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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板に形成されたｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型
電界効果トランジスタを有する半導体装置の製造方法であって、
　第２の膜を、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極を覆うように形
成する工程と、
　第１の膜を、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極を覆うように形
成する工程とを有し、
　前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｐチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第２の膜によって
、主として、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
圧縮応力が発生しており、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｎチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第１の膜によって
、主として、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
引っ張り応力が発生していることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
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　前記第１の膜および前記第２の膜は自己整合コンタクト用絶縁膜であることを特徴とす
る半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　ゲート絶縁膜、ゲート電極、サイドウォールスペーサ、ソース領域およびドレイン領域
を有し、その動作時に、前記ゲート絶縁膜を介した前記ゲート電極下の半導体基板にチャ
ネルが形成されるチャネル形成領域を有するｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法であって、
（ａ）第１の膜を、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電
型電界効果トランジスタを覆うように形成する工程、
（ｂ）前記（ａ）工程後に、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第１の
膜を残しつつ、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第１の膜を除去する
工程、
（ｃ）第２の膜を、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電
型電界効果トランジスタを覆うように形成する工程、
（ｄ）前記（ｃ）工程後に、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第２の
膜を残しつつ、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第２の膜を除去する
工程、
（ｅ）前記（ａ）～（ｄ）工程後に、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前
記第１の膜上、及び、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第２の膜上に
層間絶縁膜を形成する工程、
（ｆ）前記（ｅ）工程後に、前記層間絶縁膜をエッチングすることで、前記第１の膜をエ
ッチングストッパとして、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタの前記ソース領域
および前記ドレイン領域に接続するための複数の第１コンタクト孔を形成する工程であっ
て、且つ、前記第２の膜をエッチングストッパとして、前記ｐチャネル導電型電界効果ト
ランジスタの前記ソース領域および前記ドレイン領域に接続するための複数の第２コンタ
クト孔を形成する工程、
を有し、
　前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｐチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第２の膜によって
、主として、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
圧縮応力が発生しており、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｎチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第１の膜によって
、主として、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
引っ張り応力が発生していることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　半導体基板に形成されたｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型
電界効果トランジスタを有する半導体装置の製造方法であって、
　第１の膜、および、前記第１の膜上に形成された第３の膜を、前記ｎチャネル導電型電
界効果トランジスタのゲート電極上に、前記ゲート電極を覆うように形成する工程と、
　第２の膜を、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電型電
界効果トランジスタのゲート電極上に、前記ゲート電極を覆うように形成する工程と、
　前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第２の膜を残しつつ、前記第３の
膜をエッチングストッパとして前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第２
の膜を除去する工程とを有し、
　前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｐチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第２の膜によって
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、主として、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
圧縮応力が発生しており、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｎチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第１の膜によって
、主として、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
引っ張り応力が発生していることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の膜および前記第２の膜は自己整合コンタクト用絶縁膜であることを特徴とす
る半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　ゲート絶縁膜、ゲート電極、サイドウォールスペーサ、ソース領域およびドレイン領域
を有し、その動作時に、前記ゲート絶縁膜を介した前記ゲート電極下の半導体基板にチャ
ネルが形成されるチャネル形成領域を有するｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法であって、
（ａ）第１の膜を、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電
型電界効果トランジスタを覆うように形成する工程、
（ｂ）前記（ａ）工程後に、前記第１の膜上に第３の膜を形成する工程、
（ｃ）前記（ｂ）工程後に、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第１の
膜及び前記第３の膜を残しつつ、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第
１の膜及び前記第３の膜を除去する工程、
（ｄ）前記（ｃ）工程後に、第２の膜を、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及
び前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタを覆うように形成する工程、
（ｅ）前記（ｄ）工程後に、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第２の
膜を残しつつ、前記第３の膜をエッチングストッパとして前記ｎチャネル導電型電界効果
トランジスタ上の前記第２の膜を除去する工程、
（ｆ）前記（ｅ）工程後に、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第３の
膜上、及び、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第２の膜上に層間絶縁
膜を形成する工程、
（ｇ）前記（ｆ）工程後に、前記層間絶縁膜をエッチングすることで、前記第１の膜をエ
ッチングストッパとして、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタの前記ソース領域
および前記ドレイン領域に接続するための複数の第１接続孔を形成する工程であって、且
つ、前記第２の膜をエッチングストッパとして、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジ
