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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路構造を形成する方法であって、
　（１）第１のタイプの結晶方位を有する第１のシリコン層上に絶縁層を形成するステッ
プであって、前記第１のタイプの結晶方位は（１００）面もしくは（１１０）面である、
ステップと、
　（２）前記絶縁層上に、前記第１のタイプと異なる第２の結晶方位を有する第２のシリ
コン層を接合するステップであって、前記第２のタイプの結晶方位は（１１０）面もしく
は（１００）面である、ステップと、
　（３）前記第２のシリコン層上に窒化物層を形成するステップと、
　（４）前記窒化物層及び第２のシリコン層を通って前記絶縁層の上面に達する第１の開
口の少なくとも二つを形成するステップと、
　（５）前記ステップ（４）により露出された第２のシリコン層の側壁に沿って酸化物層
を形成するステップと、
　（６）前記第１の開口の下に位置する絶縁層を通って前記第１のシリコン層の上面に達
し、該第１の開口よりも小さい第２の開口を形成するステップと、
　（７）前記第２の開口及び第１の開口を埋め、さらに前記窒化物層上に、第１のタイプ
の結晶方位を有するシリコンをエピタキシャル成長させて第３のシリコン層を形成するス
テップと、
　（８）第３のシリコン層の一部及び前記窒化物層を平坦化処理により除去し、第２のシ
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リコン層の表面と、第３のシリコン層の表面を含む表面を形成するステップと、
　（９）前記第１のタイプの結晶方位が（１００）面であり且つ前記第２のタイプの結晶
方位が（１１０）面である場合には、第２のシリコン層上にＰ型ＦＥＴの少なくとも１つ
及び第３のシリコン層上にＮ型ＦＥＴの少なくとも１つを形成し、又は
　前記第１のタイプの結晶方位が（１１０）面であり且つ前記第２のタイプの結晶方位が
（１００）面である場合には、第２のシリコン層上にＮ型ＦＥＴの少なくとも１つ及び第
３のシリコン層上にＰ型ＦＥＴの少なくとも１つを形成するステップ、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記接合が、２００℃～１０５０℃で、２～２０時間、外力を加えて、不活性雰囲気中
で行なわれる、請求項１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイスに関する。さらに詳細には、本発明は、シリコン・オン・イ
ンシュレータ（ＳＯＩ）デバイスや相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）デバイスなど、
ハイブリッド結晶方位基板上に形成される集積半導体デバイスに関する。特に、本発明は
、ＮＦＥＴおよびＰＦＥＴなど、少なくとも２種類の半導体デバイスを、異なる結晶方位
を有する接合基板上に集積する手段を提供する。接合基板上の各デバイスの位置は、特定
の結晶方位における当該デバイスの性能によって決まる。例えば、本発明では、（１００
）面にＮＦＥＴを形成し、（１１０）面にＰＦＥＴを形成する。（１００）結晶面はＮＦ
ＥＴに高い性能を与え、（１１０）結晶面はＰＦＥＴに高い性能を与える。
【背景技術】
【０００２】
　現在の半導体技術では、ＮＦＥＴやＰＦＥＴなどのＣＭＯＳデバイスは、通常、Ｓｉな
ど単一の結晶方位を有する半導体ウェハ上に作製される。特に、今日の半導体デバイスは
、（１００）結晶方位を有するＳｉの上に構築されるものがほとんどである。
【０００３】
　電子の移動度は、（１００）Ｓｉ面方位で高いことが分かっており、一方、正孔の移動
度は、（１１０）面方位で高いことが分かっている。すなわち、（１００）Ｓｉにおける
正孔の移動度の値は、この結晶方位での対応する電子移動度より約１／４倍から１／２倍
の低さとなる。この不一致を補償するために、通常、ＰＦＥＴは、そのプルアップ（pull
-up）電流をＮＦＥＴのプルダウン電流（pull-down）と釣り合わせて一様な回路スイッチ
ングを実現するために、幅を広くして設計される。幅の広いＮＦＥＴは、かなりのチップ
領域を占めるので望ましくない。
【０００４】
　一方、（１１０）Ｓｉにおける正孔の移動度は、（１００）Ｓｉにおける移動度の２倍
である。したがって、ＰＦＥＴを（１１０）面に形成すると、（１００）面に形成したＰ
ＦＥＴより大幅に大きな駆動電流を示す。残念ながら、（１１０）Ｓｉ面における電子の
移動度は、（１００）Ｓｉ面に比べるとかなり低下している。（１１０）Ｓｉ面における
電子移動度の低下の一例を、図１に示す。図１において、実線は電子の移動度を示し、破
線は正孔の移動度を示している。
【０００５】
　上記の説明と図１から推察されるように、（１１０）Ｓｉ面は、正孔の移動度が高いの
でＰＦＥＴデバイスには最適であるが、この結晶方位はＮＦＥＴデバイスには全く不向き
である。逆に、（１００）Ｓｉ面は、電子が移動しやすいのでＮＦＥＴデバイスに最適で
ある。
【特許文献１】米国特許出願第１０／７０８５８６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　上記の内容に鑑みて、特定のデバイスに最適な性能を与える異なる結晶方位を有する１
つの基板上に形成された集積半導体デバイスを提供することが必要とされている。すなわ
ち、１つの基板でありながら、ある種類のデバイス（例えばＰＦＥＴ）をある結晶面（例
えば（１１０）面）に形成する一方で別の種類のデバイス（例えばＮＦＥＴ）を別の結晶
面（例えば（１００）面）に形成することができる基板を作製することに絶大なる要望が
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、集積回路構造を形成する方法を提供する。この方法では、最初に、第１の基
板構造上に絶縁層を形成し、第２の基板構造を該絶縁層に接合して、第１の結晶方位を有
する第１の基板を該絶縁層の下に有し、第２の結晶方位を有する第２の基板を該絶縁層の
上に有する積層構造を形成する。次に、本発明では、この積層構造に絶縁層まで延びる第
１の開口を形成し、第１の開口を貫通して絶縁層に第２の開口を形成する。第２の開口は
、第１の開口より小さい。本発明では、第２の開口を貫通して第１の基板上に追加の材料
を成長させて第１の開口を充填し、積層構造の上部に、第１のタイプの結晶方位を有する
第１の部分および第２のタイプの結晶方位を有する第２の部分を備える表面を形成する。
本発明では、次に、基板の第１の部分の上に第１のタイプのトランジスタ（例えばＮＦＥ
Ｔ）を形成し、基板の第２の部分の上に第２のタイプのトランジスタ（例えばＰＦＥＴ）
を形成する。基板の第１の部分のうち絶縁層の第２の開口の上に形成されている部分は、
