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(57)【要約】
　一対の駆動トランジスタと一対の負荷トランジスタか
ら成るデータ保持部、一対のアクセストランジスタから
成るデータ書込み部、アクセストランジスタと駆動トラ
ンジスタから成るデータ読出し部を備えたＳＲＡＭセル
単位を有する半導体装置であって、前記の各トランジス
タは、基体平面に対して突起した半導体層と、半導体層
を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に延在する
ゲート電極と、ゲート電極と半導体層間のゲート絶縁膜
と、ソース／ドレイン領域を有し、各半導体層は、その
長手方向が第１方向に沿って設けられ、第１方向に隣接
するＳＲＡＭセル単位間において、互いに対応するトラ
ンジスタ間のいずれにおいても、一方のトランジスタの
半導体層の第１方向に沿った中心線上に他方のトランジ
スタの半導体層が配置されている半導体装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の第１及び第２駆動トランジスタと一対の第１及び第２負荷トランジスタから成る
データ保持部、一対の第１及び第２アクセストランジスタから成るデータ書込み部、第３
アクセストランジスタと第３駆動トランジスタから成るデータ読出し部を備えたＳＲＡＭ
セル単位を有する半導体装置であって、
　前記トランジスタはそれぞれ、基体平面に対して上方に突起した半導体層と、この半導
体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に延在するゲート電極と、このゲート電
極と前記半導体層の間に介在するゲート絶縁膜と、前記半導体層に設けられた一対のソー
ス／ドレイン領域を有し、
　前記半導体層はそれぞれ、その長手方向が第１方向に沿って設けられ、
　第１方向に隣接するＳＲＡＭセル単位間において、互いに対応するトランジスタ間のい
ずれにおいても、一方のトランジスタの半導体層の第１方向に沿った中心線上に他方のト
ランジスタの半導体層が配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　一対の第１及び第２駆動トランジスタと一対の第１及び第２負荷トランジスタから成る
データ保持部、一対の第１及び第２アクセストランジスタから成るデータ書込み部、第３
アクセストランジスタと第３駆動トランジスタから成るデータ読出し部を備えたＳＲＡＭ
セル単位を有する半導体装置であって、
　前記トランジスタはそれぞれ、基体平面に対して上方に突起した半導体層と、この半導
体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に延在するゲート電極と、このゲート電
極と前記半導体層の間に介在するゲート絶縁膜と、前記半導体層に設けられた一対のソー
ス／ドレイン領域を有し、
　前記半導体層はそれぞれ、その長手方向が第１方向に沿って設けられ、且つこれら半導
体層の第１方向に沿った中心線同士の間隔がこれらの間隔の内の最小間隔の整数倍となる
ように配置され、
　これらの半導体層は、互いに等しい基体平面に平行かつ第１方向に垂直な第２方向の幅
を有し、
　第１方向に隣接するＳＲＡＭセル単位間において、互いに対応するトランジスタ間のい
ずれにおいても、一方のトランジスタの半導体層の第１方向に沿った中心線上に他方のト
ランジスタの半導体層が配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　第１駆動トランジスタは、第１アクセストランジスタの半導体層の第１方向に沿った中
心線上に配置された半導体層を有し、第２駆動トランジスタは、第２アクセストランジス
タの半導体層の第１方向に沿った中心線上に配置された半導体層を有し、
　第１負荷トランジスタは、第１駆動トランジスタの半導体層と隣接する半導体層を有し
、第２負荷トランジスタは、第２駆動トランジスタの半導体層と隣接する半導体層を有し
、
　第１負荷トランジスタ及び第２負荷トランジスタは、当該第１負荷トランジスタの半導
体層の中心線と当該第２負荷トランジスタの半導体層の中心線との間隔が前記最小間隔を
有するように配置されている請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　第１負荷トランジスタは、第１アクセストランジスタの半導体層の第１方向に沿った中
心線上に配置された半導体層を有し、第２負荷トランジスタは、第２アクセストランジス
タの半導体層の第１方向に沿った中心線上に配置された半導体層を有し、
　第１駆動トランジスタは、第１負荷トランジスタの半導体層と隣接する半導体層を有し
、第２駆動トランジスタは、第２負荷トランジスタの半導体層と隣接する半導体層を有し
、
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　第１駆動トランジスタ及び第２駆動トランジスタは、当該第１駆動トランジスタの半導
体層の中心線と当該第２駆動トランジスタの半導体層の中心線との間隔が前記最小間隔を
有するように配置されている請求項２に記載の半導体装置。
【請求項５】
　互いに隣接する第１駆動トランジスタの半導体層と第１負荷トランジスタの半導体層と
の第１方向に沿った中心線同士の間隔、および互いに隣接する第２駆動トランジスタの半
導体層と第２負荷トランジスタの半導体層との第１方向に沿った中心線同士の間隔が、そ
れぞれ、前記最小間隔の少なくとも２倍である請求項２、３又は４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　第２方向に隣接するＳＲＡＭセル単位間において一方のＳＲＡＭセル単位のアクセスト
ランジスタと他方のＳＲＡＭセル単位のアクセストランジスタが互いに隣接するように配
置され、一方のアクセストランジスタの半導体層の第１方向に沿った中心線と他方のアク
セストランジスタの半導体層の第１方向に沿った中心線との間隔が、前記最小間隔の少な
くとも２倍である請求項２～５のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記ＳＲＡＭセル単位内の前記トランジスタを構成する半導体層はそれぞれ、絶縁層上
に設けられた半導体層で構成されている請求項２～６のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記ＳＲＡＭセル単位内において、第１駆動トランジスタは、第１アクセストランジス
タの半導体層および第１負荷トランジスタの半導体層と一体に形成された半導体層を有し
、第２駆動トランジスタは、第２アクセストランジスタの半導体層および第２負荷トラン
ジスタの半導体層と一体に形成された半導体層を有する請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記ＳＲＡＭセル単位内において、前記絶縁層上に、第１駆動トランジスタの半導体層
、第１負荷トランジスタの半導体層及び第１アクセストランジスタの半導体層と一体に形
成され、第１導電型の領域と第２導電型の領域との接合部を有する第１半導体層領域、な
らびに第２駆動トランジスタの半導体層、第２負荷トランジスタの半導体層及び第２アク
セストランジスタの半導体層と一体に形成され、第１導電型の領域と第２導電型の領域と
の接合部を有する第２半導体層領域を有し、
　第１駆動トランジスタのドレイン領域と第１負荷トランジスタのドレイン領域に接続す
る第１ノードコンタクトが前記第１半導体層領域上に接続し、第２駆動トランジスタのド
レイン領域と第２負荷トランジスタのドレイン領域に接続する第２ノードコンタクトが前
記第２半導体層領域上に接続している請求項７に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　前記トランジスタを構成する半導体層はそれぞれ、絶縁層上に設けられた半導体層で構
成され、
　第１駆動トランジスタは、第１アクセストランジスタの半導体層および第１負荷トラン
ジスタの半導体層と一体に形成された半導体層を有し、第２駆動トランジスタは、第２ア
クセストランジスタの半導体層および第２負荷トランジスタの半導体層と一体に形成され
た半導体層を有する請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　前記トランジスタを構成する半導体層はそれぞれ、絶縁層上に設けられた半導体層で構
成され、
　前記絶縁層上に、第１駆動トランジスタの半導体層、第１負荷トランジスタの半導体層
及び第１アクセストランジスタの半導体層と一体に形成され、第１導電型の領域と第２導
電型の領域との接合部を有する第１半導体層領域、ならびに第２駆動トランジスタの半導
体層、第２負荷トランジスタの半導体層及び第２アクセストランジスタの半導体層と一体
に形成され、第１導電型の領域と第２導電型の領域と接合部を有する第２半導体層領域を
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有し、
　第１駆動トランジスタのドレイン領域と第１負荷トランジスタのドレイン領域に接続す
る第１ノードコンタクトが第１半導体層領域上に接続し、第２駆動トランジスタのドレイ
ン領域と第２負荷トランジスタのドレイン領域に接続する第２ノードコンタクトが第２半
導体層領域上に接続している請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記ＳＲＡＭセル単位内の前記トランジスタを構成する半導体層はそれぞれ、半導体基
板の一部で構成され、この半導体基板上に設けられた分離絶縁膜の上面に対して突起して
いる請求項１～６のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　第１駆動トランジスタのゲート電極と第１負荷トランジスタのゲート電極と第３駆動ト
ランジスタのゲート電極は、第１方向に垂直な第２方向に沿った第１配線で構成され、第
２駆動トランジスタのゲート電極と第２負荷トランジスタのゲート電極は、第２方向に沿
った第２配線で構成され、
　第１アクセストランジスタのゲート電極は、第２配線の第２方向に沿った中心線上に配
置された第３配線で構成され、第２アクセストランジスタのゲート電極は、第１配線の第
２方向に沿った中心線上に配置された第４配線で構成されている請求項１～１２のいずれ
