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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された半導体領域の第１部分に第１ウェル構造（３２０）を形成するステ
ップと、
　前記半導体領域の第２部分に第２ウェル構造（３１０）を形成するステップと、
　前記第２ウェル構造（３１０）にマスク層（３６０）を形成するステップと、
　前記第１ウェル構造（３２０）上にチャネル層（３５０）を選択的にエピタキシャル成
長させ、これによって前記チャネル層（３５０）中のドーパント濃度が前記第１ウェル構
造（３２０）中のドーパント濃度よりも低くなるようにするステップと、
　前記チャネル層（３５０）上にゲート絶縁層（３３５）とゲート電極（３４４）とを形
成するステップと、
　前記第１ウェル構造（３２０）にドレイン領域（３４１）とソース領域（３４１）とを
、前記チャネル領域がこれらの領域の間に存在するように形成するステップと、
　前記チャネル領域にレトログレードなドーパントプロファイルを形成し、これによって
前記チャネル層の伝導度が前記第１ウェル構造（３２０）の伝導度と同じ伝導型となるよ
うにするように、前記ドーパント濃度が前記ゲート絶縁層（３３５）から前記第１ウェル
構造（３２０）に向かって増加するように前記チャネル層（３５０）中の前記ドーパント
濃度を調整するステップと、を含み、
　前記マスク層（３６０）は、前記チャネル層（３５０）の前記第２ウェル構造（３１０
）上への成長を阻止する、
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　電界効果トランジスタのチャネル領域にレトログレードなドーパント分布を選択的に形
成する方法。
【請求項２】
　前記チャネル層（３５０）を成長させる前に拡散バリア層（３５１）をエピタキシャル
成長させるステップをさらに有し、
　前記第一ウェル構造（３２０）内に存在するドーパントが前記拡散バリア層（３５１）
を通じて拡散することが低減される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ウェル構造（３１０）、（３２０）を形成するステップは、
　基板（３０１）にドーパントイオンを注入するステップと、
　前記ドーパントの原子を活性化させると共に格子損傷を回復させるように、前記基板（
３０１）を熱処理するステップと、を含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記チャネル層（３５０）の膜厚および注入パラメータのうちの少なくとも１つを制御
して、前記チャネル層（３５０）における前記レトログレードなドーパント分布を制御す
るステップをさらに含む、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記ウェル構造（３１０）、（３２０）にドーパントを導入するための注入パラメータ
、前記チャネル層（３５０）の膜厚および前記拡散バリア層（３５１）の膜厚のうちの少
なくとも１つを制御するステップをさらに含む、請求項２記載の方法。
【請求項６】
　前記ゲート絶縁層（３３５）を形成する前に、前記チャネル層（３５０）にイオンを注
入して前記電界効果トランジスタのしきい値電圧を調整するステップをさらに含む、請求
項１記載の方法。
【請求項７】
　前記拡散バリア層（３５１）をエピタキシャル成長させるステップは、
　前記拡散バリア層（３５１）の拡散防止特性を調整するために、前記拡散バリア層（３
５１）の材料組成を制御するステップと、
　前記拡散バリア層（３５１）の膜厚を制御するステップと、を含む、請求項２記載の方
法。
【請求項８】
　前記チャネル層（３５０）のエピタキシャル成長中に、前記チャネル層（３５０）のド
ーパント濃度が制御される、請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記チャネル層（３５０）を成長させる前に拡散バリア層（３５１）を選択的にエピタ
キシャル成長させるステップをさらに含む、
　請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１ウェル構造（３２０）を形成させる際の注入パラメータおよび前記チャネル層
（３５０）の膜厚のうちの少なくとも１つを制御することによって、前記レトログレード
なドーパント分布を制御するステップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１ウェル構造（３２０）を形成させる際の注入パラメータ、前記チャネル層（３
５０）の膜厚および前記拡散バリア層（３５１）の膜厚のうちの少なくとも１つを制御す
るステップをさらに含む、請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　前記チャネル層（３５０）を成長させる前に前記半導体領域の前記第１部分に凹部を形
成するステップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記拡散バリア層（３５１）がシリコンゲルマニウムを含む、
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　請求項２または９記載の方法。
【請求項１４】
