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(57)【要約】
【課題】 非対称的なソース及びドレイン領域を有する
構造を提供する。
【解決手段】　本発明の方法は、少なくとも１つの半導
体チャネル領域を有する基板と、半導体チャネル領域を
覆うように基板の上面に設けられたゲート誘電体層と、
ゲート誘電体層上のゲート導電体とを有する構造を形成
する。非対称的な側壁スペーサがゲート導電体の側壁に
配置され、そして非対称的なソース及びドレイン領域が
半導体チャネル領域に隣接して基板内に配置される。ソ
ース及びドレイン領域の一方は、他方よりもゲート導電
体の中心に近づけられる。ソース及びドレイン領域は、
半導体チャネル領域に物理的な応力を与える材料で構成
される。
【選択図】　図７



(2) JP 2011-54972 A 2011.3.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの半導体チャネル領域及び上面を有する基板と、
　前記半導体チャネル領域を覆うように前記基板の上面に設けられたゲート誘電体層と、
前記ゲート誘電体上に設けられ、側壁を有するゲート導電体と、
前記ゲート導電体の前記側壁上に設けられた非対称的な側壁スペーサと、
前記半導体チャネル領域に隣接するように前記基板内に設けられた非対称的なソース及び
ドレイン領域であって、前記ソース及びドレイン領域の一方の領域は、前記ソース及びド
レイン領域の他方の領域よりも前記ゲート導電体の中心に近くされており、前記ソース及
びドレイン領域は前記半導体チャネル領域に物理的応力を誘起する材料で構成されている
前記ソース及びドレイン領域とを備える構造。
【請求項２】
　前記ソース及びドレイン領域は、前記半導体チャネル領域内の非対称的なトレンチ内に
配置されている、請求項１に記載の構造。
【請求項３】
　前記ソース及びドレイン領域の寸法は互いに異なる、請求項１に記載の構造。
【請求項４】
　前記ソース及びドレイン領域は、炭化ケイ素及びシリコンゲルマニウムからなる群から
選択される材料で構成されている、請求項１に記載の構造。
【請求項５】
　前記ソース及びドレイン領域は、前記半導体チャネル領域に圧縮力及び引っ張り力の一
方を誘起させる材料で構成されている、請求項１に記載の構造。
【請求項６】
少なくとも１つの半導体チャネル領域及び上面を有する基板と、
　前記半導体チャネル領域を覆うように慚愧基板の上面に設けられたゲート誘電体層と、
前記ゲート誘電体上に設けられたゲート導電体と、
前記半導体チャネル領域に隣接するように前記基板内に設けられた非対称的なソース及び
ドレイン領域であって、前記ソース及びドレイン領域の一方の領域は、前記ソース及びド
レイン領域の他方の領域よりも前記ゲート導電体の中心に近くされており、前記ソース及
びドレイン領域は
エピタキシャル材料で構成され、前記ソース及びドレイン領域は前記半導体チャネル領域
に物理的応力を誘起する材料で構成されている前記ソース及びドレイン領域とを備える構
造。
【請求項７】
前記ソース及びドレイン領域は、前記半導体チャネル領域内の非対称的なトレンチ内に配
置されている、請求項６記載の構造。
【請求項８】
前記ソース及びドレイン領域は同じ寸法を有する、請求項６記載の構造。
【請求項９】
前記ソース及びドレイン領域は、炭化ケイ素及びシリコンゲルマニウムからなる群から選
択された材料で構成されている、請求項６記載の構造。
【請求項１０】
前記ソース及びドレイン領域は、前記半導体チャネル領域に圧縮力及び引っ張り力の一方
を誘起させる材料で構成されている、請求項６記載の構造。
【請求項１１】
　浅いトレンチ分離領域で囲まれた基板の上面の下側に少なくとも１つの半導体チャネル
領域を形成するように不純物を前記基板に導入するステップと、
　前記半導体チャネル領域を覆うように前記基板の上面にゲート誘電体層を形成するステ
ップと、
　前記ゲート誘電体層の上に側壁を有するゲート導電体を形成するステップと、
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　前記ゲート導電体の前記側壁に非対称的な側壁スペーサを形成するステップと、
　一方のトレンチが他方のトレンチよりも前記ゲート導電体の中心に近い非対称的なトレ
ンチを前記半導体チャネル領域に形成するように、前記非対称的な側壁スペーサを位置決
め用案内として使用して前記トレンチを前記半導体チャネル領域に形成するステップと、
前記非対称的なトレンチ内にソース及びドレイン領域をエピタキシャル成長させるステッ
プであって、前記ソース及びドレイン領域の一方の領域は、前記ソース及びドレイン領域
の他方の領域よりも前記ゲート導電体の中心に近くされており、前記ソース及びドレイン
領域は前記半導体チャネル領域に物理的応力を誘起する材料で構成されている、前記ステ
ップとを含む方法。
【請求項１２】
　前記トレンチを前記半導体チャネル領域に形成するステップは、互いに異なる寸法のト
レンチを形成する、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記エピタキシャル成長させるステップは、同じ寸法のソース及びドレイン領域を形成
する、請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
前記エピタキシャル成長させるステップは、前記非対称的なトレンチ内に炭化ケイ素及び
シリコンゲルマニウムからなる群から選択された材料をエピタキシャル成長させる、請求
項１１記載の方法。
【請求項１５】
　前記エピタキシャル成長させるステップは、前記半導体チャネル領域に圧縮力及び引っ
張り力の一方を誘起させる材料の前記ソース及びドレイン領域を形成する、請求項１１記