スタの前記ソース領域および前記ドレイン領域に接続するための複数の第２接続孔を形成
する工程、
を有し、
　前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｐチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第２の膜によって
、主として、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
圧縮応力が発生しており、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｎチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第１の膜によって
、主として、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
引っ張り応力が発生していることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項４～６のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第３の膜は、酸化シリコン膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法。



(4) JP 4597479 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の膜は、窒化シリコン膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２の膜は、窒化シリコン膜であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の膜の膜厚は、前記第２の膜の膜厚よりも厚いことを特徴とする半導体装置の
製造方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の膜及び前記第２の膜は、プラズマＣＶＤ法で形成することを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２の膜の形成時における高周波電力は、前記第１の膜の形成時における高周波電
力よりも高いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１１または１２のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の膜の形成に使用される原料ガスはＳｉＨ４とＮＨ３とＮ２であり、
　前記第２の膜の形成に使用される原料ガスはＳｉＨ４とＮ２であることを特徴とする半
導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１１～１３のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の膜の形成時の温度は、前記第２の膜の形成時の温度よりも高いことを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１１～１４のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の膜の形成時の圧力は、前記第２の膜の形成時の圧力よりも高いことを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の膜は熱ＣＶＤ法で形成し、
　前記第２の膜はプラズマＣＶＤ法で形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電型電界効果トラン
ジスタの前記ゲート電極のゲート長さは、それぞれ０．１μｍ以下であることを特徴とす
る半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　半導体基板に形成されたｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型
電界効果トランジスタを有する半導体装置であって、
　第１の膜が、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極を覆うように形
成されており、
　第２の膜が、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極を覆うように形
成されており、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｎチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第１の膜によって
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、主として、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
引っ張り応力が発生しており、
　前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｐチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第２の膜によって
、主として、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
圧縮応力が発生していることを特徴とする半導体装置。
【請求項１９】
　ゲート絶縁膜、ゲート電極、サイドウォールスペーサ、ソース領域およびドレイン領域
を有し、その動作時に、前記ゲート絶縁膜を介した前記ゲート電極下の半導体基板にチャ
ネルが形成されるチャネル形成領域を有するｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタを含む半導体装置であって、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタを覆うように形成された第１の膜と、
　前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタを覆うように形成された第２の膜と、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ上の前記第１の膜上、及び、前記ｐチャネ
ル導電型電界効果トランジスタ上の前記第２の膜上に形成された層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜および前記第１の膜に形成され、且つ、前記ｎチャネル導電型電界効果
トランジスタの前記ソース領域および前記ドレイン領域に接続する複数の第１コンタクト
孔と、
　前記層間絶縁膜および前記第２の膜に形成され、且つ、前記ｐチャネル導電型電界効果
トランジスタの前記ソース領域および前記ドレイン領域に接続する複数の第２コンタクト
孔と、
を有し、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｎチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第１の膜によって
、主として、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
引っ張り応力が発生しており、
　前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタの動作時に、前記ｐチャネル導電型電界効
果トランジスタのソース領域とドレイン領域との間に流れる電流が増加するように、前記
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域には、前記第２の膜によって
、主として、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極のゲート長方向に
圧縮応力が発生していることを特徴とする半導体装置。
【請求項２０】
　請求項１８または１９のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１の膜は、窒化シリコン膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２１】
　請求項１８～２０のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第２の膜は、窒化シリコン膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２２】
　請求項１９～２１のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１の膜と前記層間絶縁膜との間に、前記第３の膜が形成されていることを特徴と
する半導体装置。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の半導体装置において、
　前記第３の膜は、酸化シリコン膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２４】
　請求項１８～２３のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電型電界効果トラン
ジスタの前記ゲート電極のゲート長さは、それぞれ０．１μｍ以下であることを特徴とす
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る半導体装置。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、半導体装置及びその製造技術に関し、特に、同一基板にｎチャネル導電型ＭＩ
ＳＦＥＴ及びｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴを有する半導体装置及びその製造技術に適用
して有効な技術に関するものである。
背景技術
半導体装置に搭載される電界効果トランジスタとして、ＭＩＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎ
ｓｕｌａｔｏｒ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓ
ｉｓｔｏｒ）と呼称される絶縁ゲート型電界効果トランジスタが知られている。このＭＩ
ＳＦＥＴは、高集積化し易いという特徴を持っていることから、集積回路を構成する回路
素子として広く用いられている。
ＭＩＳＦＥＴは、ｎチャネル導電型及びｐチャネル導電型を問わず、一般的に、チャネル
形成領域、ゲート絶縁膜、ゲート電極、ソース領域及びドレイン領域等を有する構成とな
っている。ゲート絶縁膜は、半導体基板の回路形成面（一主面）の素子形成領域に設けら
れ、例えば酸化シリコン膜で形成されている。ゲート電極は、半導体基板の回路形成面の
素子形成領域上にゲート絶縁膜を介在して設けられ、例えば抵抗値を低減する不純物が導
入された多結晶シリコン膜で形成されている。チャネル形成領域は、ゲート電極と対向す
る半導体基板の領域（ゲート電極直下）に設けられている。ソース領域及びドレイン領域
は、チャネル形成領域のチャネル長方向における両側に設けられた半導体領域（不純物拡
散領域）で形成されている。
なお、ＭＩＳＦＥＴにおいて、ゲート絶縁膜が酸化シリコン膜からなるものは、通常、Ｍ
ＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆ
ｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）と呼ばれている。また、チャネル形成領域とは、ソー
ス領域とドレイン領域とを結ぶ電流通路（チャネル）が形成される領域を言う。
発明の開示
ところで、０．１μｍレベル時代の超微細ＣＭＩＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ＭＩ
Ｓ）プロセスでは、新素材の導入、ＭＩＳＦＥＴの短チャネル効果抑制等の理由から低温
化が進んでいる。これは、素子中にプロセス起因の残留応力を残しやすい。プロセス起因
の残留応力は、半導体基板の回路形成面の表層部、即ちＭＩＳＦＥＴのチャネル形成領域
に働く。
一般的なＣＭＩＳ（相補型ＭＩＳ）プロセスでは、例えば半導体基板の回路形成面上に層
間絶縁膜を形成する場合、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ及びｐチャネル導電型ＭＩＳＦ
ＥＴ上で同一材料を用いてきた結果、同一チップ内においてＭＩＳＦＥＴのチャネル形成
領域に働く応力はほぼ同じであった。また、通常は、プロセス的な工夫により、ｎチャネ
ル導電型ＭＩＳＦＥＴ及びｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのチャネル形成領域に働く応力
の低減化を図ってきた。
また、チャネル形成領域の応力に対するトランジスタ特性の変化については、ドレイン電
流（Ｉｄ）が流れる方向（ゲート長方向）と同じ向きに応力をかけた場合、
（１）ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電流は、圧縮応力で減少し、引っ張り応
力で増加すること、
（２）ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電流は、圧縮応力で増加し、引っ張り応
力で減少することが知られている。
しかし、その変化は高々数％以下であった（文献：ＩＥＥＥ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ
ＯＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＮ　ＤＥＶＩＣＥＳ．ＶＯＬ．３８．ＮＯ．４．ＡＰＲＩＬ　１９
９１　ｐ８９８～ｐ９００参照）。これは、例えばゲート長寸法が１μｍのような長寸法
のプロセス世代では、十分高温長時間のアニールがなされていたことにもよる。
本発明者等は、前述の技術を検討した結果、以下の問題点を見出した。
ＭＩＳＦＥＴのゲート長を０．１μｍ付近まで微細化し、プロセスを低温化すると、残留
応力が増大し、チャネル形成領域の応力によるトランジスタ特性への影響がとても大きく



(7) JP 4597479 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

なることがわかった。
例えば、ＭＩＳＦＥＴの形成後に層間絶縁膜を兼ねたセルファラインコンタトク用のプラ
ズマＣＶＤ窒化膜（プラズマＣＶＤ法によって形成される窒化膜）の形成条件を変えると
、膜中の応力が圧縮方向から引っ張り方向へと大きく変化し、これに応じてＭＩＳＦＥＴ
のトランジスタ特性も大きく変化することがわかった。これを第２図のドレイン電流の層
間絶縁膜応力依存性に示す。但し、図中の応力の値は、ＭＩＳＦＥＴのチャネル形成領域
の内部応力を現すものではなく、層間絶縁膜を被膜した後のウェーハの反りから換算して
求めた層間絶縁膜自身の値である。
応力による影響は、前述の文献と同じ傾向であるが、その大きさが±１０～２０％と一桁
以上大きくなっている。更に、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴとｐチャネル導電型ＭＩＳ
ＦＥＴとでは、膜の応力に応じてドレイン電流の増減が明らかに逆の方向を示す。
従って、層間絶縁膜等の形成条件を変えて内部応力の大きさが変わると、ｎチャネル導電
型ＭＩＳＦＥＥＴ及びｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電流が相反する動きを示
し、両素子のドレイン電流を同時に向上できないという問題があった。
また、更に、０．１μｍレベル以降では、この応力によるドレイン電流の変動が±１０～
２０％以上にもなり、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴとｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴと
のドレイン電流のバランスが変化するという問題があった。　本発明の目的は、ｎチャネ
ル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電界効果トランジスタの電流駆動能
力の向上を図ることが可能な技術を提供することにある。
本発明の他の目的は、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電界
効果トランジスタのうち、一方のトランジスタの電流駆動能力の低下を抑制し、他方のト
ランジスタの電流駆動能力の向上を図ることが可能な技術を提供することにある。
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によっ
て明らかになるであろう。
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のと
おりである。
（１）半導体基板の一主面の第１の領域にチャネル形成領域が構成されたｎチャネル導電
型電界効果トランジスタと、前記半導体基板の一主面の第１の領域と異なる第２の領域に
チャネル形成領域が構成されたｐチャネル導電型電界効果トランジスタとを有する半導体
装置であって、
前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に発生する内部応力は引
っ張り応力であり、
前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に発生する内部応力は圧
縮応力である。
（２）半導体基板の一主面の第１の領域にチャネル形成領域が構成されたｎチャネル導電
型電界効果トランジスタと、前記半導体基板の一主面の第１の領域と異なる第２の領域に
チャネル形成領域が構成されたｐチャネル導電型電界効果トランジスタとを有する半導体
装置であって、
前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電型電界効果トランジ
スタのチャネル形成領域に発生する内部応力が圧縮応力の場合、前記ｐチャネル導電型電
界効果トランジスタのチャネル形成領域に発生する圧縮応力の方が前記ｎチャネル導電型
電界効果トランジスタのチャネル形成領域に発生する圧縮応力よりも大きい。
（３）半導体基板の一主面の第１の領域にチャネル形成領域が構成されたｎチャネル導電
型電界効果トランジスタと、前記半導体基板の一主面の第１の領域と異なる第２の領域に
チャネル形成領域が構成されたｐチャネル導電型電界効果トランジスタとを有する半導体
装置であって、
前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電型電界効果トランジ
スタのチャネル形成領域に発生する内部応力が引っ張り応力の場合、前記ｎチャネル導電
型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に発生する引っ張り応力の方が前記ｐチャネ
ル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に発生する引っ張り応力よりも大きい
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。
（４）半導体基板の一主面の第１の領域にチャネル形成領域が構成されたｎチャネル導電
型電界効果トランジスタと、前記半導体基板の一主面の第１の領域と異なる第２の領域に
チャネル形成領域が構成されたｐチャネル導電型電界効果トランジスタとを有する半導体
装置であって、
前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に引っ張り応力を発生さ
せる膜、及び前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に圧縮応力
を発生させる膜のうち、少なくとも一方の膜を有する。
（５）前記手段（４）に記載の半導体装置において、
前記膜は窒化シリコン系の膜である。窒化シリコン系の膜としては、ＬＰ－ＣＶＤ（Ｌｏ
ｗ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ－Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：減圧気
