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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＯＩ基板と、前記ＳＯＩ基板上に形成された半導体構造とを備える半導体装置であっ
て、
　前記ＳＯＩ基板は、
　半導体基材と、
　半導体層と、
　前記半導体基材上に形成された下部絶縁膜と、前記下部絶縁膜上に形成された窒化膜と
、前記窒化膜上に形成された上部絶縁膜とを有し、前記半導体基材と前記半導体層とに挟
み込まれ、前記半導体基材から前記半導体層を電気的に絶縁分離する埋め込み絶縁膜と、
を含み、
　前記半導体構造は、
　前記半導体層上に形成されたゲート絶縁膜と前記ゲート絶縁膜上に形成されたゲート電
極とを含むゲート構造と、
　前記ＳＯＩ基板の前記半導体層及び前記ゲート構造の上に形成され、コンタクトホール
を有する層間絶縁膜と、
　前記コンタクトホールに埋め込まれ、前記半導体層と電気的に接続されたコンタクトプ
ラグと、を含み、
　前記半導体層は、
　互いに同じ導電型を有し、前記ゲート構造の両側にそれぞれ形成された第１及び第２の
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不純物拡散領域と、
　前記第１及び第２の不純物拡散領域の間に且つ前記ゲート構造の直下に形成されたボデ
ィ領域と、を含み、
　前記第１及び第２の不純物拡散領域が前記コンタクトプラグと電気的に接続されており
、
　前記半導体基材には、前記半導体基材をバックゲートとして機能させるバイアス電圧が
印加され、
　前記埋め込み絶縁膜の膜厚が１０ｎｍより大きく２０ｎｍより小さい範囲内であり、
　前記下部絶縁膜及び前記上部絶縁膜はシリコン酸化膜であり、前記窒化膜はシリコン窒
化膜であり、
　前記半導体層は、素子分離領域を画定するメサ形状の凸部を有し、前記コンタクトホー
ルの少なくとも１つにおいて、当該コンタクトホールの形成領域が前記素子分離領域と重
複しており、当該コンタクトホールに埋め込まれる前記コンタクトプラグの底面が前記素
子分離領域における前記シリコン窒化膜の表面と接触し、
　前記窒化膜の膜厚は、５ｎｍより大きく１０ｎｍより小さい範囲内である
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置であって、前記シリコン酸化膜は、熱酸化膜であることを
特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の半導体装置であって、前記凸部の側壁下端が前記埋め込み絶縁
膜の上面に達していることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の半導体装置であって、
　前記半導体層の上面から前記埋め込み絶縁膜に至るまで深さ方向に延在する素子分離用
絶縁膜をさらに備え、
　前記コンタクトホールの形成領域は、前記素子分離用絶縁膜の形成領域と重複している
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１から４のうちのいずれか１項に記載の半導体装置であって、前記半導体層と前
記コンタクトプラグとの間に介在し前記半導体層を下地として形成されたエピタキシャル
層をさらに備えることを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、素子分離領域を有する半導体装置及びその製造技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モバイル機器やパーソナル音響機器などの高性能化や多機能化に伴い、このよう
な機器に使用されるＬＳＩの低消費電力化や高性能化が強く要求されている。バルク基板
を用いて製造されたＣＭＯＳデバイスでは、プロセスの微細化に伴う高集積化や高速化に
より、消費電力が大きくなるという問題がある。それ故、低消費電力で動作し得る新たな
素子構造を持つＣＭＯＳデバイスが待望されている。このような状況のなかで、埋め込み
絶縁膜を有するＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板を用いて製造
された半導体デバイス（以下、ＳＯＩデバイスと呼ぶ。）は、ＬＳＩの低消費電力化と微
細化とを実現し得るデバイスとして期待されている。ＳＯＩデバイスでは、埋め込み絶縁
膜（ＢＯＸ膜）の存在により、ＰＭＯＳトランジスタやＮＭＯＳトランジスタなどの素子
