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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１層間絶縁層と、前記第１層間絶縁層に埋設された第１配線とを有する第１配線層と
、
　前記第１配線層より上に形成された第２層間絶縁層と、前記第２層間絶縁層に埋設され
た第２配線とを有する第２配線層と、
　少なくとも前記第２配線層内に設けられた半導体素子と
　を具備し、
　前記半導体素子は、
　前記第２配線層内に設けられた半導体層と、
　前記半導体層に接して設けられた第１ゲート絶縁膜と、
　前記第１ゲート絶縁膜を介して前記半導体層と反対側に設けられた第１ゲート電極と、
　前記半導体層の側面に設けられた第１側壁膜と
　を備え、
　前記第１ゲート絶縁膜は、前記半導体層上の全面に設けられ、
　前記第１側壁膜は、更に、前記第１ゲート絶縁膜の側面を覆うように設けられている
　半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１ゲート電極は、前記半導体層の上方及び側方を横切るように延在している
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　半導体装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記半導体層の材料は、酸化物半導体を含む
　半導体装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、
　　前記第１ゲート電極の側面に設けられた第２側壁膜を更に備える
　半導体装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体装置において、
　前記第２側壁膜の材料のエッチングレートは、前記第２層間絶縁層の材料のエッチング
レートと異なる
　半導体装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、
　ソース電極及びドレイン電極としての第１ビアを備え、
　前記ドレイン電極としての第１ビアは、前記ゲート電極と所定の距離を持って配置され
ている
　半導体装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、
　　前記半導体層に関して前記第１ゲート絶縁膜の反対側に、前記半導体層に接して設け
られた第２ゲート絶縁膜と、
　　前記半導体層に関して前記第１ゲート電極の反対側に、前記第２ゲート絶縁膜に接し
て設けられた第２ゲート電極と
　　を更に備える
　半導体装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体装置において、
　前記第２ゲート電極は、前記第１配線又は前記第１配線に接続された金属である
　半導体装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体装置において、
　前記第２ゲート電極の形成される領域は、平面視において前記半導体層が存在する領域
の一部である
　半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１側壁膜は、更に、前記第１ゲート絶縁膜の上面を覆うように設けられている
　半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１ゲート電極は、２層以上の金属膜を含む
　半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の半導体装置において、
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　前記第１ゲート電極の下層の金属膜は、前記半導体層上の前記第１ゲート絶縁膜上にの
み設けられ、
　前記第１ゲート電極の上層の金属膜は、前記第１ゲート絶縁膜上に設けられ、前記半導
体層を横切るような形状を有する
　半導体装置。
【請求項１３】
　請求項７に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、
　前記第１ゲート絶縁膜及び前記第２ゲート絶縁膜のいずれか一方に接するように設けら
れた第１絶縁膜を更に備え、
　前記第１ゲート絶縁膜及び前記第２ゲート絶縁膜のうちの前記第１絶縁膜と接する方、
又は、前記第１絶縁膜は、電荷保持機能を有する
　半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の半導体装置において、
　前記電荷保持機能を有する絶縁膜の側のゲート電極は制御電極である
　半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の半導体装置において、
　前記制御電極は、前記第１配線層に埋め込まれている
　半導体装置。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の半導体装置において、
　前記制御電極は、前記第１配線層中のビアを介して第１配線と接続されている
　半導体装置。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、前記電荷保持機能を有する絶縁膜への電荷の注入量で閾値が調整さ
れる
　半導体装置。
【請求項１８】
　第１層間絶縁層と、前記第１層間絶縁層に埋設された第１配線とを有する第１配線層と
、
　前記第１配線層より上に形成された第２層間絶縁層と、前記第２層間絶縁層に埋設され
た第２配線とを有する第２配線層と、
　少なくとも前記第２配線層内に設けられた半導体素子と
　を具備し、
　前記半導体素子は、
　前記第２配線層内に設けられた半導体層と、
　前記半導体層に接して設けられた第１ゲート絶縁膜と、
　前記第１ゲート絶縁膜を介して前記半導体層と反対側に設けられた第１ゲート電極と、
　前記半導体層の側面に設けられた第１側壁膜と
　を備え、
　前記第１ゲート電極は、２層以上の金属膜を含み、
　前記第１ゲート電極の下層の金属膜は、前記半導体層上の前記第１ゲート絶縁膜上にの
み設けられ、
　前記第１ゲート電極の上層の金属膜は、前記第１ゲート絶縁膜上に設けられ、前記半導
体層を横切るような形状を有する
　半導体装置。
【請求項１９】
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　第１層間絶縁層と、前記第１層間絶縁層に埋設された第１配線とを有する第１配線層と
、
　前記第１配線層より上に形成された第２層間絶縁層と、前記第２層間絶縁層に埋設され
た第２配線とを有する第２配線層と、
　少なくとも前記第２配線層内に設けられた半導体素子と
　を具備し、
　前記半導体素子は、
　前記第２配線層内に設けられた半導体層と、
　前記半導体層に接して設けられた第１ゲート絶縁膜と、
　前記第１ゲート絶縁膜を介して前記半導体層と反対側に設けられた第１ゲート電極と、
　前記半導体層の側面に設けられた第１側壁膜と、
　前記半導体層に関して前記第１ゲート絶縁膜の反対側に、前記半導体層に接して設けら
れた第２ゲート絶縁膜と、
　前記半導体層に関して前記第１ゲート電極の反対側に、前記第２ゲート絶縁膜に接して
設けられた第２ゲート電極と、
　前記第１ゲート絶縁膜及び前記第２ゲート絶縁膜のいずれか一方に接するように設けら
れた第１絶縁膜と
　を備え、
　前記第１ゲート絶縁膜及び前記第２ゲート絶縁膜のうちの前記第１絶縁膜と接する方、
又は、前記第１絶縁膜は、電荷保持機能を有する
　半導体装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、例えば配線層内に能動素子を有する半導体装置に好適に
利用できるものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の配線層に能動素子を設ける技術が知られている。このような半導体装置は
、半導体基板に形成された半導体素子のレイアウトを変更することなく、能動素子により
、半導体装置の機能を変更することができる。したがって、半導体基板の半導体素子のレ
イアウトを同一としたまま、その半導体基板を用いて互いに異なる機能を有する複数種類
の半導体装置を製造することができるようになる。この場合、半導体装置の製造コストを
削減することができる。
【０００３】
　例えば、特開２０１０－１４１２３０号公報（対応米国出願公開：ＵＳ２０１０１４８
１７１（Ａ１））には、半導体装置及び半導体装置の製造方法が開示されている。この半
導体装置は、半導体基板と、第１配線層と、半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極と
を備えている。第１配線層は、半導体基板上に形成された絶縁層と、その絶縁層の表面に
埋め込まれた第１配線とを有している。半導体層は、第１配線層上に位置する。ゲート絶
縁膜は、半導体層の上又は下に位置する。ゲート電極は、ゲート絶縁膜を介して前記半導
体層の反対側に位置する。このとき、半導体層とゲート絶縁膜とゲート電極とが能動素子
としてのトランジスタを構成している。また、例えば、第１配線の一つをゲート電極とし
て用いることができる。また、例えば、第１配線層の拡散防止膜をゲート絶縁膜として用
いることができる。その場合、ゲート絶縁膜は、半導体層下に形成される。この半導体装
置は、いわゆるボトムゲート型素子構造である。また、更に、半導体層上にトラップ膜と
、バックゲート電極とを備えることができる。この場合、この半導体装置は、基本的には
ボトムゲート型素子構造であるが、ボトムゲートに対向するゲートも補助的に具備したダ
ブルゲート型素子構造である。
【０００４】
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　関連する技術として、特開２００９－９４４９４号公報（対応米国出願公開：ＵＳ２０
０９０７８９７０（Ａ１））に、半導体装置の技術が開示されている。この半導体装置は
、絶縁表面を有する基板上に複数の電界効果トランジスタがそれぞれ層間絶縁層を介して
積層している。前記複数の電界効果トランジスタの有する半導体層は半導体基板より分離
されている。該半導体層は前記絶縁表面を有する基板、又は前記層間絶縁層上にそれぞれ
設けられた絶縁層と接合されている。前記複数の電界効果トランジスタはそれぞれ前記半
導体層に歪みを与える絶縁膜で覆われている。
【０００５】
　特開２００９－２８３８１９号公報に半導体装置の製造方法、半導体装置、電気光学装
置、および電子機器が開示されている。この半導体装置の製造方法は、複数の半導体膜が
積層される。この半導体装置の製造方法は、５工程を備えている。第１工程は、第１半導
体膜上にカーボンナノチューブを備えるプラグ電極を形成する工程である。第２工程は、
形成された該プラグ電極の周囲に層間絶縁膜を形成する工程である。第３工程は、該層間
絶縁膜の表面を平滑化して該プラグ電極の頂部を露出させる工程である。第４工程は、該
層間絶縁膜および該プラグ電極の頂部上に非晶質の第２半導体膜を形成する工程である。
第５工程は、該非晶質の第２半導体膜にエネルギーを供給して露出した該プラグ電極を触
媒として機能させて該非晶質の第２半導体膜を結晶化させる工程である。
【０００６】
　関連する技術として、非特許文献１（２０１２　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　ＶＬＳＩ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐａｒｓ，１
２３－１２４（２０１２））に酸化物半導体層を多層配線層中に組み込んだＬＳＩが開示
されている。また、非特許文献２（２０１１　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　ＶＬＳＩ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐａｒｓ，１２０
－１２１（２０１１））に酸化物半導体層を用いたＣＭＯＳ回路が開示されている。また
、非特許文献３（２０１１　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　（ＩＥＤＭ），１５５－１５８（２０１１））に酸
化物半導体層を用いたトランジスタデバイス構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－１４１２３０号公報
【特許文献２】特開２００９－０９４４９４号公報
【特許文献３】特開２００９－２８３８１９号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｋ．Ｋａｎｅｋｏ　ｅｔ．ａｌ．，“Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｆｕ
ｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　ｕｓｉｎｇ　ＢＥＯＬ－Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ　ｗｉｔｈ　ＩｎＧａＺｎＯ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｆｏｒ　Ｏｎ－ｃｈｉｐ
　Ｈｉｇｈ／Ｌｏｗ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｂｒｉｄｇｉｎｇ　Ｉ／Ｏｓ　ａｎｄ　Ｈｉｇｈ
－Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｓ”，２０１２　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　ＶＬＳ
Ｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐａｒｓ，
１２３－１２４（２０１２）．
【非特許文献２】Ｋ．Ｋａｎｅｋｏ　ｅｔ．ａｌ．，“Ａ　Ｎｏｖｅｌ　ＢＥＯＬ－Ｔｒ
ａｎｓｉｓｔｏｒ　（ＢＥＴｒ）　ｗｉｔｈ　ＩｎＧａＺｎＯ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ｉｎ
　Ｃｕ－Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｓ　ｆｏｒ　Ｏｎ－ｃｈｉｐ　Ｈｉｇｈ　Ｖｏｌｔａ
ｇｅ　Ｉ／Ｏｓ　ｉｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＣＭＯＳ　ＬＳＩｓ”，２０１１　Ｓｙｍｐ