かに記載の半導体装置。
【請求項１４】
　第１駆動トランジスタのソース領域に接続するグランド線コンタクト、第１負荷トラン
ジスタのソース領域に接続する電源線コンタクト及び第２アクセストランジスタのソース
／ドレイン領域に接続するビット線コンタクトが、第２方向に沿った一方のセル単位境界
の１ライン上に配置され、
　第２駆動トランジスタのソース領域に接続するグランド線コンタクト、第２負荷トラン
ジスタのソース領域に接続する電源線コンタクト及び第１アクセストランジスタのソース
／ドレイン領域に接続するビット線コンタクトが、第２方向に沿った他方のセル単位境界
の１ライン上に配置されている請求項１～１３のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１５】
　グランド線コンタクト、電源線コンタクト及びビット線コンタクトはそれぞれ、ゲート
電極下の半導体層の第２方向の幅より広い第２方向の幅を有し且つ当該半導体層と一体に
形成されたパッド半導体層上に接続されている請求項１～１４のいずれかに記載の半導体
装置。
【請求項１６】
　隣接するＳＲＡＭセル単位同士がセル単位境界を対称軸とする鏡像関係にある請求項１
～１５のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１７】
　一対の第１及び第２駆動トランジスタと一対の第１及び第２負荷トランジスタから成る
データ保持部、一対の第１及び第２アクセストランジスタから成るデータ書込み部、第３
アクセストランジスタと第３駆動トランジスタから成るデータ読出し部を備えたＳＲＡＭ
セル単位を有し、前記トランジスタはそれぞれ、基体平面に対して上方に突起した半導体
層と、この半導体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に延在するゲート電極と
、このゲート電極と前記半導体層の間に介在するゲート絶縁膜と、前記半導体層に設けら
れた一対のソース／ドレイン領域を有する半導体装置の製造方法であって、
　半導体層をパターニングして、第１方向に延在し、第１方向に垂直な第２方向の幅が互
いに等しい長尺半導体層が等間隔に配置された縞状パターンを有する半導体層パターンを
形成する工程と、
　前記縞状パターンの一部を除去する工程と、
　残された長尺半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングして前記長尺半導
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体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に第２方向に沿って延在するゲート電極
を形成する工程と、
　前記長尺半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程を有する半
導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記半導体層パターンは、ＳＲＡＭセル単位境界に対応する矩形単位境界の四辺のそれ
ぞれを対称軸とする線対称となるように形成される請求項１７記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項１９】
　前記半導体層パターンの形成工程において、前記長尺半導体層と交差する、当該長尺半
導体層の第２方向の幅より広い第１方向の幅を持つ帯状パターンを形成し、
　前記縞状パターンの一部を除去する工程において、この帯状パターンの一部も除去して
、前記長尺半導体層の第２方向の幅より広い第２方向の幅を有するパッド半導体層を形成
し、このパッド半導体層上に上層配線とのコンタクトを接続する請求項１７又は１８記載
の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記半導体層上にキャップ絶縁層を形成する工程をさらに有し、前記半導体層および前
記キャップ絶縁層をパターニングして、上層にキャップ絶縁層が設けられた前記半導体層
パターンを形成する請求項１７、１８又は１９記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
　下地絶縁層上に設けられた半導体層をパターニングして当該下地絶縁層上に設けられた
前記半導体層パターンを形成する請求項１７～２０のいずれかに記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項２２】
　前記半導体層として半導体基板をパターニングして前記半導体層パターンを形成した後
、当該半導体基板上に分離絶縁層を設ける工程と、この分離絶縁層の上面側部分を除去し
て、残された分離絶縁膜上面から上方に突起するように前記半導体層パターンを露出させ
る工程をさらに有する請求項１７～２０のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法に関し、特にＳＲＡＭ（スタティックランダ
ムアクセスメモリ：Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を備え
た半導体記憶装置およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体記憶素子であるＳＲＡＭメモリセルは、以下に説明する基本構造を有する。
【０００３】
　ＳＲＡＭメモリセルは、図１の回路図に示すように、情報蓄積部としてのフリップフロ
ップ回路、及び情報の書き込み・読み出しを行うデータ線（ビット線ＢＬ1、ＢＬ2）とフ
リップフロップ回路との導通を制御する一対のアクセストランジスタＡ1、Ａ2で構成され
ている。そして、フリップフロップ回路は、例えば一対のＣＭＯＳインバータで構成され
、それぞれのＣＭＯＳインバータは、一つの駆動トランジスタＤ1（Ｄ2）と一つの負荷ト
ランジスタＬ1（Ｌ2）で構成される。
【０００４】
　アクセストランジスタＡ1（Ａ2）のソース／ドレイン領域の一方は、負荷トランジスタ
Ｌ1（Ｌ2）及び駆動トランジスタＤ1（Ｄ2）のドレインに接続され、他方はビット線ＢＬ
1（ＢＬ2）に接続されている。また、一対のアクセストランジスタＡ1、Ａ2のゲートはそ
れぞれワード線ＷＬの一部を構成し、互いに接続されている。
【０００５】
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　一方のＣＭＯＳインバータを構成する駆動トランジスタＤ1及び負荷トランジスタＬ1の
ゲートは、他方のＣＭＯＳインバータを構成する駆動トランジスタＤ2及び負荷トランジ
スタＬ2のドレイン（蓄積ノードＮ2）に接続されている。また、この後者のＣＭＯＳイン
バータを構成する駆動トランジスタＤ2及び負荷トランジスタＬ2のゲートは、前者のＣＭ
ＯＳインバータを構成する駆動トランジスタＤ1及び負荷トランジスタＬ1のドレイン（蓄
積ノードＮ1）に接続されている。このように、一対のＣＭＯＳインバータ間において、
一方のＣＭＯＳインバータの入出力部と他方のＣＭＯＳインバータのゲートとが互いにロ
ーカル配線（局所配線）と呼ばれる一対の配線Ｉ1、Ｉ2を介してクロスカップル（交差結
合）されている。
【０００６】
　そして、駆動トランジスタＤ1、Ｄ2のソース領域には、基準電圧（Ｖss、例えばＧＮＤ
）が供給され、負荷トランジスタＬ1、Ｌ2のソース領域には、電源電圧（ＶＤＤ）が供給
される。
【０００７】
　以上に説明したＳＲＡＭセルは、ノイズに強く、待機時の消費電力が小さい等の優れた
素子特性を有するが、１メモリセルに６トランジスタが必要なこと、多数の配線が必要な
こと、及び同一セル内にｐ型ＭＯＳとｎ型ＭＯＳとの素子分離が必要であることから、セ
ル面積が大きくなりやすいという問題を有している。また、従来のＳＲＡＭセルは、トラ
ンジスタの微細化に伴うトランジスタ特性のバラツキの増大により、読出し動作時に記憶
データが破壊されるという問題が発生する。従来ＳＲＡＭセルにおいて、ワード線ＷＬが
ハイレベルとなり、アクセストランジスタＡ1及びＡ2が導通し、蓄積ノードＮ1及びＮ2は
ビット線ＢＬ1及びＢＬ2にそれぞれ接続され、ビット線レベルに変化しようとする。例え
ば、蓄積ノードＮ1がローレベルに記憶されていた場合には、ビット線ＢＬにより蓄積ノ
ードＮ1がわずかに上昇するが駆動トランジスタＤ1がオン状態であり、その電位を引き下
げる。しかしながら、この上昇した電位が反対側の駆動トランジスタＤ2のしきい値レベ
ルを超えた場合には、駆動トランジスタＤ2がオンし、蓄積ノードＮ2のレベルを引き下げ
、駆動トランジスタＤ1のオン電流を減少させることで、蓄積ノードＮ1が更に上昇し、記
憶データの破壊が発生する。一般に、ＳＲＡＭセルでは、アクセスされた際のデータ保持
の安定度を測る指標としてスタティックノイズマージン（ＳＮＭ：Ｓｔａｔｉｃ　Ｎｏｉ
ｓｅ　Ｍａｒｇｉｎ）が用いられる。ＳＮＭが０Ｖよりも大きい場合、正常な読出し動作
が行われ、ＳＮＭが０Ｖよりも小さくなると、読出し動作時に反転データが上書きされ、
記憶データが破壊される。
【０００８】
　一方、ＭＩＳ型電界効果トランジスタ（以下「ＦＥＴ」という）の一種として、いわゆ
るＦＩＮ型ＦＥＴが提案されている。このＦＩＮ型ＦＥＴは、基板平面に垂直方向に突起
した直方体状半導体部を有し、この直方体状半導体部の一方の側面から上面を越えて反対
側面まで跨ぐようにゲート電極が設けられている。そして、この直方体状半導体部とゲー
ト電極との間にはゲート絶縁膜が介在し、主として直方体状半導体部の両側面に沿ってチ
ャネルが形成される。このようなＦＩＮ型ＦＥＴは、チャネル幅を基板平面に対して垂直
方向にとれる点から微細化に有利であることに加え、カットオフ特性やキャリア移動度の
向上、短チャネル効果やパンチスルーの低減といった種々の特性改善に有利であることが
知られている。
【０００９】
　このようなＦＩＮ型ＦＥＴとして、特許文献１（特開昭６４－８６７０号公報）には、
ソース領域、ドレイン領域およびチャネル領域をもつ半導体部分がウェハ基板の平面に対
してほぼ垂直な側面を有する直方体状であり、この直方体状半導体部分の高さがその幅よ
りも大きく、かつゲート電極が前記ウェハ基板の平面に垂直方向に延在することを特徴と
するＭＯＳ電界効果トランジスタが開示されている。
【００１０】
　特許文献１には、前記直方体状半導体部分の一部がシリコンウェハ基板の一部である形



