
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＯＳトランジスタにおいて、低い漏れ電流を有する浅いソース／ドレイン接合を形成
する方法であって、
　 シリコンウエル内に、上部表面および該上部表面の周囲にエッジを有するシリコ
ンソース／ドレイン領域を形成し、該上部表面の上に該上部表面に隣接するゲート電極を
形成する工程と、

　ｂ）トランジスタの上に 厚さ 堆積させる工程と、
　ｃ） 工程ｂ）で堆積された前記 の温度で の
持続時間 を行って、該ソース／ドレイン上部表面の該シリコン
と該 とを部分的に反応させる 、
　ｄ）工程ｃ）でシリサイド化されなかった を除去

工程 、
　ｅ）

工程ｃ）で形成されたシリサイド化合物の第２のアニー
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ａ 1）

　ａ 2）前記ソース／ドレイン上部表面の結晶構造を、Ａｒ、ＫｒおよびＸｅからなる群
から選択されるガスを用いた高周波（ＲＦ）プラズマによって、５ミリＴｏｒｒから５０
ミリＴｏｒｒの範囲の所定の圧力で、０．１５ワット／ｃｍ 2から２ワット／ｃｍ 2の範囲
の所定のＲＦの電力レベルで、３秒から２分の範囲の所定の持続時間、１００Åから５０
０Åの範囲内の前記上部表面の所定の厚さをアモルファス化する工程と、

、Ｃｏを、５０Å～１０００Åの で
前記 Ｃｏを、３００～４５０度Ｃ ２～２０秒

にわたって第１のアニール
Ｃｏの一部 工程と

シリサイド化合物上の前記Ｃｏ して、
シリサイド化合物を該ソース／ドレイン上部表面上に残す と

シリサイド化合物の該ソース／ドレイン上部表面上のシリコンへの貫入（ penetrat
e）を最小限にするために、前記



ルを、 の温度で の持続時間 該ソース／ドレイン
上部表面の上に低抵抗シリサイド層を形成する工程と、
を含む、ソース／ドレイン接合を形成する方法。
【請求項２】
　

【請求項３】
　前記工程ｅ）において、前記低抵抗シリサイド層が１００Åから５００Åの範囲内の所
定の名目厚さを有し、該シリサイド名目厚さの５０％未満の所定の厚さ許容範囲を有する
、請求項１ に記載のソース／ドレイン接合を形成する方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、概して半導体技術およびより具体的には、ＭＯＳトランジスタなどの半導体能
動素子のシリサイド化電極の形成に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体産業の現在研究されている重要な課題は、集積回路における素子の寸法の低減であ
る。金属酸化物半導体（ＭＯＳ）トランジスタのようなプレーナ形トランジスタは高密度
集積回路における使用に特に適している。ＭＯＳトランジスタおよび他のアクティブ素子
のサイズが低減するにつれて、ソース／ドレイン／ゲート電極の寸法および各素子のチャ
ネル領域はそれと対応して低減している。
【０００３】
短いチャネル長を有する従来の小規模プレーナ形トランジスタの設計のため、極めて浅い
ソース／ドレイン接合エリアの提供が不可欠である。浅い接合は注入されたドーパントの
チャネルへの側方拡散を回避することが必須である。この拡散は、漏れ電流および低い破
壊特性に寄与するため、望ましくない。例えば厚さが１０００オングストローム（Å）よ
り小さい、好ましくは５００オングストローム（Å）より小さい、浅いソース／ドレイン
接合領域は、チャネルの短い素子に受容され得る性能を有する必要がある。
【０００４】
浅い接合の電極をトランジスタに使用する場合、素子のソース／ドレイン領域に対する、
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６００～８５０度Ｃ １０～６０秒 行って、

ＭＯＳトランジスタにおいて、低い漏れ電流を有する浅いソース／ドレイン接合を形成
する方法であって、
　ａ 1）シリコンウエル内に、上部表面および該上部表面の周囲にエッジを有するシリコ
ンソース／ドレイン領域を形成し、該上部表面の上に該上部表面に隣接するゲート電極を
形成する工程と、
　ａ 2）前記ソース／ドレイン上部表面の結晶構造を、Ａｒ、ＫｒおよびＸｅからなる群
から選択されるガスを用いた高周波（ＲＦ）プラズマによって、５ミリＴｏｒｒから５０
ミリＴｏｒｒの範囲の所定の圧力で、０．１５ワット／ｃｍ 2から２ワット／ｃｍ 2の範囲
の所定のＲＦの電力レベルで、３秒から２分の範囲の所定の持続時間、１００Åから５０
０Åの範囲内の前記上部表面の所定の厚さをアモルファス化する工程と、
　ｂ）トランジスタの上に、Ｎｉを、５０Å～１０００Åの厚さで堆積させる工程と、
　ｃ）前記工程ｂ）で堆積された前記Ｎｉを、１５０～３５０度Ｃの温度で２～２０秒の
持続時間にわたって第１のアニールを行って、該ソース／ドレイン上部表面の該シリコン
と該Ｎｉの一部とを部分的に反応させる工程と、
　ｄ）工程ｃ）でシリサイド化されなかったシリサイド化合物上の前記Ｎｉを除去して、
シリサイド化合物を該ソース／ドレイン上部表面上に残す工程と、
　ｅ）シリサイド化合物の該ソース／ドレイン上部表面上のシリコンへの貫入（ penetrat
e）を最小限にするために、前記工程ｃ）で形成されたシリサイド化合物の第２のアニー
ルを、約５００度Ｃの温度で１０～３０秒の持続時間行って、該ソース／ドレイン上部表
面の上に低抵抗シリサイド層を形成する工程と、
を含む、ソース／ドレイン接合を形成する方法。

