
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタを作製する方法であって、
　（イ）トレンチに囲まれ、上面を有するメサ及びコレクタを持つシリコン基板を形成す
るステップと、
　（ロ）前記メサの上面、前記トレンチ及び前記コレクタを覆うようにシリコン・ゲルマ
ニウム層を付着するステップと、
　（ハ）前記シリコン・ゲルマニウム層上に窒化シリコン層を形成するステップと、
　（ニ）前記メサに隣接した前記窒化シリコン層及び前記シリコン・ゲルマニウム層を除
去して、前記メサの上面に、前記窒化シリコン層で覆われ上面と側壁を有するシリコン・
ゲルマニウム・ベースを形成するステップと、
　（ホ）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースに隣接し、前記トレンチを埋め、前記シリ
コン・ゲルマニウム・ベースの前記側壁の一部が露出して残る誘電層を形成するステップ
と、
　（ヘ）外因性ベースが前記シリコン・ゲルマニウム・ベースの前記側壁の露出部分を覆
うよう、前記誘電層上に該外因性ベースを形成するステップと、
　（ト）前記外因性ベース上に窒化シリコン・キャップを形成するステップと、
　（チ）前記窒化シリコン・キャップと前記外因性ベースの一部を除去し、前記窒化シリ
コン層の一部を露出するステップと、
　（リ）前記外因性ベースと前記窒化シリコン・キャップに接し且つ窒化シリコン層の露
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出部分に接する自己整合スペーサを形成するステップと、
　（ヌ）前記窒化シリコン層の残りの露出部分を除去し、前記シリコン・ゲルマニウム・
ベースの上面の一部を露出するステップと、
　（ル）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースの前記上面の露出部分にエミッタを形成し
、よって前記ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタを形成するステップとをこの順序で含
む、方法。
【請求項２】
　前記シリコン・ゲルマニウム・ベースのゲルマニウム成分は１０％乃至６０％である、
請求項 記載の方法。
【請求項３】
　前記シリコン・ゲルマニウム・ベースの厚みは２０ｎｍ乃至１００ｎｍである、請求項

記載の方法。
【請求項４】
　前記ステップ（ロ）は、化学気相成長及び分子ビーム・エピタキシから成るグループか
ら選択された方法を使用する、請求項 記載の方法。
【請求項５】
　前記ステップ（ニ）は、
　前記メサの上面に隣接した前記窒化シリコン層上にレジストを形成するステップと、
　前記メサに隣接した前記窒化シリコン及び前記シリコン・ゲルマニウム層が除去される
よう前記窒化シリコン層と前記シリコン・ゲルマニウム層の露出部分をエッチングするス
テップとをこの順序で含む、請求項 記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタに関し、特にヘテロ接合バイポーラ・ト
ランジスタのシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成するプロセスに関する。
【０００２】
【従来の技術】
トランジスタは、電子回路の増幅素子またはスイッチング素子として使用される。前者の
場合、トランジスタは小さいＡＣ信号を増幅するように働く。後者では、トランジスタの
オン状態とオフ状態を切り替えるため小電流が利用される。
【０００３】
バイポーラ・トランジスタは、近接した２つのｐ－ｎ接合を持つ電子素子である。バイポ
ーラ・トランジスタには、エミッタ、コレクタ、及びエミッタとコレクタに挟まれたベー
スの３つの素子領域がある。２つのｐ－ｎ接合（エミッタ／ベース接合とコレクタ／ベー
ス接合）は、理想的には、一定距離離隔した半導体物質の単一層である。１つのｐ－ｎ接
合での電流の流れに変更を加えるため、近傍の接合部のバイアスを変調することを、 "バ
イポーラ・トランジスタ・アクション "という。
【０００４】
３つの領域のそれぞれに外部リードを取り付け、これらのリードを使用するデバイスに外
部から電圧や電流を加えることができる。エミッタとコレクタがｎ型にドープされ、ベー
スがｐ型にドープされている場合、デバイスはｎｐｎトランジスタである。ドーピングが
