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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）下部には第１幅及び第１深さを有する狭幅トレンチ領域を備え、上部には前記第
１幅より広い第２幅及び前記第１深さより浅い第２深さを有する拡幅トレンチ領域を有す
るＴ型素子分離膜を形成する段階と、
　（ｂ）前記Ｔ型素子分離膜により画定された活性領域上にゲート酸化膜、ゲート電極及
びスペーサよりなるゲート電極パターンを形成する段階と、
　（ｃ）前記ゲート電極パターンの左右に露出された前記活性領域上及び前記ゲート電極
上に半導体物質膜を成長させる段階と、
　（ｄ）前記ゲート電極パターンをイオン注入マスクとして用いて、導電型不純物を前記
半導体物質膜及び前記露出された活性領域に注入すると同時に、前記狭幅トレンチ領域の
上端部から左右側に延長された前記拡幅トレンチ領域である前記Ｔ型素子分離膜のヘッド
部の下部にも前記導電型不純物が注入されるように前記導電型不純物を注入して、エレベ
イテッドソース／ドレイン領域を形成する段階と、
　（ｅ）前記エレベイテッドソース／ドレイン領域上にサリサイド工程によりシリサイド
膜を形成する段階と、
　を含むエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法。
【請求項２】
　前記第２深さは１０００Å以下であることを特徴とする請求項１に記載のエレベイテッ
ドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法。
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【請求項３】
　前記（ｃ）段階は選択エピタキシャル成長法を用いて半導体物質膜を成長させる段階で
あることを特徴とする請求項１に記載のエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域
の形成方法。
【請求項４】
　前記シリサイド膜は、チタンシリサイド膜、タンタルシリサイド膜、ニッケルシリサイ
ド膜、コバルトシリサイド膜及び白金シリサイド膜のうちから選択された何れか１つであ
ることを特徴とする請求項１に記載のエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の
形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子の集積度が増加することにつれ、隣接したトランジスタを電気的に隔離させ
るための素子分離技術の重要性が高まっている。前記代表的な素子分離技術として、ＬＯ
ＣＯＳ（ＬＯＣａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）工程が挙げられる。
しかし、ＬＯＣＯＳ工程は、０．５μｍ以下のデザインルールを有する高集積半導体素子
には適しないものとして知られている。従って、半導体基板の所定領域をエッチングして
トレンチ（溝部）を形成し、トレンチ内部を絶縁物質で充填して素子分離膜を形成するト
レンチ素子分離技術（トレンチアイソレーション法）が脚光を浴びている。
【０００３】
　しかしながら、最近では、半導体素子の集積度がさらに増加するのに伴って前記トレン
チの縦横比が３以上に増加している。その結果、トレンチ素子分離技術を用いた場合、次
のような問題点が発生する。即ち、通常の蒸着方法（例えば、化学気相蒸着法）で縦横比
３以上のトレンチを絶縁物質で充填すれば、トレンチの入口からオーバハング（ｏｖｅｒ
ｈａｎｇ）が発生してトレンチ内にボイド（Ｖｏｉｄ）が形成される。その結果、後続段
階である平坦化工程（例えば、化学機械的研磨工程）を行ってトレンチ素子分離膜を形成
した場合に、ボイドが開放される（素子表面に通じる）。前記ボイドの開放は、半導体素
子の信頼性に悪影響を与えられる。具体的には、トレンチ素子分離膜を形成した後にはゲ
ート電極を形成するための工程が行われる。この際、開放されたボイドに導電物質（例え
ば、ゲート電極用導電性ポリシリコン）が充填されることによって隣接するゲート電極間
にブリッジが発生することになる。
【０００４】
　従って、最近には素子分離膜内へのボイドの形成を防止するために間隙充填（Ｇａｐ　
Ｆｉｌｌｉｎｇ）特性に優れた物質、例えばＵＳＧ（Ｕｎｄｏｐｐｅ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ
　Ｇｌａｓｓ）を使用してトレンチを埋立てる方法が用いられている。しかし、トレンチ
