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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のゲート電極構造の側壁上に形成された第１の側壁スペーサによって前記第１のゲ
ート電極構造からオフセットされ、第１の深さまで延びる第１の複数の凹部を第１の結晶
性半導体領域内に形成することであって、前記第１のゲート電極構造の上方および第２の
結晶性半導体領域上に形成された第２のゲート電極構造の上方に第１のスペーサ層を形成
し、前記第２のゲート電極構造及び前記第２の結晶性半導体領域の上方に形成された前記
第１のスペーサ層を覆うために第１のマスクを形成し、前記第１のスペーサ層から前記第
１の側壁スペーサを形成し、前記第１の側壁スペーサ及び前記第１のマスクの存在下で前
記第１の結晶性半導体領域から材質を除去することを含む、ことと、
　前記第１の側壁スペーサ上に形成された第２の側壁スペーサによって前記第１のゲート
電極構造からオフセットされ、前記第１の深さよりも深い第２の深さまで延びる第２の複
数の凹部を第１の結晶性半導体領域内に形成することであって、前記第１のマスクを除去
し、第２のスペーサ層を堆積させ、前記第２のゲート電極構造の上方及び前記第２の結晶
性半導体領域の上方に第２のマスクを形成し、前記第２のマスクの存在下で前記第２のス
ペーサ層から前記第２の側壁スペーサを形成することを含む、ことと、
　を備えた方法。
【請求項２】
　選択的なエピタキシャル成長処理を実行することによって、前記第１の凹部及び前記第
２の凹部に歪誘起半導体合金を形成することを含む請求項１の方法。
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【請求項３】
　前記歪誘起半導体合金を形成することは、前記第１の側壁スペーサの存在下で前記第１
の複数の凹部を前記歪誘起半導体合金の第１の部分で充填し、且つ、前記第１の側壁スペ
ーサ及び前記第２の側壁スペーサの存在下で前記第２の複数の凹部の一部を前記歪誘起半
導体合金の第２の部分で充填するように、第１のエピタキシャル成長プロセスを実行する
ことを含む、請求項２の方法。
【請求項４】
　前記歪誘起半導体合金の前記第１の部分と前記第２の部分とは、少なくともインサイツ
ドーピングの程度が異なる、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記歪誘起半導体合金は錫を含む、請求項２の方法。
【請求項６】
　前記第１の複数の凹部及び前記第２の複数の凹部を形成することは、前記第２の複数の
凹部の第１の部分を形成することと、前記第２の側壁スペーサの少なくとも一部を除去す
ることと、前記第２の複数の凹部の第２の部分と前記第１の複数の凹部とを共通して形成
することと、を含む、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記第１の側壁スペーサは二酸化シリコンから構成されており、前記第２の側壁スペー
サはシリコン窒化物から構成されている、請求項１の方法。
【請求項８】
　前記第１の深さ及び前記第２の深さよりも浅い第３の深さを有する第３の複数の凹部で
あって、前記第１の複数の凹部又は前記第２の複数の凹部のオフセットよりも小さなオフ
セットによって前記ゲート電極構造からオフセットされている第３の複数の凹部を形成す
ることを備えた請求項１の方法。
【請求項９】
　前記第１の複数の凹部、前記第２の複数の凹部及び前記第３の複数の凹部を半導体合金
で充填することを備えた請求項８の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　概して、本開示は集積回路の製造に関し、更に特定的にはトランジスタのチャネル領域
内での電荷キャリア移動度を高めるために埋め込み半導体材質を用いることにより歪を与
えられたチャネル領域を有するトランジスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複雑な集積回路の製造は、複雑な回路のための主要な回路要素を代表する多数のトラン
ジスタ要素を設けることを必要としている。例えば現在入手可能な複雑な集積回路におい
ては、数百万のトランジスタが設けられているであろう。概して多くのプロセス技術がこ
れまでのところ実施されており、マイクロプロセッサ、記憶チップ等の複雑な回路に対し
ては、動作速度及び／又は電力消費及び／又は費用効果を考慮した優れた特性により、現
在のところＣＭＯＳ技術が最も有望な手法である。ＣＭＯＳ回路においては、高度に複雑
な回路アセンブリ、例えばＣＰＵ、記憶チップ等を設計するために、相補型トランジスタ
、即ちｐチャネルトランジスタ及びｎチャネルトランジスタが、インバータ及び他の論理
ゲートのような回路要素を形成するのに用いられる。ＣＭＯＳ技術を用いる複雑な集積回
路の製造においては、複数のトランジスタ、即ちｎチャネルトランジスタ及びｐチャネル
トランジスタが結晶性の半導体層を含む基板上に形成される。ＭＯＳトランジスタ、又は
一般的に電界効果トランジスタは、ｎチャネルトランジスタ又はｐチャネルトランジスタ
のいずれが考慮されているかにかかわらず、複数の所謂ｐｎ接合を備えており、ｐｎ接合
は、高濃度にドープされたドレイン及びソース領域と、ドレイン及びソース領域の間に配
置される逆に又は低濃度にドープされたチャネル領域との界面によって形成されている。
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チャネル領域の伝導性、即ち伝導性チャネルの駆動電流能力は、チャネル領域の近傍に形
成され且つ薄い絶縁層によってチャネル領域から隔てられているゲート電極によって制御
される。ゲート電極への適切な制御電圧の印加により伝導性チャネルが形成されている場
合、チャネル領域の伝導性はドーパント濃度、電荷キャリアの移動度に依存し、加えてト
ランジスタ幅方向におけるチャネル領域の所与の拡張に対しては、チャネル長とも称され
るソース及びドレイン領域間の距離にも依存する。このようにチャネル長の減少、及びそ
れに付随するチャネル抵抗の減少は、集積回路の動作速度の向上を達成するための支配的
設計基準である。
【０００３】
　しかし、トランジスタ寸法の継続的な減少は、それに伴い多くの問題を引き起こしてお
り、それらの問題は、ＭＯＳトランジスタのチャネル長を堅実に減少させることによって
得られる利益を過度に相殺することのないように対処される必要がある。例えばドレイン
及びソース領域においては、低いシート抵抗及び接触抵抗を所望のチャネル可制御性と共
に提供するために、垂直方向及び横方向における高度に洗練されたドーパントプロファイ
ルが要求される。また、要求されるチャネル可制御性を維持するために、ゲート誘電体材
質もまたチャネル長の減少に適合させられる。しかし、高いチャネル可制御性を維持する
ための幾つかのメカニズムもまた、トランジスタのチャネル領域内での電荷移動度にネガ
ティブな影響をもたらし得るので、チャネル長の減少により得られる利益を部分的に相殺
してしまうかもしれない。
【０００４】
　限界寸法、即ちトランジスタのゲート長の継続的な寸法減少は、高度に複雑なプロセス
技術の適合及び場合によってはその新たな開発を必要とし、また移動度の低下に起因して
それほど明白ではない性能向上の一因にもなり得るので、所与のチャネル長に対するチャ
ネル領域内での電荷キャリア移動度を高めてトランジスタ要素のチャネル伝導性を向上さ
せ、それにより、大幅に縮小化された限界寸法を必要とする技術標準への進歩と同等の性
能改善を可能にする一方で、デバイス縮小化に関連するプロセス適合の多くを回避し又は
先送りすることが提案されてきた。
【０００５】
　電荷キャリア移動度を高めるための１つの効果的なメカニズムは、対応する歪をチャネ
ル領域内に生じさせるように例えばチャネル領域の近傍に引張り又は圧縮応力を発生させ