載の方法。
【請求項１６】
　　浅いトレンチ分離領域で囲まれた基板の上面の下側に少なくとも１つの半導体チャネ
ル領域を形成するように不純物を前記基板に導入するステップと、
　前記半導体チャネル領域を覆うように前記基板の上面にゲート誘電体層を形成するステ
ップと、
　前記ゲート誘電体層の上に側壁を有するゲート導電体を形成するステップと、
前記ゲート導電体の側壁に側壁スペーサを形成するステップと、
前記側壁スペーサを位置決め用案内として使用して前記半導体チャネル領域内にトレンチ
を形成するステップであって、前記トレンチは前記ゲート導電体の真下の内側トレンチ側
壁及び前記浅いトレンチ分離領域に隣接する外側トレンチ側壁を有する、前記ステップと
、
前記ゲート導電体の第１の側に近接する第１の内側トレンチ側壁に注入される材料の量と
前記第１の側と反対側にある前記ゲート導電体の第２の側に近接する第２の内側トレンチ
側壁に注入される材料の量とが異なるように、前記材料を注入する角度付け注入を行うス
テップと、
前記ゲート導電体の第１の側に近接する第１の内側トレンチ側壁に注入される材料の量と
前記第１の側と反対側にある前記ゲート導電体の第２の側に近接する第２の内側トレンチ
側壁に注入される材料の量とが異なることに基づき、前記第１の内側トレンチ側壁から材
料を除去する速度と前記第２の内側トレンチ側壁から材料を除去する速度が異なる材料除
去プロセスを行うことにより、前記トレンチの一方が他方のトレンチよりも前記ゲート導
電体の中心に近い非対称的トレンチを形成するステップと、
前記非対称的なトレンチ内にソース及びドレイン領域をエピタキシャル成長させるステッ
プであって、前記ソース及びドレイン領域の一方の領域は、前記ソース及びドレイン領域
の他方の領域よりも前記ゲート導電体の中心に近くされており、前記ソース及びドレイン
領域は前記半導体チャネル領域に物理的応力を誘起する材料で構成されている、前記ステ
ップとを含む方法。
【請求項１７】
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　前記非対称的トレンチを形成するステップは、互いに異なる寸法のトレンチを形成する
、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記エピタキシャル成長させるステップは、互いの異なる寸法を有するソース及びドレ
イン領域を形成する、請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
　前記エピタキシャル成長させるステップは、前記非対称的なトレンチ内に炭化ケイ素及
びシリコンゲルマニウムからなる群から選択された材料をエピタキシャル成長させる、請
求項１６記載の方法。
【請求項２０】
　前記エピタキシャル成長させるステップは、前記半導体チャネル領域に圧縮力及び引っ
張り力の一方を誘起させる材料の前記ソース及びドレイン領域を形成する、請求項１６記
載の方法。
【請求項２１】
　浅いトレンチ分離領域で囲まれた基板の上面の下側に少なくとも１つの半導体チャネル
領域を形成するように不純物を前記基板に導入するステップと、
　前記半導体チャネル領域を覆うように前記基板の上面にゲート誘電体層を形成するステ
ップと、
　前記ゲート誘電体層の上に側壁を有するゲート導電体を形成するステップと、
前記ゲート導電体の側壁に側壁スペーサを形成するステップと、
前記側壁スペーサを位置決め用案内として使用して前記半導体チャネル領域内にトレンチ
を形成するステップであって、前記トレンチは前記ゲート導電体の真下の内側トレンチ側
壁及び前記浅いトレンチ分離領域に隣接する外側トレンチ側壁を有する、前記ステップと
、
　前記トレンチの一方のトレンチをマスクで保護するステップと、
　前記トレンチの一方のトレンチと他方のトレンチとが非対称的トレンチとなるように、
前記一方のトレンチの側壁の材料を除去する材料除去プロセスを行うステップと、
　前記トレンチ内に、前記半導体チャネル領域に物理適応力を誘起する材料のソース及び
ドレイン領域をエピタキシャル成長させるステップとを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には集積回路構造に関し、更に具体的にいうならば、トランジスタの
ソース及びドレイン領域内に非対称的な応力附与構造を含む電界効果型トランジスタ構造
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　トランジスタを非対称的に形成することにより、集積回路トランジスタ内において多く
の利点が最近得られてきた。例えば、最近の２件の米国特許出願、即ち、早期公開番号が
２００９／００２０８３０で名称が非対称的電界効果トランジスタ構造及び方法である米
国特許出願、及び早期公開番号が２００８／０２９０４３２で名称が非対称的電界効果型
トランジスタ（ＦＥＴ）である米国特許出願（これら２件を参照のために組み入れる）は
、設計においてトランジスタを非対称にすることの多くの利点を開示している。例えば、
非対称トランジスタとすることにより、ソース領域内の直列抵抗及びゲート－ドレイン・
キャパシタンスの両方が、最適なパフォーマンスを達成するように（即ち、最小の回路遅
延で且つ改善された駆動電流を与えるように）減少される。特に、ソース及びドレイン領
域の異なる高さまたはソース領域とゲート領域の間の距離及びドレイン領域とゲート領域
の間の距離あるいはその両方は、ソース領域の直列抵抗を最小にするように（即ち、直列
抵抗が予定の抵抗値よりも小さくなることを確実にするように）そして同時にゲート－ド
レイン・キャパシタンスを最小にするように（即ち、ゲート－ドレイン・キャパシタンス