の縦横比が限界値を越えると、間隙充填特性に優れた物質を使用してトレンチを埋立てる
技術によっても、素子分離膜内にボイドが形成されることを防止することができなくなる
。
【０００５】
　また、トレンチの縦横比が増加すれば、素子分離膜を形成するために実施すべき広域平
坦化工程でも問題が発生する。通常、トレンチ素子分離技術は、フォトリソグラフィー工
程を通して形成されたトレンチに絶縁物質を充填した後、半導体基板の全面を平坦化する
。ところが、縦横比が増加すれば、絶縁物質の蒸着された半導体基板の全面に激しい段差
が形成されるため、半導体基板の全面を広域的に平坦化しても所望の平坦度を得ることが
難しくなる。
【０００６】
　一方、半導体素子を形成した場合の問題も発生する。従来の技術によれば、トレンチ素
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子分離膜が形成された後、素子分離膜によって画定された活性領域上に、半導体素子、例
えばＭＯＳトランジスタを形成する。即ち、活性領域上にゲート酸化膜を介在させてゲー
ト電極を形成し、ゲート電極の左右にソース／ドレイン領域を形成することになる。とこ
ろが、０．２μｍ以下のデザインルールを有する半導体素子の場合には、半導体素子の動
作特性を向上させるためにソース／ドレイン領域を浅く形成する必要がある。また、半導
体素子における信号遅延時間を短縮させるためにゲート電極とソース／ドレイン領域の上
部にサリサイド（ｓａｌｉｃｉｄｅ）工程を行ってシリサイド膜を形成している。ここで
、サリサイド工程とは、後述のようにゲートとソース・ドレインを一緒にシリサイド化で
きる技術であり、セルフアラインドシリサイド工程とも呼ばれる。ところが、サリサイド
工程を行ってソース／ドレイン領域にシリサイド膜を形成すれば、素子分離膜と接合領域
の境界から接合漏れ電流（Ｊｕｎｔｉｏｎ　ｌｅａｋａｇｅ）の問題が発生する。このよ
うな問題を解決するために、半導体基板の上部にエレベイトされた（持ち上げられた）ソ
ース／ドレイン領域を形成して、サリサイド工程を適用する方法が提案された。しかし、
エレベイテッドソース／ドレイン領域を形成した後に、サリサイド工程を適用する方法に
よっても、接合漏れ電流を要求する値以下に軽減することは難しい。
【０００７】
　まず、図１７Ａ乃至図１８Ｃを参照して従来のトレンチ素子分離膜の形成方法における
問題点を説明する。
【０００８】
　図１７Ａに示されるように、半導体基板１０の所定部分にトレンチ１２を形成した後、
間隙充填絶縁膜（ｇａｐ　ｆｉｌｌｉｎｇ　ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｌａｙｅｒ）１４で
トレンチ１２を埋立てる。例えば、化学気相蒸着法を使用して半導体基板１０の全面にシ
リコン酸化膜を形成することによってトレンチ１２が埋立てられる。ところが、前述した
ようにトレンチ１２の縦横比が３以上に増加すれば、蒸着工程の進行につれてトレンチ１
２の入口からオーバハングが発生してトレンチ１２内にボイド１６が形成される。
【０００９】
　図１７Ｂに示されるように、半導体基板１０の全面を平坦化してトレンチ素子分離膜１
４を形成する。例えば、化学機械的研磨法を使用して半導体基板１０の全面が平坦化され
る。ところが、トレンチ素子分離膜１４内に形成されたボイドは前記平坦化工程中に素子
表面に通じることになり、開放される。その結果、後続するゲート電極形成段階でボイド
１６にゲート電極物質が充填されて隣接するゲート電極間にブリッジが誘発される問題が
発生することになる。
【００１０】
　図１８Ａは半導体基板１０上にトレンチ素子分離膜Ａ、ゲート電極Ｂ及び活性領域Ｃ形
成直後の半導体基板１０上の一部分を示す平面図である
　図１８Ａ及び図１８ＡのＸ－Ｘ’線の断面図である図１８Ｂに示されるように、半導体
基板１０の所定部分にトレンチ素子分離膜Ａを形成することによって活性領域Ｃを画定す
る。前記トレンチ素子分離膜Ａ内には上部が開放されたボイド１６が形成されている。そ
の後、ゲート電極Ｂを形成するために半導体基板１０上にゲート酸化膜（図示せず）及び
ポリシリコン膜を順次に形成し、フォトリソグラフィー工程を行ってゲート酸化膜が介在
されたゲート電極Ｂを形成することになる。ところが、この時ゲート電極Ｂをなす導電物
質、例えばポリシリコン１８が上部の開放されたボイド１６に充填されることになる。こ
れは、ポリシリコン膜の形成過程で上部の開放されたボイド１６に充填されたポリシリコ
ンが、ゲート電極Ｂをパタニングするフォトリソグラフィー工程によっては、完全に除去
