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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰウェルとＮウェルを有するシリコン基板上に、当該基板表面を露出させる開口部を有
した第１のマスクを形成する工程と、
　前記シリコン基板のＰウェル及びＮウェル上に、それぞれゲートを形成する工程と、
　前記第１のマスクを除去した後、前記Ｎウェル表面のみを開口する第２のマスクを形成
して、Ｎウェル上のみに不純物を導入したＰタイプのシリコンを触媒ＣＶＤ法によってエ
ピタキシャル成長させることにより、第１のＰタイプシリコンエピタキシャル層とそれよ
りも不純物濃度の高い第２のＰタイプシリコンエピタキシャル層とを形成する工程と、
　前記第２のマスクを除去した後、前記Ｐウェル表面のみを開口する第３のマスクを形成
して、Ｐウェル上のみに不純物を導入したＮタイプのシリコンを触媒ＣＶＤ法によってエ
ピタキシャル成長させることにより、第１のＮタイプシリコンエピタキシャル層とそれよ
りも不純物濃度の高い第２のＮタイプシリコンエピタキシャル層とを形成する工程と、
　熱拡散処理を行なうことにより、前記第１のＰタイプシリコンエピタキシャル層下のＰ
ウェル内と前記第１のＮタイプシリコンエピタキシャル層下のＮウェル内に、それぞれソ
ース及びドレインを形成する工程と
　を含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記触媒ＣＶＤ法によってシリコンをエピタキシャル成長させてシリコンエピタキシャ
ル層を形成する際に、堆積用原料ガス中にドーピング用の不純物を混入しておくことによ
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り、当該不純物が導入されたシリコンエピタキシャル層を得る
　請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、化学的気相成長方法（ＣＶＤ法）を用いた半導体層の形成方法に係り、詳しく
は触媒体により原料ガスを活性化させて堆積を行う触媒ＣＶＤ法を用いた半導体層の形成
方法と、この形成方法を利用した半導体装置の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、シリコンをエピタキシャル成長させるには、シリコン基板を約７００～１２００
℃の温度に加熱し、水素雰囲気、１００～７６０Ｔｏｒｒのもとで、シラン、ジクロルシ
ラン、トリクロルシラン、四塩化シリコンなどの原料ガスを反応分解させるのが普通であ
る。
【０００３】
このようなエピタキシャル成長によって得られたシリコン層を、例えば半導体素子におけ
るゲートや配線などとして用いるためには、リソグラフィー技術やエッチング技術によっ
て微細加工を施し、所望の形状にパターニングする。
【０００４】
ところで、半導体製造技術においては、低コスト化や生産性向上の要求がますます強くな
ってきており、そのプロセスにおいても工程の簡略化やその削減が望まれている。
このような背景から、前述したシリコン層についても、これをエピタキシャル成長させた
後パターニングするのでなく、エピタキシャル成長させる際にこれを選択成長させ、シリ
コン層のパターニング工程を無くすことが考えられている。
【０００５】
具体的には、シリコンをエピタキシャル成長させる際、シリコン基板上に酸化シリコン等
で開口部を有するマスクを形成しておく。そして、原料ガス中に塩化水素ガスを混入させ
、熱ＣＶＤ法等によって気相反応を行わせることにより、前記マスクの開口部内にて露出
するシリコン基板表面上にのみ選択的にエピタキシャル成長させ、シリコン酸化膜上への
ポリシリコン膜の堆積を防ぐことができる。これは、原料ガス中に混入した塩化水素ガス
が活性化してシリコン酸化膜表面をエッチングすることにより、このシリコン酸化膜表面
へのシリコンの堆積が抑えられているからであると考えられている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述したような原料ガス中に塩化水素ガスを混入させる方法では、塩化水