相化学成長）法で被膜された窒化シリコン（例えばＳｉ３Ｎ４）膜、プラズマＣＶＤ法で
被膜された窒化シリコン（例えばＳｉ３Ｎ４）膜、及び枚葉熱ＣＶＤ法で被膜された窒化
シリコン（例えばＳｉ３Ｎ４）膜等である。
（６）前記手段（４）に記載の半導体装置において、
前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に引っ張り応力を発生さ
せる膜は、前記半導体基板の一主面上に前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタを覆
うようにして形成された膜であり、
前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に圧縮応力を発生させる
膜は、前記半導体基板の一主面上に前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタを覆うよ
うにして形成された膜である。
（７）前記手段（４）に記載の半導体装置において、
前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に引っ張り応力を発生さ
せる膜は、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極、又は前記ゲート電
極の側壁に形成されたサイドウォールスペーサであり、
前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に圧縮応力を発生させる
膜は、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのゲート電極、又は前記ゲート電極の
側壁に形成されたサイドウォールスペーサである。
（８）半導体基板の一主面の第１の領域にチャネル形成領域が構成されたｎチャネル導電
型電界効果トランジスタと、前記半導体基板の一主面の第１の領域と異なる第２の領域に
チャネル形成領域が構成されたｐチャネル導電型電界効果トランジスタとを有する半導体
装置の製造方法であって、
前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電型電界効果トランジ
スタを形成した後、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に引
っ張り応力を発生させる膜、及び前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル
形成領域に圧縮応力を発生させる膜のうち、少なくとも一方の膜を形成する工程を含む。
（９）前記手段（８）に記載の半導体装置の製造方法において、
前記膜は窒化シリコン系の膜である。
（１０）半導体基板の一主面の第１の領域にチャネル形成領域が構成されたｎチャネル導
電型電界効果トランジスタと、前記半導体基板の一主面の第１の領域と異なる第２の領域
にチャネル形成領域が構成されたｐチャネル導電型電界効果トランジスタとを有する半導
体装置の製造方法であって、
前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電型電界効果トランジ
スタを形成する工程と、
前記半導体基板の一主面の第１の領域上及び第２の領域上に、前記ｐチャネル導電型電界
効果トランジスタのチャネル形成領域に圧縮応力を発生させる絶縁膜を形成する工程と、
前記半導体基板の一主面の第２の領域上における前記絶縁膜に不純物を選択的に導入して
、前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に発生する圧縮応力を
緩和する工程とを含む。
（１１）半導体基板の一主面の第１の領域にチャネル形成領域が構成されたｎチャネル導
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電型電界効果トランジスタと、前記半導体基板の一主面の第１の領域と異なる第２の領域
にチャネル形成領域が構成されたｐチャネル導電型電界効果トランジスタとを有する半導
体装置の製造方法であって、
前記ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及び前記ｐチャネル導電型電界効果トランジ
スタを形成する工程と、
前記半導体基板の一主面の第１の領域上及び第２の領域上に、前記ｎチャネル導電型電界
効果トランジスタのチャネル形成領域に引っ張り応力を発生させる絶縁膜を形成する工程
と、
前記半導体基板の一主面の第１の領域上における前記絶縁膜に不純物を選択的に導入して
、前記ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に発生する引っ張り応
力を緩和する工程とを含む。
本発明のポイント部分の構成を以下に説明する。
本発明のポイントは、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｎチャネル導電型電界
効果トランジスタの各々のチャネル形成領域に働く応力の向き、或いは大きさを、各々の
ドレイン電流が増加する方向に制御することである。例えば以下のようにする。
１）ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に対して引っ張り応力、
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に対して圧縮応力が働くよう
に、半導体基板の一主面上に形成される膜の材料をｎチャネル導電型電界効果トランジス
タ及びｐチャネル導電型電界効果トランジスタで変更する。
２）圧縮応力がｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電界効果ト
ランジスタのチャネル形成領域に働く場合には、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ
のチャネル形成領域に働く圧縮応力がｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル
形成領域に働く圧縮応力よりも小さくなるように、半導体基板の一主面上に形成される膜
の材料を変える。
３）引っ張り応力がｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電界効
果トランジスタのチャネル形成領域に働く場合には、ｐチャネル導電型電界効果トランジ
スタのチャネル形成領域に働く引っ張り応力がｎチャネル導電型電界効果トランジスタの
チャネル形成領域に働く引っ張り応力よりも小さくなるように、半導体基板の一主面上に
形成される膜の材料を変える。
上述した手段によれば、通常のプロセスで形成されたｎチャネル導電型電界効果トランジ
スタ及びｐチャネル導電型電界効果トランジスタよりも、ｎチャネル導電型電界効果トラ
ンジスタ及びｐチャネル導電型電界効果トランジスタのドレイン電流を両方同時に増加す
ることができる。また、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタとｐチャネル導電型電界
効果トランジスタとのドレイン電流比をある程度自由に設定することができる。
即ち、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に引っ張り応力、ｐチ
ャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域に圧縮応力が別々に与えられる結
果、第２図のように、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電界
効果トランジスタの各チャネル形成領域に働く応力の大きさに応じて、ｎチャネル導電型
電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電界効果トランジスタで共にドレイン電流が
増加する。
また、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電界効果トランジス
タのチャネル形成領域に働く応力を個別に制御できるため、ｎチャネル導電型電界効果ト
ランジスタとｐチャネル導電型電界効果トランジスタとのドレイン電流比を自由に制御で
きる。
なお、ここでいくつかの用語について定義する。
電界効果トランジスタのチャネル形成領域に働く引っ張り応力とは、チャネル形成領域が
シリコン（Ｓｉ）の場合、Ｓｉの格子定数が平衡状態より大きくなる応力を言う。
電界効果トランジスタのチャネル形成領域に働く圧縮応力とは、チャネル形成領域がシリ
コン（Ｓｉ）の場合、Ｓｉの格子定数が平衡状態より小さくなる応力を言う。
膜がもつ引っ張り応力とは、電界効果トランジスタのチャネル形成領域に引っ張り応力を
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発生させる応力を言う。
膜がもつ圧縮応力とは、電界効果トランジスタのチャネル形成領域に圧縮応力を発生させ
る応力を言う。
従って、本発明の主旨は、チャネル形成領域におけるシリコン原子の原子間距離が、ｎチ
ャネル導電型電界効果トランジスタとｐチャネル導電型電界効果トランジスタとで異なっ
ている、言い換えると歪みの大きさが異なっていること、更にはシリコン原子間距離が、
ｐチャネル導電型電界効果トランジスタのチャネル形成領域よりも、ｎチャネル導電型電
界効果トランジスタのチャネル形成領域で大きいことを意味している。
発明を実施するための最良の形態
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、発明の実施の形態を
説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの
説明は省略する。
（実施形態１）
本実施形態１では、電源電圧が１～１．５Ｖ、ゲート長が０．１～０．１４μｍ程度の相
補型ＭＩＳＦＥＴを有する半導体装置に本発明を適用した例について説明する。
第１図は本発明の実施形態１である半導体装置の概略構成を示す模式的断面図であり、第
２図は電流駆動能力と膜応力との関係を示す特性図であり、第３図は第１図の半導体装置
を製造するプロセスフロー（（ａ），（ｂ）及び（ｃ）は模式的断面図）である。第１図