されないからである。このように、ゲート電極Ｂを形成する過程で上部の開放されたボイ
ド１６に導電物質が充填されると、図１８Ａに示されているように隣接するゲート電極Ｂ
間にブリッジＩを誘発することになる。
【００１１】
　図１８ＡのＹ－Ｙ’線による断面図の図１８Ｃを参照すれば、隣接するゲート電極Ｂ間
に発生されるブリッジＩがさらに明確に示される。トレンチ素子分離膜Ａ内部に形成され
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、上部の開放されたボイド１６にポリシリコン１８が充填されている。これにより、隣接
するゲート電極Ｂ間にブリッジＩが生じている。このような隣接ゲート電極Ｂ間に発生す
るブリッジＩは半導体素子の信頼性に悪影響を与える。
【００１２】
　以下、図１９乃至図２１に基づいて、従来のエレベイテッドサリサイドソース／ドレイ
ン領域の形成方法の問題点を説明する。
【００１３】
　図１９に示されるように、半導体基板１０上にトレンチ素子分離膜２０を形成する。次
に、トレンチ素子分離膜２０によって画定された活性領域上にゲート酸化膜２１、ゲート
電極２２及び側壁スペーサ２３よりなるゲート電極パターンＧを形成する。そして、ゲー
ト電極パターンＧ左右の活性領域及びゲート電極２２の上部にのみ半導体物質膜２４、例
えばシリコン膜を選択的に成長させる。
【００１４】
　図２０に示されるように、ゲート電極パターンＧをイオン注入マスクとして導電型不純
物、例えばｎ型不純物を注入してエレベイテッドソース／ドレイン領域２５を形成する。
この際、ゲート電極２２の上部には不純物の注入された半導体物質膜２４’が形成される
。
【００１５】
　図２１に示されるように、サリサイド工程を行ってエレベイテッドソース／ドレイン領
域２５とゲート電極２２の上部にシリサイド膜２６を形成する。即ち、まずシリサイド膜
２６を形成するために遷移金属膜（図示せず）を半導体基板１０の全面に形成する。次に
、熱処理を行って遷移金属膜の一部をシリサイド膜２６に変化させる。次に、シリサイド
膜２６に変化されない遷移金属膜を除去する。ところが、従来の技術によってエレベイテ
ッドソース／ドレイン領域２５の上部にシリサイド膜２６を形成する場合には、図２１の
ＩＩのように素子分離膜２０とソース／ドレイン領域２５の境界部でシリサイド膜２６が
ソース／ドレイン領域２５の内部にも拡張形成されてしまい、接合漏れ電流を発生させる
。即ち、トレンチ素子分離膜２０とエレベイテッドソース／ドレイン領域２５の境界部に
蒸着された遷移金属とが剰余のシリサイド膜ソース（シリサイド膜の供給源）として作用
するために、前記境界部で前記シリサイド膜２６が厚く形成されることになる。これによ
り、半導体素子の接合漏れ電流特性が劣化し、半導体素子の電力消耗量が増加する等の問
題点を発生させることになる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、素子分離膜と活性領域との境界において発生
する接合漏れ電流を軽減し得るソース／ドレイン領域の形成方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前記技術的課題を達成するための本発明に係るエレベイテッドサリサイドソース／ドレ
イン領域の形成方法は、まず、下部には第１幅及び第１深さを有する狭幅トレンチ領域を
具備し、上部には前記第１幅より大きな第２幅及び前記第１深さより浅い第２深さを有す
る拡幅トレンチ領域を具備するＴ型素子分離膜を形成する。次に、前記Ｔ型素子分離膜に
より画定された活性領域上にゲート酸化膜、ゲート電極及び側壁スペーサよりなるゲート
電極パターンを形成する。次に、前記ゲート電極パターンの左右に露出された前記活性領
域上及び前記ゲート電極上に半導体物質膜を成長させ。その後、前記ゲート電極パターン
をイオン注入マスクとして用いて、導電型不純物を前記半導体物質膜及び前記露出された
活性領域に注入すると同時に、前記狭幅トレンチ領域の上端部から左右側に延長された前
記拡幅トレンチ領域である前記Ｔ型素子分離膜のヘッド部の下部にも前記導電型不純物が
注入されるように前記導電型不純物を注入して、エレベイテッドソース／ドレイン領域を
形成する。次いで、前記エレベイテッドソース／ドレイン領域上にサリサイド工程により
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シリサイド膜を形成する。
【００１９】
　前記拡幅トレンチ領域の深さは１０００Å以下であることが望ましい。
【００２０】
