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微細化が進められてきました。しかし
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半導体デバイスは，微細化が進むに
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酸化処理によって N の取込みを抑制で

つれて，それぞれの膜の界面物性の重
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きており，更に N-H 結合強度も減少し

要性が高まっています。今後も当社は，

ていることを確認できました（図 2）。

酸化膜そのものの物性だけでなく界面

3 次元デバイスにおける
酸化膜形成時の課題

ていることから，デバイスを3 次元に積

そのため，Si 上での成膜初期過程を

層させる技術の開発が進められていま
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質を確保できるプロセス技術が必要に

成した後，Si 上のゲート絶縁膜として，

なります。

電子を捕獲する欠陥が少ない Si 酸化膜
を形成する必要があります。
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デバイス特性の悪化を招くSiN 膜

SiN 膜の形成メカニズム
N2OとSiH4 を用いたプラズマCVD

（Si-H）されており，プラズマ中の Si-H x
と同じ結合状態になっています。
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Siは大気中に放置されると，量産ラ
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る別の界面制御技術を開発しました。

縁膜として，800 ℃以上の高温下にお
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比率が高くなると膜中の N が多くなり
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ます。これは Si-H x に対するO が不足

し，H 終端されていない状態でSi 酸化

キャパシタを作製し，直流電圧に微小

金属が拡散し，Siと反応して化合物を

る前処理が行われ，清浄な Si 表面を露

し，窒素と結合してしまうためと考えら

膜を形成します。これにより，Si 表面の

な高周波電圧を重畳して容量−電圧特

形成するなど好ましくない反応を起こ

出させます。

れます。HFで処理したSi 表面は H 終端

結合状態を，結合力の弱い Si-H からあ

性を調べました。評価はフラットバンド

プラズマ CVD 酸化膜における界面制御技術

できます。

今後の展望

の状態を正しく把握し，適切な前処理

SiとSi 酸化膜の界面が及ぼす
電気特性への影響評価

これまで 2 次元デバイスのゲート絶
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し，歩留りや信頼性を向上させることが

や後処理を含む製造プロセスを構築し
て界面欠陥を低減することで，3 次元
デバイスの歩留りや性能の向上を目指
していきます。
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