同士を電気的に完全に分離することができるので、ラッチアップ（Ｌａｔｃｈ　ｕｐ）が
生じず、高密度なレイアウトが可能になるという利点がある。
【０００３】
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　ＳＯＩデバイスは、一般に、部分空乏型ＳＯＩ（ＰＤ－ＳＯＩ：Ｐａｒｔｉａｌｌｙ－
Ｄｅｐｌｅｔｅｄ　ＳＯＩ）デバイスと完全空乏型ＳＯＩ（ＦＤ－ＳＯＩ：Ｆｕｌｌｙ　
Ｄｅｐｌｅｔｅｄ　ＳＯＩ）デバイスとに分類される。いずれのＳＯＩデバイスも、ゲー
ト電極の直下に、ゲート絶縁膜とソース拡散領域とドレイン拡散領域と埋め込み絶縁膜と
で囲まれたボディ領域を有している。ＰＤ－ＳＯＩは、ボディ領域が部分的に空乏化され
た構造であるが、このＰＤ－ＳＯＩには、基板浮遊効果（ｆｌｏａｔｉｎｇ　ｂｏｄｙ　
ｅｆｆｅｃｔ）により、たとえば、デバイス動作時のサブスレショルド特性（Ｓファクタ
）が悪化するという問題がある。一方、ＦＤ－ＳＯＩでは、ボディ領域が完全に空乏化さ
れているので、基板浮遊効果が生じない。このため、低電圧且つ低消費電流での動作が得
られやすいという利点がある。
【０００４】
　また、素子分離構造は、一般に、ＬＯＣＯＳ（Ｌｏｃａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　Ｏｆ
　Ｓｉｌｉｃｏｎ）やＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）を
用いて形成される。ＬＯＣＯＳは、半導体基板の表面を選択的に酸化して素子分離用の絶
縁膜を形成する方法であり、ＳＴＩは、半導体基板に浅い溝を形成しこの溝に絶縁膜を埋
め込む方法である。
【０００５】
　上記ＳＯＩデバイスや素子分離技術に関する先行技術文献としては、たとえば、特開２
００３－２８９１４４号公報（特許文献１）や特開平０６－１４０４２７号公報（特許文
献２）が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２８９１４４号公報
【特許文献２】特開平０６－１４０４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記ＬＯＣＯＳやＳＴＩといった素子分離法のほかに、半導体基板の表面を選択的にエ
ッチングしてメサ形状の半導体層を形成しこれを活性領域（素子領域）として利用する素
子分離法（以下、メサ分離法と呼ぶ。）を使用することもできる。このメサ形状の半導体
層上にゲート構造（ゲート絶縁膜及びゲート電極）を形成し、ゲート構造の両側の当該半
導体層に不純物を導入してソース／ドレイン拡散領域を形成することでトランジスタ構造
を作製することが可能である。ソース／ドレイン拡散領域は、コンタクトプラグを介して
上層配線と電気的に接続される。このコンタクトプラグは、たとえば、ソース／ドレイン
拡散領域を被覆する層間絶縁膜を選択的にエッチングしてコンタクトホールを形成し、こ
のコンタクトホールにタングステンなどの導電性材料を埋め込むことにより形成すること
ができる。
【０００８】
　ＳＯＩ基板にメサ分離法を適用してトランジスタ構造を作製する場合には、後に詳述す
るように、メサ形状の半導体層を形成する工程で、素子分離領域においてＳＯＩ基板内部
の埋め込み絶縁膜の上面が露出するまでエッチングが行われる。メサ形状の半導体層を用
いてトランジスタ構造が作製された後は、層間絶縁膜を全面に亘って堆積する工程と、こ
の層間絶縁膜を選択的にエッチングしてソース／ドレイン拡散領域に達するコンタクトホ
ールを形成する工程とが実行されるが、そのコンタクトホールの位置ズレによりコンタク
ホールの形成領域が素子分離領域で露出する埋め込み絶縁膜と重複（オーバーラップ）す
ることがある。この場合、コンタクトホールの形成の際に層間絶縁膜とともに当該埋め込
み絶縁膜が過剰にエッチングされることで素子特性が劣化するおそれがある。
【０００９】
　また、ＬＯＣＯＳやＳＴＩを用いて形成された素子分離領域を有するトランジスタ構造
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においても、コンタクトホールの位置ズレによりコンタクトホールの形成領域が素子分離
用絶縁膜と重複する場合がある。この場合にも、コンタクトホールの形成の際に、層間絶
縁膜とともに素子分離用絶縁膜が過剰にエッチングされることで素子特性が劣化するおそ
れがある。
【００１０】