ることによるチャネル領域内の格子構造の改良であり、それにより電子及びホールに対す
る改良された移動度がそれぞれもたらされる。例えば、能動シリコン材質の標準的な結晶
構造、即ち＜１１０＞方向に合わせられたチャネル長を伴う（１００）表面方位に対して
チャネル領域内に引張り歪を生じさせることは、電子の移動度を増大させ、次いで伝導性
における対応する増大に直接的に形を変えるであろう。一方、チャネル領域内の圧縮歪は
ホールの移動度を高めることができ、それによりｐ型トランジスタの性能を高める可能性
が提供される。歪を与えられたシリコンは、高価な半導体材質を必要とすることなしに高
速且つ強力な半導体デバイスの製造を可能にする「新たな」種類の半導体材質であると考
えることができる一方で、十分に確立された多くの製造技術がそのまま使用可能であるの
で、集積回路製造への応力又は歪エンジニアリングの導入は、極めて有望な手法である。
【０００６】
　そこで、対応する歪をもたらし得る圧縮応力を誘起するように、例えばチャネル領域に
隣接してシリコン／ゲルマニウム材質を導入することが提案されてきた。Ｓｉ／Ｇｅ材質
を形成する場合、ＰＭＯＳトランジスタのドレイン及びソース領域は選択的に窪まされて
キャビティを形成し、一方ＮＭＯＳトランジスタはマスキングされて次いでシリコン／ゲ
ルマニウム材質がエピタキシャル成長によってＰＭＯＳトランジスタのキャビティ内に選
択的に形成される。
【０００７】
　この技術はｐチャネルトランジスタの性能向上に関して、従ってＣＭＯＳデバイス全体
の性能向上に関して顕著な利益をもたらすが、多数のトランジスタ要素を含む最新の半導
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体デバイスにおいては、特に最終的に達成される歪を増大させることを考慮してシリコン
／ゲルマニウム材質のチャネル領域からのオフセットが減少させられるべきである場合に
、歪シリコン・ゲルマニウム合金をｐチャネルトランジスタのドレイン及びソース領域内
に組み込むための上述した技術に関連し得るデバイス性能の変動性の増加が観察されるこ
とがあると判明しており、これについて図１ａ乃至１ｅを参照して更に詳細に説明する。
【０００８】
　図１ａはｐチャネルトランジスタ１５０Ａ及びｎチャネルトランジスタ１５０Ｂを備え
た従来の半導体デバイス１００の断面図を模式的に示しており、ここでは、トランジスタ
１５０Ａの性能は、上述したような歪シリコン／ゲルマニウム合金に基いて高められるこ
とになる。半導体デバイス１００は、埋め込み絶縁層１０２がその上に形成されたもので
あってよいシリコン基板のような基板１０１を備えている。また、結晶性シリコン層１０
３が埋め込み絶縁層１０２上に形成され、それによりＳＯＩ（シリコン・オン・絶縁体）
構成が形成されている。例えばバルク構造、即ちシリコン層１０３の厚みが層１０３内へ
のトランジスタ１５０Ａ，１５０Ｂの垂直な拡がりよりも著しく大きいであろう構造と比
較して、トランジスタ１５０Ａ，１５０Ｂの寄生接合容量が低減され得るので、トランジ
スタ全体の性能を考慮すると、ＳＯＩ構造は有利であろう。トランジスタ１５０Ａ，１５
０Ｂは、それぞれ１０３Ａ，１０３Ｂで一般的に示されるそれぞれの「能動(active)」領
域の内部及び上方に形成されているであろうし、ここでは、能動領域は浅い溝分離(shall
ow trench isolation)のような分離構造１０４によって分離されているであろう。図示さ
れる製造段階においては、トランジスタ１５０Ａ，１５０Ｂはゲート電極構造１５１を備
えており、ゲート電極構造１５１は、実際のゲート電極を代表する伝導性電極材質１５１
Ａを含む構造として理解することができ、伝導性電極材質１５１Ａはゲート絶縁層１５１
Ｂ上に形成されているであろうし、それにより、それぞれ対応する能動領域１０３Ａ，１
０３Ｂの範囲内に位置するチャネル領域１５２からゲート電極材質１５１Ａを電気的に絶
縁することができる。また、ゲート電極構造１５１は、例えばシリコン窒化物からなるキ
ャップ層１５１Ｃを備えているであろう。更に、トランジスタ１５０Ａ内のゲート電極構
造１５１の側壁上にはスペーサ構造１０５が形成されているであろうし、それによりキャ
ップ層１５１Ｃとの組み合わせにおいてゲート電極材質１５１Ａを密閉することができる
。一方、トランジスタ１５０Ｂの上方にはマスク層１０５Ａが形成されているであろうし
、それにより対応するゲート電極材質１５１Ａを密閉し更に能動領域１０３Ｂを覆うこと
ができる。更に、レジストマスク等のようなマスク１０６が、マスク層１０５Ａを覆う一
方でトランジスタ１５０Ａを露出させるように形成されているであろう。
【０００９】
　図１ａに示される従来の半導体デバイス１００は、以下のプロセス戦略に基いて形成す
ることができる。
【００１０】
　能動領域１０３Ａ，１０３Ｂは分離構造１０４に基いて画定することができ、分離構造
１０４は、十分に確立されたフォトリソグラフィ、エッチング、堆積及び平坦化の技術を
用いることによって形成することができる。その後、例えば適切なマスキングレジームに
基いて実行される注入プロセスによって、対応する能動領域１０３Ａ，１０３Ｂ内の基本
的なドーピングレベルが確立されるであろう。次いで、複雑なリソグラフィ及びパターニ
ングレジームを用いることによってゲート電極構造１５１が形成されてゲート電極材質１
５１Ａ及びゲート絶縁層１５１Ｂが得られ、ここではキャップ層１５１Ｃもまたパターニ
ングされるであろう。次いで、例えば十分に確立された低圧ＣＶＤ（化学的気相堆積）技
術によってマスク層１０５Ａが堆積させられるであろうし、それによりシリコン窒化物が
場合によってはエッチング停止ライナとしての二酸化シリコン材質と組み合わされて形成
されるであろう。低圧ＣＶＤ技術は高度な可制御性を提供するであろうが、基板１０１に
わたってある程度の不均一性を呈するであろうし、基板の中央に比べて基板エッジで増大
した厚みがもたらされることがある。その結果、マスク１０６を形成し、そして先行して
堆積させられたマスク層１０５Ａからスペーサ構造１０５を形成するための異方性エッチ
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ング環境にデバイス１００を曝す場合に、結果として得られる幅１０５Ｗのある程度の不
均一性が生じることがあり、この不均一性は、例えば基板１０１の中央区域に比べて基板
１０１の周辺で僅かに増大した幅をもたらすかもしれない。スペーサ構造１０５は、異方
性エッチング技術によって能動領域１０３Ａ内に形成されることになるキャビティの横方
向のオフセットを実質的に規定するであろうから、対応する横方向のオフセットもまた、
マスク層１０５Ａの堆積及び後続の異方性エッチングプロセスの実行の間に導入される不
均一性に従って僅かに変化し得る。一方、洗練された応用においては、隣接チャネル領域
１５２内の全体的な歪を高めることを考慮して、対応する歪シリコン／ゲルマニウム合金
の横方向のオセットは減少させられるであろうし、それにより、幅１０５Ｗは、歪シリコ
ン／ゲルマニウム合金をチャネル領域１５２の近くに位置させるために減少させられる必
要があるであろう。典型的には、チャネル領域１５２内の歪は、減少させられた幅１０５
Ｗに対して超比例的に増大するであろうし、その結果、適度に小さな幅１０５Ｗをもたら
すことを必要としている洗練されたプロセス戦略においては、層１０５Ａの堆積及びそれ
に続くエッチングプロセスに起因するばらつきもまた、超比例的に増大させられるであろ
うし、それにより、極度に縮小化された半導体デバイスに対するトランジスタ１５０Ａの
結果として得られる性能の大きな程度のばらつきの一因となり得る。
【００１１】
　図１ｂは異方性プラズマ支援エッチングプロセス１０７の間における半導体デバイス１
００を模式的に示しており、エッチングプロセス１０７においては、適切に選択されるプ
ラズマ条件との組み合わせにおいて対応する異方性エッチング挙動が得られるように、例