及び第３図において、向かって左側がｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴであり、右側がｐチ
ャネル導電型ＭＩＳＦＥＴである。
第１図に示すように、本実施形態の半導体装置は、半導体基板として例えば単結晶シリコ
ンからなるｐ型シリコン基板１を主体に構成されている。ｐ型シリコン基板１の回路形成
面（一主面）は第１の素子形成領域及び第２の素子形成領域を有し、この第１の素子形成
領域及び第２の素子形成領域は素子間絶縁分離領域である例えば浅溝アイソレーション（
ＳＧＩ：Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｇｒｏｏｖｅ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）領域４によって互いに区
画されている。第１の素子形成領域にはｐ型ウエル領域２及びｎチャネル導電型ＭＩＳＦ
ＥＴが形成され、第２の素子形成領域にはｎ型ウエル領域３及びｐチャネル導電型ＭＩＳ
ＦＥＴが形成されている。浅溝アイソレーション領域４は、ｐ型シリコン基板１の回路形
成面に浅溝を形成し、その後、浅溝の内部に絶縁膜（例えば酸化シリコン膜）を選択的に
埋め込むことによって形成される。
ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴは、主に、チャネル形成領域、ゲート絶縁膜５、ゲート電
極６、サイドウォールスペーサ９、ソース領域及びドレイン領域を有する構成となってい
る。ソース領域及びドレイン領域は、ｎ型半導体領域（エクステンション領域）７及びｎ
型半導体領域１０を有する構成となっている。ｎ型半導体領域７はゲート電極６に対して
自己整合で形成され、ｎ型半導体領域１０はゲート電極６の側壁に設けられたサイドウォ
ールスペーサ９に対して自己整合で形成されている。ｎ型半導体領域１０はｎ型半導体領
域７よりも高い不純物濃度で形成されている。
ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴは、主に、チャネル形成領域、ゲート絶縁膜５、ゲート電
極６、サイドウォールスペーサ９、ソース領域及びドレイン領域を有する構成となってい
る。ソース領域及びドレイン領域は、ｐ型半導体領域（エクステンション領域）８及びｐ
型半導体領域１１を有する構成となっている。ｐ型半導体領域８はゲート電極６に対して
自己整合で形成され、ｐ型半導体領域１１はゲート電極６の側壁に設けられたサイドウォ
ールスペーサ９に対して自己整合で形成されている。ｐ型半導体領域１１はｐ型半導体領
域８よりも高い不純物濃度で形成されている。
ゲート電極６、ｎ型半導体領域１０、ｐ型半導体領域１１の夫々の表面には、低抵抗化を
図るためのシリサイド層（金属・半導体反応層）１２が形成されている。ｐ型シリコン基
板１の回路形成面上には、例えば酸化シリコン膜からなる層間絶縁膜１５が形成されてい
る。
ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴと層間絶縁膜１５との間には、ｐ型シリコン基板１の回路
形成面に引っ張り応力を発生させる膜として第１の窒化膜である例えば窒化シリコン膜１
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３が形成されている。ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴと層間絶縁膜１５との間には、ｐ型
シリコン基板１の回路形成面に圧縮応力を発生させる膜として第２の窒化膜である例えば
窒化シリコン膜１４が形成されている。本実施形態において、窒化シリコン膜１３はｐ型
シリコン基板１の回路形成面上にｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴを覆うようにして選択的
に形成され、窒化シリコン膜１４はｐ型シリコン基板１の回路形成面上にｐチャネル導電
型ＭＩＳＦＥＴを覆うようにして選択的に形成されている。
窒化シリコン膜１３及び１４は、例えばプラズマＣＶＤ法によって形成されている。この
窒化シリコン膜１３及び１４は、その形成条件（反応ガス、圧力、温度、高周波電力等）
を変えることで、ｐ型シリコン基板１の回路形成面に発生させる応力を制御することが可
能である。本実施形態において、窒化シリコン膜１３は、例えば膜形成時の高周波電力を
３００～４００Ｗと低電力化して、ｐ型シリコン基板１の回路形成面に発生させる応力を
引っ張り方向に制御したものである。窒化シリコン膜１４は、例えば膜形成時の高周波電
力を６００～７００Ｗと高電力化して、ｐ型シリコン基板１の回路形成面に発生させる応
力を圧縮方向に制御したものである。
このようにして形成された窒化シリコン膜１３には＋７００～＋８００ＭＰａ程度の引っ
張り応力が存在し、窒化シリコン膜１４には－９００～－１０００ＭＰａ程度の圧縮応力
が存在するため、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのチャネル形成領域には引っ張り応力が
発生し、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのチャネル形成領域には圧縮応力が発生する。こ
の結果、第２図に示すように、窒化シリコン膜１３及び１４を被膜していない場合と比較
して、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電流は１０～１５％向上し、ｐチャネル
導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電流は１５～２０％向上した。なお、これらの応力は、前
述のように、主として、チャネル形成領域のドレイン電流（Ｉｄ）が流れる方向（ゲート
長方向）と同じ向きにかかる。
次に、本実施形態１の半導体装置の製造方法を第３図を用いて説明する。
まず、比抵抗１０Ωｃｍを有する単結晶シリコンからなるｐ型シリコン基板１（以下、単
にｐ型基板と呼ぶ）を準備し、その後、ｐ型基板１の回路形成面にｐ型ウエル領域２及び
ｎ型ウエル領域３を選択的に形成する。
次に、ｐ型基板１の回路形成面に、第１の素子形成領域及び第２の素子形成領域（活性領
域）を区画する素子間分離領域として、浅溝アイソレーション領域４を形成する。この浅
溝アイソレーション領域４は、ｐ型基板１の回路形成面に浅溝（例えば３００［ｎｍ］程
度の深さの溝）を形成し、その後、ｐ型基板１の回路形成面上に例えば酸化シリコン膜か
らなる絶縁膜をＣＶＤ法で形成し、その後、絶縁膜が浅溝の内部のみ残るようにＣＭＰ（
化学的機械研磨：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）法で
平坦化することによって形成される。
次に、熱処理を施してｐ型基板１の回路形成面の素子形成領域に例えば厚さが２～３ｎｍ
程度の酸化シリコン膜からなるゲート絶縁膜５を形成し、その後、ｐ型基板１の回路形成
面上の全面に例えば１５０～２００ｎｍ程度の厚さの多結晶シリコン膜をＣＶＤ法で形成
し、その後、多結晶シリコン膜にパターンニングを施してゲート電極６を形成する。多結
晶シリコン膜には、抵抗値を低減する不純物がその堆積中又は堆積後に導入される。
次に、ゲート電極６が形成されていないｐ型ウエル領域２の部分に不純物として例えば砒
素（Ａｓ）をイオン打込み法で選択的に導入して一対のｎ型半導体領域（エクステンショ
ン領域）７を形成し、その後、ゲート電極６が形成されていないｎ型ウエル領域３の部分
に不純物として例えば二フッ化ボロン（ＢＦ２）をイオン打込み法で選択的に導入して一
対のｐ型半導体領域（エクステンション領域）８を形成する。ｎ型半導体領域７の形成は
、ｐＭＩＳ形成領域をフォトレジストマスクで覆った状態で行なう。また、ｐ型半導体領
域８の形成は、ｎＭＩＳ形成領域をフォトレジストマスクで覆った状態で行なう。砒素の
導入は、加速エネルギー１～５ＫｅＶ、ドーズ量１～２×１０１５／ｃｍ２の条件で行な
う。また、二フッ化ボロンの導入は、加速エネルギー１～５ＫｅＶ、ドーズ量１～２×１
０１５／ｃｍ２の条件で行なう。ここまでの工程を第３図（ａ）に示す。
次に、第３図（ｂ）に示すように、ゲート電極６の側壁に例えばゲート長方向の膜厚が５



(12) JP 4597479 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

０～７０ｎｍ程度のサイドウォールスペーサ９を形成する。サイドウォールスペーサ９は
、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に例えば酸化シリコン膜又は窒化シリコン膜からなる
絶縁膜をＣＶＤ法で形成し、その後、絶縁膜にＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔ
ｃｈｉｎｇ）等の異方性エッチングを施すことによって形成される。
次に、ゲート電極６及びサイドウォールスペーサ９が形成されていないｐ型ウエル領域２
の部分に不純物として例えば砒素（Ａｓ）をイオン打込み法で選択的に導入して一対のｎ
型半導体領域１０を形成し、その後、ゲート電極６及びサイドウォールスペーサ９が形成
されていないｎ型ウエル領域３の部分に不純物として例えば二フッ化ボロン（ＢＦ２）を
イオン打込み法で選択的に導入して一対のｐ型半導体領域１１を形成する。ｎ型半導体領
域１０の形成は、ｐＭＩＳ形成領域をフォトレジストマスクで覆った状態で行なう。また
、ｐ型半導体領域１１の形成は、ｎＭＩＳ形成領域をフォトレジストマスクで覆った状態
で行なう。砒素の導入は、加速エネルギー３５～４５ＫｅＶ、ドーズ量２～４×１０１５

／ｃｍ２の条件で行なう。また、二フッ化ボロンの導入は、加速エネルギー４０～５０Ｋ
ｅＶ、ドーズ量２～４×１０１５／ｃｍ２の条件で行なう。
この工程において、ｎ型半導体領域７及びｎ型半導体領域１０からなるソース領域及びド
レイン領域が形成される。また、ｐ型半導体領域８及びｐ型半導体領域１１からなるソー
ス領域及びドレイン領域が形成される。
次に、自然酸化膜等を除去してゲート電極６及び半導体領域（１０，１１）の表面を露出
させた後、これらの表面上を含むｐ型基板１の回路形成面上の全面に高融点金属膜として
