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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体平面から上方に突起した半導体層と、この半導体層を跨ぐようにその上部から相対
する両側面上に延在するゲート電極と、このゲート電極と前記半導体層の側面の間に介在
するゲート絶縁膜と、前記半導体層上に設けられ前記ゲート電極下に位置するキャップ絶
縁層と、前記半導体層の前記ゲート電極に覆われない領域に形成されたソース／ドレイン
領域とを有し、
　前記キャップ絶縁層は、前記基体平面に平行方向であって一対のソース／ドレイン領域
を結ぶチャネル長方向に垂直な方向へ、前記ゲート絶縁膜の表面から張り出した張り出し
部を有し、
　前記張り出し部は、前記キャップ絶縁層のうち、前記ゲート電極と重なる第１領域と、
前記第１領域の両側に位置する第２領域それぞれに形成されていることを特徴とする電界
効果型トランジスタ。
【請求項２】
　前記張り出し部は、前記キャップ絶縁層の全域に形成されている請求項１に記載の電界
効果型トランジスタ。
【請求項３】
　前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が５ｎｍ以上である請
求項１又は２記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項４】
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　前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が５ｎｍ以上、２０ｎ
ｍ以下である請求項１又は２記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項５】
　前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が当該ゲート絶縁膜の
厚さの２．５倍以上である請求項１～４のいずれか一項に記載の電界効果型トランジスタ
。
【請求項６】
　前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が当該ゲート絶縁膜の
厚さの２．５倍以上、１０倍以下である請求項１～４のいずれか一項に記載の電界効果型
トランジスタ。
【請求項７】
　前記張り出し部は、前記半導体層の基体平面に平行且つチャネル長方向に垂直な方向の
幅が最も広い位置におけるゲート絶縁膜表面に対して張り出している請求項１～６のいず
れか１項に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　半導体層上にキャップ絶縁層を形成し、前記半導体層および前記キャップ絶縁層をパタ
ーニングして基体平面から上方に突起した半導体層とその上にパターニングされたキャッ
プ絶縁層を形成する工程と、
　前記キャップ絶縁層下の半導体層の側面が当該キャップ絶縁層の端部よりも内側に後退
するように、前記半導体層の側面をエッチングして当該半導体層を細らせる工程と、
　前記半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程とを有する電界効果型トランジスタ
の製造方法。
【請求項９】
　ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲート電極を
形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有する
請求項８記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１０】
　前記キャップ絶縁層の少なくとも一部がＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率材料より
なる請求項１～７のいずれか一項に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項１１】
　前記キャップ絶縁層の少なくとも一部に空洞を有する請求項１～７のいずれか一項に記
載の電界効果型トランジスタ。
【請求項１２】
　前記半導体層と前記空洞の間に、ＳｉＯ2またはＳｉＯ2よりも誘電率が高い保護絶縁膜
を有する請求項１１に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項１３】
　前記半導体層の下部に、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有する請求項１～
７のいずれか一項に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項１４】
　前記半導体層の下部に、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有し、前記ゲート
電極の下部には、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有しない請求項１～７のい
ずれか一項に記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項１５】
　前記低誘電率領域が空洞よりなる請求項１３又は１４に記載の電界効果型トランジスタ
。
【請求項１６】
　前記半導体層の下には支持基板を有し、当該半導体層はこの支持基板と一体に接続して
いる請求項１～７、１０～１５のいずれか一項に記載の電界効果型トランジスタ。
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【請求項１７】
　前記の突起した半導体の下には支持基板を有し、当該半導体層はこの支持基板上に埋め
込み絶縁膜を介して設けられている請求項１～７、１０～１５のいずれか一項に記載の電
界効果型トランジスタ。
【請求項１８】
　前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が２ｎｍ以上である請
求項１記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項１９】
　前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が２０ｎｍ以下である
請求項１記載の電界効果型トランジスタ。
【請求項２０】
　前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が当該ゲート絶縁膜の
厚さの１０倍以下である請求項１～４のいずれか一項に記載の電界効果型トランジスタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電界効果型トランジスタおよびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　[構造]
　電界効果型トランジスタの性能向上を目的に、突起した半導体領域の両側面にゲート電
極を設け、半導体領域の両側面にチャネルを形成することを特徴とするＦｉｎＦＥＴと呼
ばれる電界効果型トランジスタが提案されている。その典型的構造を図８１、図８２に示
す。図８１は平面図、図８２(a)は図８１のＡ－Ａ’断面における断面図、図８２（ｂ）
は図８１のＢ－Ｂ’断面における断面図である。支持基板１上に埋め込み絶縁膜２が設け
られ、その上部に半導体層３が設けられる。半導体層３の側面にはゲート絶縁膜４を介し
てゲート電極５が設けられる（図８２（ａ））。半導体層３のうち、ゲート電極に覆われ
ない部分は高濃度の第一導電型の不純物が導入され、ソース／ドレイン領域６をなす。ゲ
ート電極５に覆われた半導体層３はチャネル形成領域７をなし、ゲート電極に適当な電圧
を印加することにより、その表面に第一導電型のキャリアが誘起されてチャネルが形成さ
れる。チャネル形成領域には一般には低濃度の第二導電型不純物が導入されるか、あるい
は導入されない。
【０００３】
　なお、図８１のＡ－Ａ’断面は、半導体層がゲートに覆われた位置において、二つのソ
ース／ドレイン領域を結ぶ方向（以下この方向をチャネル長方向と記す）に垂直な面にお
ける断面を示し、図８１のＢ－Ｂ’断面はチャネル長方向の断面を示す。
【０００４】
　ＦｉｎＦＥＴにおいて、半導体層３の上部に設けられた絶縁膜の厚さと半導体層３の側
面に設けられた絶縁膜の厚さの差が小さい場合、トランジスタがオン状態になると、チャ
ネル形成領域７をなす半導体層３の両側面と半導体層の上面にチャネルが形成される。こ
の構造はトライゲート構造と呼ばれる。トライゲート構造のトランジスタでは、半導体層
３の上部に設けられた絶縁膜の厚さと半導体層３の側面に設けられた絶縁膜の厚さの関係
が、典型的には一方の膜厚が他方の膜厚の１～５倍であり、より典型的には一方の膜厚が
他方の膜厚の１～２倍であり、最も理想的には両者の膜厚がほぼ等しい。図８２（ａ）及
び図８２（ｂ）はトライゲート構造のトランジスタの典型的な構造である。
【０００５】
　また、半導体層３の上部にゲート絶縁膜よりも充分厚いキャップ絶縁層８が設けられる
場合、典型的にはキャップ絶縁層８の厚さがゲート絶縁膜の厚さの５倍以上、より典型的
には１０倍以上の場合、半導体層３の上部にはほとんどチャネルが形成されず、トランジ
スタがオンした状態では、半導体層３の両側面に形成されるチャネルが主に電気伝導を担
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う。この構造はダブルゲート構造と呼ばれる。図８３（ａ）及び図８３（ｂ）はダブルゲ
ート構造のトランジスタの典型的な断面形状を示す。それぞれ図８１のＡ－Ａ’断面、及
び図８１のＢ－Ｂ’断面において描いたものである。
【０００６】
　また、半導体層３の上部コーナー部３４（図８２（ａ）及び図８３（ａ）に、上部コー
ナー部３４の一方を破線で囲んで示す。）における電界の集中によるトランジスタ特性へ
の悪影響を防ぐ目的から、半導体層３の上部コーナー部を丸めた構造も提案されている（
特開２００２－１１８２５５号公報：特許文献１の図２８及び関連記載）。これを図８５
に示す。このような構造は、例えば半導体層の上部コーナーを熱酸化することによって形
成する。なお、図８５は図８２（ａ）と同じ位置における断面図を示す。
【０００７】
　なお、ダブルゲート構造とトライゲート構造との相違についての説明で用いた、キャッ
プ絶縁層８の厚さと、ゲート絶縁膜４の厚さとの比は、両者が同一の誘電率を持つ場合を
基準としている。両者の誘電率が異なる場合は、それぞれの膜厚をそれぞれの誘電率で割
り、得られたそれぞれの商に両者共通の定数（例えばＳｉＯ2膜の誘電率）をかけた積を
換算膜厚として、上記比較を行えば良い。
【０００８】
　一方、特開２００２－２７０８５０号公報（特許文献２）には、位置不整合による寄生
容量の増大や寄生抵抗の変動に起因する動作性能の低下を抑えることを目的とし、ソース
／ドレイン領域及びチャネル領域を持つ島状半導体結晶層と、そのチャネル領域部の対向
する両側面部にそれぞれゲート絶縁膜を介して設けられたゲート電極を有する電界効果ト
ランジスタが開示されている。そして、その一実施形態として短チャネル効果をより一層
抑制することを目的としてチャネル領域部分（両ゲート電極に挟まれた部分）の島状半導
体結晶層の幅を薄くした構成が記載され、結果として、その島状層上部の絶縁膜が当該島
状層側面に対して突起した形状となっている（特許文献２の図１９及び関連記載）。しか
しながら、この電界効果トランジスタにおいて、ゲート電極はその島状層の両側に分離・
絶縁して設けられている。
【０００９】
　[従来技術の課題]
　ｎチャネルトランジスタを例に、従来のＦｉｎＦＥＴにおける課題を説明する。ここで
はｎチャネルトランジスタについて説明するが、ｐチャネルトランジスタにおいては、極
性を逆にすれば（例えば、ｎチャネルトランジスタにおける電位上昇を、ｐチャネルトラ
ンジスタにおいては電位低下と読みかえる。また、ｎチャネルトランジスタにおけるしき
い値電圧の低下を、ｐチャネルトランジスタにおいてはしきい値電圧の上昇と読みかえる
。）同様の議論が成り立つ。
【００１０】
　（第一の課題）
　図８１のＡ－Ａ’断面において、半導体層３の上端部の電位分布をシミュレーションし
た結果を図８４（ａ）、図８４（ｂ）に示す。図８４（ａ）はトライゲート構造の場合で
あり、図８２（ａ）の断面に対応するもの、図８４（ｂ）はダブルゲート構造の場合であ
り、図８３（ａ）の断面に対応するものである。図中の等高線は真性半導体シリコンを基
準にした等電位線であり、半導体層の中央から外側に向って、－０．４Ｖ、－０．２Ｖ、
０．０Ｖ、０．２Ｖ、０．４Ｖである。チャネル領域の不純物濃度は８×１０18ｃｍ-3、
ゲート電圧はゼロボルト、ゲート酸化膜厚は２ｎｍである。なお、電位は真性半導体シリ
コンを基準にしているため、ゼロバイアスされているｎ+型シリコンの電位は０．５６Ｖ
であり、ゼロバイアスされているゲートの電位は０．５６Ｖである。なお、本明細書中に
示す各素子構造についてのシミュレーション結果は、特筆しないかぎり上記と同一の条件
で実施したものである。
【００１１】
　ダブルゲート構造、トライゲート構造のいずれにおいても、半導体層の上部コーナー部
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において等電位線が湾曲している。これは上部コーナー部では、ゲート電極から不純物イ
オンに向う電界が集中するために、半導体層の他の部分よりも電位が上昇していることを
示している。上部コーナー部の電位が上昇すると、上部コーナー部にしきい値電圧が低い
寄生トランジスタが形成される。寄生トランジスタが形成されると、図８６のようにサブ
スレッショルド電流が増加し、オフ電流が増加するという問題が生じる。
【００１２】
　このような電界集中は、ゲート電極から不純物イオンに向う電界が原因であるので、チ
ャネル領域の不純物濃度が高い場合、典型的には５×１０17ｃｍ-3以上の場合に顕著にな
る。
【００１３】
　またこのような電界集中は、半導体層の側面に位置するゲートからの電界、半導体層上
方のゲート電極からの電界、半導体層の上端よりも上方へ延在したゲート電極側面からの
電界が、半導体層上部コーナー部に集中することによって発生する（図９２（ａ）、図９
２（ｂ））。なお、図９２（ａ）、図９２（ｂ）はそれぞれ図８２（ａ）、図８３（ａ）
の断面において半導体層の上部に相当する位置における断面図である。なお、矢印（記号
４６）は電界集中をひき起こすゲート電界を示す。
【００１４】
　したがって、半導体層上部コーナー部における電位上昇を抑制し、寄生トランジスタの
影響を縮小する技術が望まれる。
【００１５】
　（第二の課題）
　また、図８５に示すように、半導体層３の上部コーナー部３４を熱酸化等の丸め工程を
実施することによって丸みを帯びた形状に加工し、コーナー部の電界を緩和し、寄生トラ
ンジスタを抑制する方法が知られている。
【００１６】
　しかしこの場合、丸めたコーナー部９では、本来チャネルが形成される半導体側面また
は半導体上面のいずれとも面方位が異なる結晶面が露出する。一方、熱酸化により形成さ
れるゲート絶縁膜の厚さ、キャリア移動度及び界面準位密度は面方位に依存する。しきい
値電圧やドレイン電流などトランジスタの基本的な特性は、ゲート絶縁膜の厚さ、キャリ
ア移動度及び界面準位密度に強く依存するので、丸めたコーナー部９では半導体側面およ
び半導体上面とは異なる特性を持った新たな寄生トランジスタが出現し、ＦｉｎＦＥＴの
特性が変化してしまう。特に、第一の課題で述べた寄生トランジスタを強く抑制しようと
してコーナー部の曲率半径を大きくすると、第二の課題はより顕著になる。
【００１７】
　したがって、コーナー部を丸めなくとも、あるいはコーナー部を丸めたとしてもコーナ
ー部の曲率半径が小さい状態において、コーナー部の電位上昇を抑制し、寄生トランジス
タを抑制できる技術が望まれる。
【発明の開示】
【００１８】
　本発明の目的は、ＦｉｎＦＥＴの基体平面から突起した半導体層のコーナー部において
寄生トランジスタが形成されることを防止して、素子特性が改善されたＦｉｎＦＥＴを提
供することにある。
【００１９】
　本発明によれば、下記の電界効果型トランジスタ及びその製造方法を提供することがで
きる。
【００２０】
　（１）基体平面から上方に突起した半導体層と、この半導体層を跨ぐようにその上部か
ら相対する両側面上に延在するゲート電極と、このゲート電極と前記半導体層の側面の間
に介在するゲート絶縁膜と、前記半導体層上に設けられ前記ゲート電極下に位置するキャ
ップ絶縁層と、前記半導体層の前記ゲート電極に覆われない領域に形成されたソース／ド
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レイン領域とを有し、
　前記キャップ絶縁層は、前記基体平面に平行方向であって一対のソース／ドレイン領域
を結ぶチャネル長方向に垂直な方向へ、前記ゲート絶縁膜の表面から張り出した張り出し
部を有することを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【００２１】
　（２）前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が５ｎｍ以上で
ある発明１の電界効果型トランジスタ。
【００２２】
　（３）前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が５ｎｍ以上、
２０ｎｍ以下である発明１の電界効果型トランジスタ。
【００２３】
　（４）前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が当該ゲート絶
縁膜の厚さの２．５倍以上である発明１、２又は３の電界効果型トランジスタ。
【００２４】
　（５）前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が当該ゲート絶
縁膜の厚さの２．５倍以上、１０倍以下である発明１、２又は３の電界効果型トランジス
タ。
【００２５】
　（６）前記張り出し部は、前記半導体層の基体平面に平行且つチャネル長方向に垂直な
方向の幅が最も広い位置におけるゲート絶縁膜表面に対して張り出している発明１～５の
いずれかの電界効果型トランジスタ。
【００２６】
　（７）発明１～６のいずれかの電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　半導体層上にキャップ絶縁層を形成し、前記半導体層および前記キャップ絶縁層をパタ
ーニングして基体平面から上方に突起した半導体層とその上にパターニングされたキャッ
プ絶縁層を形成する工程と、
　前記キャップ絶縁層下の半導体層の側面が当該キャップ絶縁層の端部よりも内側に後退
するように、前記半導体層の側面をエッチングして当該半導体層を細らせる工程と、
　前記半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程とを有する電界効果型トランジスタ
の製造方法。
【００２７】
　（８）ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲート
電極を形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有する
発明７の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００２８】
　（９）基体平面から上方に突起した半導体層と、この半導体層の両側面上に設けられた
ゲート電極と、このゲート電極と前記半導体層の側面の間に介在するゲート絶縁膜と、前
記ゲート電極に覆われない領域に形成されたソース／ドレイン領域とを有し、
　さらに、前記半導体層の上部でゲート電極の上端よりも低い位置に、ＳｉＯ2よりも誘
電率が低い低誘電率領域を有することを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【００２９】
　（１０）前記半導体層の上部に接して、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有
する発明９の電界効果型トランジスタ。
【００３０】
　（１１）前記半導体層の上部に接して、ＳｉＯ2またはＳｉＯ2よりも誘電率が高い保護
絶縁膜が設けられ、この保護絶縁膜の上にＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有
する発明９の電界効果型トランジスタ。
【００３１】
　（１２）前記低誘電率領域が空洞よりなる発明９～１１のいずれかの電界効果型トラン
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ジスタ。
【００３２】
　（１３）前記半導体層の下部にＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有する発明
９～１２のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００３３】
　（１４）前記半導体層の下部に、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有し、前