非浮遊（non-floating）基板部分を含み、基板の第１の部分の残りの部分および全ての第
２の部分は、浮遊（floating）基板部分を含む。
【０００８】
　第１および第２の開口を貫通して成長させる追加の材料は、第１の基板と同じ結晶方位
を有する。第１の開口を形成する前に、本発明では、第２の基板を覆う保護キャップを形
成する。第１の開口は、保護キャップおよび第２の基板を貫通して形成される。第１の開
口を形成した後で、本発明では、第１の開口によって露出した第２の基板の側壁に沿って
分離材料を形成する。上記追加の材料を成長させた後で、本発明では、第１の部分および
第２の部分に浅いトレンチ分離（ＳＴＩ）構造を形成して、第１の部分および第２の部分
を細分割する。第２の開口は、浅いトレンチ分離構造の間の距離より小さくすることによ
り、第２の開口のそれぞれが、隣接する２つの浅いトレンチ分離構造の間に位置するよう
になっている。
【０００９】
　この方法では、少なくとも２タイプの結晶方位を有する基板を有する集積回路構造を作
製する。第１のタイプのトランジスタ（例えばＮＦＥＴ）は、第１のタイプの結晶方位を
有する基板の第１の部分の上に形成され、第２のタイプのトランジスタ（例えばＰＦＥＴ
）は、第２のタイプの結晶方位を有する基板の第２の部分の上に形成される。基板の第１
の部分のいくつかは非浮遊基板部分を含み、基板の第１の部分の残りの部分および全ての
第２の部分は、浮遊基板部分を含む。
【００１０】
　浮遊構造は、シリコン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ）構造を含み、非浮遊構造は、
バイアス（biased）基板構造またはバルク基板構造を含む。非浮遊基板部分は、基板の下
の層によって電気的にバイアスされる。絶縁層は、浮遊基板部分の下に位置し、これらの
領域を全て絶縁体からなる完全な絶縁層により基板の下の層から電気的に分離する。小さ
な第２の開口があるので、実際に非浮遊基板部分の下にあるのは不完全な絶縁体からなる
絶縁層である。非浮遊基板部分と浮遊基板部分の間には、浅いトレンチ分離（ＳＴＩ）領
域がある。前記基板の第２の部分はそれぞれ、複数の浮遊基板部分を含む。
【００１１】
　本発明の１つの独特な態様は、小さな第２の開口があるために、非浮遊基板部分の下に
ある絶縁層が、実際には不完全な絶縁体である点である。この実施形態の別の独特な態様
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は、基板の第１の部分のいくつかが非浮遊基板部分を含み、基板の残りの第１の部分（お
よび全ての第２の部分）が、浮遊基板部分を含む点である。したがって、本発明によれば
、１つの結晶方位タイプの基板群内で、どのトランジスタをＳＯＩトランジスタにし、ど
のトランジスタをバルク・トランジスタにするかを、設計者が選択することができる。
【００１２】
　本発明の上記その他の態様および目的は、以下の説明と添付の図面とを併せて考察すれ
ば、より深く認識され理解されるであろう。ただし、本発明の好ましい実施形態とその具
体的な多数の詳細を示す以下の説明は、限定を目的としたものではなく、例示を目的とし
たものであることを理解されたい。多くの変更および改変を、本発明の趣旨を逸脱するこ
となく本発明の範囲内で行うことができ、本発明はこのような改変を全て包含する。
【００１３】
　本発明は、図面を参照して以下の詳細な説明を読むことによってより理解されるであろ
う。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明ならびにその様々な特徴および利点は、添付の図面に図示し以下の説明で詳述す
る非限定的な実施形態に関連してより完全に説明される。図面で図示した各要素は、必ず
しも寸法の比率どおりに描いたものではないことに留意されたい。本発明が無用に曖昧に
なるのを避けるために、周知の構成要素および処理技術についての説明は省略する。本明
細書で用いる例は、単に本発明の実施方法の理解を助け、さらに当業者が本発明を実施で
きるようにするためのものである。したがって、これらの例は、本発明の範囲を限定しな
いものと理解されたい。
【００１５】
　以下、異なる結晶面を有する１つの接合基板上にＮＦＥＴやＰＦＥＴなど異なる半導体
デバイスを形成する方法について、本願に添付の図面を参照しながらより詳細に説明する
。添付の図面では、同じか、または対応する要素は、同じ参照番号で示してある。
【００１６】
　図２は、本発明で利用することができる接合基板１０、すなわちハイブリッド基板を示
す図である。図示のように、接合基板１０は、表面誘電体層１８、第１の半導体層１６、
絶縁層１４、および第２の半導体層１２を含む。必要なら、接合基板１０は、第２の半導
体層１２の下に位置する第３の半導体層（図示せず）をさらに含むこともできる。その場
合の接合基板では、絶縁層をもう１つ設けて、第２の半導体層１２を（任意選択の）第３
の半導体層から分離する。
【００１７】
　接合基板１０の表面誘電体層１８は、接合前に初期ウェハの１つに既に形成されていた
か、あるいはウェハ接合後に熱プロセス（すなわち酸化、窒化もしくは酸窒化）または堆
積によって第１の半導体層１６の上に形成した、酸化物、窒化物、酸窒化物またはその他
の絶縁層である。表面誘電体層１８は、その由来に関わらず、約３ｎｍから約５００ｎｍ
の厚さを有する。より好ましくは、約５ｎｍから約２０ｎｍの厚さを有する。
【００１８】
　第１の半導体層１６は、例えばＳｉ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅ、ＳｉＧｅＣ、Ｇｅ合金、Ｇａ
Ａｓ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、およびその他のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体またはＩＩ－ＶＩ族
化合物半導体など、任意の半導体材料から構成される。また、第１の半導体層１６は、予
備形成したＳＯＩ基板からなるＳＯＩ層、または例えばＳｉ／ＳｉＧｅなどの層状半導体
を含むこともできる。また、第１の半導体層１６は、好ましくは（１１０）である第１の
結晶方位を有することも特徴とする。好ましい結晶方位は（１１０）であるが、第１の半
導体層１６は、（１１１）結晶方位または（１００）結晶方位を有することもできる。
【００１９】
　第１の半導体層１６の厚さは、接合基板１０を形成するために使用する初期のウェハに
よって、変えることができる。ただし、通常は、第１の半導体層１６は、約５ｎｍから約
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５００ｎｍの厚さを有し、約５ｎｍから約１００ｎｍの厚さであることがより好ましい。
【００２０】