えば臭化水素等に基く適切なエッチング薬品が適切な有機添加剤と組み合わされて用いら
れ得る。しかし、既に説明したように、プラズマ支援エッチングプロセス１０７の間には
ある程度のばらつきもまた導入されるであろうし、それにより、特に横方向オフセットの
僅かな差でさえもトランジスタ性能の顕著な変化をもたらし得る高度に洗練されたトラン
ジスタが考慮されている場合には、全体的なばらつきの一因にもなり得る。従って、層１
０５Ａの先行する堆積及びスペーサ構造１０５を形成するための対応する異方性エッチン
グプロセスと、場合によってはそれぞれのキャビティ１０７Ａを形成するために用いられ
る異方性エッチングプロセスとの組み合わせによる幅１０５Ｗの変化に起因して、キャビ
ティ１０７Ａの位置及びサイズもまた対応する程度のばらつきを呈するであろう。
【００１２】
　図１ｃは更に進んだ製造段階における半導体デバイス１００を模式的に示している。即
ち、キャビティ１０７Ａ（図１ｂ参照）を形成した後、マスク１０６は除去され、そして
トランジスタ１５０Ａ内にシリコン／ゲルマニウム合金１０９を堆積させるように選択的
エピタキシャル成長プロセスが実行される一方で、トランジスタ１５０Ｂはマスク層１０
５Ａによって覆われている。対応する選択的エピタキシャル成長レシピは十分に確立され
ており、露出された結晶性シリコン表面上にはシリコン／ゲルマニウム材質の顕著な堆積
が得られる一方で誘電体表面上への対応する材質堆積は顕著に低減され又は無視し得るよ
うに、圧力、温度、先駆体流量、等のような対応するプロセスパラメータが適切に選択さ
れる。シリコン／ゲルマニウムの固有の格子定数はシリコンの格子定数よりも大きいので
、シリコン／ゲルマニウム材質１０９は歪を与えられた状態で成長させられるであろうし
、それにより隣接チャネル領域１５２内にも対応する圧縮歪をもたらすであろう圧縮的に
歪を与えられた材質を得ることができる。圧縮歪の大きさは、先行して形成されるキャビ
ティの位置及びサイズ並びに材質１０９内のゲルマニウム濃度に依存し得る。このように
、材質１０９を形成するための選択的エピタキシャル成長プロセスの間における所与のプ
ロセスパラメータに対して、マスク層１０５Ａを形成し、スペーサ構造１０５をパターニ
ングし、そしてキャビティ１０７Ａを形成するための先行する製造プロセスのばらつきは
、従って、基板１０１にわたるトランジスタ性能の特定の不均一性をもたらすであろう。
【００１３】
　図１ｄは更に進んだ製造段階における半導体デバイス１００を模式的に示しており、そ
の製造段階においては、マスク層１０５Ａ、スペーサ構造１０５及びキャップ層１５１Ｃ



(6) JP 5795260 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

（図１ａ参照）は除去され、このことは十分に確立された選択的エッチング技術によって
達成され得る。その後、デバイス要求に従ってドレイン及びソース領域を形成することに
よって、更なる処理が継続し得る。
【００１４】
　図１ｅは基本的なトランジスタ構造が実質的に完成される製造段階における半導体デバ
イス１００を模式的に示している。図示されるように、トランジスタ１５０Ａ，１５０Ｂ
は側壁スペーサ構造１５３を備えているであろうし、側壁スペーサ構造１５３は、ドレイ
ン及びソース領域１５４のドーパントプロファイルの必要な複雑さに応じて、場合によっ
ては対応するエッチング停止ライナ１５３Ｂと組み合わせられる１つ以上のスペーサ要素
１５３Ａを含むであろう。スペーサ構造１５３は、十分に確立された技術に従って形成す
ることができ、即ち、エッチング停止ライナ１５３Ｂ及び対応するマスク層を堆積させ、
次いでこれらを、スペーサ要素１５３Ａを形成するように異方性エッチングプロセスによ
ってパターニングすることによって形成することができる。スペーサ構造１５３を形成す
るのに先立ち、拡張領域１５４Ｅを画定するように適切な注入プロセスが実行されるであ
ろうし、拡張領域１５４Ｅは、スペーサ構造１５３に基いて形成され得るドレイン及びソ
ース領域１５４Ｄと組み合わされてドレイン及びソース領域１５４を代表する。その後、
デバイス１００を焼鈍することによってドーパントが活性化されるであろうし、それによ
り注入誘起損傷もまた、少なくともある程度までは再結晶化され得る。その後、場合にっ
ては十分に確立されたプロセス戦略に従う歪誘電体材質に基いて、金属シリサイド領域を
形成すると共に対応するコンタクト構造を形成することによって、更なる処理が継続し得
る。上述したように、洗練された応用に対しては、トランジスタ１５０Ａの性能はシリコ
ン／ゲルマニウム合金１０９によりもたらされる歪誘起メカニズムによって実質的に決定
されるであろうし、この場合、特にチャネル領域１５２からのシリコン／ゲルマニウム材
質１０９の望ましく減少させられた横方向のオフセットに対する適度に高い程度のばらつ
きが、低い製造歩留まりの原因になり得る一方で、他の場合には、チャネル領域１５２か
らの対応するオフセットが望ましいものよりも大きく維持される必要があることから、材
質１０９によってもたらされる歪誘起メカニズムの能力が完全には活かされないかもしれ
ない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　上述した状況に鑑み、本開示は、エピタキシャル成長半導体合金によって高いトランジ
スタ性能が達成され得る一方で、上で特定された１つ以上の問題の影響を回避し又は少な
くとも低減することができる技術及び半導体デバイスに関連している。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　概して、本開示は、２つ以上の専用のスペーサ要素に基きチャネル領域に対する横方向
のオフセットに関して高められた可制御性でトランジスタデバイスの能動領域内にキャビ
ティを形成することができ、それによりキャビティ及びそれに伴い歪誘起半導体合金の段
階的な形状の構造がその内部に形成されることを可能にする半導体デバイス及び技術に関
する。例えば、キャビティの第１の部分には、十分に可制御なエッチングプロセスに基い
て達成され得る減少させられた深さ及びチャネル領域からの望ましい小さいオフセットが
もたらされてよく、それにより、前述したように従来的には顕著なトランジスタばらつき
をもたらすであろうプロセス不均一性を低減することができるので、２つ以上のスペーサ
要素に基く製造シーケンスにより、歪誘起半導体合金の構造を画定することにおける高度
の柔軟性が達成され得る。その後、１つ以上の追加的なエッチングプロセスにおいて、キ
ャビティの深さ及び横方向拡張が高い全体的な歪誘起効果を得るように適合させられ得る
にもかかわらず、全体的なプロセス不均一性を低減することができる。加えて、ここに開
示される幾つかの例示的な側面においては、２つ以上のスペーサ要素に基いて歪誘起半導
体合金を形成するための製造シーケンスはまた、例えばその場ドーピング(in situ dopin
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g)、材質組成、等を考慮して、半導体合金を異なる特性で設けることにおける高い柔軟性
をもたらすことができる。その結果、埋め込み半導体合金に基いて得られる歪誘起メカニ
ズムの拡張性(scalability)は、トランジスタ特性の均一性を過度に損なうことなしに、
且つ全体的なプロセス複雑性の大きな原因になることなしに、拡大され得る。
【００１７】
　ここに開示される１つの例示的な方法は、ゲート電極の側壁上に形成される第１の側壁
スペーサによって画定されるゲート電極構造からのオフセットで第１の凹部を結晶性半導
体領域内に形成することを備えており、ここでは、第１の凹部は第１の深さまで延びてい
る。方法は更に、第１の側壁スペーサ上に形成される第２の側壁スペーサによって画定さ
れるゲート電極構造からのオフセットで第２の凹部を結晶性半導体領域内に形成すること