記ゲート電極の下部には、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有しない発明９～
１２のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００３４】
　（１５）前記半導体層の下部に設けられる前記低誘電率領域が空洞よりなる発明１３又
は１４の電界効果型トランジスタ。
【００３５】
　（１６）前記半導体層は、第１の絶縁層上に、この第１の絶縁層とは異なる材料からな
る第２の絶縁層を介して設けられ、
　前記ゲート電極は、第１の絶縁層上に第２の絶縁層を介さずに直接第１の絶縁層に接す
る部分を有する発明９～１２のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００３６】
　（１７）第２の絶縁層がＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料からなる発明１６の電界効果
型トランジスタ。
【００３７】
　（１８）第２の絶縁層が空洞よりなる発明１６の電界効果型トランジスタ。
【００３８】
　（１９）前記キャップ絶縁層の少なくとも一部がＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率
材料よりなる発明１～６のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００３９】
　（２０）前記キャップ絶縁層の少なくとも一部に空洞を有する発明１～６のいずれかの
電界効果型トランジスタ。
【００４０】
　（２１）前記半導体層と前記空洞の間に、ＳｉＯ2またはＳｉＯ2よりも誘電率が高い保
護絶縁膜を有する発明２０の電界効果型トランジスタ。
【００４１】
　（２２）前記半導体層の下部に、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有する発
明１～６のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００４２】
　（２３）前記半導体層の下部に、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有し、前
記ゲート電極の下部には、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率領域を有しない発明１～
６のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００４３】
　（２４）前記低誘電率領域が空洞よりなる発明２２又は２３の電界効果型トランジスタ
。
【００４４】
　（２５）発明９の電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　半導体層上にＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料を堆積して低誘電率膜を形成する工程と
、
　前記半導体層および前記低誘電率膜をパターニングして、基体平面から突起した半導体
層とその上にパターニングされた前記低誘電率膜からなる低誘電率領域を形成する工程と
を有する電界効果型トランジスタの製造方法。
【００４５】
　（２６）前記の突起した半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲート電極を
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形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有する
発明２５の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００４６】
　（２７）発明９の電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　半導体層上にダミー層を形成する工程と、
　前記半導体層および前記ダミー層をパターニングして、基体平面から突起した半導体層
とその上にパターニングされたダミー層を形成する工程と、
　前記ダミー層を除去して前記半導体層上部に前記低誘電率領域として空洞を形成する工
程とを有する電界効果型トランジスタの製造方法。
【００４７】
　（２８）前記の突起した半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲート電極を
形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有し、
　ゲート電極の形成後に前記ダミー層を除去することにより前記空洞よりなる低誘電率領
域を形成することを特徴とする発明２７の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００４８】
　（２９）前記空洞をＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料で埋め戻す工程をさらに有する発
明２７又は２８の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００４９】
　（３０）前記空洞を多孔質の材料で埋め戻す工程をさらに有する発明２７又は２８の電
界効果型トランジスタの製造方法。
【００５０】
　（３１）基体平面から上方に突起した半導体層と、この半導体層の両側面上に設けられ
たゲート電極と、このゲート電極と前記半導体層の側面の間に介在するゲート絶縁膜と、
前記半導体層の前記ゲート電極に覆われない領域に形成されたソース／ドレイン領域とを
有し、
　前記半導体層の上部の側面には、ゲート電極との間に、前記ゲート絶縁膜よりも厚い端
部絶縁体領域を有することを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【００５１】
　（３２）基体平面から上方に突起した半導体層と、この半導体層の両側面上に設けられ
たゲート電極と、このゲート電極と前記半導体層の側面の間に介在するゲート絶縁膜と、
前記半導体層の前記ゲート電極に覆われない領域に形成されたソース／ドレイン領域とを
有し、
　前記半導体層は、一対のソース／ドレイン領域を結ぶチャネル長方向と垂直な面内にお
ける基体平面に平行方向の半導体層の幅Ｗがその下方部分の幅より小さい半導体層上部領
域と、この半導体層上部領域の下方に位置し、当該半導体層の幅Ｗが前記半導体層上部領
域の幅より大きい半導体層下部領域とを有し、
　前記半導体層上部領域は、当該半導体層の側面が前記半導体層下部領域における半導体
層の側面よりも後退し、この後退した側面と前記ゲート電極の間に、前記ゲート絶縁膜よ
り厚い端部絶縁体領域を有することを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【００５２】
　（３３）前記半導体層上部の幅Ｗが一定である発明３２の電界効果型トランジスタ。
【００５３】
　（３４）前記半導体層上部の幅Ｗが連続的に変化し、これに応じて前記端部絶縁体領域
の厚みも連続的に変化している発明３２の電界効果型トランジスタ。
【００５４】
　（３５）前記半導体層上部の幅Ｗは、当該半導体層の上端へ向かうに従って一定の勾配
をもって徐々に小さくなり、これに応じて前記端部絶縁体領域の厚みが当該半導体層の上
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端へ向かうに従って徐々に大きくなる発明３２の電界効果型トランジスタ。
【００５５】
　（３６）前記半導体層上部の幅Ｗは、当該半導体層の上端へ向かうに従って、当該半導
体層の側面が曲率をもつように徐々に小さくなり、これに応じて前記端部絶縁体領域の厚
みが当該半導体層の上端に向かうに従って徐々に大きくなる発明３２の電界効果型トラン
ジスタ。
【００５６】
　（３７）前記半導体層の幅Ｗが、当該半導体層の下端部から上端部にかけて一定である
発明３１の電界効果型トランジスタ。
【００５７】
　（３８）基体平面から上方に突起した半導体層と、この半導体層の両側面上に設けられ
たゲート電極と、このゲート電極と前記半導体層の側面の間に介在するゲート絶縁膜と、
前記半導体層の前記ゲート電極に覆われない領域に形成されたソース／ドレイン領域とを
有し、
　前記半導体層は、一対のソース／ドレイン領域を結ぶチャネル長方向と垂直な面内にお
ける基体平面に平行方向の半導体層の幅Ｗがその下方部分の幅より小さい半導体層上部領
域と、この半導体層上部領域の下方に位置し、当該半導体層の幅Ｗが前記半導体層上部領
域の幅より大きい半導体層下部領域とを有し、
　前記半導体層上部領域は、前記半導体層下部領域に接続する部分に当該半導体層の幅Ｗ
が連続的に変化する遷移領域を有し、この遷移領域端部から当該半導体層の上端にかけて
幅Ｗが一定であり、
　当該半導体層上部領域と前記ゲート電極の間には、前記ゲート絶縁膜より厚い端部絶縁
体領域を有することを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【００５８】
　（３９）前記半導体層の上部にゲート絶縁膜よりも厚いキャップ絶縁層が設けられてい
る発明３１～３８のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００５９】
　（４０）前記端部絶縁体領域が前記キャップ絶縁層とは異なる材料からなる発明３９の
電界効果型トランジスタ。
【００６０】
　（４１）前記端部絶縁体領域がＳｉＯ2により構成される発明３１～３９のいずれかの
電界効果型トランジスタ。
【００６１】
　（４２）前記端部絶縁体領域の少なくとも一部がＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料によ
り構成される発明３１～３９のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００６２】
　（４３）前記端部絶縁体領域の少なくとも一部が多孔質の材料により構成される発明３
１～３９のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００６３】
　（４４）前記端部絶縁体領域の少なくとも一部が空洞により構成される発明３１～３９
のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００６４】
　（４５）発明３２の電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　半導体層上に第１絶縁膜を堆積し、この第１絶縁膜および前記半導体層の上部を所定の
幅にパターニングする工程と、
　第２絶縁膜の堆積とエッチバックを行い、パターニングされた第１絶縁膜の側面及び半
導体層の側面に、第２絶縁膜からなる端部絶縁体領域を形成する工程と、
　この端部絶縁体領域およびパターニングされた第１絶縁膜をマスクに前記半導体層をエ
ッチングする工程と、
　前記のエッチングにより露出した半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程とを有
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する電界効果型トランジスタの製造方法。
【００６５】
　（４６）ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲー
ト電極を形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有する
発明４５の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００６６】
　（４７）発明３２の電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　半導体層上にキャップ絶縁層を堆積し、このキャップ絶縁層および前記半導体層の上部
を所定の幅にパターニングする工程と、
　ダミー層の堆積とエッチバックを行い、パターニングされたキャップ絶縁層の側面及び
半導体層の側面に、前記ダミー層からなるコーナーダミー層を形成する工程と、
　このコーナーダミー層およびパターニングされた前記キャップ絶縁層をマスクに前記半
導体層をエッチングする工程と、
　前記のエッチングにより露出した半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記コーナーダミー層を除去して空洞よりなる端部絶縁体領域を形成する工程とを有す
る電界効果型トランジスタの製造方法。
【００６７】
　（４８）発明３２の電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　半導体層上にキャップ絶縁層を堆積し、このキャップ絶縁層および前記半導体層の上部
を所定の幅にパターニングする工程と、
　第１ダミー層の堆積とエッチバックを行い、パターニングされたキャップ絶縁層の側面
及び半導体層の側面に、第１ダミー層からなる第１コーナーダミー層を形成する工程と、
　第２ダミー層の堆積とエッチバックを行い、第１コーナダミー層の側面に、第２ダミー
層からなる第２コーナーダミー層を形成する工程と、
　第１及び第２コーナーダミー層並びにパターニングされた前記キャップ絶縁層をマスク
に前記半導体層をエッチングする工程と、
　前記のエッチングにより露出した半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　第１コーナーダミー層を除去して空洞よりなる端部絶縁体領域を形成する工程とを有す
る電界効果型トランジスタの製造方法。
【００６８】
　（４９）ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲー
ト電極を形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有し、
　ゲート電極の形成後に前記空洞よりなる端部絶縁体領域を形成することを特徴とする発
明４７又は４８の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００６９】
　（５０）前記コーナーダミー層を除去して空洞を形成した後、この空洞にＳｉＯ2より
も誘電率が低い低誘電率材料を埋め戻し、この低誘電率材料よりなる端部絶縁体領域を形
成する工程をさらに有する発明４７又は４８の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００７０】
　（５１）発明３５の電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　半導体層上に第１絶縁膜を形成し、この第１絶縁膜をパターニングする工程と、
　パターニングされた第１絶縁膜をマスクに、前記半導体層の上部を、その幅Ｗが上端に
向かうに従って徐々に小さくなるテーパー形状を有するようにエッチングする工程と、
　第２絶縁膜の堆積とエッチバックを行い、パターニングされた第１絶縁膜の側面および
半導体層のテーパー形状の側面に、第２絶縁膜からなる端部絶縁体領域を形成する工程と
、
　この端部絶縁体領域およびパターニングされた第１絶縁膜をマスクに前記半導体層をエ
ッチングする工程と、
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　前記のエッチングにより露出した半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程とを有
する電界効果型トランジスタの製造方法。
【００７１】
　（５２）前記のパターニングされた第１絶縁膜及びその側面部分の第２絶縁膜を除去し
て前記半導体層の上面を露出する工程をさらに有し、
　前記のゲート酸化膜の形成工程においては、前記半導体層の側面に加えて、露出した上
面にもゲート酸化膜を形成する発明５１の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００７２】
　（５３）ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲー
ト電極を形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有する
発明５１の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００７３】
　（５４）発明３６の電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　半導体層上に酸化剤透過性のキャップ絶縁層を形成する工程と、
　前記キャップ絶縁層および前記半導体層をパターニングして、基体平面から突起した半
導体層とその上にパターニングされたキャップ絶縁層を形成する工程と、
　前記半導体層と前記キャップ絶縁層との界面において、当該半導体層の側面が当該キャ
ップ絶縁層の端部よりも内側に後退するように酸化剤雰囲気中で当該半導体層を酸化して
、当該半導体層上部の幅Ｗが当該半導体層上端に向かうに従って徐々に小さくなる半導体
層上部領域と、これに応じて厚みが徐々に大きくなる端部絶縁領域を形成する工程とを有
する電界効果型トランジスタの製造方法。
【００７４】
　（５５）前記半導体層の側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲート電極を
形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有する
発明５４の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００７５】
　（５６）前記キャップ絶縁層を除去して前記半導体層の上面を露出する工程と、
　前記半導体層の上面および側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲート電極を
形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有する
発明５４の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００７６】
　（５７）基体平面から上方に突起した半導体層と、この半導体層の両側面上に設けられ
たゲート電極と、このゲート電極と前記半導体層の側面の間に介在するゲート絶縁膜と、
前記半導体層の前記ゲート電極に覆われない領域に形成されたソース／ドレイン領域とを
有し、
　前記半導体層の上部の側面には、ゲート電極との間に、前記ゲート絶縁膜よりも厚い第
１の端部絶縁体領域を有し、
　前記半導体層の下部の側面には、ゲート電極との間に、前記ゲート絶縁膜よりも厚い第
２の端部絶縁体領域を有することを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【００７７】
　（５８）基体平面から上方に突起した半導体層と、この半導体層の両側面上に設けられ
たゲート電極と、このゲート電極と前記半導体層の側面の間に介在するゲート絶縁膜と、
前記半導体層の前記ゲート電極に覆われない領域に形成されたソース／ドレイン領域とを
有し、
　前記半導体層は、一対のソース／ドレイン領域を結ぶチャネル長方向と垂直な面内にお
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ける基体平面に平行方向の半導体層の幅Ｗがその下方部分の幅より小さい半導体層上部領
域と、この半導体層上部領域の下方に位置し、当該半導体層の幅Ｗが前記半導体層上部領
域の幅より大きい半導体層主要部領域と、この半導体層主要部領域の下方に位置し、当該
半導体層の幅Ｗが前記半導体層主要部領域の幅より小さい半導体層下部領域を有し、
　前記半導体層上部領域は、当該半導体層の側面が前記半導体層主要部領域における半導
体層の側面よりも後退し、この後退した側面と前記ゲート電極の間に、前記ゲート絶縁膜
より厚い第１端部絶縁体領域を有し、
　前記半導体層下部領域は、当該半導体層の側面が前記半導体層主要部領域における半導
体層の側面よりも後退し、この後退した側面と前記ゲート電極の間に、前記ゲート絶縁膜
より厚い第２端部絶縁体領域を有することを特徴とする電界効果型トランジスタ。
【００７８】
　（５９）前記半導体層の上部にゲート絶縁膜よりも厚いキャップ絶縁層が設けられてい
る発明５７又は５８の電界効果型トランジスタ。
【００７９】
　（６０）発明５８の電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　酸化剤透過性の第１絶縁膜上に半導体層が設けられた基板を用意する工程と、
　前記半導体層上に酸化剤透過性の第２絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２絶縁膜および前記半導体層をパターニングして、基体平面から突起した半導体
層とその上にパターニングされた第２絶縁膜を形成する工程と、
　前記半導体層と第２絶縁膜との界面および前記半導体層と第１絶縁膜との界面において
、当該半導体層の側面が内側に後退するように酸化剤雰囲気中で当該半導体層を酸化して
、
　当該半導体層上部の幅Ｗが当該半導体層上端に向かうに従って徐々に小さくなる半導体