　第１の半導体層１６と第２の半導体層１２の間に位置する絶縁層１４は、接合基板１０
の作製に使用した初期のウェハによって決まる可変の厚さを有する。ただし、通常は、絶
縁層１４は、約１ｎｍから約５００ｎｍの厚さを有し、約５ｎｍから約１００ｎｍの厚さ
であることがより好ましい。絶縁層１４は、接合前のウェハの一方または両方に形成した
、酸化物またはその他の同様の絶縁材料である。
【００２１】
　第２の半導体層１２は任意の半導体材料で構成され、その材料は、第１の半導体層１６
と同じであっても別のものであってもよい。したがって、第２の半導体層１２は、例えば
、Ｓｉ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅ、ＳｉＧｅＣ、Ｇｅ合金、ＧａＡｓ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、およ
びその他のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体、またはＩＩ－ＶＩ族化合物半導体などを含むこと
ができる。また、第２の半導体層１２は、予備形成したＳＯＩ基板からなるＳＯＩ層、ま
たは例えばＳｉ／ＳｉＧｅなどの層状半導体を含むこともできる。また、第２の半導体層
１２は、第１の結晶方位とは異なる第２の結晶方位を有することも特徴とする。ＦｉｎＦ
ＥＴトランジスタを備えた構造を形成するときには、異なる結晶方位を有する材料を使用
するのではなく、同じ材料の基板を使用して、接合プロセス中に一方の基板６０を他方の
基板６４に対して４５°回転させて異なる結晶方位をもたらすことができる。第１の半導
体層１６は（１１０）面であることが好ましいので、第２の半導体層１２の結晶方位は（
１００）であることが好ましい。好ましい結晶方位は（１００）であるが、第２の半導体
層１２は、（１１１）結晶面または（１１０）結晶面構造を有することもできる。
【００２２】
　第２の半導体層１２の厚さは、接合基板１０を形成するために使用する初期のウェハに
よって、変えることができる。ただし、通常は、第２の半導体層１２は、約５ｎｍから約
２００ｎｍの厚さを有し、約５ｎｍから約１００ｎｍの厚さであることがより好ましい。
【００２３】
　必要に応じて第３の半導体層を設けた場合には、第３の半導体層を構成する材料は、第
２の半導体層１２と同じ半導体材料であっても別の半導体材料であってもよい。第３の半
導体層の結晶方位は、通常は第２の半導体層と同じであるが、必ず同じになるというわけ
ではない。第３の半導体層は、一般に第２の半導体層１２より厚い。第３の層を設けた場
合には、絶縁層を設けて、第３の半導体層を第２の半導体層から分離する。
【００２４】
　図２に示す接合基板１０は、共に接合された２枚の半導体ウェハで構成されている。接
合基板１０の作製に使用する２枚のウェハは、一方のウェハ（参照番号１で示す）が第１
の半導体層１６を含み、もう一方のウェハ（参照番号２で示す）が第２の半導体１２を含
む２枚のＳＯＩウェハである場合（図８参照）、１枚のＳＯＩウェハ（参照番号２）と１
枚のバルク半導体ウェハ（参照番号１）である場合（図９参照）、それぞれが絶縁層１４
を有する２枚のバルク半導体ウェハ（参照番号１および２）である場合（図１０参照）、
または１枚のＳＯＩウェハ（参照番号２）と、接合中に少なくとも一方のウェハの一部分
を分割するために使用することができる水素（Ｈ２）注入領域などのイオン注入領域１１
を含む１枚のバルク・ウェハ（参照番号１）である場合（図１１参照）などがある。
【００２５】
　接合は、最初に２枚のウェハを互いに密着させ、必要ならこれらの接触させたウェハに
外力を加え、次いで、これら２枚の接触したウェハを互いに接合できる条件下で加熱する
ことによって行う。加熱ステップは、外力を加えて行うことも、加えずに行うこともある
。加熱ステップは、通常は、約２００℃から約１０５０℃の温度で、約２時間から約２０
時間、不活性雰囲気中で行う。より好ましくは、接合は、約２００℃から約４００℃の温
度で、約２時間から約２０時間行う。「不活性雰囲気」という用語は、本発明では、Ｈｅ
やＡｒ、Ｎ２、Ｘｅ、Ｋｒまたはそれらの混合物などの不活性ガスをその中に含む雰囲気
を意味している。接合プロセス中に使用される好ましい雰囲気は、Ｎ２である。
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【００２６】
　２枚のＳＯＩウェハを使用する実施形態では、接合後に、少なくとも一方のＳＯＩウェ
ハのいくつかの材料層を、化学機械的研磨（ＣＭＰ）や研削（grinding）およびエッチン
グなどの平坦化プロセスによって除去することができる。平坦化プロセスは、表面誘電体
層１８に達したときに終了する。
【００２７】
　一方のウェハがイオン注入領域を含む実施形態では、接合中にイオン注入領域が多孔性
（porous）領域を形成し、これにより当該ウェハのイオン注入領域の上の部分が分離され
、例えば図２に示すような接合ウェハが残る。注入領域は、通常は、当業者には周知のイ
オン注入条件を利用してウェハ表面に注入された水素イオンから構成される。
【００２８】
　接合するウェハがいずれも誘電体層を含まない実施形態では、表面誘電体層１８は、酸
化などの熱プロセス、または化学的気相堆積（ＣＶＤ）、プラズマ増強ＣＶＤ、原子層堆
積、化学溶液付着およびその他の同様の堆積プロセスなどの従来の堆積プロセスによって
、接合したウェハの上に形成することができる。
【００２９】
　次いで、接合基板１０の一部分を保護し、別の部分を保護しない状態で残すように、図
２の接合基板１０の所定部分の上にマスク２０を形成する。接合基板１０の保護された部
分は、この基板の第１のデバイス領域２２を画定し、保護されない部分は、第２のデバイ
ス領域２４を画定する。一実施形態では、マスク２０は、フォトレジスト・マスクを接合
基板１０の表面全体に塗付することによって、表面誘電体層１８の所定部分に形成される
。フォトレジスト・マスクを塗付した後で、リソグラフィによってマスク・パターンを形
成する。リソグラフィは、フォトレジストを放射光パターンで露光するステップと、レジ
スト現像装置を用いてこのパターンを現像するステップとを含む。こうして得られた接合
基板１０の所定部分にマスク２０が形成された基板の例を、図３に示す。
【００３０】
　別の実施形態では、マスク２０は、リソグラフィおよびエッチングを利用して形成およ
びパターン形成した窒化物または酸窒化物の層である。窒化物または酸窒化物のマスク２
０は、第２の半導体デバイスの領域を画定した後で除去することもできる。
【００３１】
　接合基板１０にマスク２０を形成した後で、第２の半導体層１２の表面が露出するよう
に、この基板に１回または複数回のエッチング・ステップを施す。詳細には、本発明のこ
の時点で用いる１回または複数回のエッチング・ステップでは、表面誘電体層１８の保護
