基板においては、その表面が平坦であり、基板８１、
９１はシリコンを主材料とするものであり、さらに、空洞の内表面に形成された酸化膜８
３や空洞内部に設けられた柱または隔壁９３は、酸化シリコンを主材料とするものである
。
【００９８】
［４］半導体装置
次に本発明の半導体装置について図面を用いて詳細に説明する。
【００９９】
図１０は、本発明の半導体装置の実施の形態を示す概略断面図であり、半導体基板１００
表面の素子分離絶縁膜（例えばＳＴＩ）１０１により区分された領域に半導体素子１０２
を形成した半導体装置１０４であって、前記素子分離絶縁膜１０１により区分された領域
の基板内部には、表面から略一定の深さに扁平状の空洞１０５が形成されており、当該空
洞は、前記素子分離絶縁膜１０１によってその側面を終端されていることに特徴を有して
いる。
【０１００】
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本発明の半導体装置は、前記で説明した本発明の［２］半導体装置の製造方法における（
第３実施形態）（図４参照）によって容易に製造することができる。
【０１０１】
なお、図１０に示す半導体装置の半導体基板１００に形成された空洞１０５の内部には酸
化膜１０６が形成されていてもよい。
【０１０２】
【実施例】
本発明の半導体基板の製造方法、および半導体装置の製造方法について、実施例により具
体的に説明する。
【０１０３】
（実施例１）
実施例１は、本発明の半導体基板の製造方法の実施例である。
【０１０４】
基板としては、シリコン基板を用い、第１ステップにおいて用いるイオンとしてはヘリウ
ムを用いた。第１ステップにおけるヘリウムイオンの注入条件としては、加速電圧を４５
ｋｅＶとし、ドーズを４×１０１７／ｃｍ2とした。
【０１０５】
また、第２ステップにおける熱処理条件としては、熱処理雰囲気をＯ2を０．５％含むＡ
ｒ雰囲気とし、低温熱処理ステップとして４００～６００℃で２時間処理し、次いで中温
熱処理ステップとして８００～１０００℃で２時間処理し、さらに高温熱処理ステップと
して１２００℃から毎分０．０２℃のゆっくりとした昇温速度で１３５０℃にしてから５
時間処理した。
【０１０６】
第１実施例において以下の結果が得られた。
【０１０７】
（１）図１１は、第１実施例で製造した半導体基板の断面写真である。図１１に示す１１
１が基板であり、１１２が空洞であり、１１３が基板表面であり、１１４が酸化膜である
。空洞１１２の大きさと酸化膜１１４の厚さを調整することにより、酸化膜１１４を、空
洞１１２を支える柱のごとく形成することもでき、上記実施の形態で説明した本発明の半
導体基板（図８（ｂ）参照）が製造されていることが分かった。
【０１０８】
（２）低温熱処理ステップ、中温熱処理ステップ、および高温熱処理ステップの各段階に
おける基板内部の構造変化をＴＥＭで観測した結果、図１（ｃ）～（ｆ）にしめすような
構造変化を確認することができた。
【０１０９】
（３）図１０に示すように、最終的に基板内部に形成された空洞は、その高さ（基板の厚
さ方向の空洞の高さ）は約１００ｎｍと均一であり、その幅（基板表面に対して平行方向
の空洞の大きさ）は第１ステップにおいてイオンを注入した領域と同じ幅となった。
【０１１０】
（４）さらに、この空洞の内側表面を詳細に観察したところ、厚さ約５ｎｍの薄い酸化膜
が形成されていることが確認できた。
【０１１１】
（実施例２）
実施例２は、本発明の半導体基板の製造方法の別の実施例である。
【０１１２】
基板としては、シリコン基板を用い、第１ステップにおいて用いるイオンとしてはヘリウ
ムを用いた。第１ステップにおけるヘリウムイオンの注入条件としては、加速電圧を４５
ｋｅＶとし、ドーズを３．５×１０17／ｃｍ2とした。
【０１１３】
また、第２ステップにおける熱処理条件としては、熱処理雰囲気をＯ2を含む酸素雰囲気
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とし、低温熱処理ステップとして４００～６００℃で２時間処理し、次いで中温熱処理ス
テップとして８００～１０００℃で２時間処理し、さらに高温熱処理ステップとして１２
００℃から毎分０．０２℃のゆっくりとした昇温速度で１３５０℃にしてから４時間処理
した。
【０１１４】
第２実施例において以下の結果が得られた。
【０１１５】
（１）低温熱処理ステップ、中温熱処理ステップ、および高温熱処理ステップの各段階に
おける基板内部の構造変化をＴＥＭで観測した結果、図１（ｃ）～（ｆ’）にしめすよう
な構造変化、つまり空洞内部が酸化膜で満たされた構造（部分ＳＯＩ構造）を確認するこ