(7) JP WO2007/063990 A1 2007.6.7

10

20

30

40

50

態と、前記直方体状半導体部分の一部がＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔ
ｏｒ）基板の単結晶シリコン層の一部である形態が例示されている。前者を図２（ａ）に
、後者を図２（ｂ）に示す。
【００１１】
　図２（ａ）に示す形態では、シリコンウェハ基板１０１の一部を直方体状部分１０３と
し、ゲート電極１０５がこの直方体状部分１０３の頂部を越えて両側に延在している。そ
して、この直方体状部分１０３において、ゲート電極両側の部分にソース領域およびドレ
イン領域が形成され、ゲート電極下の絶縁膜１０４下の部分にチャネルが形成される。チ
ャネル幅は直方体状部分１０３の高さｈの２倍に相当し、ゲート長はゲート電極１０５の
幅Ｌに対応する。直方体状部分１０３は、シリコンウェハ基板１０１を異方性エッチング
して溝を形成し、この溝の内側に残した部分で構成されている。また、ゲート電極１０５
は、この溝内に形成した絶縁膜１０２上に、直方体状部分１０３を跨ぐように設けている
。
【００１２】
　図２（ｂ）に示す形態では、シリコンウェハ基板１１１、絶縁層１１２及びシリコン単
結晶層からなるＳＯＩ基板を用意し、そのシリコン単結晶層をパターニングして直方体状
部分１１３とし、そして、この直方体状部分１１３を跨ぐように、露出した絶縁層１１２
上にゲート電極１１５を設けている。この直方体状部分１１３において、ゲート電極両側
の部分にソース領域およびドレイン領域が形成され、ゲート電極下の絶縁膜１１４下の部
分にチャネルが形成される。チャネル幅は直方体状部分１１３の高さａの２倍とその幅ｂ
との合計に相当し、ゲート長はゲート電極１１５の幅Ｌに対応する。
【００１３】
　一方、特許文献２（特開２００２－１１８２５５号公報）には、例えば図３（ａ）～（
ｃ）に示すような、複数の直方体状半導体部（凸状半導体層２１３）を有するＦＩＮ型Ｆ
ＥＴが開示されている。図３（ｂ）は図３（ａ）のＢ－Ｂ線断面図であり、図２（ｃ）は
図３（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。このＦＩＮ型ＦＥＴは、シリコン基板２１０のウェ
ル層２１１の一部で構成される凸状半導体層２１３を複数有し、これらが互いに平行に配
列され、これらの凸状半導体層の中央部を跨いでゲート電極２１６が設けられている。こ
のゲート電極２１６は、絶縁膜２１４の上面から各凸状半導体層２１３の側面に沿って形
成されている。各凸状半導体層とゲート電極間には絶縁膜２１８が介在し、ゲート電極下
の凸状半導体層にチャネル２１５が形成される。また、各凸状半導体層にはソース／ドレ
イン領域２１７が形成され、ソース／ドレイン領域２１７下の領域２１２には高濃度不純
物層（パンチスルーストッパー層）が設けられている。そして、層間絶縁膜２２６を介し
て上層配線２２９、２３０が設けられ、各コンタクトプラグ２２８により、各上層配線と
それぞれソース／ドレイン領域２０７及びゲート電極２１６とが接続されている。このよ
うな構造によれば、凸状半導体層の側面をチャネル幅として用いることができるため、プ
レーナ型の従来のＦＥＴに比べて平面的な面積を小さくすることができることが記載され
ている。
【００１４】
　近年、このようなＦＩＮ型ＦＥＴをＳＲＡＭへ適用する試みが行われている。例えば、
特許文献３（特開平２－２６３４７３号公報）には、ＳＲＡＭのメモリセルを構成する一
部のトランジスタ（ワード線をゲートとするトランジスタ）にＦＩＮ型ＦＥＴが適用され
た例が記載されている。また、非特許文献１（Ｆｕ－Ｌｉａｎｇ　Ｙａｎｇ　ｅｔ　ａｌ
，ＩＥＤＭ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｍｅｅ
ｔｉｎｇ），２００３，ｐ．６２７～６３０）には、ＦＩＮ型ＦＥＴのＳＲＡＭへの適用
の可能性が示され、非特許文献２（Ｔ．Ｐａｒｋ　ｅｔ　ａｌ，ＩＥＤＭ，２００３，ｐ
．２７～３０）及び非特許文献３（Ｊｅｏｎｇ－Ｈｗａｎ　Ｙａｎｇ　ｅｔ　ａｌ，ＩＥ
ＤＭ，２００３，ｐ．２３～２６）には、それぞれＦＩＮ型ＦＥＴのＳＲＡＭへの適用例
が記載されている。
【００１５】