されていない部分、ならびにその下に位置する第１の半導体層１６の部分、および第１の
半導体層１６を第２の半導体層１２から分離する絶縁層１４の一部分を除去する。エッチ
ングは、１回のエッチング・ステップで行ってもよいし、あるいは複数のエッチング・ス
テップを利用してもよい。本発明のこの時点で用いるエッチングとしては、反応性イオン
・エッチングやイオン・ビーム・エッチング、プラズマ・エッチング、レーザ・エッチン
グなどのドライ・エッチング・プロセス、または化学エッチング液を利用するウェット・
エッチング・プロセス、あるいはそれらの任意の組合せを利用することができる。本発明
の好ましい実施形態では、第２の半導体デバイス領域２４内の表面誘電体層１８、第１の
半導体層１６および絶縁層１４の保護されていない部分を選択的に除去する際に、反応性
イオン・エッチング（ＲＩＥ）を使用する。エッチング・ステップを行った後で得られる
構造の一例を、図４に示す。このエッチング・ステップの後では、保護されている第１の
デバイス領域２２、すなわち表面誘電体層１８、第１の半導体層１６、絶縁層１４および
第２の半導体層１２の側壁が露出していることに留意されたい。図示のように、層１８、
１６および１４の露出した側壁は、マスク２０の最も外側の縁部と位置合わせされている
。
【００３２】
　次いで、従来のレジスト剥離プロセスを用いて図４に示す構造からマスク２０を除去し
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、次いで露出した側壁上にライナ（liner）またはスペーサ２５を形成する。ライナまた
はスペーサ２５は、堆積およびエッチングによって形成される。ライナまたはスペーサ２
５は、例えば酸化物などの絶縁材料で構成される。
【００３３】
　ライナまたはスペーサ２５を形成した後で、露出した第２の半導体層１２の上に半導体
材料２６を形成する。本発明によれば、半導体材料２６は、第２の半導体層１２の結晶方
位と同じ結晶方位を有する。これにより得られる構造の一例を、図５に示す。
【００３４】
　半導体材料２６は、Ｓｉや歪Ｓｉ、ＳｉＧｅ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅＣまたはそれらの組合
せなど、選択的エピタキシャル成長法によって形成することができる任意のＳｉ含有半導
体を含むことができる。いくつかの好ましい実施形態では、半導体材料２６はＳｉで構成
される。別の好ましい実施形態では、半導体材料は、緩和ＳｉＧｅ合金層の上に位置する
歪Ｓｉ層である。本発明では、半導体材料２６を再成長（regrown）半導体材料と呼ぶこ
ともある。
【００３５】
　次に、半導体材料２６の上面が第１の半導体層１６の上面とほぼ面一（同一平面）にな
るように、図５に示す構造に化学機械的研磨（ＣＭＰ）または研削などの平坦化プロセス
を施す。表面誘電体層１８のそれまで保護されていた部分が、この平坦化プロセスの間に
除去されることに留意されたい。
【００３６】
　実質的に平坦な表面を準備した後で、通常は、浅いトレンチ分離（shallowtrench isol
ation）領域などの分離領域２７を形成して、第１の半導体デバイス領域２２を第２の半
導体デバイス領域２４から分離する。分離領域２７は、例えばトレンチを画定しエッチン
グするステップと、必要なら拡散バリヤでトレンチの内側を覆う（lining）ステップと、
酸化物などのトレンチ誘電体でトレンチを充填するステップとを含む、当業者には周知の
処理ステップを利用して形成される。トレンチ充填後に、この構造を平坦化することがで
き、必要なら高密度化（densification）プロセス・ステップを行ってトレンチ誘電体を
高密度化することもできる。
【００３７】
　こうして得られた、分離領域２７を含むほぼ平坦な構造の一例を、図６に示す。図示の
ように、図６の構造は、第１の結晶方位を有する露出した第１の半導体層１６と、第２の
半導体層１２と同じ結晶方位を有する露出していない再成長半導体材料２６とを含む。
【００３８】
　図７は、第１の半導体層１６の一部の上に第１の半導体デバイス３０を形成し、再成長
半導体材料２６の上に第２の半導体デバイス３２を形成した後で形成される集積構造を示
す図である。各デバイス領域に存在する半導体デバイスは１つずつしか示していないが、
本発明では、それぞれのデバイス領域に各タイプのデバイスを複数形成することも考えら
れる。本発明によれば、第１の半導体デバイスが第２の半導体デバイスと異なること、お
よび高性能デバイスとなる結晶方位でそれぞれのデバイスが作製されることを条件として
、第１の半導体デバイスをＰＦＥＴまたはＮＦＥＴにし、第２の半導体デバイスをＮＦＥ
ＴまたはＰＦＥＴにすることができる。ＰＦＥＴおよびＮＦＥＴは、当業者には周知の標
準的なＣＭＯＳ処理ステップを利用して形成される。各ＦＥＴは、ゲート誘電体、ゲート
導体、ゲート導体の上に配置される任意選択のハード・マスク、少なくともゲート導体の
側壁に位置するスペーサ、およびソース／ドレイン拡散領域を含む。拡散領域は、図７で
は参照番号３４で示してある。ＰＦＥＴは（１１０）または（１１１）方位を有する半導
体材料の上に形成され、ＮＦＥＴは（１００）または（１１１）方位を有する半導体表面
の上に形成されることに留意されたい。
【００３９】
　上記説明および図２乃至図７は、異なる２つの結晶方位を有する接合基板の提供、マス
キング、エッチング、再成長、平坦化およびデバイス形成を含む、本発明の基本概念を説
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明するものである。図１２乃至図２１を参照して行う以下の説明では、（１００）結晶面
に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位置する、（１１０）結晶面に
形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形成する際に使用される処理
ステップを例示する。
【００４０】
　図１２は、本発明のこの実施形態で使用することができる接合基板１０を示す図である
。接合基板１０は、表面誘電体層１８、第１の半導体層１６、絶縁層１４、および第２の
半導体層１２を含む。必要なら、第３の半導体層を、第２の半導体層１２の下に配置する
こともできる。そのような実施形態では、新たに絶縁層を設けて、第２の半導体層を第３
の半導体層から分離する。
【００４１】
　図１３は、表面誘電体層１８の上に窒化物マスク２０を形成した後の構造を示している
。窒化物マスク２０は、ＣＶＤなど、従来の堆積プロセスを利用して形成される。
【００４２】
　窒化物マスク２０を形成した後で、パターン形成したフォトレジスト・マスクを使用し
てエッチングを行ってマスクにパターン形成し、次いで、もう一度エッチング・プロセス