を備えており、ここでは、第２の凹部は第１の深さよりも大きい第２の深さまで延びてい
る。追加的に方法は、選択的エピタキシャル成長プロセスを実行することによって第１及
び第２の凹部内に歪誘起半導体合金を形成することを備えている。
【００１８】
　ここに開示される更なる例示的な方法は、その上に第１のゲート電極構造が形成された
第１の半導体領域の上方及びその上に第２のゲート電極構造が形成された第２の半導体領
域の上方に第１のスペーサ層を形成することを備えている。方法は更に、第１のゲート電
極構造の側壁上に第１のスペーサ層から第１の側壁スペーサを選択的に形成することを備
えている。更に、第１の側壁スペーサに基き第１の半導体領域内にキャビティを形成する
ように第１のエッチングプロセスが実行される。追加的に、第１の側壁スペーサ上に第２
の側壁スペーサが形成され、そして第２の側壁スペーサに基きキャビティの深さを増大さ
せるように第２のエッチングプロセスが実行される。最後に、歪誘起半導体合金がキャビ
ティ内に形成される。
【００１９】
　ここに開示される１つの例示的な半導体デバイスは基板の上方に形成されるトランジス
タを備えており、トランジスタは、結晶性半導体領域の上方に形成され且つゲート電極材
質を備えているゲート電極構造を備えている。トランジスタは更に、結晶性半導体領域内
に形成され且つ第１の深さ及びゲート電極材質からの第１の横方向オフセットを有する第
１の歪誘起半導体合金を備えている。追加的に、第２の歪誘起半導体合金が結晶性半導体
領域内に形成され、第２の歪誘起半導体合金は第２の深さ及びゲート電極材質からの第２
の横方向オフセットを有しており、ここでは、第１及び第２の深さは異なり、そして第１
及び第２の横方向オフセットは異なる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本開示の種々の実施形態は、添付の特許請求の範囲において画定されており、また添付
の図面を参照したときに以下の詳細な説明と共に更に明らかになろう。
【００２１】
【図１Ａ】図１Ａは複雑な従来の製造シーケンスに基きシリコン／ゲルマニウム合金を形
成する種々の製造段階の間におけるｐチャネルトランジスタを備えた従来の半導体デバイ
スを模式的に示す断面図（その１）である。
【図１Ｂ】図１Ｂは複雑な従来の製造シーケンスに基きシリコン／ゲルマニウム合金を形
成する種々の製造段階の間におけるｐチャネルトランジスタを備えた従来の半導体デバイ
スを模式的に示す断面図（その２）である。
【図１Ｃ】図１Ｃは複雑な従来の製造シーケンスに基きシリコン／ゲルマニウム合金を形
成する種々の製造段階の間におけるｐチャネルトランジスタを備えた従来の半導体デバイ
スを模式的に示す断面図（その３）である。
【図１Ｄ】図１Ｄは複雑な従来の製造シーケンスに基きシリコン／ゲルマニウム合金を形
成する種々の製造段階の間におけるｐチャネルトランジスタを備えた従来の半導体デバイ
スを模式的に示す断面図（その４）である。
【図１Ｅ】図１Ｅは複雑な従来の製造シーケンスに基きシリコン／ゲルマニウム合金を形
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成する種々の製造段階の間におけるｐチャネルトランジスタを備えた従来の半導体デバイ
スを模式的に示す断面図（その５）である。
【図２Ａ】図２Ａは例示的な実施形態に従い段階的なキャビティに基き歪誘起半導体合金
を形成する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その１）
である。
【図２Ｂ】図２Ｂは例示的な実施形態に従い段階的なキャビティに基き歪誘起半導体合金
を形成する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その２）
である。
【図２Ｃ】図２Ｃは例示的な実施形態に従い段階的なキャビティに基き歪誘起半導体合金
を形成する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その３）
である。
【図２Ｄ】図２Ｄは例示的な実施形態に従い段階的なキャビティに基き歪誘起半導体合金
を形成する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その４）
である。
【図２Ｅ】図２Ｅは例示的な実施形態に従い段階的なキャビティに基き歪誘起半導体合金
を形成する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その５）
である。
【図２Ｆ】図２Ｆは例示的な実施形態に従い段階的なキャビティに基き歪誘起半導体合金
を形成する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その６）
である。
【図２Ｇ】図２Ｇは例示的な実施形態に従い段階的なキャビティに基き歪誘起半導体合金
を形成する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その７）
である。
【図２Ｈ】図２Ｈは更なる例示的な実施形態に従い２つの異なるエピタキシャル成長ステ
ップに基き段階的なキャビティが形成され得る半導体デバイスを模式的に示す断面図（そ
の１）である。
【図２Ｉ】図２Ｉは更なる例示的な実施形態に従い２つの異なるエピタキシャル成長ステ
ップに基き段階的なキャビティが形成され得る半導体デバイスを模式的に示す断面図（そ
の２）である。
【図２Ｊ】図２Ｊは更なる例示的な実施形態に従いスペーサ構造の幅を減少させると共に
中間エッチングプロセスを実行することによって段階的なキャビティが形成され得る種々
の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その１）である。
【図２Ｋ】図２Ｋは更なる例示的な実施形態に従いスペーサ構造の幅を減少させると共に
中間エッチングプロセスを実行することによって段階的なキャビティが形成され得る種々
の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その２）である。
【図２Ｌ】図２Ｌは更なる例示的な実施形態に従いスペーサ構造の幅を減少させると共に
中間エッチングプロセスを実行することによって段階的なキャビティが形成され得る種々
の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その３）である。
【図２Ｍ】図２Ｍは例示的な実施形態に従い歪誘起半導体合金内に少なくとも部分的にド
レイン及びソース領域が設けられ得る更に進んだ製造段階における半導体デバイスを模式
的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下の詳細な説明及び図面に説明される実施形態を参照して本開示が説明されるが、以
下の詳細な説明及び図面は、本開示を特定の開示される例示的な実施形態に限定すること
を意図するものではない一方で、むしろ説明されている例示的な実施形態は、本開示の種
々の側面を単に例示するものであり、本開示の範囲は添付の特許請求の範囲によって画定
されていることが理解されるべきである。
【００２３】
　概して、本開示は、ゲート電極構造に隣接し且つゲート電極構造からオフセットされる
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対応するキャビティを形成するための適切なシーケンスに基き、歪誘起半導体合金の洗練
された横方向及び縦方向の構造が達成され得る技術及び半導体デバイスを記述している。
キャビティの段階的な形状の構造は、対応するエッチングプロセスの深さを制限すること
によってエッチング環境への過度の露出が回避され得るという理由で、チャネル領域から
の減少させられた横方向オフセットを可能にする一方で、にもかかわらず高度な可制御性
を可能にする。その後、適切に構成されるスペーサ要素に基き１つ以上の更なるエッチン
グプロセスが実行されてよく、エッチングプロセスにおいてはキャビティの深さが増大さ