素が分解して形成される塩素が反応室内を汚染することから処理装置のメンテナンス（ク
リーニング）に時間がかかるといった不都合が生じる。
【０００７】
また、このような塩化水素ガスを混入させる方法では、原料ガスを化学反応させるエネル
ギー、および生成したシリコンをシリコン基板表面上にエピタキシャル成長（単結晶成長
）させるエネルギーが、全て基板ホルダ（サセプタ）に設けられたヒータからシリコン基
板を介して熱エネルギーの形で供給されるので、ヒータによるシリコン基板の加熱温度、
すなわちエピタキシー温度を約７００℃から大幅に低下させることができず、これにより
基板やこの基板上に形成された構成要素の材料の選択性に大きな制限が加えられるといっ
た不満がある。
【０００８】
さらに、シリコン基板の加熱温度を低下させることができないことから、例えば不純物が
拡散したポリシリコンが構成要素としてある場合に、このプロセスにおいて前記不純物が
再拡散してしまうおそれがある。
【０００９】
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本発明は前記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、半導体層を選択的
に結晶成長させるにあたり、エピタキシャル層を低温で形成することができ、また処理装
置のメンテナンスも容易にすることができる半導体層の形成方法と、この形成方法を利用
した半導体装置の製造方法を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、ＰウェルとＮウェルを有するシリコン基板上に
、当該基板表面を露出させる開口部を有した第１のマスクを形成する工程と、前記シリコ
ン基板のＰウェル及びＮウェル上に、それぞれゲートを形成する工程と、前記第１のマス
クを除去した後、前記Ｎウェル表面のみを開口する第２のマスクを形成して、Ｎウェル上
のみに不純物を導入したＰタイプのシリコンを触媒ＣＶＤ法によってエピタキシャル成長
させることにより、第１のＰタイプシリコンエピタキシャル層とそれよりも不純物濃度の
高い第２のＰタイプシリコンエピタキシャル層とを形成する工程と、前記第２のマスクを
除去した後、前記Ｐウェル表面のみを開口する第３のマスクを形成して、Ｐウェル上のみ
に不純物を導入したＮタイプのシリコンを触媒ＣＶＤ法によってエピタキシャル成長させ
ることにより、第１のＮタイプシリコンエピタキシャル層とそれよりも不純物濃度の高い
第２のＮタイプシリコンエピタキシャル層とを形成する工程と、熱拡散処理を行なうこと
により、前記第１のＰタイプシリコンエピタキシャル層下のＰウェル内と前記第１のＮタ
イプシリコンエピタキシャル層下のＮウェル内に、それぞれソース及びドレインを形成す
る工程とを含むものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳しく説明する。
図１は、本発明における請求項１記載の半導体層の形成方法の一実施形態例を説明するた
めの図である。図１中符号１はシリコン基板であり、このシリコン基板１は、本発明にお
ける基層となるものである。
【００１６】
このシリコン基板１上に半導体層としてシリコンを選択的にエピタキシャル成長（結晶成
長）させるには、まず、図１（ａ）に示すようにエピタキシャル成長させたいシリコン基
板１表面を露出させた開口部２を有するマスク３を形成する。このマスク３については、
シリコン基板１上に酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンのうちの少なくとも
一種からなる膜（図示略）をＣＶＤ法等によって形成し、その後公知のリソグラフィー技
術、エッチング技術によってパターニングすることによって形成する。
【００１７】
次に、このようにしてマスク３を形成したシリコン基板１を希フッ酸（１～５％水溶液）
で洗浄し、マスク３の開口部２内に露出したシリコン基板１表面の薄い酸化膜（自然酸化
膜）を除去する。続いて、純水で洗浄し乾燥する。
【００１８】
次いで、図２に示す触媒ＣＶＤ装置５０により、触媒ＣＶＤ法によって選択的にシリコン