(8) JP WO2007/063990 A1 2007.6.7

10

20

30

40

50

　上記のＦＩＮ型ＦＥＴは、従来のバルクトランジスタと比較して、オフ電流に対するオ
ン電流の比率が高いため、ＦＩＮ型ＦＥＴをＳＲＡＭに適用することで、ＳＮＭを若干改
善することが可能である。しかしながら、更にトランジスタの微細化が進んだ場合、たと
えＦＩＮ型ＦＥＴを用いたとしても、従来のＳＲＡＭの６個のトランジスタ構成では、Ｓ
ＮＭが０Ｖよりも小さくなる問題に対処することは著しく困難となり、微細化限界を迎え
てしまう可能性がある。
【発明の開示】
【００１６】
　本発明の目的は、ＦＩＮ型ＦＥＴを用いたＳＲＡＭを備え、微細化に伴うバラツキが増
大したとしても安定に動作し、高密度で且つ製造が容易な構造を有する半導体装置を提供
することにある。
【００１７】
　本発明によれば、以下の半導体装置およびその製造方法が提供される。
【００１８】
　（１）一対の第１及び第２駆動トランジスタと一対の第１及び第２負荷トランジスタか
ら成るデータ保持部、一対の第１及び第２アクセストランジスタから成るデータ書込み部
、第３アクセストランジスタと第３駆動トランジスタから成るデータ読出し部を備えたＳ
ＲＡＭセル単位を有する半導体装置であって、
　前記トランジスタはそれぞれ、基体平面に対して上方に突起した半導体層と、この半導
体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に延在するゲート電極と、このゲート電
極と前記半導体層の間に介在するゲート絶縁膜と、前記半導体層に設けられた一対のソー
ス／ドレイン領域を有し、
　前記半導体層はそれぞれ、その長手方向が第１方向に沿って設けられ、
　第１方向に隣接するＳＲＡＭセル単位間において、互いに対応するトランジスタ間のい
ずれにおいても、一方のトランジスタの半導体層の第１方向に沿った中心線上に他方のト
ランジスタの半導体層が配置されていることを特徴とする半導体装置。
【００１９】
　（２）一対の第１及び第２駆動トランジスタと一対の第１及び第２負荷トランジスタか
ら成るデータ保持部、一対の第１及び第２アクセストランジスタから成るデータ書込み部
、第３アクセストランジスタと第３駆動トランジスタから成るデータ読出し部を備えたＳ
ＲＡＭセル単位を有する半導体装置であって、
　前記トランジスタはそれぞれ、基体平面に対して上方に突起した半導体層と、この半導
体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に延在するゲート電極と、このゲート電
極と前記半導体層の間に介在するゲート絶縁膜と、前記半導体層に設けられた一対のソー
ス／ドレイン領域を有し、
　前記半導体層はそれぞれ、その長手方向が第１方向に沿って設けられ、且つこれら半導
体層の第１方向に沿った中心線同士の間隔がこれらの間隔の内の最小間隔の整数倍となる
ように配置され、
　これらの半導体層は、互いに等しい基体平面に平行かつ第１方向に垂直な第２方向の幅
を有し、
　第１方向に隣接するＳＲＡＭセル単位間において、互いに対応するトランジスタ間のい
ずれにおいても、一方のトランジスタの半導体層の第１方向に沿った中心線上に他方のト
ランジスタの半導体層が配置されていることを特徴とする半導体装置。
【００２０】
　（３）前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　第１駆動トランジスタは、第１アクセストランジスタの半導体層の第１方向に沿った中
心線上に配置された半導体層を有し、第２駆動トランジスタは、第２アクセストランジス
タの半導体層の第１方向に沿った中心線上に配置された半導体層を有し、
　第１負荷トランジスタは、第１駆動トランジスタの半導体層と隣接する半導体層を有し
、第２負荷トランジスタは、第２駆動トランジスタの半導体層と隣接する半導体層を有し
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、
　第１負荷トランジスタ及び第２負荷トランジスタは、当該第１負荷トランジスタの半導
体層の中心線と当該第２負荷トランジスタの半導体層の中心線との間隔が前記最小間隔を
有するように配置されている２項に記載の半導体装置。
【００２１】
　（４）前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　第１負荷トランジスタは、第１アクセストランジスタの半導体層の第１方向に沿った中
心線上に配置された半導体層を有し、第２負荷トランジスタは、第２アクセストランジス
タの半導体層の第１方向に沿った中心線上に配置された半導体層を有し、
　第１駆動トランジスタは、第１負荷トランジスタの半導体層と隣接する半導体層を有し
、第２駆動トランジスタは、第２負荷トランジスタの半導体層と隣接する半導体層を有し
、
　第１駆動トランジスタ及び第２駆動トランジスタは、当該第１駆動トランジスタの半導
体層の中心線と当該第２駆動トランジスタの半導体層の中心線との間隔が前記最小間隔を
有するように配置されている２項に記載の半導体装置。
【００２２】
　（５）互いに隣接する第１駆動トランジスタの半導体層と第１負荷トランジスタの半導
体層との第１方向に沿った中心線同士の間隔、および互いに隣接する第２駆動トランジス
タの半導体層と第２負荷トランジスタの半導体層との第１方向に沿った中心線同士の間隔
が、それぞれ、前記最小間隔の少なくとも２倍である２項、３項又は４項に記載の半導体
装置。
【００２３】
　（６）第２方向に隣接するＳＲＡＭセル単位間において一方のＳＲＡＭセル単位のアク
セストランジスタと他方のＳＲＡＭセル単位のアクセストランジスタが互いに隣接するよ
うに配置され、一方のアクセストランジスタの半導体層の第１方向に沿った中心線と他方
のアクセストランジスタの半導体層の第１方向に沿った中心線との間隔が、前記最小間隔
の少なくとも２倍である２項～５項のいずれかに記載の半導体装置。
【００２４】
　（７）前記ＳＲＡＭセル単位内の前記トランジスタを構成する半導体層はそれぞれ、絶
縁層上に設けられた半導体層で構成されている２～６項のいずれかに記載の半導体装置。
【００２５】
　（８）前記ＳＲＡＭセル単位内において、第１駆動トランジスタは、第１アクセストラ
ンジスタの半導体層および第１負荷トランジスタの半導体層と一体に形成された半導体層
を有し、第２駆動トランジスタは、第２アクセストランジスタの半導体層および第２負荷
トランジスタの半導体層と一体に形成された半導体層を有する７項に記載の半導体装置。
【００２６】
　（９）前記ＳＲＡＭセル単位内において、前記絶縁層上に、第１駆動トランジスタの半
導体層、第１負荷トランジスタの半導体層及び第１アクセストランジスタの半導体層と一
体に形成され、第１導電型の領域と第２導電型の領域との接合部を有する第１半導体層領
域、ならびに第２駆動トランジスタの半導体層、第２負荷トランジスタの半導体層及び第
２アクセストランジスタの半導体層と一体に形成され、第１導電型の領域と第２導電型の
領域との接合部を有する第２半導体層領域を有し、
　第１駆動トランジスタのドレイン領域と第１負荷トランジスタのドレイン領域に接続す
る第１ノードコンタクトが前記第１半導体層領域上に接続し、第２駆動トランジスタのド
レイン領域と第２負荷トランジスタのドレイン領域に接続する第２ノードコンタクトが前
記第２半導体層領域上に接続している７項に記載の半導体装置。
【００２７】
　（１０）前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　前記トランジスタを構成する半導体層はそれぞれ、絶縁層上に設けられた半導体層で構
成され、
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　第１駆動トランジスタは、第１アクセストランジスタの半導体層および第１負荷トラン
ジスタの半導体層と一体に形成された半導体層を有し、第２駆動トランジスタは、第２ア
クセストランジスタの半導体層および第２負荷トランジスタの半導体層と一体に形成され
た半導体層を有する１項に記載の半導体装置。
【００２８】
　（１１）前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　前記トランジスタを構成する半導体層はそれぞれ、絶縁層上に設けられた半導体層で構
成され、
　前記絶縁層上に、第１駆動トランジスタの半導体層、第１負荷トランジスタの半導体層
及び第１アクセストランジスタの半導体層と一体に形成され、第１導電型の領域と第２導
電型の領域との接合部を有する第１半導体層領域、ならびに第２駆動トランジスタの半導
体層、第２負荷トランジスタの半導体層及び第２アクセストランジスタの半導体層と一体
に形成され、第１導電型の領域と第２導電型の領域との接合部を有する第２半導体層領域
を有し、
　第１駆動トランジスタのドレイン領域と第１負荷トランジスタのドレイン領域に接続す
る第１ノードコンタクトが第１半導体層領域上に接続し、第２駆動トランジスタのドレイ
ン領域と第２負荷トランジスタのドレイン領域に接続する第２ノードコンタクトが第２半
導体層領域上に接続している１項に記載の半導体装置。
【００２９】
　（１２）前記ＳＲＡＭセル単位内の前記トランジスタを構成する半導体層はそれぞれ、
半導体基板の一部で構成され、この半導体基板上に設けられた分離絶縁膜の上面に対して
突起している１～６項のいずれかに記載の半導体装置。
【００３０】
　（１３）前記ＳＲＡＭセル単位内において、
　第１駆動トランジスタのゲート電極と第１負荷トランジスタのゲート電極と第３駆動ト
ランジスタのゲート電極は、第１方向に垂直な第２方向に沿った第１配線で構成され、第
２駆動トランジスタのゲート電極と第２負荷トランジスタのゲート電極は、第２方向に沿
った第２配線で構成され、
　第１アクセストランジスタのゲート電極は、第２配線の第２方向に沿った中心線上に配
置された第３配線で構成され、第２アクセストランジスタのゲート電極は、第１配線の第
２方向に沿った中心線上に配置された第４配線で構成されている１～１２項のいずれかに
記載の半導体装置。
【００３１】
　（１４）第１駆動トランジスタのソース領域に接続するグランド線コンタクト、第１負
荷トランジスタのソース領域に接続する電源線コンタクト及び第２アクセストランジスタ
のソース／ドレイン領域に接続するビット線コンタクトが、第２方向に沿った一方のセル
単位境界の１ライン上に配置され、
　第２駆動トランジスタのソース領域に接続するグランド線コンタクト、第２負荷トラン
ジスタのソース領域に接続する電源線コンタクト及び第１アクセストランジスタのソース
／ドレイン領域に接続するビット線コンタクトが、第２方向に沿った他方のセル単位境界