を行ってこのパターンを窒化物マスクから構造に転写する。このエッチングは、第２の半
導体層１２の上側表面層に達するまで行う。この２回目のエッチング・プロセスのエッチ
ングでは、表面誘電体層１８、第１の半導体層１６および絶縁層１４の一部を除去する。
接合基板１０にパターンを転写する際には、１回または複数回のエッチング・プロセスを
行う。こうして得られたパターン転写後の構造を、図１４に示す。
【００４３】
　次に、図１５に示すように、露出した側壁にスペーサ２５を形成する。スペーサ２５は
、例えば酸化物などの絶縁材料で構成される。保護された第１のデバイス領域の側壁に配
置されたスペーサ２５は、堆積およびエッチングによって形成される。
【００４４】
　スペーサ２５を形成した後で、第２の半導体層１２の露出表面上に半導体材料２６を形
成して、例えば図１６に示す構造を形成する。次いで、図１６に示す構造を平坦化して、
図１７に示すほぼ平坦な構造を形成する。平坦化ステップでは、それまでにエッチングで
除去されなかった窒化物マスク２０および表面誘電体層１８を除去して、第１の半導体層
１６が露出し、かつ再成長半導体材料２６が露出した構造を形成することに留意されたい
。露出した第１の半導体層１６は、ＮＦＥＴなど第１の半導体デバイスを形成するための
領域であり、半導体材料２６の露出表面は、ＰＦＥＴなどの第２の半導体デバイスを形成
するための領域である。
【００４５】
　次に、図１８に示すように、図１７に示すほぼ平坦な構造の上に、パッド酸化物５１お
よびパッド窒化物５２を含む材料スタック５０を形成する。材料スタック５０のパッド酸
化物５１は、熱酸化プロセスまたは堆積によって形成され、パッド窒化物５２は、熱窒化
プロセスまたは堆積によって形成される。パッド窒化物５２は、通常は、その下にあるパ
ッド酸化物５１より厚い。
【００４６】
　材料スタック５０は、分離領域２７用のトレンチ開口の画定に使用される。図１９は、
図１８に示す構造にトレンチ開口２９を形成した後の構造を示す図である。トレンチ開口
２９は、リソグラフィおよびエッチングによって形成される。
【００４７】
　トレンチ開口２９を画定した後で、トレンチ開口２９を、酸化物などのトレンチ誘電体
で充填し、第１の半導体層１６および再成長半導体材料２６に合わせて平坦化する。図２
０は、トレンチ充填および平坦化を行った後の構造を示す図である。図２０に示す構造は
、３つのデバイス領域を含む。そのうちの２つを、第１の半導体デバイス３０を形成する
ための第１のデバイス領域２２と呼び、３つ目の領域を、第２の半導体デバイス３２を形



(9) JP 4243671 B2 2009.3.25

10

20

30

40

50

成するための第２のデバイス領域２４と呼ぶ。
【００４８】
　図２１は、第１の半導体デバイス３０を第１の半導体層１６の一部分の上に形成し、第
２の半導体デバイス３２を再成長半導体材料２６の上に形成した後の集積構造を示す図で
ある。各デバイス領域に存在する半導体デバイスは１つずつしか示していないが、本発明
では、それぞれのデバイス領域に各タイプのデバイスを複数形成することも考えられる。
本発明によれば、第１の半導体デバイスをＰＦＥＴ（またはＮＦＥＴ）とし、第２の半導
体デバイスをＮＦＥＴ（またはＰＦＥＴ）とすることができる。ＰＦＥＴおよびＮＦＥＴ
は、当業者には周知の標準的なＣＭＯＳ処理ステップを用いて形成する。各ＦＥＴは、ゲ
ート誘電体、ゲート導体、ゲート導体の上に配置される任意選択のハード・マスク、少な
くともゲート導体の側壁に配置されるスペーサ、およびソース／ドレイン拡散領域を含む
。ＰＦＥＴは（１１０）または（１１１）方位を有する表面の上に形成され、ＮＦＥＴは
（１００）または（１１１）方位を有する表面の上に形成されることに留意されたい。図
２１に示す構造では、ＮＦＥＴはＳＯＩ類似のデバイスであり、ＰＦＥＴはバルク状の半
導体デバイスである。第２の半導体層１２の下に第３の半導体層が存在する場合には、３
つのデバイスが全てＳＯＩ類似のデバイスとなる。
【００４９】
　図２２乃至図２８は、（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、それらのＮＦ
ＥＴの間に位置する、（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導
体デバイスを形成する際に使用される代替の処理方法を示す図である。この代替方法では
、最初に、図２２に示す接合基板を形成する。接合基板１０は、少なくとも、表面誘電体
層１８、第１の半導体層１６、絶縁層１４および第２の半導体層１２を含む。必要なら、
第２の半導体層の下に第３の半導体層を配置することもできる。
【００５０】
　次に、接合基板１０上に窒化物マスク２０を形成して、図２３に示す構造を形成する。
接合基板１０上に窒化物マスク２０を形成した後で、窒化物マスク２０と表面誘電体１８
とを合わせてエッチング・マスクとして利用して、分離領域２７を形成する。分離領域２
７は、窒化物マスク２０の表面にフォトレジストを塗布し、フォトレジストをパターン形
成し、このパターンをフォトレジストから窒化物マスク２０に転写し、次に表面誘電体層
１８に転写することによって、第１の半導体層１６が露出する。次いで、露出した第１の
半導体層１６を、絶縁層１４の上面に達するまでエッチングする。次いで、このエッチン
グ・ステップで形成されたトレンチをトレンチ誘電体で充填し、窒化物マスク２０の上面
に合わせて平坦化する。図２４は、トレンチ充填および平坦化を行った後の構造を示す図
である。特に、分離領域２７を図２４に示す。
【００５１】
　次いで、分離領域と分離領域の間の材料を除去して、図２５に示す構造を形成する。詳
細には、分離領域と分離領域の間の材料の除去は、この構造の第１の半導体デバイスを形
成するための部分を保護するブロック・マスクを形成し、窒化物マスク２０、表面誘電体
層１８および第１の半導体層１６の保護されていない部分を、絶縁層１４に達するまでエ
ッチングすることによって行う。
【００５２】
　次いで、酸化物などの絶縁材料を選択的に除去するエッチング・ステップを利用して絶
縁層１４の露出部分を除去し、例えば図２６に示す構造を形成する。このエッチング・ス
テップでは、分離領域２７の高さも低くなることに留意されたい。このエッチング・ステ
ップは、第２の半導体層１２の上面に達したところで停止する。次いで、残りの窒化物マ
スク２０をこの構造から剥離し、第２の半導体材料１２の露出した表面上に半導体材料２
６を再成長させて、例えば図２７に示す構造を形成する。この特定の実施形態では、再成
長半導体材料２６は、上側歪Ｓｉ層３１を含む。
【００５３】
　次いで、図２７に示す構造から酸化物を剥離し、第１の半導体層１６の露出部分の上に
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歪Ｓｉ３１を形成する。歪Ｓｉ層を形成した後で、ＣＭＯＳデバイス３０および３２を、
