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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置のｐ型またはｎ型コンタクト領域となるべきシリコン部分へコンタクトを形
成する方法であって、第１の金属の層を前記コンタクト領域に設ける工程と、前記第１の
金属の酸化を防止するための第２の金属の層を前記第１の金属の層上に、前記第１の金属
の層の厚さよりも厚く形成する工程と、熱処理によって前記第１の金属のみを前記シリコ
ンとの化合物化する工程とを含み、前記第１の金属は、前記コンタクト領域がｎ型シリコ
ンの場合、当該シリコンの伝導帯の底のエネルギーの絶対値に０．３ｅＶを加えた値より
も絶対値の小さな仕事関数をもち、前記コンタクト領域がｐ型シリコンの場合、当該シリ
コンの価電子帯の頂上のエネルギーの絶対値から０．３ｅＶを引いた値よりも絶対値の大
きな仕事関数をもつ金属であり、前記第１の金属を前記第２の金属の層で覆った状態で、
熱処理を行ない、前記コンタクト領域における接触抵抗を１×１０－９Ωｃｍ２以下にす
る
　ことを特徴とするコンタクト形成方法。
【請求項２】
　半導体装置のｐ型またはｎ型コンタクト領域となるべきシリコン部分へ第１の金属の層
を設ける工程と、前記第１の金属の酸化を防止するための第２の金属の層を前記第１の金
属の層上に、前記第１の金属の層の厚さよりも厚く形成する工程と、前記第１の金属のみ
を前記シリコン部分と反応させ前記第１の金属のシリサイドを形成する工程とを含み、前
記第１の金属としては、前記コンタクト領域がｎ型の場合はシリコンの伝導帯の底のエネ
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ルギーの絶対値に０．３ｅＶを加えた値よりも絶対値の小さな仕事関数をもち、前記コン
タクト領域がｐ型の場合はシリコンの価電子帯の頂上のエネルギーの絶対値から０．３ｅ
Ｖを引いた値よりも絶対値の大きな仕事関数をもつような金属を選択して用い、前記第１
の金属を前記第２の金属の層で覆った状態で、熱処理を行ない、前記コンタクト領域にお
ける接触抵抗を１×１０－９Ωｃｍ２以下にする
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第２の金属の層に接して導電材料の層を設ける工程をさらに含むことを特徴とする
請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第１の金属のシリサイドを形成する工程の後に、前記第２の金属の層の少なくとも
一部を除去する工程をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項５】
　前記除去工程の後に前記第１の金属のシリサイドの層に接して導電材料の層を設ける工
程をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記コンタクト領域が電界効果トランジスタのソースまたはドレイン領域であることを
特徴とする請求項２乃至５の一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の金属が希土類金属であることを特徴とする請求項２乃至６の一つに記載の半
導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記コンタクト領域がｎ型領域であり、前記第１の金属がホルミウム又はエルビウムで
あることを特徴とする請求項７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記コンタクト領域がｐ型領域であり、前記第１の金属がパラジウムであることを特徴
とする請求項２乃至６の一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記シリサイドと前記シリコン部分との界面が所定の粗さになるように、前記第２の金
属の厚さが選択されることを特徴とする請求項２乃至９の一つに記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項１１】
　前記第２の金属がタングステンであることを特徴とする請求項２乃至１０の一つに記載
の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記コンタクト領域となるシリコン部分の表面をクリーニングする工程を有し、前記第
１の金属の層を第１の金属成膜装置で設け、前記第２の金属の層を第２の金属成膜装置で
設け、前記クリーニング工程で前記コンタクト領域となるシリコン部分の表面を清浄化し
た後に前記第１の金属成膜装置に搬入する工程および前記第１の金属成膜装置で前記第１
の金属の層を設けた後に前記第２の金属成膜装置に搬入する工程を大気に曝さないで行う
ことを特徴とする請求項２乃至１１の一つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記クリーニング工程で前記コンタクト領域となるシリコン部分の表面を清浄化した後
に、前記第１の金属成膜装置に搬入する工程および前記第１の金属成膜装置で前記第１の
金属の層を設けた後に、前記第２の金属成膜装置に搬入する工程を窒素ガスまたは不活性
ガス雰囲気中で行うことを特徴とする請求項１２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　半導体装置のｐ型またはｎ型コンタクト領域であるシリコン部分の表面に、前記コンタ
クト領域がｎ型の場合はシリコンの伝導帯の底のエネルギーの絶対値に０．３ｅＶを加え
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た値よりも絶対値の小さな仕事関数をもち、前記コンタクト領域がｐ型の場合はシリコン
の価電子帯の頂上のエネルギーの絶対値から０．３ｅＶを引いた値よりも絶対値の大きな
仕事関数をもつような第１の金属のシリサイドの層が設けられ、前記第１の金属の酸化を
防止するための第２の金属の層が前記シリサイドの層上に設けられ、前記コンタクト領域
における接触抵抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１５】
　前記第２の金属の層に接して導電材料の層が設けられていることを特徴とする請求項１
４に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記シリサイドの層の酸素混入量が１質量％以下であることを特徴とする請求項１４ま
たは１５に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　半導体装置のｐ型またはｎ型コンタクト領域であるシリコン部分の表面に、前記コンタ
クト領域がｎ型の場合はシリコンの伝導帯の底のエネルギーの絶対値に０．３ｅＶを加え
た値よりも絶対値の小さな仕事関数をもち、前記コンタクト領域がｐ型の場合はシリコン
の価電子帯の頂上のエネルギーの絶対値から０．３ｅＶを引いた値よりも絶対値の大きな
仕事関数をもつような第１の金属のシリサイドの層が設けられており、前記シリサイドの
層の酸素混入量が１質量％以下であり、且つ、前記コンタクト領域における接触抵抗が１
×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１８】
　前記シリサイドの層に接して導電材料の層が設けられていることを特徴とする請求項１
７に記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記コンタクト領域が電界効果トランジスタのソースおよびドレイン領域の一方または