　前記半導体物質膜はＳＥＧ（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ＥｐｉｔａｘｉａｌＧｒｏｗｔｈ）
、すなわち、選択エピタキシャル成長法を使用して形成することが望ましい。
【００２１】
　前記シリサイド膜はチタン、タンタル、ニッケル、コバルトまたは白金のシリサイド膜
のうちの少なくとも一つ以上を含むように構成できる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係るＴエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法、および半
導体素子は、素子分離膜とソース／ドレイン領域の境界部において発生する接合漏れ電流
を軽減し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、添付した図面に基づき、Ｔ型素子分離膜形成方法に対する第１及び第２実施例を
詳しく説明した後、これを用いたエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成
方法に対する実施例を詳しく説明する。しかし、本発明の実施例は多様な形態に変形でき
、本発明の範囲は後述する実施例に限定されない。以下の図面に基づいた説明は当業者が
十分に実施可能なように本発明を完全に説明するために提供されるものである。図面にお
いて層や領域等の厚さは説明の便宜上誇張されている。図面において同じ符号は同じ要素
を指称する。また、何れかの層が別の層または基板の上部にあるという記載には、前記何
れの層が別の層または基板の上部に直接存在する場合だけでなく、その間に第３の層が介
在される場合も含む。
【００２７】
　図１に示されるように、本発明の第１実施例に係るＴ型素子分離膜形成方法は、まず、
第１絶縁膜３０と第２絶縁膜３２を通常の方法、例えば化学気相蒸着法を使用して半導体
基板１０上に順次に形成する。第１絶縁膜３０は熱酸化法で形成することができる。第２
絶縁膜３２は第１絶縁膜３０に対してエッチング選択比の大きな物質膜で形成することが
望ましい。例えば、第１絶縁膜３０はシリコン酸化膜で形成し、第２絶縁膜３２はシリコ
ン窒化膜またはシリコン酸化窒化膜で形成することができる。第１絶縁膜３０は１００Å
乃至５００Åの厚さに形成し、第２絶縁膜３２は５００Å乃至２５００Åの厚さに形成す
ることができる。
【００２８】
　図２に示されるように、フォトリソグラフィー工程を行って第１絶縁膜３０及び第２絶
縁膜３２をパタニングすることによって、第１絶縁膜パターン３０’と第２絶縁膜パター
ン３２’とが積層された第１マスクパターン３４を形成する。その後、第１マスクパター
ン３４の側壁にスペーサ３６を形成する。スペーサ３６は第２絶縁膜パターン３２’と同
じ物質で形成することが望ましい。例えば、第２絶縁膜パターン３２’をシリコン窒化膜
で形成した場合、スペーサ３６は次のように形成する。シリコン窒化膜を半導体基板１０
の全面に形成した後、異方性エッチング工程を実施して第１マスクパターン３４の側壁に
スペーサ３６が形成されるまでシリコン窒化膜をエッチングする。一方、スペーサ３６の
下部が半導体基板１０の上部表面と接触する幅Ｗ１は狭幅トレンチ領域の第１幅（後述す
る図４のＷ１参照）に応じて定められる。
【００２９】
　図３に示されるように、半導体基板１０の全面に第１絶縁膜パターン３０’と同じ物質
を用いて絶縁膜を形成する。例えば、第１絶縁膜パターン３０’がシリコン酸化膜の場合
、前記絶縁膜もシリコン酸化膜で形成する。次いで、化学機械的研磨方法またはエッチバ
ック方法を使用して絶縁膜を平坦化することによって、第２絶縁膜パターン３２’の上部
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を露出させる。その結果、スペーサ３６の間に第２マスクパターン４０が形成される。一
方、前記平坦化工程中に第２絶縁膜パターン３２’も一部エッチングされるために、第２
絶縁膜パターン３２’の厚さは薄くなる。
【００３０】
　図４に示されるように、第２絶縁膜パターン３２’及びスペーサ３６を除去して半導体
基板１０の上部表面を露出させる。次いで、第１絶縁膜パターン３０’及び第２マスクパ
ターン４０をエッチングマスクとして使用するエッチング工程、例えば乾式エッチング工
程を行って第１幅Ｗ１及び第１深さＤ１を有する狭幅トレンチ領域Ｔ１を形成する。狭幅
トレンチ領域Ｔ１は隣接する半導体素子間の電気的分離を可能にしうる程度の深さに形成
することが望ましい。従って、第１深さＤ１は２０００Å乃至６０００Åであることが望
ましい。
【００３１】