それぞれ高性能デバイスを与える結晶方位で形成する。こうして得られた歪Ｓｉ層の上に
形成されたＮＦＥＴおよびＰＦＥＴを含む構造の一例を、図２８に示す。
【００５４】
　図２９乃至図３３は、選択的な浮遊基板および非浮遊基板を備えた集積回路構造を形成
する方法を提供するさらに別の実施形態を示す図である。図２９に示すように、この方法
では、最初に、上述の方法および材料のいずれかを使用して、第１の基板６０の構造上に
絶縁層６２を形成し、第２の基板６４の構造を絶縁層６２に接合して、積層構造６５を形
成する。上述のように、第１の基板６０は第１の結晶方位を有することができ、第２の基
板６４は第２の結晶方位を有することができ、上述した基板のいずれかを含むことができ
る。本発明では、接合プロセスの前または後に、第２の基板６４の上に保護キャップ６６
（例えば窒化物エッチング・ストップ層など）を形成することができる。
【００５５】
　次に、図３０に示すように、本発明では、絶縁層６２まで下向きに延びる第１の開口６
８を積層構造６５内に形成し、第１の開口６８を貫通して、絶縁層６２内に第２の開口７
０を形成する。第１の開口６８は、保護キャップ６６および第２の基板６４を貫通して形
成する。第２の開口７０は、第１の開口６８より小さい。第１の開口６８を形成した後で
、本発明では、第１の開口６８によって露出した第２の基板６４の側壁に沿って、分離材
料７４（例えば酸化物など）を形成する。
【００５６】
　図３１に示すように、本発明では、第２の開口７０を通して追加の材料７２をエピタキ
シャル成長させ（第１の基板６０をシード材料として用いる）、少なくとも第１の開口６
８を充填する。第１の開口６８および第２の開口７０を通して成長させたこの追加の材料
７２は、第１の基板６０から（これをシード材料として用いて）成長させた（例えばエピ
タキシャル・シリコン成長）ものであるので、第１の基板６０と同じ結晶方位を有する。
この構造を、図３２に示すように平坦化して、積層構造６５の上部に、第１のタイプの結
晶方位を有する第１の部分７２および第２のタイプの結晶方位を有する第２の部分６４を
有する基板表面７５を形成する。
【００５７】
　次に、図３３に示すように、本発明では、（例えば周知のパターン形成プロセスおよび
絶縁層堆積／成長プロセスを用いて）第１の部分７２および第２の部分６４に浅いトレン
チ分離（ＳＴＩ）構造を形成し、第１の部分７２および第２の部分６４をさらに細分割す
る。第２の開口７０は、各浅いトレンチ分離構造７６の間の距離よりも小さいので、第２
の開口７０のそれぞれが、隣接する２つの浅いトレンチ分離構造の間に位置するようにな
っている。
【００５８】
　基板の第１の部分７２のうち、絶縁層６２の第２の開口７０の上に形成された部分は非
浮遊基板部分７２として残り、残りの第１の部分７２は浮遊部分８２となる（ＳＴＩ構造
７６の絶縁する働きによってその下にある基板６０から分離される）。この基板の全ての
第２の部分６４は、浮遊基板部分として残る。
【００５９】
　したがって、これらのＳＯＩ構造７６は、その下にある基板６０から電気的に分離され
た（その上で浮遊する）シリコン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ）構造を含む「浮遊」
構造８２を形成し、その下にある基板６０から分離されない（その上で浮遊していない）
バイアス基板構造またはバルク基板構造を含むいくつかの「非浮遊」構造７２を形成する
。したがって、非浮遊基板部分７２は、基板６０（および基板６０の下の層）によってバ
イアスされる。浮遊基板部分６４、８２の下の絶縁層６２は、これらの領域を基板６０か
ら電気的に分離している。浅いトレンチ分離（ＳＴＩ）領域は、非浮遊基板部分７２と浮
遊基板部分６４、８２との間に存在する。
【００６０】



(11) JP 4243671 B2 2009.3.25

10

20

30

40

50

　本発明では、基板の第１の部分７２の上に第１のタイプのトランジスタ８０（例えばＮ
ＦＥＴ）を形成し、基板の第２の部分６４の上に第２のタイプのトランジスタ７８（ＰＦ
ＥＴ）を形成する。したがって、この集積回路構造は、少なくとも２つのタイプの結晶方
位を有する基板表面７５を有する。第１のタイプのトランジスタ（例えばＮＦＥＴ（また
はＰＦＥＴ））８０は、基板の第１の部分７２、８２（第１のタイプの結晶方位、例えば
１１１を有する）の上に形成され、第２のタイプのトランジスタ（例えばＰＦＥＴ（また
はＮＦＥＴ））７８は、第２のタイプの結晶方位（例えば１１０や１００など）を有する
基板の第２の部分６４の上に形成される。これらのトランジスタとしては、水平相補型金
属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）トランジスタまたはフィン型電界効果トランジスタ（Ｆｉｎ
ＦＥＴ）などがある。
【００６１】
　ＦｉｎＦＥＴトランジスタを備えた構造を形成するときには、異なる結晶方位を有する
材料を使用するのではなく、同じ材料の基板を使用して、接合プロセス中に一方の基板を
他方の基板に対して４５°回転させて異なる結晶方位をもたらすことができる。例えば、
図３４に示すように、ＦｉｎＦＥＴを形成するときには、結晶方位の異なる様々な基板を
利用する図２、図８、図１２、図２２および図２９に示す構造から開始するのではなく、
本発明では、結晶方位が同じタイプである（例えば両方とも１１０または１１１である）
同じ材料の基板７１２および７１６を有するが、一方の基板７１２の結晶構造が他方の基
板７１６の結晶構造に対して角度をなしている（４５°回転している）構造７００を利用
することができる。ＦｉｎＦＥＴを基板上に形成するときには、この構造を、図２から図
３３に示したのと全く同じ処理技術に適用することができる。本発明のこの態様の１つの
利点は、全てのフィンを互いに平行に形成し、その上全てのフィンの結晶方位を異なる向
きにすることができることである。
【００６２】
　本発明のこの実施形態の、前述の実施形態に比べて独特な点は、小さな第２の開口があ
ることにより、非浮遊基板部分７２の下にある絶縁層が、実際には不完全な絶縁体である
ということである。この実施形態のもう１つの独特な点は、この基板の第１の部分７２の
いくつかの部分が非浮遊基板部分を含み、この第１の部分７２の残りの部分（および全て
の第２の部分６４）が、浮遊基板部分を含むことである。したがって、本発明によれば、
１つの結晶方位タイプの基板群内でどのトランジスタをＳＯＩトランジスタにし、どのト
ランジスタをバルク・トランジスタにするかを設計者が選択することが可能になる。
【００６３】
　集積回路構造を形成する別の方法を図３５から図４２に示す。この実施形態は、異なる
結晶方位を有するＦｉｎＦＥＴトランジスタの形成に関する。図３５に示すように、この