を結晶成長させ、図１（ｂ）に示すように前記マスク３の開口部２内にて露出したシリコ
ン基板１表面上にシリコンエピタキシャル層４を形成する。
【００１９】
ここで、図２に示した触媒ＣＶＤ装置５０についてその概略構成を説明すると、この触媒
ＣＶＤ装置５０は、被処理体の処理を行う反応室５１と、これに通じる前室５２とを備え
て構成されたもので、反応室５１にはターボ分子ポンプ５３、ロータリーポンプ５４がこ
の順に接続され、同様に前室５２にもターボ分子ポンプ５５、ロータリーポンプ５６がこ
の順に接続されている。
【００２０】
反応室５１には、後述する反応ガス制御系を介して堆積用原料ガス供給源（図示略）に接
続した原料ガス配管５７が設けられており、この原料ガス配管５７から反応室５１内に堆
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積用原料ガスが供給されるようになっている。また、反応室５１内においては、その上部
に被処理体となるシリコン基板１をセットするための基板ホルダ（サセプタ）５８が設け
られており、この基板ホルダ５８にはヒータ５９、熱電対６０が設けられている。
【００２１】
このような構成のもとに基板ホルダ５８では、ヒータ５９によって基板ホルダ５８を介し
て試料を加熱できるようになっており、また熱電対６０によって基板ホルダ５８の温度を
検知してヒータ５９による加熱の度合いを制御できるようになっている。なお、前記基板
ホルダ５８としては、例えばＳｉＣコートグラファイトサセプタが用いられる。
【００２２】
この基板ホルダ５８の下方にはシャッター６１が配設されており、さらにその下方には触
媒体６２が配設されている。触媒体６２は、例えばタングステン細線をコイル状に巻回し
たフィラメントからなるもので、反応室５１の外に配置された電源６３に接続され、これ
から電力が供給されることによって１６００～１８００℃程度にまで加熱保持されるよう
になっている。また、この触媒体６２は、前記原料ガス配管５８の反応室５１内における
原料ガス供給口（図示略）の上方に配置されたもので、原料ガス配管５８から供給された
堆積用原料ガスを加熱してこれを分解、活性化させるようになっている。
【００２３】
また、原料ガス配管５７が接続する反応ガス制御系は、図３に示すようにシラン供給源７
０と水素供給源７１とがそれぞれ配管によって反応室５１と排気ポンプ７２とに接続され
て構成されたもので、各反応ガスが配管中のいずれの経路を採るかは配管中に設けられた
調整弁７３によって制御されるようになっている。すなわち、水素供給源７１からは配管
が２系統に分かれており、一方はシラン供給源７０からの配管に連結し、他方は独立した
系統となって反応室５１と排気ポンプ７２とに接続されている。
【００２４】
また、シラン供給源７０からの配管も反応室５１と排気ポンプ７２とに接続されている。
ただし、前述したように水素供給源７１からの一方の系統の配管が連結していることによ
り、シラン供給源７０からのシランの供給が終了した後、水素供給源７１から水素が流さ
れることによって経路内がパージされるようになっている。なお、水素供給源７１からの
独立した系統、およびシラン供給源７０からの系統には、いずれもマスフローコントロー
ラ（ＭＦＣ）７４が設けられており、その流量が所望する量に制御されるようになってい
る。
【００２５】
このような構成の触媒ＣＶＤ装置５０および反応ガス制御系により、前述したようにシリ
コン基板１表面上にシリコンエピタキシャル層４を選択的に形成するには、図１（ａ）に
示した状態の、マスク３を形成したシリコン基板１を、触媒ＣＶＤ装置５０の前室５２を
経由して基板ホルダ５８にセットする。
【００２６】
次に、ターボ分子ポンプ５５、ロータリーポンプ５６を作動させて反応室５１内を１～２
×１０-6Ｐａ程度にまで減圧し、この状態を約５分保持して特に反応室５１内に持ち込ま
れた水分や酸素を排気する。
【００２７】
次いで、ヒータ５９により基板ホルダ５８を介してシリコン基板１を２００℃～６００℃
程度、本例では２００℃に加熱保持する。また、反応室５１内に前記反応ガス制御系から
水素を流し、その流量と反応室５１内の圧力とを所定の値に制御する。反応室５１内の圧