　図５に示されるように、第１絶縁膜パターン３０’及び第２マスクパターン４０を通常
の方法、例えば湿式エッチング方法を使用して除去する。それから、狭幅トレンチ領域Ｔ
１を埋立てるために第１間隙充填絶縁膜４６を形成する。第１間隙充填絶縁膜４６はシリ
コン酸化膜またはシリコン酸化窒化膜で有ってもよい。第１間隙充填絶縁膜４６を形成す
る前に、狭幅トレンチ領域Ｔ１の内部壁に沿って熱酸化膜（図示せず）を形成することも
できる。また、熱酸化膜上に窒化膜ライナーを形成することもできる。第１間隙充填絶縁
膜４６は第１幅Ｗ１の１／２以上の厚さに形成することが望ましい。なぜなら、第１間隙
充填絶縁膜４６を第１幅Ｗ１の１／２以上の厚さに形成すれば、狭幅トレンチ領域Ｔ１を
完全に埋立てられるからである。第１間隙充填絶縁膜４６は化学気相蒸着法または熱酸化
法で形成することができる。ただし、好適には、熱酸化方法で形成することが望ましい。
なぜなら、化学気相蒸着法を用いることによって第１間隙充填絶縁膜４６を形成すれば狭
幅トレンチ領域内部にボイドが形成される可能性が大きくなり、一方、熱酸化方法を用い
ることにゆって第１間隙充填絶縁膜４６を形成すれば狭幅トレンチ領域Ｔ１内にボイドが
形成される可能性が小さくなるからである。
【００３２】
　一方、狭幅トレンチ領域Ｔ１の縦横比が３以上の場合には狭幅トレンチ領域Ｔ１内に充
填された第１間隙充填絶縁膜４６内にボイド（図示せず）が形成されることもあり得る。
しかし、本発明に係るＴ型素子分離膜形成方法は、狭幅トレンチ領域Ｔ１内に充填された
第１間隙充填絶縁膜４６内にボイドが形成されてもボイドの開放を許容しない。これにつ
いては後述する。
【００３３】
　図６に示されるように、第１間隙充填絶縁膜４６を第２幅Ｗ２に露出させる第３マスク
パターン４８を第１間隙充填絶縁膜４６上に形成する。第３マスクパターン４８は第１間
隙充填絶縁膜４６に対するエッチング選択比の大きい物質で形成することが望ましい。例
えば、第１間隙充填絶縁膜４６がシリコン酸化膜の場合に第３マスクパターン４８はシリ
コン窒化膜で形成することが望ましい。そして、第３マスクパターン４８は５００Å乃至
２５００Åの厚さに形成することができる。次いで、第３マスクパターン４８をエッチン
グマスクとして使用するエッチング工程、例えば乾式エッチング工程を行って第１間隙充
填絶縁膜４６及び半導体基板１０をエッチングして開口５２を形成する。この際、開口５
２の縦横比が３以下になるように形成することが望ましい。その結果、第２幅Ｗ２及び第
２深さＤ２を有する拡幅トレンチ領域Ｔ２が半導体基板１０内に形成される。前記第２深
さＤ２は５００Å乃至４０００Åで有り得る。勿論、第２深さＤ２は第１深さＤ１よりは
小さく、第２幅Ｗ２は第１幅Ｗ１より大きい。一方、前述したように狭幅トレンチ領域Ｔ
１内部に充填された第１間隙充填絶縁膜４６内にはボイド（図示せず）が形成され得る。
従って、拡幅トレンチ領域Ｔ２を形成する過程でボイドが開放され得る。しかし、後続す
る工程で拡幅トレンチ領域Ｔ２内部は第２間隙充填絶縁膜で充填されるため、開放された
ボイド内部にも第２間隙充填絶縁膜が充填される。その結果、狭幅トレンチ領域Ｔ１内に
形成されるボイドは開放されない。
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【００３４】
　図７に示されるように、開口（図６の５２参照）の内部及び第３マスクパターン４８上
に第２間隙充填絶縁膜５４を形成する。第２間隙充填絶縁膜５４はシリコン酸化膜であっ
ても、シリコン酸化窒化膜であってもよい。次に、半導体基板１０の全面を通常の方法、
例えば化学機械的研磨方法またはエッチバック方法を使用して平坦化することによって、
第３マスクパターン４８を露出させる。第２間隙充填絶縁膜５４を形成する前に、拡幅ト
レンチ領域Ｔ２の内壁にそって熱酸化膜（図示せず）を形成しうる。また、熱酸化膜上に
窒化膜ライナー（図示せず）を形成することもできる。一方、第３マスクパターン４８の
上部及び開口（図６の５２参照）の内部に第２間隙充填絶縁膜５４を形成する前に、半導
体基板１０上に形成された第１間隙充填絶縁膜４６及び第３マスクパターン４８を除去す
ることもできる。そうすると、拡幅トレンチ領域Ｔ２内部に充填された第２間隙充填絶縁
膜５４内のボイドの形成を確実に防止しうる。勿論、半導体基板１０上に形成された第１
間隙充填絶縁膜４６及び第３マスクパターン４８を除去することなく、半導体基板１０上
に第２間隙充填絶縁膜５４を形成して拡幅トレンチ領域Ｔ２を埋めたてるとしてもボイド
は形成されない。これは、開口（図６の５２参照）の縦横比が３以下であるからである。