逆の場合、デバイスはｐｎｐトランジスタである。ｎｐｎトランジスタのベース領域では
、少数キャリア（電子）の移動度がｐｎｐトランジスタのベースの正孔よりも高いため、
ｎｐｎデバイスでは動作周波数と動作速度が向上する。そのため、ｎｐｎトランジスタは
、集積回路を形成するため用いられるバイポーラ・トランジスタの大半を占めている。
【０００５】
バイポーラ・トランジスタの縦寸法のスケーリングが進むにつれ、デバイス動作制限が深
刻な問題になっている。研究の盛んな方法として、こうした制限を克服するため、ベース
に用いられる物質よりバンド・ギャップが大きいエミッタ物質でトランジスタが形成され
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る。このような構造をヘテロ接合トランジスタという。
【０００６】
ヘテロ接合を含むヘテロ構造は、多数キャリア、少数キャリア両方のデバイスに使用でき
る。多数キャリア・デバイスとしては、シリコンからエミッタがシリコン・ゲルマニウム
合金からベースが形成されるヘテロ接合バイポーラ・トランジスタが最近開発されている
。シリコン・ゲルマニウム合金（単にシリコン・ゲルマニウムともいう）はバンド・ギャ
ップがシリコンより小さい。
【０００７】
ベースにシリコン・ゲルマニウムを使用すると、エミッタからベースへのキャリア注入効
率が向上し、その結果、シリコン・ゲルマニウム・ベースの不純物濃度が従来のシリコン
・ベースに比べて桁違いに高くても、電流ゲイン "ｇ "は十分大きくなる。シリコン・ゲル
マニウム・ベースでは、ベースのドーピング・レベルを十分上げ、ベース幅を縮小するこ
とで高周波での高性能を達成することができる。更に、遮断周波数が改良され（エミッタ
／ベース拡散時間τ e dが短縮される）、その結果、シリコン・ゲルマニウム・ベースのゲ
ルマニウム・プロファイルが調整（ grading）されて高周波特性が更に向上する可能性も
ある。
【０００８】
改良されたシリコン・ゲルマニウム・バイポーラ相補性金属酸化膜半導体（ＢｉＣＭＯＳ
）技術では、ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタにシリコン・ゲルマニウム・ベースが
用いられる。現在、高周波（数ＧＨｚ等）領域では、従来のＧａＡｓ、ＩｎＰ等の化合物
半導体が高速ワイヤード（ wired）／ワイヤレス通信市場の主流になっている。シリコン
・ゲルマニウムＢｉＣＭＯＳは、パワー・アンプ等のデバイスでＧａＡｓに匹敵する性能
が得られるだけでなく、ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタを標準ＣＭＯＳと統合し、
いわゆる "システム・オン・チップ "を作ることでコストも大幅に削減されると期待されて
いる。
【０００９】
シリコン・ゲルマニウム・ベースのゲルマニウム成分を多くすることは有益であるが、ゲ
ルマニウム成分の多い高品質のシリコン・ゲルマニウム層を付着することは大きな課題に
なっている。周知の通り、ゲルマニウムは、格子定数がシリコンより約４％大きい。シリ
コン・ゲルマニウムをシリコン基板上に成長させると、シリコン・ゲルマニウムとシリコ
ン基板の格子不整合によりシリコン・ゲルマニウムが圧縮歪みを受ける。シリコン・ゲル
マニウムが所定の厚み（臨界厚）を超えると、不整合歪みのエネルギが増加し、エネルギ
的に合金層に転位が発生しやすくなる。周知の通り、転位はデバイス、特にバイポーラ・
デバイスの性能に悪影響を与え、漏れ電流の増加と降伏レベルの低下につながる。シリコ
ン・ゲルマニウムのゲルマニウム成分が増加すると、格子不整合が大きくなるため臨界厚
が小さくなる。ゲルマニウム成分５０％のとき、臨界厚はわずか約１０ｎｍであり、これ
は、ほとんどのヘテロ接合バイポーラ・トランジスタのベース層で薄すぎる値である。
【００１０】
例えば、ゲルマニウム成分１０％のシリコン・ゲルマニウムは、臨界厚が約１００ｎｍで
ある。１００ｎｍのベース厚のとき、ゲルマニウム成分を約１５％増やしてもデバイス性
能は大きく劣化しないことがこれまでの研究から明らかになっている。ゲルマニウム成分
を更に増やして２０％以上にすると、シリコン・ゲルマニウム・ベースに不整合変位が生
じるため、ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタの性能が低下する。
【００１１】
シリコン・ゲルマニウム・ベースを持つヘテロ接合バイポーラ・トランジスタを作製する