　上記に鑑みて本発明の目的は、基板上の層間絶縁膜に形成されたコンタクトホールの位
置ズレが生じてコンタクトホールの形成領域が素子分離領域と重複しても、素子特性の劣
化を抑制することができるＳＯＩ基板及びその製造方法、並びに半導体装置及びその製造
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の態様による半導体装置は、ＳＯＩ基板と、前記ＳＯＩ基板上に形成され
た半導体構造とを備える半導体装置であって、前記ＳＯＩ基板は、半導体基材と、半導体
層と、前記半導体基材上に形成された下部絶縁膜と、前記下部絶縁膜上に形成された窒化
膜と、前記窒化膜上に形成された上部絶縁膜とを有し、前記半導体基材と前記半導体層と
に挟み込まれ、前記半導体基材から前記半導体層を電気的に絶縁分離する埋め込み絶縁膜
と、を含み、前記半導体構造は、前記半導体層上に形成されたゲート絶縁膜と前記ゲート
絶縁膜上に形成されたゲート電極とを含むゲート構造と、前記ＳＯＩ基板の前記半導体層
及び前記ゲート構造の上に形成され、コンタクトホールを有する層間絶縁膜と、前記コン
タクトホールに埋め込まれ、前記半導体層と電気的に接続されたコンタクトプラグと、を
含み、前記半導体層は、互いに同じ導電型を有し、前記ゲート構造の両側にそれぞれ形成
された第１及び第２の不純物拡散領域と、前記第１及び第２の不純物拡散領域の間に且つ
前記ゲート構造の直下に形成されたボディ領域と、を含み、前記第１及び第２の不純物拡
散領域が前記コンタクトプラグと電気的に接続されており、前記半導体基材には、前記半
導体基材をバックゲートとして機能させるバイアス電圧が印加され、前記埋め込み絶縁膜
の膜厚が１０ｎｍより大きく２０ｎｍより小さい範囲内であり、前記下部絶縁膜及び前記
上部絶縁膜はシリコン酸化膜であり、前記窒化膜はシリコン窒化膜であり、前記半導体層
は、素子分離領域を画定するメサ形状の凸部を有し、前記コンタクトホールの少なくとも
１つにおいて、当該コンタクトホールの形成領域が前記素子分離領域と重複しており、当
該コンタクトホールに埋め込まれる前記コンタクトプラグの底面が前記素子分離領域にお
ける前記シリコン窒化膜の表面と接触し、前記窒化膜の膜厚は、５ｎｍより大きく１０ｎ
ｍより小さい範囲内であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、層間絶縁膜に形成されたコンタクトホールの位置ズレにより素子分離
領域でＳＯＩ基板がエッチングされても、窒化膜がエッチングストッパとして機能するの
で、素子特性の劣化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る実施の形態の半導体装置の構造を概略的に示す断面図である。
【図２】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第１工程）を概略的に示す断面図である
。
【図３】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第２工程）を概略的に示す断面図である
。
【図４】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第３工程）を概略的に示す断面図である
。
【図５】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第４工程）を概略的に示す断面図である
。
【図６】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第５工程）を概略的に示す断面図である
。
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【図７】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第６工程）を概略的に示す断面図である
。
【図８】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第７工程）を概略的に示す断面図である
。
【図９】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第８工程）を概略的に示す断面図である
。
【図１０】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第９工程）を概略的に示す断面図であ
る。
【図１１】本実施の形態の半導体装置の製造工程（第１０工程）を概略的に示す断面図で