ｏｓｉｕｍ　ｏｎ　ＶＬＳＩ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎ
ｉｃａｌ　Ｐａｐａｒｓ，１２０－１２１（２０１１）．
【非特許文献３】Ｋ．Ｋａｎｅｋｏ　ｅｔ．ａｌ．，“Ｈｉｇｈ　Ｒｅｌｉａｂｌｅ　Ｂ
ＥＯＬ－Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ　ｗｉｔｈ　Ｏｘｙｇｅｎ－ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｉｎ
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ＧａＺｎＯ　ａｎｄ　Ｇａｔｅ／Ｄｒａｉｎ　Ｏｆｆｓｅｔ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｆｏｒ　Ｈ
ｉｇｈ／Ｌｏｗ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｂｒｉｄｇｉｎｇ　Ｉ／Ｏ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ”
，２０１１　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　（ＩＥＤＭ），１５５－１５８（２０１１）．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特開２０１０－１４１２３０号公報では、配線層内能動素子であるトランジスタは
、ボトムゲート型素子構造、又は、ボトムゲート型素子構造を基本としたダブルゲート型
素子構造である。そのため、いくつかの構造上の課題がある。例えば、通常、ゲート電極
は、半導体層を完全に横切るような構造にする必要がある。しかし、上記特開２０１０－
１４１２３０号公報のトランジスタでは、そのような構造にするとき、以下のような問題
がある。半導体層とゲート絶縁膜とを同時に形成し、その後にゲート電極を形成する場合
には、半導体層の端の側面において、ゲート電極が半導体層に接触してしまう。半導体層
を形成し、その後にゲート絶縁膜とゲート電極とを同時に形成する場合にも、半導体層の
端の側面において、ゲート絶縁膜が薄くなるので、ゲート電極が半導体層に接触してしま
う可能性が高くなる。
【００１０】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一実施の形態において、半導体装置の配線層内にトップゲート型素子構造の半導体素子
（能動素子）を設け、その半導体素子（能動素子）の半導体層の側面に、層間絶縁膜とは
別の側壁膜（サイドウォール）を設ける。
【発明の効果】
【００１２】
　前記一実施の形態によれば、ゲート電極が半導体層を横切る箇所に側壁膜があるので、
ゲート電極と半導体層との接触を防止でき、ゲート電極と半導体層とを電気的に分離でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】図１Ａは、第１の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である
。
【図１Ｂ】図１Ｂは、第１の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である
。
【図２】図２は、第１の実施の形態に係る半導体装置の構成の一例を示す平面図である。
【図３Ａ】図３Ａは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図３Ｂ】図３Ｂは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図３Ｃ】図３Ｃは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図３Ｄ】図３Ｄは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図３Ｅ】図３Ｅは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図３Ｆ】図３Ｆは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図３Ｇ】図３Ｇは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
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ある。
【図３Ｈ】図３Ｈは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図３Ｉ】図３Ｉは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図３Ｊ】図３Ｊは、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図４】図４は、第１の実施の形態に係る半導体装置の構成の第１変形例を示す断面図で
ある。
【図５Ａ】図５Ａは、第１の実施の形態に係る半導体装置の構成の第２変形例を示す断面
図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、第１の実施の形態に係る半導体装置の構成の第３変形例を示す断面
図である。
【図６Ａ】図６Ａは、第２の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である
。
【図６Ｂ】図６Ｂは、第２の実施の形態に係る半導体装置の構成の他の例を示す断面図で
ある。
【図７】図７は、第２の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す平面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図８Ｂ】図８Ｂは、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図８Ｃ】図８Ｃは、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図８Ｄ】図８Ｄは、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図８Ｅ】図８Ｅは、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図で
ある。
【図９】図９は、第２の実施の形態に係る半導体装置の構成の変形例の例を示す断面図で
ある。
【図１０】図１０は、第３の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である
。
【図１１】図１１は、第３の実施の形態に係る半導体装置の構成の変形例を示す断面図で
ある。
【図１２】図１２は、第４の実施の形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。
【図１３】図１３は、第４の実施の形態に係る半導体装置の構成を示す平面図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１４Ｄ】図１４Ｄは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１４Ｅ】図１４Ｅは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１４Ｆ】図１４Ｆは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１４Ｇ】図１４Ｇは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
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【図１４Ｈ】図１４Ｈは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１４Ｉ】図１４Ｉは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１４Ｊ】図１４Ｊは、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１５】図１５は、第５の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である
。
【図１６】図１６は、第５の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す平面図である
。
【図１７Ａ】図１７Ａは、第５の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、第５の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、第５の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１７Ｄ】図１７Ｄは、第５の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１７Ｅ】図１７Ｅは、第５の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１７Ｆ】図１７Ｆは、第５の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１７Ｇ】図１７Ｇは、第５の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１７Ｈ】図１７Ｈは、第５の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図１８】図１８は、第６の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である
。
【図１９】図１９は、第６の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す平面図である
。
【図２０】図２０は、第７の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である
。
【図２１Ａ】図２１Ａは、第７の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、第７の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図２１Ｃ】図２１Ｃは、第７の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図２１Ｄ】図２１Ｄは、第７の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図２１Ｅ】図２１Ｅは、第７の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図２１Ｆ】図２１Ｆは、第７の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図２１Ｇ】図２１Ｇは、第７の実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面
図である。
【図２２】図２２は、第８実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。
【図２３】図２３は、第９の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である
。
【図２４】図２４は、第９の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す平面図である
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。
【図２５】図２５は、第１０の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図であ
る。
【図２６】図２６は、第１０の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す平面図であ
る。
【図２７】図２７は、第１１の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図であ
る。
【図２８】図２８は、第１２の実施の形態に係る半導体装置の構成の例を模式的に示すレ
イアウト図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、実施の形態に係る半導体装置及び半導体装置の製造方法に関して、添付図面を参
照して説明する。
【００１５】
　（第１の実施の形態）
　第１の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図１Ａ、図１Ｂ及び図２
は、本実施の形態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図及び平面図である。ただし、
図１Ａ及び図１Ｂは図２のＡＡ’断面を示し、図１Ａは図１Ｂの要部を示している。
【００１６】
　本実施の形態の半導体装置１００は、第１配線層１５０と、第２配線層１７０と、半導
体素子２００とを具備している。第１配線層１５０は、第１層間絶縁層１５２と、第１層
間絶縁層１５２に埋設された第１配線１６４とを有している。第２配線層１７０は、第１
配線層１５０より上に形成された第２層間絶縁層１７２と、第２層間絶縁層１７２に埋設
された第２配線１８８、２８５、２８９とを有している。半導体素子２００は、少なくと
も第２配線層１７０内に設けられている。半導体素子２００は、半導体層２２０と、ゲー
ト絶縁膜２２１と、ゲート電極２２２と、第１側壁膜２２６とを備えている。半導体層２
２０は、第２配線層１７０内に設けられている。ゲート絶縁膜２２１は、半導体層２２０
に接して設けられている。ゲート電極２２２は、ゲート絶縁膜２２１を介して半導体層２
２０と反対側に設けられている。第１側壁膜（２２６）は、半導体層２２０の側面に設け
られている。半導体素子２００は、配線層内に設けられた配線層内能動素子（又は配線層
内機能素子）ということができる。
【００１７】
　このような構成を取ることにより、半導体素子２００において、ゲート電極２２２が島
状の半導体層２２０の端にまで延在している場合でも、その半導体層２２０の端の側面に
おいて、ゲート電極２２２が半導体層２２０に直接接触する、という現象を防止すること