の１ライン上に配置されている１～１３項のいずれかに記載の半導体装置。
【００３２】
　（１５）グランド線コンタクト、電源線コンタクト及びビット線コンタクトはそれぞれ
、ゲート電極下の半導体層の第２方向の幅より広い第２方向の幅を有し且つ当該半導体層
と一体に形成されたパッド半導体層上に接続されている１～１４項のいずれかに記載の半
導体装置。
【００３３】
　（１６）隣接するＳＲＡＭセル単位同士がセル単位境界を対称軸とする鏡像関係にある
１～１５項のいずれかに記載の半導体装置。
【００３４】
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　（１７）一対の第１及び第２駆動トランジスタと一対の第１及び第２負荷トランジスタ
から成るデータ保持部、一対の第１及び第２アクセストランジスタから成るデータ書込み
部、第３アクセストランジスタと第３駆動トランジスタから成るデータ読出し部を備えた
ＳＲＡＭセル単位を有し、前記トランジスタはそれぞれ、基体平面に対して上方に突起し
た半導体層と、この半導体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に延在するゲー
ト電極と、このゲート電極と前記半導体層の間に介在するゲート絶縁膜と、前記半導体層
に設けられた一対のソース／ドレイン領域を有するの半導体装置の製造方法であって、
　半導体層をパターニングして、第１方向に延在し、第１方向に垂直な第２方向の幅が互
いに等しい長尺半導体層が等間隔に配置された縞状パターンを有する半導体層パターンを
形成する工程と、
　前記縞状パターンの一部を除去する工程と、
　残された長尺半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングして前記長尺半導
体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に第２方向に沿って延在するゲート電極
を形成する工程と、
　前記長尺半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程を有する半
導体装置の製造方法。
【００３５】
　（１８）前記半導体層パターンは、ＳＲＡＭセル単位境界に対応する矩形単位境界の四
辺のそれぞれを対称軸とする線対称となるように形成される１７項に記載の半導体装置の
製造方法。
【００３６】
　（１９）前記半導体層パターンの形成工程において、前記長尺半導体層と交差する、当
該長尺半導体層の第２方向の幅より広い第１方向の幅を持つ帯状パターンを形成し、
　前記縞状パターンの一部を除去する工程において、この帯状パターンの一部も除去して
、前記長尺半導体層の第２方向の幅より広い第２方向の幅を有するパッド半導体層を形成
し、このパッド半導体層上に上層配線とのコンタクトを接続する１７項又は１８項に記載
の半導体装置の製造方法。
【００３７】
　（２０）前記半導体層上にキャップ絶縁層を形成する工程をさらに有し、前記半導体層
および前記キャップ絶縁層をパターニングして、上層にキャップ絶縁層が設けられた前記
半導体層パターンを形成する１７項、１８項又は１９項に記載の半導体装置の製造方法。
【００３８】
　（２１）下地絶縁層上に設けられた半導体層をパターニングして当該下地絶縁層上に設
けられた前記半導体層パターンを形成する１７～２０項のいずれかに記載の半導体装置の
製造方法。
【００３９】
　（２２）前記半導体層として半導体基板をパターニングして前記半導体層パターンを形
成した後、当該半導体基板上に分離絶縁層を設ける工程と、この分離絶縁層の上面側部分
を除去して、残された分離絶縁膜上面から上方に突起するように前記半導体層パターンを
露出させる工程をさらに有する１７～２０項のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【００４０】
　本発明によれば、従来のＳＲＡＭセルにデータ読出し用素子を追加することで、読出し
動作に伴うデータ破壊の可能性を大きく減少することができるため、たとえＦＩＮ型ＦＥ
Ｔにおいてバラツキが増大したとしても、安定な読出し動作が可能なＳＲＡＭ構造を有す
る半導体装置を提供することができる。更に、読出し動作のための素子数追加が２個で実
現でき、高密度で且つ製造が容易な半導体装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】ＳＲＡＭの回路図。
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【図２】従来のＦＩＮ型ＦＥＴの素子構造の説明図。
【図３】従来のＦＩＮ型ＦＥＴの素子構造の説明図。
【図４】本発明に適用するＦＩＮ型ＦＥＴの素子構造の説明図。
【図５】本発明におけるＳＲＡＭセル単位の素子構造の回路図。
【図６】本発明におけるＳＲＡＭセル単位の素子構造の平面図。
【図７】本発明におけるＳＲＡＭセル単位の素子構造の説明図（断面図）。
【図８】本発明におけるＳＲＡＭセル単位の他の素子構造の説明図（断面図）。
【図９】本発明におけるＳＲＡＭ構造の製造方法の説明図。
【図１０】本発明におけるＳＲＡＭ構造の製造方法の説明図。
【図１１】本発明におけるＳＲＡＭ構造の製造方法の説明図。
【図１２】本発明におけるＳＲＡＭ構造の製造方法の説明図。
【図１３ａ】本発明における他のＳＲＡＭ構造の製造方法の説明図。
【図１３ｂ】本発明における他のＳＲＡＭ構造の製造方法の説明図。
【図１３ｃ】本発明における他のＳＲＡＭ構造の製造方法の説明図。
【図１３ｄ】本発明における他のＳＲＡＭ構造の製造方法の説明図。
【図１４】本発明におけるＳＲＡＭセル単位の他の素子構造の説明図。
【図１５】本発明における他のＳＲＡＭ構造の製造方法の説明図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　〔ＦＩＮ型ＦＥＴの構成〕
　本発明におけるＳＲＡＭ構造に適用されるＦＩＮ型ＦＥＴとしては、例えば図４に示す
ように、基体平面に対して垂直方向に上方へに突起した半導体層３０３と、この半導体層
を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に延在するゲート電極３０４と、このゲート
電極３０４と半導体層３０３の間に介在するゲート絶縁膜３０５と、半導体層３０３に設
けられたソース／ドレイン領域３０６を有する電界効果型トランジスタを用いることがで
きる。
【００４３】
　ＦＩＮ型ＦＥＴを構成する基体平面から垂直方向に上方へ突起した半導体層（以下適宜
「突起半導体層」という）は、例えば図４に示すように半導体基板３０１上のベース絶縁
膜３０２上に設けられた半導体層を用いることができる。本発明において、基体平面とは
基板に平行な任意の面を意味し、ここではベース絶縁膜表面を意味する。このベース絶縁
膜自体を基板とすることもできる。また、後述するように、半導体基板をパターニングし
て半導体パターンを形成し、その半導体パターン間に設けられた分離絶縁層の表面に対し
て上方に突起する半導体層部分をＦＩＮ型ＦＥＴの突起半導体層として利用することがで
きる。この後者の構成は、素子の駆動により半導体層で発生した熱や電荷を半導体基板へ
逃がすことができるため、放熱性や基板浮遊効果抑制の点で有利である。ＦＩＮ型ＦＥＴ
の突起半導体層の形状は、加工精度に応じた略直方体形状をとることができるが、所望の
素子特性が得られる範囲内で直方体から変形した形状であってもよい。
【００４４】
　本発明におけるＦＩＮ型ＦＥＴにおいて、ゲート電極は、突起半導体層を跨ぐようにそ
の上部から相対する両側面上に延在し、このゲート電極と突起半導体層の間にはゲート絶
縁膜が介在する。突起半導体層のゲート電極下の部分には、所定のしきい値電圧に応じて
比較的低濃度に不純物が導入され、ゲート電極への電圧印加によりチャネルが形成される
。この突起半導体層の各側面（基体平面に垂直方向の面）とゲート電極との間に介在する
絶縁膜をゲート絶縁膜として機能させることで、突起半導体層の相対する両側面にチャネ
ルを形成することができる。突起半導体層の上面とゲート電極との間に厚いキャップ絶縁
膜を設けることで、突起半導体層の上面にチャネルを形成させない構成にすることができ
る。一方、突起半導体層の上面とゲート電極との間に、側面に設けたゲート絶縁膜と同程
度の薄い絶縁膜を設けることにより、突起半導体層の上面にもチャネルを形成できる構成
とすることも可能である。
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【００４５】
　ここで、チャネル長方向は、突起半導体層３０３の長手方向、すなわちゲート長Ｌ方向
である。ソース／ドレイン領域３０６は、通常突起半導体層３０３のゲート電極両側部分
に高濃度の不純物が導入された拡散層で構成される。または、ソース／ドレイン領域を金
属とすることで、いわゆるショットキー・ソース／ドレイン・トランジスタとしてもよい
。
【００４６】
　本発明におけるＦＩＮ型ＦＥＴは、一つのトランジスタ内に複数の突起半導体層を平行
配列して有し、これらの複数の突起半導体層に跨って設けられた導体配線でゲート電極が
構成された、いわゆるマルチ構造をとってもよい。それぞれの突起半導体層に係る素子構
造は、前述と同様な構造にすることができる。素子特性の均一性や加工精度の観点から突
起半導体層の幅Ｗ（基板平面に平行かつチャネル長方向に垂直方向の幅）は互いに等しい
ことが好ましい。
【００４７】
　本発明におけるＦｉｎ型ＭＩＳＦＥＴは、その突起半導体層の相対する両側面に主たる
チャネルが形成されるものが好ましく、またそのゲート電極下の突起半導体層の幅Ｗが、
動作時に当該半導体層の両側面からそれぞれ形成される空乏層により完全に空乏化される
幅であることが好ましい。このような構成は、カットオフ特性やキャリア移動度の向上、
基板浮遊効果の低減に有利である。このような構成が得られる素子構造としては、ゲート
電極下の突起半導体層の幅Ｗが、当該半導体層の高さＨの２倍以下、あるいはゲート長Ｌ
以下であることが好ましい。具体的には、ゲート電極下の突起半導体層の幅Ｗは、加工精
度や強度等の観点から、５ｎｍ以上に設定することが好ましく、１０ｎｍ以上がより好ま
しく、一方、当該半導体層の側面に形成されるチャネルを支配的なチャネルとし且つ完全
空乏型の構造を得る観点から、６０ｎｍ以下に設定することが好ましく、３０ｎｍ以下が
より好ましい。
【００４８】
　本発明におけるＦＩＮ型ＦＥＴの具体的寸法等は、例えば、突起半導体層の幅Ｗ：５～
１００ｎｍ、突起半導体層の高さＨ：２０～２００ｎｍ、ゲート長Ｌ：１０～１００ｎｍ
、ゲート絶縁膜の厚さ：１～５ｎｍ（ＳｉＯ2の場合）、チャネル形成領域の不純物濃度
：０～１×１０19ｃｍ-3、ソース／ドレイン領域の不純物濃度：１×１０19～１×１０21