ある。
【図１２】本実施の形態のＳＯＩ基板の製造工程の一部を概略的に示す断面図である。
【図１３】本実施の形態のＳＯＩ基板の製造工程の一部を概略的に示す断面図である。
【図１４】本実施の形態のＳＯＩ基板の製造工程の一部を概略的に示す断面図である。
【図１５】比較例の半導体装置の構造を概略的に示す断面図である。
【図１６】本発明に係る他の実施の形態の半導体装置の構造を概略的に示す断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
【００１８】
　図１は、本発明に係る実施の形態の半導体装置（ＳＯＩトランジスタ）１の構造を概略
的に示す断面図である。この半導体装置１は、半導体基材（支持基板）１１と、この半導
体基材１１上に配置された埋め込み絶縁膜１２と、この埋め込み絶縁膜１２上に配置され
た半導体層（ＳＯＩ層）１６とを備えている。半導体層１６はメサ形状に加工された凸部
であり、ＳＯＩトランジスタ１のゲート構造２０は、この半導体層１６上に形成されてい
る。本実施の形態のＳＯＩトランジスタ１は、このメサ形状の半導体層１６を活性領域（
素子領域）として利用し、半導体層１６のメサ形状は、活性領域以外の素子分離領域を画
定するものである。
【００１９】
　埋め込み絶縁膜１２は、おもて面側の半導体層１６を裏面側の半導体基材１１から電気
的に絶縁分離する機能を有し、図１に示されるように下部絶縁膜１３、エッチングバリア
膜１４及び上部絶縁膜１５を含む。下部絶縁膜１３と上部絶縁膜１５とは、たとえばシリ
コン酸化膜で構成され、エッチングバリア膜１４は、上部絶縁膜１５よりも緻密な絶縁材
料（たとえば、窒化膜）で構成される。後述するように、このエッチングバリア膜１４は
、層間絶縁膜４０にコンタクトホール４１Ａ，４１Ｂを異方性エッチングにより形成する
際のエッチングストッパとして機能する。
【００２０】
　ゲート構造２０は、半導体層１６上に成膜されたゲート絶縁膜２１と、このゲート絶縁
膜２１上に形成されたゲート電極２２と、ゲート電極２２の両側壁に形成された一対のサ
イドウォールスペーサ２３Ａ，２３Ｂとで構成されている。ゲート絶縁膜２１は、１ｎｍ
（ナノメートル）～数十ｎｍ程度の範囲の膜厚を有することができる。ゲート絶縁膜２１
の構成材料としては、たとえば、シリコン酸化物、シリコン窒化物、あるいは、シリコン
酸化物よりも誘電率が高い高誘電率材料（たとえば、窒素添加のハフニウムシリケートな
どの酸化ハフニウム系材料）を使用することができる。また、ゲート電極２２は、５０ｎ
ｍ～５００ｎｍ程度の範囲の膜厚を有し、不純物が高濃度でドープされた多結晶シリコン
や、チタンなどの高融点金属材料を用いて形成されればよい。
【００２１】
　半導体層１６は、数ｎｍ～数百ｎｍ程度の厚みを有し、たとえば、単結晶シリコン材料
で構成されている。半導体層１６には、ｐ型またはｎ型の導電型を有するソース拡散領域
１６ｓ及びドレイン拡散領域１６ｄと、これらソース拡散領域１６ｓ及びドレイン拡散領
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域１６ｄに挟まれるボディ領域１６ｂとが形成されている。また、ソース拡散領域１６ｓ
からドレイン拡散領域１６ｄの方向に突出するＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄ
ｒａｉｎ）領域またはエクステンション領域１６ｓｅが形成され、ドレイン拡散領域１６
ｄからソース拡散領域１６ｓの方向に突出するＬＤＤ領域またはエクステンション領域１
６ｄｅが形成されている。本実施の形態のボディ領域１６ｂは、ほぼ完全に空乏化された
領域である。
【００２２】
　また、ゲート構造２０のゲート長方向両側には、半導体層１６を下地とするエピタキシ
ャル層３１Ａ，３１Ｂが形成されている。これらエピタキシャル層３１Ａ，３１Ｂは、主
に寄生抵抗を低減させる目的で形成されたものである。
【００２３】
　そして、ゲート構造２０と半導体層１６と素子分離領域（メサ形状の半導体層１６が形
成されない領域）とを被覆するように層間絶縁膜４０が形成されている。層間絶縁膜４０
は、たとえば、５００ｎｍ～１５００ｎｍの範囲内の膜厚を有し、ＳｉＯ２、ＳｉＯＣ、
ＳｉＣあるいはＳｉＣＮといった絶縁材料で構成されればよい。この層間絶縁膜４０には
、エピタキシャル層３１Ａ，３１Ｂの上面にそれぞれ達するコンタクトホール４１Ａ，４
１Ｂが形成されており、これらコンタクトホール４１Ａ，４１Ｂには、それぞれ、タング