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が予定のキャパシタンス値よりも小さくなることを確実にするように）修正され得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国公開公報第２００９／００２０８３０号
【特許文献２】米国公開公報第２００８／０２９０４３２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は非対称的電界効果トランジスタの追加の利点を実現する従来と異なる方法及び構
造を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の１つの方法の実施例は、浅いトレンチ分離領域により囲まれた基板の上面の下側
に少なくとも１つの半導体チャネル領域（即ち、一部が半導体チャネルとなる不純物導入
領域）を形成するために基板内に不純物を導入する。本発明の方法は、半導体チャネル領
域を覆うように基板の上面上にゲート誘電体層を形成し、そして半導体チャネル領域の上
のゲート誘電体層上にゲート導電体を形成する。ゲート誘電体層は側壁を有する。
【０００６】
本発明に従う方法は、ゲート導電体の側壁上に非対称的な側壁スペーサを形成する。非対
称的な側壁スペーサを形成する１つの方法は、通常の側壁スペーサを形成し、そしてゲー
ト導電体の第１の側壁上の第１の側壁スペーサに注入される材料の量と、ゲート導電体の
第２の側壁上の第２の側壁スペーサに注入される材料の量とが異なるように、側壁スペー
サに対して角度付けされた注入を行う。次いで、本方法は、側壁スペーサをエッチングす
る。第２側壁スペーサ内の注入材料の量と第１側壁スペーサ内の注入材料の量とが異なる
ことにより、第１側壁スペーサは、第２側壁スペーサと異なる速度でエッチングされ、こ
れらの第１及び第２の側壁スペーサを非対称的な側壁スペーサにする。
【０００７】
上記の説明は特定な実施例について説明しているが、当業者ならば、非対称的な側壁スペ
ーサを形成する任意の方法を使用できることを理解されたい。以下に説明するのは、早い
エッチング速度でエッチングされる側壁を一方の側に形成する方法であり、そして一方の
側にある材料を硬化してエッチング速度を遅くし、これは事後のエッチングにおいてスペ
ーサのエッチング速度を異なるものにする方法である。一方の側を硬化することは、例え
ば一方の側をＵＶ（紫外線）に曝して硬化することにより又は或るドーパントを追加する
ことにより行われる。
【０００８】
本発明の方法は、非対称的な側壁スペーサを位置決めマスクとして使用して半導体チャネ
ル領域内に非対称的な（ゲート導電体に対して非対称的な）トレンチを形成する。このト
レンチの形成により、互いに異なる寸法のトレンチを形成する。このようにして形成され
たトレンチは、非対称的である。又、一方のトレンチは、他方のトレンチよりもゲート導
電体の中心に近くされる。
【０００９】
本発明の方法は、非対称的なトレンチ内にソース及びドレイン領域をエピタキシャル成長
させる。ソース及びドレイン領域のエピタキシャル成長は、互いに異なる寸法のソース及
びドレイン領域を生じる。ソース及びドレイン領域の一方の領域は、他方の領域よりもゲ
ート導電体の中心に接近して形成される。ソース及びドレイン領域は、半導体チャネル領
域に物理的な応力（例えば、圧縮力若しくは引っ張り力）をもたらす材料（例えば炭化ケ
イ素、シリコンゲルマニウム等）で構成される。ソース及びドレイン領域は、デバイスを
適切に動作させるに必要なドーピング・レベルを有する。
【００１０】
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本発明に従う方法は、少なくとも１つの半導体チャネル領域を有する基板、半導体チャネ
ル領域を覆うように基板の上面上に設けられたゲート誘電体層及びゲート誘電体層上のゲ
ート導電体を有する構造を形成する。非対称的な側壁スペーサはゲート導電体の側壁上に
配置され、そして非対称的なソース及びドレイン領域は半導体チャネル領域に隣接するよ
うに基板内に配置される。ソース及びドレイン領域は、半導体チャネル領域に接する非対
称的なトレンチ内に配置され、そして互いに異なる寸法を有する。ソース及びドレイン領
域の一方の領域は、他方の領域よりもゲート導電体の中心に近くされる。
【００１１】
ソース及びドレイン領域は、半導体チャネル領域に応力（例えば、圧縮力若しくは引っ張
り力）を与える材料（例えば、炭化ケイ素、シリコンゲルマニウム等）で構成される。浅
いトレンチ分離領域は非対称的なソース及びドレイン領域に隣接して配置される。本発明
に従う方法は、ソース及びドレイン領域に非対称的なドーピングを生成することに注目さ
れたい。
【００１２】
本発明の他の実施例の方法は、浅いトレンチ分離領域により囲まれた基板の上面の下側に
少なくとも１つの半導体チャネル領域を形成するように、基板に不純物を導入し、半導体
チャネル領域を覆うように基板の上面上にゲート誘電体層を形成し、そして半導体チャネ
ルの上側のゲート誘電体層上にゲート導電体を形成する。
【００１３】
しかしながら、非対称的な側壁スペーサを形成する代わりに、本発明の方法は、ゲート誘
電体層及びゲート導電体を位置決めマスクとして使用して半導体チャネル領域内にトレン
チを形成する。これらのトレンチは、浅いトレンチ分離領域に隣接する外側トレンチ側壁
を有する。本発明に従う方法は、次いで、トレンチの一方の側のＲＩＥ（反応性イオン・
エッチング）特性又はエッチング特性を変更することにより非対称的なトレンチを生じる
。１つの実施例において、ゲート導電体の第１の側にある第１の内側トレンチ側壁に注入
される材料の量と、ゲート導電体の第２の側（ゲート導電体の第１の側と反対側）にある
第２の内側トレンチ側壁に注入される材料の量とが異なるようにする角度づけられた注入