層上部領域と、これに応じて厚みが徐々に大きくなる第１端部絶縁領域と、
　当該半導体層下部の幅Ｗが当該半導体層下端に向かうに従って徐々に小さくなる半導体
層下部領域と、これに応じて厚みが徐々に大きくなる第２端部絶縁領域を形成する工程を
有する電界効果型トランジスタの製造方法。
【００８０】
　（６１）前記第２絶縁膜を除去して前記半導体層の上面を露出する工程と、
　前記半導体層の上面および側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　ゲート電極材料を堆積し、このゲート電極材料堆積膜をパターニングしてゲート電極を
形成する工程と、
　前記半導体層に不純物を導入してソース／ドレイン領域を形成する工程をさらに有する
発明６０の電界効果型トランジスタの製造方法。
【００８１】
　（６２）前記の突起した半導体の下には支持基板を有し、当該半導体層はこの支持基板
と一体に接続している発明１～６、９～２４、３１～４４のいずれかの電界効果型トラン
ジスタ。
【００８２】
　（６３）前記の突起した半導体の下には支持基板を有し、当該半導体層はこの支持基板
上に埋め込み絶縁膜を介して設けられている発明１～６、９～２４、３１～４４、５７～
５９のいずれかの電界効果型トランジスタ。
【００８３】
　（６４）前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が２ｎｍ以上
である発明１の電界効果型トランジスタ。
【００８４】
　（６５）前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が２０ｎｍ以
下である発明１の電界効果型トランジスタ。
【００８５】
　（６６）前記張り出し部は、前記ゲート絶縁膜の表面に対する張り出し幅が当該ゲート
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絶縁膜の厚さの１０倍以下である発明１、２又は３の電界効果型トランジスタ。
【００８６】
　（６７）基体平面から上方に突起した半導体層と、この半導体層の両側面上に設けられ
たゲート電極と、このゲート電極と前記半導体層の側面の間に介在するゲート絶縁膜と、
前記ゲート電極に覆われない領域に形成されたソース／ドレイン領域とを有し、
　前記半導体層は、第１の絶縁層上に、この第１の絶縁層とは異なる材料からなる第２の
絶縁層を介して設けられ、
　前記ゲート電極は、第１の絶縁層上に第２の絶縁層を介さずに直接第１の絶縁層に接す
る部分を有する電界効果型トランジスタ。
【００８７】
　なお、本発明においては、ゲート電極は、製造の容易さ、或いはトライゲート構造を形
成できる等の点から、半導体層を跨ぐようにその上部から相対する両側面上に延在する形
状をもつことが好ましい。
【００８８】
　なお、本発明において「基体表面」とは基板に平行（水平）な任意の平面を意味する。
【００８９】
　本発明によれば、半導体層の側面にチャネルが形成される電界効果型トランジスタにお
いて、半導体層上部コーナーにおける電位上昇を低下させ、寄生トランジスタの影響を縮
小することができる。
【００９０】
　本発明によれば、コーナー部を丸めなくとも、コーナー部の電位上昇を抑制し、寄生ト
ランジスタを抑制できる。あるいは、本発明によれば、コーナー部の電位上昇を抑制する
のに必要なコーナー部の丸め量を少なくすることができる。
【００９１】
　本発明によれば、キャップ絶縁層あるいは埋め込み絶縁膜を介してドレイン領域からの
電界がチャネル部に侵入し、短チャネルトランジスタの特性を劣化させることを防ぐこと
ができる。
【００９２】
　本発明によれば、上記各効果を得られるトランジスタを製造する方法を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】第一の実施形態を説明する断面図
【図２】第一の実施形態を説明する断面図
【図３】第一の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図４】第一の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図５】第一の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図６】第一の実施形態を説明する断面図
【図７】第一の実施形態を説明する断面図
【図８】第一の実施形態を説明する平面図
【図９】第一の実施形態の構造及び効果の説明図
【図１０】第二の実施形態を説明する断面図
【図１１】第二の実施形態を説明する断面図
【図１２】第二の実施形態を説明する断面図
【図１３】第二の実施形態を説明する断面図
【図１４】第二の実施形態を説明する断面図
【図１５】第二の実施形態を説明する断面図
【図１６】第二の実施形態を説明する断面図
【図１７】第二の実施形態を説明する断面図
【図１８】第二の実施形態を説明する断面図及び平面図
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【図１９】第二の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図２０】第二の実施形態を説明する断面図
【図２１】第二の実施形態を説明する平面図
【図２２】第二の実施形態を説明する断面図
【図２３】第二の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図２４】第二の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図２５】第二の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図２６】第二の実施形態を説明する断面図
【図２７】第二の実施形態を説明する平面図
【図２８】第二の実施形態を説明する断面図
【図２９】第二の実施形態を説明する断面図
【図３０】第二の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図３１】第二の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図３２】第二の実施形態を説明する断面図
【図３３】第二の実施形態を説明する断面図
【図３４】第二の実施形態を説明する断面図
【図３５】第二の実施形態を説明する断面図
【図３６】第二の実施形態を説明する平面図
【図３７】第二の実施形態を説明する断面図
【図３８】第二の実施形態の効果を説明する平面図
【図３９】第二の実施形態の効果の説明図
【図４０】第三の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図４１】第三の実施形態を説明する断面図
【図４２】第三の実施形態を説明する断面図
【図４３】第三の実施形態を説明する断面図
【図４４】第三の実施形態を説明する断面図
【図４５】第三の実施形態を説明する断面図
【図４６】第三の実施形態を説明する断面図
【図４７】第三の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図４８】第三の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図４９】第三の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図５０】第三の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図５１】第三の実施形態を説明する断面図
【図５２】第三の実施形態を説明する断面図
【図５３】第三の実施形態の効果の説明図
【図５４】第二の実施形態及び第三の実施形態の効果の説明図
【図５５】第三の実施形態を説明する断面図
【図５６】第四の実施形態を説明する断面図
【図５７】第四の実施形態を説明する断面図
【図５８】第四の実施形態を説明する断面図
【図５９】第四の実施形態を説明する断面図
【図６０】第四の実施形態を説明する断面図
【図６１】第四の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図６２】第四の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図６３】第四の実施形態を説明する断面図及び平面図
【図６４】第四の実施形態を説明する断面図
【図６５】第四の実施形態を説明する平面図
【図６６】第四の実施形態を説明する断面図
【図６７】第五の実施形態を説明する断面図
【図６８】第五の実施形態を説明する断面図
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【図６９】第五の実施形態を説明する断面図
【図７０】好ましくない形態の断面図
【図７１】第六の形態を説明する断面図
【図７２】第六の実施形態を説明する断面図
【図７３】第六の実施形態を説明する断面図
【図７４】第六の実施形態を説明する断面図
【図７５】発明の他の実施形態を説明する平面図
【図７６】発明の他の実施形態を説明する平面図
【図７７】発明の他の実施形態を説明する平面図
【図７８】発明の他の実施形態を説明する平面図
【図７９】発明の他の実施形態を説明する平面図
【図８０】発明の実施形態を説明する平面図
【図８１】従来の技術を説明する平面図
【図８２】従来の技術を説明する断面図
【図８３】従来の技術を説明する断面図
【図８４】従来の技術における課題の説明図
【図８５】従来の技術を説明する断面図
【図８６】従来の技術における課題の説明図
【図８７】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図８８】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図８９】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図９０】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図９１】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図９２】従来の技術の問題点を説明する断面図
【図９３】従来の技術の問題点を説明する断面図
【図９４】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図９５】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図９６】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図９７】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図９８】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図９９】発明の他の実施形態を説明する断面図
【図１００】第一の実施形態の効果の説明図
【発明を実施するための最良の形態】
【００９４】
　（第一の実施形態）
　［構造］
　基板から上方に突起した半導体層３上にキャップ絶縁層８が設けられ、半導体層３とキ
ャップ絶縁層８を覆ってゲート電極５が形成されるダブルゲート構造のＦｉｎＦＥＴにお
いて、キャップ絶縁層８を水平方向（半導体層３が基板から突起する方向に対して垂直な
面内で、チャネル長方向に垂直な方向。図１の断面においてはキャップ絶縁層８と半導体
層３が接触する面の延長方向。）に、ゲート電極５に向かって突起させ、キャップ絶縁層
８にゲート絶縁膜４の表面から張り出した張り出し部を持たせる。その例を図１に示す。
記号Ｗextはキャップ絶縁層８がゲート絶縁膜４の表面から前記の水平方向に突起した幅
、すなわち張出し幅を示す。なお、「チャネル長方向」とは、一対のソース／ドレイン領
域を結ぶ方向をいう。
【００９５】
　半導体層の側面にはゲート絶縁膜４を介してゲート電極５が設けられる。ゲート電極５
は適当な寸法にパターニングされており、ゲート電極に覆われない位置の半導体層には第
一導電型の不純物が高濃度に導入されたソース／ドレイン領域６が形成される。ゲート電
極５に覆われた半導体層であるチャネル形成領域７には、ゲート電極５に適当な電圧を印
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加することにより第一導電型のキャリアよりなるチャネルが形成される。ゲート電極５、
ソース／ドレイン領域６にはコンタクト領域を介して配線が接続される。
【００９６】
　なお、図１（ａ）は図１（ｂ）のＡ－Ａ’断面における断面図であり、従来例を示す図
８１のＡ－Ａ’断面に相当する位置における断面図である。なお、図１（ｂ）の平面図に
おいては本来ソース／ドレイン領域６がキャップ絶縁層８に覆われており、ソース／ドレ
イン領域６は見えないが、構造を解かりやすくするためにソース／ドレイン領域６の位置
を透視的に示している。
【００９７】
　なお、本明細書においてはソース／ドレイン領域の導電型を第一導電型、ソース／ドレ
イン領域とは異なる導電型を第二導電型と呼ぶ。
【００９８】
　［製造方法］
（第一の実施形態の第一の製造方法）
　製造方法の一例を図２から図８を参照して説明する。なお、図３（ａ）、図４（ａ）、
図５（ａ）、図７（ａ）はそれぞれ平面図である図３（ｃ）、図４（ｃ）、図５（ｃ）、
図８におけるＡ－Ａ’断面の断面図であり、図３（ｂ）、図４（ｂ）、図５（ｂ）、図７
（ｂ）はそれぞれ平面図である図３（ｃ）、図４（ｃ）、図５（ｃ）、図８におけるＢ－
Ｂ’断面の断面図である。また、図６（ａ）及び図６（ｂ）は図５（ｃ）のＤ－Ｄ’断面
における形状を示す断面図である。また、本実施形態を説明する各図面のＡ－Ａ’断面の
位置は従来例を示す図８１のＡ－Ａ’断面の位置に、本実施形態を説明する各図面のＢ－
Ｂ’断面の位置は従来例を示す図８１のＢ－Ｂ’断面の位置にそれぞれ相当する。
【００９９】
　第一の実施形態の電界効果型トランジスタを製造するためには、半導体層３上にキャッ
プ絶縁層８を形成したのち（図２）、半導体層３とキャップ絶縁層８を適当な形状にパタ
ーニングし（図３）、半導体層３の側面がキャップ絶縁層８の端部よりも内側に後退する
ように、半導体層３の側面をエッチングし、半導体層３を細らせる（図４）。そして半導
体層側面にゲート絶縁膜４を形成し、ゲート電極材料を堆積したのち、ゲート電極材料を
ＲＩＥ（リアクティブ・イオン・エッチング）等によりパターニングすることによってゲ
ート電極５を形成し、半導体層３のうちゲート電極５に覆われていない領域に高濃度の第
一導電型不純物を導入してソース／ドレイン領域６を形成する（図５）。その後層間絶縁
膜１６を堆積して、通常の方法によりコンタクト１７及び配線１８を形成する（図７、図
８）。なお、ゲート電極をＲＩＥ等のエッチング工程により加工して形成する際、エッチ
ング工程の少なくとも後半において、等方性の強いエッチングを行い、突起したキャップ
絶縁層８の下部に残留する余剰なゲート電極材料２６（図６（ａ））を除去する工程を加
えることが望ましい。
【０１００】
　このような製造方法を採用することにより、第一の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０１０１】
　（第一の実施形態の第二の製造方法）
　製造方法の一例について、図２から図８を参照してより具体的に説明する。
【０１０２】
　シリコンよりなる支持基板１、その上にＳｉＯ2等の絶縁体よりなる埋め込み絶縁層２
、さらにその上に単結晶シリコンよりなる半導体層３が積層したＳＯＩ基板上に、キャッ
プ絶縁層８を堆積する。キャップ絶縁層８は例えばＣＶＤ法により堆積したＳｉＯ2膜と
する。これにより図２の形態が得られる。
【０１０３】
　次に、通常のリソグラフィ工程及びＲＩＥ等の通常のエッチング工程により、キャップ
絶縁層８及び半導体層３をパターニングし適当な形状に加工し、素子領域を形成する。こ
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の段階で得られる形状を図３に示す。なお、キャップ絶縁層８及び半導体層３は、ともに
フォトレジストをマスクにエッチングすることによりパターニングしても良く、あるいは
フォトレジストをマスクにキャップ絶縁層８だけをエッチングし、続いてキャップ絶縁層
８をマスクに半導体層３をエッチングすることによってパターニングしても良い。
【０１０４】
　次に、等方性の強いエッチングを実施することによって、半導体層３の側面をエッチン
グし、半導体層３の側面が、キャップ絶縁層８の側面よりも後退した形状に加工する。こ
の結果、図４の形状が得られる。等方性の強いエッチングは、例えばＣｌ2、ＨＣｌ、Ｃ
Ｆ4またはＨＢｒの何れかのエッチングガス、あるいはこれらを混合したエッチングガス
を用いて、バイアス電圧を低めに設定したＲＩＥを行うことによって実施する。あるいは
例えばＣＦ4などのガスを用いた等方性のプラズマエッチング装置によって行う。
【０１０５】
　次に半導体層３の側面にゲート絶縁膜４を設けたのち、ポリシリコンを堆積し、これを
通常のリソグラフィ工程及びＲＩＥ工程によりエッチングすることによりパターニングし
てゲート電極を形成し、続いて、ゲート電極をマスクに高濃度のイオン注入を行い、熱処
理を行うことにより、ゲート電極に覆われない位置の半導体層３にソース／ドレイン領域
６を設け、図５の形状を得る。ゲート電極を形成するためにポリシリコンをエッチングし
てゲート電極を形成する際、図５（ｃ）のＤ－Ｄ’断面において図６（ａ）のようにキャ
ップ絶縁層８の下部にポリシリコン２６が残留することを防ぐためには、ポリシリコンを
エッチングする際に、通常のＲＩＥを実施したのち、ポリシリコンに対する等方的なエッ
チングを加えれば、図５（ｃ）のＤ－Ｄ’断面において図６（ｂ）のようにキャップ絶縁
層の下部にポリシリコンが残留しない形状が得られる。なお、ゲート絶縁膜は、例えば半
導体層３を熱酸化することによって設ける。また、ソース／ドレイン領域は垂直方向のイ
オン注入、斜めイオン注入あるいはプラズマドーピング等の不純物導入工程によって不純
物を導入することにより形成する。
【０１０６】
　続いて、全体に絶縁膜を堆積してこれをエッチバックすることにより、ゲート側壁１４
を設ける。ゲート側壁１４をなす絶縁膜は、例えばＳｉＯ2単層膜、Ｓｉ3Ｎ4単層膜、Ｓ
ｉＯ2及びＳｉ3Ｎ4からなる多層膜などの絶縁膜を用いる。また、ゲート側壁１４をなす
絶縁膜はＣＶＤ法等の製膜技術によって形成する。続いてソース／ドレイン領域６の上部
、及びゲート電極５の上部に金属を堆積し、熱処理することにより、ソース／ドレイン領
域６の上部及びゲート電極５の上部にシリサイド層１５を形成する。続いて、層間絶縁膜
１６を堆積し、これを平坦化したのち、ソース／ドレイン領域６上部、及びゲート電極５
の上部にコンタクトホールを開口し、金属を埋め込むことによりコンタクト１７を形成し
、金属よりなる配線１８をコンタクト１７に接続し、図７及び図８の形状を得る。但し、
図７（ａ）は図８のＡ－Ａ’断面の形状、図７（ｂ）は図８のＢ－Ｂ’断面の形状を示す
。なお、コンタクト領域への金属の埋め込みと配線となる金属の堆積は同時に行っても良
い。なお、コンタクト１７は配線１８の下部に位置するが、図８においてはその位置を透
視的に示した。
【０１０７】
　このような製造方法を採用することにより、第一の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０１０８】
　［効果］
　図９（ａ）のＣ－Ｃ’断面において、電位分布をシミュレーションした結果を図９（ｂ
）に示す。図９（ｂ）の縦軸は電位、横軸は位置であり、半導体層上端からの深さを示す
。このシミュレーションにおいては半導体層中の不純物濃度を４×１０18ｃｍ-3とした。
また、電位の基準をソース電位とし、ソース電極の電位をゼロＶとしている。図９（ｂ）
の左端は半導体層の表面に相当する。図中ダブルゲート構造と示した破線は図８３の構造
についての計算結果、図中トライゲート構造と示した破線は図８２の構造についての計算
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結果である。
【０１０９】
　図１の構造について、Ｗextを２ｎｍ、１０ｎｍ、３０ｎｍとした場合の計算結果を実
線で示す。Ｗextが２ｎｍ、１０ｎｍ、３０ｎｍのいずれの場合も通常ダブルゲート構造
に比べて電位の上昇が緩和されている。
【０１１０】
　横軸にＷext、縦軸に半導体層上部コーナー部における最大の電位をとり、シミュレー
ション結果をプロットしたものを図１００に示す。なお、図１００（ａ）と図１００（ｂ
）のデータは同じであり、図１００（ａ）はＷextの下限に関する説明を、図１００（ｂ
）はＷextの上限に関する説明をそれぞれ示したものである。但し、図１００においては
半導体層中の不純物濃度は４×１０18ｃｍ-3であり、ゲート電圧は０Ｖ（図１００では、
この時のゲート電位を０．５６Ｖととっている）、Ｗfinは３０ｎｍ、ゲート絶縁膜厚は
２ｎｍである。
【０１１１】
　図１及び図１００から、Ｗextが小さい領域では、Ｗextの増加とともに上部コーナー部
の電位が低下しており、電位上昇を抑制する効果が増している。しかし、Ｗextが大きく
なると、Ｗextを増しても電位はあまり変化しなくなる。
【０１１２】