ステンやタンタルなどの高融点金属材料からなるコンタクトプラグ４２Ａ，４２Ｂが埋め
込まれている。これらコンタクトホール４１Ａ，４１Ｂの下端部は、エピタキシャル層３
１Ａ，３１Ｂを介してソース拡散領域１６ｓ及びドレイン拡散領域１６ｄにそれぞれ電気
的に接続されており、コンタクトホール４１Ａ，４１Ｂの上端部はそれぞれ上層配線５０
Ａ，５０Ｂと電気的に接続されている。
【００２４】
　本実施の形態の半導体装置１では、フォトリソグラフィや紫外線リソグラフィといった
半導体リソグラフィでのレチクルの位置ズレにより、コンタクトホール４１Ｂの形成領域
が正確な位置からずれて素子分離領域と重複している。このため、コンタクトホール４１
Ａ，４１Ｂをエッチングで形成する際に、上部絶縁膜１５に達する深さまでＳＯＩ基板１
０がエッチングされているが、エッチングバリア膜１４の存在により、コンタクトホール
４１Ｂが埋め込み絶縁膜１２を貫通することが防止される。
【００２５】
　次に、図２～図１１を参照しつつ本実施の形態の半導体装置１の製造方法の一例を以下
に説明する。図２～図１１は、本実施の形態の半導体装置１の製造工程を概略的に示す断
面図である。
【００２６】
　まず、図２に示すように、半導体基材１１と埋め込み絶縁膜１２と半導体層１６Ｐとが
積層されたＳＯＩ基板１０を用意する。半導体基材１１と半導体層１６Ｐとは、シリコン
単結晶材料からなる。このＳＯＩ基板１０の製造方法については後述する。次に、半導体
層１６Ｐをメサ形状にエッチング加工するために、フォトリソグラフィやＥＵＶ（Ｅｘｔ
ｒｅｍｅ　Ｕｌｔｒａ　Ｖｉｏｌｅｔ）リソグラフィなどの半導体リソグラフィにより半
導体層１６Ｐ上にレジストパターン１９を形成する（図３）。そして、このレジストパタ
ーン１９をマスクとする異方性エッチングを実行して半導体層１６Ｐを加工する。この結
果、図４に示されるように、活性領域をなすメサ形状の凸部を有する半導体層１６が形成
される。
【００２７】
　その後、たとえばＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法
により、図５に示されるように、図４の構造上に、ハフニウムシリケートなどの高誘電率
材料からなる数ｎｍ程度の厚みの絶縁膜２１Ｐと、１００ｎｍ程度の厚みの導電層２２Ｐ
とを順次成膜する。導電層２２Ｐは、多結晶シリコンや窒化チタンを用いて形成されれば
よい。次いで、半導体リソグラフィにより図５の構造上にレジストパターン（図示せず）
を形成し、このレジストパターンをマスクとするエッチングを実行して図６のゲート絶縁
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膜２１とゲート電極２２とを形成する。そして、これらゲート絶縁膜２１とゲート電極２
２とをマスクとして、ゲート電極２２の両側の半導体層１６内部に不純物６０をイオン注
入し活性化することで、ＬＤＤ領域またはエクステンション領域用の不純物拡散領域１６
ｓｅ，１６ｄｅを形成する。
【００２８】
　その後、たとえばＣＶＤ法により、図７の構造上に、シリコン酸化物などの絶縁材料か
らなる１０ｎｍ～３００ｎｍ程度の厚みの絶縁膜（図示せず）を堆積し、この絶縁膜を異
方性エッチングによりエッチバックする。この結果、図８に示されるように、ゲート電極
２２の両側壁にサイドウォールスペーサ２３Ａ，２３Ｂが形成される。これらサイドウォ
ールスペーサ２３Ａ，２３Ｂとゲート絶縁膜２１とゲート電極２２とでゲート構造２０が
構成される。
【００２９】
　次に、選択エピタキシャル成長（ＳＥＧ：Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｅｐｉｔａｘｉａｌ　
Ｇｒｏｗｔｈ）法により、図９に示されるように、半導体層１６の露出面を下地とするエ
ピタキシャル層３１Ａ，３１Ｂを成膜する。選択エピタキシャル成長法としては、シラン
系ガス（たとえば、シランガス、ジシランガスあるいはジクロロシランガス）と塩素系ガ
スとを含む原料ガスを用いたＣＶＤ法が挙げられる。次に、ゲート構造２０をマスクとし
て、エピタキシャル層３１Ａ，３１Ｂを介して半導体層１６内部に不純物をイオン注入し
活性化することにより、ゲート構造２０の両側にソース拡散領域１６ｓとドレイン拡散領
域１６ｄとが形成される。なお、ソース拡散領域１６ｓとドレイン拡散領域１６ｄとが互
いに入れ替わってもよい。
【００３０】
　次に、たとえばプラズマＣＶＤ法により、図９の構造上に、ＳｉＯ２系材料からなる５