プロセスの例は、 Fumihiko Satoらによる "A Self-Aligned SiGe Base Bipolar Technolog
y Using Cold Wall UHV/CVD and Its Application to Optical Communication IC's"（ IE
EE Trans. Electron Devices、 Vol. 42、 pp. 82-88、 1995）と題した記事に見られる。 Sa
toらによるヘテロ接合バイポーラ・トランジスタは、特別な構造上にシリコン・ゲルマニ
ウム・ベース層を選択的に成長させ、シリコン・ゲルマニウム・ベースを形成したもので
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あるが、このプロセスは極めて複雑である。また、 Satoらによるシリコン・ゲルマニウム
・ベースは、形成時に誘電層によって側面を囲まれ、これはシリコン・ゲルマニウム・ベ
ースの歪み解消に影響を与える。
【００１２】
Takaらによる米国特許第５３９９５１１号は、別のプロセスによりシリコン・ゲルマニウ
ム・ベースを持つヘテロ接合バイポーラ・トランジスタを作製するが、残念ながら、 Sato
らによるプロセスと同じ制限を受けている。具体的には、 Takaらのシリコン・ゲルマニウ
ム・ベースは、形成時に誘電層によって側面を囲まれ、これはシリコン・ゲルマニウム・
ベースの歪み解消に影響を与える。
【００１３】
ベースのゲルマニウム成分が多く、不整合変位を発生しないヘテロ接合バイポーラ・トラ
ンジスタのシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成するプロセスが未だ求められている。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタにシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成する従来
のプロセスの欠点は、ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタのために、ゲルマニウム成分
の多いシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成する新しいプロセスが必要なことを示して
いる。シリコン・ゲルマニウム・ベースを形成する従来のプロセスの欠点を克服するため
、新しいプロセスが与えられている。本発明の目的は、ヘテロ接合バイポーラ・トランジ
スタのシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成する新しいプロセスを提供することである
。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
第１実施例で、シリコン・ゲルマニウム・ベースを形成するプロセスは、トレンチに囲ま
れたメサを持つシリコン基板を形成するステップと、基板上にシリコン・ゲルマニウム層
を付着するステップと、メサに隣接したシリコン・ゲルマニウム層を除去してシリコン・
ゲルマニウム・ベースを形成するステップを含む。第２実施例では、シリコン・ゲルマニ
ウム・ベースを形成するプロセスは、トレンチに囲まれたメサを持つシリコン基板を形成
するステップと、メサに隣接したトレンチに誘電層を形成するステップと、選択的エピタ
キシャル成長によりメサ上面にシリコン・ゲルマニウム層を成長させてシリコン・ゲルマ
ニウム・ベースを形成するステップを含む。
【００１６】
本発明はまた、シリコン・ゲルマニウム・ベースを含むヘテロ接合バイポーラ・トランジ
スタを作製するプロセスを含む。第１ステップで、コレクタとメサがトレンチで囲まれた
シリコン基板が形成される。次にメサ上面にシリコン・ゲルマニウム・ベースが形成され
、シリコン・ゲルマニウム層上面に窒化シリコン層が形成される。次に、シリコン・ゲル
マニウム・ベースに隣接して誘電層が形成される。誘電層はトレンチを埋め、シリコン・
ゲルマニウム・ベースの側壁の一部が露出して残るように形成される。次に外因性（ extr
insic）ベースが、シリコン・ゲルマニウム・ベース側壁の露出部分を覆うよう、誘電層
上に形成される。次に窒化シリコン・キャップの一部と外因性ベースが除去され、窒化シ
リコン層の一部が露出する。次に、露出した窒化シリコン層の一部に、外因性ベースと窒