　図１００から、最大の効果の半分の効果が得られるのはＷextが２ｎｍ以上の場合であ
り、またＷextが５ｎｍまでの範囲では電位が大きく変化しており、Ｗextが１０ｎｍまで
はある程度の傾きをもって電位が変化している。本実施形態の電界効果型トランジスタで
は、上部コーナー部の電位を低下させられるだけの大きさにＷextが設定されることが望
ましいので、ある程度の（具体的には半分の）発明の効果を得るにはＷextは２ｎｍ以上
が好ましく、発明の効果を大きく得るためにはＷextは５ｎｍ以上が好ましく、また最大
の効果を得るには１０ｎｍ以上が好ましいといえる。
【０１１３】
　一方、Ｗextが１０ｎｍを越えると電位の変化はゆるやかになり、１５ｎｍ以上では電
位の変化が飽和傾向を示す。電位の変化が飽和する領域でＷextを増しても、製造プロセ
スへの負担が増すだけで、電位を低減できないので、Ｗextは１５ｎｍ以下が好ましいと
言える。また、プロセス上の原因によるＷextのバラツキを考えて、１５ｎｍに対して５
ｎｍの余裕を見るならば、Ｗextは２０ｎｍ以下が好ましい。
【０１１４】
　また、Ｗextが大きすぎると、ゲート電極の加工が難しくなるという観点から考えると
、Ｗextは２０ｎｍ以下が好ましく、１５ｎｍ以下がより好ましいと考えられる。
【０１１５】
　なお、計算においては、ゲート絶縁膜の厚さを２ｎｍとしたので、ある程度の発明の効
果を得るのためにはＷextはゲート絶縁膜厚の１倍以上が好ましく、発明の効果を大きく
得るためにはＷextはゲート絶縁膜厚の２．５倍以上が好ましく、最大の効果を得るには
５倍以上が好ましいと言える。また、同じく、Ｗextはゲート絶縁膜厚の１０倍以下が好
ましく、また、プロセスのバラツキを無視して純粋に効果の観点から判断するなら、Ｗex
tはゲート絶縁膜厚の７．５倍以下がより好ましいと考えられる。
【０１１６】
　（第二の実施形態）
　[構造]
　第二の実施形態について、従来例を示す図面である図８１のＡ－Ａ’断面に相当する位
置における断面図である、図１０から図１６及び図２６を参照して説明する。
【０１１７】
　第二の実施形態においては基板から上方に突起した半導体層３の上部または下部の一方
、または基板から上方に突起した半導体層３の上部及び下部の両方にＳｉＯ2よりも誘電
率が低い領域である低誘電率領域１０が設けられる。半導体層の側面にはゲート絶縁膜４
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を介してゲート電極５が設けられる。ゲート電極５は適当な寸法にパターニングされてお
り、ゲート電極に覆われない位置の半導体層には第一導電型の不純物が高濃度に導入され
たソース／ドレイン領域６が形成される。ゲート電極５に覆われた半導体層であるチャネ
ル形成領域７には、ゲート電極５に適当な電圧を印加することにより第一導電型のキャリ
アよりなるチャネルが形成される。ゲート電極５、ソース／ドレイン領域６にはコンタク
ト領域を介して配線が接続される。
【０１１８】
　半導体層３の上部に設けられた低誘電率領域１０、半導体層３の下部に設けられた低誘
電率領域１０は、それぞれ半導体層の上部コーナー部３４、下部コーナー部３５に形成さ
れる寄生トランジスタを抑制する作用がある。
【０１１９】
　以下、第二の実施形態の構造について、図１０から図１６及び図２６を参照してより詳
しく説明する。
【０１２０】
　（低誘電率領域、空洞について）
　通常のＦｉｎＦＥＴにおいて、半導体層３の上部に形成されるキャップ絶縁層８の全体
または一部をＳｉＯ2よりも誘電率が低い領域である低誘電率領域１０により構成する。
（図１０（ａ））。また、半導体層３の上下両方に低誘電率領域１０を設ける（図１０（
ｂ）、図１１（ａ））。あるいは、半導体層３の下部だけに低誘電率領域を設ける（図１
１（ｂ）、図１１（ｃ）、記号３６はＳｉＯ2よりなるキャップ絶縁層）。また、これら
低誘電率領域１０を空洞１２によって形成する。低誘電率領域１０を構成する低誘電率材
料はＳｉＯ2の比誘電率３．９よりも低い比誘電率を持つ。低誘電率材料の比誘電率は３
．０以下であることがより望ましい。
【０１２１】
　低誘電率領域１０は、その一部または全部がゲート電極の上端よりも低い位置に設けら
れる（図９４）。特に、ゲート電極５が半導体層３を跨ぐときには、低誘電率領域１０は
ゲート電極の下部に設けられる（図１０）。これらの形態により、半導体層の上方に延在
したゲート電極の側面から半導体層へ向う電界（図９３、図９２（ｂ）に示した電界４６
の一部）、あるいはゲート電極の下面から半導体層へ向う電界（図９２（ｂ）に示した電
界４６の一部）の影響を緩和し、寄生トランジスタの影響を低減するという効果が得られ
る。
【０１２２】
　半導体層３下部に低誘電率領域が設けられる場合、半導体層３が存在しない領域におい
てゲート電極５の下部にも低誘電率領域が設けられても良い（図１１）。この構造には、
ゲート電極５の下部と支持基板間の容量を低減できるという長所がある。また、半導体層
３が存在しない領域では、ゲート電極５の下部に低誘電率領域が設けられない構造（図１
０（ｂ））であっても良い。この構造には、半導体層３内部における電位分布が上下対称
となるので、素子設計が容易になるという長所がある。また、この構造には、ＳｉＯ2膜
に比べて一般に機械的に脆弱である低誘電率材料が、製造工程中に表面に露出する面積を
低減できるという長所もある。
【０１２３】
　また、半導体層の上部にＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料よりなる領域を設けるだけで
なく、ゲート電極５の側面に設けられる側壁であるゲート側壁（例えば図２０、図２６、
図２８、図３５の記号１４の部分）の一部または全部がＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料
で形成されても良い。
【０１２４】
　（保護絶縁膜について）
　また、半導体層３と低誘電率領域１０の間に半導体層を熱酸化することなどにより形成
された薄い保護絶縁膜１３が形成されても良い。保護絶縁膜１３は低誘電領域と半導体層
との界面における界面準位などの欠陥を低減する効果がある。保護絶縁膜１３はＳｉＯ2
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と同じか、あるいはＳｉＯ2よりも高い誘電率を持って良い。また保護絶縁膜１３はＳｉ
Ｏ2よりも低い誘電率を持って良い。保護絶縁膜の厚さには特に制限はないが、保護絶縁
膜の厚さが低誘電率領域の厚さ（但し、厚さとは基板平面に垂直方向の幅をいい、例えば
図１３の断面においては上下方向の幅を言う。）より薄ければ、寄生トランジスタを抑制
するという効果に対して望ましい。また、保護絶縁膜の厚さがゲート絶縁膜の３倍以下で
あれば、寄生トランジスタを抑制するという効果に対してさらに望ましい。低誘電率領域
１０が空洞１２である場合に、半導体層３と低誘電率領域１０の間に保護絶縁膜１３を介
在させた場合の構造を図１３に示す。図１３（ａ）は低誘電率領域が半導体層の上部に設
けられる場合、図１３（ｂ）は低誘電率領域が半導体層の上部と下部に設けられる場合で
ある。また、保護絶縁膜１３は空洞と接するゲート電極の表面に形成されても良い（図２
６）。
【０１２５】
　また、半導体層３と、半導体層下部の低誘電率領域との間に、保護絶縁膜１３を設けて
も良い。半導体層下部に設けられた保護絶縁膜１３を埋め込み保護絶縁膜３９として図１
２に示す。埋め込み保護絶縁膜３９を設ける目的は、半導体上部に設ける保護絶縁膜１３
を設ける目的と同じであり、低誘電率領域と半導体層との界面における界面準位などの欠
陥を低減することである。また、埋め込み保護絶縁膜３９はＳｉＯ2と同じか、あるいは
ＳｉＯ2よりも高い誘電率を持って良く、ＳｉＯ2よりも低い誘電率を持って良い点も半導
体層上部に設ける保護絶縁膜１３と同様である。
【０１２６】
　（第一の実施形態と第二の実施形態の併用）
　第二の実施形態は、第一の実施形態と組み合わせて実施しても良い。
【０１２７】
　例えば、第一の実施形態において半導体層上のキャップ絶縁層８の全体または一部を低
誘電率材料または空洞よりなる領域である低誘電率領域１０により構成しても良い。これ
は、第一の実施形態の効果に第二の実施形態の効果をさらに加えることにより、半導体層
の上部コーナー部における寄生トランジスタをより強く抑制する作用がある。
【０１２８】
　また、第一の実施形態において、半導体層下部の絶縁体の一部または全部を低誘電率材
料または空洞よりなる低誘電率領域により構成しても良い。すなわち、半導体層上部に対
して第一の実施形態を、半導体層下部に対して第二の実施形態の各種構成を適用しても良
い。これは半導体層上部コーナー部における寄生トランジスタを第一の実施形態によって
、半導体層の下部コーナー部３５における寄生トランジスタを第二の実施形態によって抑
制するものである。
【０１２９】
　その例を図１５及び図１６に示す。これらはすべて図１（ａ）と同一断面における断図
面である。図１５（ａ）は図１の構造においてキャップ絶縁層を低誘電率領域１０で構成
した場合、図１５（ｂ）は図１の構造においてキャップ絶縁層８を空洞１２よりなる低誘
電率領域１０と、保護絶縁膜１３よりなる構造によって構成した場合である。保護絶縁膜
１３は半導体層３と空洞１２との界面を保護するために設けられている。図１６（ａ）は
図１の構造において半導体層３の下部に低誘電率領域１０を設けた場合、図１６（ｂ）は
図１の構造において半導体層３の下部に空洞１２よりなる低誘電率領域１０を設け、空洞
１２と半導体層３の界面及び空洞１２とゲート電極５の界面に保護絶縁膜１３を設けた場
合である。
【０１３０】
　なお、第一の実施形態と、第二の実施形態は、図１５、図１６に示したものとは異なる
形態において組み合わせても良い。
【０１３１】
　[製造方法]
　（第二の実施形態の第一の製造方法）
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　製半導体層３の上部に低誘電率領域１０を設ける場合の製造方法について、図１７から
図２１を参照して説明する。なお、図１８（ａ）、図１９（ａ）、図２０（ａ）はそれぞ
れ平面図である図２１におけるＡ－Ａ’断面の断面図であり、図１８（ｂ）、図１９（ｂ
）、図２０（ｂ）はそれぞれ平面図である図２１におけるＢ－Ｂ’断面の断面図である。
【０１３２】
　製造方法の一例を説明する。第二の実施形態の電界効果型トランジスタを製造するため
には、半導体層３上にキャップ絶縁層８として低誘電率領域１０となるＳｉＯ2よりも誘
電率が低い材料よりなる低誘電率膜３０を堆積し（図１７）、半導体層３と低誘電率膜１
０を適当な形状にパターニングする（図１８）。半導体側面にゲート絶縁膜４を形成し、
ゲート電極材料を堆積したのち、ゲート電極材料をＲＩＥ等によりパターニングすること
により、ゲート電極５を形成し、半導体層３のうちゲート電極５に覆われていない領域に
高濃度の第一導電型不純物を導入してソース／ドレイン領域６を形成する（図１９）。そ
の後層間絶縁膜を堆積して、通常の方法によりコンタクト１７及び配線１８を形成する（
図２０、図２１）。
【０１３３】
　このような製造方法を採用することにより、第二の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０１３４】
　（第二の実施形態の第二の製造方法）
　半導体層３の上部に低誘電率領域１０を設ける場合の製造方法について、図１７から図
２１を参照して、より詳しく説明する。
【０１３５】
　シリコンよりなる支持基板１、その上にＳｉＯ2よりなる埋め込み絶縁層２、さらにそ
の上に単結晶シリコンよりなる半導体層３が積層したＳＯＩ基板上に、前記低誘電率領域
１０として、ＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料よりなる低誘電率絶縁膜３０を堆積する。
低誘電率絶縁膜３０は例えばＣＶＤ法により堆積したＳｉＯＦ膜とする。これにより図１
７の形態が得られる。
【０１３６】
　次に、通常のリソグラフィ工程及びＲＩＥ等の通常のエッチング工程により、低誘電率
膜３０及び半導体層３をパターニングして図１８の形状を得る。なお、低誘電率膜３０及
び半導体層３は、ともにフォトレジストをマスクにエッチングすることによりパターニン
グしても良く、あるいはフォトレジストをマスクに低誘電率膜３０だけをエッチングし、
続いて低誘電率膜３０をマスクに半導体層３をエッチングすることによってパターニング
しても良い。
【０１３７】
　次に半導体層３の側面にゲート絶縁膜４を設けたのち、ポリシリコンを堆積し、これを
通常のリソグラフィ工程及びＲＩＥ工程によりエッチングすることによりパターニングし
てゲート電極を形成し、続いて、ゲート電極をマスクに高濃度のイオン注入を行い、熱処
理を行うことにより、ゲート電極に覆われない位置の半導体層３にソース／ドレイン領域
６を設け、図１９の形状を得る。
【０１３８】
　続いて、全体に絶縁膜を堆積してこれをエッチバックすることにより、ゲート側壁１４
を設ける。ゲート側壁１４をなす絶縁膜は、例えばＳｉＯ2またはＳｉ3Ｎ4多層膜、Ｓｉ
Ｏ2及びＳｉ3Ｎ4からなる多層膜などからなる。また、ゲート側壁１４をなす絶縁膜はＣ
ＶＤ法等の製膜技術によって形成する。続いてソース／ドレイン領域６の上部、及びゲー
ト電極５の上部に金属を堆積し、熱処理することにより、ソース／ドレイン領域６の上部
及びゲート電極５の上部にシリサイド層１５を形成する。続いて、層間絶縁膜１６を堆積
し、これを平坦化したのち、ソース／ドレイン領域６上部、及びゲート電極５の上部にコ
ンタクトホールを開口し、金属を埋め込むことによりコンタクト１７を形成し、金属より
なる配線１８をコンタクト１７に接続し、図２０及び図２１の形状を得る。なお、コンタ
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クト領域への金属の埋め込みと配線となる金属の堆積は同時に行っても良い。なお、コン
タクト１７は配線１８の下部に位置するが、図２１においてはその位置を示した。なお、
低誘電率膜３０は低誘電率領域１０を成すものである。
【０１３９】
　このような製造方法を採用することにより、第二の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０１４０】
　（第二の実施形態の第三の製造方法）
　半導体層３の下部に低誘電率領域１０を設ける場合は、第二の実施形態の第一の製造方
法または第二の実施形態の第二の製造方法において以下の変更を加える。埋め込み絶縁層
の全てまたは一部を低誘電率膜３０によって形成する。また、キャップ絶縁層８は低誘電
率膜であってもよく、低誘電率膜でなくても良い。またキャップ絶縁層８を形成せず、半
導体側面と上面にゲート絶縁膜を形成し、ゲート電極材料を堆積したのち、ゲート電極材
料をＲＩＥ等によりパターニングすることにより図１１（ｂ）のようなトライゲート構造
を形成しても良い。また、半導体層３と低誘電率膜１０を適当な形状にパターニングする
際に、半導体層３下部の低誘電率膜の一部または全部を半導体層３に覆われない領域にお
いてエッチングすることにより、図１０（ｂ）のような形状を形成しても良い。図１０（
ｂ）は埋め込み絶縁膜のうち上部の領域が低誘電率膜により形成されるＳＯＩ基板を用い
るとともに、半導体層３下部の低誘電率膜を半導体層３に覆われない領域においてエッチ
ングして得られる形状である。
【０１４１】
　このような製造方法を採用することにより、第二の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０１４２】
　（第二の実施形態の第四の製造方法）
　半導体層３の上部に空洞１２よりなる低誘電率領域１０を設ける製造方法、及び半導体
層３の上部に一旦空洞１２を設けたのち、空洞１２をＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電
率材料によって埋め戻すことにより半導体層３の上部に低誘電率領域１０を設ける製造方
法について図１４、及び図２２から図２８を参照して説明する。
【０１４３】
　なお、図２３（ａ）、図２４（ａ）、図２５（ａ）、図２６（ａ）、図２８（ａ）はそ
れぞれ平面図である図２３（ｃ）、図２４（ｃ）、図２５（ｃ）、図２７におけるＡ－Ａ
’断面の断面図であり、図２３（ｂ）、図２４（ｂ）、図２５（ｂ）、図２６（ｂ）、図
２８（ｂ）はそれぞれ平面図である図２３（ｃ）、図２４（ｃ）、図２５（ｃ）、図２７
におけるＢ－Ｂ’断面の断面図である。
【０１４４】
　半導体層３上にダミー層１１を堆積し（図２２）、半導体層３とダミー層１１を適当な
形状にパターニングし（図２３）、半導体側面にゲート絶縁膜を形成し、ゲート電極材料
を堆積したのち、ゲート電極材料をＲＩＥ等によりパターニングすることにより、半導体
層３、ゲート絶縁膜４、ダミー層１１を覆うようにゲート電極５を形成し、半導体層３の
うちゲート電極５に覆われていない領域に高濃度の第一導電型不純物を導入してソース／
ドレイン領域６を形成する（図２４、図１４（ａ））。続いてダミー層１１をエッチング
により除去することによりゲート電極５に覆われた半導体層３上の領域に空洞１２を形成
する（図２５、図１４（ｂ））。その後層間絶縁膜を堆積して、通常の方法によりコンタ
クト及び配線を形成する（図２６、図２７）。
【０１４５】
　また、ゲート電極５に覆われた半導体層３上の空洞１２に低誘電率材料を埋め戻して、
低誘電率領域１０を形成しても良い。
【０１４６】
　ダミー層１１には例えばＣＶＤにより堆積したＳｉ3Ｎ4膜を用いる、また空洞を形成す
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るためにはダミー層１１のＳｉ3Ｎ4膜をリン酸を用いたウエットエッチング等のエッチン
グ工程により除去する。
【０１４７】
　このような製造方法を採用することにより、第二の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０１４８】
　（第二の実施形態の第五の製造方法）
　半導体層３の上部に空洞１２よりなる低誘電率領域１０を設ける製造方法、および半導
体層３の上部に設けた空洞１２に低誘電率材料を埋め戻して半導体層３の上部に低誘電率
領域１０を設ける製造方法について、図２２から図２７を参照して、より詳しく説明する
。
【０１４９】
　シリコンよりなる支持基板１、その上にＳｉＯ2よりなる埋め込み絶縁層２、さらにそ
の上に単結晶シリコンよりなる半導体層３が積層したＳＯＩ基板上に、ダミー層１１を堆
積する。ダミー層１１は例えばＣＶＤ法により堆積したＳｉ3Ｎ4膜とする。これにより図
２２の形態が得られる。なお、ダミー層１１と半導体層３の間にダミー層１１とは異なる
絶縁膜よりなるパッド絶縁膜、たとえば熱酸化によって形成したＳｉＯ2膜よりなるパッ
ド絶縁膜を形成しておいても良い。
【０１５０】
　次に、通常のリソグラフィ工程及びＲＩＥ等の通常のエッチング工程により、ダミー層
１１及び半導体層３をパターニングして図２３の形状を得る。なお、ダミー層１１及び半
導体層３は、ともにフォトレジストをマスクにエッチングすることによりパターニングし
ても良く、あるいはフォトレジストをマスクにダミー層１１だけをエッチングし、続いて
ダミー層１１をマスクに半導体層３をエッチングすることによって半導体層３をパターニ
ングしても良い。また、ダミー層１１と半導体層３の間にパッド絶縁膜が設けられる場合
には、パッド絶縁膜も同時にパターニングする。
【０１５１】
　次に半導体層３の側面にゲート絶縁膜４を設けたのち、ポリシリコンを堆積し、これを
通常のリソグラフィ工程及びＲＩＥ工程によりエッチングすることによりパターニングし
てゲート電極を形成する。続いて、ゲート電極をマスクに高濃度のイオン注入を行い、熱
処理を行うことにより、ゲート電極に覆われない位置の半導体層３にソース／ドレイン領
域６を設け、図２４の形状を得る。なお、ゲート絶縁膜は、例えば半導体層３を熱酸化す
ることによって設ける。また、ソース／ドレイン領域は垂直方向のイオン注入、斜めイオ
ン注入、プラズマドーピング等の不純物導入工程によって不純物を導入することにより形
成する。
【０１５２】
　続いて、ダミー層１１を選択的にエッチングして除去することにより、ダミー層１１を
空洞１２に置きかえる。この時、ゲート電極下部のダミー層１１は図２４（ｂ）に矢印で
示したように、エッチング液またはエッチングガスが横方向に侵入することによって除去
される。ダミー層１１がＳｉ3Ｎ4膜である場合には、エッチング液としてリン酸を用いれ
ば良い。また、空洞１２に隣接する半導体層３及びゲート電極５の表面を保護すること、
または空洞に隣接する界面に界面準位が発生することを防ぐ目的から、半導体層３の空洞
１２に隣接する界面またはゲート電極５の空洞１２に隣接する界面に保護絶縁膜を設けて
も良い。半導体層３の空洞１２に隣接する界面またはゲート電極５の空洞１２に隣接する
界面を熱酸化して、保護絶縁膜１３を設けた場合の構造を図２５に示す。なお、図２５（
ｃ）において、保護絶縁膜１３は省略して描いている（全体が保護絶縁膜１３に覆われる
ので、保護絶縁膜１３を描くと構造が不明確になるため）。
【０１５３】
　続いて、全体に絶縁膜を堆積してこれをエッチバックすることにより、ゲート側壁１４
を設ける。ゲート側壁１４をなす絶縁膜は、例えばＳｉＯ2またはＳｉ3Ｎ4多層膜、Ｓｉ