または２



信頼できる、低抵抗の接続を与えることはより困難となる。金属－シリサイドコンタクト
が、ソース／ドレイン／ゲート電極に対するこのような接続を行う典型的な手段である。
このようなコンタクトでは、導電金属がシリコン電極上に堆積されてアニールされ、電極
表面上に金属－シリコン化合物を形成する。シリサイドと呼ばれるその化合物は電気的且
つ化学的に電極と結合され、その上にシリサイドが形成されるシリコンよりも実質的に低
いシート抵抗を有する。小規模の素子におけるシリサイドコンタクトの重要な利点は、堆
積された金属がシリコンと接触する部分にのみ、シリサイドが形成されることである。選
択的エッチングによって、金属は容易に非シリサイド化領域から除去される。よって、シ
リサイド領域は自動的に電極表面上にのみ整合される。この自己整合（ self-aligned）シ
リサイドプロセスは概して「サリサイド」プロセスと呼ばれる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
浅い接合のソースおよびドレイン領域上のサリサイドプロセスによって提示される１つの
問題点は、サリサイドプロセスがシリコン表面の所定の部分を消費することである。金属
－シリサイドは化学反応によって形成される。化学反応はアニール工程中に、堆積された
金属がその下のシリコンと反応する際に生じる。極めて浅い接合を有する電極は、シリサ
イドの形成に使われるシリコンが少なく、極めて薄いシリサイド層しか形成し得ない。し
かし、薄いシリサイド膜は熱的に不安定であり、望ましくない高いシート抵抗を有するこ
とは公知である。
【０００６】
シリサイドコンタクトの厚さを増大させるための従来技術の１つは、ドープされたソース
およびドレイン領域の表面上にさらなるシリコンを堆積させることである。積み上げソー
スおよびドレイン電極内のさらなるシリコンは、次に、堆積された金属との反応に用いら
れ、より厚いシリサイド層を形成し得る。さらなるシリコンの堆積がドーパントをさらに
拡散させ、ＩＣ製造に処理工程を追加および製造コストを増大させるため、この解決法は
不利である。
【０００７】
ソース／ドレイン電極のサリサイド化の結果、変動する接合漏れ電流がよく生じることは
、よく観測される事実である。ランダムな漏れ現象はシリサイドのエッジの影響で起こる
と考えられる。ソース／ドレイン電極のエッジの周囲のソース／ドレイン領域内への「過
剰の」シリサイドの形成、およびソース／ドレイン電極下の接合エリアの金属のエッジの
近接部への「過剰の」シリサイドの形成は、漏れ電流の課題を引き起こす。これらのシリ
サイドの侵入、摂動または厚さが増大したシリサイドの領域によって、大規模な電界の変
動が生じ、また導電性が接合を介して拡張され得る。ソース／ドレイン電極の本体上に形
成されるシリサイド量は、堆積されたシリサイド化金属の厚さによって制御されるが、ソ
ース／ドレイン電極のエッジの付近（酸化物などの反応しない表面上に金属が堆積される
）に金属をさらに供給することが可能である。
【０００８】
本願の優先権主張の基礎となる米国特許出願第９／０２３，３８３号と同時継続中の、１
９９８年２月１３日出願の Maaらによる「浅い接合を有するトランジスタ電極をシリサイ
ド化するための窒化物オーバーハング構造」（” NITRIDE OVERHANG STRUCTURE FOR THE S
ILICIDATION OF TRANSISTOR ELECTRODES WITH SHALLOW JUNCTIONS”）と題された、本願
と同じ譲受人の米国特許出願第９／０２３，０３２号は、シリサイド化されたエッジの課
題に対する解決法を提示している。上述の出願では、仮の窒素側壁構造を用いて、ソース
／ドレイン電極のゲート電極に隣接するエッジ上へのシリサイド化金属の堆積を回避して
いる。しかし、ＩＣプロセスによっては、窒化物オーバーハング構造の使用が不適切な場
合もある。
【０００９】
よって、本発明の目的は、改良されたシリサイドプロセスを利用し、それによって、漏れ
電流の小さい、浅い接合エリアを製造することである。
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【００１０】
本発明の他の目的は、シリサイド化金属を選択表面上に形成して、シリサイド形状を制御
することである。
【００１１】
本発明のさらなる目的は、ソース／ドレイン電極上に形成されるシリサイド層の厚さおよ
び厚さの許容範囲をより良好に制御して、シリサイドと接合エリアの金属性エッジとの間
隔を一定に保つことである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明のＭＯＳトランジスタにおいて低い漏れ電流を有する浅いソース／ドレイン接合を
形成する方法は、
ａ）シリコンウエル内に、上部表面および該上部表面の周囲にエッジを有するシリコンソ
ース／ドレイン領域を形成し、該上部表面の上に該上部表面に隣接するゲート電極を形成
する工程と、
ｂ）トランジスタの上に所定の金属厚さを有する金属層を堆積させる工程と、
ｃ）工程ｂ）で堆積された該金属の第１のアニールを第１の所定の温度で第１の所定の持
続時間行って、該ソース／ドレイン上部表面の該シリコンと該金属とを部分的に反応させ
る工程であって、それにより金属リッチのシリサイド化合物を形成する工程と、
ｄ）工程ｃ）でシリサイド化されなかった工程ｂ）で堆積された該金属を除去する工程で
あって、それによりシリサイド化合物を該ソース／ドレイン上部表面上に残す工程と、
ｅ）工程ｃ）で形成されたシリサイド化合物の第２のアニールを第２の所定の温度で第２
の所定の持続時間行って、該金属と該シリコンとの反応を完了させ、該ソース／ドレイン
上部表面の上に低抵抗シリサイド層を形成する工程であって、それによってシリサイドの
該ソース／ドレイン上部表面上のシリコンへの貫入（ penetrate）を最小限にする工程と
を含み、それにより上記目的が達成される。
【００１３】
上記工程ｂ）について、金属は典型的には、スパッタリングまたは蒸着などの物理蒸着法
（ＰＶＤ）、あるいは化学気相成長法（ＣＶＤ）によって堆積される。適用可能なシリサ
イド化金属は、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ、Ｃｒ、ＰｔおよびＰｄを含み得る。Ｃｏお
よびＮｉを用いる場合、金属の所定の厚さは５０Åから１０００Åの範囲内である。
【００１４】
上記工程ｃ）について、Ｃｏは、３００度Ｃから５００度Ｃの範囲内の温度でアニールさ
れ、部分的に金属（Ｃｏ）をソース／ドレイン上部表面のシリコンとと反応させる。その
結果、金属リッチのシリサイド化合物が形成される。Ｎｉが選択される場合、温度は１５