ができる。それにより、半導体素子２００の動作を安定させ、信頼性を向上させることが
できる。特に、ゲート電極２２２が島状の半導体層２２０を横切るような構造（図２）を
取るとき、上記構成を有することが好ましい。
【００１８】
　また、半導体素子２００において、ゲート電極が第１配線層１５０の第１配線１６４で
はなく、専用のゲート電極２２２を設けている。そのため、ゲート電極は、配線材料の特
性に制限されなくなり、ゲート電極２２２として所望の特性を有する金属材料を用いるこ
とができる。その結果、ゲート電極の仕事関数に制限が無くなり、閾値電圧の設定が可能
になる。
【００１９】
　更に、半導体素子２００において、ゲート絶縁膜が第２配線層１７０の拡散防止膜（例
示：Ｃｕ拡散防止膜）ではなく、専用のゲート絶縁膜２２１を設けている。そのためゲー
ト絶縁膜は拡散防止膜材料の特性に制限されなくなり、ゲート絶縁膜２２１として所望の
材料を所望の膜厚で用いることができる。その結果、ゲート容量の拡大（すなわち特性向
上）を容易に行うことができる。
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【００２０】
　以下、半導体装置１００について、更に説明する。
【００２１】
　半導体装置１００は、半導体基板１０１と、半導体基板１０１上に設けられたコンタク
ト層１３０と、コンタクト層１３０上に設けられた配線層１４０とを更に備えている。半
導体基板１０１は、トランジスタや容量素子に例示される半導体素子を備えている。この
図の例では、トランジスタ１２１が形成されている。トランジスタ１２１は、ソース／ド
レイン電極１２２、１２３と、ゲート電極１２４と、ゲート絶縁膜１２５とを備えている
。トランジスタ１２１は、素子分離層１２０で他の素子から分離されている。コンタクト
層１３０は、半導体基板１０１上に設けられた層間絶縁層１３１と、それに埋設されたコ
ンタクト１４２とを備えている。配線層１４０は、層間絶縁層１３１上に設けられた層間
絶縁層１３２と、それに埋設された配線１４４とを備えている。トランジスタ１２１のソ
ース／ドレイン電極１２２、１２３は、コンタクト１４２を介して、配線１４４に接続さ
れている。
【００２２】
　第１配線層１５０は、配線層１４０上に設けられたキャップ絶縁層１５１と、キャップ
絶縁層１５１上に設けられた第１層間絶縁層１５２とを備えている。キャップ絶縁層１５
１は、配線１４４の配線材料（例示：Ｃｕ）の拡散を防止する。第１配線層１５０は、更
に、ビア１６２と第１配線１６４とを備えている。ビア１６２は、下端がキャップ絶縁層
１５１を貫通し、配線１４４に接続され、上端が第１配線１６４に接続されている。第１
配線１６４は、第１層間絶縁層１５２の表面側に設けられている。
【００２３】
　第２配線層１７０は、第１配線層１５０上に設けられたキャップ絶縁層１７１と、キャ
ップ絶縁層１７１上に設けられた第２層間絶縁層１７２とを備えている。キャップ絶縁層
１７１は、第１配線１６４の配線材料（例示：Ｃｕ）の拡散を防止する。第２配線層１７
０は、更に、ビア１８９及び第２配線１８８を備えている。ビア１８９は、下端がキャッ
プ絶縁層１７１を貫通し、第１配線１６４に接続され、上端が第２配線１８８に接続され
ている。第２配線１８８は、第２層間絶縁層１７２の表面側に設けられている。この図の
例では、デュアルダマシン構造のビア１８９及び第２配線１８８が示されている。
【００２４】
　第２配線層１７０は、更に、キャップ絶縁層１７１上に設けられた島状の半導体層２２
０と、その半導体層２２０上に設けられたゲート絶縁膜２２１と、ゲート絶縁膜２２１上
に設けられたゲート電極２２２と、半導体層２２０の周囲に設けられたサイドウォール２
２６を備えている。半導体層２２０はチャネルとして機能する。ゲート電極２２２と、ゲ
ート絶縁膜２２１と、半導体層２２０とにより、トランジスタとしての半導体素子２００
が構成される。ゲート電極２２２は、島状の半導体層２２０を完全に横切るような構造を
取っている。そのため、半導体層２２０の端面において、ゲート電極２２２が半導体層２
２０の端の側面に接触する可能性がある。しかし、半導体層２２０の側面には、サイドウ
ォール２２６が設けられているため、ゲート電極２２２が半導体層２２０に接触するとい
う現象を防止することができる。
【００２５】
　第２配線層１７０は、更に、ゲート電極２２２に接続されたビア２９０と第２配線２８
９とを備えている。ビア２９０は、下端がゲート電極２２２の端部（半導体層２２０から
離れた端部）に接続され、上端が第２配線２８９に接続されている。第２配線２８９は、
第２層間絶縁層１７２の表面側に設けられている。この図の例では、デュアルダマシン構
造のビア２９０及び第２配線２８９が示されている。第２配線層１７０は、更に、ソース
／ドレイン電極としてのコンタクト２８６と第２配線２８５とを備えている。コンタクト
２８６は、下端が半導体層２２０に接続され、上端が第２配線２８５に接続されている。
第２配線２８５は、第２層間絶縁層１７２の表面側に設けられている。この図の例では、
デュアルダマシン構造のコンタクト２８６及び第２配線２８５が示されている。
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【００２６】
　言い換えると、本実施の形態に係る半導体装置１００において、半導体素子２００は、
第１配線層（例示：Ｃｕ配線層）１５０上に設けられたキャップ絶縁層（例示：Ｃｕ拡散
防止層）１７１上に形成された半導体層（酸化物半導体）２２０をチャネルとしている。
半導体層２２０は島状にパターニングされ、その端面（側面）上にはサイドウォール２２
６が形成される。半導体層２２０上にはパターニングされたゲート絶縁膜２２１及びゲー
ト電極２２２が配置されている。第１配線層（Ｃｕ配線層）１５０と第２配線（ｏｒパッ
ド電極）２８５とを接続するビアは、半導体素子２００のソース／ドレイン電極（コンタ
クト２８６）として用いられている。そのソース／ドレイン電極（コンタクト２８６）は
、ゲート絶縁膜２２１及びゲート電極２２２の両側に配置されている。ゲート電極２２２
は、半導体層２２０上を横切る形状を有しているが、半導体層２２０の側面がサイドウォ
ール２２６で保護されているので、半導体層２２０と接触することはない。
【００２７】
　次に、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図３Ａ～図３Ｊは
、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図である。各図は、図２にお
けるＡＡ’断面に対応している。なお、図３Ａ～図３Ｊにおいて、半導体基板１０１、コ
ンタクト層１３０及び配線層１４０については記載を省略している。
【００２８】
　まず、図３Ａ～図３Ｃに示すように、第１配線１６４を有する配線層（１５０、１７１
）上に、島状の半導体層２２０を形成する工程を実行する。次に、図３Ｄに示すように、
半導体層２２０及び配線層（１５０、１７１）を覆うように、絶縁膜（２２６）を形成す
る工程を実行する。続いて、図３Ｅに示すように、絶縁膜（２２６）をエッチバックして
、半導体層２２０の側面を覆うサイドウォール２２６を形成する工程を実行する。その後
、図３Ｆ～図３Ｇに示すように、半導体層２２０上に、第１ゲート絶縁膜２２１及びゲー
ト電極２２２をこの順に形成する工程を実行する。このとき、ゲート電極２２２は、半導
体層２２０及びサイドウォール２２６を跨ぐように、第１ゲート絶縁膜２２１上に形成さ
れる。
【００２９】
　本実施の形態では、図３Ｄ及び図３Ｅの工程に示すように、島状の半導体層２２０の側
面に、サイドウォール２２６を形成している。サイドウォール２２６は、露出していた半
導体層２２０の側面を覆っているので、半導体層２２０の側面がその後の工程に影響され
ることはない。具体的には、サイドウォール２２６は、その後に形成されるゲート電極２
２２から、半導体層２２０を物理的・化学的・電気的に分離・保護している。したがって
、このようなサイドウォール２２６の分離・保護機能により、ゲート電極２２２が半導体
層２２０に接触したり、反応したりする等の現象を防止することができる。その結果、そ
れにより、半導体素子２００の動作を安定させ、信頼性を向上させることができる。
【００３０】
　以下、本実施の形態に係る半導体装置１００の製造方法について、更に説明する。
【００３１】
　まず、図１Ｂに示すように、半導体基板１０１に素子分離層１２０を形成する。次に、
半導体基板１０１上に半導体素子として例えばトランジスタ１２１を形成する。続いて、
コンタクト層１３０（層間絶縁層１３１、及びコンタクト１４２を含む）、及び配線層１
４０（層間絶縁層１３２及び配線（銅（Ｃｕ）配線）１４４を含む）を形成する。これら
の工程は、従来知られた方法を用いることができる。
【００３２】
　次に、図３Ａに示すように、配線層１４０（図示されず）上に、銅（Ｃｕ）拡散防止用
のキャップ絶縁層１５１、及び、第１層間絶縁層１５２をこの順に成膜する。キャップ絶
縁層１５１の材料は、窒化シリコン（ＳｉＮ）や窒化炭化シリコン（ＳｉＣＮ）に例示さ
れる。第１層間絶縁層１５２は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）に例示される。続いて、第１
層間絶縁層１５２に、ビア１６２、及び第１配線１６４を、シングルダマシン法又はデュ
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アルダマシン法を用いて埋め込む。これにより、第１配線層１５０が形成される。ビア１
６２、及び第１配線１６４の材料としては、銅（Ｃｕ）が例示される。その後、第１層間
絶縁層１５２、及び第１配線１６４を覆うようにキャップ絶縁層１７１を形成する。キャ
ップ絶縁層１７１の材料は、窒化シリコン（ＳｉＮ）や窒化炭化シリコン（ＳｉＣＮ）に
例示される。その膜厚は１０～５０ｎｍ程度である。これらの工程は、銅（Ｃｕ）配線層
を有する通常の半導体装置と同様の方法で形成される。
【００３３】
　次に、図３Ｂに示すように、キャップ絶縁層１７１上に、半導体素子２００のチャネル
となる半導体層２２０を、例えばスパッタリング法で形成する。チャネルとして好ましい
材料は、ＩｎＧａＺｎＯ（ＩＧＺＯ）層、ＩｎＺｎＯ層、ＺｎＯ層、ＺｎＡｌＯ層、Ｚｎ
ＣｕＯ層、ＮｉＯ層、ＳｎＯ層、ＳｎＯ２層、ＣｕＯ層、Ｃｕ２Ｏ層、Ｔａ２Ｏ５層、及
びＴｉＯ２層やこれら同士の積層構造やこれらと他の材料との積層構造に例示される。こ
れらの層は、配線層の特性に影響を及ぼさない比較的低温での形成が可能である。その膜
厚は１０～５０ｎｍ程度である。続いて、図３Ｃに示すように、この半導体層２２０を通
常のフォトリソグラフィおよびドライエッチングを用いてパターニングする。それにより
、島状の半導体層２２０が形成される。半導体層２２０の周囲はキャップ絶縁層１７１が
露出する。
【００３４】
　次に、図３Ｄに示すように、半導体層２２０及びキャップ絶縁層１７１上にサイドウォ
ール２２６となる絶縁膜（以下、被覆絶縁膜２２６ともいう）を、例えばＣＶＤ法により
形成する。被覆絶縁膜２２６（サイドウォール２２６となる絶縁膜）の材料としては、酸
化シリコン（ＳｉＯ２）や窒化シリコン（ＳｉＮ）に例示される。その膜厚は２０～２０
０ｎｍ程度である。被覆絶縁膜２２６は、キャップ絶縁層１７１及び半導体層２２０の表
面だけでなく、露出していた半導体層２２０の側面も覆っている。
【００３５】
　次に、図３Ｅに示すように、被覆絶縁膜２２６に、全面エッチバックを行う。それによ
り、キャップ絶縁層１７１及び半導体層２２０の表面の被覆絶縁膜２２６が除去され、半
導体層２２０の側面にサイドウォール２２６が形成される。サイドウォール２２６は、島
状の半導体層２２０の露出していた側面を覆い、他の膜やプロセスの影響を受けないよう
に保護している。
【００３６】
　次に、図３Ｆに示すように、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６及び半導体
層２２０の表面上に、ゲート絶縁膜２２１及びゲート電極２２２を、例えばスパッタリン
グ法で成膜する。この場合、ゲート絶縁膜２２１は、半導体層２２０を覆い、かつサイド
ウォール２２６を覆っている。ここで、半導体層２２０の側面は、サイドウォール２２６
で覆われ、急激な段差になっていない。したがって、ゲート絶縁膜２２１は、半導体層２
２０上から連続的にキャップ絶縁層１７１へ続いている。その結果、半導体層２２０の端
の側面はサイドウォール２２６だけでなくゲート絶縁膜２２１でも保護され、半導体層２
２０の端の側面とゲート電極２２２との接触がより確実に防止される。
【００３７】
　ゲート絶縁膜２２１の材料は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）
、又はＨｆ、Ｚｒ、Ａｌ、若しくはＴａ等の金属の酸化物に例示される。あるいは、それ
らの材料の組合せでも良い。また、これら材料のゲート絶縁膜２２１には、金属と酸素以
外にも窒素や炭素などを含んでも良い。また、その膜厚は０．５～５０ｎｍ程度であるこ
とが好ましい。このように、半導体素子２００は、専用のゲート絶縁膜２２１を設けてい
る。そのため、ゲート絶縁膜として所望の材料を所望の膜厚で用いることができる。その
結果、ゲート容量の拡大（すなわち特性向上）等を容易に行うことができる。
【００３８】
　一方、ゲート電極２２２の材料は、チタニウム（Ｔｉ）、窒化チタニウム（ＴｉＮ）、
アルミニウム（Ａｌ）、コバルト（Ｃｏ）、モリブデン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔａ）、窒
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化タンタル（ＴａＮ）、タングステン（Ｗ）、又は窒化タングステン（ＷＮ）等に例示さ
れる。あるいは、それらの中に炭素（Ｃ）や酸素（Ｏ）を混入させたもの、又は、それら
を他の金属等との積層構造にしたものを用いても良い。また、その膜厚は５～１００ｎｍ
程度であることが好ましい。このように、半導体素子２００は、専用のゲート電極２２２
を設けている。そのため、ゲート電極として所望の金属材料を用いることができる。この
ゲート電極２２２の材料が、半導体素子（配線層内能動素子）２００の実効仕事関数を決
定する。その結果、ゲート電極の仕事関数に制限が無くなり、閾値電圧の設定が可能にな
る。
【００３９】
　次に、図３Ｇに示すように、通常のフォトリソグラフィおよびドライエッチングを用い
て、ゲート電極２２２及びゲート絶縁膜２２１をパターニングする。このパターニングに