ｃｍ-3の範囲で適宜設定することができる。なお、突起半導体層の高さＨは、ベース絶縁
膜表面あるいは分離絶縁膜表面から上方に突出した半導体層部分の基板平面に垂直方向の
長さを意味する。また、チャネル形成領域は、突起半導体層のゲート電極下の部分をいう
。
【００４９】
　以上に説明した素子構造において、ベース絶縁膜あるいは分離絶縁膜の材料としては、
所望の絶縁性を有するものであれば特に制限はなく、例えばＳｉＯ2、Ｓｉ3Ｎ4、ＡｌＮ
、アルミナ等の金属酸化物や、有機絶縁材料を挙げることができる。
【００５０】
　ＦＩＮ型ＦＥＴの突起半導体層を形成する半導体としては単結晶シリコンを好適に用い
ることができる。
【００５１】
　ベース絶縁膜下の基板としてはシリコン基板を用いることができるが、シリコン基板に
限られず、突起半導体層の下に絶縁体があれば本発明を構成することができる。例えば、
ＳＯＳ（シリコン・オン・サファイア、シリコン・オン・スピネル）のように、半導体層
下の絶縁体自体が支持基板となる構造を挙げることができる。絶縁性の支持基板としては
、上記ＳＯＳの他、石英やＡｌＮ基板が挙げられる。ＳＯＩ（ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ　ｉ
ｎｓｕｌａｔｏｒ）の製造技術（貼り合わせ工程および薄膜化工程）によってこれらの支
持基板上に半導体層を設けることができる。
【００５２】
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　本発明におけるゲート電極の材料としては、所望の導電率及び仕事関数を持つ導電体を
用いることができ、例えば不純物が導入された多結晶シリコン、多結晶ＳｉＧｅ、多結晶
Ｇｅ、多結晶ＳｉＣ等の不純物導入半導体、Ｍｏ、Ｗ、Ｔａ等の金属、ＴｉＮ、ＷＮ等の
金属窒化物、コバルトシリサイド、ニッケルシリサイド、白金シリサイド、エルビウムシ
リサイド等のシリサイド化合物が挙げられる。また、ゲート電極の構造は、単層膜の他、
多結晶シリコン膜と金属膜との積層膜、金属膜同士の積層膜、多結晶シリコン膜とシリサ
イド膜との積層膜等の積層構造を用いることができる。
【００５３】
　本発明におけるゲート絶縁膜としては、ＳｉＯ2膜、ＳｉＯＮ膜を用いることができる
他、いわゆる高誘電体絶縁膜（Ｈｉｇｈ－Ｋ膜）を用いてもよい。Ｈｉｇｈ－Ｋ膜として
は、例えば、Ｔａ2Ｏ5膜、Ａｌ2Ｏ3膜、Ｌａ2Ｏ3膜、ＨｆＯ2膜、ＺｒＯ2膜等の金属酸化
膜、ＨｆＳｉＯ、ＺｒＳｉＯ、ＨｆＡｌＯ、ＺｒＡｌＯ等の組成式で示される複合金属酸
化物を挙げることができる。また、ゲート絶縁膜は積層構造を有していてもよく、例えば
シリコン等の半導体層に、ＳｉＯ2やＨｆＳｉＯ等のシリコン含有酸化膜を形成し、その
上にＨｉｇｈ－Ｋ膜を設けた積層膜を挙げることができる。
【００５４】
　〔ＳＲＡＭセル単位の回路構成〕
　本発明に好適なＳＲＡＭのメモリセル単位は、図５の回路図により示される回路を有し
、一対の駆動トランジスタＤ1、Ｄ2と一対の負荷トランジスタＬ1、Ｌ2と一対のアクセス
トランジスタＡ1、Ａ2、そして駆動トランジスタＤ3とアクセストランジスタＡ3の合計８
つのトランジスタが配置される。一対の駆動トランジスタＤ1、Ｄ2と一対のアクセストラ
ンジスタＡ1、Ａ2、そして駆動トランジスタＤ3とアクセストランジスタＡ3は、第１導電
型（例えばｎチャネル型）、一対の負荷トランジスタＬ1、Ｌ2は第２導電型（例えばｐチ
ャネル型）の電界効果型トランジスタである。
【００５５】
　一対の駆動トランジスタＤ1、Ｄ2と一対の負荷トランジスタＬ1、Ｌ2は、１ビットの情
報を記憶する情報蓄積部としてのフリップフロップ回路を構成している。このフリップフ
ロップ回路は、一対のＣＭＯＳインバータで構成され、それぞれのＣＭＯＳインバータは
、一つの駆動トランジスタＤ1（Ｄ2）と一つの負荷トランジスタＬ1（Ｌ2）で構成される
。
【００５６】
　アクセストランジスタＡ1（Ａ2）のソース／ドレインの一方は、負荷トランジスタＬ1
（Ｌ2）及び駆動トランジスタＤ1（Ｄ2）のドレインに接続され、他方は書込み専用ビッ
ト線ＷＢＬ1（ＷＢＬ2）に接続されている。また、一対のアクセストランジスタＡ1、Ａ2
のゲートは共に、書込み専用ワード線ＷＷＬに接続されている。
【００５７】
　一方のＣＭＯＳインバータを構成する駆動トランジスタＤ1及び負荷トランジスタＬ1の
ゲートは、他方のＣＭＯＳインバータを構成する駆動トランジスタＤ2及び負荷トランジ
スタＬ2のドレイン（蓄積ノードＮ2）に接続されている。また、この後者のＣＭＯＳイン
バータを構成する駆動トランジスタＤ2及び負荷トランジスタＬ2のゲートは、前者のＣＭ
ＯＳインバータを構成する駆動トランジスタＤ1及び負荷トランジスタＬ1のドレイン（蓄
積ノードＮ1）に接続されている。このように、一対のＣＭＯＳインバータ間において、
一方のＣＭＯＳインバータの入出力部（蓄積ノード）と他方のＣＭＯＳインバータのゲー
トとが互いにローカル配線（局所配線）と呼ばれる一対の配線Ｉ1、Ｉ2を介してクロスカ
ップル（交差結合）されている。
【００５８】
　駆動トランジスタＤ1、Ｄ2のソースには基準電圧（例えばＧＮＤ）が供給され、負荷ト
ランジスタＬ1、Ｌ2のソースには電源電圧（ＶＤＤ）が供給される。駆動トランジスタＤ
3とアクセストランジスタＡ3とは直列に接続され、アクセストランジスタＡ3のドレイン
は読出し専用ビット線ＲＢＬに、駆動トランジスタＤ3のソースはＧＮＤに、それぞれ接
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続されている。また、アクセストランジスタＡ3のゲートは読出し専用ワード線ＲＷＬに
、駆動トランジスタＤ3のゲートは蓄積ノードの一方（例えばＮ2）に、それぞれ接続され
ている。
【００５９】
　〔ＳＲＡＭの素子構造〕
　図６～図７に、ＳＲＡＭセル単位の素子構造の一例を示す。図６は平面図、図７（ａ）
はＡ－Ａ'線断面図、図７（ｂ）はＢ－Ｂ'線断面図、図７（ｃ）はＣ－Ｃ'線断面図であ
る。なお、図６においては側壁絶縁膜５０８を省略し、図７（ａ）～（ｃ）において左右
両側の縦方向の破線はセル単位境界を示す。
【００６０】
　図６に示すように、セル単位境界内には、半導体基板５０１上に設けられた絶縁層５０
２上に、ｎチャネル型の駆動トランジスタＤ1、Ｄ2、Ｄ3、ｐチャネル型の負荷トランジ
スタＬ1、Ｌ2、ｎチャネル型のアクセストランジスタＡ1、Ａ2、Ａ3が、図５の回路を構
成するように配置されている。ｎＭＯＳ領域の半導体層部分はｎ型領域、ｐＭＯＳ領域の
半導体層部分はｐ型領域である。
【００６１】
　一方の駆動トランジスタＤ2は、突起半導体層５１１Ｄと、この突起半導体層５１１Ｄ
を跨ぐようにその上部から相対する両側面に延在するゲート電極５１２と、このゲート電
極５１２と突起半導体層５１１Ｄ間に介在するゲート絶縁膜５０５と、突起半導体層５１
１Ｄのゲート電極両側に設けられたソース／ドレイン領域を有する（図７（ａ））。この
例では、突起半導体層の上部とゲート電極間にはキャップ絶縁膜５０４が設けられ、突起
半導体層上面にはチャネルが形成されてない構成をとっている。他のトランジスタも同様
にキャップ絶縁膜を有している。他方の駆動トランジスタＤ1は、突起半導体層と、この
突起半導体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面に延在するゲート電極５２２と、
このゲート電極５２２と突起半導体層５２１Ｄ間に介在するゲート絶縁膜５０５と、突起
半導体層５２１Ｄのゲート電極両側に設けられたソース／ドレイン領域を有する。他の駆
動トランジスタＤ3は、突起半導体層５３１Ｄと、この突起半導体層を跨ぐようにその上
部から相対する両側面に延在するゲート電極５３３と、このゲート電極と突起半導体層間
に介在するゲート絶縁膜と、突起半導体層のゲート電極両側に設けられたソース／ドレイ
ン領域を有する。
【００６２】
　一方の負荷トランジスタＬ2は、突起半導体層５１１Ｌと、この突起半導体層５１１Ｌ
を跨ぐようにその上部から相対する両側面に延在するゲート電極５１２と、このゲート電
極５１２と突起半導体層５１１Ｌ間に介在するゲート絶縁膜５０５と、突起半導体層５１
１Ｌのゲート電極両側に設けられたソース／ドレイン領域を有する（図７（ａ）、（ｃ）
）。他方の負荷トランジスタＬ1は、突起半導体層５２１Ｌと、この突起半導体層を跨ぐ
ようにその上部から相対する両側面に延在するゲート電極５２２と、このゲート電極と突
起半導体層間に介在するゲート絶縁膜と、突起半導体層のゲート電極両側に設けられたソ
ース／ドレイン領域を有する。
【００６３】
　一方のアクセストランジスタＡ2は、突起半導体層５１１Ａと、この突起半導体層５１
１Ａを跨ぐようにその上部から相対する両側面に延在するゲート電極５１３と、このゲー
ト電極５１３と突起半導体層５１１Ａ間に介在するゲート絶縁膜と、突起半導体層５１１
Ａのゲート電極両側に設けられたソース／ドレイン領域を有する。他方のアクセストラン
ジスタＡ1は、突起半導体層５２１Ａと、この突起半導体層を跨ぐようにその上部から相
対する両側面に延在するゲート電極５２３と、このゲート電極と突起半導体層間に介在す
るゲート絶縁膜５０５と、突起半導体層のゲート電極両側に設けられたソース／ドレイン
領域を有する（図７（ａ））。またアクセストランジスタＡ3は、突起半導体層５３１Ａ
と、その突起半導体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面に延在するゲート電極５
３３と、このゲート電極と突起半導体層間に介在するゲート絶縁膜と、突起半導体層のゲ
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ート電極両側に設けられたソース／ドレイン領域を有する（図７（ａ））。
【００６４】
　なお、アクセストランジスタＡ1及びＡ3は、ゲート入力が、それぞれ、書き込み専用ワ
ード線ＷＷＬと読出し専用ワード線ＲＷＬであり、トランジスタ間に書き込み用ワード線
ＷＷＬのゲートコンタクトパッドを配置する必要があり、その場合にはアクセストランジ
スタＡ1とＡ3との間にある程度の距離をおいたほうがよい。一方、これらのアクセストラ
ンジスタＡ1、Ａ3とそれぞれ直列接続される駆動トランジスタＤ1、Ｄ3は、同一の信号Ｎ
2が入力されるため、トランジスタ間には、ゲートコンタクトパッドに相当する空き領域
が生じる。従って、この空き領域に、ＦＩＮ型ＦＥＴを一つ追加して、図６のように、面
積を増加させずに、ＦＩＮ型ＦＥＴ２つで駆動トランジスタＤ3を構成することが可能で
ある。従って、駆動トランジスタＤ3をＦＩＮ型ＦＥＴ一つで構成することも可能である
が、セル面積の効率的利用を考慮すると、駆動トランジスタＤ3をＦＩＮ型ＦＥＴ２つで
構成することが望ましい。
【００６５】
　ＳＲＡＭを構成する各トランジスタは、図８に示す構造をとってもよい。図８は、図７
（ａ）に対応する断面構造を示し、この構造においては、ゲート絶縁膜およびゲート電極
が突起半導体層の下面にわたって形成されている。このような構造によれば、突起半導体
層の下面もチャネルとして利用でき、トランジスタの駆動能力を向上することができる。
この構造は、例えば、絶縁層５０２を、突起半導体層をマスクとしてフッ酸等により等方
的にエッチングして突起半導体層下部において後退させた後、ゲート絶縁膜とゲート電極
を形成することで得ることができる。
【００６６】
　ＳＲＡＭセル単位内の各トランジスタを構成する突起半導体層はそれぞれ、その長手方
向（チャネル長方向）が第１方向（図６中の上下の縦方向、すなわちＣ－Ｃ'線方向）に
沿って設けられる。そして、第１方向に隣接するＳＲＡＭセル単位間において、互いに対
応するトランジスタ間のいずれにおいても、一方のトランジスタの突起半導体層の第１方
向に沿った中心線上に他方のトランジスタの突起半導体層が配置される。このような構成
とすることで、高密度なＳＲＡＭセル単位を形成することができ、製造が容易で且つ高精
度に形成可能なＳＲＡＭ構造を得ることができる。
【００６７】
　駆動トランジスタＤ2は、そのソース領域が、突起半導体層５１１Ｄと一体に形成され
たパッド半導体層５１４に接続するコンタクトプラグ５１４ｃを介してグランド線（ＧＮ
Ｄ）へ接続される。一方、そのドレイン領域は、突起半導体層５１１Ｄと一体に形成され
た第１ノード半導体層５１９に接続するコンタクトプラグ５１９ｃを介して駆動トランジ
スタＤ1及び負荷トランジスタＬ1のゲート電極５２２に接続される。
【００６８】