０度Ｃから４００度Ｃの範囲内である。何れの金属を用いても、持続時間は２秒から２０
秒の範囲内である。
【００１５】
上記工程ｅ）について、第２のアニール工程は、金属とシリコンとの反応を完了させるた
めに行い、ソース／ドレイン上部表面上にシリサイド層の厚さおよび厚さの許容範囲を有
する低抵抗シリサイド層を形成する。Ｃｏの場合、温度は６００度Ｃから８５０度Ｃの範
囲内で、持続時間は１０秒から６０秒の範囲内である。Ｎｉの場合、温度は約５００度Ｃ
で、持続時間は１０秒から３０秒の範囲内である。形成されたシリサイドの厚さは１００
Åから５００Åの範囲内であり、シリサイドの厚さの許容範囲はジシリサイドの厚さの２
倍の５０％以内である。シリサイドはソース／ドレイン上部表面のエッジ付近のシリコン
に最小限貫入（ penetrate）する。
【００１６】
接合エリアはシリサイド化の前でも後でも形成され得る。接合エリア形成工程は、ソース
／ドレイン領域にドーパントイオンを注入してアニールし、前記ソース／ドレイン上部表
面から所定の接合深さに金属性エッジを有するソース／ドレイン接合エリアを形成する。
その結果該ソース／ドレインエッジにおける厚いシリサイドの成長が阻止されて該シリサ
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イドと該接合エリアとの間隔を最大化できる。この工程がシリサイド化の前であっても後
であっても、ソース／ドレイン接合エリアは、ソース／ドレイン上部表面から３００Åか
ら２０００Åの範囲内の接合深さに形成される金属性エッジを有することが好ましい。
【００１７】
前記工程ｂ）において、前記金属層がＣｏ，Ｎｉ，Ｔｉ，Ｍｏ，Ｔａ，Ｗ，Ｃｒ，Ｐｔお
よびＰｄからなる群から選択されるシリサイド化金属であり得る。
【００１８】
前記工程ｂ）において、前記シリサイド化金属としてＣｏを含む場合、前記工程ｃ）にお
いて、前記第１の温度が３００度Ｃから５００度Ｃの範囲内であり且つ前記第１の持続時
間が２秒から２０秒の範囲内であることが好ましい。
【００１９】
前記工程ｂ）において、前記シリサイド化金属としてＮｉを含む場合、前記工程ｃ）にお
いて、前記第１の温度が１５０度Ｃから４００度Ｃの範囲内であり且つ前記第１の持続時
間が２秒から２０秒の範囲内であることが好ましい。
【００２０】
前記工程ｂ）において、前記シリサイド化金属としてＣｏを含む場合、前記工程ｅ）にお
いて、前記第２の温度が６００度Ｃから８５０度Ｃの範囲内であり且つ前記第２の持続時
間が１０秒から６０秒の範囲内であることが好ましい。
【００２１】
前記工程ｂ）において、前記シリサイド化金属としてＮｉを含む場合、前記工程ｅ）にお
いて、前記第２の温度が約５００度Ｃであり且つ前記第２の持続時間が１０秒から３０秒
の範囲内であることが好ましい。
【００２２】
前記工程ｂ）において、シリサイド化金属としてＣｏおよびＮｉを含む場合、該所定の金
属名目厚さが５０Åから１０００Åの範囲内であり得る。
【００２３】
前記工程ｅ）において、前記低抵抗シリサイド層が１００Åから５００Åの範囲内の所定
の名目厚さを有し、該シリサイド名目厚さの５０％未満の所定の厚さ許容範囲を有するこ
とが好ましい。
【００２４】
また、前記工程ａ）の前で前記工程ｂ）の後に、
ａ 2）前記ソース／ドレイン上部表面の結晶構造をアモルファス化する工程であって、そ
れにより該ソース／ドレイン上部表面がシリサイド化プロセスに対して準備される工程、
を含み得る。
【００２５】
これにより、ソース／ドレイン上部表面の結晶構造は、１００Åから５００Åの深さまで
アモルファス化され、それによってソース／ドレイン上部表面はシリサイド化プロセスに
対して準備される。
【００２６】
前記工程ａ 2）は、１００Åから５００Åの範囲内の前記上部表面の所定の厚さをアモル
ファス化する工程であり得る。
【００２７】
前記工程ａ 2）は、Ａｒ、ＫｒおよびＸｅからなる群から選択されるガスを用いた高周波
（ＲＦ）プラズマによって、５ミリＴｏｒｒから５０ミリＴｏｒｒの範囲の所定の圧力で
、０．１５ワット／ｃｍ 2から２ワット／ｃｍ 2の範囲の所定のＲＦの電力レベルで、３秒
から２分の範囲の所定の持続時間、アモルファス化する工程を含んでもよい。
【００２８】
前記工程ａ 2）はまた、高密度プラズマ源を用いたイオンビーム照射によってアモルファ
ス化する工程を含んでも良い。
【００２９】
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本発明によれば、漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接合を有するＭＯＳトランジス
タもまた提供される。トランジスタは上部表面を有するシリコンソース／ドレイン領域を
含む。トランジスタはまた、各ソース／ドレイン上部表面から所定の接合深さにおいて金
属性エッジを有するソース／ドレイン接合エリアを含む。低抵抗シリサイド層はソース／
ドレイン上部表面上に所定のシリサイド層厚さを有する。シリサイド層はシリサイド厚さ
の許容範囲を有する。その結果、シリコンソース／ドレイン上部表面へのシリサイドの侵
入が阻止されて、金属性エッジとシリサイド層との間隔が最大化される。これにより、上
記目的が達成される。
【００３０】
前記ソース／ドレイン領域の間のチャネル領域と、該チャネル領域の上のゲート酸化物層
および、該ゲート酸化物層の上のゲート電極とをさらに含み得る。
【００３１】
前記シリサイド金属がＣｏ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｔａ、ＷＣｒ、ＰｔおよびＰｄからなる
群より選択され得る。
【００３２】
好ましくは、前記シリサイド層名目厚さが１００Åから５００Åの範囲内であり且つシリ
サイド厚さの許容範囲が該シリサイド名目厚さの５０％未満である。
【００３３】
好ましくは、前記接合深さが３００Åから２０００Åの範囲内である。
【００３４】
本発明によれば、上部表面を有するソース／ドレイン領域と、該各上部表面からの所定の
接合深さに金属性エッジを有するソース／ドレイン接合エリアと、該ソース／ドレイン上
部表面の上にある低抵抗シリサイド層であって、所定のシリサイド層名目厚さ、および所
定のシリサイド厚さ許容範囲を有し、該シリサイド層は該ソース／ドレイン上部表面の上
に所定の厚さの金属を堆積し、第１の所定のアニール温度で第１の所定の持続時間、該金
属および該ソース／ドレイン領域を部分的にシリサイド化し、未反応の金属を除去し、第
２の所定のアニール温度で第２の所定の持続時間、シリサイド化を完了することによって
形成され、それにより該シリコン上部表面へのシリサイドの貫入（ perturbations）が阻