より、図２の平面図に示すようなゲート電極形状を規定する。すなわち、半導体層２２０
（サイドウォール２２６を含む）を完全に横切るような（跨ぐような）ゲート電極形状に
、ゲート電極２２２及びゲート絶縁膜２２１をパターニングする（ゲート絶縁膜２２１が
抜けきらない形態もある）。このとき、上述のように、半導体層２２０の端の側面はサイ
ドウォール２２６だけでなくゲート絶縁膜２２１でも保護され、半導体層２２０の端の側
面とゲート電極２２２との接触はより確実に防止されている。
【００４０】
　次に、図３Ｈに示すように、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６、半導体層
２２０、ゲート絶縁膜２２１、及びゲート電極２２２を覆うように、第２層間絶縁層１７
２を形成する。第２層間絶縁層１７２は、酸化シリコンより誘電率が低い、低誘電率絶縁
層であり、ＳｉＯＣ（Ｈ）膜やＳｉＬＫ（登録商標）などの炭素含有膜に例示される。続
いて、図３Ｉに示すように、第２層間絶縁層１７２に、ビア、コンタクト及び配線用のホ
ール４０１～４０４を開口する。その後、図３Ｊに示すように、ビア１８９、コンタクト
（ソース／ドレイン電極）２８６、ゲート電極用のビア２９０、及び第２配線１８８、２
８５、２８９を、シングルダマシン法又はデュアルダマシン法を用いて埋め込む。これに
より、第２配線層１７０が形成される。ビア１８９、コンタクト２８６、２９０、及び第
２配線１８８、２８５、２８９の材料としては、バリア膜としてタンタル（Ｔａ）／窒化
タンタル（ＴａＮ）やチタニウム（Ｔｉ）／窒化チタニウム（ＴｉＮ）を用いた銅（Ｃｕ
）が例示される。このとき、ソース・ドレイン電極（コンタクト２８６）は、チャネル（
半導体層２２０）の形成した後に、チャネル（半導体層２２０）上に設けられている。そ
のため、チャネルとソース・ドレイン電極との接触抵抗を十分低くすることが可能となる
。
【００４１】
　以上の工程により、本実施の形態に係る半導体装置１００が製造される。
【００４２】
　本実施の形態では、半導体素子２００のゲート電極の材料として、配線と同一の材料で
はなく、専用の材料を用いることができる。それにより、配線と同一の材料を用いた場合
にゲート電極の仕事関数が固定されてしまうという問題が解決され、ゲート電極の仕事関
数を任意に選択することが可能となる。その結果、半導体素子２００における閾値電圧の
設定が可能となり、配線層能動素子をノーマリーオン、ノーマリーオフの両者に設定でき
るようになる。
【００４３】
　また、本実施の形態では、半導体素子２００のゲート絶縁膜として、Ｃｕ拡散防止層そ
のものではなく、専用の絶縁膜を用いることができる。それにより、Ｃｕ拡散防止層その
ものを用いた場合にＣｕ拡散バリア機能をも満足させるためゲート絶縁膜が厚くなり過ぎ
るという問題が解決され、Ｃｕ拡散バリア機能と無関係にゲート絶縁膜の膜厚を設定する
ことが可能となる。その結果、ゲート絶縁膜をより薄層化することが可能となり、ゲート
容量の大幅な拡大が可能となる。
【００４４】
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　また、本実施の形態では、半導体素子２００の端の側面にサイドウォール２２６が設け
られている。そのサイドウォール２２６の機能により半導体層２２０とゲート電極２２２
とを電気的・物理的に分離することができる。それにより、半導体層２２０の端面とゲー
ト電極２２２との短絡が発生してしまうという問題が解決され、デバイスの歩留まりを格
段に向上することができる。
【００４５】
（第１変形例）
　図４は、本実施の形態に係る半導体装置の構成の第１変形例を示す断面図である。この
図４の場合を図１Ａの場合と比較すると、ゲート電極２２２上にハードマスク２２４を設
けている点で、図１Ａの場合と相違する。以下、相違点について、主に説明する。
【００４６】
　本変形例では、ハードマスク２２４は、ゲート電極２２２の加工のために用いており、
レジストとゲート電極２２２が直接接触するのを防いでいる。レジストでハードマスク２
２４を加工し、アッシングを行った上でハードマスク２２４によりゲート電極２２２を加
工するため、レジストのアッシング時にゲート電極がむき出しにならず、電極の酸化等の
改質を避けることが可能になる。
【００４７】
　このような構成は、上記図３Ａ～図３Ｊの半導体装置の製造方法における図３Ｆの工程
において、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６及び半導体層２２０の表面上に
、ゲート絶縁膜２２１及びゲート電極２２２だけでなく、更にハードマスク２２４を例え
ばプラズマＣＶＤ法で成膜すればよい。ハードマスク２２４の材料は、酸化シリコン（Ｓ
ｉＯ２）、酸化炭化シリコン（ＳｉＯＣ）、炭素（Ｃ）、及び窒化シリコン（ＳｉＮ）の
ような絶縁膜やそれらの組み合わせに例示される。その膜厚は例えば、３０～２００ｎｍ
程度であることが好ましい。
【００４８】
　本変形例の場合にも、図１Ａ、図１Ｂ及び図２の場合と同様の効果を得ることができる
。
　更に、このハードマスク２２４の効果により、ゲート電極２２２のコンタクトを良好に
設けることができる。
【００４９】
（第２変形例）
　図５Ａは、本実施の形態に係る半導体装置の構成の第２変形例を示す断面図である。こ
の図５Ａの場合を図４の場合と比較すると、ゲート絶縁膜２２１、ゲート電極２２２、及
びハードマスク２２４の積層構造の両側の側面にサイドウォール２２５を設けている点で
、図４の場合と相違する。以下、相違点について、主に説明する。
【００５０】
　本変形例では、サイドウォール２２５は、コンタクト（ソース／ドレイン電極）２８６
を形成するとき、コンタクト（ソース／ドレイン電極）２８６がゲート電極２２２と接触
することを防止する。すなわち、コンタクト２８６用のホール４０２、４０３を形成する
とき、それらホール４０２、４０３が、ゲート電極２２２に近づきすぎたとしても、ゲー
ト電極２２２と接触することを防止できる。その結果、コンタクト２８６を適切な位置に
形成することができる。
【００５１】
　このような構成は、上記図３Ａ～図３Ｊの半導体装置の製造方法（上記の第１変形例の
変更を加えた方法）において、図３Ｇの工程と図３Ｈの工程との間に、以下の工程を追加
すればよい。まず、図３Ｄの工程と同様に、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２
６、半導体層２２０、ゲート絶縁膜２２１、ゲート電極２２２、及びハードマスク２２４
を覆うように、サイドウォール２２５となる絶縁膜（以下、被覆絶縁膜２２５ともいう）
を、例えばＣＶＤ法により形成する。被覆絶縁膜２２５（サイドウォール２２５となる絶
縁膜）の材料としては、酸化シリコン（ＳｉＯ２）や窒化シリコン（ＳｉＮ）に例示され
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る。その膜厚は１０～２００ｎｍ程度である。次に、図３Ｅの工程と同様に、被覆絶縁膜
２２５に、全面エッチバックを行う。それにより、キャップ絶縁層１７１、サイドウォー
ル２２６、及び半導体層２２０の表面の被覆絶縁膜２２５が除去され、ハードマスク２２
４、ゲート電極２２２、及びゲート絶縁膜２２１の両側の側面にサイドウォール２２５が
形成される。
【００５２】
　本変形例の場合にも、図４の場合と同様の効果を得ることができる。
　更に、このサイドウォール２２５の効果により、コンタクト（ソース／ドレイン電極）
２８６がゲート電極２２２と接触することを防止でき、コンタクト２８６を適切な位置に
形成することができる。
【００５３】
（第３変形例）
　図５Ｂは、本実施の形態に係る半導体装置の構成の第３変形例を示す断面図である。こ
の図５Ｂの場合を図５Ａの場合と比較すると、ゲート電極２２２上にハードマスク２２４
が設けられていない点で、図５Ａの場合と相違する。この図５Ｂと図５Ａとの関係は、い
わば図１Ａと図４との関係と同様である。この図５Ｂの場合にも、図５Ａと同様の効果（
ハードマスク２２４の効果を除く）を奏することができる。
【００５４】
　（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図６Ａは、本実施の形態
に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。図７は、本実施の形態に係る半導体装
置の構成の例を示す平面図である。たたし、図６Ａは、図７のＡＡ’断面である。本実施
の形態の半導体装置は、コンタクト（ソース／ドレイン電極）２８６を、いずれもセルフ
アライン的に設けている点で、第１の実施の形態の特に第２変形例（図５Ａ）の半導体装
置と相違する。以下、相違点について、主に説明する。
【００５５】
　本実施の形態では、ハードマスク２２４、ゲート電極２２２、及びゲート絶縁膜２２１
の積層構造の両側面に、サイドウォール２２５が設けられている。それらサイドウォール
２２５に接する形で、コンタクト（半導体素子２００のソース／ドレイン電極）２８６が
設けられている。ゲート電極２２２は、半導体層２２０及びサイドウォール２２６を横切
る形状を有する。サイドウォール２２５により、コンタクト２８６の位置が規定されるの
で、コンタクト２８６を適切な位置に形成することができる。
【００５６】
　なお、本実施の形態に係る半導体装置は、例えば図５Ａと図５Ｂとの関係のように、ゲ
ート電極２２２上にハードマスク２２４を設けていなくても良い（設けていても良い）。
図６Ｂは、本実施の形態に係る半導体装置の構成の他の例を示す断面図である。この図６
Ｂの場合を図６Ａの場合と比較すると、ゲート電極２２２上にハードマスク２２４が設け
られていない点で、図６Ａの場合と相違する。この図６Ｂと図６Ａとの関係は、いわば図
５Ｂと図５Ａとの関係と同様である。この図６Ｂの場合にも、図６Ａと同様の効果（ハー
ドマスク２２４の効果を除く）を奏することができる。
【００５７】
　この図６Ａのような構成は、以下の工程により実現できる。図８Ａ～図８Ｅは、本実施
の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図である。各図は、図７におけるＡＡ
’断面に対応している。なお、図８Ａ～図８Ｅにおいて、半導体基板１０１、コンタクト
層１３０及び配線層１４０については記載を省略している。
【００５８】
　まず、第１の実施の形態の図３Ａ～図３Ｅの半導体装置の製造方法の後、図３Ｆの工程
において、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６及び半導体層２２０の表面上に
、ゲート絶縁膜２２１及びゲート電極２２２だけでなく、更にハードマスク２２４を例え
ばプラズマＣＶＤ法で成膜する。ハードマスク２２４の材料は、酸化シリコン（ＳｉＯ２
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）、酸化炭化シリコン（ＳｉＯＣ）、炭素（Ｃ）、及び窒化シリコン（ＳｉＮ）のような
絶縁膜やそれらの組み合わせに例示される。その膜厚は例えば、３０～２００ｎｍ程度で
あることが好ましい。次に、図３Ｇの工程と同様に、通常のフォトリソグラフィ及びドラ
イエッチングを用いて、ハードマスク２２４、ゲート電極２２２、及びゲート絶縁膜２２
１をパターニングする。このパターニングにより、図７の平面図に示すようなゲート電極
形状を規定する。すなわち、半導体層２２０（サイドウォール２２６を含む）を完全に横
切るような（跨ぐような）ゲート電極形状に、ハードマスク２２４、ゲート電極２２２、
及びゲート絶縁膜２２１をパターニングする。
【００５９】
　次に、図８Ａに示すように、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６、半導体層
２２０、ゲート絶縁膜２２１、ゲート電極２２２、及びハードマスク２２４を覆うように
、サイドウォール２２５となる絶縁膜（以下、被覆絶縁膜２２５ともいう）を、例えばＣ
ＶＤ法により形成する。被覆絶縁膜２２５（サイドウォール２２５となる絶縁膜）の材料
としては、酸化シリコン（ＳｉＯ２）や窒化シリコン（ＳｉＮ）に例示される。その膜厚
は１０～２００ｎｍ程度である。
【００６０】
　次に、図８Ｂに示すように、被覆絶縁膜２２５に、全面エッチバックを行う。それによ
り、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６、及び半導体層２２０の表面の被覆絶
縁膜２２５が除去され、ハードマスク２２４、ゲート電極２２２、及びゲート絶縁膜２２
１の両側の側面にサイドウォール２２５が形成される。
【００６１】
　次に、図８Ｃに示すように、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６、半導体層
２２０、サイドウォール２２５、ゲート絶縁膜２２１、ゲート電極２２２、及びハードマ
スク２２４を覆うように、第２層間絶縁層１７２を形成する。第２層間絶縁層１７２は、
酸化シリコンより誘電率が低い、低誘電率絶縁層であり、ＳｉＯＣ（Ｈ）膜やＳｉＬＫ（
登録商標）などの炭素含有膜に例示される。続いて、図８Ｄに示すように、第２層間絶縁
層１７２に、ビア、コンタクト及び配線用のホール４０１～４０４を開口する。この場合
、コンタクト（ソース／ドレイン電極）２８６用のホール４０２、４０３は、第１の実施
の形態の第２変形例（図５Ａ）よりも、サイドウォール２２５に近い形で配置されている
。また、サイドウォール２２５の材料のエッチングレートは、第２層間絶縁層１７２の材
料のエッチングレートよりも非常に遅い。言い換えると、ホール４０２、４０３では、そ
の一部がサイドウォール２２５にかかっているため、エッチング時に第２層間絶縁層１７
２と共にサイドウォール２２５がエッチングされる可能性がある。しかし、サイドウォー
ル２２５のエッチングレートが非常に低いため、第２層間絶縁層１７２だけがエッチング
され、ゲート電極２２２に対していわゆるセルフアライン的にホール４０２、４０３を形
成することができる。
【００６２】
　次に、図８Ｅに示すように、ビア１８９、コンタクト（ソース／ドレイン電極）２８６
、ゲート電極用のビア２９０、及び第２配線１８８、２８５、２８９を、シングルダマシ
ン法又はデュアルダマシン法を用いて埋め込む。これにより、第２配線層１７０が形成さ
れる。ビア１８９、コンタクト２８６、２９０、及び第２配線１８８、２８５、２８９の
材料としては、バリア膜としてタンタル（Ｔａ）／窒化タンタル（ＴａＮ）やチタニウム