　負荷トランジスタＬ2は、そのソース領域が、突起半導体層５１１Ｌと一体に形成され
たパッド半導体層５１５に接続するコンタクトプラグ５１５ｃを介して電源線ＶＤＤ（上
層配線６０１ｇ）へ接続される。一方、そのドレイン領域は、突起半導体層５１１Ｌと一
体に形成された第１ノード半導体層５１９に接続するコンタクトプラグ５１９ｃを介して
駆動トランジスタＤ1及び負荷トランジスタＬ1のゲート電極５２２に接続される。
【００６９】
　アクセストランジスタＡ2は、そのソース／ドレイン領域の一方が、突起半導体層５１
１Ａと一体に形成されたパッド半導体層５１６に接続するコンタクトプラグ５１６ｃを介
してビット線ＷＢＬ2（上層配線６０１ｃ）に接続される。そのソース／ドレイン領域の
他方は、突起半導体層５１１Ａと一体に形成された第１ノード半導体層５１９に接続する
コンタクトプラグ５１９ｃを介して駆動トランジスタＤ1及び負荷トランジスタＬ1のゲー
ト電極５２２に接続される。
【００７０】
　駆動トランジスタＤ1は、そのソース領域が、突起半導体層５２１Ｄと一体に形成され
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たパッド半導体層５２４に接続するコンタクトプラグ５２４ｃを介してグランド線ＧＮＤ
（上層配線６０１ｅ）へ接続される。グランド用コンタクトパッド５２４は、トランジス
タＤ1とＤ3とで共通化されている。一方、そのドレイン領域は、突起半導体層５２１Ｄと
一体に形成された第２ノード半導体層５２９に接続するコンタクトプラグ５２９ｃを介し
て駆動トランジスタＤ2及び負荷トランジスタＬ2のゲート電極５１２に接続される。
【００７１】
　負荷トランジスタＬ1は、そのソース領域が、突起半導体層５２１Ｌと一体に形成され
たパッド半導体層５２５に接続するコンタクトプラグ５２５ｃを介して電源線ＶＤＤ（上
層配線６０１ｄ）へ接続される。一方、そのドレイン領域は、突起半導体層５２１Ｌと一
体に形成された第２ノード半導体層５２９に接続するコンタクトプラグ５２９ｃを介して
駆動トランジスタＤ2及び負荷トランジスタＬ2のゲート電極５１２に接続される。
【００７２】
　アクセストランジスタＡ1は、そのソース／ドレイン領域の一方が、突起半導体層５２
１Ａと一体に形成されたパッド半導体層５２６に接続するコンタクトプラグ５２６ｃを介
してビット線ＷＢＬ1に接続される。そのソース／ドレイン領域の他方は、突起半導体層
５２１Ａと一体に形成された第２ノード半導体層５２９に接続するコンタクトプラグ５２
９ｃを介して駆動トランジスタＤ2及び負荷トランジスタＬ2のゲート電極５１２に接続さ
れる。
【００７３】
　駆動トランジスタＤ2及び負荷トランジスタＬ2のゲート電極は、共通のゲート用配線５
１２で構成され、ゲート電極の幅（ゲート長Ｌ）より広い幅を有するパッド電極５１７に
接続するコンタクトプラグ５１７ｃおよび上層配線６０１ａを介して第２ノード半導体層
５２９に接続される。
【００７４】
　駆動トランジスタＤ1及び負荷トランジスタＬ1、駆動トランジスタＤ3のゲート電極は
、共通のゲート用配線５２２で構成され、ゲート電極の幅（ゲート長Ｌ）より広い幅を有
するパッド電極５２７に接続するコンタクトプラグ５２７ｃおよび上層配線６０１ｆを介
して第１ノード半導体層５１９に接続される。
【００７５】
　アクセストランジスタＡ2のゲート電極５１３は、そのゲート電極５１３の長手方向の
中心線がゲート用配線５２２の長手方向の中心線と一致するように配置され、ゲート電極
の幅（ゲート長）より広い幅を有するパッド電極５１８に接続するコンタクトプラグ５１
８ｃを介してワード線ＷＷＬに接続される。
【００７６】
　アクセストランジスタＡ1のゲート電極５２３は、そのゲート電極５２３の長手方向の
中心線がゲート用配線５１２の長手方向の中心線と一致するように配置され、ゲート電極
の幅（ゲート長）より広い幅を有するパッド電極５２８に接続するコンタクトプラグ５２
８ｃを介してワード線ＷＷＬ（上層配線６０１ｂ）に接続される。
【００７７】
　本発明のＳＲＡＭ構造において、隣接するＳＲＡＭセル単位同士がセル単位境界を対称
軸とする鏡像関係にあることが好ましい。すなわち、隣接するＳＲＡＭセル単位間におい
て、突起半導体層を構成する半導体層パターン、ゲート電極を構成する配線パターン、及
びコンタクトのレイアウトがセル単位境界の四辺のそれぞれを対称軸とする線対称（ミラ
ー反転）となるように配置されることが好ましい。
【００７８】
　以上の構成をとることにより、製造が容易で且つ高精度に形成可能な高密度のＳＲＡＭ
構造を形成することができるが、さらに、例えば図６に示される以下のレイアウト構成を
とることにより、より一層製造が容易で且つ高精度に形成可能なＳＲＡＭ構造を得ること
ができる。
【００７９】
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　ＳＲＡＭセル単位内の各トランジスタを構成する突起半導体層はそれぞれ、その長手方
向（チャネル長方向）が第１方向（図６中の上下の縦方向、すなわちＣ－Ｃ'線方向）に
沿って設けられ、且つこれら突起半導体層の第１方向に沿った中心線同士の間隔がこれら
間隔の内の最小間隔の整数倍となるように配置されることが好ましい。そして、これらの
突起半導体層は互いに等しい幅Ｗ（Ｗａ）を有していることが好ましい。この最小間隔と
しては、一方の負荷トランジスタＬ1の突起半導体層の中心線と他方の負荷トランジスタ
Ｌ2の突起半導体層の中心線との間隔が最小間隔Ｒminを有していることが好ましい。なお
、突起半導体層の中心線とは、突起半導体層の幅Ｗ（基体平面に平行かつチャネル長方向
に垂直方向の幅）の中点を通過する当該突起半導体層の長手方向（チャネル長方向）に沿
った線をいう。
【００８０】
　このＳＲＡＭ構造において、これらの突起半導体層のいずれについても、第１方向に隣
接するＳＲＡＭセル単位間において、互いに対応するトランジスタ間の一方のトランジス
タの突起半導体層の中心線と他方のトランジスタの突起半導体層の中心線が１ライン上に
あるように配置されることが好ましいが、前記の最小間隔の２０％以下、好ましくは１０
％以下のずれ程度であれば、十分な効果を得ることができる。
【００８１】
　図６に示すＳＲＡＭセル単位内においては、一方の駆動トランジスタＤ2は、一方のア
クセストランジスタＡ2の突起半導体層の中心線上に配置された半導体層を有し、他方の
駆動トランジスタＤ1は、他方のアクセストランジスタＡ1の突起半導体層の中心線上に配
置された半導体層を有している。また、アクセストランジスタＡ3は、駆動トランジスタ
Ｄ3の少なくとも一つの半導体層の中心線上に配置された半導体層を有している。そして
、一方の負荷トランジスタＬ2は、一方の駆動トランジスタＤ2の突起半導体層と隣接する
半導体層を有し、他方の負荷トランジスタＬ1は、他方の駆動トランジスタＤ1の突起半導
体層と隣接する半導体層を有している。
【００８２】
　上記ＳＲＡＭ単位において、駆動トランジスタと負荷トランジスタを入れ替えた構成を
とってもよい。すなわち、一方の負荷トランジスタＬ2は、一方のアクセストランジスタ
Ａ2の突起半導体層の中心線上に配置された半導体層を有し、他方の負荷トランジスタＬ1
は、他方のアクセストランジスタＡ1の突起半導体層の中心線上に配置された半導体層を
有し、一方の駆動トランジスタＤ2は、一方の負荷トランジスタＬ2の突起半導体層と隣接
する半導体層を有し、他方の駆動トランジスタＤ1は、他方の負荷トランジスタＬ1の突起
半導体層と隣接する半導体層を有し、一方の駆動トランジスタＤ2及び他方の駆動トラン
ジスタＤ1は、一方の駆動トランジスタＤ2の突起半導体層の中心線と他方の駆動トランジ
スタＤ1の突起半導体層の中心線との間隔が前記最小間隔を有するように配置されている
構成をとることもできる。
【００８３】
　本発明におけるＳＲＡＭセル単位内において、ゲート間分離およびｐｎ分離のためのス
ペース並びにコンタクト領域を十分に確保するために、例えば図６に示されているように
、さらに以下のレイアウト構成をとることが好ましい。
【００８４】
　（ｉ）互いに隣接する一方の駆動トランジスタＤ1の突起半導体層と一方の負荷トラン
ジスタＬ1の突起半導体層の中心線同士の間隔、および互いに隣接する他方の駆動トラン
ジスタＤ2の半導体層と他方の負荷トランジスタＬ2の半導体層の中心線同士の間隔が、そ
れぞれ、前記最小間隔Ｒminの少なくとも２倍であること。
【００８５】
　（ii）第１方向に垂直な第２方向（図６中の左右の横方向、以下同じ）に隣接するＳＲ
ＡＭセル単位間において互いに隣接するアクセストランジスタ間において、一方のトラン
ジスタの半導体層の中心線と他方のトランジスタの半導体層の中心線との間隔が、前記最
小間隔Ｒminの少なくとも２倍であること。
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【００８６】
　これらの間隔は、大きすぎるとセル単位の面積が大きくなるため、最小間隔Ｒminの３
倍以下であることが好ましい。
【００８７】
　事項（ｉ）により、ゲート間分離のためのスペース（５１７と５２３との間、５１３と
の５２７と間）およびｐｎ分離のためのスペース（５１９付近、５２９付近）を十分に確
保できる。また、事項（ii）により、ワード線コンタクトのためのスペースを十分に確保
することができる。
【００８８】
　また、本発明におけるＳＲＡＭセル単位において、例えば図６に示されているように、
以下のコンタクトのレイアウトをとることにより、高密度化が図れるとともに、より製造
が容易なＳＲＡＭ構造を得ることができる。
【００８９】
　すなわち、一方の駆動トランジスタＤ2のソース領域に接続するグランド線コンタクト
５１４ｃ、一方の負荷トランジスタＬ2のソース領域に接続する電源線コンタクト５１５
ｃ及び一方のアクセストランジスタＡ1のソース／ドレイン領域に接続するビット線コン
タクト５２６ｃが、第２方向に沿った一方のセル単位境界の１ライン上に配置され、他方
の駆動トランジスタＤ1のソース領域に接続するグランド線コンタクト５２４ｃ、他方の
負荷トランジスタＬ1のソース領域に接続する電源線コンタクト５２５ｃ及び他方のアク
セストランジスタＡ2のソース／ドレイン領域に接続するビット線コンタクト５１６ｃが
、第２方向に沿った他方のセル単位境界の１ライン上に配置されていることが好ましい。
【００９０】
　図６～図７に示す本実施形態のＳＲＡＭ構造においては、各トランジスタの突起半導体
層は絶縁層５０２上に設けられており、このような構成においては、下記の構造をとるこ
とができる。すなわち、例えば図６に示されているように、ＳＲＡＭセル単位内において
、一方の駆動トランジスタＤ2は、一方のアクセストランジスタＡ2の半導体層５１１Ａお
よび一方の負荷トランジスタＬ2の半導体層５１１Ｌと一体に形成された半導体層５１１
Ｄを有し、他方の駆動トランジスタＤ1は、他方のアクセストランジスタＡ1の半導体層５
２１Ａおよび他方の負荷トランジスタＬ1の半導体層５２１Ｌと一体に形成された半導体
層５２１Ｄを有することができる。また、アクセストランジスタＡ3の半導体層５３１Ａ
と駆動トランジスタＤ3の少なくとも一つの半導体層５３１Ｄは、一体に形成された半導
体層とすることもできる。
【００９１】
　さらに、この構成においては、駆動トランジスタＤ2の半導体層５１１Ｄ、負荷トラン
ジスタＬ2の半導体層５１１Ｌ及びアクセストランジスタＡ2の半導体層５１１Ａと一体に
形成され、ｐ型領域とｎ型領域とのｐｎ接合部５１９ｊを有する第１ノード半導体層５１
９、ならびに駆動トランジスタＤ1の半導体層５２１Ｄ、負荷トランジスタＬ1の半導体層
５２１Ｌ及びアクセストランジスタＡ1の半導体層５２１Ａと一体に形成され、ｐ型領域
とｎ型領域とのｐｎ接合部５２９ｊを有する第２ノード半導体層５２９を有することがで
きる。
【００９２】
　この構成によれば、各トランジスタの突起半導体層を構成する半導体層が絶縁層上に設
けられているため、ｐ型領域とｎ型領域を直接接合することによって、駆動トランジスタ
のドレインと負荷トランジスタのドレインとを直接接続することができる。ｐ型領域とｎ
型領域はシリサイド層５０９によって電気的に短絡することができる。その結果、ＳＲＡ
Ｍセル単位面積を縮小することができる。これに対して、半導体層下にウェル領域を有す
る構造ではｐ型領域とｎ型領域との間に絶縁分離領域を介在させる必要があり、その分だ
け面積が増大する。上記構造であればこのような分離絶縁領域を設ける必要がないため、
高密度化が可能になる。
【００９３】