　第１トランジスタ素子および第２トランジスタ素子を有する半導体デバイスであって、
　前記第１トランジスタ素子は、基板上に形成された半導体領域の第１部分に形成された
第１ウェル構造（３２０）を含み、
　前記第２トランジスタ素子は、前記半導体領域の第２部分に形成された第２ウェル構造
（３１０）を含み、
　前記第１トランジスタ素子は、
　前記第１ウェル構造（３２０）上に選択的なエピタキシャル成長により形成された拡散
バリア層（３５１）と、
　前記第２ウェル構造（３１０）にマスク層（３６０）を形成した後に前記拡散バリア層
（３５１）上に選択的なエピタキシャル成長により形成されて、前記マスク層（３６０）
によって前記第２ウェル構造（３１０）上への成長が阻止されたチャネル層（３５０）と
、
　前記チャネル層（３５０）上に形成されたゲート絶縁層（３３５）と、
　前記ゲート絶縁層（３３５）上に形成されたゲート電極（３４４）と、
　前記第１ウェル構造（３２０）に形成され、チャネル領域によって分離されるソース領
域（３４１）およびドレイン領域（３４０）と、を含み、
　前記チャネル領域中のドーパント濃度は前記ゲート絶縁層（３３５）から前記拡散バリ
ア層（３５１）に向かって増加し、
　前記マスク層（３６０）は、前記チャネル層（３５０）の前記第２ウェル構造（３１０
）上への成長を阻止する、
　半導体デバイス。
【請求項１５】
　前記拡散バリア層（３５１）がシリコンゲルマニウムを含む、
　請求項１４記載の半導体デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、製造集積回路の分野に関し、より詳しくは、トランジスタ素子のチャ
ネル領域のドーパント分布が、改善されたレトログレードなドーパント分布を示す電界効
果トランジスタなどの半導体デバイスおよびこのような半導体デバイスを製造するための
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＯＳトランジスタなどの電界効果トランジスタは、現行の集積回路で最も多用される
回路素子のうちの１つである。
　一般に、適切な基板の上に膨大な数の電界効果トランジスタを同時に形成し、これらを
接続して回路の所望の機能を提供する。電界効果トランジスタは一般に、ドーパントが高
濃度でドープされている半導体領域（通常シリコン領域）を２つ含んでおり、これらはド
レイン領域およびソース領域と呼ばれる。これらの領域には、形成されるトランジスタの
種類によって、逆の極性のドーパントが低濃度でドープされている半導体領域（いわゆる
ＮウェルまたはＰウェル）が埋め込まれる。
　このドレイン領域とソース領域は、両領域の間に設けられるチャネル領域によって分離
されている。通常、このチャネル領域の上部には、ゲート絶縁層（ゲート酸化膜層として
提供されることが多い）によってチャネル領域から分離されているゲート電極が形成され
ており、このゲート電極に適切な電圧を印加すると、ドレイン領域とソース領域との間の
チャネル領域内に導電チャネルが形成される。
【０００３】
　個々の半導体素子の加工サイズ、例えばこの点においてクリティカルディメンジョンと
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なっているソース領域とドレイン領域との距離（チャネル長とも呼ばれる）が減少するに
つれ、デバイスの性能は向上する。
　しかし、加工サイズの減少によって得られる改善点を部分的に相殺することのない、加
工サイズの減少に対応できる新しいプロセスや技術を開発するには、プロセス技術上のい
くつかの課題を解決する必要がある。
　例えばチャネル長を短くするには、一般に、印加するゲート電圧によって導電チャネル
の形成を十分制御できるように、ゲート絶縁層の膜厚を薄くする必要がある。
　このため、高性能のＭＯＳトランジスタで一般的なように膜厚数ナノメートルのゲート
絶縁層を形成するには、デバイスの動作寿命全体にわたり高信頼性を保証するため、高品
質のゲート絶縁層（酸化物層など）が形成されるようにゲート絶縁層の下の半導体領域の
格子損傷（lattice damage）を最小限に抑える高度なプロセス技術が必要とされる。
　さらに、電荷キャリアの拡散が極力少なくなるような、半導体材料との界面が比較的な
めらかなゲート絶縁層は、半導体領域の欠陥が比較的少ない場合にしか形成できない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現行のデバイスでは、チャネル長を短くすると伝導度を改善できる。
　しかし、場合によっては、チャネル長を極端に短くせずに、チャネル領域でのキャリア
の移動度を高めることによって伝導度をさらに改善させるほうが望ましいこともある。
　このため、現行のデバイスにおいては、いわゆるレトログレードなチャネルドーピング
分布が検討されている。
　よく知られているように、半導体格子内のドーパント原子は、半導体領域に広く存在す
る電界の影響下で移動する電荷キャリアの散乱の中心（scattering center）となり得る
。
　このため、現行のデバイスにおいては、ゲート絶縁層からチャネル領域の内部に向かっ
てドーパントの濃度が高くなっているレトログレードなチャネルドーパント分布（dopant
 profile）が使用されることがある。このドーパント分布では基本的に、ゲート絶縁層の