（Ｔｉ）／窒化チタニウム（ＴｉＮ）を用いた銅（Ｃｕ）が例示される。この場合、コン
タクト（ソース／ドレイン電極）２８６は、ゲート電極２２２に対していわゆるセルフア
ライン的に配置されているので、コンタクト２８６を適切な位置に形成することができる
。
【００６３】
　以上の工程により、本実施の形態に係る半導体装置１００が製造される。
【００６４】
　ただし、上記半導体素子２００の配置を可能にするために、ハードマスク２２４及びサ
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イドウォール２２５の材料選択に注意する必要がある。これらハードマスク２２４及びサ
イドウォール２２５の材料としては、第２層間絶縁層１７２と選択比の異なる材料を選択
することが好ましい。例えば、第２層間絶縁層１７２の材料として酸化シリコン（ＳｉＯ

２）を用いる場合、ハードマスク２２４及びサイドウォール２２５の材料として窒化シリ
コン（ＳｉＮｘ）などを用いることが考えられる。それにより、コンタクト２８６用のホ
ール４０２、４０３を開口するときに、サイドウォール２２５を選択的に残すことが可能
となり、ホール４０２、４０３のエッチング時にゲート電極２２２が露出するのを防ぐこ
とが可能となる。
【００６５】
　本実施の形態においても、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　更に、本実施の形態では、半導体素子２００が、ボトムゲート型の素子構造ではなく、
トップゲート型の素子構造であり、セルフアライン配置が可能である。そのため、ゲート
（ゲート絶縁膜２２１及びゲート電極２２２）に対するソース／ドレイン電極（コンタク
ト２８６）の距離を、サイドウォール２２５の幅により精密に制御することが可能となる
。すなわち、アライメント精度を向上させることができる。また、サイドウォール２２５
及びハードマスク２２４に窒化シリコン（ＳｉＮｘ）等を用いた場合、そのエッチング耐
性により、ゲートとソース／ドレイン電極との間のショートを防ぐことができる。
【００６６】
（変形例）
　図９は、本実施の形態に係る半導体装置の構成の変形例を示す断面図である。この図９
の場合を図６Ａの場合と比較すると、ドレイン電極（コンタクト２８６（Ｄ））がサイド
ウォール２２５から離れた位置に形成されている点で、図６Ａの場合と相違する。以下、
相違点について、主に説明する。
【００６７】
　本実施の形態では、ソース／ドレイン電極としてのコンタクト２８６のうち、ドレイン
電極としてのコンタクト２８６（Ｄ）は、サイドウォール２２５から離れた位置に形成さ
れている。この配置は、リソグラフィにより決定する。一方で、ソース電極としてのコン
タクト２８６（Ｓ）は、図６Ａの場合と同様に、サイドウォール２２５に接した位置に形
成されている。
【００６８】
　このような構成は、上記図第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法における図８
Ｄの工程において、コンタクト（ソース／ドレイン電極）２８６用のホール４０３の位置
を調整することで実現可能である。また、コンタクト２８６（Ｄ）側のサイドウォール２
２５の外側に更にサイドウォールを設けて、二重のサイドウォールとすることで、セルフ
アラインで図９の形状を製造る事も可能である。
【００６９】
　本実施の形態でも、第２の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施の形態では、ドレイン電極（コンタクト２８６（Ｄ））をゲート電極２２
２から物理的に分離することにより、半導体素子２００のドレイン耐圧を向上することが
可能である。一方で、ソース電極（コンタクト２８６（Ｓ））をセルフアラインで形成す
ることで、ソース電極（コンタクト２８６（Ｓ））とゲート（ゲート絶縁膜２２１及びゲ
ート電極２２２）との間の距離をサイドウォール２２５の幅で精密に制御することができ
る。それにより、ソース側の寄生抵抗は最小に抑えることが可能となる。
【００７０】
　（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図１０は、本実施の形態
に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。本実施の形態の半導体装置は、バック
ゲート２１０を有するダブルゲート構造である点で、第２の実施の形態の半導体装置と相
違する。以下、相違点について、主に説明する。
【００７１】
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　本実施の形態では、バックゲート２１０は、第１配線層１５０内の第１配線（Ｃｕ配線
）１６４と同様に、第１配線層１５０の表面領域に設けられている。バックゲート２１０
は、表面をキャップ絶縁層１７１に覆われている。バックゲート２１０は、キャップ絶縁
層１７１及び半導体層２２０を介して、ゲート電極２２２と対向する位置に設けられてい
る。例えば、バックゲート２１０は、半導体層２２０の一方のコンタクト（ソース電極）
２８６からゲート電極２２２を経由して他方のコンタクト（ドレイン電極）２８６までの
領域をカバーするように設けられている。すなわち、半導体層２２０は、ゲート電極２２
２及びバックゲート２１０を有するダブルゲート構造である。
【００７２】
　ただし、第１の実施の形態、その変形例、及び第２の実施の形態の変形例の半導体素子
２００に、本実施の形態のようなバックゲート２１０を適用することも可能である。
【００７３】
　このような構成は、第２の実施の形態の半導体装置の製造方法において（図３Ａの工程
において）、第１配線層１５０を形成するとき、第１配線（Ｃｕ配線）１６４と同時にバ
ックゲート（Ｃｕ配線）２１０を形成する。これにより、追加の工程を設けることなく、
バックゲート２１０を形成することができる。また、ゲート電極２２２等を形成するとき
（図３Ｇの工程において）、バックゲート２１０が存在する領域上に半導体層２２０を形
成するため、バックゲート２１０に対してアラインする形でゲート電極２２２等をパター
ニングする。
【００７４】
　本実施の形態でも、第２の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施の形態では、半導体素子２００がダブルゲート構造を形成することで、ソ
ース／ドレイン電極間のスイッチングをより良いオン／オフ比で行うことができるように
なる。また、サブスレッショールド特性が良くなり、より低電圧での駆動が可能となる。
【００７５】
（変形例）
　図１１は、本実施の形態に係る半導体装置の構成の変形例を示す断面図である。この図
１１の場合を図１０の場合と比較すると、バックゲート２１０を半導体層２２０の限定さ
れた領域に配置している点で、図１０の場合と相違する。以下、相違点について、主に説
明する。
【００７６】
　本変形例では、バックゲート２１０は、キャップ絶縁層１７１及び半導体層２２０を介
して、一方のコンタクト（ソース電極）２８６及びゲート電極２２２の一部と対向する位
置に設けられている。具体的には、バックゲート２１０は、半導体層２２０の一方のコン
タクト（ソース電極）２８６からゲート電極２２２までの領域をカバーするように設けら
れている。このように、本実施の形態では、バックゲート２１０をチャネル（半導体層２
２０）の限定した領域に配置している。
【００７７】
　このような構成は、第３の実施の形態の半導体装置の製造方法において、例えば、第１
配線層１５０にバックゲート（Ｃｕ配線）２１０を形成するとき、その位置をずらして形
成することで実現できる。あるいは、ゲート電極２２２等を形成するとき、バックゲート
２１０に対して少しずらしてアラインする形でゲート電極２２２等をパターニングするこ
とで実現できる。
【００７８】
　本実施の形態についても、第３の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施の形態では、バックゲート２１０によるダブルゲート効果を、例えばソー
ス（一方のコンタクト２８６）とゲート（ゲート電極２２２）との間のみに発生させるこ
とが可能となる。したがって、例えば、サイドウォール２２５を厚くした場合でも、ソー
スとゲートとの間ではバックゲート２１０により寄生抵抗を十分に低くする一方、ソース
とドレインとの間ではサイドウォール２２５の膜厚で規定した距離によりドレイン耐圧を
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精度良く決定することができる。すなわち、このように、バックゲート２１０の位置を所
望の位置に変更することで、半導体素子２００の素子特性の最適化を行うことが可能とな
る。
【００７９】
　（第４の実施の形態）
　第４の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図１２は、本実施の形態
に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。図１３は、本実施の形態に係る半導体
装置の構成の例を示す平面図である。たたし、図１２は、図１３のＡＡ’断面である。本
実施の形態の半導体装置は、ゲート絶縁膜２２１が半導体層２２０の上部表面の全面を覆
っている点で、第１の実施の形態（図１Ａ）の半導体装置と相違する。以下、相違点につ
いて、主に説明する。
【００８０】
　本実施の形態では、ゲート絶縁膜２２１が島状の半導体層２２０の上部表面の全面を覆
っている。すなわち、ゲート絶縁膜２２１が半導体層２２０と平面視で重なっている。そ
れに加えて、サイドウォール２２６は、半導体層２２０及びゲート絶縁膜２２１の両方の
側面を覆っている。なお、ゲート電極２２２が存在しない領域のゲート絶縁膜２２１は、
ゲート電極２２２直下のゲート絶縁膜２２１より薄くなっている、又は一部無くなってい
る形態もここには含まれる。この場合、後述されるように、半導体層２２０上にゲート絶
縁膜２２１を形成してからパターニングを行うため、半導体層２２０がパターニングの影
響を受けなくなり、その膜質管理が容易となる。また、ゲート電極２２２と半導体層２２
０との間の接触をより確実に防止することができる。
【００８１】
　このような構成は、以下の工程により実現できる。図１４Ａ～図１４Ｊは、本実施の形
態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図である。各図は、図１３におけるＡＡ’
断面に対応している。なお、図１４Ａ～図１４Ｊにおいて、半導体基板１０１、コンタク
ト層１３０及び配線層１４０については記載を省略している。
【００８２】
　まず、図１Ｂに示すように、半導体基板１０１に素子分離層１２０を形成する。次に、
半導体基板１０１上に半導体素子として例えばトランジスタ１２１を形成する。続いて、
コンタクト層１３０（層間絶縁層１３１、及びコンタクト１４２を含む）、及び配線層１
４０（層間絶縁層１３２及び配線（銅（Ｃｕ）配線）１４４を含む）を形成する。これら
の工程は、従来知られた方法を用いることができる。
【００８３】
　次に、図１４Ａに示すように、配線層１４０（図示されず）上に、銅（Ｃｕ）拡散防止
用のキャップ絶縁層１５１、及び、第１層間絶縁層１５２をこの順に成膜する。続いて、
第１層間絶縁層１５２に、ビア１６２、及び第１配線１６４を、シングルダマシン法又は
デュアルダマシン法を用いて埋め込む。これにより、第１配線層１５０が形成される。そ
の後、第１層間絶縁層１５２、及び第１配線１６４を覆うようにキャップ絶縁層１７１を
形成する。これらの工程は、銅（Ｃｕ）配線層を有する通常の半導体装置と同様の方法で
形成される。
【００８４】
　次に、図１４Ｂに示すように、キャップ絶縁層１７１上に、半導体素子２００のチャネ
ルとなる半導体層２２０を、例えばスパッタリング法で形成する。更に、その上にゲート
絶縁膜２２１を、例えばスパッタリング法で成膜する。続いて、図１４Ｃに示すように、
このゲート絶縁膜２２１を通常のフォトリソグラフィおよびドライエッチングによりパタ
ーニングする。それにより、島状のゲート絶縁膜２２１が形成される。更に、図１４Ｄに
示すように、このゲート絶縁膜２２１下の半導体層２２０を、このゲート絶縁膜２２１を
マスクとして、ドライエッチングによりパターニングする。それにより、島状のゲート絶
縁膜２２１及び半導体層２２０の積層構造が形成される。
【００８５】
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　次に、図１４Ｅに示すように、ゲート絶縁膜２２１及びキャップ絶縁層１７１上にサイ
ドウォール２２６となる絶縁膜（以下、被覆絶縁膜２２６ともいう）を、例えばＣＶＤ法
により形成する。次に、被覆絶縁膜２２６に、全面エッチバックを行う。それにより、ゲ
ート絶縁膜２２１及び半導体層２２０の側面にサイドウォール２２６が形成される。サイ
ドウォール２２６は、島状の半導体層２２０の露出していた側面を覆い、他の膜やプロセ
スの影響を受けないように保護している。
【００８６】
　次に、図１４Ｆに示すように、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６及びゲー
ト絶縁膜２２１の表面上に、ゲート電極２２２及びハードマスク２２４を、例えばスパッ
タリング法で成膜する。続いて、図１４Ｇに示すように、通常のフォトリソグラフィおよ
びドライエッチングを用いて、ハードマスク２２４をパターニングする。続いて、図１４
Ｈに示すように、このハードマスク２２４下のゲート電極２２２を、このハードマスク２
２４をマスクとして、ドライエッチングによりパターニングする。それにより、図１３の
平面図に示すようなゲート電極形状のハードマスク２２４及びゲート電極２２２の積層構
造が形成される。
【００８７】
　次に、図１４Ｉに示すように、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６、ゲート
絶縁膜２２１、ゲート電極２２２、及びハードマスク２２４を覆うように、第２層間絶縁
層１７２を形成する。続いて、図１４Ｊに示すように、第２層間絶縁層１７２に、ビア、
コンタクト及び配線用のホールを開口する。その後、ビア１８９、コンタクト（ソース／
ドレイン電極）２８６、ゲート電極用のビア２９０、及び第２配線１８８、２８５、２８
９を、シングルダマシン法又はデュアルダマシン法を用いて埋め込む。これにより、第２
配線層１７０が形成される。
【００８８】
　以上の工程により、本実施の形態に係る半導体装置１００が製造される。
【００８９】
　ただし、サイドウォール２２６の形成方法としては、上記図１４Ｅの工程の他にも、半