両方であることを特徴とする請求項１４乃至１６の一つに記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記電界効果トランジスタのゲート電極は、第三の金属の層と前記第三の金属の層上の
前記第２の金属からなる層とを含んで構成されていることを特徴とする請求項１９に記載
の半導体装置。
【請求項２１】
　前記第１の金属が希土類金属であることを特徴とする請求項１４乃至２０の一つに記載
の半導体装置。
【請求項２２】
　前記コンタクト領域がｎ型領域であり、前記第１の金属がホルミウムであることを特徴
とする請求項１４乃至２１の一つに記載の半導体装置。
【請求項２３】
　前記コンタクト領域がｎ型領域であり、前記第１の金属がエルビウムであり、前記シリ
サイドの層はエルビウムシリサイド（ＥｒＳｉ２）であることを特徴とする請求項１４乃
至２１の一つに記載の半導体装置。
【請求項２４】
　前記コンタクト領域がｐ型領域であり、前記第１の金属がパラジウムであり、前記シリ
サイドの層はパラジウムシリサイド（Ｐｄ２Ｓｉ）であることを特徴とする請求項１４乃
至１６の一つに記載の半導体装置。
【請求項２５】
　前記電界効果トランジスタがインバーション・モードｎチャネル・トランジスタである
ことを特徴とする請求項２０に記載の半導体装置。
【請求項２６】
　前記電界効果トランジスタがアキュミュレーション・モードｎチャネル・トランジスタ
であることを特徴とする請求項２０に記載の半導体装置。
【請求項２７】



(4) JP 5769160 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

　前記電界効果トランジスタがインバーション・モードｐチャネル・トランジスタである
ことを特徴とする請求項２０に記載の半導体装置。
【請求項２８】
　前記電界効果トランジスタがアキュミュレーション・モードｐチャネル・トランジスタ
であることを特徴とする請求項２０に記載の半導体装置。
【請求項２９】
　前記シリサイドと前記シリコン部分との界面が所定の粗さになるように、前記第２の金
属の厚さが５０ｎｍ以上に選択されていることを特徴とする請求項１４乃至１６の一つに
記載の半導体装置。
【請求項３０】
　前記第２の金属がタングステンであることを特徴とする請求項１４乃至１６の一つに記
載の半導体装置。
【請求項３１】
　前記第三の金属がジルコニウムであることを特徴とする請求項２５又は２８に記載の半
導体装置。
【請求項３２】
　前記第三の金属がパラジウムであることを特徴とする請求項２６又は２７に記載の半導
体装置。
【請求項３３】
　ホルミウム・シリサイドの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造をそ
れぞれ含むソース電極およびドレイン電極がｎ型シリコン領域にそれぞれ設けられ、且つ
、前記ｎ型シリコン領域における接触抵抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴
とするｎ型ＭＯＳトランジスタ。
【請求項３４】
　パラジウム・シリサイドの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造をそ
れぞれ含むソース電極およびドレイン電極がｐ型シリコン領域にそれぞれ設けられ、且つ
、前記ｐ型シリコン領域における接触抵抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴
とするｐ型ＭＯＳトランジスタ。
【請求項３５】
　ホルミウム・シリサイドの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造をそ
れぞれ含むソース電極およびドレイン電極がｎ型シリコン領域にそれぞれ設けられている
ｎ型ＭＯＳトランジスタと、パラジウム・シリサイドの層をそれぞれ含むソース電極およ
びドレイン電極がｐ型シリコン領域にそれぞれ設けられているｐ型ＭＯＳトランジスタと
を含み、前記ホルミウム・シリサイドの層及び前記パラジウム・シリサイドの層の接触抵
抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴とするＣＭＯＳ半導体装置。
【請求項３６】
　請求項３３に記載のｎ型ＭＯＳトランジスタと、請求項３４に記載のｐ型ＭＯＳトラン
ジスタとを含むことを特徴とするＣＭＯＳ半導体装置。
【請求項３７】
　ジルコニウムの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造を含むゲート電
極がゲート絶縁膜上に設けられ、且つ、ホルミウム・シリサイドの層とその上に設けられ
たタングステンの層との積層構造を含むソース電極およびドレイン電極が設けられ、前記
ホルミウム・シリサイドの層の接触抵抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴と
するインバーション・モードｎ型ＭＯＳトランジスタ。
【請求項３８】
　ジルコニウムの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造を含むゲート電
極がゲート絶縁膜上に設けられ、且つ、パラジウム・シリサイドの層とその上に設けられ
たタングステンの層との積層構造を含むソース電極およびドレイン電極が設けられ、前記
パラジウム・シリサイドの層の接触抵抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴と
するアキュミュレーション・モードｐ型ＭＯＳトランジスタ。
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【請求項３９】
　パラジウムの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造を含むゲート電極
がゲート絶縁膜上に設けられ、且つ、パラジウム・シリサイドの層とその上に設けられた
タングステンの層との積層構造を含むソース電極およびドレイン電極が設けられ、前記パ
ラジウム・シリサイドの層の接触抵抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴とす
るインバーション・モードｐ型ＭＯＳトランジスタ。
【請求項４０】
　パラジウムの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造を含むゲート電極
がゲート絶縁膜上に設けられ、且つ、ホルミウム・シリサイドの層とその上に設けられた
タングステンの層との積層構造を含むソース電極およびドレイン電極が設けられ、前記ホ
ルミウム・シリサイドの層の接触抵抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴とす
るアキュミュレーション・モードｎ型ＭＯＳトランジスタ。
【請求項４１】
　請求項３７または４０に記載のｎ型ＭＯＳトランジスタと、請求項３８または３９に記
載のｐ型ＭＯＳトランジスタとを含むことを特徴とするＣＭＯＳ半導体装置。
【請求項４２】
　ジルコニウムの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造を含むゲート電
極がゲート絶縁膜上に設けられ、ホルミウム・シリサイドの層とその上に設けられたタン
グステンの層との積層構造をそれぞれ含むソース電極およびドレイン電極がｎ型シリコン
領域にそれぞれ設けられ、前記ホルミウム・シリサイドの層の接触抵抗が１×１０－９Ω
ｃｍ２以下であることを特徴とするインバーション・モードｎ型ＭＯＳトランジスタ。