せられ得るが、１つ以上の追加的なスペーサ要素が増大されたオフセットを提供すること
ができ、それにより、最終的に得られるトランジスタ特性に対するエッチング関連の不均
一性の影響を低減することができる。その結果、適度に大きな量の歪誘起半導体合金をキ
ャビティ内に形成することができ、ここでは、ゲート絶縁層の高さレベルにごく接近して
いる高さレベルでは、チャネル領域からの減少させられた横方向オフセットが達成され得
るが、対応するキャビティ及び後続の堆積プロセスの高度な可制御性が達成されるので、
デバイスばらつきの大きな原因となることがない。ここに開示される幾つかの例示的な実
施形態では、例えば異なる程度のその場ドーピングで半導体合金を設けることによって、
歪誘起半導体合金の全体的な特性を設計することにおける高い柔軟性もまた得ることがで
き、それにより、所望のドーパントプロファイルを高い柔軟性で調節する可能性をもたら
すことができる。また、ここに開示される幾つかの例示的な側面においては、キャビティ
の段階的な形状の構造は、２つ以上のスペーサ要素に基いて達成することができ、これら
のスペーサ要素は追加的なリソグラフィステップを必要とすることなしに形成することが
できるので、高度に効率的な全体の製造プロセスフローに寄与することができる。他の例
示的な実施形態においては、キャビティの段階的な形状の構造は、幅が逐次的に(sequent
ially)減少させられてよいスペーサ構造を設けること及びそれに続く対応するエッチング
プロセスによって達成することができ、それにより、キャビティの露出させられた部分の
深さを連続的に増加させることができる一方で、チャネル領域からの横方向オフセットを
連続的に減少させることができ、この場合、最終的なエッチングステップは、専用のスペ
ーサ要素に基き高度な可制御性で実行することができる。この最終的なエッチングプロセ
スにおいては、必要とされる深さもまた低減され得るので、この場合にもまた高いプロセ
ス均一性を達成することができる。従って、本開示は製造技術及び半導体デバイスを提供
し、本開示においては、シリコン／ゲルマニウム合金、シリコン／ゲルマニウム／錫合金
、シリコン／錫合金、シリコン／炭素合金、等のような付加的な歪誘起半導体合金の効果
は、これらの材質の段階的な形状の構造及び関連する製造シーケンスが高いプロセス均一
性及びこれに伴いトランジスタ特性の低減されたばらつきを提供し得るという理由で、５
０ｎｍ及びそれよりずっと小さい臨界寸法を有するトランジスタ要素に対してさえも、高
められ得るので、これらの性能向上メカニズムの特定の程度の拡張性を提供することがで
きる。
【００２４】
　図２Ａ～２Ｍを参照して更なる例示的な実施形態をより詳細に以下に説明し、必要であ
る場合には図１Ａ～１Ｅが再び参照されることがある。
【００２５】
　図２Ａは半導体デバイス２００の断面図を模式的に示しており、半導体デバイス２００
は、基板２０１と、基板２０１の上方に形成される半導体層２０３とを備えていてよい。
基板２０１は、半導体層２０３との組み合わせにおいて、図１Ａ乃至１Ｅに示される半導
体デバイス１００を参照して説明したように、バルク構造、ＳＯＩ構造等のような任意の
適切なデバイスアーキテクチャを代表し得る。例えばＳＯＩ構造の場合には、前述したよ
うに埋め込み絶縁層（図示せず）が基板２０１と半導体層２０３の間に配置されていてよ
い。また、半導体デバイス２００は分離構造２０４を備えていてよく、分離構造２０４は
、第１の能動領域又は半導体領域２０３Ａを第２の能動半導体領域２０３Ｂから分離して
よく、これらは半導体層２０３のそれぞれの部分を代表し、その内部及び上方には、対応
するトランジスタ２５０Ａ，２５０Ｂが形成される。図示される製造段階においては、ト
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ランジスタ２５０Ａ，２５０Ｂはゲート電極構造２５１を備えていてよく、ゲート電極構
造２５１はゲート電極材質２５１Ａ及びゲート絶縁層２５１Ｂを含んでいてよく、ゲート
絶縁層２５１Ｂは、ゲート電極材質２５１Ａをそれぞれ能動領域２０３Ａ，２０３Ｂのチ
ャネル領域２５２から分離していてよい。また、ゲート電極構造２５１は、半導体デバイ
ス１００を参照して前述したように、キャップ層２５１Ｃを備えていてよい。更に、エッ
チング停止ライナ２１５、例えば酸化物材質等がゲート電極材質２５１Ａの側壁上に形成
されていてよく、また能動領域２０３Ａ，２０３Ｂの材質上にも形成されていてよい。例
えば幾つかの例示的な実施形態では、能動領域２０３Ａ，２０３Ｂは実質的にシリコン材
質から構成されていてよく、従って層２１５は二酸化シリコン材質を代表してよい。しか
し、他の場合には、ライナ材質は例えば二酸化シリコン、シリコン窒化物等の形態で堆積
させられてよいことが理解されるべきである。この場合、エッチング停止ライナ２１５は
、キャップ層２５１Ｃの露出させられた表面上にも形成されてよい。また、１つの実施形
態では二酸化シリコンからなるスペーサ層２０５Ａが、半導体領域２０３Ｂとトランジス
タ２５０Ｂのゲート電極構造２５１との上方に形成されていてよい。一方、ゲート電極構
造２５１の側壁上、即ちエッチング停止ライナ２１５が設けられている場合にはその上に
、スペーサ要素２０５が形成されていてよい。スペーサ要素２０５は明確な幅２０５Ｗを
有していてよく、幅２０５Ｗは、後続の製造段階において形成されることになる歪誘起半
導体合金の横方向オフセットを実質的に決定してよい。トランジスタ２５０Ａの過度のト
ランジスタばらつきは、横方向の幅２０５Ｗとの組み合わせにおいて適切なエッチング深
さを選択することによって低減することができ、それにより後で更に詳細に説明されるよ
うに全体的なプロセス均一性を高めることができるので、幾つかの例示的な実施形態では
、幅２０５Ｗは数ナノメートル以下、例えば概ね２ｎｍ以下に選択されてよい。
【００２６】
　図２Ａに示される半導体デバイス２００は、以下のプロセスに基いて形成することがで
きる。分離構造２０４及びゲート電極構造２５１は、デバイス１００を参照して既に論じ
られたようなプロセス技術を用いることによって形成することができる。その後、必要で
あればエッチング停止ライナ２１５が例えば酸化、堆積等によって形成されてよく、スペ
ーサ層２０５Ａの堆積がそれに続いてよく、スペーサ層２０５Ａの堆積は十分に確立され
たＣＶＤ技術によって達成され得る。既に説明したように、対応する更なるプロセスシー
ケンスは、任意のプロセス関連のトランジスタばらつきを低減し得る段階的な形状のキャ
ビティ(gradually shaped cavity)を形成することにおける高められた均一性を提供し得
るので、スペーサ層２０５Ａの厚みは、所望の減少させられた幅２０５Ｗを得るように選
択されてよい。幾つかの例示的な実施形態では、スペーサ層２０５Ａは、十分に確立され
た堆積レシピを用いて二酸化シリコン材質に基いて形成されてよい。他の例示的な実施形
態では、スペーサ層２０５Ａはシリコン窒化物等のような異なる材質の形態で設けられて
よく、また、後で説明するように、適切な他の材質が、追加的な側壁スペーサ要素を設け
るための後続の製造段階において用いられてよい。次いで、レジストマスクのようなエッ
チングマスク２０６が、トランジスタ２５０Ａの上方のスペーサ層２０５Ａを露出させる
と共にトランジスタ２５０Ｂの上方のスペーサ層２０５Ａを覆うように、リソグラフィに
よって形成されてよい。その後、エッチング停止ライナ２１５が設けられている場合には
それに対して選択的に、又は少なくとも半導体領域２０３Ａの材質に対して選択的にスペ
ーサ層２０５Ａの材質を除去するように、適切な異方性エッチングプロセスが実行されて
よく、それにより幅２０５Ｗを有するスペーサ要素２０５をもたらすことができる。
【００２７】
　図２Ｂはエッチング環境２０７に曝されるときの半導体デバイス２００を模式的に示し