(24) JP 5170958 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

Ｏ2及びＳｉ3Ｎ4からなる多層膜などからなる。また、ゲート側壁１４をなす絶縁膜はＣ
ＶＤ法等の製膜技術によって形成する。続いてソース／ドレイン領域６の上部、及びゲー
ト電極５の上部に金属を堆積し、熱処理することにより、ソース／ドレイン領域６の上部
及びゲート電極５の上部にシリサイド層１５を形成する。続いて、層間絶縁膜１６を堆積
し、これを平坦化したのち、ソース／ドレイン領域６上部、及びゲート電極５の上部にコ
ンタクトホールを開口し、金属を埋め込むことによりコンタクト１７を形成し、金属より
なる配線１８をコンタクト１７に接続し、図２６及び図２７の形状を得る。但し、図２６
（ａ）は図２７のＡ－Ａ’断面の形状、図２６（ｂ）は図２７のＢ－Ｂ’断面の形状を示
す。なお、コンタクト領域への金属の埋め込みと配線となる金属の堆積は同時に行っても
良い。なお、コンタクト１７は配線１８の下部に位置するが、図２７においてはその位置
を示した。
【０１５４】
　また、本製造方法において、空洞を低誘電率材料で埋め戻しても良い。ここで空洞に埋
める低誘電率材料は、ＳｉＯＦ等の連続膜であっても良く、また多孔質の材料であっても
良い。ダミー層１１を除去して空洞を形成したのち、あるいは空洞及び空洞内の保護絶縁
膜を形成したのち、ＣＶＤ法あるいはスピンコート法などで空洞中に低誘電率材料を埋め
込み、低誘電率材料をエッチバックすれば、低誘電率材料はゲート電極に覆われた部分だ
けに残る。この構造を図２８に示す。
【０１５５】
　また、ソース／ドレイン領域に注入した不純物を活性化する熱処理など、高温の熱処理
工程を終えた後で、空洞を低誘電率材料で埋め戻す工程を実施するか、あるいはこれら高
温の熱処理工程を終えた後で、空洞の形成及び空洞を低誘電率材料で埋め戻す工程を実施
すると、高温の熱処理が低誘電率材料に化学的または物理的変化を与えることを防ぐこと
ができる。
【０１５６】
　このような製造方法を採用することにより、第二の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０１５７】
　（第二の実施形態の第六の製造方法）
　半導体層３の下部に空洞１２よりなる低誘電率領域１０を設ける製造方法、及び半導体
層３の下部に設けた空洞１２に低誘電率材料を埋め戻して、半導体層３の下部に低誘電率
領域１０を設ける製造方法について、図２９から図３７を参照して説明する。
【０１５８】
　図３０（ａ）、図３１（ａ）、図３４は、それぞれ平面図である図３０（ｃ）、図３１
（ｃ）、図３６のＡ－Ａ’断面における断面図、図３０（ｂ）、図３１（ｂ）、図３５は
、それぞれ平面図である図３０（ｃ）、図３１（ｃ）、図３６のＢ－Ｂ’断面における断
面図である。また図３２（ａ）、図３３（ａ）は図３０（ａ）の断面において工程が進ん
だ状態での断面図、図３２（ｂ）、図３３（ｂ）、図３７は図３０（ｂ）の断面において
工程が進んだ状態での断面図である。
【０１５９】
　埋め込み絶縁層上にもダミー層１１を設けて半導体層３の下部にダミー層１１（２０）
を設けた基板を用意する（図２９）。そして、半導体層３を適当な形状にパターニングす
る際、半導体層の下部のダミー層についても同時にエッチングを施す（図３０、図３１）
。その後、ゲート電極材料を成膜し、そのゲート電極材料膜をＲＩＥ等によりパターニン
グすることによりゲート電極５を形成し、半導体層３のうちゲート電極５に覆われていな
い領域に高濃度の第一導電型不純物を導入してソース／ドレイン領域６を形成する（図３
２）。続いてダミー層１１をエッチングにより除去することにより半導体層３の下部の領
域に空洞１２を形成する（図３３）。その後層間絶縁膜を堆積して、通常の方法によりコ
ンタクト及び配線を形成する（図３４、図３５、図３６）。
【０１６０】
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　ここで、半導体層の下部にダミー層を設け、半導体層の下部のダミー層を除去すれば半
導体の下部に空洞を持った構造が得られる。また、半導体層３の上下にダミー層を設け、
半導体層の上下のダミー層を除去すれば半導体の上下に空洞を持つ構造が得られる。
【０１６１】
　なお、半導体層の下部に空洞を設ける際に、半導体層が基板から剥離することを防ぐた
めには、ソース／ドレイン領域など、半導体層の下部に空洞を設ける必要が無い領域にお
いて、ダミー層の側面をダミー層除去工程においてエッチングされない材料（例えばダミ
ー層の除去にリン酸を用いる場合はＳｉＯ2）で覆うと良い。
【０１６２】
　また、半導体層３の下部に設けられたダミー層をＳｉＯ2より誘電率が低い低誘電率材
料により埋め戻して、半導体層３の下部に低誘電率領域１０を形成しても良い。
【０１６３】
　このような製造方法を採用することにより、第二の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０１６４】
　（第二の実施形態の第七の製造方法）
　半導体層３の上部及び下部に空洞１２よりなる低誘電率領域１０を形成する製造方法の
例を、図２９から図３７を参照して、より具体的に説明する。
【０１６５】
　半導体層の下部に空洞または低誘電率領域を設ける場合は、図２２から図２８を参照し
て説明した製造方法において、図２９に示すように半導体層３の上下にダミー層１１を設
ける、図３０に示すようにパターニングした半導体層３の側面に支持絶縁膜２１を設ける
、図３１に示すように一旦支持絶縁膜２１に覆われた半導体層３の側面をチャネル形成領
域において露出させるために半導体層３に対して２回目のエッチングを実施する、という
変更を加えれば良い。
【０１６６】
　図３０（ａ）、図３１（ａ）、図３４は、それぞれ平面図である図３０（ｃ）、図３１
（ｃ）、図３６のＡ－Ａ’断面における断面図、図３０（ｂ）、図３１（ｂ）、図３４（
ｂ）は、それぞれ平面図である図３０（ｃ）、図３１（ｃ）、図３６のＢ－Ｂ’断面にお
ける断面図である。また図３２（ａ）、図３３（ａ）は図３０（ａ）の断面において工程
が進んだ状態での断面図、図３２（ｂ）、図３３（ｂ）、図３７は図３０（ｂ）の断面に
おいて工程が進んだ状態での断面図である。
【０１６７】
　シリコンよりなる支持基板１、その上にＳｉＯ2よりなる埋め込み絶縁層２、その上に
下部ダミー層２０、さらにその上に単結晶シリコンよりなる半導体層３が積層したＳＯＩ
基板上に、上部ダミー層１９を堆積する。上部ダミー層１９及び下部ダミー層２０は例え
ばＳｉ3Ｎ4膜とする。これにより図２９の形態が得られる。なお、単にダミー層１１をい
う場合は、上部ダミー層１９及び下部ダミー層２０の双方を指すものとする。
【０１６８】
　次に、通常のリソグラフィ工程及びＲＩＥ等の通常のエッチング工程により、上部ダミ
ー層１９、半導体層３及び下部ダミー層２０をパターニングする。次に全体に支持絶縁膜
２１を堆積し、これをエッチバックし、図３０の形状を得る。次にチャネルが形成される
領域において半導体層３の側面を露出するように、チャネルが形成される領域周辺におい
て、上部ダミー層１９、半導体層３、下部ダミー層２０の積層構造を、支持絶縁膜２１に
隣接する部分においてエッチングして除去する。この工程により得られる形状を図３１に
示す。
【０１６９】
　以下、図２４から図２７を参照して説明した工程と同じ工程を実施してトランジスタを
完成させる。なお、図３２は図２４に、図３３は図２５に、図３４、図３５、図３６はそ
れぞれ図２６（ａ）、図２６（ｂ）、図２７に対応し、それぞれに対応する図面の形状を



(26) JP 5170958 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

形成する工程が実施されることにより形成される形状を示す。
【０１７０】
　各工程における特徴を説明すると、半導体層３の側面にゲート絶縁膜を形成したのち、
ゲート電極材料を堆積し、ゲート電極材料を加工してゲート電極を形成し、ソース／ドレ
イン領域６に不純物を導入する工程では、半導体層の上部に上部ダミー層１９、下部に下
部ダミー層２０が形成されている（図３２）。また、ダミー層を除去して空洞１２形成す
る工程により、空洞１２は半導体層の上下に形成される。また、空洞内に保護絶縁膜１３
を設ける場合は保護絶縁膜１３は半導体層の上下に形成される（図３３、図３４、図３５
、図３７）。なお、図３４、図３５、図３６、図３７は、シリサイド層、層間絶縁膜、コ
ンタクト及び配線の形成を終えた状態を示す。また、半導体層３の下部においては空洞部
は半導体層全体にわたって形成されても良く（図３３、図３５）、またゲート電極下部の
一部の領域だけにおいて、半導体層３の下部に空洞が形成されても良い（図３７）。製造
方法としては、下部ダミー層をすべて除去しても良く、また、下部ダミー層はゲート電極
の下部に位置する一部の領域だけで除去しても良い。
【０１７１】
　また、支持絶縁膜２１を設ける目的は、半導体層の下部の下部ダミー層２０が除去され
て空洞が形成された状態で、半導体層を支持することである。従って、ゲート電極下部の
一部の領域だけにおいて半導体層３の下部に空洞が形成される場合（図３７）や、ゲート
電極５と埋め込み絶縁膜２の接触面における接続によって半導体層を支持するために充分
な機械的強度が得られる場合は、支持絶縁膜２１を省略しても良い。
【０１７２】
　このような製造方法を採用することにより、第二の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０１７３】
　[効果]
　本実施形態においては、半導体層上部に位置する一部の部分、あるいは半導体層下部に
位置する一部の部分、あるいは半導体層上部及び下部に位置する部分が、ＳｉＯ2よりも
誘電率の低い材料よりなる領域である低誘電率領域によって置きかえられる。低誘電率領
域はゲート電極と半導体層との電界を緩和する作用があるので、半導体層上部に位置する
一部の部分を低誘電率領域によって置きかえると、半導体層上部コーナー部３４（図８２
、図８３）における電位上昇が抑制され、寄生トランジスタの発生が抑制されて、トラン
ジスタの特性が向上する。また、寄生トランジスタは下部コーナー部３５（図８２、図８
３）においても発生するが、半導体層下部に位置する一部の部分を低誘電率領域によって
置きかえると、半導体層下部コーナー部における電位上昇が抑制され、寄生トランジスタ
の発生が抑制され、トランジスタの特性が向上する。
【０１７４】
　より具体的な例としてＦｉｎＦＥＴの半導体層の上部を空洞とした場合の電位分布を図
３９に示す。
【０１７５】
　図８４(a)及び図８４（ｂ）に比べると、コーナー部での等電位線の湾曲が著しく低減
されており、コーナー部での電位上昇が抑制されている。これはコーナー部の寄生トラン
ジスタが抑制されていることを示す。
【０１７６】
　図９（ｂ）と同様に半導体層側面における電位分布をプロットしたものを図５４に示す
。なお、図５４（ａ）は図８３のダブルゲート構造、図５４（ｂ）は図８２のトライゲー
ト構造、図５４（ｃ）は図１０（ａ）の構造で、半導体層３の上部に空洞が設けられた場
合である。図中の数字は半導体層上端での電位上昇量であり、図１０（ａ）の構造では６
３．４ｍＶである。この値は通常ダブルゲート構造の場合（１８６ｍＶ）、通常トライゲ
ート構造の場合（３５８ｍＶ）に比べて小さく、本実施形態による寄生トランジスタ抑制
効果は顕著である。
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【０１７７】
　なお、ＦｉｎＦＥＴにおける寄生トランジスタの発生は、半導体層の上部コーナーにお
いて、下部コーナーに比べて顕著であるので、低誘電率領域を半導体層の上部に設けるこ
と（図１０（ａ）、図１０（ｂ）、図１１（ａ）、図１２、図１３）が特に望ましい。ま
た、寄生トランジスタは下部コーナーにおいても発生するので、低誘電率領域を半導体層
の上部及び下部の両方に設けることがさらに望ましい（図１０（ｂ）、図１１（ａ）、図
１３（ｂ））。
【０１７８】
　また、キャップ絶縁層を低誘電率領域により形成するか、あるいはキャップ絶縁層の一
部を低誘電率材料により形成すると、ドレインからキャップ絶縁層を通ってチャネルに至
る電界を抑制する作用も得られる。また、埋め込み絶縁膜を低誘電率領域で置きかえるか
、あるいは埋め込み絶縁膜の一部を低誘電率材料で置きかえると、ドレインから埋め込み
絶縁膜を通ってチャネルに至る電界を抑制する作用も得られる。
【０１７９】
　ドレインからキャップ絶縁層あるいは埋め込み絶縁膜を通してチャネルに至る電界はＤ
ＩＢＬ（ドレイン誘起障壁低下、ドレイン・インデュースド・バリア・ロアリング）と呼
ばれるしきい電圧変動を始め短チャネルトランジスタにおける様々な特性劣化の原因とな
るので、本実施形態はＤＩＢＬによるしきい値変動を抑制するなど、短チャネルトランジ
スタの特性を改善するという作用も持つ。
【０１８０】
　また、キャップ絶縁層８をＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料で形成することに加えて、
ゲート側壁１４もＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料で形成すると、ＤＩＢＬによるしきい
値変動の抑制など、短チャネルトランジスタの特性を改善するという作用をより強めるこ
とができる。
【０１８１】
　またＦｉｎＦＥＴの下部に空洞を設ける場合、ＦｉｎＦＥＴにおける寄生トランジスタ
の抑制という効果以外に、空洞上に設けられるトランジスタの性能向上効果として次のよ
うな効果が得られる。通常のプレーナ型の電界効果型トランジスタにおいて、半導体層の
下に空洞を設けることにより、寄生容量の低減、短チャネル効果の抑制を狙った構造が従
来提案されているが、本発明の構造では、縦型のチャネルに隣接したゲート電極が空洞下
部の埋め込み絶縁層に達するという特徴を有する。このため、チャネル領域で発生した熱
がゲート電極を経由して支持基板側に逃げやすいという長所を持つ。また、チャネルが半
導体側面にあるため、チャネル幅が大きい場合でも、空洞でない領域とゲート電極が接触
する領域同士の間隔を小さくでき、空洞でない領域とゲート電極が接触する領域の密度を
上げられるので、チャネル領域で発生した熱がゲート電極を経由して基板側へ放出するこ
とが容易となる。図３８（ａ）はプレーナ型の従来構造の場合、図３８（ｂ）及び図３８
（ｃ）が本発明の構造の場合である。なお、図３８（ｃ）は図７５のように複数の半導体
層が配列する場合である。なお、図３８（ｂ）は図３６のＡ－Ａ’断面に相当する位置で
の断面図、図３８（ｂ）は図７５のＡ－Ａ’断面に相当する位置での断面図、図３８（ａ
）はプレーナ型トランジスタのゲート電極に覆われたチャネル領域の、チャネル幅方向の
断面である。なお、図３８中の矢印（記号３３）は、熱の流れを表わし、記号３２はフィ
ールド絶縁膜を表す。
【０１８２】
　（第三の実施形態、第四の実施形態及び第五の実施形態に共通する特徴）
　[構造]
　第三の実施形態、第四の実施形態及び第五の実施形態に共通する特徴を図４１、図５５
、図５６、図５７、図５９、図６０、図６６、図６７、図６８、図６９を参照して説明す
る。図４１、図５５、図５６、図５７、図５９、図６０、図６６、図６７、図６８及び図
６９は、従来構造を説明する図８１のＡ－Ａ’断面に相当する位置における断面図であり
、従来構造を説明する図８２（ａ）及び図８３（ａ）が示す断面に相当する断面における
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断面図である。
【０１８３】
　第三の実施形態、第四の実施形態及び第五の実施形態のＦｉｎＦＥＴの半導体層３は基
板面から突起した形態をもち、半導体層３の両側面にはゲート絶縁膜４を介してゲート電
極が設けられる。
【０１８４】
　半導体層には、半導体層主要部領域４３と、半導体層主要部領域４３の上部または下部
の少なくとも一方に設けられる半導体層端部領域４４が含まれる。
【０１８５】
　半導体層主要部領域４３とは、二つのソース／ドレイン領域を結ぶ方向と垂直な面内に
おける半導体層の幅Ｗfinが半導体層端部領域４４より大きい領域である。
【０１８６】
　半導体層端部領域４４とは、二つのソース／ドレイン領域を結ぶ方向と垂直な面内にお
ける半導体層の幅Ｗfinが半導体層主要部領域４３の幅より小さい領域、または二つのソ
ース／ドレイン領域を結ぶ方向と垂直な面内における半導体層の幅Ｗfinが半導体層主要
部領域４３から離れるに従って半導体層主要部領域４３の幅より小さく遷移する領域の二
つの領域のうち一方の領域または両方の領域から構成され、半導体層３とゲート電極５の
間に端部絶縁体領域２７が設けられる領域である。
【０１８７】
　端部絶縁体２７とは、半導体層３とゲート電極５の間に設けられ、絶縁体の最大の幅Ｗ
eiがゲート絶縁膜４の厚さよりも大きい絶縁体である。
【０１８８】
　ゲート電極５は適当な寸法にパターニングされており、ゲート電極に覆われない位置の
半導体層には第一導電型の不純物が高濃度に導入されたソース／ドレイン領域６が形成さ
れる。ゲート電極５に覆われた半導体層であるチャネル形成領域７には、ゲート電極５に
適当な電圧を印加することにより第一導電型のキャリアよりなるチャネルが形成される。
ゲート電極５、ソース／ドレイン領域６にはコンタクト領域を介して配線が接続される。
【０１８９】
　第三の実施形態、第四の実施形態及び第五の実施形態は半導体層３の上部界面がチャネ
ルとしてほとんど寄与しない構造であるダブルゲート構造のトランジスタに適用されても
良く（図４１）、半導体層３の上部界面にチャネルが形成される構造であるトライゲート
構造（図４２（ａ））のトランジスタに適用されても良い。なお、図４２（ａ）のように
半導体層端部領域４４、半導体層主要部領域４３の記号を図面中に省略している場合は、
半導体層３のうち側面が端部絶縁体領域２７に接している部分が半導体層端部領域４４、
半導体層３のうち側面が端部絶縁体領域２７に接しておらず、ゲート絶縁膜に接している
部分が半導体層主要部領域４３である。
【０１９０】
　端部絶縁体領域２７はＳｉＯ2などの通常の絶縁体でもよく、また低誘電率材料でも良
く、また空洞でも良い。端部絶縁体領域２７として空洞が設けられた場合を図４２（ｂ）
に示す。端部絶縁体領域の全部または一部にＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料、あるいは
空洞を用いると、電界集中を緩和する効果が大きくなるのでより好ましい。
【０１９１】
　また、端部絶縁体領域２７とキャップ絶縁層は同一の材料であっても良く、異なる材料
であっても良い。また、端部絶縁体領域２７とキャップ絶縁層が同一の材料である場合、
両者が一体に形成されても良い。端部絶縁体領域２７とキャップ絶縁層が一体に形成され
た例を図４２（ｃ）に示す。
【０１９２】
　また、端部絶縁体領域２７が半導体層３上のキャップ絶縁体８と異なる材料であるか、
あるいは同じ材料であっても一体に形成されない場合、端部絶縁体領域２７が半導体層３
上のキャップ絶縁体８の一部領域に侵入する構造であっても良い。また、端部絶縁体領域
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２７が半導体層３上のゲート絶縁膜４と異なる材料であるか、あるいは同じ材料であって
も一体に形成されない場合、端部絶縁体領域２７が半導体層３上のゲート絶縁体４の一部
領域に侵入する構造であっても良い。端部絶縁体領域２７が半導体層３上のキャップ絶縁
体８の一部に侵入する構造を図４３（ａ）に示す。
【０１９３】
　また、トライゲート構造のトランジスタにおいて、ゲート絶縁膜４は半導体層３と端部
絶縁体領域２７を覆うように形成されても良い。これは例えば端部絶縁体領域を形成した
後に、ゲート絶縁膜をＣＶＤ法などの膜堆積技術によって形成する場合に得られる構造で
ある。その例を図４３（ｂ）に示す。
【０１９４】
　なお、図４２（ａ）、図４２（ｂ）及び図４２（ｃ）、図４３（ａ）及び図４３（ｂ）
は従来構造を説明する図８１のＡ－Ａ’断面に相当する位置における断面図であり、従来
構造を説明する図８２（ａ）及び図８３（ａ）が示す断面に相当する断面における断面図
である。
【０１９５】
　なお、半導体層主要部領域４３には、加工精度による要因（エッチングの精度）により
、特に半導体層主要部領域４３中の上端または下端などの一部の領域でその幅が変化する
領域があっても良い。また、半導体領域２９において、加工精度などの要因により半導体
層の幅Ｗfinがある程度の限度内（例えばプラスマイナス２０％以内、より好ましくは１
０％以内）において変化しても良い。
【０１９６】
　なお、各図面に記載したとおり、端部絶縁体２７とゲート電極５との界面、ゲート絶縁
膜４とゲート電極５の界面が同一面内（断面図においては同一直線状）にあることが、ゲ
ート電極を加工する上で最も好ましい。
【０１９７】
　しかし、端部絶縁体２７とゲート電極５との界面が、ゲート絶縁膜４とゲート電極５の
界面が同一面内になくとも本発明の効果は得られる。
【０１９８】
　[効果]
　第三の実施形態、第四の実施形態及び第五の実施形態においては、半導体層端部領域に
おいて、半導体層とゲート電極の間に、ゲート絶縁膜よりも厚い絶縁体である端部絶縁体