【請求項４３】
　ジルコニウムの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造を含むゲート電
極がゲート絶縁膜上に設けられ、パラジウム・シリサイドの単層構造またはパラジウム・
シリサイドの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造をそれぞれ含むソー
ス電極およびドレイン電極がｐ型シリコン領域にそれぞれ設けられ、前記パラジウム・シ
リサイドの接触抵抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴とするアキュミュレー
ション・モードｐ型ＭＯＳトランジスタ。
【請求項４４】
　パラジウムの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造を含むゲート電極
がゲート絶縁膜上に設けられており、パラジウム・シリサイドの単層構造またはパラジウ
ム・シリサイドの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造をそれぞれ含む
ソース電極およびドレイン電極がｐ型シリコン領域にそれぞれ設けられ、前記パラジウム
・シリサイドの接触抵抗が１×１０－９Ωｃｍ２以下であることを特徴とするインバーシ
ョン・モードｐ型ＭＯＳトランジスタ。
【請求項４５】
　パラジウムの層とその上に設けられたタングステンの層との積層構造を含むゲート電極
がゲート絶縁膜上に設けられており、ホルミウム・シリサイドの層とその上に設けられた
タングステンの層との積層構造をそれぞれ含むソース電極およびドレイン電極がｎ型シリ
コン領域にそれぞれ設けられ、前記ホルミウム・シリサイドの層の接触抵抗が１×１０－

９Ωｃｍ２以下であることを特徴とするアキュミュレーション・モードｎ型ＭＯＳトラン
ジスタ。
【請求項４６】
　請求項４２または４５に記載のｎ型ＭＯＳトランジスタと、請求項４３または４４に記
載のｐ型ＭＯＳトランジスタとを含むことを特徴とするＣＭＯＳ半導体装置。
【請求項４７】
　前記ｎ型ＭＯＳトランジスタと、前記ｐ型ＭＯＳトランジスタとが直列接続されている
ことを特徴とする請求項３５、３６、４１または４６に記載のＣＭＯＳ半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ＩＣ、ＬＳＩ等に広く使われるＭＩＳ型半導体装置に関し、特に、ソース・
ドレイン電極の構成および／またはゲート電極の構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置において、動作周波数の向上等、性能向上が強く望まれている。しかし、半
導体装置において、主に電流の流れる２つの主電極間における直列抵抗が、性能向上の妨
げとなっている。この直列抵抗を減らす必要のあること、特に半導体領域と電極との間の
コンタクト抵抗を大幅に低減する必要のあることは、特許文献１に示されている。
【０００３】
　特許文献１では、ｎ＋シリコン領域とコンタクトする電極の材料としてｎ＋シリコン領
域の仕事関数－４．０５ｅＶに近い仕事関数を有する、Ｅｒ、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｃｄ、Ｈｆ、
Ｙ、Ｚｒ、を使用すること、ｐ＋シリコン領域とコンタクトする電極の材料としてｐ＋シ
リコン領域の仕事関数－５．１５ｅＶに近い仕事関数を有する、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｏ、Ｎｉ
、Ｉｒ、を使用すること、を提案している。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１では、これらの材料の中で何が実用的に好ましいかは充分に
は解明されていない。また、発明者等の知見によれば、コンタクト部でのシリサイド形成
等の熱処理において、シリサイドやゲート金属に酸素が混入することが避けられず、その
ためコンタクトシリサイドやゲート金属の抵抗増加が避けられないという問題もあった。
【０００５】
【特許文献１】国際公開番号ＷＯ２００８／００７７４８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明は、実用的なコンタクト形成方法を提供することにある。
【０００７】
　また、本発明は、コンタクトシリサイドやゲート電極金属への酸素の混入を防止した半
導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、半導体装置の所定領域へ金属半導体化合物によるコンタ
クトを形成する方法であって、前記所定領域がｎ型半導体領域の場合は当該半導体の伝導
帯の底のエネルギーの絶対値に０．３ｅＶを加えた値よりも絶対値の小さな仕事関数をも
ち、前記所定領域がｐ型半導体領域の場合は当該半導体の価電子帯の頂上のエネルギーの
絶対値から０．３ｅＶを引いた値よりも絶対値の大きな仕事関数をもつような第１の金属
の層を前記所定領域に設ける工程と、前記第１の金属の酸化を防止するための第２の金属
の層を前記第１の金属の層上に設ける工程と、熱処理によって前記第１の金属のみを前記
半導体との化合物化する工程とを含むことを特徴とするコンタクト形成方法が得られる。
ここで、半導体としてはＳｉ、Ｇｅ、ＳｉＧｅ、ＳｉＣ等が挙げられる。
【０００９】
　本発明の第２の態様によれば、半導体装置のｐ型またはｎ型コンタクト領域となるべき
シリコン部分へ、前記コンタクト領域がｎ型の場合はシリコンの伝導帯の底のエネルギー
の絶対値に０．３ｅＶを加えた値よりも絶対値の小さな仕事関数をもち、前記コンタクト
領域がｐ型の場合はシリコンの価電子帯の頂上のエネルギーの絶対値から０．３ｅＶを引
いた値よりも絶対値の大きな仕事関数をもつような第１の金属の層を設ける工程と、前記
第１の金属の酸化を防止するための第２の金属の層を前記第１の金属の層上に設ける工程
と、前記第１の金属のみを前記シリコン部分と反応させ前記第１の金属のシリサイドを形
成する工程とを含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が得られる。
【００１０】
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　本発明の第３の態様によれば、半導体装置のｐ型またはｎ型コンタクト領域であるシリ
コン部分の表面に、前記コンタクト領域がｎ型の場合はシリコンの伝導帯の底のエネルギ
ーの絶対値に０．３ｅＶを加えた値よりも絶対値の小さな仕事関数をもち、前記コンタク
ト領域がｐ型の場合はシリコンの価電子帯の頂上のエネルギーの絶対値から０．３ｅＶを
引いた値よりも絶対値の大きな仕事関数をもつような第１の金属のシリサイドの層が設け
られており、前記シリサイドの層の酸素混入量が１質量％以下であることを特徴とする半
導体装置が得られる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、コンタクトでの抵抗率の小さい実用的なコンタクトを形成することが
できる。また、本発明によれば、シリサイド化に際して、酸素の混入を防ぐことができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の実施例を説明する前に、まず図１および図２を参照して、本発明に係るコンタ
クト金属の特性等について説明する。
【００１３】
　まず、図１（Ａ）に示すように、シリコン基板１００の一表面上に、絶縁膜１０１を形
成する。尚、シリコン基板１００の裏面には、アルミニウム等によって形成された半導体
側電極１２０が形成されている。シリコン基板１００としては、ｐ型のものとｎ型のもの