止されて該金属性エッジと該シリサイド層との間隔が最大化される、シリサイド層とを含
む、漏れ電流の低い浅いソース／ドレイン接合を有するＭＯＳトランジスタが提供され、
それにより上記目的が達成される。
【００３５】
前記シリサイド化金属はＣｏ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｔａ、ＷＣｒ、ＰｔおよびＰｄからな
る群より選択され得る。
【００３６】
前記シリサイド化金属としてＣｏを含む場合、前記第１の温度が３００度Ｃから５００度
Ｃの範囲内であり且つ前記第１の持続時間が２秒から２０秒の範囲内であることが好まし
い。
【００３７】
前記シリサイド化金属としてＮｉを含む場合、前記第１の温度が１５０度Ｃから４００度
Ｃの範囲内であり且つ前記第１の持続時間が２秒から２０秒の範囲内であることが好まし
い。
【００３８】
前記シリサイド化金属としてＣｏを含む場合、前記第２の温度が６００度Ｃから８５０度
Ｃの範囲内であり且つ前記第２の持続時間が１０秒から６０秒の範囲内であることが好ま
しい。
【００３９】
前記シリサイド化金属としてＮｉを含む場合、前記第２の温度が約５００度Ｃであり且つ
前記第２の持続時間が１０秒から３０秒の範囲内であることが好ましい。
【００４０】
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前記金属の厚さは５０Åから１０００Åの範囲内であり得る。
【００４１】
前記接合深さは３００Åから２０００Åの範囲内であり得る。
【００４２】
好ましくは、前記シリサイド名目厚さが１００Åから５００Åの範囲内であり、前記シリ
サイド厚さの許容範囲が該シリサイド名目厚さの５０％未満である。
【００４３】
前記低抵抗シリサイド層の形成過程が、前記金属層を堆積する前に、前記ソース／ドレイ
ン上部表面をアモルファス化するプロセスを含んでもよい。
【００４４】
前記ソース／ドレイン上部表面の所定の厚さが１００Åから５００Åの範囲内でアモルフ
ァス化され得る。
【００４５】
前記ソース／ドレイン上部表面のアモルファス化は、Ａｒ、ＫｒおよびＸｅからなる群か
ら選択されるガスを用いた高周波（ＲＦ）プラズマによって行っても良い。その場合、５
ミリＴｏｒｒから５０ミリＴｏｒｒの範囲の所定の圧力で、０．１５ワット／ｃｍ 2から
２ワット／ｃｍ 2の範囲の所定のＲＦの電力レベルで、３秒から２分の範囲の所定の持続
時間、アモルファス化され得る。
【００４６】
また、高密度プラズマ源を用いたイオンビーム照射によって前記ソース／ドレイン上部表
面をアモルファス化しても良い。
【００４７】
本発明は、さらに、漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接合を有するＭＯＳトランジ
スタ製品を形成するプロセスが提供される。トランジスタは上部表面を有するシリコンソ
ース／ドレイン領域を含む。トランジスタはまた、各ソース／ドレイン上部表面から所定
の接合深さにおいて金属のエッジを有するソース／ドレイン接合エリアを含む。低抵抗シ
リサイド層はソース／ドレイン上部表面上に所定のシリサイド層厚さを有する。ソース／
ドレイン上部表面上に所定の厚さの金属を堆積させる工程、第１の所定のアニール温度で
第１の持続時間、金属およびソース／ドレイン領域をアニールする工程、未反応の金属を
除去する工程、および第２の所定のアニール温度で第２の持続時間、シリサイド化を完了
させる工程によって形成される、シリサイド厚さの許容範囲が得られる。本発明のある局
面では、シリサイド金属の堆積前に表面を１００Åから５００Åの厚さまでアモルファス
化することによって、ソース／ドレイン上部表面がシリサイド化に対して準備される。
【００４８】
以下に作用を説明する。本発明によれば、ソース／ドレイン領域全体に亘って均一な割合
でシリサイドを形成するプロセスを提供できる。段階アニール方法により、シリコン電極
のエッジに形成されるシリサイドの厚さを実質的に電極の中央の厚さと等しくできる。ま
ず、低い温度でのアニールによってソース／ドレイン電極表面に亘るサリサイド化プロセ
スを開始する。持続時間および温度は、金属が部分的にのみ消費されるように制御される
。アニールは、過剰のシリサイド化金属、特にシリコン電極に隣接する酸化物エリアの上
の未反応の金属を除去するために、中断される。その後、より高い温度のアニールでシリ
サイド化が完了する。過剰の金属が除去されたため、得られたシリサイド層は均一に平坦
であり、漏れ電流の低い浅い接合エリアを有するトランジスタの製造を可能にする。本発
明の一実施形態では、アニール温度を低下させ、シリサイド化プロセスの精確な制御を付
加するために、金属の堆積前にソース／ドレイン領域の結晶構造を消滅させる。さらに、
上記の方法に従って製造される、均一に厚いシリサイド層を有するトランジスタも提供で
きる。
【００４９】
【発明の実施の形態】
図１から図５は、シリサイド化ソース／ドレイン電極を有する完成されたＭＯＳトランジ
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スタの製造工程を示す図である（従来技術）。図１は、ＭＯＳトランジスタ１０の平面図
である（従来技術）。トランジスタ１０はシリコン基板上に形成され、ソース領域１４お
よびドレイン領域１６上を覆うゲート電極１２を含む。トランジスタ１０は、相互接続部
１８を介する同じ層 (level）上に接続部を有し、相互接続部２０を介する他の層 (level)
に対する接続部を有する、集積回路の典型的な部品である。
【００５０】
図２は、図１のトランジスタ１０の部分断面図である（従来技術）。トランジスタ１０は
、フィールド酸化物領域２２によって隣接するトランジスタから分離されている。垂直方
向の絶縁ゲート側壁２４およびゲート電極１２の下のゲート酸化物層２６は、ゲート電極
１２と一体化される。ゲート電極１２は、予めドーパントを注入されたシリコンウェル２
８上に形成される。チャネル領域３０は、ゲート酸化物層２６の下の破線の間にほぼ規定
される。
【００５１】
図３は、シリサイド化金属３２の堆積（従来技術）後の、図２のトランジスタ１０の部分
断面図である。金属層３２は下にあるソース１４、ドレイン１６、ゲート電極１２、側壁
２４およびフィールド酸化物領域２２の上に堆積される。
【００５２】
図４は、ソース／ドレイン電極１４／１６のシリサイド化（従来技術）中の、図３のトラ
ンジスタ１０の部分断面図である。トランジスタ１０はアニールされ、金属３２をシリコ
ンと反応させて、ソース１４／ドレイン１６の上にシリサイド層３４を形成する。シリサ
イド層３４は、多くの場合、同様のプロセスでゲート電極１２上に形成される。典型的に