導体層２２０の端面を酸化して、部分的に半導体層２２０を絶縁体化するなどの手法も有
り得る。なお、ゲート電極２２２をパターニングする際に、ゲート絶縁膜２２１もエッチ
ングを受けるため、ゲート電極２２２が存在しない領域のゲート絶縁膜２２１は、ゲート
電極２２２直下のゲート絶縁膜２２１より薄くなっている、もしくは無くなっている形態
も含む。
【００９０】
　本実施の形態でも、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　加えて、本実施の形態では、半導体層２２０上にゲート絶縁膜２２１を形成してからパ
ターニングを行うため、半導体層２２０がパターニングの影響（レジストの直接塗布およ
び剥離作業の影響）を受けなくなる。その結果、半導体層２２０の膜質管理、具体的には
半導体層２２０中の酸素などの組成制御などが容易となる。
【００９１】
　（第５の実施の形態）
　第５の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図１５は、本実施の形態
に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。図１６は、本実施の形態に係る半導体
装置の構成の例を示す平面図である。たたし、図１５は、図１６のＡＡ’断面である。本
実施の形態の半導体装置は、ゲート電極が二層で構成される点で、第４の実施の形態（図
１２）の半導体装置と相違する。以下、相違点について、主に説明する。
【００９２】
　本実施の形態では、ゲート電極が下部ゲート電極２２２と上部ゲート電極２２３との二
層から構成される。下部ゲート電極２２２は、半導体層２２０の上部のみに存在している
。上部ゲート電極２２３は、半導体層２２０の上部だけでなく、半導体層２２０を横切る
形で形成されている。両ゲート電極の材料は、同じであっても良いし、異なっていても良



(21) JP 5960000 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

い。なお、下部ゲート電極２２２が存在しない領域のゲート絶縁膜２２１は、下部ゲート
電極２２２直下のゲート絶縁膜２２１より薄くなっている、もしくは無くなっている形態
も含む。この場合、後述されるように、半導体層２２０上にゲート絶縁膜２２１及び下部
ゲート電極２２２を形成してからパターニングを行うため、半導体層２２０及びゲート絶
縁膜２２１がパターニングの影響を受けなくなり、その膜質管理が容易となる。
【００９３】
　このような構成は、以下の工程により実現できる。図１７Ａ～図１７Ｈは、本実施の形
態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図である。各図は、図１６におけるＡＡ’
断面に対応している。なお、図１７Ａ～図１７Ｈにおいて、半導体基板１０１、コンタク
ト層１３０及び配線層１４０については記載を省略している。
【００９４】
　まず、図１Ｂに示すように、半導体基板１０１に素子分離層１２０を形成する。次に、
半導体基板１０１上に半導体素子として例えばトランジスタ１２１を形成する。続いて、
コンタクト層１３０（層間絶縁層１３１、及びコンタクト１４２を含む）、及び配線層１
４０（層間絶縁層１３２及び配線（銅（Ｃｕ）配線）１４４を含む）を形成する。これら
の工程は、従来知られた方法を用いることができる。
【００９５】
　次に、図１７Ａに示すように、配線層１４０（図示されず）上に、銅（Ｃｕ）拡散防止
用のキャップ絶縁層１５１、及び、第１層間絶縁層１５２をこの順に成膜する。続いて、
第１層間絶縁層１５２に、ビア１６２、及び第１配線１６４を、シングルダマシン法又は
デュアルダマシン法を用いて埋め込む。これにより、第１配線層１５０が形成される。そ
の後、第１層間絶縁層１５２、及び第１配線１６４を覆うようにキャップ絶縁層１７１を
形成する。これらの工程は、銅（Ｃｕ）配線層を有する通常の半導体装置と同様の方法で
形成される。
【００９６】
　次に、図１７Ｂに示すように、キャップ絶縁層１７１上に、半導体素子２００のチャネ
ルとなる半導体層２２０と、ゲート絶縁膜２２１と、下部ゲート電極２２２とを、例えば
スパッタリング法でこの順に成膜する。続いて、図１７Ｃに示すように、この下部ゲート
電極２２２を通常のフォトリソグラフィおよびドライエッチングによりパターニングする
。それにより、島状の下部ゲート電極２２２が形成される。更に、図１７Ｄに示すように
、この下部ゲート電極２２２下のゲート絶縁膜２２１及び半導体層２２０を、この下部ゲ
ート電極２２２をマスクとして、ドライエッチングによりパターニングする。それにより
、島状の下部ゲート電極２２２、ゲート絶縁膜２２１及び半導体層２２０の積層構造が形
成される。このとき、下部ゲート電極２２２により、ゲート絶縁膜２２１と半導体層２２
０は保護されているので、フォトリソグラフィやドライエッチングの影響をほとんど受け
ない。
【００９７】
　次に、図１７Ｅに示すように、下部ゲート電極２２２及びキャップ絶縁層１７１上にサ
イドウォール２２６となる絶縁膜（以下、被覆絶縁膜２２６ともいう）を、例えばＣＶＤ
法により形成する。次に、被覆絶縁膜２２６に、全面エッチバックを行う。それにより、
下部ゲート電極２２２、ゲート絶縁膜２２１及び半導体層２２０の側面にサイドウォール
２２６が形成される。サイドウォール２２６は、島状のゲート絶縁膜２２１や半導体層２
２０の露出していた側面を覆い、他の膜やプロセスの影響を受けないように保護している
。
【００９８】
　次に、図１７Ｆに示すように、キャップ絶縁層１７１、サイドウォール２２６及び下部
ゲート電極２２２の表面上に、上部ゲート電極２２３及びハードマスク２２４を、例えば
スパッタリング法で成膜する。続いて、図１７Ｇに示すように、通常のフォトリソグラフ
ィおよびドライエッチングを用いて、ハードマスク２２４をパターニングする。続いて、
図１７Ｈに示すように、このハードマスク２２４下の上部ゲート電極２２３及び下部ゲー
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ト電極２２２を、このハードマスク２２４をマスクとして、ドライエッチングによりパタ
ーニングする。それにより、図１６の平面図に示すようなゲート電極形状のハードマスク
２２４、上部ゲート電極２２３、及び下部ゲート電極２２２の積層構造が形成される。な
お、下部ゲート電極２２２をパターニングする際に、ゲート絶縁膜２２１もエッチングを
受けるため、下部ゲート電極２２２が存在しない領域のゲート絶縁膜２２１は、下部ゲー
ト電極２２２直下のゲート絶縁膜２２１より薄くなっている、もしくは無くなっている形
態も含む。
【００９９】
　その後の工程については、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法における図１
４Ｉの工程～図１４Ｊの工程に示す通りである。
【０１００】
　以上の工程により、本実施の形態に係る半導体装置１００が製造される。
【０１０１】
　本実施の形態においても、第４の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施の形態では、半導体層２２０及びゲート絶縁膜２２１上に下部ゲート電極
２２２を形成してからチャネル形状にパターニングを行い、その後に上部ゲート電極２２
３を形成してからゲート電極形状にパターニングを行っている。そのため、半導体層２２
０及びゲート絶縁膜２２１がパターニングの影響（レジストの直接塗布および剥離作業の
影響）を受けなくなる。その結果、半導体層２２０及びゲート絶縁膜２２１の膜質管理（
具体的には、半導体層２２０中の酸素などの組成制御、ゲート絶縁膜２２１中のダメージ
、酸素欠損など）が容易となる。
【０１０２】
　（第６の実施の形態）
　第６の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図１８は、本実施の形態
に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。図１９は、本実施の形態に係る半導体
装置の構成の例を示す平面図である。たたし、図１８は、図１９のＡＡ’断面である。本
実施の形態の半導体装置は、ゲート絶縁膜が２重になっている点で、第４の実施の形態（
図１２）の半導体装置と相違する。以下、相違点について、主に説明する。
【０１０３】
　本実施の形態では、ゲート絶縁膜２２１上に更にゲート絶縁膜が形成されている。その
ゲート絶縁膜は、サイドウォール２２６用の被覆絶縁膜２２６をエッチバックせずに、そ
のままゲート絶縁膜２２１上に残存させたものである（以下、第２ゲート絶縁膜２２６と
もいう）。したがって、その第２ゲート絶縁膜２２６は、パターニングされた半導体層２
２０及びゲート絶縁膜２２１の積層構造の上面及び端面を覆っている。すなわち、半導体
層２２０には、加工されたその側面上にサイドウォールとして第２ゲート絶縁膜２２６が
形成されている。
【０１０４】
　このような構成は、第４の実施の形態に係る半導体装置の製造方法における図１４Ｅの
工程において、被覆絶縁膜２２６の全面エッチバックを行わないことで実現できる。この
場合、ゲート絶縁膜２２１及び被覆絶縁膜２２６の材料及び膜厚は、ゲート絶縁膜が積層
になることを考慮して設定される。なお、ゲート電極２２２が存在しない領域のゲート絶
縁膜２２１は、ゲート電極２２２直下のゲート絶縁膜２２１より薄くなっている、もしく
は無くなっている形態も含む。
【０１０５】
　本実施の形態においても、第４の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施の形態では、被覆絶縁膜２２６のエッチバック工程が不要になるので、製
造プロセスを簡略化できる。また、被覆絶縁膜２２６のエッチバック工程がなくなったこ
とにより、ゲート絶縁膜等へのダメージが軽減される。また材料によっては、半導体層２
２０（チャネル）に歪みを導入することも可能であり、半導体層２２０のキャリア移動度
を向上させることができる。
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【０１０６】
　（第７の実施の形態）
　第７の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図２０は、本実施の形態
に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。本実施の形態の半導体装置は、アルミ
ニウム（Ａｌ）配線層中に半導体素子（配線層内能動素子）２００が形成されている点で
、銅（Ｃｕ）配線層中に半導体素子（配線層内能動素子）２００が形成されている第１の
実施の形態（図１Ａ）の半導体装置と相違する。以下、相違点について、主に説明する。
【０１０７】
　本実施の形態では、アルミニウム（Ａｌ）配線層中に半導体素子（配線層内能動素子）
２００が形成されている。すなわち、第１配線層１５０はアルミニウム（Ａｌ）の第１配
線１６６及びビア１６８を含み、第２配線層１７０はアルミニウム（Ａｌ）の第２配線１
８６及びビア１８９を含んでいる。半導体素子２００は、その第２配線中に形成されてい
るが、素子構造自体は図１Ａの場合と同じである。
【０１０８】
　次に、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。図２１Ａ～図２１
Ｇは、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法の例を示す断面図である。なお、図２１
Ａ～図２１Ｇにおいて、半導体基板１０１、コンタクト層１３０及び配線層１４０につい
ては記載を省略している。
【０１０９】
　まず、図１Ｂに示すように、半導体基板１０１に素子分離層１２０を形成する。次に、
半導体基板１０１上に半導体素子として例えばトランジスタ１２１を形成する。続いて、
コンタクト層１３０（層間絶縁層１３１、及びコンタクト１４２を含む）、及び配線層１
４０（層間絶縁層１３２及び配線（アルミニウム（Ａｌ）配線）１４４を含む）を形成す
る。これらの工程は、従来知られた方法を用いることができる。
【０１１０】
　次に、図２１Ａに示すように、アルミニウム（Ａｌ）の第１配線１６６を形成後、第１
層間絶縁層１５２を成膜する。続いて、第１層間絶縁層１５２に、ビア１６８を、ダマシ
ン法を用いて埋め込む。これにより、第１配線層１５０が形成される。これらの工程は、
アルミニウム（Ａｌ）配線層を有する通常の半導体装置と同様の方法で形成される。
【０１１１】
　次に、図２１Ｂに示すように、第１層間絶縁層１５２上に、アルミニウム（Ａｌ）の第
２配線１８６を形成する。続いて、図２１Ｃに示すように、第２配線１８６及び第１層間
絶縁層１５２上に、半導体素子２００のチャネルとなる半導体層２２０を、例えばスパッ
タリング法で形成する。そして、この半導体層２２０を通常のフォトリソグラフィおよび
ドライエッチングを用いてパターニングする。それにより、島状の半導体層２２０が形成
される。
【０１１２】
　次に、図２１Ｄに示すように、半導体層２２０、第２配線１８６、及び第１層間絶縁層
１５２上にサイドウォール２２６となる絶縁膜（以下、被覆絶縁膜２２６ともいう）を、
例えばＣＶＤ法により形成する。そして、被覆絶縁膜２２６に、全面エッチバックを行う
。それにより、半導体層２２０の側面にサイドウォール２２６が形成される。サイドウォ
ール２２６は、島状の半導体層２２０の露出していた側面を覆い、他の膜やプロセスの影
響を受けないように保護している。
【０１１３】
　次に、図２１Ｅに示すように、サイドウォール２２６、半導体層２２０、第２配線１８
６、及び第１層間絶縁層１５２の表面上に、ゲート絶縁膜２２１及びゲート電極２２２を
、例えばスパッタリング法で成膜する。そして、通常のフォトリソグラフィおよびドライ
エッチングを用いて、ゲート電極２２２及びゲート絶縁膜２２１をパターニングする。こ
のパターニングにより、半導体層２２０（サイドウォール２２６を含む）を完全に横切る
ような（跨ぐような）ゲート電極形状に、ゲート電極２２２及びゲート絶縁膜２２１をパ
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ターニングする。このとき、半導体層２２０の端の側面はサイドウォール２２６だけでな
くゲート絶縁膜２２１でも保護され、半導体層２２０の端の側面とゲート電極２２２との
接触はより確実に防止されている。
【０１１４】
　次に、図２１Ｆに示すように、サイドウォール２２６、半導体層２２０、ゲート電極２