が行われる。
【００１４】
上記の説明は特定な実施例について説明しているが、当業者ならば、非対称的な側壁スペ
ーサを形成する任意の方法を使用できることを理解されたい。ここに示す本発明に従う方
法は、早いエッチング速度でエッチングされる側壁を一方の側に形成する方法、そして一
方の側の材料を硬化してエッチング速度を低くし、これは事後のエッチングで非対称トレ
ンチのエッチングを生じる方法である。一方の側を硬化することは、例えば一方の側をＵ
Ｖ（紫外線）に曝して硬化することにより又は或るドーパントを追加することにより行わ
れる。
【００１５】
本発明に従う方法は、第１の内側トレンチ側壁からの材料を除去の速度を第２の内側トレ
ンチ側壁からの材料の除去の速度と異なるように除去する材料除去プロセス（アンモニア
・エッチング等）を行う。このエッチング速度の違いは、第１の内側トレンチ側壁に注入
される材料の量が第２の内側トレンチ側壁に注される材料の量と異なるからために生じる
。一方のトレンチは他方のトレンチよりもゲート導電体の中心に近くされる。従って、２
つのトレンチは、ゲート導電体に対して非対称なトレンチとなる。
【００１６】
上述の実施例と同様に、この実施例は、非対称的トレンチ内にソース及びドレイン領域を
エピタキシャル成長させる。かくして、ソース及びドレイン領域のうちの一方の領域は他
方の領域よりもゲート導電体の中心に近くされる。再び、ソース及びドレイン領域は、半
導体チャネル領域に物理的応力（圧縮力若しくは引っ張り力）を誘起する材料（炭化ケイ
素、シリコンゲルマニウム等）で構成される。
【００１７】
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本発明の他の方法の実施例は、前述の実施例と同様に、少なくとも１つの半導体チャネル
領域を有する基板、半導体チャネルを覆うように基板の上面に設けられたゲート誘電体層
、及び半導体チャネル領域の上側の設けられたゲート誘電体層上のゲート導電体を有する
構造を形成する。しかしながらこの実施例は、上述の非対称的側壁スペーサを使用せず、
これの代わりに、半導体チャネル領域に隣接する基板内の非対称的なソース及びドレイン
領域を有する。これらのソース及びドレイン領域は半導体チャネル領域内の非対称的トレ
ンチ内に配置され、そしてこの実施例のソース及びドレイン領域は同じ寸法を有する。ソ
ース及びドレイン領域のうちの一方の領域は、他方の領域よりもゲート導電体の中心に近
く配置される。ソース及びドレイン領域は、半導体チャネル領域に物理適応力を誘起する
エピタキシャル材料で構成される。更に、浅いトレンチ分離領域が非対称的なソース及び
ドレイン領域に隣接して配置される。ソース及びドレイン領域は、電界効果型トランジス
タの型がＮＦＥＴに対応するＮ型であるかＰＦＥＴに対応するＰ型であるかにより決まる
不純物でドープされる。
【００１８】
本発明の他の方法の実施例は、浅いトレンチ分離領域により分離される基板の上面の下側
に少なくとも１つの半導体チャネル領域を形成するように基板内に不純物を導入し、半導
体チャネル領域を覆うように基板の上面にゲート誘電体層を形成し、そして半導体チャネ
ル領域の上のゲート誘電体層上にゲート導電体をパターニングにより形成する。この実施
例では、非対称的な側壁スペーサを形成するのではなく、ゲート誘電体層又はゲート導電
体の側壁スペーサを位置決めマスクとして使用して、半導体チャネル領域内にトレンチを
形成する。
【００１９】
他の実施例は、２つのトレンチの一方並びにソース及びドレイン領域の一方をフイルム又
はマスクで保護しそして保護されていない側をエッチングすることにより非対称的なトレ
ンチを形成する処理を行う。結果的な構造は、トランジスタのゲートの中心に対して非対
称であるトレンチを有する。
【００２０】
この実施例は、他の実施例と同様に、非対称的なトレンチ内にソース及びドレイン領域を
エピタキシャル成長させる。かくして、ソース及びドレイン領域の一方の領域は、他方の
領域よりもゲート導電体の中心に近くされる。この実施例においても、ソース及びドレイ
ン領域は、半導体チャネル領域に物理適応力（圧縮力若しくは引っ張り力）を誘起する材
料（炭化ケイ素、シリコンゲルマニウム等）で構成される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図２】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図３】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図４】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図５】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図６】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図７】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図８】本発明に従う方法の実施例の流れ図である。
【図９】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図１０】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図１１】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図１２】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図１３】本発明に従う方法の実施例の流れ図である。