近傍においては、導電チャネルを形成している電荷キャリアが出会う散乱の中心の密度が
低くなっており、これによりチャネル全体の伝導度が上がる。
　しかしながら、図１ａないし１Ｃおよび図２ａまたは２ｂを参照して下記に詳細に記載
するように、レトログレードなチャネルドーパント分布を得るのは非常に困難である。
【０００５】
　図１ａは、製造の初期段階における半導体素子１００の概略的な断面図である。
　この例においては、半導体素子１００は、対となる相補型ＭＯＳトランジスタであり、
シリコン領域などの半導体領域１０１に、二酸化シリコンを含むシャロー・トレンチ分離
領域（shallow trench isolation）１０２が形成されており、Ｎウェル構造１２０とＰウ
ェル構造１１０とを分離している。
　Ｎウェル構造１２０内のインプラントされた部分すなわちドープされた部分は１２１，
１２２，１２３，１２４で示されており、Ｐウェル構造１１０内にはドープされた部分１
１１，１１２，１１３，１１４がある。
　Ｎウェル構造１２０およびＰウェル構造１１０の一番下に存在するインプラント部分１
１１，１２１は、埋込インプラント（buried implant）とも呼ばれる。
　インプラント部分１１２，１２２は一般にフィル・インプラント（fill implant）と呼
ばれ、インプラント部分１１３，１２３は一般に導通インプラント（punch-through impl
ant）と呼ばれる。
　また、インプラント部分１１４、１２４は、ＶＴインプラント（VT implant）と呼ばれ
ている。このＶＴは、形成するトランジスタ素子のしきい値電圧を指す。
【０００６】
　図１ａに示す半導体デバイス１００を形成するための代表的なプロセスフローには、次
のステップが含まれ得る。
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　最初に、当業界で公知のフォトリトグラフィ技術、エッチング技術およびたい積技術に
よってシャロー・トレンチ分離領域１０２を形成する。
　次に、イオン注入プロセスを連続的に行い、Ｐウェル構造１１０およびＮウェル構造１
２０を形成する。この注入プロセスを実際に行う前に、半導体領域１０１に酸化物層（図
示しない）などの犠牲層（sacrificial layer）をたい積して、注入プロセスをより正確
に制御してもよい。
　Ｎウェル構造１２０の形成には、通常はリンイオンまたはヒ素イオンを使用し、Ｐウェ
ル構造１１０の形成には通常はホウ素イオンを使用する。
　インプラントの際に、各インプラント部分１２１ないし１２４，１１１ないし１１４に
おけるそれぞれの種類のイオン濃度のピークが所望の位置にくるように、各注入プロセス
の薬量および注入エネルギーを制御する。
　なお、注入プロセスの性質により、Ｐウェル構造１１０およびＮウェル構造１２０を形
成するインプラント部分の境界は図１ａに示すような明瞭なものではなく、段階的に変化
しているような境界となる。
【０００７】
　図２ａは、Ｎウェル構造１２０およびＰウェル構造１１０の深さに対するドーパント濃
度を示すグラフである。
　図２ａから、特に、それぞれのインプラント部分と同じ参照符号によって示されるＶＴ

インプラント（１１４，１２４）のために半導体デバイス１００の表面近傍でドーパント
濃度が非常に低いことがわかる。
　すなわち、注入プロセスの直後のドーパント濃度は、半導体デバイス１００の表面近傍
で、Ｎウェル構造１２０およびＰウェル構造１１０の所望のレトログレードなドーパント
分布を示しており、この場合、デバイスの完成後、動作時にチャネルが形成される。
【０００８】
　イオン注入によってＰウェル構造１１０およびＮウェル構造１２０を形成したら、注入
イオンを活性化する、すなわち大多数のイオンを格子位置（lattice site）に配置させる
と共に、イオンの衝突によって生じた格子損傷を回復させるべく、半導体デバイス１００
に対して熱処理を行う必要がある。
　しかし、この熱処理の際に拡散が必然的に発生して、インプラント部分同士の境界がさ
らに不鮮明に広がり（smears out）、その結果、Ｐウェル構造１１０およびＮウェル構造
１２０の垂直方向のドーパント分布が一層不鮮明になってしまう。
【０００９】
　図２ｂは、各ウェル構造の深さでの典型的なドーパント分布を示すグラフであり、図２
ａに対応している。初期の半導体デバイス１００の表面近傍におけるレトログレード分布
は、熱処理の際にドーパント原子が上方に拡散する（up-diffusion）ため、参照符号２０
０に示すようにほぼ一様な分布に変わり得る。
【００１０】
　図１ｂは、製造が進んだ段階の半導体デバイス１００を概略的に示す図である。
　図１ｂにおいて、半導体デバイス１００は、Ｐウェル構造１１０内に、ｎ型ドーパント
が高濃度でドープされているソース領域およびドレイン領域１３１と、低濃度でドープさ
れている拡張部１３２とを有する。同様に、Ｎウェル構造１２０には、ｐ型ドーパントが
高濃度でドープされているソース領域およびドレイン領域１４１と、低濃度でドープされ
ている拡張部１４２とが設けられる。
　半導体デバイス１００の全表面にゲート酸化層などのゲート絶縁層１３５が形成されて
おり、ゲート電極１３４とチャネル領域１３６、ゲート電極１４４とチャネル領域１４６
とがそれぞれ分離されている。
　ゲート電極１３４の側壁にはスペーサ部材１３３が設けられると共に、ゲート電極１４