、トランジスタ１０は、ソース１４／ドレイン１６上の未反応の金属３２（図３）が消費
されるまでアニールされ、シリサイド層３４が形成される。しかし、このプロセスの的確
なタイミングを決定することは困難である。しばしば、酸化物側壁２４およびフィールド
酸化物領域２２上で、ソース１４／ドレイン１６領域と隣接する未反応の金属３２が、シ
リコンをシリサイド化し続ける。
【００５３】
図５は、アニール工程（従来技術）後のソース１４／ドレイン１６のシリコン内に形成さ
れるシリサイドの摂動部または侵入部３６を示す、図４のトランジスタの部分断面図であ
る。ソース／ドレイン接合エリア３８全域に亘る重大な摂動は時として接合スパイク（図
示せず）と呼ばれる。摂動部３６はソース１４／ドレイン１６と隣接する酸化物領域（２
２および２４）との間のどの境界領域にも生じる可能性がある。シリサイド化プロセス後
に、酸化物領域２２および２４上の未反応の金属３２が除去される。ソース／ドレイン領
域１４／１６は、シリサイド化の前か後の何れかに、さらなるドーパントイオン注入工程
を経て、（図３に規定される）接合深さ４０を有するソース／ドレイン接合エリア３８を
形成する。シリサイド侵入部３６は意図した電界を乱し、その結果漏れ電流を生じさせる
。あるいは、漏れ電流を防ぐために、接合深さ４０（図３）を増大させる必要がある。
【００５４】
図６から図１０は、発明に沿って作製される、漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接
合を有する完成されたＭＯＳトランジスタの製造における１つの工程を示す図である。従
来技術の製造技法を示す図１から図５もまた、本発明の初期の製造工程に適用できる。典
型的に、トランジスタ４６は図１のトランジスタ１０と類似しており、シリコンの部分酸
化（ＬＯＣＯＳ）または浅いトレンチ分離（ＳＴＩ）技法によってシリコンウェルと分離
することにより形成される。シリコンウエルはその後イオン注入および拡散によってドー
プされる。酸化物はゲート酸化物層用に堆積される。多結晶シリコンは、多くは化学気相
成長法によって堆積され、選択的にドープされ、エッチングされてゲート電極を形成する
。シリコンウェルは低密度ドーピング（ＬＤＤ）され、ゲート側壁が形成される。
【００５５】
図６は、金属５０の所定の厚さ４８の堆積後のトランジスタ４６の部分断面図である。金
属の厚さ４８は、５０Åから１０００Åの範囲内である。シリサイド化金属５０は、Ｃｏ
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，Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ、Ｃｒ，ＰｔおよびＰｄからなる群より選択されるが、Ｎ
ｉおよび特にＣｏが一般的に好ましい。トランジスタ４６は、それぞれ上部表面５６およ
び５８を有するシリコンソース／ドレイン領域５２／５４を含む。トランジスタ４６はま
た、それぞれの上部表面５６および５８からの所定の接合深さ６４において金属のエッジ
６０および６２を有するソース／ドレイン接合エリアを含む。トランジスタ４６はさらに
、ソース／ドレイン領域５２／５４間にチャネル領域６６を含む。ゲート酸化物層６８は
チャネル領域６６上に位置し、垂直方向の側壁７２を有するゲート電極７０はゲート酸化
物層６８上に位置する。金属層５０が堆積されると、金属５０およびシリコンソース／ド
レイン領域５４／５６は、第１の所定のアニール温度で第１の所定の持続時間、部分的に
シリサイド化される。
【００５６】
図７は、第１のアニール工程後のトランジスタ４６の断面図である。シリサイド化金属５
０がＣｏの場合、第１のアニール温度は３５０度Ｃから５００度Ｃの範囲内であり、第１
の持続時間は２秒から２０秒の範囲内である。シリサイド化金属５０がＮｉの場合、第１
のアニール温度は２００度Ｃから４００度Ｃの範囲内であり、第１の持続時間は２秒から
２０秒の範囲内である。ソース／ドレイン上部表面５６／５８がアモルファス化されると
、下記に説明し且つ図１６で示すように、第１のアニール温度は約５０度Ｃ降下する。全
ての状態を概して包含するために、第１のアニール温度は、Ｃｏで３００度Ｃから５００
度Ｃ、Ｎｉで１５０度Ｃから４００度Ｃとする。
【００５７】
金属５０がソース／ドレイン領域５２／５４のシリコンとの反応において全て消費され尽
くされないことを確実にするために、シリサイド化プロセスは低い温度で且つ短時間実施
される。その結果得られるシリサイド層７６の上に金属５０の一部が示される。シリサイ
ド層７６は、上部表面５６および５８からのシリコンを消費し且つ金属層５０を消費する
ことによって形成される。よって、上部表面５６および５８と金属のエッジ６０および６
２との間隔は、アニール工程後、僅かに減小する。接合深さ６４を明確に規定するために
、上部表面５６および５８の位置を、図６に示すようにアニール工程前の位置と規定する
。金属のエッジ６０／６２は、それぞれソース５２／ドレイン５４とその下のシリコンウ
ェルとの間の境界と規定する。接合深さ６４は、ソース／ドレイン上部表面５６／５８と
ソースドレイン接合エリアの金属のエッジ６０／６２との間の距離で規定され、３００Å
から２０００Åの範囲内である。
【００５８】
図８は、未反応の金属５０を除去した後の、図７のトランジスタ４６の部分断面図である
。金属リッチのシリサイド層７６のみが残存する。
【００５９】
図９は、第２のアニール工程後の、図８のトランジスタ４６の部分断面図である。所定の
名目シリサイド層厚さ８０を有する低抵抗シリサイド層７８が、ソース／ドレイン上部表
面５６および５８の上にある。典型的に、低抵抗シリサイド層７８は、ＣｏＳｉ 2などの
ジシリサイド化合物である。本発明の幾つかの局面では、シリサイド化金属５０がＮｉの
場合などは、低抵抗シリサイド層７８はモノシリサイド（ＮｉＳｉ）である。第２の持続
時間、第２のアニール温度においてシリサイド化が完了される。その結果、ソース／ドレ
イン上部表面５６および５８上のシリサイド７８の摂動が阻止されて、金属性エッジ６０
／６２とシリサイド層７８との間隔が最大化される。シリサイド化金属５０がＣｏの場合
、第２のアニール温度は６００度Ｃから８５０度Ｃまでの範囲内であり、第２の持続時間
は１０秒から６０秒の範囲内である。シリサイド化金属５０がＮｉの場合、第２のアニー
ル温度は約５００度Ｃであり、第２の持続時間は１０秒から３０秒の範囲内である。
【００６０】
図１０は、図９の膨張したソース５２であり、名目厚さ８０およびシリサイド厚さの許容
範囲を規定する。シリサイド層７８は名目厚さ８０および名目厚さ８０の５０％未満の許
容範囲を有する。名目厚さは、最大厚さ８０ａと最小厚さ８０ｂとの和を２で割った値で