実施形態では、最初に、第１の結晶方位を有する第１の基板構造８０２に第１の絶縁層８
０４を形成する。次に、本発明では、第２の結晶方位を有する第２の基板構造８０６を第
１の絶縁層８０４に接合して、図３５に示す積層構造を形成する。このプロセス中の任意
の時点でさらに別の絶縁層８００を形成することができる。
【００６４】
　第１の基板構造８０２および第２の基板構造８０６は、同じタイプの結晶方位を有する
ことができるが、第１の基板構造８０２の結晶構造は第２の基板構造８０６の結晶構造に
対して（例えば４５°）回転している。あるいは、第１の基板構造８０２および第２の基
板構造８０６を、異なるタイプの結晶方位を有するように形成することもできる。
【００６５】
　次に、本発明では、積層構造の上でマスク８０８をパターン形成し、第１の基板構造８
０２および絶縁層８０４に開口８１０を形成して、第２の基板構造８０６の一部分を露出
させる（図３６参照）。その後、本発明では、開口８１０内の第１の基板構造８０２の露
出した側壁部分を保護する。方向性エッチング・プロセスを用いて絶縁層８１２の水平部
分を除去し、絶縁層８１２の垂直部分のみが適所に残って、その後の処理中に第１の基板
構造８０２の側壁部分を保護するようにする。
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【００６６】
　図３７に示すように、本発明では、次いで、第２の基板構造８０６の露出部分の上に直
接シリコン・ゲルマニウム層８１６を形成する。次いで、本発明では、シリコン・ゲルマ
ニウム層８１６の上に開口８１０を通してシリコン材料８１４を成長（例えばエピタキシ
ャル成長）させて開口８１０を充填し、図３７に示す構造を形成する。シリコン材料８１
４は、そのシード材料である材料８０６と同じ結晶方位を有することになる。ゲルマニウ
ム濃度が十分に低く（例えば１０～１５％）、厚さが薄く保たれている（例えば＜１μｍ
）場合には、格子構造が維持され、歪み状態となる。Ｇｅの濃度が高くなる、または厚さ
が厚くなると、格子欠陥が生じることになる。
【００６７】
　図３８で、積層構造を平坦化して絶縁層８００を除去し、水平な表面にする。より詳細
には、平坦化後、積層構造の上部の表面は、第１の結晶方位を有する第１の部分８０２と
、第２の結晶方位を有する第２の部分８１４とを有する。
【００６８】
　図３８に示す構造の上にマスク８１８を形成し、第１の部分８０２および第２の部分８
１４をパターン形成して、図３９に示すように第１のタイプのフィン８０２および第２の
タイプのフィン８１４を形成する。第１のタイプのフィン８０２は、第１の結晶方位を有
し、絶縁層８０４によって第２の基板８０６から絶縁されている。第２のタイプのフィン
８１４は、第２の結晶方位を有し、シリコン・ゲルマニウム層８１６の上に配置されてい
る。
【００６９】
　第２のタイプのフィン８１４を第２の基板８０６から絶縁するために、本発明では、シ
リコン・ゲルマニウム層を絶縁層に変化させる。これは、図４０に示すように、単純にシ
リコン・ゲルマニウム層８１６を酸化して酸化物層８２２にすることにより行うことがで
きる。ＳｉＧｅ層は、厚くすることもあり、必ずしも全体を酸化するとは限らない。要は
、フィンを基板から分離するために、フィンの下のＳｉＧｅを酸化すればよい。その下が
シリコンである一部のＳｉＧｅは、酸化されないまま残っていてもよい。
【００７０】
　シリコン・ゲルマニウム層８１６の酸化は、シリコン・フィン８０２および８１４より
はるかに速く進行することになる。したがって、このシリコン・ゲルマニウム層８１６を
酸化する酸化プロセスでは、フィン８０２および８１４は完全には酸化せず、フィン８０
２および８１４の外側に酸化物８２０が生成されることになる。必要なら、この酸化物８
２０をＦｉｎＦＥＴトランジスタのゲート酸化物として使用することもできる。あるいは
、図４１および図４２に示すように、シリコン・ゲルマニウム層８１６を除去して、酸化
物で置き換えることもできる。より詳細には、図４１に示すように、選択的エッチング・
プロセスを使用して、シリコン・フィン８０２および８１４にはほとんど影響を及ぼさず
に、シリコン・ゲルマニウム層８１６を除去することができる。この場合、第２のタイプ
のフィン８１４の下に隙間８２４が形成される。第２のタイプのフィン８１４は開口の３
次元の側壁（図３５から図４２の概略断面図には図示せず）に接続されているので、この
プロセスでは第２のタイプのフィン８１４が除去されないことに留意されたい。その後、
図４２に示すように、本発明では、露出したシリコンの上に酸化物８２６を形成し、これ
が第２のタイプのフィン８１４と第２のタイプの基板８０６の間の絶縁層となる。この場
合も、絶縁層８２６は、後続の処理中にゲート酸化物として使用することができる。
【００７１】
　次いで、フィンの端部にドーピングを行ってソース領域およびドレイン領域を形成し、
これらのフィンの中央部分の上にゲート導体を形成する。ＦｉｎＦＥＴ技術の当業者には
周知のように、この構造の上に様々な絶縁層を形成し、この絶縁層はソース、ドレイン、
ゲート導体などに接触する。したがって、このプロセスでは、結晶方位の異なる複数のフ
ィンを有し、それらのフィンがその下の基板から絶縁されたＦｉｎＦＥＴトランジスタも
同時に形成される。
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【００７２】
　好ましい実施形態に関連して本発明について説明したが、添付の特許請求の範囲の趣旨
および範囲内で様々な修正を加えて本発明を実施することができることを、当業者なら理
解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】Ｓｉ基板のＶｇｓ＝１Ｖにおけるμｅｆｆを結晶方位に対してプロットした図で
ある。
【図２】接合基板の結晶方位の異なる面上に集積ＣＭＯＳデバイスを形成する際に本発明
で用いる基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図３】接合基板の結晶方位の異なる面上に集積ＣＭＯＳデバイスを形成する際に本発明
で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図４】接合基板の結晶方位の異なる面上に集積ＣＭＯＳデバイスを形成する際に本発明
で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図５】接合基板の結晶方位の異なる面上に集積ＣＭＯＳデバイスを形成する際に本発明
で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図６】接合基板の結晶方位の異なる面上に集積ＣＭＯＳデバイスを形成する際に本発明