【００３５】
　図８に示されるように、半導体基板１０の全面を平坦化して半導体基板１０の上部を露
出させると、Ｔ型素子分離膜５６が形成される。
【００３６】
　以上、本発明のＴ型素子分離膜形成方法に対する第１実施例を図面に基づいて詳しく説
明した。第１実施例では狭幅トレンチ領域Ｔ１が拡幅トレンチ領域Ｔ２より先に形成され
、狭幅トレンチ領域Ｔ１に絶縁物質を充填する工程と拡幅トレンチ領域Ｔ２に絶縁物質を
充填する工程とは別に実施される場合を示した。
【００３７】
　以下、本発明のＴ型素子分離膜形成方法に対する第２実施例を図面に基づいて詳しく説
明する。第２実施例は第１実施例とは異なり、拡幅トレンチ領域Ｔ２が狭幅トレンチ領域
Ｔ１より先に形成される。そして、狭幅トレンチ領域Ｔ１と拡幅トレンチ領域Ｔ２は単一
の工程で絶縁物質に充填される。なお、狭幅トレンチ領域Ｔ１及び拡幅トレンチ領域Ｔ２
の幅と深さに対して部材番号は第１実施例と同一な部材番号が使われる。
【００３８】
　図９に示されるように、半導体基板１０上にマスクパターン６２を形成する。マスクパ
ターン６２はパッド酸化膜、シリコン窒化膜及びシリコン酸化膜を順次に積層した３重膜
に形成しうる。または、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜またはシリコン酸化窒化膜の単
一膜またはこれらの組合よりなる二重膜に形成することもできる。マスクパターン６２は
１５００Å乃至４０００Åの厚さに形成することが可能である。次に、マスクパターン６
２をエッチングマスクとして使用して半導体基板１０をエッチングする。その結果、第２
幅Ｗ２及び第２深さＤ２を有する拡幅トレンチ領域Ｔ２が形成される。拡幅トレンチ領域
Ｔ２は通常の方法、例えば乾式エッチング方法を使用して形成する。第２深さＤ２は５０
０Å乃至４０００Åとすることができる。
【００３９】
　図１０に示されるように、マスクパターン６２の上部及び拡幅トレンチ領域Ｔ２の内部
に絶縁膜を形成する。次いで、絶縁膜を異方性エッチングしてマスクパターン６２の側壁
及び拡幅トレンチ領域Ｔ２の側壁にスペーサ６６を形成する。スペーサ６６はシリコン酸
化膜、シリコン窒化膜またはシリコン酸化窒化膜で形成することが可能である。スペーサ
６６は拡幅トレンチ領域Ｔ２の全てが埋立てられない程度の厚さに形成する。
【００４０】
　次に、マスクパターン６２及びスペーサ６６をエッチングマスクとして使用して拡幅ト
レンチ領域Ｔ２の下部に露出された半導体基板１０をエッチングする。その結果、第１幅
Ｗ１及び第１深さＤ１を有する狭幅トレンチ領域Ｔ１が形成される。狭幅トレンチ領域Ｔ
１は隣接する半導体素子間の電気的分離が可能な深さに形成することが望ましい。従って
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、第１深さＤ１は２０００Å乃至６０００Åとすることができる。狭幅トレンチ領域Ｔ１
は通常の方法、例えば乾式エッチング方法を使用して形成する。
【００４１】
　図１１に示されるように、マスクパターン６２及び側壁スペーサ６６を除去する。次に
、狭幅トレンチ領域Ｔ１及び拡幅トレンチ領域Ｔ２を充填する間隙充填絶縁膜６８が形成
される。間隙充填絶縁膜６８はシリコン酸化膜、シリコン窒化膜またはシリコン酸化窒化
膜とすることができる。間隙充填絶縁膜６８は化学気相蒸着方法を使用して形成すること
が望ましい。これは、化学気相蒸着方法は段差塗布特性に優れるからである。一方、間隙
充填絶縁膜６８を形成する前に狭幅トレンチ領域Ｔ１及び拡幅トレンチ領域Ｔ２の内壁に
沿って熱酸化膜（図示せず）を形成することもできる。また、熱酸化膜上に窒化膜ライナ
ー（図示せず）を形成することもできる。
【００４２】
　一方、前記狭幅トレンチ領域Ｔ１の縦横比（（Ｄ１－Ｄ２）／Ｗ１）が、３以上の場合
、狭幅トレンチ領域Ｔ１の内にボイドが形成されうる。しかし、狭幅トレンチ領域Ｔ１内
にトレンチが形成されても、広幅トレンチ領域Ｔ２内にはボイドが形成されないためボイ
ドの開放を防ぐことができる。
【００４３】
　一方、上記説明ではマスクパターン６２及びスペーサ６６を除去した後、間隙充填絶縁
膜６８を形成したが、本実施形態は、これに限られない。例えば、マスクパターン６２及
びスペーサ６６を除去せず、間隙充填絶縁膜６８を形成することもできる。マスクパター
ン６２及びスペーサ６６を除去せずに間隙充填絶縁膜６８を形成すれば、工程数を減らす
ことができる。
【００４４】
　図１２に示されるように、間隙充填絶縁膜６８の形成された半導体基板１０の全面を化