とを別々に用意して用いる。シリコン基板１００の不純物濃度は、いずれも１×１０15ｃ
ｍ-3の低濃度にしてある。実際のデバイスでコンタクト領域の不純物はもっと高濃度であ
るが、ここでは、コンタクト金属シリサイドの仕事関数測定のために、このような低濃度
を用いている。
【００１４】
　次に、シリコン基板１００の表面に形成された絶縁膜１０１に開口部１０２を設ける。
この結果、シリコン基板１００は開口部１０２において選択的に露出している。この露出
部分（コンタクト領域）の面積は、１×１０-3ｃｍ2である。シリコン基板１００を露出
する工程及び洗浄する工程は、高清浄な窒素雰囲気中で行なわれ、大気に曝されない状態
で金属形成装置（図示せず）に搬送される。このように、高清浄な窒素雰囲気で大気に曝
されない状態で搬送が行われるため、低仕事関数金属成膜前に、シリコン基板１００の表
面に、自然酸化膜が成長するのを抑制できる。
【００１５】
　続いて、前記シリコン基板１００上に、低仕事関数金属層１０を金属形成装置で形成す
る。不純物の混入を極力抑えるため、金属形成の方法はスパッタリング法が望ましい。低
仕事関数金属層１０を形成する金属材料は、シリコン基板１００と金属シリサイドを形成
すると共に、当該シリコン基板１００に対して特定の仕事関数を有する金属材料から選択
される。
【００１６】
　ここで、図１６及び１７を参照して、ｎ型シリコンの場合と、ｐ型シリコンの場合とに
分けて、選択されるべき金属材料について説明する。図１６には、ｎ型シリコンのバンド
構造が示されており、図１６に示されているように、ｎ型シリコンは、５．１７ｅＶの価
電子帯の頂上のエネルギー準位(Ev)、４．０５ｅＶの伝導帯底のエネルギー準位(Ec)、４
．６１ｅＶの真性準位(Ei)とを有し、価電子帯の頂上と伝導体底との間のエネルギーギャ
ップ(EG)は１．１２ｅＶである。また、ｎ型シリコンの仕事関数は、フェルミ準位と真空
準位(Es)との間のエネルギー差によってあらわされ、且つ、ｎ型シリコンのフェルミ準位
(EF)は伝導帯底のエネルギー準位(Ec)と等しく、４．０５ｅＶ程度である。本発明で使用
される金属材料は、伝導帯の底のエネルギー(Ec)の絶対値(4.05eV)に０．３ｅＶを加えた
値(即ち、４．３５ｅＶ)よりも絶対値の小さい仕事関数を持つ金属材料が選択される。即
ち、図１６の斜線で示された領域に仕事関数を持つ金属材料、例えば、エルビウム(Er:仕
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事関数は３．２ｅＶ)、ホルミウム(Ho:仕事関数３．１ｅＶ)、サマリウム(Sm: 仕事関数
２．７ｅＶ)、イッテルビウム(Yb:仕事関数２．６ｅＶ)等、希土類金属が選択される。
【００１７】
　一方、図１７には、ｐ型シリコンのバンド構造が示されており、ｐ型シリコンは、ｎ型
シリコンと同様に、５．１７ｅＶの価電子帯の頂上のエネルギー準位(Ev)、４．０５ｅＶ
の伝導帯底のエネルギー準位(Ec)、４．６１ｅＶの真性準位(Ei)とを有し、価電子帯の頂
上と伝導体底との間のエネルギーギャップ(EG)は１．１２ｅＶである。しかし、ｐ型シリ
コンの仕事関数は、フェルミ準位と真空準位(Es)との間のエネルギー差によってあらわさ
れ、且つ、ｐ型シリコンのフェルミ準位(EF)は価電子帯頂上のエネルギー準位(Ev)と等し
く、５．１７ｅＶ程度である。本発明でｐ型シリコンとコンタクトを形成するために使用
される金属材料は、シリコンの価電子帯の頂上のエネルギーの絶対値(5.17eV)から０．３
ｅＶを引いた値(即ち、４．８７ｅＶ)より絶対値の大きな仕事関数を持つ金属材料から選
択される。即ち、図１７の斜線で示された領域に仕事関数を持つ材料、例えば、パラジウ
ム(Pd:4.9eV)、イリジウム(Ir:5.35eV)、白金(Pt:5.65eV)が選択される。
【００１８】
　また、シリコン基板１００のシリコン消費量を低減する目的で、スパッタリングターゲ
ットとして、シリコン基板１００がｎ型の場合はシリコンの伝導帯の底のエネルギーの絶
対値に０．３ｅＶを加えた値よりも絶対値の小さな仕事関数をもち、前記シリコン基板が
ｐ型の場合はシリコンの価電子帯の頂上のエネルギーの絶対値から０．３ｅＶを引いた値
よりも絶対値の大きな仕事関数をもつ希土類金属のシリサイドを用いることも出来る。
【００１９】
　次に、前記低仕事関数金属を形成したシリコン基板１００を大気に曝さないように、減
圧化の窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気において第２の金属成膜チャンバーに搬送し
、酸化防止金属層１２を成膜する。酸化防止金属層１２は、タングステン（Ｗ）を用いる
のが望ましいが、他の単体金属でも良いし、金属窒化物等の化合物を用いることも可能で
ある。いずれにせよ、シリサイド化の高温に耐えられる材料でなければならない。
【００２０】
　続いて、６００℃で熱処理を行い、図１（Ｂ）に示すように、低仕事関数金属層１０を
前記シリコン基板１００と固相反応させ、シリサイド層１１を形成する。シリサイド化さ
れない絶縁膜１０１上の低仕事関数金属層１０は、未反応のまま絶縁膜１０１上に残され
ている。
【００２１】
　シリサイド層１１形成のための熱処理は、前記低仕事関数金属層１１の成膜装置、及び
、酸化金属層１２の成膜装置を含むクラスタ化された熱処理装置で行っても良い。しかし
ながら、実際には、前記酸化防止金属層１２の効果により、大気中を搬送しても下部の低
仕事関数金属層１０の酸化は防止出来るため、前記成膜装置から搬出して別の熱処理装置
で処理することも可能である。熱処理時の雰囲気は高清浄な窒素、アルゴン等の不活性ガ
ス雰囲気が望ましい。
【００２２】
　シリサイド層１１が形成された後、所定パターン以外の酸化防止金属層１２および絶縁
膜１０１上の未反応の低仕事関数金属層を除去する。この後、希釈水素雰囲気でシンタリ
ングすることも可能である。
【００２３】
　図１に示された構造は、シリコン基板のコンタクト領域が高濃度ｎ型領域であれば、コ
ンタクト構造として用いることができるが、その際には低仕事関数金属層１０上に酸化防
止金属層１２が積層されているため、酸化防止金属層１２は半導体装置の上部電極として
そのまま用いることができる。即ち、図示された酸化防止金属層１２は上部電極としても
兼用して使用されることができる。
【００２４】
　図２を参照すると、図１に示された構造（ショットキーダイオードともいえる）の温度
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特性が示されている。図２では、ホルミウム（Ｈｏ）またはエルビウム（Ｅｒ）とシリコ
ンとのシリサイド層１１（即ち、ＨｏＳｉ２、ＥｒＳｉ２）を形成した場合の温度特性が
、それぞれ図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示されている。尚、この例では、酸化防止金属
層１２としてタングステン層が使用され、ｐ型シリコン基板及びｎ型シリコン基板として
、１×１０15ｃｍ-3の不純物濃度を有するものを使用した。
【００２５】
　図２（Ａ）及び図２（Ｂ）にそれぞれ示されたｐ型シリコン基板およびｎ型シリコン基
板に対するそれぞれの特性の傾斜から、ホルミウム（Ｈｏ）シリサイドについては電子に
対して０．３０１ｅＶという低い障壁高（バリア・ハイト）を持ち、エルビウム（Ｅｒ）
シリサイドついては電子に対して０．３１１ｅＶという同様に低い障壁高（バリア・ハイ
ト）を持つことが判明した。なお、エルビウム（Ｅｒ）よりもホルミウム（Ｈｏ）の方が
より低い障壁高さになる。
【００２６】
　このように、ホルミウム（Ｈｏ）シリサイドやエルビウム（Ｅｒ）シリサイドはｎ型シ