領域２７が設けられるので、端部絶縁体領域２７によって半導体層のコーナー部（端部絶
縁体領域２７が半導体層の上部に設けられた場合は上部コーナー部、端部絶縁体領域２７
が半導体層の下部に設けられた場合は下部コーナー部）における電位上昇を抑制し、寄生
トランジスタを抑制するので、第一の課題を解決してトランジスタの特性が向上する。
【０１９９】
　また、コーナー部において半導体層の上面の面方位、半導体層の側面の面方位のいずれ
とも大きく異なる面方位が形成されないか、あるいは形成されてもその面は端部絶縁体に
覆われるので、半導体層の上面の面方位、半導体層の側面の面方位のいずれとも大きく異
なる面方位を持った新たな寄生トランジスタが形成されることがなく、第二の課題が発生
しないので良好なトランジスタの特性が得られる。
【０２００】
　なお、端部絶縁体領域２７によって半導体層３のコーナー部の寄生トランジスタを抑制
する効果は、半導体層３上にキャップ絶縁層８を持つダブルゲート構造に適用した場合の
ほうが、厚い絶縁膜による電界緩和効果がより大きくなるので、トライゲート構造に適用
した場合に比べて大きい。但し、トライゲート構造の場合は、半導体層の上部にもチャネ
ルが形成されるので、ドレイン電流が大きいという点でダブルゲート構造よりも優れる。
【０２０１】
　（第三の実施形態）
　［構造］
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　第三の実施形態による電界効果型トランジスタは、第三の実施形態、第四の実施形態及
び第五の実施形態に共通する特徴に加えて、半導体層端部領域４４の一部分（好ましくは
半導体層端部領域４４の高さの５０％以上）、または半導体層端部領域４４の全部におい
て半導体層の幅Ｗtopがほぼ一定（好ましくは半導体幅の変動量がプラスマイナス２０％
以下、より好ましくは半導体幅の変動量がプラスマイナス１０％以下）であるという特徴
を有する。
【０２０２】
　半導体層主要部領域４３の上部に半導体層端部領域４４が設けられ、半導体層主要部領
域４３が半導体層下部領域２９をなし、半導体層端部領域４４が半導体層上部領域２８を
なす場合を例に、第三の実施形態による電界効果型トランジスタの構造を図４０及び図４
１に示す。なお、図４０（ａ）は平面図である図４０（ｃ）のＡ－Ａ’断面における断面
図、図４０（ｂ）は平面図である図４０（ｃ）のＢ－Ｂ’断面における断面図、図４１は
図４０（ａ）を拡大して描いた断面図である。
【０２０３】
　第三の実施形態によるＦｉｎＦＥＴの半導体層は、二つのソース／ドレイン領域を結ぶ
方向と垂直な面内における半導体層の幅が小さい領域である半導体層上部領域２８と、半
導体層上部領域２８の下部に位置し、二つのソース／ドレイン領域を結ぶ方向と垂直な面
内における半導体層の幅が大きい領域である半導体層下部領域２９よりなり、半導体層上
部領域２８では半導体層の側面が半導体層下部領域２９における半導体層の側面よりも後
退した形態を持つ。図４１において、記号Ｗtopは二つのソース／ドレイン領域を結ぶ方
向と垂直な面内における半導体層上部領域２８の幅、記号Ｗfinは二つのソース／ドレイ
ン領域を結ぶ方向と垂直な面内における半導体層下部領域２９の幅を示す。
【０２０４】
　半導体層上部領域２８とゲート電極５の間には、端部絶縁体領域２７が設けられる。半
導体層上部領域２９とゲート電極５の間には、ゲート絶縁膜４が設けられる。そして端部
絶縁体領域２７の幅Ｗeiはゲート絶縁膜の厚さよりも大きい。
【０２０５】
　ゲート電極５は適当な寸法にパターニングされており、ゲート電極に覆われない位置の
半導体層には第一導電型の不純物が高濃度に導入されたソース／ドレイン領域６が形成さ
れる。ゲート電極５に覆われた半導体層であるチャネル形成領域７には、ゲート電極５に
適当な電圧を印加することにより第一導電型のキャリアよりなるチャネルが形成される。
ゲート電極５、ソース／ドレイン領域６にはコンタクト領域を介して配線が接続される。
【０２０６】
　また、半導体層上部領域２８と半導体層下部領域２９の接続部は、できるだけ急峻であ
ることが第二の課題を解決する上で最も望ましい。すなわち、半導体層上部領域２８と半
導体層下部領域２９のそれぞれの幅が、両者の接続部において不連続に変化することが最
も望ましい。
【０２０７】
　なお、半導体層上部領域２８、半導体下部領域２９には、加工の精度などの要因により
、それぞれのうち一部の領域でそれぞれの幅がそれぞれＷtop、Ｗfinと異なる領域があっ
ても良い。例えば、半導体層上部領域２８の上端または下端、半導体下部領域２９の上端
または下端において半導体層の幅が変化する領域があっても良い。
【０２０８】
　半導体層上部領域２８のうち、半導体層下部領域２９に接する領域に遷移領域４０をも
っても良い。この例を図５５に示す。遷移領域４０における遷移領域の最小勾配４１は４
５度以下であることが望ましく、２５度以下であることが特に望ましい。なお、図５５は
図４１と同一断面における断面図を示す。なお、遷移領域の最小勾配４１とは遷移領域４
０における半導体層界面が基板面となす角度が最小になる位置において、遷移領域４０に
おける半導体層界面が基板面となす角度をいう。
【０２０９】
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　また、半導体層上部領域２８のうち半導体層の幅が一定の領域、または半導体下部領域
２９において、加工精度などの要因により半導体層の幅がある程度の限度内（例えば、Ｗ
topのプラスマイナス２０％以内、Ｗfinのプラスマイナス２０％以内、より好ましくはＷ
topのプラスマイナス１０％以内、Ｗfinのプラスマイナス１０％以内）において変化して
も良い。
【０２１０】
　また、第三の実施形態がトライゲートトランジスタに適用された場合の形態を図４２（
ａ）に示す。第三の実施形態において端部絶縁体領域２７として空洞が設けられた場合を
図４２（ｂ）に示す。端部絶縁体領域２７とキャップ絶縁層が一体に形成された例を図４
２（ｃ）に示す。端部絶縁体領域２７が半導体層３上のキャップ絶縁体８の一部に侵入す
る構造を図４３（ａ）に示す。ゲート絶縁膜をＣＶＤ法などの膜堆積技術によって形成す
る場合に得られる構造の例を図４３（ｂ）に示す。なお、図４２（ａ）、図４２（ｂ）及
び、図４２（ｃ）、図４３（ａ）及び図４３（ｂ）は従来構造を説明する図８１のＡ－Ａ
’断面に相当する位置における断面図であり、従来構造を説明する図８２（ａ）及び図８
３（ａ）が示す断面に相当する断面における断面図である。
【０２１１】
　また、半導体層上部領域２８のうち半導体層の幅が一定である位置における端部絶縁体
２７の厚さが一定である場合について主に説明したが、端部絶縁体２７の厚さは、その最
大値がゲート絶縁膜よりも厚ければ、一定でなくともよい。但し、発明の効果を大きくす
るためには端部絶縁体２７の厚さが一定である領域において、端部絶縁体２７の厚さは５
ｎｍ以上で、かつゲート絶縁膜厚さの３倍以上であることが好ましく、端部絶縁体２７の
厚さが５ｎｍ以上で、かつゲート絶縁膜厚さの５倍以上であることがより好ましい。
【０２１２】
　なお、本明細書においてゲート絶縁膜４の厚さ、あるいは端部絶縁体２７の厚さとは、
電界の起源であるゲート電極５と各絶縁膜との界面から垂直方向の厚さを指す。従って図
８５における半導体層３の右上部コーナー部を拡大した図面である図８０（ａ）において
は厚さｔ2ではなく厚さｔ1を指し、図６６の右上部コーナー部を拡大した図面である図８
０（ｂ）においては厚さｔ4ではなく厚さｔ3を指す。
【０２１３】
　従ってゲート電極５と端部絶縁体領域２７との界面が図６６や図８０（ｂ）のように垂
直であれば、端部絶縁体領域２７の幅Ｗeiという用語と端部絶縁体領域２７の厚さという
用語は同義である。
【０２１４】
　[製造方法]
　（第三の実施形態の第一の製造方法）
　第三の実施形態における製造方法の一例を図４４を参照して説明する。なお、図４４は
従来例を説明する図８１のＡ－Ａ’断面に相当する位置における形状を工程を追って示し
たものである。
【０２１５】
　半導体層３上にキャップ絶縁層８（ＳｉＯ2等の絶縁膜層）を堆積し、通常のリソグラ
フィ及びＲＩＥ工程によりキャップ絶縁層８と半導体層３の上部を所望の幅に加工する（
図４４（ａ））。次にＳｉＯ2膜等の絶縁体膜の堆積とエッチバックを行い、キャップ絶
縁層の側面及び半導体層３の側面に、端部絶縁体領域２７を形成する（図４４（ｂ））。
続いて、キャップ絶縁層８と端部絶縁体領域２７をマスクに半導体層３をエッチングする
（図４４（ｃ））。この工程によって露出した半導体層の側面にゲート絶縁膜４を設け、
続いてゲート電極材料を堆積したのち、通常のリソグラフィ及びＲＩＥ工程によりゲート
電極材料を加工してゲート電極５を形成する。
【０２１６】
　続いて半導体層３のうちゲート電極５に覆われていない領域に高濃度の第一導電型不純
物を導入してソース／ドレイン領域６を形成する。その後層間絶縁膜を堆積して、通常の
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方法によりコンタクト１７及び配線１８を形成する。
【０２１７】
　なお、このとき、半導体層３上にキャップ絶縁層８（ＳｉＯ2等の絶縁膜層）を堆積し
、通常のリソグラフィ及びＲＩＥ工程によりキャップ絶縁層８と半導体層３の上部を所望
の幅に加工する図４４（ａ）の工程において、エッチングされて露出した半導体層の上面
が水平でない場合には、図５５のような断面を持った形態が形成されるが、発明の効果が
得られることにはかわりがない。
【０２１８】
　このような製造方法を採用することにより、第三の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０２１９】
　（第三の実施形態の第二の製造方法）
　端部絶縁体領域２７を空洞とする場合の製造方法、及び端部絶縁体領域２７の空洞を絶
縁体で埋め戻す場合の製造方法の一例を図４５を参照して説明する。なお、図４５は従来
例を説明する図８１のＡ－Ａ’断面に相当する位置における形状を工程を追って示したも
のである。
【０２２０】
　半導体層３上にキャップ絶縁層８（ＳｉＯ2等の絶縁膜層）を堆積し、通常のリソグラ
フィ及びＲＩＥ工程によりキャップ絶縁層８と半導体層３の上部を所望の幅に加工する（
図４５（ａ））。次にＳｉ3Ｎ4膜などのコーナーダミー層材料の堆積とエッチバックを行
いＳｉ3Ｎ4側壁３７よりなるコーナーダミー層２２をキャップ絶縁層の側面及び半導体層
３の側面に設ける。続いてＳｉＯ2膜等の第二の側壁材料の堆積とエッチバックを行い、
コーナーダミー層２２の側面に、ＳｉＯ2側壁３８を形成する（図４５（ｂ））。続いて
、キャップ絶縁層、Ｓｉ3Ｎ4側壁３７よりなるコーナーダミー層、及びＳｉＯ2側壁３８
よりなる第二の側壁をマスクに半導体層３をエッチングする（図４５（ｃ））。この工程
によって露出した半導体層の側面にゲート絶縁膜４を設け、続いてゲート電極材料を堆積
したのち、通常のリソグラフィ及びＲＩＥ工程によりゲート電極材料を加工してゲート電
極５を形成する。続いてＳｉ3Ｎ4側壁３７よりなるコーナーダミー層２２を除去すれば、
半導体層がゲート電極から後退した領域に空洞１２よりなる端部絶縁体領域２７が形成さ
れる。次に半導体層３のうちゲート電極５に覆われていない領域に高濃度の第一導電型不
純物を導入してソース／ドレイン領域６を形成する。その後層間絶縁膜を堆積して、通常
の方法によりコンタクト１７及び配線１８を形成する。
【０２２１】
　なお、Ｓｉ3Ｎ4の堆積とエッチバックに続いてＳｉＯ2の堆積とエッチバックを行い第
二の側壁を形成するのは犠牲酸化膜除去工程や半導体層に対する洗浄工程によって、半導
体層の表面が除去されることにより、半導体層の側面がＳｉ3Ｎ4側壁よりも内側に入り、
上部のＳｉ3Ｎ4側壁が水平に突起したオーバーハング形状が形成されることを防ぐためで
ある、ＳｉＯ2膜よりなる第二の側壁を設けておけば犠牲酸化膜を除去する工程において
、第二の側壁も同時に後退するのでオーバーハング形状にならない。なお、ゲート電極を
形成する工程に等方性エッチングを追加するなどしてオーバーハング形状が許容される場
合には、第二の側壁を形成する工程を省略しても良い。
【０２２２】
　また、空洞を低誘電率材料で埋め戻して、低誘電率材料よりなる端部絶縁体領域２７を
形成しても良い。ここで空洞に埋める低誘電率材料は、ＳｉＯＦ等の連続膜であっても良
く、また多孔質の材料であっても良い。
【０２２３】
　また、ソース／ドレイン領域に注入した不純物を活性化する熱処理など、高温の熱処理
工程を終えた後で、空洞を低誘電率材料で埋め戻す工程を実施するか、あるいはこれら高
温の熱処理工程を終えた後で、空洞の形成及び空洞を低誘電率材料で埋め戻す工程を実施
すると、高温の熱処理が低誘電率材料に化学的または物理的変化を与えることを防ぐこと
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ができる。
【０２２４】
　このような製造方法を採用することにより、第三の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０２２５】
　（第三の実施形態の第三の製造方法）
　図４６から図５２を参照して第三の実施形態の製造方法の一例をより具体的に説明する
。図４７（ａ）、図４８（ａ）、図４９（ａ）、図５０（ａ）は平面図である図４７（ｃ
）、図４８（ｃ）、図４９（ｃ）、図５０（ｃ）のＡ－Ａ’断面における断面図、図４７
（ｂ）、図４８（ｂ）、図４９（ｂ）、図５０（ｂ）は平面図である、図４７（ｃ）、図
４８（ｃ）、図４９（ｃ）、図５０（ｃ）のＢ－Ｂ’断面における断面図である。図５１
（ａ）及び図５２は図２０（ａ）と同一の断面における断面図、図５１（ｂ）は図２０（
ｂ）と同一の断面における断面図である。
【０２２６】
　シリコンよりなる支持基板１、その上にＳｉＯ2よりなる埋め込み絶縁層２、さらにそ
の上に単結晶シリコンよりなる半導体層３が積層したＳＯＩ基板上に、キャップ絶縁層８
を堆積する。この状態での断面を図４６に示す。
【０２２７】
　次に、通常のリソグラフィ工程及びＲＩＥ等の通常のエッチング工程により、キャップ
絶縁層８と半導体層３のうちの上部をパターニングして図４７の形状を得る。なお、キャ
ップ絶縁層８及び半導体層３は、ともにフォトレジストをマスクにエッチングすることに
よりパターニングしても良く、あるいはフォトレジストをマスクにキャップ絶縁層８だけ
をエッチングし、続いてキャップ絶縁層８をマスクに半導体層３をエッチングすることに
よってパターニングしても良い。ここで、キャップ絶縁層８は、その幅が前記半導体層上
部領域２８（図４１参照）の幅Ｗtopとほぼ同じで、前記半導体層下部領域２９の幅Ｗfin
よりも狭くなるようにパターニングされる。半導体層３をエッチングする深さは、ほぼ半
導体層上部領域２８の高さＨtopに等しい。この状態を図４７に示す。
【０２２８】
　次に、コーナーダミー層となる材料を堆積してこれをエッチバックすることにより、キ
ャップ絶縁層の側面と半導体層のうちエッチングされて露出された側面に、コーナーダミ
ー層２２を設ける。コーナーダミー層２２の材料は例えばＳｉ3Ｎ4とする。この工程によ
り得られる形態を図４８に示す。
【０２２９】
　続いてキャップ絶縁層８とコーナーダミー層２２をマスクに半導体層３をＲＩＥ等のエ
ッチング工程によってパターニングして、素子領域を形成する。この工程により得られる
形態を図４９に示す。次にこの工程によって露出した半導体層の側面にゲート絶縁膜４を
設け、続いてゲート電極材料を堆積したのち、通常のリソグラフィ及びＲＩＥ工程により
ゲート電極材料を加工してゲート電極５を形成する。この状態を図５０に示す。
【０２３０】
　続いて半導体層３のうちゲート電極５に覆われていない領域に高濃度の第一導電型不純
物を導入してソース／ドレイン領域６を形成する。
【０２３１】
　続いてコーナーダミー層２２をエッチングにより除去して、端部絶縁体領域２３となる
空洞２４を設ける。
【０２３２】
　続いて絶縁膜の堆積とエッチバックにより、ゲート電極側面にゲート側壁１４を設けた
のちその後層間絶縁膜を堆積して、通常の方法によりコンタクト１７及び配線１８を形成
する。この状態を図５１に示す。
【０２３３】
　また、図４７の形状を形成後、コーナーダミー層となる材料を堆積してこれをエッチバ
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ックするかわりに、端部絶縁体領域２３となる材料を堆積してこれをエッチバックするこ
とにより、キャップ絶縁層の側面と半導体層のうちエッチングされて露出された側面に、
端部絶縁体領域２３を設けても良い。端部絶縁体領域２３の材料は例えばＳｉＯ2とする
。あるいは端部絶縁体領域２３の材料は例えばＳｉＯＦなどの低誘電率材料とする。この
場合、続いてキャップ絶縁層８と端部絶縁体領域２３をマスクに半導体層３をＲＩＥ等の
エッチング工程によってパターニングして、素子領域を形成する。以後、コーナーダミー
層２２をエッチングにより除去することを除いて、コーナーダミー層２２を設けた場合と
同様の工程を実施することにより、ゲート電極、ソース／ドレイン領域、配線及びコンタ
クトを形成する。この場合に得られる形状を図５２に示す。図５２は図５１（ａ）と同一
の断面における断面図であり、図５１における空洞２４にかえて、端部ＳｉＯ2領域２５
が形成される。
【０２３４】
　このような製造方法を採用することにより、第三の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０２３５】
　[効果]
　本実施形態においては、半導体層上部領域のうち端部に位置する一部の部分が、端部絶
縁体領域２７によって置きかえられる。端部絶縁体領域２７はゲート電極と半導体層との
電界を緩和する作用があるので、半導体層上部コーナー部における電位上昇が抑制され、
寄生トランジスタの発生が抑制され、トランジスタの特性を向上される。
【０２３６】
　より具体的な例として、半導体層がゲート電極から後退した領域に空洞を形成した図４
２（ｂ）の構造における電位分布を図５３に示す。なお、チャネルとなる半導体層の上端
は空洞の下端に隣接する部分である。図８４（ａ）及び図８４（ｂ）に比べると、空洞下
部のコーナー部での等電位線の湾曲が著しく低減されており、コーナー部での電位上昇が
抑制されている。これはコーナー部の寄生トランジスタが抑制されていることを示す。
【０２３７】
　図９（ｂ）と同様に半導体層側面における電位分布をプロットしたものを図５４（ｄ）
に示す。図の左端は空洞の下部における半導体層の上端である。電位上昇は３０．８ｍＶ
まで低減しており、本実施形態がコーナー部での電位上昇を抑制し、コーナー部の寄生ト
ランジスタが抑制する効果は顕著である。
【０２３８】
　なお、端部絶縁体領域の表面とゲート絶縁膜４の表面（ゲート電極側の界面を表面と記
す）の位置は揃っていると、ゲート電極を加工しやすくなるので、好ましい。
【０２３９】
　但し、両者はプロセス上の理由により一方が他方よりゲート電極側に突起しても、半導
体層上部コーナー部における電位上昇を抑制し、寄生トランジスタを抑制する効果が得ら
れる。例えば図４９（ａ）の構造において、犠牲酸化工程と犠牲酸化膜に対するウエット
エッチング工程により、半導体層３の側面がコーナーダミー層２２よりゲート電極側から
後退し、その結果図５１（ａ）の構造において端部絶縁体領域２３の表面に比べて、ゲー
ト絶縁膜４の表面が後退する場合などである。
【０２４０】
　また、半導体層上部領域２８の側面が半導体層下部領域２９の側面に対して後退せず、
ゲート絶縁膜４よりも厚い端部絶縁体領域２７が、ゲート電極側に突起した構造を設けて
も、半導体層上部コーナー部における電位上昇を抑制し、寄生トランジスタを抑制する効
果が得られる。その構造の例を図８９に示す。この構造は、たとえば図４４の工程におい
て、図４４（ｃ）の構造を形成後、第一実施形態の図４（ａ）の工程と同様に、等方的な
エッチングプロセスによってキャップ絶縁層８及び端部絶縁体領域２７に対して選択的に
半導体層３を細らせた場合に得られる。図９０及び図９１に工程の順を追って、工程中の
形態を示す。これらは図４４と同一の断面について描いたものであり、図９０（ａ）、図
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９０（ｂ）、図９０（ｃ）及び図９１（ｂ）は、それぞれ図４４（ａ）、図４４（ｂ）、
図４４（ｃ）、図４４（ｄ）の工程に対応する。
【０２４１】
　（第四の実施形態）
　[構造]
　第四の実施形態による電界効果型トランジスタは、第三の実施形態、第四の実施形態及
び第五の実施形態に共通する特徴に加えて、半導体層端部領域４４に半導体層３の幅が一
定な領域を持たないという特徴を持つ。第四の実施形態による電界効果型トランジスタの
半導体層端部領域４４においては、半導体層主要部領域４３との接続部から遠ざかるに従
って、半導体層の幅が狭くなるという形態を持つ。また、半導体層端部領域４４とゲート
電極５との間に設けられる端部絶縁体領域２７は、半導体層端部領域４４と半導体層主要
部領域４３との接続部から遠ざかるに従って厚くなる。端部絶縁体領域２７の膜厚の最大
値はゲート絶縁膜厚よりも厚い。
【０２４２】
　半導体層主要部領域４３の上部に半導体層端部領域４４が設けられ、半導体層主要部領