10

20

30

40

50

(9) JP 3723359 B2 2005.12.7



ある。許容範囲は、最大厚さ８０ａと最小厚さ８０ｂとの差を２で割った値で規定される
。シリサイドの名目厚さ８０は、１００Åから５００Åの範囲内である。
【００６１】
コバルトシリサイドを用いる場合、シリサイド化された接合のエッジは、極めて浅い接合
の素子において主な漏れ電流源である。漏れ電流は接合エリアと比例関係にないが、主に
接合のエッジと比例関係にある。漏れ電流を防ぐために、サリサイドプロセスの部分的反
応方法が開発された。１５００Åより浅いＰ +／Ｎ接合に対して約１０ｎＡ／ｃｍ 2の低い
漏れ電流および約５オーム／□のシート抵抗は、本発明の方法によって再現性良く達成さ
れる。
【００６２】
図１１（ａ）および（ｂ）は、シリサイド化された浅い接合のエッジ効果（ edge effect
）の影響によって得られる電気特性を示すグラフである。Ｐ +／Ｎ接合は４×１０ 1 5ｃｍ -

2のドーズ量で６０ｋｅＶのＢＦ 2注入によって形成され、その後３０分間、８５０℃で活
性化アニールされる。コバルトサリサイドは、接合形成後、２段階のアニール（６５０℃
／３０秒＋８５０℃／３０秒）によって形成される。Ｔｉ／Ｃｏ二層サリサイドプロセス
は、２０Å厚さのチタン膜および１４０Åのコバルト膜から開始される。接合深さは、第
二次イオン質量分析（ＳＩＭＳ）の深さプロファイルによって約２３００Åと決定された
。シート抵抗に基づいて、シリサイドの厚さは約４６０Åと推定された。
【００６３】
　Ｉ－Ｖ特性は、テスト構造の２つのタイプ、周囲が４００マイクロメータ（μｍ）の長
方形構造および周囲が１９２０μｍの蛇行構造について測定する。両方の構造に対する接
合エリアは１００００μｍ 2である。長方形構造および蛇行構造から得られる逆Ｉ－Ｖ曲
線を、それぞれ （ａ）および（ｂ）に示す。接合漏れ電流はエッジ長さに強く依存
する。蛇行構造からの漏れ電流は、長方形構造の漏れ電流よりも１０倍以上も大きい。こ
れらの結果はまた、一層のコバルトまたはＴｉ／Ｃｏの２層から形成されるＰ +／Ｎおよ
びＮ +／Ｐ接合からも得られる。これらの接合はそれぞれ、３００Åから６００Åの範囲
のシリサイド厚さで、ＢＦ 2および砒素の注入エネルギーを２０ｋｅＶから７０ｋｅＶの
範囲で変化させて形成される。
【００６４】
漏れ電流は接合エリアに依存せず、また接合漏れ電流は、エリアに対するエッジの割合が
高くなれば増大することから、漏れの主な原因はサリサイドエリアのエッジからであり、
接合エリアからではないことが結論づけられる。シリコンエリアのシリサイド化を完了し
た後でも、ゲート電極およびフィールド酸化領域と隣接するスペーサ酸化物上に金属がま
だ供給される。シリサイド化は、過剰な金属供給により、スペーサのエッジおよびフィー
ルド酸化物に沿って下方に進む。例えシリサイドが接合部を貫通しなくても、重大な接合
漏れが生じ得る。
【００６５】
エッジ効果を低減するキーは、過剰な金属源の供給を停止するか、またはエッジに無関係
なシリサイド化条件を設けることの何れかである。この目的のため、低温の部分的な反応
プロセスが開発された。厚い金属層が堆積される。ウエハは比較的低温でアニールされ、
その結果金属の一部のみがシリコンと反応して金属リッチのシリサイドを形成する。この
低温アニール中、シリサイド反応のための金属供給は、シリコンエリア全体に対するもの
と同じである。よって、エッジのシリサイド化条件は中央部の条件と変わらない。低温で
の部分的な反応工程後、ウエハはピラニア溶液でエッチングされ、次いで、シリサイドを
ジシリサイドに変換するための第２のアニールが行われる。
【００６６】
図１２は、アニール温度の関数としてシート抵抗を示す図である。６”ブランクシリコン
ウエハ上で、厚さ３００Åの一層のコバルト膜が用いられる。図の白丸は、シート抵抗を
第１のアニール温度の関数として示す。５００～５５０℃の温度範囲では、モノシリサイ
ド相が支配する。５００℃未満の温度では、Ｃｏ、Ｃｏ 2ＳｉおよびＣｏＳｉの相を呈す
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る。５５０℃より高温では、ジシリサイド相が支配する。ピラニアエッチング後は、シー
ト抵抗は、破線と共に黒丸のように示される。これらの２曲線の差は、低いアニール温度
における部分的シリサイド反応を示している。ピラニアエッチング後、第２のアニールが
６５０℃で３０秒間行われる。シート抵抗は黒線と共に黒丸で示される。部分反応のため
、低温でアニールされたウエハに対して高いシート抵抗が望ましい。４００℃から４５０
℃の範囲の第１のアニール温度が、本発明の部分的反応プロセスで浅い接合を設けるため
に用いられる。
【００６７】
図１３（ａ）および（ｂ）は、薄いおよび厚いコバルト膜で設けられたＰ +／Ｎの浅い接
合の逆Ｉ－Ｖ曲線を示す図である。ＢＦ 2注入エネルギは３０ｋｅＶである。薄いコバル
ト膜の場合、一段階アニールプロセス（６５０℃／３０秒＋ピラニアエッチング）が用い
られる。厚いコバルト膜の場合、部分的反応プロセス（４５０℃／３０秒＋ピラニアエッ
チング＋６５０℃／３０秒）が用いられる。薄いコバルト膜で作製したウエハからは、エ
ッジ効果による高い漏れ電流が観察される。しかし、部分的反応プロセスによって設けら
れた厚いコバルト膜を有するウエハは、均一なシリサイドが形成されるため良質の接合を
示す。
【００６８】
図１４（ａ）および（ｂ）は、２０ｋｅＶのボロン注入以外は、図１３のウエハと同じプ
ロセスで作製されたウエハの電気特性を示すグラフである。極めて深い接合のため、どち
らのウエハも低い漏れ電流を示す。つまり、深い接合の場合にはエッジ効果は消滅する。
【００６９】
同様の低い漏れは、Ｎ +／Ｐ接合に対しても得られる。この部分的シリサイド化プロセス
におけるキーパラメータは、第１のアニール条件である。最終的なシリサイド膜が適切な
厚さを有することを確実にし、且つＣｏ／Ｓｉの反応を完了させないために、適切な温度
および時間が選択される。本発明の技法によれば、１５００Å以下の接合深さに対して、
１０ｎＡ／ｃｍ 2より低い漏れ電流を有するトランジスタを製造できる。対応するシート
抵抗は、約５オーム／□である。