学機械的研磨方法またはエッチバック方法で平坦化することによって、半導体基板１０の
上部を露出させる。その結果、Ｔ型素子分離膜７０が形成される。
【００４５】
　以下、前記第１及び第２実施例によって例示されたＴ型素子分離膜の形成方法を用いた
エレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法に対する実施例を説明する。
【００４６】
　図１３に示されるように、狭幅トレンチ領域Ｔ１及び拡幅トレンチ領域Ｔ２内に間隙充
填絶縁膜の充填されたＴ型素子分離膜７１を形成する。Ｔ型素子分離膜７１を形成する方
法に対しては前述した通りである。但し、拡幅トレンチ領域Ｔ２の深さＤ２を適切に調節
することによって、ソース／ドレイン領域を形成するイオン注入工程でＴ型素子分離膜７
１のヘッド部を構成して狭幅トレンチ領域の上端部から左右側に延長された拡幅トレンチ
領域Ｔ２の下部（図１５の８１参照）にも不純物を注入可能にする。従って、拡幅トレン
チ領域Ｔ２の深さＤ２は１０００Å以下になるように形成することが望ましい。次に、Ｔ
型素子分離膜７１によって画定される活性領域上にゲート酸化膜７２が介在されゲート電
極７４及びスペーサ７６からなるゲート電極パターンＧを形成する。スペーサ７６をゲー
ト酸化膜７２及びゲート電極７４の側壁に形成する前に、ゲート電極７４をイオン注入マ
スクとして使用して低濃度の導電型不純物、例えばｎ型不純物を注入することもできる。
【００４７】
　図１４に示されるように、ゲート電極パターンＧ左右の露出された半導体基板１０の表
面及びゲート電極７４の上部表面に半導体物質膜７８を成長させる。半導体物質膜７８は
シリコン膜、ゲルマニウム膜またはシリコンとゲルマニウムの化合物膜とすることができ
る。半導体物質膜７８はＳＥＧ（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｅｐｉｔａｘｉａｌ　Ｇｒｏｗｔ
ｈ）法（選択エピタキシャル成長法）によって形成することが望ましい。
【００４８】
　図１５に示されるように、ゲート電極パターンＧをイオン注入マスクとして導電型不純
物、例えばｎ型不純物を注入する。その結果、エレベイテッドソース／ドレイン領域８０
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が形成される。また、ゲート電極７４の上部には不純物のドーピングされた半導体物質膜
７８’が形成される。エレベイテッドソース／ドレイン領域８０の形成のためのイオン注
入において、注入される導電型不純物イオンのエネルギーは形成しようとするｐｎ接合の
深さに応じてその大きさを調節する。特に、Ｔ型素子分離膜７１のヘッド部を構成し、狭
幅トレンチ領域の上端部から左右側に延長された拡幅トレンチ領域の下部８１にも不純物
が注入されるように、注入される導電型不純物イオンのエネルギーを調節する。不純物を
注入してエレベイテッドソース／ドレイン領域８０を形成した後、熱処理工程を行って注
入された導電型不純物を活性化する。側壁スペーサ７６の形成前にゲート電極７４の左右
に低濃度の導電型不純物を注入した場合には、ゲート電極パターンＧをイオン注入マスク
として使用するイオン注入工程によりＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｐｅｄ　Ｄｒａｉ
ｎ：図示せず）構造が形成される。
【００４９】
　図１６に示されるように、ゲート電極７４の上部及びエレベイテッドソース／ドレイン
領域８０の上部にシリサイド膜８２を形成するためにサリサイド工程を進行する。まず、
半導体基板１０全面に遷移金属膜を形成する。次いで、ゲート電極７４の上部及びエレベ
イテッドソース／ドレイン領域８０の上部表面に自己整列（セルフアライメント）された
シリサイド膜８２が形成されるように熱処理を行う。前記遷移金属膜はチタン膜、タンタ
ル膜、コバルト膜、クロム膜、ニッケル膜、白金膜またはこれらの組合膜とすることがで
きる。一方、０．２μｍ級のデザインルールを有する半導体素子を製造する場合にはシリ
サイド化のための熱処理方法を選択するに当って注意を要する。なぜなら、通常の熱処理
方法でシリサイド膜を形成すれば、エレベイテッドソース／ドレイン領域８０に注入され
た導電型不純物が熱拡散され、トランジスタの素子特性（降伏電圧等）が劣化されるから
である。従って、急速熱処理工程を使用し、遷移金属膜をシリサイド化することが望まし
い。
【００５０】
　ゲート電極７４の上部及びエレベイテッドソース／ドレイン領域８０の上部にシリサイ
ド膜８２を形成した後、シリサイド膜８２に変化されていない遷移金属膜を除去する。図