化シリコン・キャップに隣接して自己整合スペーサが形成される。次に、窒化シリコン層
の残りの露出部分が除去され、シリコン・ゲルマニウム・ベース上面の一部が露出する。
次に、シリコン・ゲルマニウム・ベース上面の露出部分にエミッタが形成され、ヘテロ接
合バイポーラ・トランジスタが形成される。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明について図を参照して説明する。どの図でも、同じ符号は同じ要素を示す。これら
の図は、限定ではなく説明を目的にしており、本発明のプロセスについて説明をしやすく
するために追加されている。
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【００１８】
図１を参照する。本発明のプロセスは、メサ１２を持つシリコン基板１０の形成から始ま
る。メサ１２はメサ上面１４を有する。シリコン基板１０にはまた、メサ１２とコレクタ
１８を囲むトレンチ１６がある。図１に示すような本発明のシリコン基板１０は、当業者
には周知の方法により形成することができる。好適実施例で、シリコン基板１０のメサ１
２、トレンチ１６、及びコレクタ１８は、シリコン基板１０の一部の選択的エッチングに
よりトレンチ１６を形成し、コレクタ１８とメサ１２を残すことによって形成される。
【００１９】
コレクタ１８は、シリコン・ゲルマニウム層のドーパントとは逆のタイプになるよう、ｎ
型かｐ型にドープすることができる（後述）。従ってシリコン・ゲルマニウム層がリン、
ヒ素等のｎ型ドーパントでドープされた場合、コレクタ１８はボロン等のｐ型ドーパント
でドープされる。逆にシリコン・ゲルマニウム層がｐ型ドーパントでドープされた場合、
コレクタはｎ型ドーパントでドープされる。コレクタ１８は、好適にはｎ型ドーパント（
リン、ヒ素等）でドープされる。コレクタ１８は、当業者には周知の従来の方法でドープ
することができる。
【００２０】
本発明のプロセスの次のステップでは、シリコン基板１０上にシリコン・ゲルマニウム層
２０が形成される。得られる構造を図２に示す。シリコン・ゲルマニウム層２０は、シリ
コン基板１０のメサ上面１４、トレンチ１６、及びコレクタ１８を覆うよう形成すること
ができる。シリコン・ゲルマニウム層２０は、好適には、化学気相成長（ＣＶＤ）または
分子ビーム・エピタキシにより形成される。ＣＶＤは、気体の構成成分を反応させること
によって物質の薄膜を基板上に付着するプロセスである。ＣＶＤプロセスは、エピタキシ
ャル膜と呼ばれる単結晶薄膜を生成することができる。シリコン・ゲルマニウム層２０の
ゲルマニウム成分は、約１０％乃至約６０％、より好適には約２５％乃至約６０％である
。シリコン・ゲルマニウム層の厚みは約２０ｍｍ乃至約１００ｍｍ、より好適には約４０
ｍｍ乃至約８０ｍｍである。
【００２１】
シリコン・ゲルマニウム層２０は、好適には、コレクタ１８のドーパント（もしある場合
）とは逆のドーパント・タイプのｎ型またはｐ型でドープされる。好適実施例の場合、コ
レクタ１８はｎ型ドーパントでドープされ、シリコン・ゲルマニウム層２０はｐ型ドーパ
ントでドープされる。シリコン・ゲルマニウム層２０は、当業者には周知の従来の方法に
よりドープすることができる。
【００２２】
シリコン・ゲルマニウム層２０の形成に続いて、シリコン・ゲルマニウム層２０上に窒化
シリコン層３０が形成される。得られる構造を図３に示す。窒化シリコン層３０は、ＣＶ
Ｄ等、当業者には周知の方法によりシリコン・ゲルマニウム層２０上に形成することがで
きる。
【００２３】
本発明のプロセスの次のステップでは、窒化シリコン層３０上に、メサ１２の上面１４に
隣接してレジスト３２が形成される。得られる構造を図４に示す。レジスト３２は、従来
からレジストとして用いられている物質から選択でき、当業者には周知の方法により窒化
シリコン層３０上に形成することができる。
【００２４】
レジスト３２の形成後、本発明のプロセスは、窒化シリコン層３０とシリコン・ゲルマニ
ウム層２０の露出部分（つまりレジスト３２により覆われていない部分）を除去するステ
ップに進む。窒化シリコン層３０とシリコン・ゲルマニウム層２０の露出部分が除去され
た後、メサ１２に隣接したシリコン・ゲルマニウム層２０の部分は除去されるが、レジス
ト３２により覆われたシリコン・ゲルマニウム層２０の部分は残され、シリコン・ゲルマ