【図１４】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図１５】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図１６】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
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【図１７】本発明に従う方法の実施例の流れ図である。
【図１８】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図１９】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図２０】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図２１】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図２２】本発明の実施例に従う集積回路構造の概略的な断面を示す図である。
【図２３】本発明に従う方法の実施例の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
本発明の特徴及び利点を図に示されている実施例を参照して以下に説明する。
【００２３】
上述のように、種々な利点は、非対称的な電界効果型トランジスタ構造を利用することに
より実現されることができる。本明細書で使用する用語「非対称」は、２つ以上の構成要
素が同じ寸法、同じ形状及び同じドーピングを有さず、または所定の点に対して互いに異
なる位置にある相対的な位置を有することあるいはその両方を有することを意味する。本
明細書は、トランジスタのゲート導電体に対して非対称的であるソース領域及びドレイン
領域を張力若しくは応力附与材料により構成する種々な実施例を開示する。これらの非対
称的なソース及びドレイン応力領域は、非対称的なトレンチ内にエピタキシャル成長され
る。これらの方法及び構造により、従来は実現できなかったチャネル領域に対して独特の
応力附与特性を有する実施例を可能とする。
【００２４】
図１乃至図８を参照すると、１つの実施例は、図８のステップ２００において、図１に示
されているように、浅いトレンチ分離領域１０４により囲まれている基板１００（例えば
シリコン又はシリコン・ベースの基板）の上面よりも下側に少なくとも１つの半導体チャ
ネル領域１０２を形成するために、基板１００内に不純物を導入または注入することから
開始する。基板は所定の目的に適合する任意の材料で構成されることができ、例えば、Ｓ
ｉ，ＳｉＣ，ＳｉＧｅ，ＳｉＧｅＣ、Ｇｅ合金、ＧａＡｓ，ＩｎＡｓ，ＴｎＰ，他のＩＩ
Ｉ－Ｖ族若しくはＩＩ－Ｖ族の化合物半導体、又は有機半導体構造等で構成されることが
できる。不純物は、任意のポジティブ型の不純物（例えば、リン（Ｐ）砒素（Ａｓ），ア
ンチモン（Ｓｂ）等のＰ型不純物），若しくは任意のネガティブ型不純物（例えば、硼素
、インジウム等のＮ型不純物）である。本明細書で説明する注入プロセスは、任意のもの
でよく、例えばイオン注入等である。注入技法を詳細に示している米国特許第６，８１５
，３１７号（参照のために組み入れる）を参照されたい。浅いトレンチ分離（ＳＴＩ）構
造はこの分野で周知であり、一般的には、基板内に開口をパターニングにより形成し、そ
して高絶縁性材料を開口内に成長させ若しくは開口内を充填することにより形成される。
【００２５】
図８のステップ２０２において、本発明に従う方法は、図２に示されているように、半導
体チャネル領域１０２を覆うように基板１００の上面にゲート誘電体層１２０を形成し、
そして半導体チャネル領域１０２の上のゲート誘電体層１２０上にゲート導電体１２２を
パターン化により形成する。ゲート導電体１２２の中央若しくは中心を点線１０６により
示す。
【００２６】
上述の誘電体（絶縁体）は、ドライ酸素雰囲気若しくは蒸気雰囲気から成長されることが
でき、そしてパターン化される。誘電体の厚さは、要求されるデバイスのパフォーマンス
に依存して変わる。これの代わりに、誘電体は、窒化シリコン、酸窒化シリコン、ＳｉＯ

２及びＳｉ３Ｎ４のゲート誘電体スタック、酸化タンタルのような金属酸化物等（これら
に限定されない）のような高誘電率（高Ｋ）材料から形成され得る。
【００２７】
図示のように、ゲート導電体１２２は側壁を有する。本明細書でいう導電体は、例えば、
適切なドーパントの存在により導電体とされている多結晶シリコン（ポリシリコン）、ア
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モルファス・シリコン、アモルファス・シリコン及びポリシリコンの組み合わせ、並びに
ポリシリコン－ゲルマニウムのような任意の導電性材料で形成されることができる。これ
の代わりに、本明細書でいう導電性材料は、例えば、タングステン、ハフニウム、タンタ
ル、モリブデン、チタン、若しくはニッケルのような１つ以上の金属又は金属シリサイド
でもよく、そして、物理蒸着、化学蒸着若しくはこの分野で周知の他の技法を使用して付
着され得る。
【００２８】
図８のステップ２０４に示されているように、本発明に従う方法は、図３において、ゲー
ト導電体１２２の両側壁に側壁スペーサ１３０及び１３２を形成する。側壁スペーサはこ
の分野でよく知られた構造であり、そして上述のような絶縁層をゲート導電体の形状に沿
って付着若しくは成長させ、そして水平面にある材料を垂直面にある材料よりも大きな速
度でエッチングする方向性（異方性）エッチング・プロセスを行うことによりゲート構造
の垂直な側壁に沿って絶縁材料を残す。この垂直な側壁に残されている材料のことを側壁
スペーサという。