リコンに対して低い障壁高さを持つので、ｎ型高濃度領域へのコンタクト抵抗は１×１０
-9Ωｃｍ2以下の極めて小さなものとすることができた。
【００２７】
　ここで、酸化防止金属層１２として形成されるタングステン（Ｗ）層の効果について説
明しておく。
【００２８】
　図３（Ａ）及び（Ｂ）を参照すると、シリコン基板上に、エルビウム（Ｅｒ）層及びタ
ングステン（Ｗ）層を堆積した状態における断面のＳＥＭ画像、及び、Ｗ層形成後アニー
ルした場合における断面のＳＥＭ画像がそれぞれ示されている。尚、図３（Ａ）の状態で
は、エルビウム層及びタングステン層はそれぞれ１００ｎｍの膜厚を有していた。
【００２９】
　図３（Ａ）及び（Ｂ）を比較しても明らかな通り、シリコン基板とエルビウム（Ｅｒ）
層との間でシリサイド化反応が生じ、その結果、エルビウムの膜厚が厚くなって、エルビ
ウムシリサイド（ＥｒＳｉ２）が形成されていることが判る。他方、タングステン（Ｗ）
層の膜厚は全く変化していない。このことは、タングステン層が下地のエルビウム層の酸
化防止機能を備えていることを示している。
【００３０】
　同様に、図４（Ａ）及び（Ｂ）を参照すると、シリコン基板上に、ホルミウム（Ｈｏ）
層及びタングステン（Ｗ）層を堆積した状態における断面、及び、Ｗ層形成後アニールし
た場合における断面がそれぞれ示されている。尚、図４（Ａ）の状態では、ホルミウム層
及びタングステン層はそれぞれ１００ｎｍの膜厚を有していた。
【００３１】
　図４（Ａ）及び（Ｂ）を比較しても明らかなように、シリコンとホルミウムとの間のシ
リサイド化反応が生じ、ホルミウム・シリサイド層が形成される一方、タングステン層の
膜厚は全く変化していない。このことから、タングステン層はホルミウム層の酸化を防止
する酸化防止機能を備えている。
【００３２】
　即ち、タングステン層は、希土類金属によって形成された低仕事関数金属層の酸化を防
止する酸化防止層として役立つことがわかる。
【００３３】
　次に、図５を参照すると、タングステン層の酸化防止層としての機能をより明確にする
ために、ＸＰＳによる分析結果が示されている。図示された例では、図５の右端に示され
ているように、シリコン基板（Ｓｉｓｕｂ）に、５０ｎｍのホルミウム・シリサイド層（
ＨｏＳｉ２）及び５０ｎｍのタングステン層（Ｗ）を形成した場合における分析結果が示
されている。この例は、ホルミウム層及びタングステン層を積層した後、５００℃で１０
分間アニールした場合における深さ方向分析結果である。
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【００３４】
　図５には、タングステン（Ｗ）、ホルミウム（Ｈ）、シリコン（Ｓｉ）、及び酸素（Ｏ
）の分析結果が示され、タングステンはタングステン層のみで検出されると共に、酸素は
最表面だけで検出されている。このことは、タングステンが最表面だけで酸化され、下層
のホルミウム層に拡散していないことを示している。
【００３５】
　他方、シリコン基板とホルミウム層との間では、シリコンがホルミウム層にも拡散して
、ホルミウム・シリサイドが形成されていることが判る。したがって、タングステン層は
、下地層のホルミウム層の酸化を防止した状態で、ホルミウム・シリサイド化を実現して
いることが判る。分析の結果、ホルミウム・シリサイドによって形成されたシリサイド層
の酸素混入量は、１質量％以下であった。
【００３６】
　図６（Ａ）、（Ｂ）を参照すると、ショットキーバイリアハイト（ＳＢＨ）とアニール
温度との関係が示されており、図６（Ａ）はｐ型シリコン基板におけるエルビウム（Ｅｒ
）及びホルミウム（Ｈｏ）のホールに対するＳＢＨを示し、他方、図６（Ｂ）はｎ型シリ
コン基板におけるエルビウム（Ｅｒ）及びホルミウム（Ｈｏ）の電子に対するＳＢＨを示
している。
【００３７】
　図６（Ａ）、（Ｂ）において、点状ドットはホルミウムの特性、正方ドットはエルビウ
ムの特性であり、両者とも略同一の特性を示すことが判る。図６（Ａ）に示すように、ホ
ールに対するＳＢＨは、１００℃において０．６７５ｅＶ程度であり、アニール温度の上
昇と共に、６００℃まで上昇して行き、０．７５ｅＶに達している。更に、６５０℃を超
えて７００℃になると、エルビウムは０．６０ｅＶまでＳＢＨが低下していることが判る
。これはエルビウムがタングステンと反応したためと推測される。尚、アニール温度が高
くなると、ホルミウムのＳＢＨが若干高くなっている。
【００３８】
　一方、図６（Ｂ）に示すように、エルビウム及びホルミウムのいずれにおいても、電子
に対するＳＢＨは、アニール温度の上昇と共に低下しており、エルビウム及びホルミウム
は共に略同一の特性を示すことが判る。エルビウムは、１００℃程度のアニール温度で、
０．４２５ｅＶのＳＢＨを示し、６００℃のアニール温度で０．３０ｅＶのＳＢＨを示し
ている。尚、５００℃～６５０℃のアニール温度では、ホルミウムの電子に対するＳＢＨ
が、エルビウムの電子に対するＳＢＨよりも低いことが判る。また、エルビウムの場合、
７００℃でアニールすると、タングステンと反応して、ＳＢＨは０．４２５ｅＶと上昇し
ている。
【００３９】
　図７を参照して、本発明の第１の実施例に係る半導体装置を説明する。ここでは、本発
明に係る半導体装置として、インバージョン・モードｎチャネル電界効果トランジスタ（
ＭＯＳＦＥＴ）を例にとって説明する。第１の実施例は、多層配線構造をもつ複雑な集積
回路を製造する場合に、本発明を適用してｎ型シリコン領域に低抵抗コンタクトを形成す
ることを特徴としている。
【００４０】
　図７（Ａ）に示されているように、本発明の第１の実施例に係るｎチャネル電界効果ト
ランジスタは、シリコン基板２０の素子分離領域２２によって分離された素子領域内に形
成される。シリコン基板２０としては、例えば、ｐ型シリコン基板が使用される。図示さ
れた例では、素子領域内に、ｐ＋ウェル領域２４が形成され、ｐ＋ウェル領域２４内に、
シリコン酸化膜等によって形成されたゲート絶縁膜２６及びポリシリコン等によって形成
されたゲート電極２８が設けられている。図には示されてはいないが、ソース・ドレイン
となるべき領域には、浅い注入領域が形成される。
【００４１】
　その後、ゲート電極２６との絶縁性を確保するために、シリコン酸化膜あるいはシリコ
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ン窒化膜からなるサイドウォール３０がゲート絶縁膜２６及びゲート電極２８上に形成さ
れる。続いて、全表面にＢＰＳＧ（Ｂｏｒｏ－Ｐｈｏｓｐｈｏ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｇｌ
ａｓｓ）によって形成された層間絶縁膜３１が形成された後、選択的にエッチングされソ
ース・ドレイン領域３２が開口、露出される。
【００４２】
　その後、ｎ型不純物（ここでは、砒素Ａｓ）のイオン注入が行われ、ソース・ドレイン
領域３２が形成される。続いて、熱処理により注入された不純物の活性化を行なうが、こ
の工程は以下に説明する金属形成の後に行なうことも可能である。活性化の結果、ソース
・ドレイン領域３２の不純物濃度は２×１０20ｃｍ-3となった。
【００４３】
　本発明に係る第１の実施例では、上記イオン注入後のソース・ドレイン領域３２のシリ
コン表面を、図１で説明した場合と同様に、高清浄な窒素雰囲気中で露出させる。
【００４４】
　露出したソース・ドレイン領域３２表面には、低仕事関数金属層３４が金属形成装置内
で形成される。この場合、不純物の混入を極力抑えるため、金属形成の方法はスパッタリ
ング法が望ましい。ここでは、Ａｒ雰囲気でのスパッタリングによってホルミウム（Ｈｏ