で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図７】接合基板の結晶方位の異なる面上に集積ＣＭＯＳデバイスを形成する際に本発明
で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図８】互いに接合することができる、図２から図７で説明した方法で使用することがで
きる様々なウェハを示す断面図である。
【図９】互いに接合することができる、図２から図７で説明した方法で使用することがで
きる様々なウェハを示す断面図である。
【図１０】互いに接合することができる、図２から図７で説明した方法で使用することが
できる様々なウェハを示す断面図である。
【図１１】互いに接合することができる、図２から図７で説明した方法で使用することが
できる様々なウェハを示す断面図である。
【図１２】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図１３】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図１４】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図１５】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図１６】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図１７】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図１８】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図１９】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
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置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２０】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２１】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に本発明で用いる上記基本的な処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２２】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に使用する代替の処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２３】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に使用する上記代替の処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２４】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に使用する上記代替の処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２５】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に使用する上記代替の処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２６】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に使用する上記代替の処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２７】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に使用する上記代替の処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２８】（１００）結晶面に形成された２つのＮＦＥＴと、これらのＮＦＥＴの間に位
置する（１１０）結晶面に形成された１つのＰＦＥＴとを含む高性能半導体デバイスを形
成する際に使用する上記代替の処理方法の１ステップを示す断面図である。
【図２９】選択的な浮遊基板および非浮遊基板を備えた集積回路構造を形成する方法を実
現する代替の実施形態を説明する断面図である。
【図３０】選択的な浮遊基板および非浮遊基板を備えた集積回路構造を形成する方法を実
現する上記代替の実施形態を説明する断面図である。
【図３１】選択的な浮遊基板および非浮遊基板を備えた集積回路構造を形成する方法を実
現する上記代替の実施形態を説明する断面図である。
【図３２】選択的な浮遊基板および非浮遊基板を備えた集積回路構造を形成する方法を実
現する上記代替の実施形態を説明する断面図である。
【図３３】選択的な浮遊基板および非浮遊基板を備えた集積回路構造を形成する方法を実
現する上記代替の実施形態を説明する断面図である。
【図３４】互いに回転させた複数の基板を使用する代替の実施形態を示す断面図である。
【図３５】ＦｉｎＦＥＴを形成する方法を実現する代替の実施形態を示す断面図である。
【図３６】ＦｉｎＦＥＴを形成する方法を実現する上記代替の実施形態を示す断面図であ
る。
【図３７】ＦｉｎＦＥＴを形成する方法を実現する上記代替の実施形態を示す断面図であ
る。
【図３８】ＦｉｎＦＥＴを形成する方法を実現する上記代替の実施形態を示す断面図であ
る。
【図３９】ＦｉｎＦＥＴを形成する方法を実現する上記代替の実施形態を示す断面図であ
る。
【図４０】ＦｉｎＦＥＴを形成する方法を実現する上記代替の実施形態を示す断面図であ
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る。
【図４１】ＦｉｎＦＥＴを形成する方法を実現する上記代替の実施形態を示す断面図であ
る。
【図４２】ＦｉｎＦＥＴを形成する方法を実現する上記代替の実施形態を示す断面図であ
る。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　接合基板
　１２　第２の半導体層
　１４　絶縁層
　１６　第１の半導体層
　１８　表面誘電体層
　２０　マスク
　２２　第１のデバイス領域
　２４　第２のデバイス領域
　２５　スペーサ（ライナ）
　２６　半導体材料
　２７　分離領域
　２９　トレンチ開口
　３０　第１の半導体デバイス
　３１　歪Ｓｉ層
　３２　第２の半導体デバイス
　３４　ソース／ドレイン拡散領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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