例えばコバルト（Ｃｏ）膜をスパッタ法で形成し、その後、熱処理を施し、ゲート電極６
のシリコン（Ｓｉ）とコバルト膜のＣｏとを反応させてゲート電極６の表面にシリサイド
（ＣｏＳｉｘ）層１２を形成すると共に、半導体領域（１０，１１）のＳｉとコバルト膜
のＣｏとを反応させて半導体領域の表面にシリサイド（ＣｏＳｉｘ）層１２を形成し、そ
の後、シリサイド層１２が形成された領域以外の未反応のコバルト膜を選択的に除去し、
その後、熱処理を施してシリサイド層１２を活性化する。
次に、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に、絶縁膜として例えば１００～１２０ｎｍ程度
の厚さの窒化シリコン膜１３をプラズマＣＶＤ法で形成する。窒化シリコン膜１３の形成
は、例えば高周波電力３５０～４００Ｗ、或いはチャンバー内圧力３００～３５０Ｔｏｒ
ｒの条件で行なう。
次に、フォトエッチング技術を用いて窒化シリコン膜１３にパターンニングを施し、第３
図（ｃ）に示すように、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴを選択的に覆う窒化シリコン膜１
３を形成する。即ち、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上における窒化シリコン膜１３は除
去する。このようにして形成された窒化シリコン膜１３は、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥ
Ｔのチャネル形成領域に選択的に引っ張り応力を発生させることができる。
次に、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に、絶縁膜として例えば１００ｎｍ程度の厚さの
窒化シリコン膜１４をプラズマＣＶＤ法で形成する。窒化シリコン膜１４の形成は、例え
ば高周波電力６００～７００Ｗ、或いはチャンバー内圧力５～１０Ｔｏｒｒの条件で行な
う。
次に、フォトエッチング技術を用いて窒化シリコン膜１４にパターンニングを施し、第３
図（ｃ）に示すように、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴを選択的に覆う窒化シリコン膜１
４を形成する。即ち、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上における窒化シリコン膜１４は除
去する。このようにして形成された窒化シリコン膜１４は、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥ
Ｔのチャネル形成領域に選択的に圧縮応力を発生させることができる。
次に、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に例えば酸化シリコン膜からなる層間絶縁膜１５
をプラズマＣＶＤ法で形成し、その後、層間絶縁膜１５の表面をＣＭＰ法で平坦化する。
この後は、公知の技術でコンタクト孔、メタル配線層を形成して完成する。
窒化シリコン膜１３及び１４の加工方法については、等方性ドライエッチング、或いはウ
エットエッチングを使用する。異方性ドライエッチングの場合には、ゲート段差部に窒化
シリコン膜が残り、応力の効果が多少弱まるが、これでも良い。
本実施形態１では、ゲート電極６に直接接する窒化シリコン膜で応力を制御しているため
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、最も効率が良い。特に、ソース領域及びドレイン領域の不純物活性化等の高温熱処理が
完了した後に応力制御用の窒化シリコン膜を形成するため、膜応力をほぼそのまま残存で
きる。更に、電流駆動能力向上と共に、広いアイソレーション領域等における窒化シリコ
ン膜を除去できるため、アイソレーション領域における寄生容量を低減できる。窒化シリ
コン膜は酸化シリコン膜と比較して誘電率が高い。
なお、本実施形態１においては、窒化シリコン膜１４を省略しても良い。むろん、ｐチャ
ネル導電型ＭＩＳＦＥＴの電流駆動能力向上の効果は小さくなるが、その分製造工程を簡
略化することができる。また、窒化シリコン膜１３は枚葉熱ＣＶＤ法で形成しても良いし
、窒化シリコン膜１３及び１４共に圧縮応力或いは引っ張り応力が発生するようにし、そ
の大きさが異なるだけでも良い。
要するに、本実施形態１のポイントは、ｎチャネル導電型及びｐチャネル導電型ＭＩＳＦ
ＥＴにおいて少なくとも一方のチャネル形成領域に発生する応力の向き、大きさをドレイ
ン電流が増加する方向に変えることである。
また、本実施形態１において、窒化シリコン膜１３の厚さを厚めに設定すると、窒化シリ
コン膜１４の加工時のオーバーエッチングによる膜減を防げる。なお、両膜の厚さは何ら
規定されるものではない。
更に、窒化シリコン膜の形成方法を変えて膜応力を変える方法としては、前記実施形態の
高周波電力を変える方法の他に、下記の方法があげられる。
１）原料ガスを変える方法として、窒化シリコン膜１３の形成にはＳｉＨ４とＮＨ３とＮ

２を使用し、窒化シリコン膜１４の形成にはＮＨ３を除いてＳｉＨ４とＮ２を使用する、
２）形成温度を変える方法として、窒化シリコン膜１４の形成時よりも、窒化シリコン膜
１３の形成時の温度を高くする、
３）圧力を変える方法として、窒化シリコン膜１４の形成時よりも、窒化シリコン膜１３
の形成時の圧力を高くする、
などである。むろん、前記いずれの組み合わせを複合させてもよい。要はいかに窒化シリ
コン膜１３を引っ張り応力側に、窒化シリコン膜１４を圧縮応力側にするかが重要である
。
また、枚葉熱ＣＶＤ法を用いた窒化膜の形成方法としては、膜形成時の圧力を下げるほど
、また温度を高くするほど膜応力を引っ張り側にでき、窒化シリコン膜１３に好適である
。
（実施形態２）
本実施形態２は、前記実施形態１の製造工程を簡略化することを狙ったものである。第４
図は、本発明の実施形態２の半導体装置を製造するプロセスフロー（（ａ），（ｂ），（
ｃ）及び（ｄ）は模式的断面図）である。
第４図（ａ）に示すように、前記実施形態１と同様のプロセスで、ｎチャネル導電型及び
ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ及びシリサイド層１２を形成する。
次に、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に、絶縁膜として例えば１００～１２０ｎｍ程度
の厚さの窒化シリコン膜１３をプラズマＣＶＤ法で形成する。窒化シリコン膜１３の形成
は、例えば高周波電力３５０～４００Ｗの条件で行なう。
次に、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に、絶縁膜として酸化シリコン膜１３Ａを形成す
る。この酸化シリコン膜１３Ａは、例えばＰ－ＴＥＯＳ或いはＯ３－ＴＥＯＳ酸化膜であ
る。
次に、フォトエッチング技術を用いて酸化シリコン膜１３Ａ及び窒化シリコン膜１３に順
次パターンニングを施し、第４図（ｂ）に示すように、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴを
選択的に覆う窒化シリコン膜１３及び酸化シリコン膜１３Ａを形成する。即ち、ｐチャネ
ル導電型ＭＩＳＦＥＴ上における窒化シリコン膜１３及び酸化シリコン膜１３Ａは除去す
る。このようにして形成された窒化シリコン膜１３は、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴの
チャネル形成領域に選択的に引っ張り応力を発生させることができる。
次に、第４図（ｃ）に示すように、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に、絶縁膜として例
えば１００ｎｍ程度の厚さの窒化シリコン膜１４をプラズマＣＶＤ法で形成する。窒化シ
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リコン膜１４の形成は、例えば高周波電力６００～７００Ｗの条件で行なう。
次に、フォトエッチング技術を用いて窒化シリコン膜１４にパターンニングを施し、第４
図（ｄ）に示すように、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴを選択的に覆う窒化シリコン膜１
４を形成する。即ち、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上における窒化シリコン膜１４は除
去する。このようにして形成された窒化シリコン膜１４は、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥ
Ｔのチャネル形成領域に選択的に圧縮応力を発生させることができる。この工程において
、酸化シリコン膜１３Ａが窒化シリコン膜１４の加工時のエッチングストッパーとなって
いる。即ち、窒化シリコン膜１４の加工時のオーバーエッチングによる窒化シリコン膜１
３の薄膜化を抑制することができる。
次に、第４図（ｄ）に示すように、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に例えば酸化シリコ
ン膜からなる層間絶縁膜１５をプラズマＣＶＤ法で形成し、その後、層間絶縁膜１５の表
面をＣＭＰ法で平坦化する。この後は、公知の技術でコンタクト孔、メタル配線層を形成
して完成する。
本実施形態２によれば、前述の実施形態１の効果に加えて、窒化シリコン膜１４の加工の
制御性を大きく向上できる。この結果、窒化シリコン膜１３及び１４の膜厚を均一、かつ
薄膜にできる。
（実施形態３）
本実施形態３では、電源電圧が１～１．５Ｖ、ゲート長が０．１～０．１４μｍ程度の相
補型ＭＩＳＦＥＴを有する半導体装置に本発明を適用した例について説明する。
本実施形態３は、前記実施形態１の製造工程を簡略化することを狙ったものである。第５
図は、本発明の実施形態３の半導体装置を製造するプロセスフロー（（ａ），（ｂ）及び
（ｃ）は模式的断面図）である。第５図において、向かって左側がｎチャネル導電型ＭＩ
ＳＦＥＴであり、右側がｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴである。