【００７０】
図１５は、漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接合を形成する方法における工程を示
すフローチャートである。工程１００ではＭＯＳトランジスタを設ける。工程１０２では
、シリコンウエル内に、上部表面および上部表面の周囲を囲むエッジを有するシリコンソ
ース／ドレイン領域を形成する。シリコンウエル上に、ソース／ドレイン上部表面に隣接
して、ゲート電極が形成される。工程１０４では、トランジスタの上に所定の金属厚さを
有する金属層を堆積する。工程１０４の金属は、Ｃｏ，Ｎｉ，Ｔｉ，Ｍｏ，Ｔａ，Ｗ，Ｃ
ｒ，ＰｔおよびＰｄからなる群から選択されるシリサイド化金属を含む。工程１０４がシ
リサイド化金属としてＣｏおよびＮｉを含む場合、金属厚さは５０Åから１０００Åの範
囲内である。工程１０６は、第１の所定の温度で第１の所定の持続時間、工程１０４にお
いて堆積された金属の第１のアニールを行って、金属とソース／ドレイン上部表面のシリ
コンとを部分的に反応させ、その結果、金属リッチのシリサイド化合物が形成される。工
程１０４がシリサイド化金属としてＣｏを用いる場合、工程１０６では、第１の温度は３
００度Ｃから５００度Ｃの範囲内であり、第１の持続時間は２秒から２０秒の範囲であり
得る。工程１０４がシリサイド化金属としてＮｉを用いる場合、工程１０６では、第１の
温度が１５０度Ｃから４００度Ｃの範囲内であり、第１の持続時間が２秒から２０秒の範
囲内であり得る。
【００７１】
　工程１０８では、工程１０４で堆積された金属のうち、工程１０６でシリサイド化され
なかった を除去する。よって、シリサイド化合物はソース／ドレイン上部表面上に残
る。工程１１０では、第２の所定の温度で第２の所定の持続時間、第２のアニールを行っ
て、金属とシリコンとの反応を完了させ、低抵抗シリサイド層をソース／ドレイン上部表
面の上に形成する。工程１０４がシリサイド化金属としてＣｏを用いる場合、工程１１０
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は、第２の温度が６００度Ｃから８５０度Ｃの範囲であり、第２の持続時間が１０秒から
６０秒の範囲であることを含む。工程１０４がシリサイド化金属としてＮｉを用いる場合
、工程１１０は、第２の温度が約５００度Ｃであり、第２の持続時間が１０秒から３０秒
の範囲であることを含む。工程１１０は、１００Åから５００Åの範囲の所定のシリサイ
ド厚さを有するシリサイド層を形成することを含む。シリサイド層の名目厚さは、最大シ
リサイド層厚さと最小シリサイド厚さとの和を２で割った値で定義される。シリサイド層
は、シリサイドの厚さの５０％以内のシリサイド厚さの許容範囲を有する。この許容範囲
は、最大厚さと最小厚さとの差を２で割った値で定義される。工程１１２では、シリサイ
ドがソース／ドレイン上部表面上のシリコンへ最小限で貫入（ penetrate）したＭＯＳト
ランジスタの製品が提供される。
【００７２】
本発明の幾つかの局面では、ソース／ドレイン接合エリアがサリサイド化の前に形成され
る。その後、プロセスにおける工程１０２の後且つ工程１０４の前に、更なる工程１０２
ａが挿入される。工程１０２ａ（図示せず）はソース／ドレイン領域にドーパントイオン
を注入してアニールし、（上記に定義された、および図６の説明のなかで上記に示したよ
うな）ソース／ドレイン上部表面からの所定の接合深さに金属性エッジを有するソース／
ドレイン接合エリアを形成する。工程１０２ａは３００Åから２０００Åの範囲の接合深
さを有する。その結果、ソース／ドレインエッジに厚いシリサイドが成長することが阻止
されて、シリサイド層と接合エリアとの間隔が最大化する。
【００７３】
本発明の幾つかの局面において、ソース／ドレイン接合エリアはシリサイド化後に形成さ
れる。その後、プロセスには、工程１１０の後に更なる工程が設けられる。工程１１０ａ
（図示せず）は、ソース／ドレイン領域にドーパントイオンを注入してアニールし、ソー
ス／ドレイン上部表面からの所定の接合深さ（３００～２０００Å）に金属性エッジを有
するソース／ドレイン接合エリアを形成する。ソース／ドレインエッジに厚いシリサイド
が成長することが阻止されて、シリサイド層と接合エリアとの間隔が最大化する。
【００７４】
本発明の好ましい代替の実施例では、追加の工程が工程１０２の後且つ工程１０４の前に
行われる。工程１０２ｂ（図示せず）は、ソース／ドレイン上部表面の結晶構造をアモル
ファス化し、それによってソース／ドレイン上部表面がシリサイド化プロセスに対して準
備される。部分的シリサイド化方法の成功は、シリサイド化プロセスに通じるこの追加の
制御にある。シリサイド化過程中の制御は、ソース／ドレイン上部表面に適切な準備を施
せば、さらに高められる。典型的に、ソース／ドレインは単結晶シリコンで構成される。
シリコン基板は通常単結晶であり、単結晶シリコントランジスタは電子の移動度の最大値
を有する。しかし、ソース／ドレイン上部表面の結晶構造が単結晶からアモルファスに変
化すれば、シリサイド化率が改善されることが見出されている。この改善されたシリサイ
ド化率によって、第１のアニール温度を約５０度Ｃ低くできる。アニール温度の低下は、
意図されたシリサイド層と接合エリアとの間の単結晶シリコンがシリサイドを形成する可
能性が低減されることを意味する。つまり、金属の堆積前に平坦なアモルファス層が形成
されることによって、シリサイド層はより平坦に保たれ、すなわちその厚さの許容範囲が
低減される。
【００７５】
工程１０２ｂは上部表面の１００Åから５００Åに範囲の所定の厚さのアモルファス化を
含む。ソース／ドレイン上部表面は、Ａｒ、Ｋｒ、およびＸｅからなる群から選択された
ガスを用いた高周波（ＲＦ）プラズマでアモルファス化される。アモルファス化は、５ミ
リＴｏｒｒから５０ミリＴｏｒｒの範囲の圧力で、０．１５ワット／ｃｍ 2から２ワット
／ｃｍ 2の範囲のＲＦ電力レベルで、３秒から２分の範囲の時間行われる。あるいは、ソ
ース／ドレイン上部表面は、高密度プラズマ源を用いたイオンビーム照射でアモルファス
化される。
【００７６】
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図６～図１０を再び参照して、本発明の好ましい代替例では、低抵抗シリサイド層７８の