ニウム・ベース２２（図５）が形成される。シリコン・ゲルマニウム・ベース２２は側壁
２４を有する。
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【００２５】
メサ１２に隣接したシリコン・ゲルマニウム層２０の部分が除去された後、レジスト３２
が除去される。得られる構造を図５に示す。窒化シリコン層３０とシリコン・ゲルマニウ
ム層２０のレジスト３２に覆われていない部分は、エッチング等、当業者には周知の方法
により除去することができる。
【００２６】
本発明のプロセスの次のステップで、トレンチ１６を埋め、シリコン・ゲルマニウム・ベ
ース側壁２４の少なくとも一部を覆うよう誘電層３４が形成される。誘電層３４は、シリ
コン基板１０、コレクタ１８、シリコン・ゲルマニウム・ベース２２、及び窒化シリコン
層３０上に全面被覆層（ブランケット層）を付着することによって形成することができる
。得られる構造を図６に示す。誘電層３４は次に、シリコン・ゲルマニウム・ベース２２
の側壁２４が露出するように除去される。誘電層３４の除去は、機械化学的研磨（ＣＭＰ
）とエッチングの組み合わせ等、当業者には周知の方法により行える。誘電層３４は、酸
化シリコン等、従来から用いられている誘電体等である。
【００２７】
図７に、本発明のシリコン・ゲルマニウム・ベース２２の実施例を示す。シリコン・ゲル
マニウム・ベース２２はメサ１２の上面１４に付着される。更にシリコン・ゲルマニウム
・ベース２２は誘電層３４で埋められたトレンチ１６に囲まれる。
【００２８】
本発明の第２実施例で、シリコン・ゲルマニウム・ベース２２は、選択的エピタキシャル
成長により形成することができる。まず図１に示したシリコン基板１０のトレンチ１６に
誘電層３４が形成される。次に選択的エピタキシャル成長により、メサ１２の上面１４か
らシリコン・ゲルマニウム・ベース２２を成長させる。得られる構造を図８に示す。
【００２９】
大きさが制限されたメサ１２上にシリコン・ゲルマニウム・ベース２２を形成することで
、シリコン・ゲルマニウム・ベース２２の臨界厚を事実上大きくすることができる。これ
は、シリコン・ゲルマニウムの歪みがメサ端部の方へ緩和されるためである。シリコン・
ゲルマニウムの歪みが全てシリコン・ゲルマニウム内にとどまる他ない、全体的に均一の
シリコン基板とは対照的に、比較的小さいシリコン・メサにより、シリコン・ゲルマニウ
ムに生じた変位がメサ構造の境界へ向かって移行し、シリコン・ゲルマニウムの歪みと変
位の密度が減少する。約０．５×２．５μｍのメサでは、約１００ｎｍ厚のシリコン・ゲ
ルマニウム・ベース２２のゲルマニウム成分は、約１０％乃至約６０％になる。本発明の
シリコン・ゲルマニウム・ベース２２のゲルマニウム成分は、好適には約１５％乃至約６
０％である。シリコン・ゲルマニウム・ベース２２のゲルマニウム成分は、より好適には
約２５％乃至約６０％である。シリコン・ゲルマニウム・ベース２２の好適な厚み（図８
の矢印Ｈ）は約２０ｎｍ乃至約１００ｎｍ、より好適には約４０ｎｍ乃至約８０ｎｍであ
る。
【００３０】
シリコン・ゲルマニウム・ベース２２の形成に続いて、ヘテロ接合バイポーラ・トランジ
スタの残りの要素を形成すると、ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタの作製は完了する
。実施例では次に、外因性ベース３６がシリコン・ゲルマニウム・ベース２２の側壁２４
の露出部分を覆うように誘電層３４上に形成される。外因性ベース３６は、シリコン、シ
リコン・ゲルマニウム等、従来から外因性ベースとして用いられている物質で構成するこ
とができる。外因性ベース３６は次に、窒化シリコン・キャップ３８で覆われ、開口４０
が形成されて窒化シリコン層３０の一部が露出する。得られる構造を図９に示す。窒化シ
リコン・キャップ３８は、ＣＶＤ等、従来の方法で形成できる。開口４０は、エッチング
等、当業者には周知の方法で形成することができる。
【００３１】
本発明のプロセスの次のステップで、窒化シリコン層３０の一部上、外因性ベース３６と
窒化シリコン・キャップ３８に隣接した開口４０に自己整合スペーサ４２が形成される。
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自己整合スペーサ４２は、二酸化シリコン、窒化シリコン、この組み合わせ等であり、二
酸化シリコンのコンフォーマル付着とこれに続く異方性エッチング等、当業者には周知の