第５図（ａ）に示すように、前記実施形態１と同様のプロセスで、ｎチャネル導電型及び
ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ及びシリサイド層１２を形成した後、ｐ型基板１の回路形
成面上の全面に、絶縁膜としてｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのチャネル形成領域に圧縮
応力を発生させる窒化シリコン膜１６をプラズマＣＶＤ法で形成する。窒化シリコン膜１
６の形成は、例えば高周波電力３５０～４００Ｗの条件で行なう。
次に、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上を覆い、かつｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上に
開口を有するレジスト膜Ｒをｐ型基板１の回路形成面上に形成し、その後、第５図（ｂ）
に示すように、レジスト膜Ｒを不純物導入用マスクとして使用して、レジスト膜Ｒから露
出する窒化シリコン膜１６中に、Ａｒ、Ｇｅ、Ｓｉ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｉｎ、ＢＦ２等の不純
物をイオン打込み法で導入する。なお、図中の符号１７は、これらの不純物が導入された
窒化シリコン膜である。
次に、レジスト膜Ｒを除去し、その後、第５図（ｃ）に示すように、ｐ型基板１の回路形
成面上の全面に例えば酸化シリコン膜からなる層間絶縁膜１５をプラズマＣＶＤ法で形成
し、その後、層間絶縁膜１５の表面をＣＭＰ法で平坦化する。この後は、公知の技術でコ
ンタクト孔、メタル配線層を形成して完成する。
このようにして得られたｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上の窒化シリコン膜１６は、－８
００～－１０００ＭＰａの圧縮応力を有し、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのチャネル形
成領域に圧縮応力を発生させる。一方、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上の窒化シリコン
膜１７の応力は著しく緩和され、ほぼゼロの状態になっている。即ち、ｎチャネル導電型
ＭＩＳＦＥＴのチャネル形成領域における圧縮応力は緩和されている。この結果、窒化シ
リコン膜１６を被膜していない場合と比較して、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイ
ン電流は１５～２０％向上した。この時、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電流
は、高圧縮応力の窒化シリコン膜１６を適用したにもかかわらず、ほとんど低下していな
い。
これは、イオン注入の衝撃により窒化シリコン膜１６中の結晶性が破壊されたことによる
ものである。従って、窒化シリコン膜の断面を観察すると明らかに破壊された跡が残って
いる。なお、本実施形態では不純物をｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上の窒化シリコン膜
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のみに導入したが、明確な緩和効果に差があれば、不純物自身は、ｎ、ｐチャネル導電型
ＭＩＳＦＥＴ上の両方にあってもよい。但し、このときはｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ
上の窒化シリコン膜中の不純物量が大きい、或いはイオン注入によって破壊された領域が
大きいことが必要である。また、この破壊領域の大きさ、つまり応力緩和効果は、導入す
る不純物の濃度だけでなく、エネルギーの大きさに大きく左右される。例えば本実施形態
では、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上の窒化シリコン膜中に導入される不純物のエネル
ギーが、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上の窒化シリコン膜中に導入される不純物のエネ
ルギーよりも大きいだけでも同様の効果を得ることができる。なお、導入された不純物の
大部分は窒化シリコン膜１６中に存在していることが望ましい。これは、イオン注入の損
傷が下部のＭＩＳＦＥＴに悪影響を与える場合があるからである。
また、本実施形態では窒化シリコン膜１６の被膜と、選択的イオン注入工程後、素子が完
成するまでの間の熱処理工程は、７００℃が最高温度であった。この程度の比較的低温の
熱処理であれば、イオン注入により破壊された窒化シリコン膜が再び結晶化することはほ
とんどなかった。従って、イオン注入後の応力の状態が、残留応力として素子完成後にも
ほぼ維持されている。
本実施形態３によると、窒化シリコン膜１６への不純物のイオン注入により、膜中の応力
を緩和、或いは逆向きにできることから、本方式でも実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。これにより、前述の実施形態１と比較して、窒化シリコン膜の被膜工程が一回
で済むため、第２の窒化シリコン膜の被膜工程とその加工工程を省略でき、製造工程を簡
略化できる。むろん、イオン注入により膜応力を変えるのは、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦ
ＥＴ側でもよい。この場合、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に、ｎチャネル導電型ＭＩ
ＳＦＥＴのチャネル形成領域に引っ張り応力を発生させる窒化シリコン膜を形成した後、
ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上における窒化シリコン膜に前述の不純物をイオン打込み
法で選択的に導入する。また、窒化シリコン膜中にイオン注入するイオン種（不純物）と
しては、比較的重いイオンの方が、低濃度イオン注入で本効果をあげることができ、効率
が良いが、何らイオン種を限定するものではない。
また、本実施形態での応力緩和用のイオン注入としては、シリコン基板（ウェーハ）に対
して垂直のイオン注入を適用した場合を示したが、第１１図（模式的断面図）に示したよ
うに、斜めインプラ注入を適用しても良い。この場合、ＭＩＳＦＥＴのゲート電極を覆っ
ている窒化シリコン膜１６のゲート側壁部分（段差部分）にも不純物を導入できる。この
結果、より一層の応力緩和効果を得ることができた。
（実施形態４）
本実施形態４は、本発明の実施形態１の半導体装置の製造方法の変形例である。これを第
６図（（ａ），（ｂ）及び（ｃ）は模式的断面図）を用いて説明する。
第６図（ａ）に示すように、前記実施形態１と同様のプロセスで、ｎチャネル導電型ＭＩ
ＳＦＥＴ及びｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ及びシリサイド層１２を形成する。
次に、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に、絶縁膜として例えば１００～１２０ｎｍ程度
の厚さの窒化シリコン膜１３をプラズマＣＶＤ法で形成する。窒化シリコン膜１３の形成
は、例えば高周波電力３５０～４００Ｗの条件で行なう。
次に、フォトエッチング技術を用いて窒化シリコン膜１３にパターンニングを施し、第６
図（ｂ）に示すように、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴを選択的に覆う窒化シリコン膜１
３を形成する。即ち、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上における窒化シリコン膜１３は除
去する。このようにして形成された窒化シリコン膜１３は、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥ
Ｔのチャネル形成領域に選択的に引っ張り応力を発生させることができる。
次に、第６図（ｃ）に示すように、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に、絶縁膜として例
えば１００～１２０ｎｍ程度の厚さの窒化シリコン膜１４をプラズマＣＶＤ法で形成する
。窒化シリコン膜１４の形成は、例えば高周波電力６００～７００Ｗの条件で行なう。
次に、ｐ型基板１の回路形成面上の全面に例えば酸化シリコン膜からなる層間絶縁膜１５
をプラズマＣＶＤ法で形成し、その後、層間絶縁膜１５の表面をＣＭＰ法で平坦化する。
この後は、公知の技術でコンタクト孔、メタル配線層を形成して完成する。
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本実施形態４において、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上には窒化シリコン膜１４のみが
存在している。一方、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上には窒化シリコン膜１３及び１４
が存在している。この結果、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのチャネル形成領域には大き
な圧縮応力が発生するが、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのチャネル形成領域に発生する
応力は緩和されている。本実施形態では、窒化シリコン膜を被膜していない場合と比較し
て、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電流のみを１５～２０％向上させることが
できた。この時、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電流はほとんど変化していな
い。
なお、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電流を主に増加させたい場合には、先に