）を１０ｎｍ成膜した。なお、スパッタリングの雰囲気はＸｅでもよく、Ｈｏの代わりに
Ｅｒでもよい。低仕事関数金属層３４の材料としては、前述したとおり、ホルミウム（Ｈ
ｏ）又はエルビウム（Ｅｒ）が望ましいが、サマリウム（Ｓｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ
）等、他の希土類金属も使用可能である。
【００４５】
　また、シリコン基板２０のシリコン消費量を低減する目的で、スパッタリングターゲッ
トとして、希土類金属のシリサイドを用いることも出来る。
【００４６】
　即ち、低仕事関数金属層３４は、ソース・ドレイン領域３２と金属シリサイドを形成す
ると共に、ソース・ドレイン領域３２がｎ型の場合はシリコンの伝導帯の底のエネルギー
の絶対値に０．３ｅＶを加えた値よりも絶対値の小さな仕事関数をもつ金属材料によって
形成されれば良い。
【００４７】
　低仕事関数金属層３４の形成後、シリコン基板２０を大気に曝さないように、減圧化の
窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気において第２の金属成膜チャンバーに搬送し、酸化
防止金属層３６を露出している表面全体に成膜する。ここで、酸化防止金属層３６は、タ
ングステン（Ｗ）を用い、スパッタチャンバーでＡｒ雰囲気中、Ｗを３００ｎｍスパッタ
リング形成した。
【００４８】
　この後、図１で説明した場合と同様の方法で低仕事関数金属層３４と酸化防止金属層３
６を６００℃で熱処理（アニール）することによって、図７（Ｂ）に示すように、ホルミ
ウム・シリサイド等のシリサイド層３４ａを形成する。アニールは、ＡｒまたはＮ２雰囲
気中、３００～７００℃で、２分～６０分行えばよい。最適値は、ＨｏでもＥｒでも、６
００℃、１０分程度である。これでＨｏまたはＥｒの厚さ全体がシリサイドになり、バリ
アハイトも最小になる。７００℃以上では、Ｗとの反応が生じて、バリアハイトが急増し
てしまう。
【００４９】
　このとき、酸化防止金属層３６の厚さを上記のように低仕事関数金属層３４よりも厚く
することにより、シリサイド層３４ａの表面粗さを低減することが可能となり、浅いｐｎ
接合の破壊を防止出来る。即ち、Ｗがないと、アニール時にＨｏ（またはＥｒ）が動いて
しまってシリコンとの界面に欠陥が生じてしまう（シリサイドの表面に激しい凹凸ができ
る）が、Ｗが存在すると、その動きが抑えられて、欠陥が生じないことが分かった。Ｗの
厚さが１００ｎｍ以上あればこのような効果がある。Ｗの必要厚さはＨｏ（又はＥｒ）の
厚さによっても変わるが、要は、シリサイド層３４ａの表面が所定の平坦さとなるように



(12) JP 5769160 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

、酸化防止金属層３６の厚さを選択すればよい。
【００５０】
　図７（Ｂ）では、シリサイド層３４ａ形成後、薬液処理、あるいは、プラズマエッチン
グにより酸化防止金属層３６を選択的に除去する。図７（Ｂ）に示された例では、シリサ
イド層３４ａ上のみ酸化防止金属層３６が残され、他の領域の酸化防止金属層３６は除去
されている。
【００５１】
　続いて、酸化防止金属層３６の表面酸化膜を除去し、全表面に、層間絶縁膜４０がＣＶ
Ｄ法により形成される。この場合の層間絶縁膜４０は種々の材料によって形成することが
できる。以後、コンタクトホール開口、およびＣｕ、またはＡｌ等による配線形成は通常
行なわれている製造方法と同一の方法で行なうことが出来る。この場合、酸化防止層３６
をシリサイド層３４ａ上も含め全て除去して、シリサイド層に直接またはバリア導電層を
介して、配線を形成しても良い。勿論、更にその上には多層配線層が形成されても良い。
【００５２】
　いずれの場合においても、ソース・ドレイン領域３２を形成するｎ型シリコンに対して
１０-9Ωｃｍ2以下の低抵抗コンタクトが得られる。
【００５３】
　第１の実施例はインバージョン・モードｎチャネル電界効果トランジスタについて説明
したが、本発明はインバージョン・モードｐチャネル電界効果トランジスタにも同様に適
用できる。
【００５４】
　前述したように、高濃度のｎ型シリコン領域に、コンタクトを形成する場合、ｐ型シリ
コン領域にコンタクトを形成する場合に比較して、低抵抗のコンタクトを形成することが
できる。即ち、図７に示された実施例では、シリコン層の直列抵抗を大幅に低減する電界
効果トランジスタが得られる。この場合、サイドウォール３０直下のシリコン高濃度層の
直列抵抗をも低減できる。
【００５５】
　図８を参照して、本発明の第２の実施例に係る半導体装置を説明する。図８に示された
半導体装置は、所謂バルク電流制御型アキュムレーション（Ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ）
・モードｎチャネル・トランジスタである。
【００５６】
　図示されたバルク電流制御型アキュムレーション・モードｎチャネル・トランジスタは
、ｐ型シリコンによって形成された支持基板５０上に、１００ｎｍ程度の厚さの埋込酸化
膜５２によって分離されたｎ型半導体層５４が形成されている。ここで、半導体層５４は
チャネル領域を形成しており、図示されたチャネル領域の表面は、（１００）面方位を有
し、半導体層５４は５０ｎｍの膜厚を有している。ｎ型半導体層５４によって形成された
チャネル領域の両側には、当該チャネル領域と同一導電型で、不純物原子濃度がチャネル
領域よりも高いｎ＋半導体によって形成されたソース・ドレイン領域５６を備えている。
【００５７】
　半導体層５４によって形成されたチャネル領域上には、電気的等価膜厚（ＥＯＴ）で７
．５ｎｍの酸化膜によって形成されたゲート絶縁膜５８が設けられており、当該ゲート絶
縁膜５８上には、ｐ＋ポリシリコンのゲート電極６０が設けられている。図示されたｎチ
ャネル・トランジスタのゲート長は０．６μｍで、ゲート幅は２０．０μｍである。
【００５８】
　ここで、チャネル領域の平均的な不純物原子濃度は、２×１０17ｃｍ-3であり、当該チ
ャネル領域と接触しているソース・ドレイン領域５６は２×１０20ｃｍ-3の不純物濃度を
有するｎ型半導体によって形成されている。
【００５９】
　ソース・ドレイン電極Ｓ、Ｄは、図７に示した第１の実施例と同様に、低仕事関数金属
層６２と、酸化防止金属層６４とを積層した状態で熱処理を施すことによって、低仕事関
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数金属層６４をシリサイド化することによって形成されたシリサイド層を備えている。
【００６０】
　ここで、低仕事関数金属層６４の材料はホルミウム或いはエルビウムであることが望ま
しいが、ソース・ドレイン領域５６を形成するｎ＋シリコンの伝導帯の底のエネルギーの
絶対値に０．３ｅＶを加えた値よりも小さな仕事関数を持つ金属材料、例えば、サマリウ
ム、イッテルビウム等の他の希土類金属であっても良い。
【００６１】
　本発明の第２の実施例によれば、半導体との接触抵抗を１×１０-9Ωｃｍ2以下に抑え
、ソース・ドレイン領域の半導体部分の直列抵抗と合わせてもトランジスタの直列抵抗と
しては１．０Ωμｍとなるようにすることができる。
【００６２】
　以上、アキュムレーション・モードｎチャネル・トランジスタに、本発明を適用した場
合ついてのみ説明したが、本発明は、アキュムレーション・モードｐチャネル・トランジ
スタにも同様に適用できる。
【００６３】
　前述したように、本発明の第２の実施例は、ＳＯＩ(Silicon-On-Insulator)基板上に形
成されたトランジスタを反転モード、或いは、蓄積モードのいずれのモードで動作させる