【００２９】
図８のステップ２０６に示されているように、本発明に従う方法は、図４において、側壁
スペーサ１３０及び１３２に、側壁に対して角度付けられた注入１４０を行う。この注入
は、ゲート導電体１２２の第２の側壁上の第２側壁スペーサ１３０に注入される材料の量
がゲート導電体１２２の第１の側壁上の第１側壁スペーサ１３２に注入される材料の量と
異なるようにする。
【００３０】
図８のステップ２０８において、本発明に従う方法は、側壁スペーサ１３０及び１３２を
エッチングする。本明細書で述べる種々なエッチング・プロセス及び材料除去プロセスは
、窒素、アルゴン、ヘリウム及び他のガスを添加した例えばフルオロカーボン、酸素、塩
素、塩化硼素のような反応性ガスのプラズマを使用するドライ・エッチング、又はウエッ
ト・エッチング（例えば弗化アンモニウム（ＮＨ４Ｆ）及び弗化水素酸（ＨＦ）のような
緩衝された溶剤の混合液を使用する緩衝されたＨＦ即ちＢＨＦとして知られている緩衝さ
れた酸化物エッチ）である。
【００３１】
図５に示すように、第２側壁スペーサ１３２に対して第１側壁スペーサ１３０内の注入材
料の量を異なる量にすることにより、第１側壁スペーサ１３０は、第２側壁スペーサ１３
２と異なる速度でエッチングされ、側壁スペーサ１３０及び１３２の寸法を異なるものに
し、従って非対称的な側壁スペーサを形成する。非対称的な側壁スペーサを形成するため
の１つの方法が本明細書で開示されるが、当業者ならばこのような側壁スペーサを形成す
るために他の異なるプロセスを使用することができることを理解するであろう（例えば、
半導体デバイスのための非対称的なスペーサ構造を形成する方法に関する米国早期公開特
許第２００６／０１２１７１１及び２００８／０１８５６６２号（参照のために組み込む
）を参照されたい）。
【００３２】
図８のステップ２１０に示されているように、本発明に従う方法は、図６において、非対
称的な側壁スペーサ１３０及び１３２を位置規定用の案内として使用し、上述のエッチン
グ・プロセスを行うことにより、半導体チャネル領域１０２に非対称的な（ゲート導電体
に関して非対称的な）トレンチ（凹部）１６０及び１６２を形成する。このトレンチ形成
プロセスは、互いに異なる寸法のトレンチ１６０及び１６３を形成する。一方のトレンチ
１６２は、ゲート導電体１２２の中心１０６に近く、そして他方のトレンチ１６０は、ゲ
ート導電体１２２の中心１０６から遠く離れている。かくして、一方のトレンチは他方の
トレンチよりもゲート導電体１２２の中心１０６に近く位置決めされる。
【００３３】
図８のステップ２１２に示されているように、本発明に従う方法は、図７において、非対
称的なトレンチ１６０及び１６２内にソース及びドレイン領域１７０及び１７２をエピタ
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キシャル成長させる。本明細書におけるエピタキシャル成長プロセスにおいては、例えば
気相エピタキシー（ＶＰＥ）、分子線エピタキシー若しくは液相エピタキシー（ＭＢＥ若
しくはＬＰＥ）、他の任意のエピタキシャルプロセスを使用することができる。ソース及
びドレイン領域１７０及び１７２のエピタキシャル成長は、互いに異なる寸法のソース及
びドレイン領域１７０及び１７２を形成する。ソース及びドレイン領域１７０及び１７２
のうちの一方の領域１７２は、ソース及びドレイン領域１７０及び１７２のうちの他方の
領域１７０よりもゲート導電体１２２の中心１０６に近く位置決めされている。
【００３４】
ソース及びドレイン領域１７０及び１７２は、半導体チャネル領域１０２に物理的応力（
例えば、半導体チャネル領域１０２に対する圧縮力若しくは引っ張り力）を与える材料（
例えば、炭化シリコン、シリコンゲルマニウム等）から構成される。ソース及びドレイン
・ストレッサー（ストレス要因）領域の概念は、この分野で周知である。例えば、米国早
期公開特許第２００７／０１３２０３８，２００７／０１３８５７０，２００７／０２３
５８０２及び２００８／０００６８１８号（参照のために組み入れる）は、対称的なソー
ス及びドレイン・ストレッサー構造及び方法を開示している。
【００３５】
図７に示されているように、このプロセスは、少なくとも１つの半導体チャネル領域１０
２を有する基板１００と、半導体チャネル領域１０２を覆うように基板１００の上面に設
けられたゲート誘電体層１２０と、ゲート誘電体層１２０上のゲート導電体１２２とを有
する構造を形成する。非対称的な側壁スペーサ１３０及び１３２がゲート導電体１２２の
両側壁に配置され、そして、非対称的なソース及びドレイン領域１７０及び１７２が、半
導体チャネル領域１０２に隣接して基板１００内に配置される。ソース及びドレイン領域
１７０及び１７２は、半導体チャネル領域１０２内の非対称トレンチ１６０及び１６２内
に位置決めされ、そして互いに異なる寸法を有する。ソース及びドレイン領域１７０及び
１７２の一方の領域は、ソース及びドレイン領域１７０及び１７２の他方の領域よりもゲ
ート導電体の中心１０６に近くなるように位置決めされている。
【００３６】
ソース及びドレイン領域１７０及び１７２は、半導体チャネル領域１０２に物理的な応力
（例えば圧縮力若しくは引っ張り力）を与える材料（例えば、炭化シリコン、シリコンゲ
ルマニウム等）で構成される。浅いトレンチ分離領域１０４が、非対称的なソース及びド
レイン領域１７０及び１７２に隣接して配置される。最終的なトランジスタの設計仕様に
依存して、追加のスペーサ、追加のドーパントの注入（ハロー、延長部、導電性のドーピ
ング等）導電性コンタクト、シリサイド、絶縁層等が図７の構造に付け加えられることが
できる。エピタキシャル・ストレッサー（応力の要因）はその場でドープされ、又はエピ
タキシーが完了した後でドープされることができる。