プロセスにより形成することができる。得られる構造を図１０に示す。
【００３２】
次に、シリコン・ゲルマニウム・ベース２２上面の一部４８が露出するよう窒化シリコン
層３０の露出部分が開口４０から除去される。次に、シリコン・ゲルマニウム・ベース２
２上面の露出部分４８にエミッタが形成され、ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ４６
が形成される。エミッタ４４は、ポリシリコン等、従来からエミッタとして用いられてい
る任意の物質であり、従来の方法により形成することができる。得られる構造を図１１に
示す。
【００３３】
エミッタ４４は、コレクタ１８のドーピングに使用されるものと同じタイプのドーパント
でドープすることができる。エミッタ４４は、好適にはｎ型ドーパントでドープされる。
エミッタ４４は、当業者には周知の方法によりドープすることができる。
【００３４】
次のステップでは、外因性ベース、窒化シリコン・キャップ３８、及びエミッタ４４の露
出部分に分離層５０が形成される。分離層５０は、ＢＰＳＧ（ホウ素リン・ケイ酸ガラス
）等、従来から分離に用いられている任意の物質である。分離層５０の形成後、コレクタ
、シリコン・ゲルマニウム・ベース２２、及びエミッタとの電気接続が、それぞれコレク
タ・コンタクト５２、シリコン・ゲルマニウム・ベース・コンタクト５４、及びエミッタ
・コンタクト５６を形成することによって形成される。コレクタ・コンタクト５２、シリ
コン・ゲルマニウム・ベース・コンタクト５４、及びエミッタ・コンタクト５６は、当業
者には周知の従来の物質及び従来の方法により形成することができる。コレクタ・コンタ
クト５２、シリコン・ゲルマニウム・ベース・コンタクト５４、及びエミッタ・コンタク
ト５６は、好適にはタングステンを含む。得られる構造を図１２に示す。
【００３５】
まとめとして、本発明の構成に関して以下の事項を開示する。
【００３６】
（１）ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタのシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成す
る方法であって、
トレンチに囲まれ、上面を有するメサを持つシリコン基板を形成するステップと、
前記基板上にシリコン・ゲルマニウム層を形成するステップと、
前記メサに隣接した前記シリコン・ゲルマニウム層を除去して前記シリコン・ゲルマニウ
ム・ベースを形成するステップと、
を含む、方法。
（２）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースのゲルマニウム成分は約１０％乃至約６０％
である、前記（１）記載の方法。
（３）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースの厚みは約２０ｎｍ乃至約１００ｎｍである
、前記（１）記載の方法。
（４）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースのゲルマニウム成分は約２５％乃至約６０％
であり、厚みは約４０ｎｍ乃至約８０ｎｍである、前記（１）記載の方法。
（５）トレンチに囲まれたメサを有するシリコン基板を形成する前記ステップは、前記シ
リコン基板の一部を選択的にエッチングして前期トレンチに囲まれた前記メサを形成する
ステップを含む、前記（１）記載の方法。
（６）前記基板上にシリコン・ゲルマニウム層を形成する前記ステップは、化学気相成長
及び分子ビーム・エピタキシから成るグループから選択された方法を適用するステップを
含む、前記（１）記載の方法。
（７）前記メサに隣接した前記シリコン・ゲルマニウム層を除去するステップは、
前記シリコン・ゲルマニウム層上に窒化シリコン層を形成するステップと、
前記メサの上面に隣接した前記窒化シリコン層上にレジストを形成するステップと、
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前記メサに隣接した前記シリコン・ゲルマニウム層が除去されるよう前記窒化シリコン層
と前記シリコン・ゲルマニウム層の露出部分をエッチングするステップと、
を含む、前記（１）記載の方法。
（８）ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタのシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成す