場合にも適用できる。しかし、高速動作のためには蓄積モードで動作させることが望まし
い。
【００６４】
　図９を参照して、本発明の第３の実施例に係る半導体装置を説明する。図示された半導
体装置は、シャロートレンチ(STI : Shallow Trench Isolation)による素子分離、２層配
線および化学的機械研磨(CMP : Chemical Mechanical Polishing)を用いたＣＭＯＳであ
る。
【００６５】
　図９に示された構造を得るための製造プロセスを図１０および図１１を用いて説明する
。まず、図１０を参照すると、ＳＴＩ構造による素子分離領域７１を形成し、ｎウェル７
２、ｐウェル７３が形成された後、活性化されている。その後、ゲート絶縁膜７４として
シリコン酸化膜が２ｎｍ形成されている。ゲート絶縁膜７４上に、ポリシリコンによりゲ
ート電極７５が形成されている。
【００６６】
　次に、ｎウェル７２に対してｐ+領域７６を、ｐウェル７３に対してｎ+領域７７を形成
するために、ｎウェル７２に対してはボロンを、ｐウェル７３に対してはリンをそれぞれ
６×１０15ｃｍ2イオン注入することにより、２０ｎｍの高濃度領域７６（ｐ+領域）、７
７（ｎ+領域）が形成されている。
【００６７】
　図１０は、ｎウェル７２、ｐウェルにそれぞれｐ+領域７６、ｎ+領域７７がそれぞれ高
濃度領域として形成された状態を示している。
【００６８】
　この状態で、高濃度領域７６、７７の活性化のために、熱処理を行っても良い。しかし
、この例の場合、この状態では、熱処理を行わず、ＣＶＤ(Chemical Vapor Deposition)
により酸化膜を堆積し、エッチングを行うことにより、図１１に示すようにサイドウォー
ル７８が形成されている。サイドウォール７８の形成後、高濃度領域７６、７７およびゲ
ート電極７５へのコンタクト用金属として低仕事関数金属（ｎウェル上のｐチャンネル・
トランジスタに対してはパラジュウム、ｐウェル上のｎチャンネル・トランジスタに対し
てはホルミウム）が２０ｎｍ成膜され、低仕事関数金属層が形成される。
【００６９】
　本発明の第３の実施例では、低仕事関数金属層を形成した状態で、更に、酸化防止金属
層としてタングステン層を形成した。次に、低仕事関数金属層と酸化防止金属層が積層さ
れた状態で、窒素雰囲気中５５０℃にて１時間の熱処理を行い、シリサイド化（コンタク
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ト用シリサイド層７９の形成）だけでなく、先に行わなかった高濃度層７６、７７の活性
化を同時に実現する。低温での熱処理のため、高濃度領域の拡散は抑えることができる。
このとき、パラジュウムおよびホルミウムは、下地１３．６ｎｍのみ高濃度層シリコン７
６、７７を消費しシリサイド化する。次いで酸化防止金属層をすべて除去する。この状態
での模式図を図１１に示す。その後、未反応金属部分８０を除去し、層間絶縁膜８１、８
２の形成、コンタクトホールの形成と電極８３、および配線８４をアルミニウムにて形成
して、図９に示された構造のＣＭＯＳを完成させた。
【００７０】
　以上のように、高濃度層形成用のイオン注入を行った後、不純物活性化の熱処理を行わ
ずに金属を形成し、その後、熱処理を行うことにより不純物の活性化による高濃度Ｓｉ層
の形成と、金属シリサイドの形成を同時に行うことによって、０．３ｅＶ以下の仕事関数
差を持ち、８．０×１０-10Ωｃｍ2というコンタクト抵抗率を備えたトランジスタを実現
することができた。
【００７１】
　図１２を参照すると、本発明の第４の実施例に係る半導体装置が示されている。図示さ
れた半導体装置はｎチャネル・インバージョン・モード電界効果トランジスタであり、図
７と同様に、ｐウェル領域２４内に、ｎ＋型のソース・ドレイン領域３２が形成されると
共に、ソース・ドレイン領域３２上には、ホルニウムによって形成された低仕事関数金属
層及びタングステンによって形成された酸化防止金属層３６が形成されている。ここでは
、低仕事関数金属層は、酸化防止金属層３６が形成された状態で６００℃程度の温度でア
ニールされ、ソース・ドレイン領域３２との間に、シリサイド層３４ａ（ホルニウム・シ
リサイド（ＨｏＳｉ２）層）からなるコンタクト領域が形成されている。このようにして
形成されたシリサイド層３４ａにおける酸素混入量は１質量％以下である。
【００７２】
　図示された半導体装置は、ゲート絶縁膜２６上に形成されたゲート電極２８が、ジルコ
ニウム（Ｚｒ）層２８ａとタングステン（Ｗ）層２８ｂとによって形成されていることを
特徴としている。このように、ゲート電極を金属によって構成することによって、当該ト
ランジスタのゲート電極をｎ＋ポリシリコンによって形成する場合に比較して抵抗を小さ
くすることができる。また、ジルコニウム層２８ａを構成するＺｒは、ｎ＋ポリシリコン
と同じ仕事関数を有している。更に、図示されたゲート電極２８はジルコニウム層２８ａ
を、酸化防止機能を備えたタングステン層２８ｂ（ソース・ドレイン領域上のタングステ
ン層３６と同時に形成するのが好ましい）で被覆しているため、アニール時にジルコニウ
ム層２８ａの酸化を防止できる。
【００７３】
　更に、ｎ＋ポリシリコンによりゲート電極を形成した場合、チャネル領域表面に形成さ
れる空乏層が厚くなり、結果としてゲート絶縁膜が厚くなったのと同じ不都合が生じるが
、ジルコニウム層２８ａのように金属層によってゲート電極２８を形成した場合、チャネ
ル領域表面の空乏層を薄くできると言う効果がある。
【００７４】
　図１３を参照すると、本発明の第５の実施例に係る半導体装置が示されており、ここで
は、ｐチャネル・インバージョン・モード電界効果トランジスタが示されている。図示さ
れた例では、ｎウェル領域２４ａ内に、ｐ＋ソース・ドレイン領域３２ａが形成され、各
ソース・ドレイン領域３２ａに設けられたコンタクト領域は、パラジウム・シリサイド（
Ｐｄ２Ｓｉ）層３４ｂと、タングステン層３６によって構成されている。パラジウム・シ
リサイド（Ｐｄ２Ｓｉ）層３４ｂを形成するパラジウムはｐ＋ソース・シリコン領域３２
ａを形成するｐ型半導体の荷電子帯の頂上のエネルギーの絶対値から０．３ｅＶを引いた
値よりも絶対値の大きな仕事関数を持つ金属であるから、低抵抗のコンタクト領域を形成
できる。また、パラジウム・シリサイド層３４ｂは酸化防止金属層としての機能を有する
タングステン層３６によって覆われているため、酸素混入量は１質量％以下である。
【００７５】
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　更に、図示されたｐチャネル・トランジスタのゲート電極２８は、パラジウム層２８ｃ
及びタングステン層２８ｄをゲート絶縁膜２６上に設けた構成を備え、ゲート絶縁膜２６
及びゲート電極２８の側面は、サイドウォール３０によって覆われている。上記したよう
に、ゲート電極２８として、ｐ＋ポリシリコンと同じ仕事関数でより低抵抗の金属である
パラジウム層２８ｃを設けることにより、ｐ＋ポリシリコンによってゲート電極を形成し
た場合に比較して、抵抗を下げることができ、空乏層の厚さを薄くすることができる。
【００７６】
　図１４を参照すると、本発明の第６の実施例に係る半導体装置が示されており、ここで
は、ｎチャネル・アキュムレーション・モード電界効果トランジスタが示されている。図
示されたトランジスタは、ｐ型シリコン等の支持基板５０上に形成された埋込酸化膜（Ｓ
ｉＯ２）５２によって分離されたｎ型半導体層（具体的には、ｎ型シリコン層）５４を有
している。当該半導体層５４はチャネル領域を形成している。チャネル領域を形成する半
導体層５４の両側には、チャネル領域と同一導電型でチャネル領域よりも高い不純物原子