【００３７】
図９乃至図１３に示すように、本発明の他の方法は、浅いトレンチ分離領域１０４により
囲まれた基板１００の上面の下側に少なくとも１つの半導体チャネル領域１０２を形成す
るように不純物を基板１００内に導入し、半導体チャネル領域１０２を覆うように基板１
００の上面にゲート誘電体層１２０を形成し、そして半導体チャネル領域１０２の上側の
ゲート誘電体層１２０上にゲート導電体１２２を形成して、前述の図２と同様の構造を形
成する。これらの処理ステップは、図１３のステップ４００及び４０２に示されている。
【００３８】
しかしながら、前述の実施例におけるように非対称的は側壁スペーサ１３０及び１３２を
形成するのではなく、この実施例は、図９に示すように、ゲート導電体１２２若しくはゲ
ート側壁スペーサを位置決めの案内として使用して半導体チャネル領域１０２内にトレン
チ３００及び３０２を形成する。これは図１３のステップ４０４に対応する。プロセスの
この時点で、トレンチ３００及び３０２は同じであり、非対称ではない。トレンチ３００
及び３０２のそれぞれは、ゲート導電体１２２の真下若しくはゲート側壁スペーサの真下
にある“内側”トレンチ側壁と、浅いトレンチ分離領域１０４に隣接する“外側”トレン
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チ側壁とを有する。
【００３９】
図１３のステップ４０６で示されているように、この実施例は、次いで、２つのトレンチ
３００及び３０２に、互いに異なるエッチング若しくはＲＩＥ特性を生成する。これは種
々な方法で生成されることができるが、これは本実施例では、ゲート導電体１２２の第１
の側にある第１の内側トレンチ側壁に注入される材料の量と、ゲート導電体１２２の第２
の側（ゲート導電体１２２の第１の側と反対側）にある第２の内側トレンチ側壁に注入さ
れる材料の量とが異なるように、少なくとも基板表面に対して角度づけられた注入３１２
（及び基板表面に対して垂直方向に注入する注入３１０）を行うことにより達成される。
注入される材料３１０及び３１２は、上述の任意の不純物材料でよい。この注入は、図１
０に示されているような注入領域３１４及び３１６を生成する。更に具体的にいうと、注
入領域３１４はトレンチ３００の底部及び外側トレンチ側壁に沿って配置されている。こ
れに対して、注入領域３１６は、トレンチ３０２の底部及び内側トレンチ側壁に沿って配
置されている。従って、トレンチ３００の内側トレンチ側壁には、注入された不純物（３
１０，３１２）のうちわずかな量だけしか注入されず、しかしながら、トレンチ３０２の
内側トレンチ側壁には、相当な量の不純物が注入されている。
【００４０】
図１３のステップ４３０に示されているように、本発明に従う方法は、図１１において、
注入領域３１４及び３１６により修正されなかったトレンチの領域から材料を除去するた
めの材料除去プロセス（例えば、アンモニア・エッチング等の上述の材料除去プロセス）
を行うことにより、トレンチの寸法を拡大する。この材料除去プロセスは、トレンチ３０
０の第１の内側トレンチ側壁の材料をトレンチ３０２の第２の内側トレンチ側壁の材料に
比べて、異なる速度（高い速度）で除去する。この異なるエッチング速度は、第１の内側
トレンチ側壁に注入される材料の量が比較的少なく、そして第２の内側トレンチ側壁に注
入される材料の量が比較的多くなるように、注入される材料の量が異なることにより生じ
る。この方法は、側壁トレンチのエッチング特性が注入により修正される１つの例であり
、側壁トレンチに非対称的なエッチング若しくはＲＩＥ特性を与えて非対称的なトレンチ
を形成する任意の方法を使用できることは当業者により理解されるであろう。特定な放射
処理、化学的硬化若しくは熱処理が同様な結果を生じる。
【００４１】
図１１に示すように、この材料除去プロセスの結果として、一方のトレンチ３００の内側
がゲート導電体１２２の中心１０６に近づくように拡張される。かくして、一方のトレン
チ３００の内側は、他方のトレンチ３０２の内側よりゲート導電体の中心１０６に近くな
る。従って、図１３のステップ４３０の材料除去プロセスの後では、トレンチ３００及び
３０２は、ゲート導電体１２２に対して非対称なトレンチとなるが、トレンチ３００及び
３０２は材料除去プロセスにより同じように除去されるので、この材料除去プロセス４３
０は同じ寸法のトレンチを形成する（トレンチ３００及び３０２は、ゲート導電体１２２
の位置に対して単に非対称であるだけである）。
【００４２】
図１３のステップ４３２に示されているように、本発明に従う方法は、図１２において、
前述の実施例と同様に、非対称トレンチ内にソース及びドレイン領域３２０及び３２２を
エピタキシャル成長させ、この結果ソース及びドレイン領域３２０及び３２２の一方の領
域３２０の内側は、他方の領域３２２よりもゲート導電体１０６の中心に近くされる。ソ
ース及びドレイン領域３２０及び３２２は、半導体チャネル領域１０２に対して物理的応
力（圧縮力若しくは引っ張り力）を加える材料（炭化シリコン、シリコンゲルマニウム等
）で構成される。
【００４３】
この方法の実施例は図１２に示されている構造を形成し、この構造は、前の実施例と同様
に、少なくとも１つの半導体チャネル領域１０２を有する基板１００と、半導体チャネル
領域１０２を覆うように基板１００の上面に設けられたゲート誘電体層１２０と、ゲート
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誘電体層１２０上のゲート導電体１２２を有する。この実施例は、前述の非対称的な側壁
スペーサ１３０及び１３２を有さないが、基板１００内に半導体チャネル領域１０２と隣
接する非対称的なソース及びドレイン領域３２０及び３２２を有する。これらのソース及