窒化シリコン膜１４をｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ上に選択的に形成し、その後、窒化
シリコン膜１３を全面に形成すればよい。
本実施形態の工程を第１及び第２実施形態と比較すると、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ
上における窒化シリコン膜１４をフォトエッチングで除去する工程が省略されている。こ
の結果、第１及び第２実施形態よりも工程を簡略化できる。
なお、本実施形態においては、窒化シリコン膜１３及び１４の膜厚、及びその膜応力の大
きさを変えることで、ｎチャネル導電型及びｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電
流を同時に向上させることもできる。例えば、上記実施形態において、窒化シリコン膜１
３の膜厚を１３０～１５０ｎｍ、そして窒化シリコン膜１４の膜厚を５０～８０ｎｍにす
ることにより、窒化シリコン膜１４によってｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのドレイン電
流向上効果が小さくなることもない。
（実施形態５）
第７図は、本発明の実施形態５の半導体装置の概略構成を示す模式的断面図であり、図中
２３は、引っ張り応力をもつ塗布酸化膜（ＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）膜）で
ある。
本実施形態５の半導体装置は、応力を制御する膜、構造を変えたものとして、前記応用例
の何れかを組み合わせたものである。例えば、第７図に示すように、ゲート電極６の直上
を含むｐ型基板１の回路形成面の全面に、自己整合コンタクトプロセス用の、圧縮応力を
もつ窒化シリコン膜１９を形成し、その後、窒化シリコン膜１９上に引っ張り応力をもつ
ＳＯＧ膜２３を形成し、その後、ＳＯＧ膜２３にパターンニングを施して、ｎチャネル導
電型ＭＩＳＦＥＴ上にＳＯＧ膜２３を選択的に残したものである。ｎチャネル導電型ＭＩ
ＳＦＥＴ側では、窒化シリコン膜１９の圧縮応力をＳＯＧ膜２３の引っ張り応力で打ち消
している。
（実施形態６）
第８図は、本発明の実施形態６の半導体装置の概略構成を示す断面図であり、図中２０は
圧縮応力をもつ窒化シリコン膜からなるサイドウォールスペーサ、２１は引っ張り応力を
もつゲート電極、２２は圧縮応力をもつゲート電極である。
本実施形態６の半導体装置は、第８図に示すように、前記応力を制御する膜、構造を変え
たものであり、前記実施形態１におけるサイドウォールスペーサ９を圧縮応力をもつ窒化
シリコン膜からなるサイドウォールスペーサ２０に変更したり、また、ゲート電極６を引
っ張り応力をもつ材料からなるゲート電極２１に変更したり、また、ゲート電極６を圧縮
応力をもつ材料からなるゲート電極２２に変更したりする（構造変更を含む）ことを組み
合わせて応力を制御するものである。
例えば、前記応力を制御する膜、構造を変えたものとして、ゲート電極６の材料の変更の
組み合わせで応力を制御する場合の一例として、一方のゲート電極６に特別に不純物（Ｇ
ｅ，Ｓｉ他）を多く導入することがあげられる。また、ゲート電極６はポリメタル構造で
も良い。
また、応力を制御する膜、構造を変えたものとして、ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ、ｐ
チャネル導電型ＭＩＳＦＥＴでゲート絶縁膜材料を変えても良い。例えば、ｎチャネル導
電型ＭＩＳＦＥＴ及びｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴの何れかに窒化シリコン膜と酸化シ
リコン膜の積層膜を適用する等である。
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（実施形態７）
第９図は、本発明の実施形態７の半導体装置の概略構成を示す模式的断面図である。本実
施形態の半導体装置は、第９図に示すように、応力を制御する膜、構造を変えたものとし
て、前記実施形態１と同様に層間絶縁膜の一部としての窒化シリコン膜を適用するが、ｎ
チャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのゲート電極６上に引っ張り応力をもつ窒化シリコン膜１３
を、ｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのゲート電極６上に圧縮応力をもつ窒化シリコン膜１
４を直接形成するのではなく、層間絶縁膜１５の表面を平坦化した後に、ｎチャネル導電
型ＭＩＳＦＥＴのゲート電極６上における層間絶縁膜１５上に引っ張り応力をもつ窒化シ
リコン膜２４をｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴのゲート電極６上における層間絶縁膜１５
上に圧縮応力をもつ窒化シリコン膜２５を形成したものである。
このように構成した場合は、一方の窒化シリコン膜の除去が容易になる。
（実施形態８）
第１０図は、本発明の実施形態８の半導体装置の概略構成を示す模式的断面図である。
本実施形態８の半導体装置は、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基
板３０を用いたＳＯＩ構造となっている。ＳＯＩ基板３０は、例えば、支持基板３０Ａと
、この支持基板３０Ａ上に設けられた絶縁層３０Ｂと、この絶縁層３０Ｂ上に設けられた
半導体層３０Ｃとを有する構成となっている。支持基板３０Ａは例えば単結晶シリコンか
らなるｐ型シリコン基板で形成され、絶縁層３０Ｂは例えば酸化シリコン膜で形成され、
半導体層３０Ｃは例えば単結晶シリコンからなるｐ型半導体で形成されている。半導体層
３０Ｃは複数個の素子形成部に分割され、各素子形成部にｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴ
又はｐチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴが形成されている。ｎチャネル導電型ＭＩＳＦＥＴが
形成される半導体層３０Ｃの素子形成部にはｐ型ウエル領域が形成され、ｐチャネル導電
型ＭＩＳＦＥＴが形成される半導体層３０Ｃの素子形成部にはｎ型ウエル領域が形成され
ている。
ＳＯＩ構造は半導体層３０Ｃの厚さが薄いため、一層応力の効果が大きい。また、ＳＯＩ
構造の場合には、絶縁層（埋め込み層）３０Ｂの厚さを変えることや絶縁層３０Ｂに不純
物を選択的に導入することによって応力制御を行なうことができる。この結果、本発明の
効果と共にＳＯＩ構造のメリットを享受できる。
また、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＤＲＡ
Ｍ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュ等のメ
モリが含まれる製品において、少なくともそのメモリセルの周辺回路やロジック回路部分
に本発明の構造を適用すると、より高性能のメモリ製品を得ることができる。
以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種
々変更可能であることは勿論である。
本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれ
ば、下記のとおりである。
本発明によれば、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電界効果
トランジスタの電流駆動能力の向上を図ることができる。
また、本発明によれば、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電
界効果トランジスタのうち、一方のトランジスタの電流駆動能力の低下を抑制し、他方の
トランジスタの電流駆動能力の向上を図ることができる。
また、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及びｐチャネル導電型電界効果トランジス
タのチャネル形成領域に働く応力を個別に制御できるので、ｎチャネル導電型電界効果ト
ランジスタ及びｐチャネル導電型電界効果トランジスタのドレイン電流比をある程度自由
に設定できる。
産業上の利用可能性
以上のように、本発明に係わる半導体装置は、ｎチャネル導電型電界効果トランジスタ及
びｐチャネル導電型電界効果トランジスタを有する半導体装置に適用して有益であり、ま
た、メモリＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ロジックＩＣ、若しくはメ
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モリ機能及びロジック機能を有する混成ＩＣなどの半導体製品に適用して有用である。
【図面の簡単な説明】
第１図は、本発明の実施形態１の半導体装置の概略構成を示す模式的断面図である。
第２図は、電流駆動能力と膜応力との関係を示す特性図である。
第３図は、第１図の半導体装置を製造するプロセスフロー（（ａ），（ｂ）及び（ｃ）は
模式的断面図）である。
第４図は、本発明の実施形態２の半導体装置を製造するプロセスフロー（（ａ），（ｂ）
，（ｃ）及び（ｄ）は模式的断面図）である。
第５図は、本発明の実施形態３の半導体装置を製造するプロセスフロー（（ａ），（ｂ）
及び（ｃ）は模式的断面図）である。
第６図は、本発明の実施形態４の半導体装置を製造するプロセスフロー（（ａ），（ｂ）
及び（ｃ）は模式的断面図）である。
第７図は、本発明の実施形態５の半導体装置の概略構成を示す模式的断面図である。
第８図は、本発明の実施形態６の半導体装置の概略構成を示す模式的断面図である。
第９図は、本発明の実施形態７の半導体装置の概略構成を示す模式的断面図である。
第１０図は、本発明の実施形態８の半導体装置の概略構成を示す模式的断面図である。
第１１図は、本発明の実施形態３の半導体装置の製造において、斜めインプラ工程を示す
模式的断面図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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