力については０．１～１５Ｐａ程度とし、本例では１．０Ｐａに設定する。
【００２８】
次いで、電源６３をオンにすることによって触媒体６２に通電し、その温度を１６００～
１８００℃程度に上げる。本例では１８００℃に設定する。そして、この状態で１０分間
保持する。
【００２９】
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次いで、前記反応ガス制御系からシラン（ＳｉＨ4 ）についてもこれを反応室５１内に導
入する。すなわち、本例では、水素流量を１２０ｓｃｃｍ／ｍｉｎとし、ＳｉＨ4 流量を
９ｓｃｃｍ／ｍｉｎ（１００％シラン）とすることによって原料ガスを反応室５１内に供
給する。
【００３０】
このようにして原料ガスを反応室５１内に供給すると、触媒体６２によって加熱され活性
化された水素原子はシリコン酸化膜をエッチングすることから、マスク３の開口部２内に
臨むシリコン基板１表面では、ここに形成された厚さ１．５～１．８ｎｍ程度の薄い自然
酸化膜がエッチング除去される。そして、自然酸化膜が除去されて露出したシリコン基板
１表面に、シリコンが６０ｎｍ／ｍｉｎ程度の成膜速度でエピタキシャル成長する。本例
では、原料ガスを２０分間反応室５１内に導入してエピタキシャル成長させることにより
、厚さ１．２μｍのシリコンエピタキシャル層４を形成した。
【００３１】
また、マスク３上においては、触媒体６２によって活性化された水素原子が該マスク３の
表面をエッチングすることから、ある時間内ではこの表面にシリコンが堆積することがな
く、したがって前記シリコンエピタキシャル層４はシリコン基板１表面上に選択的に形成
されたものとなる。なお、高温形成したシリコン酸化膜の、触媒ＣＶＤ法によるエッチン
グ速度を調べたところ、２００℃において１．５～２．０〔ｎｍ／２０分〕程度であるこ
とが確認された。
【００３２】
ここで、前述の、「マスク３上においては、ある時間内ではこの表面にシリコンが堆積す
ることがない」とした意味は、反応室５１内にある異物や原料ガス中の異物、また反応生
成物であるシリコンなどがマスク３表面に付着すると、これを核にしてマスク３表面にシ
リコンが成長することがあるからであり、「このような核となる異物等のマスク３表面へ
の付着が起こる時間内においては、該マスク３表面にシリコンが堆積することがない」と
の意味である。
なお、具体的に核となる異物等のマスク３表面への付着が起こる時間については、処理条
件等によって異なるものの、本例の条件では、２０分間の処理を行ってもマスク３表面へ
のシリコンの堆積が見られず、したがって２０分以上であると推測される。
【００３３】
このようにしてシリコンを選択的にエピタキシャル成長させたら、前記反応ガス制御系に
よってＳｉＨ4 ガスの流量をゼロにし、水素ガスのみを流し続ける。そして、この状態を
５分間続けたら、触媒体６２への電力供給を停止してその温度を下げる。次いで、水素ガ
スの流量もゼロにし、さらに反応室５１内を１～２×１０×１０-6Ｐａ程度にまで減圧し
、この状態を約５分保持して特にチャンバー内に導入したＳｉＨ4 を排気する。
その後、シリコン基板１を前室５２を経由して大気圧の外部に取り出す。
【００３４】
なお、前記例ではエピタキシャル層としてシリコン層を形成したが、例えば（Ｓｉ－Ｇｅ
）エピタキシャル層についても同様に選択的に形成することができ、その場合に、ゲルマ
ニウム源としてゲルマン（ＧｅＨ4 ）をシラン（ＳｉＨ4 ）、水素と共に堆積用原料ガス
として供給し、またその含有量を１～１０ａｔ％の範囲とすればよい。
また、前記例では堆積用原料ガスとしてシラン（ＳｉＨ4 ）と水素とを用いたが、塩化水
素（ＨＣｌ）や塩素（Ｃｌ2 ）、臭化水素（ＨＢｒ）や臭素（Ｂｒ2 ）を用いることもで
きる。
【００３５】
この半導体層（シリコンエピタキシャル層４）の形成方法によれば、触媒体６２で熱分解
して活性化した、高エネルギーを持つ水素原子または水素原子の集団が選択的エッチング
作用を有することを利用することにより、マスク３上にシリコンを堆積させることなくシ
リコン基板１の表面にのみシリコンを選択的に結晶成長（エピタキシャル成長）させるこ