る方法であって、
トレンチで囲まれ、上面を有するメサを持つシリコン基板を形成するステップと、
前記メサに隣接した前記トレンチに誘電層を形成するステップと、
選択的エピタキシャル成長により前記メサ上面にシリコン・ゲルマニウム層を成長させ、
前記シリコン・ゲルマニウム・ベースを形成するステップと、
を含む、方法。
（９）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースのゲルマニウム成分は約１０％乃至約６０％
である、前記（８）記載の方法。
（１０）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースの厚みは約２０ｎｍ乃至約１００ｎｍであ
る、前記（８）記載の方法。
（１１）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースのゲルマニウム成分は約２５％乃至約６０
％であり、厚みは約４０ｎｍ乃至約８０ｎｍである、前記（８）記載の方法。
（１２）トレンチに囲まれたメサを持つシリコン基板を形成する前記ステップは、前記シ
リコン基板の一部を選択的にエッチングして前記トレンチを形成するステップを含む、前
記（８）記載の方法。
（１３）ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタを作製する方法であって、
トレンチに囲まれ、上面を有するメサ及びコレクタを持つシリコン基板を形成するステッ
プと、
前記メサの前記上面に、上面と側壁を有するシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成する
ステップと、
前記シリコン・ゲルマニウム・ベース上に窒化シリコン層を形成するステップと、
前記シリコン・ゲルマニウム・ベースに隣接し、前記トレンチを埋め、前期シリコン・ゲ
ルマニウム・ベースの前記側壁の一部が露出して残る誘電層を形成するステップと、
外因性ベースが前記シリコン・ゲルマニウム・ベースの前記側壁の露出部分を覆うよう、
前記誘電層上に該外因性ベースを形成するステップと、
前記外因性ベース上に窒化シリコン・キャップを形成するステップと、
前記窒化シリコン・キャップと前記外因性ベースの一部を除去し、前記窒化シリコン層の
一部を露出するステップと、
前記外因性ベースと前記窒化シリコン・キャップに隣接した窒化シリコン層の露出部分に
自己整合スペーサを形成するステップと、
前記窒化シリコン層の残りの露出部分を除去し、前記シリコン・ゲルマニウム・ベースの
上面の一部を露出するステップと、
前記シリコン・ゲルマニウム・ベースの前記上面の露出部分にエミッタを形成し、よって
前記ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタを形成するステップと、
を含む、方法。
（１４）トレンチに囲まれたメサ及びコレクタを持つシリコン基板を形成する前記ステッ
プは、前記シリコン基板の一部を選択的にエッチングして前記トレンチを形成するステッ
プを含む、前記（１３）記載の方法。
（１５）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースのゲルマニウム成分は約１０％乃至約６０
％である、前記（１３）記載の方法。
（１６）前記シリコン・ゲルマニウム・ベースの厚みは約２０ｎｍ乃至約１００ｎｍであ
る、前記（１３）記載の方法。
（１７）前記メサの前記上面にシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成する前記ステップ
は、
前記基板上にシリコン・ゲルマニウム層を付着するステップと、
前記メサに隣接したシリコン・ゲルマニウム層を除去し、前記シリコン・ゲルマニウム・
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ベースを形成するステップと、
を含む、前記（１３）記載の方法。
（１８）前記基板にシリコン・ゲルマニウム層を付着する前記ステップは、化学気相成長
及び分子ビーム・エピタキシから成るグループから選択された方法を適用するステップを
含む、前記（１７）記載の方法。
（１９）前記メサに隣接したシリコン・ゲルマニウム層を除去する前記ステップは、