２２、第２配線１８６、及び第１層間絶縁層１５２を覆うように、第２層間絶縁層１７２
を形成する。続いて、図２１Ｇに示すように、第２層間絶縁層１７２に、ビア及びコンタ
クト用のホールを開口する。そして、ビア１８９、コンタクト（ソース／ドレイン電極）
２８６、及びゲート電極用のビア２９０を、ダマシン法を用いて埋め込む。これにより、
第２配線層１７０が形成される。
【０１１５】
　以上の工程により、本実施の形態に係る半導体装置１００が製造される。
【０１１６】
　本実施の形態においても、配線層の種類を選ばず、第１の実施の形態と同様の効果を得
ることができる。すなわち、半導体装置の世代を選ばずに配線層内に半導体素子（配線層
内能動素子）２００を組み込むことが可能となる。
【０１１７】
　（第８の実施の形態）
　第８の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図２２は、本実施の形態
に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。本実施の形態の半導体装置は、バック
ゲート２１１を有するダブルゲート構造である点で、第７の実施の形態（図２０）の半導
体装置と相違する。以下、相違点について、主に説明する。
【０１１８】
　本実施の形態では、半導体素子２００は、半導体層２２０の下部に接するバックゲート
絶縁膜２１２と、バックゲート絶縁膜２１２の下部に接するバックゲート２１１とを更に
備えている。バックゲート絶縁膜２１２及びバックゲート２１１は、平面視で半導体層２
２０と同じ形状を有している。サイドウォール２２６は、半導体層２２０、バックゲート
絶縁膜２１２、及びバックゲート２１１の側面を覆っている。第１配線層１５０は、バッ
クゲート２１１用の第１配線（２１０）と、第１配線（２１０）とバックゲート２１１と
を接続するビア２６８とを備えている。
【０１１９】
　このような構成は、以下の工程により実現できる。まず、第７の実施の形態に係る半導
体装置の製造方法における図２１Ａの工程において、第１配線１６６に加えて第１配線（
２１０）を形成する。その後、第１層間絶縁層１５２を成膜する。そいて、第１層間絶縁
層１５２にビア１６８に加えてビア２６８を、ダマシン法を用いて埋め込む。続いて、図
２１Ｂの工程の後に、図２１Ｃの工程において、第２配線１８６、ビア２６８及び第１層
間絶縁層１５２上に、半導体層２２０ではなく、バックゲート２１１を例えばスパッタリ
ング法で形成し、バックゲート絶縁膜２１２を例えばＣＶＤ法で形成し、及び半導体層２
２０を、例えばスパッタリング法で形成する。そして、このバックゲート２１１、バック
ゲート絶縁膜２１２、及び半導体層２２０の積層膜を通常のフォトリソグラフィおよびド
ライエッチングを用いて島状にパターニングする。以降は、図２１Ｄの工程～図２１Ｇの
工程と同様である。
【０１２０】
　本実施の形態においても、第７の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施の形態により、アルミニウム（Ａｌ）配線層内のダブルゲート構造も形成
可能となる。これより、半導体装置の世代を選ばずに配線層内にダブルゲート構造を有す
る半導体素子（配線層内能動素子）を組み込むことが可能となる。
【０１２１】
　（第９の実施の形態）
　第９の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図２３は、本実施の形態
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に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。図２４は、本実施の形態に係る半導体
装置の構成の例を示す平面図である。たたし、図２３は、図２４のＡＡ’断面である。本
実施の形態の半導体装置は、電荷保持（蓄積）機能を有するダブルゲート構造である点で
、第１の実施の形態（図１Ａ）の半導体装置と相違する。以下、相違点について、主に説
明する。
【０１２２】
　本実施の形態では、半導体素子２００は、半導体層２２０の上方に設けられたゲート絶
縁膜２２１及びゲート電極２２２の他に、更に、半導体層２２０の下方に設けられた絶縁
膜２１２、キャップ絶縁層１７１、及びバックゲート２１０を備えている。
【０１２３】
　バックゲート２１０は、第１配線層１５０内の第１配線（Ｃｕ配線）１６４と同様に、
第１配線層１５０の表面領域に設けられている。バックゲート２１０は、表面をキャップ
絶縁層１７１に覆われている。バックゲート２１０は、キャップ絶縁層１７１及び半導体
層２２０を介して、ゲート電極２２２と対向する位置に設けられている。例えば、バック
ゲート２１０は、半導体層２２０の一方のコンタクト（ソース電極）２８６からゲート電
極２２２を経由して他方のコンタクト（ドレイン電極）２８６までの領域をカバーするよ
うに設けられている。すなわち、半導体素子２００は、ゲート電極２２２及びバックゲー
ト２１０を有するダブルゲート構造である。
【０１２４】
　キャップ絶縁層１７１では、バックゲート２１０に印加される電圧により、半導体層２
２０から電荷が引き抜かれてきたり、その電荷が保持されたり、その電荷が半導体層２２
０へ放出されたりする。したがって、キャップ絶縁層１７１は、電荷保持層の機能を有し
ている。すなわち、半導体素子２００はメモリ機能を有している。ただし、キャップ絶縁
層１７１の材料としては、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）や炭化窒化シリコン（ＳｉＣＮ）が
例示され、その膜厚は１０～５０ｎｍ程度である。絶縁膜２１２は、不適切な電荷の移動
が起こらないようにキャップ絶縁層１７１と半導体層２２０とを絶縁分離する（トンネル
絶縁膜）。また、絶縁膜２１２の材料としては、酸化シリコン（ＳｉＯ２）、酸化アルミ
ニウム（Ａｌ２Ｏ３）、他の金属酸化物、又はそれらの組み合わせ等が例示され、その膜
厚は３～２０ｎｍ程度である。
【０１２５】
　なお、絶縁膜２１２の下部にあるキャップ絶縁層１７１は電荷保持層として機能するが
、キャップ絶縁層１７１と絶縁膜２１２の間に新たな電荷保持膜を挿入する構造であって
も良い。この場合、挿入される電荷保持膜の材料としては、以下の材料が例示される。す
なわち、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）、炭化窒化シリコン（ＳｉＣＮ）、酸化アルミニウム
（Ａｌ２Ｏ３）、酸化シリコン（ＳｉＯ２）に不純物を微量添加した膜、その他のトラッ
プ絶縁膜、ポリシリコンフローティングゲート、酸化シリコン膜中に埋め込んだシリコン
ナノクリスタル、金属酸化物半導体、等である。その膜厚は、２～３０ｎｍ程度である。
【０１２６】
　以上のような構造を有することで、本実施の形態に係る半導体素子２００は、例えばメ
モリとして動作することができる。
【０１２７】
　その半導体素子２００のメモリとしての動作は以下のようになる。
　データの書き込みは、例えば、バックゲート２１０及びゲート電極２２２に所定の電圧
（例示：＋３Ｖ、０Ｖ）を印加して半導体層２２０から電荷（例示：電子）を引き抜き、
その電荷を電荷保持層であるキャップ絶縁層１７１に取り込むことで、実現される。デー
タの消去は、例えば、バックゲート２１０及びゲート電極２２２に所定の電圧（例示：－
３Ｖ、＋３Ｖ）を印加して電荷保持層であるキャップ絶縁層１７１から電荷（例示：電子
）を追い出し、その電荷を半導体層２２０に注入することで、実現される。データの読み
出しは、半導体層２２０とゲート絶縁膜２２１とゲート電極２２２とで構成されるトラン
ジスタ（以下、上部トランジスタともいう）における閾値電圧がキャップ絶縁層１７１に
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保持された電荷量で変動することから、その閾値電圧の変動を検出することで行う。より
具体的には、閾値電圧の変動は、ある固定された読み出し電圧（読み出し時にゲートに印
加する電圧）でのトランジスタの電流値の変動となって検出される。したがって、バック
ゲート２１０は、電荷の出入りを制御するコントロールゲート（あるいは制御電極）と見
ることもできる。また、ゲート電極２２２は、データ読み出しを行う読み出しゲート（あ
るいは読み出しゲート電極）と見ることもできる。
【０１２８】
　また、本実施の形態に係る半導体素子２００は、例えば閾値電圧を制御可能なトランジ
スタとして動作することができる。
【０１２９】
　その半導体素子２００の閾値電圧を制御可能なトランジスタとしての動作は以下のよう
になる。
　例えば、バックゲート２１０及びゲート電極２２２に所定の電圧を印加して半導体層２
２０から電荷を引き抜き、その電荷を電荷保持層であるキャップ絶縁層１７１に取り込む
ことで、上述した上部トランジスタの閾値電圧を変更できる。例えば、上部トランジスタ
がｎ型の場合、電荷としての電子の保持量がキャップ絶縁層１７１内で増えるほど閾値電
圧は高くなる。また、上部トランジスタがｐ型の場合、電荷としてのホールの保持量がキ
ャップ絶縁層１７１内で増えるほど閾値電圧は高くなる。このとき、このようにキャリア
をキャップ絶縁層１７１に保持することで、当該閾値電圧を永続的に変更することができ
る。
【０１３０】
　また、上述した上部トランジスタの動作のタイミングに対応させてバックゲート２１０
に印加する電圧を制御することで、上部トランジスタの閾値電圧を動的に変更することも
可能である。
【０１３１】
　このような構成は、第１の実施の形態の半導体装置の製造方法において、以下の変更に
より製造できる。まず、図３Ａの工程において、第１配線層１５０を形成するとき、第１
配線（Ｃｕ配線）１６４と同時にバックゲート（Ｃｕ配線）２１０を形成する。また、図
３Ｂの工程において、半導体層２２０を形成する前に、キャップ絶縁層１７１上に絶縁膜
２１２を例えばＣＶＤ法により形成する。そして、図３Ｇの工程において、ゲート電極２
２２等を形成するとき、バックゲート２１０が存在する領域上に半導体層２２０を形成す
るため、バックゲート２１０に対してアラインする形でゲート電極２２２等をパターニン
グする。
【０１３２】
　本実施の形態においても、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施の形態では、新たな工程追加することなく電荷保持層用の膜を形成するこ
とができ、成膜工程を一つだけ追加することで電荷保持膜とチャネル間にトンネル絶縁膜
を挿入することが可能である。それにより、バックゲート２１０、キャップ絶縁層１７１
、絶縁膜２１２、及び半導体層２２０で、ＭＮＯＳ（Ｍｅｔａｌ－Ｎｉｔｒｉｄｅ－Ｏｘ
ｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）構造と等価な構造を形成することができる。これ
により、メモリ構造を有する半導体素子２００の形成を低コストで行うことができる。加
えて、キャップ絶縁層１７１の電荷保持機能により、不揮発性閾値変調動作（メモリ機能
を含む）が可能となる。すなわち、閾値変更可能なトランジスタ機能を有する半導体素子
２００を形成できる。また、絶縁膜２１２により、より高温でも安定的に不揮発性閾値変
調動作（メモリ機能を含む）が可能となる。更に、このトンネル絶縁膜（絶縁膜２１２）
はチャネル（半導体層２２０）に対してバックゲート２１０の側に形成されるため、配線
層内能動素子（半導体素子２００）のゲート容量は変化せずに不揮発性閾値変調動作特性
を実現することが可能になる。
【０１３３】
　（第１０の実施の形態）
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　第１０の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図２５は、本実施の形
態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。図２６は、本実施の形態に係る半導
体装置の構成の例を示す平面図である。たたし、図２５、図２６のＡＡ’断面である。本
実施の形態の半導体装置は、電荷保持層を有する点で、第８の実施の形態（図２２）の半
導体装置と相違する。以下、相違点について、主に説明する。
【０１３４】
　本実施の形態では、半導体素子２００は、半導体層２２０の下部のバックゲート絶縁膜
２１２と、ビア２６８の上部に接続するバックゲート２１１との間に、電荷保持機能を有
する絶縁膜２１３を更に備えている。半導体層２２０と、その下側に接するバックゲート
絶縁膜２１２と、その下側に接する絶縁膜２１３と、その下側に接するバックゲート２１
１とは、平面視で同じ形状（島状）を有している。サイドウォール２２６は、半導体層２
２０、バックゲート絶縁膜２１２、絶縁膜２１３、及びバックゲート２１１の側面を覆っ
ている。この場合、バックゲート２１１は、電荷の出入りを制御するコントロールゲート
（あるいは制御電極）と見ることもできる。また、ゲート電極２２２は、データ読み出し
を行う読み出しゲート（あるいは読み出しゲート電極）と見ることもできる。
【０１３５】
　このような構成は、以下の工程により実現できる。第８の実施の形態に係る半導体装置
の製造方法おいて、第２配線１８６、ビア２６８及び第１層間絶縁層１５２上に、バック
ゲート２１１を例えばスパッタリング法で形成し、絶縁膜２１３及びバックゲート絶縁膜
２１２を例えばＣＶＤ法で形成し、及び半導体層２２０を例えばスパッタリング法で形成
する。そして、このバックゲート２１１、絶縁膜２１３、バックゲート絶縁膜２１２、及
び半導体層２２０の積層膜を通常のフォトリソグラフィおよびドライエッチングを用いて
島状にパターニングする。以降は、図２１Ｄの工程～図２１Ｇの工程と同様である。
【０１３６】
　本実施の形態でも、第８の実施の形態と同様の効果を奏することができる。
　更に、本実施の形態では、第９の実施の形態と同様の半導体素子２００を、アルミニウ
ム（Ａｌ）配線層中でも形成可能となる。すなわち、本実施の形態では、電荷保持機能を
有する膜を追加したことに伴う第９の実施の形態の効果も併せて奏することができる。し
たがって、半導体装置の世代に依存せずに不揮発性閾値変調動作（メモリ機能を含む）が
可能な配線層内能動素子を同様の設計で組み込むことが可能となる。
【０１３７】
　（第１１の実施の形態）
　第１１の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図２７は、本実施の形
態に係る半導体装置の構成の例を示す断面図である。本実施の形態の半導体装置は、ゲー