４の側壁にもそれぞれスペーサ部材１４３が設けられる。
　このように、半導体デバイス１００は、Ｎチャネルトランジスタ１３０とＰチャネルト
ランジスタ１４０とを有している。
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【００１１】
　Ｎチャネルトランジスタ１３０とＰチャネルトランジスタ１４０を形成するための代表
的なプロセスは以下のとおりである。
　熱処理の後、ゲート絶縁層１３５を形成する。このとき、ゲート絶縁層は化学蒸着法（
ＣＶＤ）によってたい積することができる。または、酸化物層を使用する場合には急速熱
炉処理（rapid thermal furnace process）または従来の炉酸化プロセスを使用してもよ
い。
　一般にゲート絶縁層１３５の形成には高温が使用されるため、このプロセスにより、Ｐ
ウェル構造１１０およびＮウェル構造１２０中のドーパントの拡散が一層進む。
　次に、ポリシリコンをたい積し、高度なフォトリソグラフィ技術によってパターニング
して、ゲート電極１３４，１４４を形成する。
　第１のインプラントにより拡張部１３２，１４２を形成し、その後スペーサ部材１３３
，１４３を形成する。
　その後の注入プロセスにおいてソース領域およびドレイン領域１３１，１４１を形成し
、その際、スペーサ部材１３３，１４３はインプラントマスクとして機能する。
　領域１３１，１３２，１４１，１４２内のドーパントを活性化すると共に、上記の注入
工程によって生じた結晶の損傷を回復させるためにさらに熱処理が必要であるため、図２
ａに示すような初期のドーパント濃度はさらに大きく変化し、この結果、熱処理を複数回
実施した後の実際のドーパント濃度は、図２ｂのグラフに示すような状態となる。
　このように、特にキャリア移動度の向上が求められているチャネル領域１３６，１４６
において、レトログレードなドーパント分布を形成または維持することは非常に困難であ
る。
【００１２】
　従来のプロセスフローによって生ずる、電界効果トランジスタのチャネル領域中にレト
ログレードなドーパント分布を形成または維持する際の困難性に鑑みて、レトログレード
なドーパント分布を有する半導体デバイスを形成するための改良された方法が強く所望さ
れている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は一般に、レトログレードなドーパント分布を有する半導体デバイスを形成する
方法に関する。この方法では、半導体領域へのイオン注入によってウェル構造を形成した
後、基本的に単結晶のチャネル層を形成する。
　イオン注入とその後の熱処理とを実施した後、形成しようとしている半導体デバイスの
チャネル領域を実質的に含むチャネル層を形成するため、ウェル構造からチャネル層への
ドーパント原子の拡散が大幅に低減する。
　このチャネル層はドープされていないか、または僅かにドープされているだけであるた
め、チャネル層の基本的にレトログレードなドーパント分布を後の全プロセス工程で維持
することができる。このため、ゲート絶縁層と下のチャネル層との界面でのドーパント濃
度が低く、キャリア移動度の向上およびゲート絶縁層の品質向上の面で素子特性が確実に
改善される。
【００１４】
　本発明の実施形態の一例によれば、電界効果トランジスタのチャネル領域にレトログレ
ードなドーパント分布を形成する方法は、基板にウェル構造を形成するステップと、この
ウェル構造にチャネル層をエピタキシャル成長させるステップと、を有する。
　さらに、チャネル層の上にゲート絶縁層を形成し、さらにゲート電極を形成する。
　さらに、この方法は、ドレイン領域およびソース領域をウェル構造に形成するステップ
を有し、チャネル領域はドレイン領域とソース領域との間に存在する。
【００１５】
　本発明の別の実施形態においては、基板上に形成された半導体領域にレトログレードな
ドーパント分布を選択的に形成する方法は、半導体領域の第１部分に第１ウェル構造を形



(7) JP 4597531 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

成するステップと、前記半導体領域の第２部分に第２ウェル構造を形成するステップと、
を有する。さらに、第２ウェル構造にマスク層を形成し、第１ウェル構造にチャネル層を
選択的にエピタキシャル成長させる。このとき、マスク層は第２ウェル構造上にチャネル
層が成長するのを防止する。
【００１６】
　本発明の別の実施形態によると、半導体デバイスは、基板に形成されたウェル構造と、
ウェル構造上に形成された拡散バリア層と、を有するトランジスタ素子を備える。さらに
、拡散バリア層上にチャネル層が形成されており、チャネル層上にゲート絶縁層が形成さ
れている。トランジスタ素子は、ゲート絶縁層上に形成されたゲート電極と、ソース領域
およびドレイン領域とを有し、ソース領域およびドレイン領域はチャネル領域によって分
離されている。チャネル層内のチャネル領域のドーパント濃度は、ゲート絶縁層から拡散
バリア層に向かって高くなっている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
添付の図面と併せて下記の説明を読めば、本発明が理解されるであろう。添付の図面にお
いては、同一の参照符号は同じ要素を指している。
【００１８】