形成は、金属層５０の堆積工程の前にソース／ドレイン上部表面５６／５８をアモルファ
ス化するプロセスを含む。図１６は、ソース／ドレイン上部表面５６／５８のアモルファ
ス化前の本発明のＭＯＳトランジスタ４６の部分断面図である。アモルファス化プロセス
が、製造プロセスの金属５０の堆積工程の前に代わりに挿入されるため、図１６は図６の
構成を生じる前のトランジスタ４６の概観であると理解されるべきである。
【００７７】
ソース／ドレイン上部表面５６／５８のアモルファス層１２０は、Ａｒ、Ｋｒ、およびＸ
ｅからなる群から選択されたガスを用いた高周波（ＲＦ）プラズマでアモルファス化され
る。アモルファス化は、５ミリＴｏｒｒから５０ミリＴｏｒｒの範囲の圧力で、０．１５
ワット／ｃｍ 2から２ワット／ｃｍ 2の範囲のＲＦ電力レベルで、３秒から２分の範囲の時
間行われる。アモルファス層１２０の深さは、図中では参照符号１２２で示される。ある
いは、ソース／ドレイン上部表面５６／５８は高密度プラズマ源を用いたイオンビーム照
射によってアモルファス化される。高密度プラズマ源およびＲＦプラズマ技法はどちらも
、表面から酸化物を除去するために用いられる従来の清浄技法である。しかし、設備 (equ
ipment)を適切に制御すれば、制御されたアモルファス層１２０を得ることができる。ソ
ース／ドレイン上部表面５６／５８の所定の厚さ１２２は１００Åから５００Åの範囲内
でアモルファス化される。
【００７８】
【発明の効果】
上述のように、本発明によれば、浅い接合およびシリサイド化された電極を有するトラン
ジスタおよびトランジスタを作製する製造方法が提供される。本発明の方法は、ソース／
ドレイン電極上に平坦で均一な厚いシリサイド層の形成を助長する。ソース／ドレイン領
域へのシリサイドの侵入を最小限にすることにより、漏れ電流を小さくできる。電極の中
央にシリサイドが形成される割合と同じ割合で、ソース／ドレインシリコンのエッジ上に
シリサイドが形成され得る結果、均一な厚いジシリサイド層または低抵抗シリサイド層が
得られる。ソース／ドレイン上部表面のアモルファス化によって、（第１の）アニール温
度を下げることができ、さらに接合エリアへのシリコンの成長を制限することができる。
本発明の他の改変および実施形態は当業者に明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１】シリサイド化ソース／ドレイン電極を有する完成されたＭＯＳトランジスタの製
造における１つの工程を示す図である。
【図２】シリサイド化ソース／ドレイン電極を有する完成されたＭＯＳトランジスタの製
造における１つの工程を示す図である。
【図３】シリサイド化ソース／ドレイン電極を有する完成されたＭＯＳトランジスタの製
造における１つの工程を示す図である。
【図４】シリサイド化ソース／ドレイン電極を有する完成されたＭＯＳトランジスタの製
造における１つの工程を示す図である。
【図５】シリサイド化ソース／ドレイン電極を有する完成されたＭＯＳトランジスタの製
造における１つの工程を示す図である。
【図６】本発明に沿って作製される、漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接合を有す
る完成されたＭＯＳトランジスタの製造における１つの工程を示す図である。
【図７】本発明に沿って作製される、漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接合を有す
る完成されたＭＯＳトランジスタの製造における１つの工程を示す図である。
【図８】本発明に沿って作製される、漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接合を有す
る完成されたＭＯＳトランジスタの製造における１つの工程を示す図である。
【図９】本発明に沿って作製される、漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接合を有す
る完成されたＭＯＳトランジスタの製造における１つの工程を示す図である。
【図１０】本発明に沿って作製される、漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接合を有
する完成されたＭＯＳトランジスタの製造における１つの工程を示す図である。
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【図１１】（ａ）および（ｂ）はシリサイド化された浅い接合のエッジの影響によって得
られる電気特性を示すグラフである。
【図１２】シート抵抗をアニール温度の関数として示すグラフである。
【図１３】Ｐ +／Ｎの浅い接合のリバースＩ－Ｖカーブを示すグラフであり、（ａ）は薄
いコバルト膜、（ｂ）は厚いコバルト膜を用いて接合が作製された場合である。
【図１４】（ａ）および（ｂ）は、２０ｋｅＶのボロン注入以外の、図１１のウエハと同
じプロセスで作製されたウエハの電気特性を示すグラフである。
【図１５】漏れ電流の低い、浅いソース／ドレイン接合を形成する方法における工程を示
すフローチャートである。
【図１６】ソース／ドレイン上部表面のアモルファス化後の、本発明のＭＯＳトランジス
タの部分断面図を示す。
【符号の説明】
１０、４６　トランジスタ
１２、７０　ゲート電極
１４、５２　ソース
１６、５４　ドレイン
１８、２０　相互接続部
２２、７４　フィールド酸化物領域
２４　ゲート側壁
２６、６８　ゲート酸化物層
２８　シリコンウエル
３０、６６　チャネルエリア
３２　金属層
３４　シリサイド
３６　シリサイド侵入部
３８　ソース／ドレイン接合エリア
４０、６４　接合深さ
５０　金属
５６　ソース上部表面
５８　ドレイン上部表面
６０、６２　金属性エッジ
６６　チャネル領域
７６　シリサイド層
７８　低抵抗シリサイド
８０　シリサイド層厚さ
１２０　アモルファス層
１２２　アモルファス層の厚さ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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