びドレイン領域３２０及び３２２は、半導体チャネル領域１０２内の非対称的なトレンチ
内に形成され、そしてこの実施例のソース及びドレイン領域３２０及び３２２は同じ寸法
を有する。ソース及びドレイン領域３２０及び３２２のうちの一方の領域３２０の内側は
、他方の領域３２２の内側よりもゲート導電体の中心１０６に近づけられている。ソース
及びドレイン領域３２０及び３２２は、半導体チャネル領域１０２に対して物理適応力を
加えるエピタキシャル材料で構成されている。更に、浅いトレンチ分離領域１０４は、非
対称的なソース及びドレイン領域３２０及び３２２に隣接して配置される。
【００４４】
図１４乃至図１７は、前述の図９に示されている構造から開始する代替的実施例を示す。
図１７のステップ４０８において、図１４に示されているように、図９の構造は、構造の
約半分の部分の上に、マスク５００（例えば一般的な有機フォトレジスト・マスク）をパ
ターニングにより形成することにより修正される。これによりトレンチの一方（３０２）
は保護され、そして他のトレンチ（３００）は露出される。図１７は、ステップ４０８，
４１０及び４１２を除いて、図１３と同じであり、そして、同じステップについては既に
説明しているのでこれらについては説明しない。図１７のステップ４１０において、図１
５に示されているように、露出されたトレンチ３００がエッチングされて他方のトレンチ
３０２に対して非対称にされる。図１７のステップ４１２において、図１６に示されてい
るように、マスク５００が除去され、そして図１７のステップ４３２において、図７及び
１２の処理と同様に、エピタキシャル・ストレッサー・ソース及びドレイン領域が成長さ
れる。
【００４５】
代替実施例においては、図２３のステップ４１４において、図１８に示されているように
、保護層（これはシリコン酸化物、シリコン窒化物若しくは他の適切な材料である）５０
２が、トレンチ内に形成され、そして図２３のステップ４１６において、マスク５００が
構造の約半分の部分に形成される。図２３のステップは、ステップ４１４乃至４２４を除
いて図１３と同じであり、そして、同じステップについては既に説明しているのでこれら
については説明しない。図２３のステップ４１８において、図１９に示すように、トレン
チの一方（３０２）から保護層が除去される。次いで、図２３のステップ４２０において
、図２０に示すように、マスク５００が除去される。図２３のステップ４２２において、
図２１に示すように、この方法は一方のトレンチ（３０２）を拡張するために材料除去プ
ロセスを行う。他方のトレンチ３００は、この材料除去プロセスにより影響を受けない。
その理由は、保護層５０２が、このトレンチ３００から材料が除去されるのを防止するか
らである。次いで、図２３のステップ４２４において、図２２に示すように、保護層５０
２が除去される。再び、図２３のステップ４３２において、図７及び図１２に示されてい
るようにエピタキシャル・ストレッサー・ソース及びドレイン領域が成長される。
【００４６】
上述のように、本発明の概念の１つは、デバイスの非対称性を埋め込み型のエピタキシャ
ルＳｉＧｅストレッサー及びエピタキシャルＳｉＣストレッサーにまで延長することであ
る。この新規な構造の特定な利点は、集積化方式に依存して変化する。任意のドーピング
・プロファイルが生成される前にストレッサーがソース及びドレイン領域内に埋め込まれ
る早期ストレッサー集積方式においては、本発明の実施例は、電流が流れる最も重要な領
域において１０％高い応力を与え、そして応力の分布がトランジスタの実際の電流の流れ
に良好に一致した。これとは逆に、ストレッサーの付着の前にハロー若しくは延長部が注
入される後期集積方式においては、増大された応力プロファイルの利点が維持され、そし
てデバイスのドレイン側の延長部用の注入又はハロー用の注入を除去することにより、非
対称的にドープされたデバイスを生成することができた。
【００４７】
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完成された集積回路チップは、製造者によりベア・ダイとしてウエハの型のままで（即ち
、複数のチップを有する単一ウエハの形で）若しくはパッケージされた形で販売されるこ
とができる。後者の場合、チップはシングル・チップ・パッケージ（例えば、リードがマ
ザーボードまたは他の高いレベルのキャリアに取り付けられているプラスチック・キャリ
ア）又はマルチ・チップ・パッケージ（例えば、片面若しくは両面に相互接続又は埋め込
み型相互接続を有するセラミック・キャリア）にマウントされる。いずれの場合にも、チ
ップは、（ａ）例えばマザーボードのような中間製品の一部として又は（ｂ）最終製品の
一部として他のチップ、個別回路素子及び他の信号処理デバイスと共に集積化される。最
終製品は、玩具及び他のローエンド製品から、ディスプレイ、キーボードまたは他の入出
力デバイス及び中央処理装置を含む高級なコンピュータ製品までに亘る用途のための集積
回路チップを含む任意の製品である。
【００４８】
上述の説明は、本発明を理解させるためになされたものであり、これに限定されない。本
発明の精神から逸脱することなく多くの修正及び変更が可能であることは当業者により理
解されるであろう。実施例は、本発明の原理を説明するために選択されたものであり、当
業者ならば、これからの種々な変更が可能であることを理解するであろう。本発明の実施
例を不必要に不明瞭にしないために、上述の説明では、周知のコンポーネント及び処理技
術の説明を省略してある。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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