　本発明は、種々の変形および代替形態を取り得るが、その特定の実施形態が、図面に例
として図示され、ここに詳細に記載されているに過ぎない。しかし、この詳細な説明は、
本発明を特定の実施形態に限定することを意図するものではなく、反対に、添付の特許請
求の範囲によって規定される本発明の趣旨ならびに範囲に含まれる全ての変形例、均等物
および代替例を含むことを理解すべきである。
【００１９】
　本発明の例示的な実施形態を下記に記載する。簡潔を期すために、実際の実装の特徴を
全て本明細書に記載することはしない。当然、実際の実施形態の開発においては、システ
ム上の制約およびビジネス上の制約に適合させるなど、開発の具体的な目的を達するため
に、実装に固有の判断が数多く必要とされ、この判断は実装によって変わるということが
理解される。さらに、この種の開発作業は複雑かつ時間がかかるものであるが、本開示に
よる利益を受ける当業者にとって日常的な作業であるということが理解されよう。
【００２０】
　図３，４を参照して、本発明の実施形態の一例について記載する。
　ＰチャネルＭＯＳＦＥＴと、ＮチャネルＭＯＳＦＥＴとを備えた対となる相補型ＭＯＳ
トランジスタは最新の集積回路において多用される半導体デバイスであるため、「背景技
術」と同様にこれらの実施形態においても、半導体デバイスとして対となる相補型ＭＯＳ
トランジスタを用いて説明する。
　通常、ＰチャネルＭＯＳトランジスタのＰチャネルでは正孔の移動度は極めて低いため
、ＰチャネルＭＯＳトランジスタはＮチャネルＭＯＳトランジスタより性能が劣る。
　このため、図３ａないし３ｅに示す実施形態の一例は、本発明をＰチャネルＭＯＳトラ
ンジスタに利用する場合について説明する。このため、本発明によって、ＮチャネルＭＯ
Ｓトランジスタよりも性能の劣るＰチャネルＭＯＳトランジスタの性能を少なくとも部分
的に補償することが可能となり得る。
　ＮチャネルトランジスタとＰチャネルトランジスタの電気的特性の対称性が非常に高く
なるようにすべく、ＮチャネルＭＯＳトランジスタの性能は実質的に変化されない。
　しかし、本発明がＮチャネルトランジスタにも適用できること、またはＮチャネルトラ
ンジスタとＰチャネルトランジスタの両方に適用できることが理解されるべきである。
【００２１】
　図３ａは、半導体基板３０１にＰウェル構造３１０とＮウェル構造３２０とが形成され
ている半導体デバイス３００を概略的に示す断面図である。
　なお、基板３０１は、内部にＰウェル構造３１０およびＮウェル構造３２０を有する半
導体領域を形成できる基板であれば、どのような適切な基板であってもよいという点に留
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意すべきである。　
　このため、半導体基板３０１は、基板上または基板中に適切な半導体領域を形成して、
相当するウェル構造３１０，３２０を形成できる任意の基板、例えばサファイヤ、ガラス
などの絶縁材料を含む基板を含む。
　さらに半導体デバイス３００は、二酸化シリコンなどの絶縁材料を含むシャロー・トレ
ンチ分離領域３０２を有しており、Ｐウェル構造３１０とＮウェル構造３２０とが分離さ
れている。
　Ｐウェル構造３１０とＮウェル構造３２０とは、いずれも各ウェル構造内にそれぞれの
ドーパントを含み、例えば図２ａに示すような（図面において）垂直方向に典型的なドー
パント濃度を示す。
　例えば、所望の導電率を得るために、Ｐウェル構造３１０はホウ素原子を含んでいても
よく、Ｎウェル構造３２０はリンおよび（または）ヒ素原子を含んでいてもよい。
　さらに、Ｐウェル構造３１０の上部にはマスク層３６０が形成されており、このマスク
層は、二酸化シリコン、窒化シリコン、およびシリコン反応窒化物（silicon-reacted ni
tride）などの絶縁材料を含み得る。
　このマスク層３６０の材料は、半導体材料と、シャロー・トレンチ分離領域３０２の絶
縁材料とに対して良好なエッチング選択性を有するものである必要がある。
　例えば、シリコンがＰウェル構造３１０およびＮウェル構造３２０の半導体材料であり
、二酸化シリコンがシャロー・トレンチ分離領域に使用されている場合には、後続のエッ
チングプロセスにおいて充分かつ適切な選択性を有するのは窒化シリコンおよびシリコン
反応窒化物となる。
【００２２】
　ある実施形態においては、マスク層３６０が二酸化シリコンを主成分とする場合、後続
のエッチングプロセスの終了ポイントを定義するため、図３ａに示すように、例えば窒化
シリコンから形成されるエッチング停止層３６１をマスク層３６０の下に形成する。
　図３ａに示すような半導体デバイス３００を形成するための代表的なプロセスフローは
次の工程を含み得る。
　シャロー・トレンチ分離領域３０２を形成した後、イオン注入によってＰウェル構造３
１０とＮウェル構造３２０とを形成する。このとき、図１ａを参照して記載したように、
複数の注入工程が実施され得る。
【００２３】
　ある実施形態の１つにおいては、Ｎウェル構造３２０は、第１の注入工程において、注
入エネルギー４００から８００ｋｅＶ（キロ電子ボルト）、薬量２×１０１３から２×１
０１４の粒子／平方センチメートルでリンイオンを注入して形成する。
　第２の注入工程において、注入エネルギー１５０から２５０ｋｅＶ、薬量２×１０１２

から５×１０１３の粒子／平方センチメートルでリンイオンをＮウェル構造３２０に注入