ており、エッチング環境２０７は、第１の凹部又はキャビティの一部分２０７Ａを形成す
るために、半導体領域２０３Ａの材質をスペーサ要素２０５に対して選択的に除去するた
めの異方性プラズマ支援エッチングプロセスであってよい。図２Ｂに示される実施形態に
おいては、エッチングプロセス２０７はエッチングマスク２０６に基いて実行されてよい
一方で、他の例示的な実施形態では、エッチングプロセス２０７を実行するのに先立ちマ
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スク２０６は除去されてよく、この場合、半導体領域２０３Ｂ及びトランジスタ２５０Ｂ
のゲート電極構造２５１を保護するマスクとしてスペーサ層２０５Ａが用いられてよい。
従来の戦略とは対照的に、凹部２０７Ａのチャネル領域２５２からの横方向オフセットの
高度な可制御性及びこれに伴う均一性が達成され得るように、エッチングプロセス２０７
は、所与の薬品に対して対応する減少させられたエッチング時間を選択することによって
、凹部２０７Ａの減少させられた深さが得られるように実行されてよいことが理解される
べきである。その結果、図１Ｂにおけるキャビティ１０７Ａのような対応するキャビティ
の顕著な深さが必要であるプロセス戦略と比較して、プロセス２０７の間における横方向
エッチング速度の対応するばらつきは低減され得るので、幅２０５Ｗによって画定される
全体的な減少させられた横方向オフセットに対してさえも、結果として得られるトランジ
スタ特性の基板全体の高められた均一性が達成され得る。従って、凹部２０７Ａを低減さ
れた深さで形成することによって、十分に確立された選択的異方性エッチングレシピに基
き、歪誘起材質の横方向の位置の優れた制御が達成され得る。
【００２８】
　更に他の実施形態においては、エッチングプロセス２０７はウエット化学的エッチング
レシピに基いて実行されてよく、この場合にも凹部２０７Ａの減少させられた深さが高度
に可制御な横方向エッチング速度を提供することができ、その結果、初期スペーサ厚み２
０５Ｗに基いて、対応する明確な横方向オフセットを得ることができる。例えば、凹部２
０７Ａの減少させられた深さの結果、等方性ウエット化学的エッチング環境が確立されて
よく、そのエッチング環境においてもまた、対応する横方向エッチング速度は十分に可制
御であろうから、例えばゲート電極構造２５１の端でのゲート絶縁層２５１Ｂの優れた完
全性をもたらすことができる一方で、凹部２０７Ａのチャネル領域２５２からの横方向オ
フセットは、トランジスタ特性の均一性を損なうことなしに、小さな値に基いて調節する
ことができる。
【００２９】
　図２Ｃは更に進んだ製造段階における半導体デバイス２００を模式的に示している。図
示されるように、凹部２０７Ａが半導体領域２０３Ａ内で下に向けて深さ２０７Ｄで形成
されていてよく、深さ２０７Ｄは前述したように高い全体的なプロセス制御を提供し得る
。また、第１及び第２のトランジスタ２５０Ａ，２５０Ｂの上方には更なるスペーサ層２
１６が形成され、ここでは、スペーサ層２１６は、スペーサ層２０５Ａとは異なる材質か
ら構成されてよい。例えば１つの例示的な実施形態では、スペーサ層２１６はシリコン窒
化物から構成されてよい一方で、スペーサ層２０５Ａは二酸化シリコンに基いて形成され
てよい。他の例示的な実施形態においては、既に論じられたように、スペーサ層２０５Ａ
及びこれに伴いスペーサ要素２０５がスペーサ層２１６とは異なるエッチング特性を有す
る材質に基いて形成されているであろう限り、スペーサ層２１６は二酸化シリコンのよう
な異なる材質から構成されていてよいことが理解されるべきである。スペーサ層２１６は
、スペーサ層２１６に基いて形成されることになるスペーサ要素の適切な厚みを得るため
に、対応するエッチングプロセスパラメータとの組み合わせにおいて適切な厚みで設けら
れてよい。この目的のために、任意の十分に確立された堆積技術が用いられてよい。
【００３０】
　図２Ｄは少なくともトランジスタ２５０Ａ内のスペーサ要素２０５上にスペーサ要素２
１６Ａを形成するための更なる異方性エッチングプロセス２１１の間における半導体デバ
イス２００を模式的に示している。この目的のために、十分に確立された選択的異方性エ
ッチングレシピが利用可能であり、ここでは、例えばシリコン窒化物材質は二酸化シリコ
ン材質及びシリコン材質に対して選択的に除去され得る。また、図２Ｄに示される実施形
態においては、異方性エッチングプロセス２１１は非マスクプロセスとして実行すること
ができ、それによっても対応するスペーサ要素２１６Ａをトランジスタ２５０Ｂ内のスペ
ーサ層２０５Ａ上に形成することができる。その結果、トランジスタ２５０Ａのスペーサ
要素２１６Ａは追加的なリソグラフィステップなしに設けることができ、それにより極め
て効率的な全体的な製造フローに貢献することができる。他の例示的な実施形態において
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は、例えばプロセス２１１のそれほど明白ではないエッチング選択性に起因して且つ／又
はスペーサ層２０５Ａの減少させられた厚みに起因して、エッチングプロセス２１１の間
におけるスペーサ層２０５Ａの材質除去が不適切であると考えられる場合には、エッチン
グプロセス２１１を実行するのに先立ちトランジスタ２５０Ｂを覆うようにエッチングマ
スク２０６のような更なるエッチングマスクが形成されてよい。その結果、エッチングプ
ロセス２１１の間、半導体領域２０３Ａ内に形成される凹部２０７Ａは露出させられ得る
一方で、同時にスペーサ要素２１６Ａが所望の幅２１６Ｗで形成され得る。例えば、領域
２０３Ａ内に更に形成されることになる半導体材質の所望の段階的形状を得る一方で、同
時に、結果として得られるキャビティの横方向形状の高度な可制御性が達成され得るよう
に、幅２１６Ｗが選択されてよい。更に、対応するキャビティが単一のエッチングステッ
プにおいて形成される必要があるであろう従来の戦略と比較して、材質除去の必要な程度
は大幅に低いであろうから、結果として得られるキャビティの縦方向の拡張についても、
高められた効率で制御することができる。
【００３１】
　図２Ｅは更なるエッチングプロセス２１７に曝されるときの半導体デバイス２００を模
式的に示しており、エッチングプロセス２１７においては、先に形成された凹部２０７Ａ
の露出された部分内に更なる凹部２１７Ａが形成されてよい。従って、エッチング環境２
１７のプロセスパラメータ及びスペーサ要素２１６Ａの幅２１６Ｗに基いて更なる凹部２
１７Ａの横方向オフセットが規定され得る一方で、その深さは、プロセス２１７の間にお
ける所与の除去速度に対するプロセス時間に基いて調節され得る。幾つかの例示的な実施
形態では、凹部２１７Ａは深さ２１７Ｄまで拡張するように形成されてよく、深さ２１７
Ｄは、凹部２０７Ａ及び２１７Ａで表されるキャビティの最終的に望まれる深さ、例えば
基本層２０３の厚みの５０乃至９０パーセントに対応していてよい。この場合、深さ２１
７Ｄは、凹部２０７Ａの深さと更なるエッチングプロセス２１７の間に得られる深さの組
み合わせとして考えられるべきである。トランジスタばらつきに対する最も臨界的な影響
は、「浅い部分(shallow portion)」、即ち凹部２０７Ａによって提示されるであろうが
、この部分には前述したように高い可制御性がもたらされ得るので、場合によっては凹部
２１７Ａに対するチャネル領域２５２からの横方向オフセットのある程度のばらつきをも
たらすかもしれない最初に規定された深さ２０７Ｄよりも深さ２１７Ｄが著しく大きい場
合であっても、全体的なトランジスタばらつきを顕著に向上させ得ることが理解されるべ
きである。
【００３２】
　所望に応じて、スペーサ要素２１６のような１つ以上の更なるスペーサ要素が例えば同
一の材質に基いて形成されてよく、そして先に形成された凹部の対応する部分の深さを更
に増大させるように後続のエッチングプロセスが実行されてよいことが理解されるべきで