００ｎｍ～１５００ｎｍ程度の厚みの層間絶縁膜４０を形成する。この層間絶縁膜４０の
上面は、必要に応じて、たとえばＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐ
ｏｌｉｓｈ）を用いて平坦化される。次いで、フォトリソグラフィやＥＵＶリソグラフィ
などの半導体リソグラフィにより層間絶縁膜４０上にレジストパターン（図示せず）を形
成し、このレジストパターンをマスクとする異方性エッチングを実行して層間絶縁膜４０
をパターニングする。この結果、図１１に示されるように、エピタキシャル層３１Ａ，３
１Ｂを介してソース拡散領域１６ｓ及びドレイン拡散領域１６ｄと電気的に接続されたコ
ンタクトホール４１Ａ，４１Ｂが形成される。
【００３１】
　たとえばＣＶＤ法により、コンタクトホール４１Ａ，４１Ｂの内壁に窒化膜などのバリ
ア膜を形成し、さらに、コンタクトホール４１Ａ，４１Ｂ内部にタングステンなどの高融
点材料を埋め込むことで、図１のコンタクトプラグ４２Ａ，４２Ｂが形成される。その後
は、銅やアルミニウムなどの配線材料からなる上層配線５０Ａ，５０Ｂが形成される。
【００３２】
　本実施の形態の半導体装置１では、図３及び図４に示したように、メサ形状の半導体層
１６を形成する際に、ＳＯＩ基板１０内部の埋め込み絶縁膜１２の上面が露出するまでエ
ッチングが行われる。また、図１１に示したように、半導体リソグラフィで使用されたレ
チクルの位置ズレにより、コンタクトホール４１Ｂの形成領域が素子分離領域と重複（オ
ーバラップ）している。それ故、層間絶縁膜４０だけでなく上部絶縁膜１５がエッチング
されているが、エッチングバリア膜１４がエッチングストッパとして機能するので、コン
タクトホール４１Ｂが埋め込み絶縁膜１２を貫通することが確実に防止される。したがっ
て、半導体基材１１と半導体層（ＳＯＩ層）１６との間でショート（電気的短絡）が発生
することが確実に防止されるので、歩留まりの向上が可能となる。
【００３３】
　たとえば、シリコン窒化膜からなるエッチングバリア膜１４の膜厚が数ｎｍ～５０ｎｍ
程度（好ましくは５ｎｍ～１０ｎｍ程度）の範囲内のとき、エッチングバリア膜１４のエ
ッチングレート（＝Ｒ１）に対する上部絶縁膜１５のエッチングレート（＝Ｒ２）の比率
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（＝Ｒ２／Ｒ１）すなわち選択比を５～４０程度、より好ましくは１０～２０程度にすれ
ば、コンタクトホール４１Ｂがエッチングバリア膜１４を貫通することを防止することが
できる。実際の実験において、基板温度を５０℃とし、Ｃ４Ｆ８ガス（流量：２６ｓｃｃ
ｍ）とＡｒガス（流量：５００ｓｃｃｍ）とＯ２ガス（流量：１０ｓｃｃｍ）とを含むエ
ッチングガスを用いて層間絶縁膜（シリコン酸化膜）４０に対する異方性エッチングを実
行したとき、コンタクトホール４１Ｂがエッチングバリア膜１４を貫通することが防止さ
れた。
【００３４】
　また、埋め込み絶縁膜１２の膜厚が十分に薄いとき、半導体基材１１をバックゲートと
して利用することができる。具体的には、半導体基材（支持基板）１１へのバイアス電圧
の印加により、ＳＯＩトランジスタ１のしきい値電流の制御や、素子特性の劣化またはバ
ラツキの改善が可能となる。たとえば、上部絶縁膜１５と下部絶縁膜１３とが誘電率３．
９のシリコン酸化膜であり、エッチングバリア膜１４が誘電率７．５のシリコン窒化膜で
ある場合、シリコン酸化膜の誘電率に比べてシリコン窒化膜の誘電率は約２倍であるため
、エッチングバリア膜１４の厚みを、上部絶縁膜１５と下部絶縁膜１３との合計厚みの倍
程度の厚みにしても、バックゲート効果を得ることができると考えられる。このような観
点から、バックゲート効果を得るために、埋め込み絶縁膜１２の全体の膜厚の上限を、た
とえば１０ｎｍ～２０ｎｍ程度にすることが望ましい。
【００３５】
　なお、エッチングバリア膜１４の構成材料としてシリコン窒化物に代用する材料を用い
てもよい。この場合、エッチングバリア膜１４の厚みを、その材質の誘電率のシリコン酸
化膜の誘電率に対する比率に相当する膜厚にすることが可能である。
【００３６】
　次に、図１２～図１４を参照しつつ、本実施の形態の半導体装置１の製造に使用される
ＳＯＩ基板１０の製造方法を説明する。図１２～図１４は、ＳＯＩ基板１０の製造工程を
概略的に示す断面図である。
【００３７】
　まず、図１２（Ａ）に示されるように、単結晶シリコンウエハである半導体基材１１の