し、その後、さらに、注入エネルギー５０から１００ｋｅＶ、薬量２×１０１２から５×
１０１３粒子／平方センチメートルでリンを注入する。
　最後に、Ｎウェル領域３２０に形成するトランジスタ素子のしきい値電圧を粗調整する
ために、注入エネルギー３０から７０ｋｅＶ、薬量１×１０１２から１×１０１３のヒ素
イオン注入工程、または注入エネルギー２０から５０ｋｅＶ、薬量１×１０１２から１×
１０１３のリンイオン注入工程が実行されてもよい。
【００２４】
　ある実施形態においては、最後のしきい値注入工程は、製造工程のこの段階では省略し
てもよく、後述するように後の段階で実行してもよい。
　次に、Ｐウェル構造３１０およびＮウェル構造３２０内のドーパント原子を活性化させ
ると共に、注入工程中に受けた格子損傷を回復させるために、急速熱アニーリングプロセ
スなどの熱処理を実行してもよい。
　次に、マスク層３６０と、必要に応じてエッチング停止層３６１とをたい積し、従来の
フォトリトグラフィ技術によってこれらをパターニングする。
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【００２５】
　図３ｂに、Ｎウェル構造３２０に、チャネル層３５０がエピタキシャル成長されている
半導体デバイス３００を示す。
　チャネル層３５０は、半導体デバイス３００の完成後に所望のレトログレードなドーパ
ント分布が得られるように、シリコンなどのドープされていない半導体材料またはドーパ
ント濃度が非常に低い半導体材料を含む。
　さらに、所望のドーパント分布を得るためにチャネル層３５０の膜厚を調整し得る。
　ある実施形態の一例においては、チャネル層３５０の膜厚の範囲は、約１０ナノメート
ルから１００ナノメートル（ｎｍ）であり得る。
　また、ある実施形態によれば、図３ｂに示すように、チャネル層３５０とウェル構造３
２０との間に拡散バリア層３５１が設けられる。
　拡散バリア層３５１も、エピタキシャル成長によって形成した層であり、その材料組成
（material composition）は、下層の半導体の格子と格子構造が基本的に整合し、Ｎウェ
ル構造３２０へのドーパント原子の拡散運動を低減させるように選択される。
　ある実施形態においては、拡散バリア層３５１は、シリコンとゲルマニウムを主成分と
し、ヒ素原子およびリン原子に対する所望の拡散バリア特性が得られるように、シリコン
とゲルマニウムの割合が変更される。
　通常は、ゲルマニウムの量は１から３０％原子、すなわちシリコンの格子内にゲルマニ
ウム原子が１から３０％含まれていれば、上部のチャネル層へのその後の熱処理における
ヒ素原子およびリン原子の拡散を充分阻止できる。
【００２６】
　チャネル層３５０と、必要な場合に拡散バリア層３５１とを形成する際には、チャネル
層３５０および拡散バリア層３５１の結晶成長がＮウェル構造３２０の表面のみで起こる
ように、雰囲気圧（ambient pressure）等のプロセスパラメータが選択され得る。
　これにより、マスク層３６０とシャロー・トレンチ分離領域３０２には、層３５０，３
５１のほぼ水平方向への成長によって生じたわずかな重なり部分を除き、チャネル層３５
０と拡散バリア層３５１とがほとんど形成されなくなる。
　さらに、拡散バリア層３５１を有する実施形態においては、この層３５１の膜厚は、約
２から２０ナノメートルの範囲に制御され得る。このため、拡散バリア層３５１とその上
層および下層の半導体格子との格子定数のわずかな不整合によって生ずる格子欠陥を増大
させることなく、所望の拡散防止特性が提供される。
【００２７】
　図３ｃは、本発明のある実施形態の一例を示しており、本図において、Ｎウェル構造３
２０に凹部を設けてから、チャネル層３５０と拡散バリア層３５１とが形成されている。
　Ｎウェル構造の凹部は、シャロー・トレンチ分離領域の形成に使用した技術と同様の既
存のエッチング技術を使用して設けることができる。
　ある実施形態では、図３ａの例とほぼ同じ注入パラメータを使用できるように、Ｎウェ
ル構造３２０に凹部を形成したのちにＮウェル構造３２０にドーパントを注入してもよい
。
　別の実施形態では、ドーパントを注入して半導体デバイス３００を熱処理した後、Ｎウ
ェル構造３２０に凹部を設ける。この場合、Ｎウェル構造に凹部を設けた後、Ｎウェル構
造３２０の指定した深さのドーパント濃度が所望の値となるように注入パラメータを変更
されている。
　すなわち、各注入工程のドーパント濃度のピークがＮウェル構造３２０のより深い位置
にくるように注入パラメータを変更することで、Ｎウェル構造３２０に凹部を設けたこと
を補償する。
　これは、深さ約１０から１００ｎｍの凹部の場合に、注入エネルギーを約２５から３０
０％増加させることで達成できる。
　Ｎウェル構造３２０に凹部を形成したら、図３ｂに記載したように、拡散バリア層３５
１（必要な場合）とチャネル層３５０とを成長させることができる。



(10) JP 4597531 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

　Ｎウェル構造３２０に凹部を形成してからエピタキシャル成長層３５０，３５１を形成
すれば、表面がほぼ均一となり、これにより半導体デバイス３００の処理能力を一層向上
できる。
【００２８】
　図３ｄに、チャネル層３５０とＰウェル構造３１０上にゲート絶縁層３３５が形成され
た状態の半導体デバイス３００を示す。