域４３が半導体層下部領域２９をなし、半導体層端部領域４４が半導体層上部領域をなす
場合を例に、第四の実施形態による電界効果型トランジスタの構造を図５６、図５７、図
５９及び図６０に示す。なお、図５６、図５７、図５９及び図６０は従来構造を説明する
図８１のＡ－Ａ’断面に相当する位置における断面図であり、従来構造を説明する図８２
（ａ）及び図８３（ａ）が示す断面に相当する断面における断面図である。なお、記号Ｗ
topは半導体層端部領域の最小幅、記号Ｗeiは端部絶縁体領域の最大幅、記号Ｗfinは半導
体層主要部領域の幅である。
【０２４３】
　図５６及び図５７の形態は、キャップ絶縁層８の下部に位置する半導体上部領域２８の
幅が一定の勾配をもって上部に向うに従って縮小する場合、図５９及び図６０の形態は、
キャップ絶縁層８の下部に位置する半導体上部領域２８が曲率をもって上部に向うに従っ
て縮小する場合である。また図５６及び図５９はキャップ絶縁層８をもつダブルゲート構
造のトランジスタに第四の実施形態が適用された場合、図５７及び図６０はキャップ絶縁
層８をもたず半導体層上部界面にゲート絶縁膜４を持つトライゲート構造のトランジスタ
に第四の実施形態が適用された場合である。図５６、図５７、図５９または図６０のいず
れにおいても、半導体上部領域２８とゲート電極５の間に、端部絶縁体領域２７が設けら
れ、端部絶縁体領域２７の少なくとも一部の位置においては、端部絶縁体領域２７の幅Ｗ
eiが、ゲート絶縁膜４よりも厚い。
【０２４４】
　（第四の実施形態の第一の製造方法）
　第四の実施形態における製造方法の一例として、図５６の形態を製造する方法を図５８
を参照して説明する。なお、図５８は従来例を説明する図８１のＡ－Ａ’断面に相当する
位置における形状を工程を追って示したものである。
【０２４５】
　半導体層３上にキャップ絶縁層８（ＳｉＯ2等の絶縁膜層）を堆積し、通常のリソグラ
フィ及びＲＩＥ工程によりキャップ絶縁層８を加工し、さらに半導体層３の上部をテーパ
ーを持つようにＲＩＥによりエッチングする（図５８（ａ））。次にＳｉＯ2膜等の絶縁
体膜の堆積とエッチバックを行い、キャップ絶縁層の側面及び半導体層３の側面に、端部
絶縁体領域２７を形成する（図５８（ｂ））。続いて、キャップ絶縁層８と端部絶縁体領
域２７をマスクに半導体層をエッチングする（図５８（ｃ））。この工程によって露出し
た半導体層の側面にゲート絶縁膜４を設け、続いてゲート電極材料を堆積したのち、通常
のリソグラフィ及びＲＩＥ工程によりゲート電極材料を加工してゲート電極５を形成する
。
【０２４６】
　なお、半導体層３の上部をテーパーを持つようにエッチングするには、例えばＲＩＥを
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行う際に炭素を含むガスを混合するテーパーエッチング技術を用いる。例えばＣｌ2にＣ
Ｈ4を混合することにより、エッチング中に徐々に炭素化合物を堆積させ、炭素化合物が
堆積した位置ではエッチングが進まないことを利用してテーパー形状を形成する。
【０２４７】
　続いて半導体層３のうちゲート電極５に覆われていない領域に高濃度の第一導電型不純
物を導入してソース／ドレイン領域６を形成する。その後層間絶縁膜を堆積して、通常の
方法によりコンタクト１７及び配線１８を形成する。
【０２４８】
　なお、図５８（ｃ）の形状を形成する工程を終えたあとに、ＲＩＥ等のエッチング工程
によりキャップ絶縁層８を除去したのちゲート絶縁膜４を形成し、続く工程を実施すれば
図５７のようなトライゲート構造が得られる。なお、図５７はＲＩＥによりキャップ絶縁
層８を除去する際に、端部絶縁膜の上部も同時にエッチングした場合である。なお、ＲＩ
Ｅ等のエッチング工程によりキャップ絶縁層８を除去する場合は、キャップ絶縁層８より
も埋め込み絶縁層２の厚さが大きいと、キャップ絶縁層のエッチングと同時に埋め込み絶
縁層のエッチングが進行しても、キャップ絶縁層が除去されても埋め込み絶縁膜の一部が
残留し支持基板が露出しない形態が得られるので好ましい。また、埋め込み絶縁層の全体
、表面、またはある深さの層に、キャップ絶縁層に対するエッチングに耐性のある材料、
例えばＳｉ3Ｎ4を用いると、キャップ絶縁層が除去されても埋め込み絶縁膜の一部が残留
し支持基板が露出しない形態が得られるので好ましい。
【０２４９】
　また、図５８の工程において、キャップ絶縁層８を堆積しない工程を用いても、図５７
のようなトライゲート構造が得られる。この場合はレジストをマスクに半導体層３をテー
パーをつけてエッチングし、図５８（ａ）においてキャップ絶縁層８が無い形状を作成し
たのち、ダブルゲート構造のトランジスタを製造する場合と同じ製造方法を実施すれば良
い。
【０２５０】
　（第四の実施形態の第二の製造方法）
　製造方法の一例を図６１から図６５を参照して説明する。なお、図６１（ａ）、図６２
（ａ）、図６３（ａ）、図６４（ａ）はそれぞれ平面図である図６１（ｃ）、図６２（ｃ
）、図６３（ｃ）、図６５におけるＡ－Ａ’断面の断面図であり、図６１（ｂ）、図６２
（ｂ）、図６３（ｂ）、図６４（ｂ）はそれぞれ平面図である図６１（ｃ）、図６２（ｃ
）、図６３（ｃ）、図６５におけるＢ－Ｂ’断面の断面図である。また、本実施形態を説
明する各図面のＡ－Ａ’断面の位置は従来例を示す図８１のＡ－Ａ’断面の位置に、本実
施形態を説明する各図面のＢ－Ｂ’断面の位置は従来例を示す図８１のＢ－Ｂ’断面の位
置にそれぞれ相当する。
【０２５１】
　第四の実施形態の電界効果型トランジスタを製造するためには、埋め込み絶縁層２上の
半導体層３上に例えばＳｉＯ2よりなるキャップ絶縁層８を形成したのち（この時点での
形態は図２に同じ）、半導体層３とキャップ絶縁層８を適当な形状にパターニングする（
この時点での形態は図３に同じ）。続けて、半導体層３とキャップ絶縁層の界面、及び半
導体層３と埋め込み絶縁層２の界面において、半導体層３の側面がキャップ絶縁層８の端
部の位置よりも内側に後退するように、半導体層３を熱酸化する。この時、半導体層上部
及び下部のコーナー部において厚く形成された酸化膜が、端部絶縁体領域２７になる（図
６１）。このような形態が形成されるのは、酸素ガスのなどの酸化剤はキャップ絶縁層８
や埋め込み絶縁膜を経由して半導体層の上面および下面にも拡散し、その酸化剤は半導体
層の両側面付近により多く拡散するため、半導体層上部及び下部のコーナー部が丸みを持
った形状に酸化されることによる。また、この時、半導体層３の側面には犠牲酸化膜層４
４が形成される。次に、半導体層３の側面には犠牲酸化膜層４４をウエットエッチングな
どのエッチング工程により除去し、図６２の形態を得る。続いて半導体層の側面にゲート
絶縁膜４を設け（図６３）、続いてゲート電極材料を堆積したのち、通常のリソグラフィ
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及びＲＩＥ工程によりゲート電極材料を加工してゲート電極５を形成する。続いて半導体
層３のうちゲート電極５に覆われていない領域に高濃度の第一導電型不純物を導入してソ
ース／ドレイン領域を形成する。その後層間絶縁膜を堆積して、通常の方法によりコンタ
クト及び配線を形成する（図６４及び図６５）。
【０２５２】
　なお、図６１の形状を形成する工程を終えたあとに、ゲート絶縁膜を形成するよりも前
のある段階おいてＲＩＥ等のエッチング工程によりキャップ絶縁層８を除去して、続く工
程を実施すれば図６０のようなトライゲート構造が得られる。なお、ＲＩＥ等のエッチン
グ工程によりキャップ絶縁層８を除去する場合は、キャップ絶縁層８よりも埋め込み絶縁
層２の厚さが大きいと、キャップ絶縁層のエッチングと同時に埋め込み絶縁層のエッチン
グが進行しても、キャップ絶縁層が除去されても埋め込み絶縁膜の一部が残留し支持基板
が露出しない形態が得られるので好ましい。また、埋め込み絶縁層の全体、表面、または
ある深さの層に、キャップ絶縁層に対するエッチングに耐性のある材料、例えばＳｉ3Ｎ4

を用いると、キャップ絶縁層が除去されても埋め込み絶縁膜の一部が残留し支持基板が露
出しない形態が得られるので好ましい。
【０２５３】
　なお、トライゲート構造を形成する際に、キャップ絶縁層がない状態で丸め酸化を行っ
ても、従来例の図８５のような構造が得られるだけで、ゲート絶縁膜よりも厚いことを特
徴とする端部絶縁体領域２７は形成されないので、発明の効果は得られない。また、従来
例の図８５のような構造と通常のダブルゲートトランジスタ構造とを単に組み合わせると
、図７０のような形態となり、ゲート絶縁膜よりも厚い端部絶縁体領域２７を有する構造
は得られないため、本発明の効果は得られない。
【０２５４】
　なお、この製造方法において、埋め込み絶縁層が酸化剤を拡散しやすい場合、具体的に
は埋め込み絶縁層がＳｉＯ2である場合等には、半導体層下部にも端部絶縁体領域２７が
形成される。埋め込み絶縁層が酸化剤を拡散しにくい場合、具体的には埋め込み絶縁層が
Ｓｉ3Ｎ4である場合や、埋め込み絶縁層がＳｉＯ2であっても膜厚が極めて薄い場合（例
えば１０ｎｍ以下）である場合、半導体層下部には端部絶縁体領域２７が形成されない。
【０２５５】
　このような製造方法を採用することにより、第四の実施形態の素子構造を形成すること
が可能となる。
【０２５６】
　（効果）
　第四の実施形態は、第三の実施形態に比べて半導体層端部領域４４の高さを縮小できる
という長所がある。例えば図５５の半導体層上部領域２８において、遷移領域４０よりも
上部の半導体層を除去した形態に相当し、構造が単純になるため、半導体層の高さが縮小
される。また、キャップ絶縁層８に接する領域で半導体層３を熱酸化するだけで端部絶縁
体領域２７を形成できるなど、製造方法も容易である。
【０２５７】
　第四の実施形態は、図５６及び図５９に示した形態においては、半導体層上部領域と半
導体層下部領域の幅が急峻に変化しないため、両者の遷移が急峻な構造を持つ第三の実施
形態に比べて第二の課題を解決する効果にやや劣るが、図８５の従来例に比べると、本実
施形態では半導体層の上部では半導体層とゲート電極の間にゲート絶縁膜４より厚い端部
絶縁体２７が設けられて、半導体層上部領域の側面にはチャネルがほとんど形成されない
ので、第二の課題は十分に解決され、充分な素子性能を得ることができる。また、半導体
層の上部では半導体層とゲート電極の間にゲート絶縁膜４より厚い端部絶縁体２７が設け
られるため、第三の実施形態と同様に、第一の課題を解決する能力に優れる。
【０２５８】
　（第五の実施形態）
　[構造]
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　第五の実施形態による電界効果型トランジスタは、第三の実施形態、第四の実施形態及
び第五の実施形態に共通する特徴に加えて、半導体層端部領域４４が半導体層主要部４３
の下部に設けられ、半導体層主要部４３の下部に設けられた半導体層端部領域４４（半導
体層下部端部領域４２）とゲート電極５の間には、ゲート絶縁膜４よりも厚い絶縁膜であ
る端部絶縁体領域２７が設けられる。
【０２５９】
　また、第五の実施形態による電界効果型トランジスタは、第三の実施形態、第四の実施
形態及び第五の実施形態に共通する特徴に加えて、半導体層端部領域４４が半導体層主要
部４３の上部と半導体層主要部４３の下部の両方に設けられ、半導体層主要部４３の上部
に設けられた半導体層端部領域４４とゲート電極５の間、及び半導体層主要部４３の下部
に設けられた半導体層端部領域４４とゲート電極５の間には、ゲート絶縁膜４よりも厚い
絶縁膜である端部絶縁体領域２７が設けられる。
【０２６０】
　［製造方法］
　第五の実施形態の構造は、例えば第四の実施形態の第二の製造方法により製造される。
但し、埋め込み絶縁層２は酸素などの酸化剤を拡散しやすいＳｉＯ2で構成されているこ
とが、半導体層の下部に端部絶縁体領域２７を形成する上で望ましい。
【０２６１】
　端部絶縁膜２７を形成したのちに、キャップ絶縁層８を除去すれば図６８の形態が、キ
ャップ絶縁層８を除去しなければ図６６の形態が、それぞれ形成される。
【０２６２】
　[効果]
　第五の実施形態は、半導体層の下部コーナー部（半導体層の下端のコーナー部分）にお
ける電位上昇を抑制し、半導体層の下部コーナー部における寄生トランジスタを抑制する
ことにより、トランジスタの特性を向上させる効果を有する。
【０２６３】
　半導体層主要部の上部および下部の両方に端部半導体領域が設けられ、半導体層の上下
両方に端部絶縁体領域２７を持つ構造では、半導体層の上部コーナー部および下部コーナ
ー部の両方における電位上昇を抑制し、半導体層の上部コーナー部及び下部コーナー部の
両方において寄生トランジスタを抑制することができるの、トランジスタの特性を向上さ
れる効果が顕著である。
【０２６４】
　（第六の実施形態）
　本発明の第一から第四の実施形態は、絶縁体上に半導体層が形成されるＦｉｎＦＥＴだ
けではなく、埋め込み絶縁層を持たないＦｉｎＦＥＴに適用されても良い。この例を図７
１（ａ）、図７１（ｂ）、図７２（ａ）、図７２（ｂ）、図７３に示す。それぞれ、図１
（ａ）、図１０（ａ）、図１３（ａ）、図４１、図６０において、埋め込み絶縁層２を用
いない形態である。
【０２６５】
　第六の実施形態は、第一の実施形態から第四の実施形態の製造方法において、埋め込み
絶縁層を持つ基板であるＳＯＩ基板にかえて、通常の半導体基板、典型的にはシリコン基
板を用いた場合に形成される。製造工程の途中における形状を図７４（ａ）に示す。図７
４（ａ）は埋め込み絶縁層を持たない基板を用いた場合に、図１８（ａ）に対応する図面
である。図７４（ｂ）、図７４（ｃ）はソース／ドレイン領域が形成され、トランジスタ
の構造が形成された状態での図面であり、それぞれ図１９（ａ）及び、図１９（ｂ）に対
応する。
【０２６６】
　また、これらチャネル形成領域の半導体層の下部に埋め込み絶縁層を持たない形態にお
いては、ゲート電極５と支持基板１との絶縁性を得るために、ゲート電極５の下に、ゲー
ト電極下絶縁膜３１を設けることが望ましい。ゲート電極下絶縁膜３１は、例えば半導体
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基板をエッチングにより加工して、凸状の半導体層３を形成したのち、全面にＳｉＯ2な
どの絶縁体をＣＶＤ法などの製膜技術によって堆積し、堆積した絶縁体をＣＭＰ法などの
平坦化技術によって平坦化したのち、半導体層３の裾部における絶縁体の膜厚が適当な膜
厚になるまで、堆積した絶縁体をエッチバックすることによって形成できる。ゲート電極
下絶縁膜３１が形成されたあとは、埋め込み絶縁層を設ける形態と同じ製造方法を適用し
て製造される。なお、ゲート電極下絶縁膜３１がＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料で形成
されると、ゲート電極と支持基板との間の寄生容量抑制という点において望ましい。また
、ゲート電極下絶縁膜３１をＳｉＯ2よりも誘電率が低い材料で形成すると、半導体層３
の下部コーナー３５における電界集中の抑制にも有効である。
【０２６７】
　なお、第三の実施形態、第四の実施形態または第五の実施形態に対して第六の実施形態
が適用される場合、半導体層３のうち側面が端部絶縁体領域２７に接している部分が半導
体層端部領域４４である。また、半導体層３のうち側面が端部絶縁体領域２７に接してお
らず、半導体層３の側面がゲート絶縁膜を介してゲート電極に向かい合う部分が半導体層
主要部領域４３である。
【０２６８】
　（発明の他の実施形態）
　本発明の各実施形態は、単一の半導体領域上に形成されるＦｉｎＦＥＴに限られるもの
ではなく、チャネル形成領域をなす半導体層が複数の分離したＦｉｎＦＥＴに対して適用
しても良い。すなわち、図７５（ａ）に示すように、それぞれチャネルが形成される複数
の半導体層からなるトランジスタに適用されても良く、また、図７５（ｂ）に示すように
、それぞれチャネルが形成される複数の半導体層がゲートから離れた位置で互いに接続さ
れたトランジスタに適用されても良い。図７５（ａ）及び図７５（ｂ）においてＡ－Ａ’
と示した位置が、各実施形態におけるＡ－Ａ’断面の位置に相当する。
【０２６９】
　また、本発明の各実施形態では半導体層３の上部コーナー部または下部コーナー部の一
方、または半導体層３の上部コーナー部および下部コーナー部の両方が丸められた形状を
持っても良い。第三の実施形態では、例えば図４１において半導体層３の下部コーナー部
、半導体層３において端部絶縁体領域の上端近傍に位置するコーナー部、半導体層３にお
いて端部絶縁体領域の下端近傍に位置するコーナー部の少なくとも一つが丸められた形状
を持っても良い。
【０２７０】
　図１（ａ）の形態において上部コーナー部が丸められた形態を図７６に、図１０（ａ）
の形態において上部コーナー部が丸められた形態を図７７（ａ）に、図１０（ｂ）の形態
において上部コーナー部及び下部コーナー部が丸められた形態を図７７（ｂ）に、図１３
（ａ）の形態において上部コーナー部が丸められた形態を図７８（ａ）に、図１３（ｂ）
の形態において上部コーナー部及び下部コーナー部が丸められた形態を図７８（ｂ）に、
図４１の形態で半導体層３において端部絶縁体領域の上端近傍に位置するのコーナー部、
半導体層３において端部絶縁体領域の下端近傍に位置するのコーナー部の両方が丸められ
た形態を図７９にそれぞれ示す。これらの形態は半導体層を熱酸化することにより形成さ
れる。
【０２７１】
　また、第一の実施形態において半導体層の上部コーナーが丸められるとともに、キャッ
プ絶縁層８も丸められた形態を用いても良い（図８７、図８８）。このような形態は、ゲ
ート酸化膜の形成に先だって半導体層の犠牲酸化とウエットエッチングを実施することに
より形成される。特に犠牲酸化工程における酸化膜厚が厚く、犠牲酸化膜の除去に要する
ウエットエッチングが長時間を要する場合に、犠牲酸化によって半導体層の角が丸くなる
とともに、ウエットエッチング工程においてキャップ絶縁層の角がエッチングされて丸く
なった場合に形成される。このような形態においては、半導体層上端と同じ高さ及び半導
体層上端よりも低い位置のうち、ゲート絶縁膜の表面がゲート電極側から最も後退した位
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置におけるゲート絶縁膜表面（ゲート電極側の界面のこと）に対して、キャップ絶縁層の
少なくとも一部がゲート電極側に張り出していれば（張り出し幅をＷextと図中に示す）
、第一の実施形態と同様に上部コーナー部における電界緩和効果が得られる。またこの張
り出し幅Ｗextの大きさについても、第一の実施形態と同様に設定すれば良い。その他作
用、原理についても第一の実施形態と同様である。また製造方法についても、上述したよ
うに犠牲酸化及び続くウエットエッチング工程における特徴を除いて、第一の実施形態と
同じである。なお、図８７のようにキャップ絶縁層は半導体層の幅が最も広い位置におけ
るゲート絶縁膜の表面よりもゲート電極側に突起していることが、上部コーナー部におけ
る電界緩和効果を得るために最も好ましい。但し、図８８のようにキャップ絶縁層が半導
体層の幅が最も広い位置におけるゲート絶縁膜の表面よりもゲート電極側から後退してい
ても、張り出し幅Ｗextがゼロでなければ、上部コーナー部における電界緩和効果はある
程度得られる。
【０２７２】
　なお、図８８の構造のようにキャップ絶縁層８と半導体層３との接触面に平面部がほと
んど無い場合、あるいはキャップ絶縁層８と半導体層３との接触面に平面部が全く無い場
合においても、張り出し幅Ｗextは図８８のように、水平方向（半導体層３が基板から突
起する方向に対して垂直な面内で、チャネル長方向に垂直な方向。）において定義される
。
【０２７３】
　コーナー部を丸めたことにより、第二の課題は完全には解消されなくなるが、本発明の
各実施形態とコーナー部を丸めるプロセスを組み合わせると、本発明の各実施形態と組み
合わせずに単にコーナー部を丸める場合に比べて、第一の課題を解消できる電界緩和効果
を得るために必要な丸め量を減らすことが可能となり、コーナー部の極率半径を小さくす
ることができる。したがって、本発明の各実施形態とコーナー部を丸めるプロセスを組み
合わせると、曲面を持った領域が縮小されるので、第二の課題を完全に解消することはで
きなくとも、第二の課題を大幅に低減することができる。
【０２７４】
　（各実施形態における材料、寸法、形状、及びプロセス条件の具体例）
　（第一の実施形態）から（第六の実施形態）、及び（その他の実施形態）における材料
、寸法、形状及びプロセス条件の具体例を挙げる。
【０２７５】
　（支持基板）
　支持基板１は、通常単結晶のシリコンウエハであるが、石英、ガラス、サファイア、あ
るいはシリコン以外の半導体など、シリコン基板以外の基板が使われても良い。
【０２７６】
　（埋め込み絶縁層２）
　埋め込み絶縁層２は、通常ＳｉＯ2であるが、他の絶縁体であっても良く、また複数の
材料からなる多層膜であっても良い。また埋め込み絶縁層は多孔質ＳｉＯ2やＳｉＯＦ等
ＳｉＯ2よりも誘電率が低い低誘電率材料であっても良い。また、支持基板が石英、ガラ
ス、サファイアなどの絶縁体である場合は、支持基板１が埋め込み絶縁膜２を兼ねても良
い。また、埋め込み絶縁層２の厚さは通常５０ｎｍから２μｍ程度、より典型的には５０
ｎｍから２００ｎｍであるが、必要に応じて５０ｎｍ以下あるいは２μｍ以上であっても