前記メサの上面に隣接した前記窒化シリコン層上にレジストを形成するステップと、
前記メサに隣接したシリコン・ゲルマニウム層が除去されるよう前記窒化シリコン層と前
記シリコン・ゲルマニウム層の露出部分をエッチングするステップと、
を含む、前記（１７）記載の方法。
（２０）前記メサの前記上面にシリコン・ゲルマニウム・ベースを形成する前記ステップ
は、選択的エピタキシャル成長により前記メサの前記上面にシリコン・ゲルマニウム層を
成長させるステップを含む、前記（１３）記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【図１】コレクタを有し、メサがトレンチで囲まれたシリコン基板を示す図である。
【図２】基板上にシリコン・ゲルマニウム層が形成された図１のシリコン基板を示す図で
ある。
【図３】シリコン・ゲルマニウム層上に窒化シリコン層が形成された図２の構造を示す図
である。
【図４】窒化シリコン層上にメサの上面に隣接してレジストが形成された後の図３の構造
を示す図である。
【図５】窒化シリコン層とシリコン・ゲルマニウム層の露出部分、つまり図４に示すレジ
ストで保護されていない領域の除去に続く図４の構造を示す図である。
【図６】構造上に誘電層が形成された図５の構造を示す図である。
【図７】シリコン・ゲルマニウム側壁の一部が露出するよう誘電層が一部除去された後の
図６の構造を示す図である。
【図８】メサを有し、誘電層で埋められたトレンチに囲まれ、メサ上にシリコン・ゲルマ
ニウム・ベースが形成されたシリコン基板を示す図である。
【図９】外因性ベースと窒化シリコン・キャップが誘電層上に形成され、外因性ベースが
シリコン・ゲルマニウム・ベース側壁の露出部分を覆い、窒化シリコン層の一部を露出す
る開口を有する図７の構造を示す図である。
【図１０】外因性ベースと窒化シリコン・キャップに隣接した窒化シリコン層の一部に自
己整合スペーサが形成された後の図９の構造を示す図である。
【図１１】窒化シリコン層の露出部分が除去され、シリコン・ゲルマニウム・ベース上面
の露出部分にエミッタが形成された後の図１０の構造を示す図である。
【図１２】分離層及び分離層に延びるコレクタ、ベース、エミッタの各コンタクトが形成
された後の図１１の構造を示す図である。
【符号の説明】
１０　シリコン基板
１２　メサ
１４　メサ上面
１６　トレンチ
１８　コレクタ
２０　シリコン・ゲルマニウム層
２２　シリコン・ゲルマニウム・ベース
２４　側壁
３０　窒化シリコン層
３２　レジスト
３４　誘電層
３６　外因性ベース
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３８　窒化シリコン・キャップ
４０　開口
４２　自己整合スペーサ
４４　エミッタ
４８　上面の一部
５０　分離層
５２　コレクタ・コンタクト
５４　シリコン・ゲルマニウム・ベース・コンタクト
５６　エミッタ・コンタクト

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

(11) JP 3701873 B2 2005.10.5



フロントページの続き

(72)発明者  フェン－イ・ファン
            アメリカ合衆国１２５８２、ニューヨーク州ストームビル、シーマン・ロード　３８６

    審査官  河口　雅英

(56)参考文献  特開平０６－３３８５１０（ＪＰ，Ａ）
              Masao Kondo et al.，Ultra-Low-Power and High-Speed SiGe Base Bipolar Transistors for W
              ireless Telecommunication Systems，EEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES，１９９８年　
              ６月，Vol.45,No.6，p.1287-1294

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H01L 29/737
              H01L 21/331
              H01L 29/165

(12) JP 3701873 B2 2005.10.5


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