　ゲート絶縁層３３５は、二酸化シリコンなど半導体の酸化化合物から形成することがで
き、これを形成する前に、マスク層３６０とエッチング停止層３６１（存在する場合）と
を選択的エッチングプロセスによって除去する。
【００２９】
　一実施形態によれば、Ｎウェル構造３２０に形成しようとしているＰＭＯＳトランジス
タのしきい値電圧を調整すべく、このゲート絶縁層３３５を形成する前に、さらに別の注
入プロセスを実行してもよい。
　化学気相成長プロセスまたは急熱酸化プロセスによって後にゲート絶縁層３３５を形成
する場合に、ＰＭＯＳトランジスタのしきい値電圧を十分な値に調整するためのこの追加
の注入工程を使用することが好ましいことがある。この化学気相成長プロセスまたは急熱
酸化プロセスでは、従来の炉処理よりも温度が低いか、プロセス時間が短いか、またはこ
の両方のため、ドーパント原子の上方拡散がほとんど発生しない。ゲート絶縁層３３５の
形成プロセスの際の上方拡散が非常に少ない結果、所望のしきい値電圧を得るために必要
なドーパント濃度が得られない。
　従って、追加の注入プロセスを実行して、チャネル層３５０のドーパント濃度を、所望
のしきい値電圧を得るべく適した濃度にする。
　拡散バリア層３５１を有する実施形態では、従来の炉処理を使用してゲート絶縁層３３
５を形成する場合であっても、ドーパントの上方拡散がほとんど発生しない。
　このため、参照符号３７０に示すように、追加の注入プロセスによってチャネル層３５
０内にドーパント原子を入れることによってしきい値電圧を調整することができる。
　上述したように、Ｎウェル構造３２０の形成時にしきい値電圧注入工程が実行される場
合もされない場合もあり、このため、Ｎウェル構造３２０内のドーパント濃度に応じてし
きい値注入部３７０が調整され得る。
　すなわち、しきい値電圧注入プロセスを初期に実行している場合には、ドーパント原子
３７０を導入するためのしきい値注入プロセスでのドーパントの薬量を下げる。これに対
し、しきい値電圧注入プロセスを初期に実行していない場合は、ドーパントの薬量を上げ
る。
【００３０】
　したがって、Ｎウェル３２０の初期のドーパント濃度、拡散バリア層３５１の有無、そ
の拡散防止特性（すなわち材料組成および膜厚）、およびチャネル層３５０の特性（すな
わち最初のドーピング量（initial degree of doping）および膜厚）を考慮して、しきい
値電圧を調整することができる。
【００３１】
　本発明のある実施形態の一例においては、ゲート絶縁層３３５は２段階の工程で形成さ
れ得る。この第１の工程では、好ましくは窒化シリコンから形成されるマスク層３６０を
除去せずにゲート絶縁層３３５を形成して、チャネル層３５０にゲート絶縁層３３５の第
１部分（図示せず）を形成する。
　次に、第２の工程において、マスク層３６０を除去した後でゲート絶縁層３３５の第２
部分を形成する。この結果、Ｐウェル構造３１０に形成されたゲート絶縁層３３５は、チ
ャネル層３５０に形成されたゲート絶縁層３３５と比べ膜厚が薄くなる。
【００３２】
　図３ｅにおいて、Ｎウェル構造３２０のゲート絶縁層３３５の第１膜厚３８０は、Ｐウ
ェル構造３１０に形成されたゲート絶縁層３３５の第２膜厚３９０よりも厚い。
　この実施形態は、２種類のトランジスタ素子が同じチップ面に存在する場合に特に有利
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である。
　例えば、前述したように、チャネル長の短い高速の電界効果トランジスタでは、薄いゲ
ート絶縁層３３５が不可欠である。このため、このようなトランジスタ素子をマスク層３
６０で覆って第２膜厚３９０のゲート絶縁層を設け、これにより高速スイッチング時間お
よび高電流容量の点で所望の高性能が保証される。
　これに対し、第１膜厚３８０のゲート絶縁層３３５を有するトランジスタ素子は、ＲＡ
Ｍ／ＲＯＭ領域の場合のように、リーク電流を極力減らす必要のあるトランジスタ素子で
あり得る。この場合、リーク電流を最小限に抑えるため、好ましくはチャネル長を長くす
ると共にゲート酸化物の膜厚を厚くする。
　これにより、チャネル層３５０のドーパント濃度が低いことによりゲート絶縁層の品質
が向上すると共に、キャリア移動度が上昇し、対応するトランジスタ素子のＤＣ特性が大
幅に向上する。
　このように、Ｐチャネルトランジスタ、Ｎチャネルトランジスタのいずれであっても、
低リークのトランジスタ素子は、チャネル層３５０のドーパント分布がレトログレードで
はない従来のトランジスタ素子と比べてデバイス性能が向上している。同時に、プロセス
を複雑にすることなく、薄いゲート絶縁層を必要とする高速トランジスタ素子が提供され
得る。
【００３３】
　図３ｆは、完成後のＮチャネルトランジスタ３３０と完成後のＰチャネルトランジスタ
３４０とを有する半導体デバイス３００を示す概略図である。
　このＮチャネルトランジスタ３３０は、Ｐウェル構造３１０内に、ｎ型ドーパントが高
濃度でドープされているソース領域およびドレイン領域３３１と、低濃度でドープされて
いる拡張部３３２とを有する。
　さらに、Ｐウェル構造３１０上にはゲート電極３３４が設けられており、ゲート絶縁層
３３５によってＰウェル構造３１０と分離されている。
　ゲート電極３３４の側壁にはスペーサ部材３３３が設けられている。
【００３４】
　Ｐチャネルトランジスタ３４０は、Ｎウェル構造３２０内に、ｐ型ドーパントが高濃度