よい。
【０２７７】
　なお、第六の実施形態においては、埋め込み絶縁層２を持たない構造が用いられる。
【０２７８】
　（半導体層３）
　半導体層３は単結晶であることが、オン電流の向上及びオフ電流の抑制という観点から
最も望ましいが、要求されるオン電流の仕様が低い場合、または要求されるオフ電流の仕
様が大きい場合は、アモルファス、多結晶など単結晶以外の材料であっても良い。
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【０２７９】
　また、半導体層３をシリコン以外の半導体層で置き換えても良い。また、二種類以上の
半導体の組み合わせによって置き換えて良い。
【０２８０】
　半導体層は基板面から突起した形状を持つ。基板面は一般には支持基板１の上面である
が、埋め込み絶縁層２と支持基板が一体化した構造の場合は埋め込み絶縁層２の上面であ
る。ゲート下絶縁膜３１が設けられる場合はゲート下絶縁膜３１の上面である。
【０２８１】
　半導体層３の高さＨfin（図８２（ａ）、図８３（ａ）、図７１（ｂ）、図７２（ｂ）
参照）は典型的には２０ｎｍから１５０ｎｍ、より典型的には５０ｎｍから１００ｎｍで
あり、半導体層の幅Ｗfin（図８２（ａ）、図８３（ａ）、図７２（ｂ）参照）は典型的
には５ｎｍから１００ｎｍであり、より典型的には１５ｎｍから５０ｎｍである。但し、
Ｈfin、Ｗfinともこの範囲以外の値を用いても良い。但し、チャネル形成領域の半導体層
はゲート電極にしきい値電圧を印加した状態で空乏化していることが、ＦｉｎＦＥＴの特
性（Ｓファクタの縮小により代表される、ＯＮ－ＯＦＦ特性の急峻化等）を生かすという
観点から望ましい。ゲート電極にしきい値電圧を印加した状態で、半導体層の両側面から
伸びた空乏層が互いに接触する完全空乏化状態を実現するためには、通常Ｗfinを５０ｎ
ｍ以下、より典型的には３０ｎｍ以下に設定することが好ましい。
【０２８２】
　（ゲート絶縁膜４）
　ゲート絶縁膜４は、シリコンの熱酸化により形成したものであっても良く、他の方法に
より形成したＳｉＯ2膜であっても良い。例えばラジカル酸化によって形成したＳｉＯ2膜
を用いても良い。また、ゲート絶縁膜をＳｉＯ2以外の絶縁材料より置き換えて良い。ま
た、ＳｉＯ2とそれ以外の絶縁膜との多層膜、あるいはＳｉＯ2以外の絶縁膜同士の多層膜
に置き換えて良い。また、ゲート絶縁膜をＨｆＯ2、ＨｆＳｉＯ4などの高誘電率材料に置
き換えても良い。
【０２８３】
　ゲート絶縁膜の酸化膜換算膜厚は典型的には１．２ｎｍから３ｎｍである。但し酸化膜
換算膜厚とは、ゲート絶縁膜を構成する絶縁膜の膜厚をゲート絶縁膜の誘電率で割った商
にＳｉＯ2の誘電率を乗じたものである。ゲート絶縁膜が多層膜である場合には、各層に
ついて前記方法で酸化膜換算膜厚を求めてそれらを足し合わせたものである。
【０２８４】
　（ゲート電極５）
　ゲート電極５は、ポリシリコンなどの多結晶半導体であっても良く、また金属や金属化
合物等の多結晶半導体以外の導電体であっても良い。ゲート電極５がポリシリコンなどの
多結晶半導体で構成される場合、典型的には、ゲート電極５のポリシリコンにはチャネル
と同じ導電型である第一導電型の不純物が高濃度に導入される。また、ゲート電極は、置
換ゲート（リプレースメント・ゲートとも呼ばれる）プロセスにより形成しても良い。す
なわち、一旦ダミー材料によりゲート電極の形状を形成し、ソース／ドレイン領域に第一
導電型の不純物を高濃度に導入し、ダミー材料を絶縁膜で覆ったのちに、ダミー材料を除
去して得られた空洞中にゲート電極、あるいはゲート絶縁膜とゲート電極を埋設する工程
により形成しても良い。
【０２８５】
　ゲート電極材料がポリシリコン、多結晶シリコン－ゲルマニウム混晶等の半導体により
形成される場合、ゲートへの不純物導入は、ソース／ドレインへの不純物導入と同時に行
っても良い。また、ゲート電極材料の堆積と同時に行っても良い。また、ゲート電極材料
を堆積し、ゲート電極の形状に加工する前に行っても良い。
【０２８６】
　また、ゲート電極は通常半導体層を跨ぐ構造を持つ。本発明は半導体層の上方と半導体
層の側面にゲート電極が配置され、半導体層の上方のゲートからの電界と半導体層の側面
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のゲートからの電界によって、電界集中が起こるトランジスタにおいて、電界集中を緩和
するために特に有効である。
【０２８７】
　また、半導体層の上方にゲート電極が配置されないが、半導体層の上端よりも上方に延
びたゲート電極の側面からの電界により電界集中が起こるＦｉｎＦＥＴ（図９３。図９３
は図９２と同じ位置に相当する断面図。）に対して、本発明を適用しても良い。半導体層
の上方にゲート電極が配置されないＦｉｎＦＥＴに第二実施形態を適用した場合を図９４
に、第三実施形態を適用した場合を図９５に示す。図９４は図１０に、図９５は図４１に
、それぞれ対応する断面図である。
【０２８８】
　（ソース／ドレイン領域６）
　ソース／ドレイン領域６には第一導電型の不純物が高濃度に導入される。なお、本明細
書においてソース／ドレイン領域とは、バルクトランジスタにおいて浅いソース／ドレイ
ン領域（エクステンション領域とも呼ばれる）と呼ばれる領域及び深いソース／ドレイン
領域と呼ばれる領域を全て含むものとする。ＦｉｎＦＥＴにおいて、エクステンション領
域、深いソース／ドレイン領域の定義は一般に明確にされていないが、例えば図７５（ｂ
）においてゲートに隣接する短冊状の領域に形成されるソース／ドレイン領域とゲートか
ら離れた位置で短冊状の領域が互いに接続された領域の双方を含むものとする。また、ソ
ース／ドレイン領域の寄生抵抗を縮小するために、ソース／ドレイン領域の一部にシリコ
ンなどの半導体をエピタキシャル成長させることにより、ソース／ドレイン領域をなす半
導体層の大きさを上方または面内方向に拡大する手法を組み合わせても良い。
【０２８９】
　本発明では半導体層３のうちゲート電極に覆われない部分にソース／ドレイン領域が設
けられる。但し、ゲート電極に覆われない部分に設けられるソース／ドレイン領域に加え
て、半導体層３のうちゲート電極に覆われる領域に侵入したソース／ドレイン領域が設け
られても良い。半導体層３のうちゲート電極に覆われる領域にソース／ドレイン領域が侵
入する場合、半導体層３のうちゲート電極に覆われない部分に設けられるソース／ドレイ
ン領域とゲート電極に覆わる部分に設けられるソース／ドレイン領域は、通常連続的に接
続する。
【０２９０】
　また、ゲート電極に覆われた半導体層から、ある幅のオフセット領域を隔ててソース／
ドレイン領域が設けられても良い。この場合寄生抵抗が増すためにドレイン電流が減る代
わり、ソース／ドレイン領域端の電界強度が減るので漏れ電流が減る。この構造はドレイ
ン電流の大きさよりも漏れ電流の低減が優先されるＤＲＡＭ（ダイナミック・ランダム・
アクセス・メモリー）のセルトランジスタに適用することが望ましい。
【０２９１】
　（チャネル形成領域７）
　チャネル形成領域７には低濃度のアクセプタまたはドナー不純物が導入される。ゲート
電極が第一導電型のポリシリコンである場合は、しきい値電圧を適当な値に設定する必要
から典型的には低濃度の第二導電型不純物がチャネル形成領域に導入される。しかし、ゲ
ート電極に第一導電型のポリシリコンあるいは第一導電型のポリシリコンと仕事関数が同
程度の材料を用いる場合においてもしきい値電圧が低く設定される場合、あるいはゲート
電極に金属、金属シリサイドなどの第一導電型のポリシリコンとは異なる仕事関数を持つ
材料を用いる場合には、チャネル形成領域７には不純物を導入しないか、あるいは低濃度
の第一導電型の不純物を導入しても良い。
【０２９２】
　また、チャネル形成領域のうちゲート電極に覆われたソース／ドレイン領域に隣接した
領域に、ゲート電極に覆われたソース／ドレイン領域に隣接しない部分に比べて第二導電
型不純物がやや高く導入されたハロー領域を設けても良い。
【０２９３】
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　また、チャネル形成領域をなす半導体層３の上部または下部において、第二導電型不純
物の濃度を高くすることにより、それぞれ半導体層３の上部コーナー部または下部コーナ
ー部における電位上昇、およびこれに伴う寄生トランジスタを抑制する手法を併用しても
良い。
【０２９４】
　チャネル形成領域をなす半導体層３の上部において、第二導電型不純物の濃度を高くす
る手法を、第一実施形態に適用した場合を図９６に、第二実施形態に適用した場合を図９
７に、第三実施形態に適用した場合を図９８及び図９９に示す。図９６は図１、図９７は
図１０、図９８及び図９９は図４１に、それぞれ対応する図面である。図中の記号４７が
第二導電型不純物の濃度が高い領域である。
【０２９５】
　寄生トランジスタを抑制するために、ＦｉｎＦＥＴの半導体層の上部に高濃度部を設け
る技術は特開平６－３０２８１７号公報に記載されているが、本発明の各実施形態を併用
することにより、寄生トランジスタの抑制に必要な、半導体層上部の不純物濃度を低めに
設定できる。半導体層上部の不純物濃度が低めに設定されると、ソース／ドレイン領域端
と半導体層上部の高濃度部との間の電界強度が小さくなるので、ソース／ドレイン領域端
と半導体層上部の高濃度部との間のリーク電流が低減される。
【０２９６】
　（キャップ絶縁層８）
　キャップ絶縁層８は半導体層３の上部に設けられる。また、ゲート電極５が半導体層３
を跨ぐ構造（図１など）では、キャップ絶縁層８はゲート電極の下に設けられる。また、
ゲート電極５が半導体層３を跨ぐか、跨がないかにかかわらず、ゲート電極の上端よりも
低い位置に、キャップ絶縁層８の少なくとも一部が置かれるように、キャップ絶縁層８は
配置される（図９４、図９５にゲート電極５が半導体層３を跨がない場合を示す。）。
【０２９７】
　キャップ絶縁層８は、ＳｉＯ2膜あるいはＳｉ3Ｎ4膜などの単層の絶縁膜であっても良
く、ＳｉＯ2膜、Ｓｉ3Ｎ4膜などの絶縁膜よりなる多層膜であっても良い。また、キャッ
プ絶縁層８の一部または全部がＳｉＯ2よりも低誘電率の材料で構成されても良い。また
、キャップ絶縁層８の一部または全部が空洞で構成されても良い。キャップ絶縁層８が空
洞及びその空洞の周囲に設けられるＳｉＯ2などの絶縁体よりなる保護絶縁膜により構成
されても良い。
【０２９８】
　キャップ絶縁層８の厚さは、ゲート絶縁膜の２倍以上、より典型的にはゲート絶縁膜厚
の５倍以上である。キャップ絶縁層８の厚さは、典型的には１０ｎｍから１００ｎｍ、よ
り典型的には１０ｎｍから５０ｎｍであるが、ゲート絶縁膜厚に対して最低でも２倍以上
の膜厚があればよいので、ゲート絶縁膜が薄い場合は１０ｎｍ以下であっても良い。なお
、キャップ絶縁層８の厚さとは、半導体層の上面から垂直な方向に見た厚さであり、通常
上下方向の厚さである。また、ゲート絶縁膜とキャップ絶縁層の材質が異なる場合は、ゲ
ート絶縁膜との厚さの比は換算膜厚（物理的な膜厚を誘電率で割って得た商に、定数（通
常はＳｉＯ2の比誘電率）を乗じたもの）における比較である。
【０２９９】
　（低誘電率領域１０）
　半導体層の上部または半導体層下部に設けられる低誘電率領域１０の厚さは、典型的に
は１０ｎｍから１００ｎｍ、より典型的には２０ｎｍから５０ｎｍである。１０ｎｍ以上
の厚さを持つことが、大きな効果を得るためには望ましい。
【０３００】
　低誘電率領域の材料は、ＳｉＯＦ、多孔質のＳｉＯ2、多孔質のシロキサン、あるいは
Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ骨格を持つ低誘電率材料など、Ｓｉを含みＳｉＯ2よりも低誘電率の材料
であっても良い。これらの材料は有機材料よりなる低誘電率材料よりも熱処理工程に対す
る耐性が高いという長所がある。また、低誘電率領域の材料はブラックダイヤモンド、ア
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モルファスカーボン、有機材料よりなる低誘電率材料など、Ｃを含みＳｉＯ2よりも低誘
電率の材料であっても良い。これらの材料は一般に熱処理工程に対する耐性が低いので、
熱酸化に代えてＣＶＤでゲート絶縁膜を堆積する工程、低温の固相成長によるソース／ド
レイン領域の活性化など、トランジスタの製造が低温条件で実施される場合に適用される
ことが特に望ましい。また、低誘電率領域は空洞であってもよい。また、低誘電率領域を
多孔質の材料で形成し、低誘電率領域に多数の空洞が含まれるようにしても良い。
【０３０１】
　（ダミー層１１）
　コーナーダミー層２２は、製造工程において選択的に除去できる材料であれば良い。た
とえば、コーナーダミー層２２にＳｉ3Ｎ4を用いる場合は、リン酸によりコーナーダミー
層２２を選択的にエッチングする。また、ゲート絶縁膜及び埋め込み絶縁層がＳｉ3Ｎ4な
どフッ酸によりエッチングされない材料により構成される場合は、コーナーダミー層２２
にＳｉＯ2を用いて、フッ酸によりコーナーダミー層２２を選択的にエッチングする。
【０３０２】
　（空洞１２）
　空洞内は真空であるか、あるいは適当な気体が侵入している。空洞１２内は固体材料に
よって埋められない。
【０３０３】
　（ゲート側壁１４）
　ゲート側壁１４は、ＳｉＯ2膜あるいはＳｉ3Ｎ4膜などの単層の絶縁膜であっても良く
、ＳｉＯ2膜、Ｓｉ3Ｎ4膜などの絶縁膜よりなる多層膜であっても良い。ゲート側壁１４
の厚さは通常２０ｎｍから１５０ｎｍであるが、素子の微細化が必要な場合等には２０ｎ
ｍ以下としても良い。
【０３０４】
　半導体層３の上部または下部に空洞１２を形成し、空洞の形成後にゲート側壁１４を設
ける場合、ゲート側壁１４となる絶縁膜を堆積する工程は、被覆性に劣る堆積技術を用い
て、空洞が埋まらないようにすることが望ましい。例えば、比較的ガス分圧の高い条件で
ＣＶＤを実施する。ゲート側壁１４が多層膜である場合には、最初に堆積する絶縁膜だけ
を、被覆性に劣る堆積技術を用いて形成しても良い。
【０３０５】
　（シリサイド層１５）
　シリサイド層１５は、典型的にはチタンシリサイド、コバルトシリサイド、ニッケルシ
リサイド、あるいは白金シリサイド等の材料からなるが、これら以外のシリサイドを用い
ても良い。シリサイド層１５は例えばチタン、コバルト、ニッケル、白金などの金属をス
パッタリング法などの堆積技術でソース／ドレイン領域上に堆積し、熱処理を行うことに
よって金属とシリコン層との間でシリサイド化反応を起こすことにより形成する。
【０３０６】
　（コンタクト１７及び配線１８）
　コンタクト１７及び配線１８は、通常のコンタクト形成工程及び通常の配線工程により
形成される。コンタクト１７及び配線１８は通常アルミ、銅などの金属により形成され、
ＴｉＮなど他の導電性材料が適宜組み合わされる。
【０３０７】
　（支持絶縁膜２１）
　支持絶縁膜２１は、通常ＣＶＤなどの製膜技術によって堆積されたＳｉＯ2などの絶縁
膜であるが、絶縁性が得られるならば、他の方法により形成された膜であっても良く、ま
たＳｉＯ2以外の膜であっても良い。
【０３０８】
　（コーナーダミー層２２）
　コーナーダミー層２２は、製造工程において選択的に除去できる材料であれば良い。た
とえば、コーナーダミー層２２にＳｉ3Ｎ4を用いる場合は、リン酸によりコーナーダミー
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層２２を選択的にエッチングする。また、ゲート絶縁膜及び埋め込み絶縁層がＳｉ3Ｎ4な
どフッ酸によりエッチングされない材料により構成される場合は、コーナーダミー層２２
にＳｉＯ2を用いて、フッ酸によりコーナーダミー層２２を選択的にエッチングする。
【０３０９】
　（端部絶縁体領域２３、２７）
　端部絶縁体領域（２３、２７）は、絶縁性のある材料であれば良く、例えばＳｉＯ2、
Ｓｉ3Ｎ4などの材料が挙げられる。また、電界集中を緩和するという観点からは、端部絶
縁体領域２３、２７を、低誘電率領域１０と同様の低誘電率材料で形成することがより好
ましい。たとえば、ＳｉＯＦ、多孔質の材料、フッ素化カーボン、空洞などが挙げられる
。
【０３１０】
　端部絶縁体領域（２３、２７）の幅Ｗeiは半導体全体の幅Ｗfinの半分よりも小さく、
ゲート酸化膜よりも厚ければ良い。典型的な上限は１５ｎｍ程度であり、より典型的には
５ｎｍから１０ｎｍである。端部絶縁体領域の高さＨtopについても特に制限はないが、
一般的には上部領域２８も含んだ半導体層の全体の高さの半分以下であり、より典型的に
は５ｎｍから２５ｎｍである。
【０３１１】
　端部絶縁体の幅Ｗeiは一定でなくとも良いが、少なくとも半導体層３の上端部に接する
位置において、ゲート酸化膜の厚さよりも大きいことが第一の課題を解決するためには望
ましく、また端部絶縁体の幅Ｗeiは一定でない場合、Ｗeiの最大値の典型的な上限は１５
ｎｍ程度であり、より典型的には５ｎｍから１０ｎｍである。
【０３１２】
　（不純物の導入）
　イオン注入は、ソース／ドレイン領域、ゲート電極などの、高濃度領域には、典型的に
は５×１０18ｃｍ-3から１×１０21ｃｍ-3のドナー不純物もしくはアクセプタ不純物が導
入される。より典型的には、３×１０19ｃｍ-3から１×１０20ｃｍ-3のドナー不純物もし
くはアクセプタ不純物が導入される。不純物の導入は例えばイオン注入、あるいは気相拡
散により行う。イオン注入時の典型的なドーズ量は１×１０14ｃｍ-2から３×１０15ｃｍ
-2、より典型的には３×１０14ｃｍ-2から１×１０15ｃｍ-2である。
【０３１３】
　チャネル形成領域などの低濃度領域におけるネット不純物濃度（第一導電型不純物濃度
と、第二導電型不純物濃度の差の絶対値）は、典型的には１×１０17ｃｍ-3から１×１０
19ｃｍ-3、より典型的には５×１０17ｃｍ-3から５×１０18ｃｍ-3である。但し、これら
の典型的な不純物濃度を各領域の主要部分に持つトランジスタにおいても、イオン注入の
条件によっては局所的にこれらの典型的な値を超える場合がある。
【０３１４】
　また、寄生トランジスタの影響が特に顕著であるのは、チャネル形成領域領域における
第二導電型のネット不純物濃度が１×１０18ｃｍ-3以上の場合であるので、本発明を、チ
ャネル形成領域領域における第二導電型のネット不純物濃度が１×１０18ｃｍ-3以上の電
界効果型トランジスタに適用すると特に有効である。また、寄生トランジスタの抑制以外
の理由（ゲート絶縁膜の信頼性向上、ゲート絶縁膜の歩留まり向上、さらには第二実施形
態の説明において記載したように短チャネル効果の抑制など）で電界集中を緩和すること
を目的に、チャネル形成領域領域における第二導電型のネット不純物濃度が１×１０18ｃ
ｍ-3以下の電界効果型トランジスタ、さらにはチャネル形成領域に不純物が導入されない
か、チャネル形成領域領域が第一導電型の電界効果型トランジスタに、本発明の各実施形
態を適用しても良い。
【０３１５】
　ソース／ドレイン領域に導入する第一導電型の不純物、及びソース／ドレイン領域に導
入する第一導電型の不純物は、ｎチャネルトランジスタの場合はｎ型の導電型を持つドナ
ー不純物を、ｐチャネルトランジスタの場合はｐ型の導電型を持つアクセプタ不純物を選
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べば良い。
【０３１６】
　ハロー領域に導入される第二導電型の不純物は、ｎチャネルトランジスタの場合はｐ型
の導電型を持つアクセプタ不純物を、ｐチャネルトランジスタの場合はｎ型の導電型を持
つドナー不純物を選べば良い。
【０３１７】
　ｎ型不純物の典型例はヒ素、リン、アンチモンである。ｐ型不純物は典型例はホウ素、
インジウムである。
【０３１８】
　イオン注入した不純物の活性化は、イオン注入後、通常の電気炉によるアニール、ラン
プアニールなどの加熱処理によって行う。なお、チャネル領域へ注入したイオンを活性化
するための熱処理は、イオン注入直後に行っても良く、ソース／ドレイン領域に導入した
不純物を活性化するための熱処理で兼ねても良い。
【０３１９】
　ソース／ドレイン領域への不純物の導入はゲート電極の形成後にゲート電極に覆われて
いない領域に対して導入する方法を用いてもよく、またゲート電極の形成よりも前に、ソ
ース／ドレイン領域が形成されるべき領域にあらかじめ不純物を導入しておく方法を用い
ても良い。
【０３２０】
　（ソース／ドレイン領域６、コンタクト１７、配線１８の配置）
　各実施形態におけるソース／ドレイン領域６、層間絶縁膜１６、コンタクト１７、配線
１８等、半導体装置を構成する各部分の配置は通常のＦｉｎＦＥＴと同様である。例えば
第一の実施形態を説明する図８及び図９に図示される配置と同じ配置をとる。
【０３２１】
　なお各実施形態においては、主にｎチャネルトランジスタについて説明したが、ｐチャ
ネルトランジスタにおいては、極性を逆にすれば（例えば、ｎチャネルトランジスタにお
ける電位上昇を、ｐチャネルトランジスタにおいては電位低下と読みかえる。また、ｎチ
ャネルトランジスタにおけるしきい値電圧の低下を、ｐチャネルトランジスタにおいては
しきい値電圧の上昇と読みかえる。また、電圧や電位が高いという記載を電圧や電位が低
いと読みかえる。また、ドレイン電圧など印加電圧の符号を逆にする。）同様の議論が成
り立つ。
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