あり、この場合にもまた、チャネル領域２５２に対する横方向オフセットは段階的に増大
させられ得る。
【００３３】
　図２Ｆは更なるエッチング環境２１８に曝されるときの半導体デバイス２００を模式的
に示しており、エッチング環境２１８は、スペーサ要素２１６Ａをスペーサ要素２０５及
びスペーサ層２０５Ａに対して選択的に除去するように設計されてよい。他の例示的な実
施形態においては、既に説明したように、トランジスタ２５０Ａ内のスペーサ要素２１６
Ａを形成するためのプロセスが既に論じられたように対応するエッチングマスクに基いて
実行された場合には、トランジスタ２５０Ｂはスペーサ層２１６によって覆われてよい。
この場合、トランジスタ２５０Ａのスペーサ層２１６及びスペーサ要素２１６Ａは、エッ
チングプロセス２１８の間に除去されてよい。例えばスペーサ要素２１６Ａがシリコン窒
化物から構成される場合、例えば加熱リン酸に基く十分に確立されたエッチングレシピが
用いられてよい。他の場合において、スペーサ要素２１６Ａが二酸化シリコン材質の形態
で設けられているときには、希釈フッ酸（ＨＦ）のような他の適切なレシピが用いられて
よい一方で、スペーサ層２０５Ａ及びスペーサ２０５は、それらの要素によって覆われる
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対応する材質の完全性をもたらすことができる。エッチングプロセス２１８の後、このよ
うに凹部２０７Ａ，２１７Ａから構成され得る対応するキャビティ２１８Ａが半導体領域
２０３Ａ内に形成される。
【００３４】
　図２Ｇは更に進んだ製造段階における半導体デバイス２００を模式的に示しており、そ
の製造段階においては、キャビティ２１８Ａを歪誘起半導体合金２０９で充填するように
選択的エピタキシャル成長プロセス２１０が実行されてよい。幾つかの例示的な実施形態
では、トランジスタ２５０Ａはｐチャネルトランジスタを代表してよく、トランジスタ２
５０Ａにおいては、半導体領域２０３Ａの結晶学的構造は、電流フロー方向、即ち図２Ｇ
においては水平方向に沿って作用する圧縮歪成分が前述したようにトランジスタ性能の増
強をもたらし得るようなものであってよい。従って、半導体合金２０９はシリコン／ゲル
マニウム合金の形態で設けられてよく、この場合、ゲルマニウムの割合は、チャネル領域
２５２内に導入されるべき望ましい歪成分に従って選択されてよい。また、キャビティ２
１８Ａの段階的な形状により、材質２０９の対応する段階的な構成を達成することができ
、ここでは、その浅い部分２０９Ａはチャネル領域２５２にごく接近して位置し得る一方
で、デバイス１００を参照して既に説明したように、過度なトランジスタばらつきを回避
することができる。他の例示的な実施形態においては、半導体合金２０９は、例えばシリ
コン又はシリコン／ゲルマニウムと組み合わされる錫を備えていてよく、それによっても
チャネル領域２５２内に圧縮歪成分を提供することができる。更に他の例示的な実施形態
においては、トランジスタ２５０Ａは、その性能が引張り歪成分に基いて増大され得るト
ランジスタを代表してよく、引張り歪成分は、シリコン／炭素合金の形態にある半導体合
金２０９を設けることによって達成され得る。
【００３５】
　選択的エピタキシャル成長プロセス２１０の間、スペーサ要素２０５及びスペーサ層２
０５Ａは、顕著な半導体堆積を本質的に回避すると共に、それに伴いトランジスタ２５０
Ａ，２５０Ｂのゲート電極構造２５１の完全性を維持し、そして半導体領域２０３Ｂにつ
いてもこれを維持するように、成長マスクとして作用し得る。
【００３６】
　その後、スペーサ要素２０５及びスペーサ層２０５Ａを、これら要素が二酸化シリコン
材質から構成される場合には例えばフッ酸のような十分に確立されたエッチングレシピに
基いて除去することによって、更なる処理が継続してよい。他の場合においては、任意の
他の選択的エッチングレシピが用いられてよく、例えばスペーサ２０５及びスペーサ層２
０５Ａがシリコン窒化物から構成される場合には、既に論じられたように、加熱リン酸が
用いられてよい。その後、キャップ層２５１Ｃが加熱リン酸のような任意の適切なエッチ
ングレシピによって除去されてよく、そしてその後、例えば図１Ｅに示されるデバイス１
００を参照して説明したように、更なる処理が継続してよい。例えば、ドレイン及びソー
ス拡張領域（図示せず）が形成されてよく、続いて適切なスペーサ構造が形成されてよく
、スペーサ構造は次いでイオン注入に基いて深いドレイン及びソース領域を画定するため
に用いられてよく、ここでは、トランジスタ２５０Ａに対する対応する注入プロセスは、
選択的エピタキシャル成長プロセス２１０に基いて適切なドーパント種を導入することに
よって大幅に強化され得る。従って、この場合には、所望の程度のその場ドーピング(in 
situ doping)がプロセス２１０の間に達成され得る。その後、望ましい場合には、ある程
度のドーパント拡散を開始し、またドーパントを活性化しそして注入誘起損傷を再結晶化
するように、適切な焼鈍プロセスが実行されてよい。次いで、デバイス要求に応じて金属
シリサイドが形成されてよい。
【００３７】
　図２Ｈは更なる例示的な実施形態に従う半導体デバイス２００を模式的に示している。
図示されるように、スペーサ要素２１６Ａは未だ存在していてよく、そしてデバイス２０
０は、凹部２１７Ａ内へ第１の部分２０９Ｂを充填するために、第１のエピタキシャル成
長プロセス２１０Ｂに曝されてよい。従って、エピタキシャル成長プロセス２１０Ｂの間
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、低部２０９Ｂに望ましい特性をもたらすために、例えばその場ドーピングの程度、材質
組成、等に関して望ましいプロセスパラメータが確立されてよい。例えば、その場ドーピ
ングの程度は、トランジスタ２５０Ａに対する深いドレイン及びソース区域の望ましいド
ーパント濃度に実質的に対応するように選択されてよい。また、望ましい場合には、合金
２０９Ｂの歪誘起種の濃度が、全体的なデバイス要求に従って適合させられてよい。例え
ば、圧縮歪成分が望ましい場合には、適度に高い濃度のゲルマニウム、錫、等が設けられ
てよい。
【００３８】
　その後、トランジスタ２５０Ａ，２５０Ｂからスペーサ要素２１６Ａを除去するように
エッチングプロセス２１８（図２Ｆ参照）が実行されてよく、この場合において前述した
ように対応するスペーサ要素が当該トランジスタ内に形成されていないときには、既に論
じられたように、対応するスペーサ層がトランジスタ２５０Ｂの上方から除去されてよい
。更なる選択的エピタキシャル成長プロセスに対して材質２０１Ｂの露出表面部分を準備
するために、対応する洗浄レシピが用いられてよい。
【００３９】
　図２Ｉは更なる選択的エピタキシャル成長プロセス２１０Ａの堆積環境に曝されるとき
の半導体デバイス２００を模式的に示している。従って、歪誘起半導体合金２０９の浅い
部分２０９Ａが形成されてよく、ここでは、材質２０９の強化された全体的表面トポグラ
フィ(topography)に加えて、材質２０９Ａの異なる特性もまた、プロセス及びデバイス要
求に従って調節され得る。例えば、適切なその場ドーピングがプロセス２１０Ａの間に達
成されてよく、その結果、更に形成されることになるドレイン及びソース領域の更なるプ
ロファイリングが大幅に緩和され又は完全に除かれ得るので、対応する注入誘起緩和効果
が低減し得るという理由で、更に高められたドレイン誘起効果にも貢献し得る。更に、望
ましい場合には、材質組成は必要に応じて材質２０９Ｂと比べて異なるように選択されて
よい。エピタキシャル成長プロセス２１０Ａの後、前述したように更なる処理が継続して
よい。
【００４０】
　図２Ｊ乃至２Ｌを参照して、更なる例示的な実施形態を以下に説明し、ここでは、スペ
ーサ構造の幅を減少させると共に対応するキャビティエッチングプロセスを実行すること
によって、段階的な形状のキャビティ構造が達成され得る。
【００４１】