でドープされているソース領域およびドレイン領域３４１と、低濃度でドープされている
拡張部３４２とを有する。
　このチャネル層３５０上にはゲート電極３４４が設けられており、ゲート絶縁層３３５
によってチャネル層３５０と分離されている。
　ゲート電極３４４の側壁にスペーサ部材３４３が設けられている。
【００３５】
　図３ｆに図示すように、半導体デバイス３００を形成するためのプロセスフローは、図
１ａから１Ｃを参照して上記した工程と類似した工程を含み得る。このため、詳細な説明
は省略する。
【００３６】
　図３ａから３ｆを参照して記載した実施形態の一例によれば、Ｎチャネルトランジスタ
３３０は、ゲート絶縁層３３５の下であって拡張部３３２間に、図２ｂのドーパント分布
と同じドーパント分布を示すチャネル領域３３６を有する。
　すなわち、このチャネル領域３３６は、基本的にレトログレードなドーパント分布を呈
しない。
　これに対し、チャネル層３５０内のチャネル領域３４６は、図４に示すようなドーパン
ト濃度を示し得る。
【００３７】
　図４において、「深さ」と示される縦軸は、チャネル層３５０を含むＮウェル構造３２
０の深さを示す。
　「濃度」と示される横軸は、Ｎウェル構造３２０、チャネル層３５０、および拡散バリ
ア層３５１（存在する場合）内のドーパント原子の濃度を示す。
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　層３５１，３５０の膜厚は、縦軸の左側に括弧で示している。
　曲線４００は、Ｎウェル構造３２０のドーパント濃度を示し、これは従来の方法によっ
て製造されたデバイスに見られるような、典型的な「不鮮明に広がった（smeared out）
」分布を示す。
　拡散バリア層３５１およびチャネル層３５０内では、曲線４０２に示すように、ドーパ
ント濃度がゲート絶縁層３３５に向かって大きく低下している。
　チャネル層３５０の最上部のドーパント濃度は、前述したように、拡散バリア層３５１
の膜厚、チャネル層３５０の最初のドーピング量（initial degree of doping）を調整す
るか、拡散バリア層３５１を設けてその組成および膜厚を調整するか、しきい値電圧を調
整するための追加の注入プロセスを実施しそのプロセスを制御することによって調整でき
る。
　したがって、濃度曲線４０２の傾きと、ゲート絶縁層３３５との界面での最小濃度とは
、上記のパラメータの１つ以上を制御することによって設計要件に合わせて調整すること
ができる。
　曲線４０１は、別例によるチャネル層３５０内のドーパント濃度を示す。
　このように、本発明によって、電界効果トランジスタ素子のチャネル領域にレトログレ
ードなドーパント分布を提供でき、このドーパント分布は、電界効果トランジスタ素子の
性能要件に合わせて調整することができる。
　以上の実施形態においてはシリコンベースの半導体素子について記載したが、本発明の
原理は、例えばゲルマニウムや、他の任意のＩＩＩ－Ｖ族半導体またはＩＩ－ＶＩ族半導
体を有する他の半導体デバイスにも適用することができる。
【００３８】
　上記に記載した特定の実施形態は単なる一例であり、本発明は、本開示の教示から利益
を得る当業者にとって自明の、同等の方式によって変更および実施されてもよい。例えば
、上記したプロセス工程を順序を変えて実施してもよい。さらに、ここに記載した構成ま
たは設計の詳細が、添付の特許請求の範囲以外によって限定されることはない。このため
、上記に記載した特定の実施形態を変形または変更することが可能であり、この種の変形
例の全てが本発明の範囲および趣旨に含まれることが意図されることが明らかである。し
たがって、ここに保護を請求する対象は、添付の特許請求の範囲に記載したとおりである
。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１ａ】従来技術による代表的な半導体デバイスの製造の諸段階を示す概略的な断面図
。
【図１ｂ】従来技術による代表的な半導体デバイスの製造の諸段階を示す概略的な断面図
。
【図２ａ】注入プロセスを実施した後の図１ａ，１ｂの半導体デバイスのウェル構造内の
垂直方向のドーパント濃度を示す概略図。
【図２ｂ】熱処理工程を複数回実施した後の図１ａ，１ｂの半導体デバイスのウェル構造
内の垂直方向のドーパント濃度を示す概略図。
【図３ａ】本発明の実施形態の一例における半導体デバイスの製造の諸段階を示す概略的
な断面図。
【図３ｂ】本発明の実施形態の一例における半導体デバイスの製造の諸段階を示す概略的
な断面図。
【図３ｃ】本発明の実施形態の一例における半導体デバイスの製造の諸段階を示す概略的
な断面図。
【図３ｄ】本発明の実施形態の一例における半導体デバイスの製造の諸段階を示す概略的
な断面図。
【図３ｅ】本発明の実施形態の一例における半導体デバイスの製造の諸段階を示す概略的
な断面図。
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【図３ｆ】本発明の実施形態の一例における半導体デバイスの製造の諸段階を示す概略的
な断面図。
【図４】レトログレードなドーパント分布を示すチャネル領域を有するウェル構造内の垂
直方向のドーパント濃度を概略的に示すグラフ。
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