１６のＩＩＩから分かるように、Ｔ型素子分離膜７１のヘッド部を構成し、狭幅トレンチ
領域の上端部から左右側に延長された拡幅トレンチ領域の下部８１にも不純物を注入すれ
ば、Ｔ型素子分離膜７１とエレベイテッドソース／ドレイン領域８０の境界部でシリサイ
ド膜が厚く形成されても、接合の深さを十分に確保できる。その結果、素子分離膜とソー
ス／ドレイン領域の境界部から発生する接合漏れ電流を緩和しうる。
【００５１】
　本発明に係るＴ型素子分離膜を含む半導体素子に対する実施例は、本発明に係るＴ型素
子分離膜の形成方法に対する実施例を説明しながら開示したことがあるので略す。
【００５２】
　以上、望ましい実施例によって本発明を具体的に説明したが、本発明はこれに限定され
ず、本発明の技術的思想の範囲内で当業者によってその変形や改良が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第１実施例を示す工程断面図である。
【図２】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第１実施例を示す工程断面図である。
【図３】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第１実施例を示す工程断面図である。
【図４】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第１実施例を示す工程断面図である。
【図５】本発明に係るＴ型素子分離膜の形成方法の第１実施例を示す工程断面図である。
【図６】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第１実施例を示す工程断面図である。
【図７】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第１実施例を示す工程断面図である。
【図８】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第１実施例を示す工程断面図である。
【図９】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第２実施例を示す工程断面図である。
【図１０】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第２実施例を示す工程断面図である。
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【図１１】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第２実施例を示す工程断面図である。
【図１２】Ｔ型素子分離膜の形成方法の第２実施例を示す工程断面図である。
【図１３】本発明に係るエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法に対
する実施例を示す工程断面図である。
【図１４】本発明に係るエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法に対
する実施例を示す工程断面図である。
【図１５】本発明に係るエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法に対
する実施例を示す工程断面図である。
【図１６】本発明に係るエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法に対
する実施例を示す工程断面図である。
【図１７】図１７Ａ及び図１７Ｂは従来のトレンチ素子分離膜の形成方法の問題点を示す
図面である。
【図１８】図１８Ａ乃至図１８Ｃは従来のトレンチ素子分離膜の形成方法の問題点を示す
図面である。
【図１９】従来のエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法の問題点を
示す図面である。
【図２０】従来のエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法の問題点を
示す図面である。
【図２１】従来のエレベイテッドサリサイドソース／ドレイン領域の形成方法の問題点を
示す図面である。
【符号の説明】
【００５４】
　　１０　　半導体基板、
　　５６　　Ｔ型素子分離膜。

【図１】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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