主面を熱酸化して下部絶縁膜（熱酸化膜）１３を形成する。次いで、たとえばＣＶＤ法に
より、この下部絶縁膜１３上に窒化膜からなるエッチングバリア膜１４を成膜する。他方
、図１２（Ｂ）に示されるように、単結晶シリコン材料からなる他の半導体基材１７の主
面を熱酸化して上部絶縁膜（熱酸化膜）１５を形成する。そして、上部絶縁膜１５を介し
て半導体基材１７に水素イオン１８を打ち込むことにより、一定の深さ（たとえば、表面
から０．１μｍ～数μｍの深さ）に分布する欠陥層１７ｄを形成する。
【００３８】
　次に、図１３に示されるように、半導体基材１１上のエッチングバリア膜１４と半導体
基材１７上の上部絶縁膜１５とを貼り合わせる。そして、熱処理により、欠陥層１７ｄを
境にして半導体基材１１から半導体層１６Ｐを剥離することにより、図１４のＳＯＩ基板
１０が作製される。半導体層１６Ｐの表面は、必要に応じて研磨される。
【００３９】
　なお、図１４のＳＯＩ基板１０では、エッチングバリア膜１４が下部絶縁膜１３と上部
絶縁膜１５とで挟み込まれている。その理由は、窒化膜とシリコンとの界面準位が素子特
性に影響を与えることを抑制するためである。窒化膜とシリコンとの界面準位が素子特性
にほとんど影響を与えない場合には、下部絶縁膜１３，１５の一方または双方を形成しな
くてもよい。
【００４０】
　以上に説明したように実施の形態の半導体装置１は、埋め込み絶縁膜１２に窒化膜を有
するＳＯＩ基板１０を使用して作製されるので、コンタクトホール４１Ｂの形成領域が素
子分離領域と重複する場合でも、コンタクトホール４１Ｂが埋め込み絶縁膜１２を貫通す
ることが防止される。図１５は、比較例の半導体装置１００の構造を概略的に示す断面図
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である。図１５の構造は、埋め込み絶縁膜１２Ｐがシリコン酸化膜のみからなる点を除い
て、実施の形態の半導体装置１の構造と同じである。図１５に示されるように、半導体装
置１００はエッチングバリア膜を有していないので、コンタクトホール４１Ｂが埋め込み
絶縁膜１２Ｐを貫通し、半導体基材１１の上部領域ＰＡまで到達している。このため、半
導体基材１１と半導体層１６とがショートして不良品が発生するという問題がある。
【００４１】
　本実施の形態の半導体装置１では、バックゲート効果の実現のために極薄の埋め込み絶
縁膜１２を有するＳＯＩ基板１０を使用する場合でも、コンタクトホール４１Ｂが埋め込
み絶縁膜１２を貫通することを防止することができる。したがって、半導体基材１１と半
導体層１６との間のショート不良を防止することができ、歩留まり向上を実現することが
できる。
【００４２】
　以上、図面を参照して本発明の実施の形態について述べたが、これは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な形態を採用することもできる。たとえば、上記実施の形態は、メサ
分離法に基づいたＳＯＩトランジスタ構造を有しているが、メサ分離法に代えて、ＳＴＩ
やＬＯＣＯＳを用いて形成された素子分離用絶縁膜を有するＳＯＩトランジスタ構造でも
、上記実施の形態の場合と同様に、コンタクトホールがＳＯＩ基板内部の埋め込み絶縁膜
を貫通することが防止される。
【００４３】
　図１６は、素子分離領域を形成するＳＴＩ構造３３，３４を有する半導体装置２の構造
の一例を概略的に示す断面図である。この半導体装置２では、ＳＴＩ構造３３，３６が、
半導体層１６Ｐの表面から埋め込み絶縁膜１２に至るまで深さ方向に延在している。一方
のＳＴＩ構造３３は、溝（トレンチ）３４と、この溝３４内に埋め込まれたＳｉＯ２系材
料からなる素子分離用絶縁膜３５を有しており、他方のＳＴＩ構造３６も、溝（トレンチ
）３７と、この溝３７内に埋め込まれたＳｉＯ２系材料からなる素子分離用絶縁膜３８と
を有している。
【００４４】
　ＳＴＩ構造３４，３７の製造方法は、特に限定されるものではなく、公知の方法を使用
してＳＴＩ構造３４，３７を形成すればよい。たとえば、図２のＳＯＩ基板１０上にシリ
コン酸化膜とシリコン窒化膜とを順次成膜し、次に、フォトリソグラフィ技術とエッチン
グ技術とにより、これらシリコン酸化膜とシリコン窒化膜とＳＯＩ基板１０とを選択的に
エッチングして素子分離用の溝３４，３７を形成する。そして、これら溝３４，３７の内
壁を熱酸化する。その後、ＣＶＤ法により、これら溝３４，３７の内部にシリコン酸化物
などの絶縁膜を堆積させる。さらに、化学機械研磨（ＣＭＰ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃ
ｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）法あるいは化学機械平坦化（ＣＭＰ：Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｌａｎａｒｉｚａｔｉｏｎ）法により、当該絶縁膜の
上面を平坦化する。その後、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜とは個別にウェットエッチ
ングにより除去される。以上のプロセスの結果として、図１６に示されるようなＳＴＩ構
造３４，３７を作製することができる。
【００４５】
　上記ＳＴＩ構造３３，３６間の領域には、半導体層１６Ｐ上に、ゲート絶縁膜７１、ゲ
ート電極７２及びサイドウォールスペーサ７３Ａ，７３Ｂからなるゲート構造７０が形成
される。ゲート構造７０の両側には、ソース拡散領域１６０ｓとドレイン拡散領域１６０
ｄとが形成されている。また、これらソース拡散領域１６０ｓとドレイン拡散領域１６０
ｄとからそれぞれゲート電極７２の直下の領域に突出するエクステンション領域１６０ｓ
ｅ，１６０ｄｅが形成されている。ボディ領域１６０ｂは、ソース拡散領域１６０ｓとド
レイン拡散領域１６０ｄとエクステンション領域１６０ｓｅ，１６０ｄｅと埋め込み絶縁
膜１２とで囲まれている領域である。
【００４６】
　また、半導体装置２では、上記ゲート構造７０と半導体層１６ＰとＳＴＩ構造３３，３
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６とを被覆するようにＳｉＯ２系材料からなる層間絶縁膜８０が形成されている。この層
間絶縁膜８０には、ソース拡散領域１６０ｓの上面とドレイン拡散領域１６０ｄの上面と
にそれぞれ達するコンタクトホール８１Ａ，８１Ｂが形成されており、これらコンタクト
ホール８１Ａ，８１Ｂには、それぞれ、タングステンやタンタルなどの高融点金属材料か
らなるコンタクトプラグ８２Ａ，８２Ｂが埋め込まれている。コンタクトホール８１Ａ，
８１Ｂの上端部はそれぞれ上層配線９０Ａ，９０Ｂと電気的に接続されている。
【００４７】
　図１６に示されるように、半導体リソグラフィでのレチクルの位置ズレにより、コンタ
クトホール８１Ｂの形成領域がＳＴＩ構造３６と重複している。このため、コンタクトホ
ール８１Ａ，８１Ｂをエッチングで形成する際に、エッチングバリア膜１４に達する深さ
まで素子分離用絶縁膜３８がエッチングされているが、エッチングバリア膜１４の存在に
より、コンタクトホール８１Ｂが埋め込み絶縁膜１２を貫通することが防止されている。
【００４８】
　上記実施の形態の半導体装置１や変形例の半導体装置２は、ＳＯＩ基板上にゲート構造
２０，７０が形成されたものであるが、本発明はこれらに限定されるものではない。ゲー
ト構造２０，７０以外の半導体素子構造がＳＯＩ基板１０上に形成される構造において、
コンタクトホールの形成領域が素子分離領域と重複しても、このコンタクトホールが埋め
込み絶縁膜１２を貫通することを防止することができる。
【符号の説明】
【００４９】
　１，２，１００　半導体装置、　１０　ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａ
ｔｏｒ）基板、　１１　半導体基材（支持基板）、　１２　埋め込み絶縁膜、　１３　下
部絶縁膜、　１４　エッチングバリア膜、　１５　上部絶縁膜、　１６　半導体層（ＳＯ
Ｉ層）、　１６ｂ　ボディ領域、　１６ｓ　ソース拡散領域、　１６ｄ　ドレイン拡散領
域、　１６ｓｅ，１６ｄｅ　エクステンション領域、　１７ｄ　欠陥層、　１８　水素イ
オン、　２０　ゲート構造、　２１　ゲート絶縁膜、　２２　ゲート電極、　２３Ａ，２
３Ｂ　サイドウォールスペーサ、　３３，３６　素子分離構造（ＳＴＩ構造）、　３５，
３８　素子分離用絶縁膜、　３１Ａ，３１Ｂ　エピタキシャル層、　４０　層間絶縁膜、
　４１Ａ，４１Ｂ　コンタクトホール、　４２Ａ，４２Ｂ　コンタクトプラグ、　５０Ａ
，５０Ｂ　上層配線、　７０　ゲート構造、　７１　ゲート絶縁膜、　７２　ゲート電極
、　７３Ａ，７３Ｂ　サイドウォールスペーサ、　８０　層間絶縁膜、　８１Ａ，８１Ｂ
　コンタクトホール、　８２Ａ，８２Ｂ　コンタクトプラグ、　９０Ａ，９０Ｂ　上層配
線。
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