ト電極２２２、ゲート絶縁膜２２１、半導体層２２０、バックゲート絶縁膜２１２、絶縁
膜２１３、及びバックゲート２１１の位置が上下逆になっている点で、第１０の実施の形
態（図２５）の半導体装置と相違する。以下、相違点について、主に説明する。
【０１３８】
　第１０の実施の形態及び本実施の形態の半導体素子２００は、いずれも不揮発性閾値変
調動作（メモリ機能を含む）が可能な配線層内能動素子となっている。ただし、第１０の
実施の形態の半導体素子２００では、トップゲートのゲート電極２２２側のゲート絶縁膜
２２１が薄く半導体層２２０に接してゲート容量が大きく、ボトムゲートのバックゲート
２１１側の絶縁膜２１３が電荷保持機能を有し、バックゲート絶縁膜２１２を介して半導
体層２２０に接している。一方、本実施の形態の半導体素子２００では、ゲート電極２２
２及びゲート絶縁膜２２１がボトムゲートとなり半導体層２２０と接し、ゲート電極２１
１及び絶縁膜２１３がトップゲートとなり、ゲート絶縁膜２１２を介して、半導体層２２
０に接している。すなわち、トップゲートとボトムゲートの役割が第１０の実施の形態と
本実施の形態とで逆転している。この場合、トップ側のゲート電極２１１は、電荷の出入
りを制御するコントロールゲート（あるいは制御電極）と見ることもできる。また、バッ
ク側のゲート電極２２２は、データ読み出しを行う読み出しゲート（あるいは読み出しゲ
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ート電極）と見ることもできる。
【０１３９】
　このような構成は、第１０の実施の形態の半導体装置の製造方法において、ゲートスタ
ックを構成する各膜を積層する順番を逆にすればよい。それにより、トップゲートとボト
ムゲートの役割が第１０の実施の形態の半導体装置に対して構造が逆転した、本実施の形
態に係る半導体装置（不揮発性閾値変調動作（メモリ機能を含む）が可能な配線層内能動
素子を備える半導体装置）が形成される。
【０１４０】
　本実施の形態では、第１０の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
　また、本実施の形態では、電荷保持層の機能を有する絶縁膜２１３の面積が小さくなる
ため、電荷の取り込み、保持及び放出の動作をより安定的に実行できる。
【０１４１】
　（第１２の実施の形態）
　第１２の実施の形態に係る半導体装置の構成について説明する。図２８は、第１２の実
施の形態に係る半導体装置の構成の例を模式的に示すレイアウト図である。この図は、配
線層上の半導体素子のレイアウトを示している。したがって、この図では、配線層よりも
下方に設けられた、半導体基板１０１の表面領域の半導体素子のレイアウトは省略されて
いる。
【０１４２】
　本実施の形態の半導体装置は半導体チップ１０である。その半導体チップ１０には、第
１～第１１の実施の形態のいずれかの半導体素子２００が、いずれかの箇所に配置されて
いる例を示している。半導体チップ１０が、不揮発性メモリ領域１１、動的閾値変調領域
１２、通常ロジック領域１３、ダブルゲートロジック動作領域１４、下地シリコンロジッ
ク回路切り替えスイッチ領域１５、高耐圧領域１６、及びアクセストランジスタ／ＤＲＡ
Ｍ／ＲｅＲＡＭ領域１７を備えている。
【０１４３】
　不揮発性メモリ領域１１では、例えば、第９～第１１の実施の形態の半導体素子２００
を不揮発性メモリとして用いることができる。動的閾値変調領域１２では、第９～第１１
の実施の形態の半導体素子２００を、動的に閾値電圧変調されるトランジスタとして用い
ることができる。通常ロジック領域１３では、第９～第１１の実施の形態の半導体素子２
００のうち、閾値電圧を低く設定されたものを低閾値電圧領域（ＬＶｔ領域）２１用のト
ランジスタとして用いることができる。閾値電圧を中位に設定されたものを中閾値電圧領
域（ＭＶｔ領域）２２用のトランジスタとして用いることができる。閾値電圧を高く設定
されたものを高閾値電圧領域（ＨＶｔ領域）２３用のトランジスタとして用いることがで
きる。ダブルゲートロジック動作領域１４では、第３、第８～第１１の実施の形態の半導
体素子をダブルゲートトランジスタとして用いることができる。下地シリコンロジック回
路切り替えスイッチ領域１５では、第１～第１１の実施の形態の半導体素子２００を、半
導体基板１０１の表面領域の半導体素子を用いたロジック回路の切り替え用のスイッチと
して用いることとができる。高耐圧領域１６では、第２の実施の形態の変形例や第９～第
１１の半導体素子２００を、高耐圧用のトランジスタとして用いることができる。アクセ
ストランジスタ／ＤＲＡＭ、ＲｅＲＡＭ領域１７では、第１～第１１の実施の形態の半導
体素子２００を、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）やＲｅＲＡＭ（Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）のアクセストランジスタとして用いることができる。
【０１４４】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法については、各実施の形態で記載した通りである
。
【０１４５】
　本実施の形態では、使用した各実施の形態の半導体装置の効果を奏することができる。
　また、本実施の形態では、特に第９～第１１の実施の形態の半導体素子２００により不
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揮発性閾値調整機能を実現することが出来るため、上記半導体チップ１０の半導体素子２
００を一種類の素子で同一配線層内に実現可能となる。また、電荷保持膜を有しない領域
を作ることも可能である。
【０１４６】
　上記の実施の形態や変形例の一部または全部は、以下の付記のようにも記載され得るが
、以下には限定されない。
　（付記１）
　第１層間絶縁層と、前記第１層間絶縁層に埋設された第１配線とを有する第１配線層と
、
　前記第１配線層より上に形成された第２層間絶縁層と、前記第２層間絶縁層に埋設され
た第２配線とを有する第２配線層と、
　少なくとも前記第２配線層内に設けられた半導体素子と
　を具備し、
　前記半導体素子は、
　前記第２配線層内に設けられた半導体層と、
　前記半導体層に接して設けられた第１ゲート絶縁膜と、
　前記第１ゲート絶縁膜を介して前記半導体層と反対側に設けられた第１ゲート電極と、
　前記半導体層の側面に設けられた第１側壁膜と
　を備える
　半導体装置。
　（付記２）
　付記１に記載の半導体装置において、
　前記第１ゲート電極は、前記半導体層上方から前記第１側壁膜を超えて延在している
　半導体装置。
　（付記３）
　付記１に記載の半導体装置において、
　前記半導体層の材料は、酸化物半導体である
　半導体装置。
　（付記４）
　付記１に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、
　　前記第１ゲート電極上に設けられたハードマスクを更に備える
　半導体装置。
　（付記５）
　付記１に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、
　　前記第１ゲート電極の側面に設けられた第２側壁膜を更に備える
　半導体装置。
　（付記６）
　付記５に記載の半導体装置において、
　前記第２側壁膜の材料のエッチングレートは、前記第２層間絶縁層の材料のエッチング
レートと異なる
　半導体装置。
　（付記７）
　付記６に記載の半導体装置において、
　前記第２層間絶縁層の材料は、酸化シリコンを含み、
　前記第２側壁膜の材料は、窒化シリコンを含む
　半導体装置。
　（付記８）
　付記１に記載の半導体装置において、
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　前記半導体素子は、
　ソース電極及びドレイン電極としての第１ビアを備え、
　前記ドレイン電極としての第１ビアは、前記ゲート電極と所定の距離を持って配置され
ている
　半導体装置。
　（付記９）
　付記１に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、
　　前記半導体層に関して前記第１ゲート絶縁膜の反対側に、前記半導体層に接して設け
られた第２ゲート絶縁膜と、
　　前記半導体層に関して前記第１ゲート電極の反対側に、前記第２ゲート絶縁膜に接し
て設けられた第２ゲート電極と
　　を更に備える
　半導体装置。
　（付記１０）
　付記９に記載の半導体装置において、
　前記第２ゲート電極は、前記第１配線又は前記第１配線に接続された金属である
　半導体装置。
　（付記１１）
　付記１０に記載の半導体装置において、
　前記第２ゲート電極の形成される領域は、平面視において前記半導体層が存在する領域
の一部である
　半導体装置。
　（付記１２）
　付記１に記載の半導体装置において、
　前記第１ゲート絶縁膜は、前記半導体層上の全面に設けられている
　半導体装置。
　（付記１３）
　付記１２に記載の半導体装置において、
　前記第１側壁膜は、更に、前記第１ゲート絶縁膜の側面を覆うように設けられている
　半導体装置。
　（付記１４）
　付記１３に記載の半導体装置において、
　前記第１側壁膜は、更に、前記第１ゲート絶縁膜の上面を覆うように設けられている
　半導体装置。
　（付記１５）
　付記１に記載の半導体装置において、
　前記第１ゲート電極は、２層以上の金属膜を含む
　半導体装置。
　（付記１６）
　付記１５に記載の半導体装置において、
　前記第１ゲート電極の下層の金属膜は、前記半導体層上の前記第１ゲート絶縁膜上にの
み設けられ、
　前記第１ゲート電極の上層の金属膜は、前記第１ゲート絶縁膜上に設けられ、前記半導
体層を横切るような形状を有する
　半導体装置。
　（付記１７）
　付記１５に記載の半導体装置において、
　前記第１ゲート電極の下層の金属膜は、窒化チタニウムを含む
　半導体装置。
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　（付記１８）
　付記１７に記載の半導体装置において、
　前記第１ゲート電極の上層の金属膜は、アルミニウムＡｌを含む
　半導体装置。
　（付記１９）
　付記９に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、
　前記第１ゲート絶縁膜及び前記第２ゲート絶縁膜のいずれか一方に接するように設けら
れた第１絶縁膜を更に備え、
　前記第１ゲート絶縁膜及び前記第２ゲート絶縁膜のうちの前記第１絶縁膜と接する方、
又は、前記第１絶縁膜は、電荷保持機能を有する
　半導体装置。
　（付記２０）
　付記１９に記載の半導体装置において、
　前記電荷保持機能を有する絶縁膜の側のゲート電極は制御電極である
　半導体装置。
　（付記２１）
　付記２０に記載の半導体装置において、
　前記制御電極は、前記第１配線層に埋め込まれている
　半導体装置。
　（付記２２）
　付記２１に記載の半導体装置において、
　前記第１配線は、Ｃｕ配線である
　半導体装置。
　（付記２３）
　付記２０に記載の半導体装置において、
　前記制御電極は、前記第１配線層中のビアを介して第１配線と接続されている
　半導体装置。
　（付記２４）
　付記２３に記載の半導体装置において、
　前記第１配線は、Ａｌ配線である
　半導体装置。
　（付記２５）
　付記１９に記載の半導体装置において、
　前記電荷保持機能を有する絶縁膜は、シリコン及び窒素を含む
　半導体装置。
　（付記２６）
　付記１９に記載の半導体装置において、
　前記電荷保持機能を有さない絶縁膜の側のゲート電極は読み出しゲート電極である
　半導体装置。
　（付記２７）
　付記１９に記載の半導体装置において、
　前記電荷保持機能を有する絶縁膜は、前記半導体素子が存在しない領域では、配線拡散
バリア膜として機能する
　半導体装置。
　（付記２８）
　付記１９に記載の半導体装置において、
　前記半導体素子は、前記電荷保持膜への電荷の注入量で閾値が調整される
　半導体装置。
　（付記２９）
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　第１配線を有する配線層上に、島状の半導体層を形成する工程と、
　前記半導体層及び前記配線層を覆うように、絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜をエッチバックして、前記半導体層の側面を覆う第１側壁膜を形成する工程
と、
　前記半導体層上に、ゲート絶縁膜及びゲート電極をこの順に形成する工程と
　を具備し、
　前記ゲート電極は、前記半導体層及び前記第１側壁膜を跨ぐように、前記ゲート絶縁膜
上に形成される
　半導体装置の製造方法。
【０１４７】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の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で種々変更可
能であることはいうまでもない。また、各実施の形態及びその変形例に記載された技術は
、技術的矛盾の発生しない限り他の実施の形態や変形例に適用可能である。
【符号の説明】
【０１４８】
　１００：半導体装置
　１０１：半導体基板
　１２０：素子分離層
　１２１：トランジスタ
　１２２：ソース／ドレイン電極
　１２４：ゲート電極
　１２５：ゲート絶縁膜
　１３０：コンタクト層
　１３１：層間絶縁層
　１３２：層間絶縁層
　１４０：配線層
　１４２：コンタクト
　１４４：配線
　１５０：第１配線層
　１５１：キャップ絶縁層
　１５２：第１層間絶縁層
　１６２：ビア
　１６４：第１配線
　１６６：第１配線
　１６８：ビア
　１７０：第２配線層
　１７１：キャップ絶縁層
　１７２：第２層間絶縁層
　１８６：第２配線
　１８８：第２配線
　１８９：ビア
　２００：半導体素子
　２１０：バックゲート
　２１１：バックゲート
　２１２：絶縁膜
　２１３：絶縁膜
　２２０：半導体層
　２２１：ゲート絶縁膜
　２２２：（下部）ゲート電極
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　２２３：上部ゲート電極
　２２４：ハードマスク
　２２５：サイドウォール（被覆絶縁膜）
　２２６：サイドウォール（被覆絶縁膜）
　２６８：ビア
　２８５：第２配線
　２８６：コンタクト
　２８６（Ｄ）：コンタクト
　２８６（Ｓ）：コンタクト
　２８９：第２配線
　２９０：ビア
　４０１～４０４：ホール
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