(20) JP WO2007/063990 A1 2007.6.7

10

20

30

40

50

　またこの構成においては、上層配線と接続するノードコンタクト５１９ｃが第１ノード
半導体層５１９上に接続し、上層配線と接続する第２ノードコンタクト５２９ｃが第２ノ
ード半導体層５２９上に接続し、これらの第１及び第２ノード半導体層はコンタクト用パ
ッド層としても機能している。そのため、この構成によれば、高密度化を図りながらノー
ドコンタクト領域を十分に確保することができる。
【００９４】
　〔製造方法〕
　次に図６～図７に示すＳＲＡＭ構造の製造方法について説明する。
【００９５】
　まず、シリコン基板上にＳｉＯ2からなる埋め込み絶縁膜（ベース絶縁膜）を有し、そ
の上に単結晶シリコンからなる半導体層を有するＳＯＩ基板を用意する。次に、このＳＯ
Ｉ基板の半導体層上に犠牲酸化膜を形成し、この犠牲酸化膜を介してチャネル領域形成の
ための不純物をイオン注入する。続いて、この犠牲酸化膜を除去した後、半導体層上にキ
ャップ絶縁膜を形成する。このチャネル領域形成のための不純物の導入は、半導体層のパ
ターニングの後に斜めイオン注入やＨａｌｏ注入等の方法で行うこともできる。
【００９６】
　次に、フォトリソグラフィとドライエッチングにより、半導体層とその上に形成された
キャップ絶縁膜をパターニングして、長尺半導体層が等間隔に配置された縞状パターン部
分を有する半導体層パターンを形成する。このときの状態を図９に示す。図９（ａ）は平
面図、図９（ｂ）はＡ－Ａ'線断面図、図９（ｃ）はＢ－Ｂ'線断面図である。図９（ａ）
中の斜線で囲まれた領域は、後の工程において半導体層を除去する領域を示す。図中の符
号５０１は半導体基板、符号５０２は埋め込み絶縁膜、符号５０３は半導体層、符号５０
３ａ及び５０３ｂは長尺半導体層、符号５０４はキャップ絶縁膜を示す。
【００９７】
　長尺半導体層５０３aは、ＦＩＮ型ＦＥＴの突起半導体層を構成し、長尺半導体層５０
３ｂは、後の工程で除去されるダミー半導体層である。これらの長尺半導体層５０３ａ、
５０３ｂを含む半導体層パターン５０３は、ＳＲＡＭセル単位境界に対応するセル単位境
界の四辺のそれぞれを対称軸とする線対称（ミラー反転）となるように形成される。この
ような周期性の高いパターンを形成することにより、このパターン領域において一様に精
度よく微細パターンを形成することができる。
【００９８】
　長尺半導体層５０３ａ、５０３ｂと直交する帯状半導体層部分５０３ｃ、５０３ｄは、
後の工程でその一部分が除去され、残された部分がコンタクトプラグと接触させるパッド
用半導体層となる。帯状半導体層部分５０３ｃから、グランド線コンタクト、電源線コン
タクト及びビット線コンタクト用のパッド半導体層が形成され、帯状半導体層部分５０３
ｄから、蓄積ノードコンタクト用のパッド半導体層が形成される。これらの帯状半導体層
の第１方向の幅Ｗbは、十分なコンタクト領域を確保するために、長尺半導体層の第２方
向の幅Ｗaより広く設定することが好ましい。
【００９９】
　次に、半導体層パターンの不要な部分をリソグラフィとドライエッチングにより除去す
る。その後、熱酸化法等により、長尺半導体層の側面にゲート酸化膜５０５を形成する。
このときの状態を図１０に示す。図１０（ａ）は平面図、図１０（ｂ）はＣ－Ｃ'線断面
図、図１０（ｃ）はＡ－Ａ'線断面図、図１０（ｄ）はＢ－Ｂ'線断面図である。図１０（
ｂ）～（ｄ）において左右両側の縦方向の破線はセル単位境界を示す。
【０１００】
　残された長尺半導体層５０３a部分は、ＦＩＮ型ＦＥＴの突起半導体層を構成し、残さ
れた帯状半導体層部分５０３ｃ部分で、グランド線コンタクト、電源線コンタクト及びビ
ット線コンタクト用のパッド半導体層が構成され、残された帯状半導体層部分５０３ｄ部
分で蓄積ノードコンタクト用のパッド半導体層が構成される。
【０１０１】
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　次に、ゲート電極材料を堆積し、リソグラフィとドライエッチングによりゲート電極を
形成する。例えば、ポリシリコンを堆積し、次いでリソグラフィとイオン注入によりｎＭ
ＯＳ領域にはｎ型不純物（燐、砒素など）、ｐＭＯＳ領域にはｐ型不純物（ホウ素など）
をドープし、続いてリソグラフィとドライエッチングによりゲート用配線を形成する。こ
れにより、ｎＭＯＳ領域にはｎ型ポリシリコン、ｐＭＯＳ領域にはｐ型ポリシリコンのゲ
ートを形成することができる。
【０１０２】
　次に、基体平面に斜めのイオン注入により、長尺半導体層の側面から不純物を導入して
エクステンションドープ領域を形成する。その際、リソグラフィを利用して、ｎＭＯＳ領
域にはｎ型不純物（燐、砒素など）、ｐＭＯＳ領域にはｐ型不純物（ホウ素など）を導入
する。エクステンションドープ領域を形成するイオン注入と相前後して、エクステンショ
ンドープ領域と逆導電型の不純物をイオン注入するハロー注入を実施してもよい。
【０１０３】
　このときの状態を図１１に示す。図１１（ａ）は平面図、図１１（ｂ）はＣ－Ｃ'線断
面図、図１１（ｃ）はＡ－Ａ'線断面図、図１１（ｄ）はＢ－Ｂ'線断面図である。図１１
（ｂ）～（ｄ）において左右両側の縦方向の破線はセル単位境界を示す。図中の符号５１
２、５１３、５２２、５２３、５３３はゲート用配線、符号５０６はエクステンションド
ープ領域を示す。
【０１０４】
　次に、全面に絶縁膜を堆積し、次いで異方性エッチングによりエッチバックを行って側
壁絶縁膜を形成する。このとき、キャップ絶縁膜５０４もエッチング除去して側壁絶縁膜
下以外の半導体層上面を露出させる。
【０１０５】
　次に、基体平面に垂直にイオン注入を行ってソース／ドレイン拡散領域を形成する。そ
の際、リソグラフィを利用して、ｎＭＯＳ領域にはｎ型不純物（燐、砒素など）、ｐＭＯ
Ｓ領域にはｐ型不純物（ホウ素など）を導入する。このソース／ドレイン拡散領域と重な
らないエクステンションドープ領域はエクステンション領域となり、いわゆるＬＤＤ（Ｌ
ｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）構造が形成される。
【０１０６】
　このときの状態を図１２に示す。図１２（ａ）は平面図、図１２（ｂ）はＣ－Ｃ'線断
面図、図１２（ｃ）はＡ－Ａ'線断面図、図１２（ｄ）はＢ－Ｂ'線断面図である。図１２
（ｂ）～（ｄ）において左右両側の縦方向の破線はセル単位境界を示す。図中の符号５０
８は側壁絶縁膜、５０６はエクステンション領域、５０７はソース／ドレイン拡散領域を
示す。なお、図１２（ａ）における側壁絶縁膜５０８は半導体突起領域と重なる部分のみ
示す。
【０１０７】
　次に、いわゆるサリサイド法を用いて、ソース／ドレイン拡散領域上およびゲート用配
線（ゲート電極）上にニッケルシリサイド等のシリサイド層５０９を形成する。その後、
層間絶縁膜の形成工程、コンタクトプラグの形成工程および配線の形成工程の一連の工程
を２回以上行って、所定のＳＲＡＭ構造を得ることができる。このときの状態を前述した
図６～図７に示す。なお、これらの図中では、上層配線を一層分のみ示しているが、実際
は層間絶縁膜を介して縦横に立体交差した複数層からなる。
【０１０８】
　〔半導体層パターンのその他の例〕
　図１３ａに、図９（ａ）に対応する半導体層パターンのその他の例を示す。図９（ａ）
では一つのＳＲＡＭセル単位に相当する領域を示しているが、図１３ａでは縦横それぞれ
２列の合計４つのＳＲＡＭセル単位に相当する領域を示している。図中の点線はセル単位
境界を示す。斜線で示されるパターンで覆われている部分が除去工程で除去される。ドッ
ト部の半導体層パターンが次の除去工程後に残される部分である。
【０１０９】
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　図１３ａに示す半導体層パターンでは、駆動トランジスタを構成する長尺半導体層と負
荷トランジスタを構成する長尺半導体層との間の２本の長尺半導体層が除去され、その結
果、駆動トランジスタを構成する長尺半導体層の中心線と、負荷トランジスタを構成する
長尺半導体層の中心線との間が最小間隔Ｒminの３倍となる。また、第２方向（図中の左
右方向）に隣接する単位領域間において、互いに隣接するアクセストランジスタを構成す
る長尺半導体層間の１本の長尺半導体層が除去され、その結果、互いに隣接するアクセス
トランジスタを構成する長尺半導体層の中心線間の距離が最小間隔Ｒminの２倍となる。
【０１１０】
　図１３ｂに示す半導体層パターンでは、駆動トランジスタを構成する長尺半導体層と負
荷トランジスタを構成する長尺半導体層との間の２本の長尺半導体層が除去され、その結
果、駆動トランジスタを構成する長尺半導体層の中心線と、負荷トランジスタを構成する
長尺半導体層の中心線との間が最小間隔Ｒminの３倍となる。また、第２方向（図中の左
右方向）に隣接する単位領域間において、互いに隣接するアクセストランジスタを構成す
る長尺半導体層間の１本の長尺半導体層が除去され、その結果、互いに隣接するアクセス
トランジスタを構成する長尺半導体層の中心線間の距離が最小間隔Ｒminの２倍となる。
【０１１１】
　図１３ａに示す半導体層パターンに示すように、斜線で示されるパターンに覆われた領
域の半導体層の本数は適宜変更することが可能であり、このように半導体層の本数を調整
することにより、隣接する駆動トランジスタと負荷トランジスタの中心線間の距離、アク
セストランジスタと駆動トランジスタの中心線間の距離、隣接する単位領域間において互
いに隣接するアクセストランジスタを構成する半導体層の中心線間の距離が最小間隔Ｒmi
nの整数倍となる。
【０１１２】
　また、他の変形例として、一つのＦＩＮ型トランジスタが複数の突起半導体を有するマ
ルチ構造を有するＦＩＮ型ＦＥＴを用いてＳＲＡＭセルを構成することもできる。例えば
駆動トランジスタ、負荷トランジスタ及びアクセストランジスタがそれぞれ二つの突起半
導体層を有する構成としてもよいし、３つの突起半導体を有する構成としてもよい。この
ような構成は前述の製造方法と同様なプロセスで形成することができる。
【０１１３】
　また、図１３ｂに示す半導体パターンでは、第１方向の長尺半導体層と交差する第２方
向のパターンを有さず、ＳＲＡＭ形成領域の全体にわたって長尺半導体層が等間隔に配置
された縞状パターンのみで構成される。図１３ｂは半導体層の除去領域を示すパターン（
斜線部分）を重ねて示したものであり、半導体層パターンの不要な部分を除去して、図１
３ｃに示す半導体層パターンを形成した後、前述の製造方法と同様なプロセスを経て図１
３ｄに示すＳＲＡＭ構造を形成することができる。
【０１１４】
　図１３ｄに示すＳＲＡＭ構造において、符号８０１は駆動トランジスタＤ2のドレイン
と負荷トランジスタＬ2のドレインを接続する埋め込み導体配線を示し、符号８０２は駆
動トランジスタＤ1のドレインと負荷トランジスタＬ1のドレインを接続する埋め込み導体
配線を示す。これらの埋め込み導体配線は上層配線と接続され、蓄積ノードのコンタクト
プラグの役割も果たす。これらの埋め込み導体配線は、層間絶縁膜に第２方向に沿って溝
状に開口部を設け、互いに接続しようとする半導体層をこの開口部内で露出させ、この開
口部内に導電材料を埋め込むことにより形成することができる。
【０１１５】
　〔その他のＳＲＡＭ素子構造例〕
　図１４に、ＳＲＡＭセル単位の他の素子構造を示す。図１４（ａ）は平面図、図１４（
ｂ）はＣ－Ｃ'線断面図、図１４（ｃ）はＡ－Ａ'線断面図、図１４（ｄ）はＢ－Ｂ'線断
面図である。なお、図１４（ａ）においては側壁絶縁膜を省略し、図１４（ｂ）～（ｄ）
において左右両側の縦方向の破線はセル単位境界を示す。
【０１１６】
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　本実施形態では、ＳＯＩ基板に代えてバルク半導体基板が用いられ、ＦＩＮ型ＦＥＴの
突起半導体層がこの半導体基板の一部で構成され、その半導体基板上に設けられた分離絶
縁膜表面から上方へ突起している。また、駆動トランジスタのドレインを構成する半導体
層部分と負荷トランジスタのドレインを構成する半導体層部分が分離し、それぞれの半導
体層部分に蓄積ノードコンタクトが接続されている。以上の点を除いて、前述の図６及び
図７に示すＳＲＡＭ構造と同様な構造を有する。
【０１１７】
　本実施形態における半導体層パターン７０３は、図１４（ｂ）～（ｃ）に示されるよう
にバルク半導体基板７０１と一体に形成され、その一部で構成されている。この半導体層
パターン７０３は、半導体基板７０１上に設けられた分離絶縁膜７０２表面から上方へ突
起し、その突起部分の周囲はその分離絶縁膜で囲まれている。すなわち、この突起した半
導体層パターン以外の半導体基板上には分離絶縁膜７０２が設けられている。この半導体
層パターン及び分離絶縁膜下の半導体基板領域には、ｎＭＯＳ領域ではＰウェル、ｐＭＯ
Ｓ領域ではＮウェルが設けられている。
【０１１８】
　本実施形態における蓄積ノードのコンタクト構造は、図１４（ａ）に示すように、駆動
トランジスタのドレインを構成する半導体層（ｎ型）および負荷トランジスタのドレイン
を構成する半導体層（ｐ型）のそれぞれにコンタクトプラグ７０４を接続し、これらのコ
ンタクトプラグ７０４間を上層配線で接続する。前述の図６及び図７に示すように半導体
層にｐｎ接合部を形成して両ドレイン間を直接結合すると、突起半導体層の拡散領域と下
層のウェルとが短絡する。そのため、本実施形態では、ドレインを構成するｎ型半導体層
とｐ型半導体層を分離絶縁膜７０２により互いに分離し、この分離された両半導体層間を
各半導体層に接続するコンタクトプラグ７０４を介して上層配線により接続している。
【０１１９】
　上記の構成は、例えば次のようにして製造することができる。
【０１２０】
　所定の領域にＰウェル及びＮウェルが設けられた半導体基板、例えばシリコン基板を用
意する。必要に応じて、このシリコン基板にチャネル領域形成のためのイオン注入を行っ
た後に、全面にキャップ絶縁膜を形成する。
【０１２１】
　次に、フォトリソグラフィとドライエッチングにより、シリコン基板とその上に形成さ
れたキャップ絶縁膜をパターニングして、長尺半導体層が等間隔に配置された縞状パター
ン部分を有する半導体層パターンを形成する。このときの状態を図１５（ａ）及び（ｂ）
に示す。図１５（ａ）は平面図、図１５（ｂ）はＡ－Ａ'線断面図である。図１５（ａ）
中の斜線で囲まれた領域は、後の工程において半導体層パターンを除去する領域を示す。
【０１２２】
　次に、半導体層パターンの不要な部分をリソグラフィとドライエッチングにより除去す
る。このときの状態を図１５（ｃ）のＡ－Ａ'線断面図に示す。
【０１２３】
　次に、残された半導体層パターンが埋め込まれるように全面に絶縁膜を堆積し、ＣＭＰ
（化学的機械的研磨）により絶縁膜表面の平坦化を行う。続いて、この絶縁膜をエッチバ
ックして、半導体層パターン７０３の上部を露出させ、その半導体層パターン周囲に分離
絶縁膜７０２を形成する。このときの状態を図１６（ｄ）のＡ－Ａ'線断面図に示す。
【０１２４】
　以降の工程は、蓄積ノードのコンタクト構造に係る工程を除き、前述の方法と同様な方
法により本実施形態のＳＲＡＭ構造を作製することができる。
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