とができた。
【０１１６】
（２）最終的に基板内部に形成された空洞は、その高さ（基板の厚さ方向の空洞の高さ）
は約２００ｎｍと均一であり、その幅（基板表面に対して平行方向の空洞の大きさ）は第
１ステップにおいてイオンを注入した領域と同じ幅となった。
【０１１７】
（実施例３）
前記実施例１に示したイオン注入条件、および熱処理条件と同様の条件により、様々な空
洞を有する基板を作成し、これらの基板を用いて、前記第１～第６実施形態（図２～６参
照）に示す半導体装置を製造した。なお、ゲート電極、ソース電極およびドレイン電極等
の半導体素子については、従来公知の方法によりそれぞれ形成した。
【０１１８】
製造された半導体装置は何れも、半導体基板の所望の領域に優れた絶縁性を有する空洞を
有しているため、従来のそれに比してリーク電流を抑えることができ、低消費電力・高速
動作特性を有する半導体装置であった。
【０１１９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の半導体基板の製造方法によれば、イオンを注入する第１ス
テップを行うことで、基板の所望の領域に微小空洞を形成することができ、さらに微小空
洞が形成された基板に熱処理をする第２ステップを行うことで、前記第１ステップにより
基板に形成された微小空洞を成長、合体させて基板表面にほぼ平行な平板状の空洞を有す
るＳＯＮ半導体基板を形成することができる。
【０１２０】
そしてさらに、本発明によれば、基板を１０００℃以上の温度に曝すための高温熱処理ス
テップを行うので、第１ステップにおいて形成された微小空洞が成長、合体するのと同時
に、基板そのものも高温に曝されることで軟化しており、その結果、基板内部に空洞が形
成された瞬間においては、空洞が形成された部分の基板表面が盛り上がったとしても、す
ぐに基板表面は平坦に戻ることができる（盛り上がった部分が均される）ので、基板表面
の平坦性を保持しつつＳＯＮ基板を製造することができる。
【０１２１】
また、本発明の半導体装置の製造方法によれば、従来のそれに比してリーク電流を抑える
ことができ、低消費電力・高速動作特性を有する半導体装置を簡便かつ安価に製造するこ
とができる。
【０１２２】
また、本発明の半導体基板、および半導体装置は、低消費電力・高速動作特性を実現する
ことができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の半導体基板の製造方法を示すフロー図である。
【図２】本発明の第１の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【図３】本発明の第２の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
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【図４】本発明の第３の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【図５】本発明の第４の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【図６】本発明の第５の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【図７】本発明の第６の半導体装置の製造方法を示すフロー図である。
【図８】本発明の半導体基板を示す概略断面図である。
【図９】本発明の半導体基板を示す概略断面図である。
【図１０】本発明の半導体装置を示す概略断面図である。
【図１１】本発明の第１実施例で製造した半導体基板の断面写真である。
【図１２】従来技術を示すフロー図である。
【図１３】他の従来技術を示すフロー図である。
【符号の説明】
１、３０、３３、８１、９１、１００、１１１、１２４、１３２…基板
２、８２、９２、１０５、１１２…空洞
３…空洞の内部表面
４、８３、１０６…酸化膜
１０…半導体基板
１１…ゲート電極
１２…ソース電極
１３…ドレイン電極
１４…ゲート絶縁膜
１５、１６…サイドウォール
２０、１０１…ＳＴＩ
３０…絶縁膜
３２…多結晶シリコン
１１３…基板表面
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(17) JP 4277481 B2 2009.6.10

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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