　図２Ｊはある製造段階における半導体デバイス２００を模式的に示しており、その製造
段階においては、スペーサ要素２１６Ａが少なくともトランジスタ２５０Ａ内に形成され
てよい一方で、第２のトランジスタ２５０Ｂは、スペーサ層２０５Ａのエッチング停止能
力に応じて対応するスペーサ層又はスペーサ要素２１６Ａを備えていてよい。即ち、２つ
以上のエッチング環境へのスペーサ層２０５Ａの過度の曝露が不適切であると考えられる
場合には、対応するレジストマスクに基いてスペーサ要素２１６Ａが形成されてよく、ま
たスペーサ層はトランジスタ２５０Ｂの上方で維持されてよい。また、スペーサ要素２１
６Ａは幅２１６Ｔで設けられてよく、幅２１６Ｔは、スペーサ要素２０５の幅２０５Ｗと
の組み合わせにおいて、対応するキャビティの最大深さに対して望ましいオフセットを表
していてよい。スペーサ要素２１６Ａに基いて、デバイス２００は対応する凹部２２７Ａ
を形成するためにエッチング環境２２７に曝されてよい。エッチングプロセス２２７の任
意のプロセスパラメータに関して、凹部２０７Ａ，２１７Ａ（図２Ｆ参照）を形成するた
めに既に説明したのと同じ基準を適用してよい。
【００４２】
　図２Ｋは更なるエッチング環境２１８Ａに曝されるときの半導体デバイス２００を模式
的に示しており、エッチン環境２１８Ａにおいては、スペーサ要素２１６Ａの一部分が除
去されてよい。例えば、スペーサ要素２１６Ａがシリコン窒化物から構成される場合には
、エッチング環境は加熱リン酸に基いて確立することができる。他の場合には、任意の他
の適切なエッチングレシピが用いられてよい。エッチングプロセス２１８Ａの間、スペー
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サ要素２１６Ａの幅は高度に可制御な様態で削られていってよく、例えばその結果、図示
される製造段階においては凹部２２７Ａを含んでいてよい段階的な形状のキャビティの更
なる横方向のオフセットを調節するために、縮小されたスペーサ要素２１６Ｒが維持され
てよい。
【００４３】
　図２Ｌは更なるエッチング環境２３７に曝されるときの半導体デバイス２００を模式的
に示しており、その間、凹部２２７Ａの深さは増加させられてよい一方で、同時に更なる
凹部２３７Ａが形成されてよく、凹部２３７Ａは、スペーサ要素２１６Ｒの幅によって決
定されるチャネル領域２５２に対する横方向のオフセットを有していてよい。その後、ス
ペーサ要素２１６Ｒを除去するようにプロセス２１８Ａ（図２Ｋ参照）と同様の更なるエ
ッチングプロセスが実行されてよく、それによりスペーサ２０５が露出させられてよく、
スペーサ２０５は、スペーサ要素２１６Ｒと比較してその明白なエッチング選択性により
、対応する凹部の横方向オフセットを高度な均一性で規定することができる。その結果、
プロセス２３７と同様のエッチングパラメータに基いていてよい後続のエッチングプロセ
スにおいて、前述したように、浅い凹部が、高度なプロセス均一性及びチャネル領域２５
２からの望ましい減少させられたオフセットで形成され得る。一方、対応する凹部２２７
Ａ，２３７Ａの深さが更に増大させられてよい一方で、浅い凹部が最小の望ましい横方向
オフセットで形成され得る。従ってこの場合にもまた、段階的な形状の構造を伴う対応す
るキャビティが達成されるであろうし、ここでもまた、高度なプロセス均一性が対応する
安定したトランジスタ特性をもたらすことができる。このように、トランジスタ２５０Ａ
に対する段階的な形状のキャビティを形成した後、前述したように、スペーサ要素２０５
及びスペーサ層２０５Ａを除去すると共に段階的な形状のキャビティ内に適切な半導体合
金を充填することによって、更なる処理が継続されてよい。
【００４４】
　図２Ｍは更に進んだ製造段階における半導体デバイス２００を模式的に示している。図
示されるように、トランジスタ２５０Ａ，２５０Ｂはスペーサ構造２５３を備えていてよ
く、スペーサ構造２５３は、少なくともトランジスタ２５０Ｂ内でドレイン及びソース領
域２５４の横方向及び縦方向のドーパントプロファイルを調節するように設計されていて
よい。即ち、図示される実施形態においては、トランジスタ２５０Ｂのドレイン及びソー
ス領域２５４は、領域２５４の横方向及び縦方向のプロファイルを調節するために、スペ
ーサ構造２５３を設けることと組み合わせられた注入シーケンスに基いて形成されてよい
。前述したように、減少させられた量のドーパント種がイオン注入プロセスによって組み
込まれる必要があるであろうし、それにより対応する注入プロセスの応力緩和効果を低減
し得るので、半導体合金２０９はその場ドーピング材質として設けられてよく、それによ
り対応するドレイン及びソース領域２５４の全体的なドーパントプロファイルを設計する
際の高い柔軟性を提供することができる。他の場合には、前述したように、ドレイン及び
ソース拡張領域２５４Ｅに対する少なくとも顕著な濃度が、材質２０９の少なくとも一部
分のその場ドーピングに基き提供されてよく、この場合、材質２０９の段階的な形状の構
造により、対応するドーパント種はチャネル領域にごく接近して位置することができる。
また、幾つかの例示的な実施形態では、ドレイン及びソース領域２５４のドーパントプロ
ファイルは、実質的に完全にその場ドーピング材質２０９に基いて確立されてよく、材質
２０９は前述したように異なるドーパント濃度を有していてよい。この場合、望ましい場
合には、最終的なドーパントプロファイルは、必要であれば例えばカウンタドーピング種
を導入することに基いて調節することができ、カウンタドーピング種は、典型的には、対
応する注入プロセスの間に顕著に低減された線量(dose)を必要とするであろうから、注入
誘起損傷を過度に生成することはないであろう。その結果、対応する焼鈍プロセス２１９
の間、対応するｐｎ接合が材質２０９の「外側(outside)」に位置させられることになる
場合には、例えばある程度のドーパント拡散を開始することによって、最終的に望ましい
ドーパントプロファイルを調節することができる一方、他の場合には、レーザーベースの
技術、フラッシュライト焼鈍プロセスのような十分に確立された焼鈍技術を用いることに
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を抑えるように実効焼鈍時間は極めて短くてよいにもかかわらず、ドーパント活性化及び
注入誘起損傷の再結晶化をもたらすことができる。
【００４５】
　その後、例えば金属シリサイド領域をドレイン及びソース領域２５４内に、そして必要
であればゲート電極構造２５１内に形成することによって更なる処理が継続してよく、次
いで任意の適切な層間誘電体材質が堆積させられてよく、層間誘電体材質もまた、トラン
ジスタ２５０Ａ及び／又はトランジスタ２５０Ｂの性能を更に高めるように、高い内部応
力レベルの誘電体材質から構成されていてよい。
【００４６】
　結果として、本開示は半導体デバイス及び対応する製造技術を提供し、本開示において
は、２つの異なるスペーサ要素の提供を含むパターニングシーケンスに基いて、段階的な
形状の歪誘起半導体材質を設けることができ、それにより高い全体的なプロセス均一性を
提供することができ、また、全体的なトランジスタばらつきを過度に低下させることなし
に、歪誘起材質をチャネル領域に極めて近接して位置させることが可能になる。
【００４７】
　この明細書を考慮することで本開示の更なる修正及び変形が当業者には明らかであろう
。従って、この明細書は、例示的なものとしてのみ解釈されるべきであり、そして本開示
を実施する一般的な様態を当業者に教示することを目的とするものである。ここに示され
そして説明される形態は、目下のところ望ましい実施形態として受け止められるべきであ
るとして理解されるべきである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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