濃度を有するｎ＋半導体によって形成されたソース・ドレイン領域５６が設けられている
。
【００７７】
　ソース・ドレイン領域５６の表面には、コンタクト領域が設けられ、図示された例では
、コンタクト領域は、ホルニウム・シリサイド層６２とタングステン層６４によって構成
されている。この構成は、低仕事関数金属層であるホルニウム層を酸化防止金属層である
タングステン層で覆った状態でアニールすることによって得られることは、他の実施例と
同様である。
【００７８】
　図示された例では、チャネル領域を形成するｎ型半導体層５４上に、ゲート絶縁膜５８
及びゲート電極６０が設けられ、ゲート電極６０はパラジウム層６０ａとタングステン層
６０ｂとによって形成されている。
【００７９】
　図１４に示されたゲート電極６０は、ｐ＋シリコンと同じ仕事関数を有し、且つ、ｐ＋
シリコンよりも抵抗の低い金属であるパラジウム層６０ａを含んでいるため、チャネル領
域表面の空乏層を厚くして、ノーマリーオフを実現できる。また、パラジウム層６０ａは
酸化防止金属層であるタングステン層６０ｂで覆われているため、パラジウム層６０ａの
酸化を防止できる。
【００８０】
　図１５を参照すると、本発明の第７の実施例に係る半導体装置が示されており、図示さ
れた例は、ｐチャネル・アキュムレーション・モード電界効果トランジスタである。図か
らも明らかなように、支持基板５０であるシリコン基板上に、埋込酸化膜（ＳｉＯ２）５
２が設けられている。また、当該埋込酸化膜５２上には、ｐ型半導体層５４ａが設けられ
ており、ｐ型半導体層５４ａの両側には、ｐ＋ソース・ドレイン領域５６ａが設けられて
いる。
【００８１】
　この例におけるコンタクト領域は、パラジウム・シリサイド（Ｐｄ２Ｓｉ）層６２ａと
タングステン層６４とによって形成されている。図示されたコンタクト領域も、前述した
通り、低仕事関数金属層であるパラジウム層をタングステン層で覆った状態でアニールす
ることによって得られる。この構成によって、コンタクト領域の抵抗を著しく低下させる
ことができることは他の実施例と同様である。
【００８２】
　更に、チャネル領域上には、ゲート絶縁膜５８が形成されると共に、当該ゲート絶縁膜
５８上には、ジルコニウム層６０ｃ及びタングステン層６０ｄからなるゲート電極６０が
設けられている。
【００８３】
　この構成によっても、ゲート電極６０の抵抗をポリシリコンを使用した場合に比較して
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低下させることができ、図１４と同様に、チャンネル領域の空乏層の厚さを厚くすること
ができる。
【００８４】
　図１２及び１４に示されたｎチャネル・トランジスタの場合、ｎ＋半導体とコンタクト
領域を形成するために、低仕事関数金属層として、ホルニウム（Ｈｏ）が使用され、他方
、図１３及び１５に示されたｐチャネル・トランジスタの場合、ｐ＋半導体とのコンタク
ト領域を形成するために、パラジウム（Ｐｄ）が使用されている。このように、ｎ＋半導
体及びｐ＋半導体との仕事関数の差を考慮して、コンタクト領域のシリサイド層を形成す
る低仕事関数金属層の金属を選択することができる。
【００８５】
　また、ゲート電極について言えば、図１２及び１５では、ジルコニウムが用いられ、他
方、図１３及び１４では、パラジウムが用いられている。このように、ゲート電極につい
ても、チャネル領域を形成する半導体との間の仕事関数の差に応じて、ゲート電極を構成
する金属を選択できる。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明は、酸化防止金属層により低仕事関数金属層を覆った状態でアニールして極めて
抵抗の低いシリサイド層を形成することができるため、性能の高い半導体装置を構成でき
る。また、本発明は、単にＭＯＳＦＥＴだけでなく、コンタクト領域を有する他の各種半
導体装置に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の説明のための構造及び製造工程を説明する概略構
成図である。
【図２】図１に示されたコンタクト部分に、ホルニウム及びエルビウムを使用した場合の
特性を示す図である。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は、シリコン基板上に形成されたエルビウム層及びタングステ
ン層の積層体におけるアニール前後の状態をそれぞれ示す図である。
【図４】（Ａ）及び（Ｂ）は、シリコン基板上に形成されたホルミウム層及びタングステ
ン層の積層体におけるアニール前後の状態をそれぞれ示す図である。
【図５】図４に示されたホルニウム層をシリサイド化した場合における深さ方向分析結果
を示すＸＰＳ画像である。
【図６】（Ａ）及び（Ｂ）はｐ型及びｎ型シリコン基板を使用した場合におけるホルミウ
ム・シリサイド及びエルビウム・シリサイドのショットキーバリアハイト（ＳＢＨ）の温
度依存特性を示す図である。
【図７】（Ａ）及び（Ｂ）は本発明の第１の実施例に係る半導体装置の構造及び製造工程
を説明する概略図である。
【図８】本発明の第２の実施例に係る半導体装置の構造を説明する概略構成図である。
【図９】本発明の第３の実施例に係る半導体装置の構造を説明する概略構成図である。
【図１０】図９に示された半導体装置の製造工程を説明する図である。
【図１１】図１０に示された工程の後に行われる工程を説明する図である。
【図１２】本発明の第４の実施例に係る半導体装置を説明する概略構成図である。
【図１３】本発明の第５の実施例に係る半導体装置を説明する概略構成図である。
【図１４】本発明の第６の実施例に係る半導体装置を説明する概略構成図である。
【図１５】本発明の第７の実施例に係る半導体装置を説明する概略構成図である。
【図１６】ｎ型シリコン領域とコンタクト領域を形成するのに適した金属材料の仕事関数
を説明する図である。
【図１７】ｐ型シリコン領域とコンタクト領域を形成するのに適した金属材料の仕事関数
を説明する図である。
【符号の説明】
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１００　　　　　　　シリコン基板
１２０　　　　　　　半導体側電極
１０　　　　　　　　低仕事関数金属層
１２　　　　　　　　酸化防止金属層
１０１　　　　　　　絶縁膜
１０２　　　　　　　開口部
２０　　　　　　　　シリコン基板
２２　　　　　　　　素子分離領域
２４　　　　　　　　ウェル
２６　　　　　　　　ゲート絶縁膜
２８　　　　　　　　ゲート電極
３０　　　　　　　　サイドウォール
３１　　　　　　　　層間絶縁膜
３２　　　　　　　　ソース・ドレイン領域
３４　　　　　　　　低仕事関数金属層
３４ａ　　　　　　　シリサイド層
３６　　　　　　　　酸化防止金属層
４０　　　　　　　　層間絶縁膜
５０　　　　　　　　シリコン基板
５２　　　　　　　　埋込絶縁層
５４　　　　　　　　半導体層
５６　　　　　　　　ソース・ドレイン領域
５８　　　　　　　　ゲート絶縁膜
６２　　　　　　　　低仕事関数金属層
６４　　　　　　　　酸化防止金属層
７１　　　　　　　　素子分離領域
７２　　　　　　　　ｎウェル
７３　　　　　　　　ｐウェル
７４　　　　　　　　ゲート絶縁膜
７５　　　　　　　　ゲート電極
７６　　　　　　　　高濃度領域（ｐ+領域）
７７　　　　　　　　高濃度領域（ｎ+領域）
７８　　　　　　　　サイドウォール
８０　　　　　　　　未反応金属部分
７９　　　　　　　　シリサイド層
８１、８２　　　　　層間絶縁膜
８３　　　　　　　　電極
８４　　　　　　　　配線
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