とができる。
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【００３６】
また、触媒体６２で堆積用原料ガスを活性化させるため、シリコン基板１から供給するエ
ネルギを少なくすることができ、したがってシリコン基板１の温度を例えば２００℃とい
った低温にすることができる。
また、ＳｉＨ4 と水素とを堆積用原料ガスとし、塩化水素を用いないので、処理装置のメ
ンテナンスも容易にすることができる。
【００３７】
次に、本発明における請求項５記載の半導体装置の製造方法を、Elevated　Ｓ／Ｄ（ソー
ス／ドレイン）の製造に適用した場合の一実施形態例であり、かつ、請求項９記載の半導
体装置の製造方法の一実施形態例となる例について、図４（ａ）～（ｅ）を参照して説明
する。
まず、図４（ａ）に示すようにシリコン基板１０を用意し、このシリコン基板１０にＰウ
ェル１１およびＮウェル１２を従来と同様の手法でこの順に形成し、さらにこのシリコン
基板１０表面にＳｉＯ2 膜１３を厚さ１００ｎｍ程度に形成する。
【００３８】
なお、Ｐウェル１１の形成については、打ち込みエネルギーが１００ｋｅＶ、ドーズ量が
２×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｍ2 の条件でＢ+ をイオン注入し、続いて窒素雰囲気下にて１
２００℃で６時間加熱し、さらに酸素雰囲気下にて１２００℃で２時間加熱することによ
って行う。また、Ｎウェル１１の形成については、打ち込みエネルギーが１５０ｋｅＶ、
ドーズ量が５×１０12ａｔｏｍｓ／ｃｍ2 の条件でＰ+ をイオン注入し、続いて（窒素＋
酸素）の雰囲気下にて１１４０℃で４時間加熱することによって行う。
【００３９】
次に、公知のＬＯＣＯＳ酸化を９８０℃で行い、図４（ｂ）に示すように厚さ６００ｎｍ
程度のフィールド酸化膜１４を形成する。
なお、これに先立ち、シリコン基板１０表面を希フッ酸により全面エッチングして前記Ｓ
ｉＯ2 膜１３を除去する。続いて、Ｐａｄ酸化を９５０℃程度で行って厚さ６０ｎｍ程度
のＰａｄ酸化膜を形成し（図示略）、さらにこの上にＣＶＤ法等により８００℃以下の温
度でＳｉＮ膜（図示略）を厚さ１２０ｎｍ程度に形成する。次いで、このＳｉＮ膜を公知
のリソグラフィー技術、エッチング技術によってパターニングし、この後、前述したよう
にＬＯＣＯＳ酸化を行う。
【００４０】
次いで、図４（ｃ）に示すようにゲート酸化膜（図示略）を９５０℃で処理して厚さ２０
０ｎｍ程度に形成し、さらに、Ｐウェル１１上およびＮウェル１２上に、公知の技術によ
ってそれぞれゲート１５およびサイドウォール１６を形成する。
なお、ゲート１５については、ポリシリコンに不純物（例えばリン）を導入してなるポリ
シリコン層１５ａ上に、ＷＳｉx 層１５ｂを形成した、ポリサイド構造のものとしている
。
【００４１】
次いで、Ｐウェル１１、Ｎウェル１２のそれぞれにおいて、シリコンエピタキシャル層を
形成するソース／ドレイン領域の酸化膜を、希フッ酸等によってエッチング除去する。そ
して、このシリコン基板１０に、図２に示した触媒ＣＶＤ装置５０によって先の半導体層
の形成方法の一実施形態例と同様に処理を行い、シリコン基板１０を６００℃程度の比較
的低温に加熱することによって図４（ｄ）に示すように厚さ５０～３００ｎｍ程度、本例
では１２０ｎｍ程度のシリコンエピタキシャル層１７を形成する。このようにして形成す
るシリコンエピタキシャル層１７については、完全なエピタキシャル層である必要はなく
、ポリシリコンに近い結晶構造のものでも機能上問題ない。
【００４２】
ここで、シリコン基板１０表面にはフィールド酸化膜１４が形成されていることから、こ
れが図１に示したマスク３として機能することによりこれの上にシリコンが堆積されず、
結果としてシリコンエピタキシャル層１７はシリコン基板１０表面に選択的に形成された
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ことになる。
なお、ゲート１５上にはそのＷＳｉx 層１５ｂ上にポリシリコンが堆積するが、この堆積
形成されたポリシリコン膜は特にゲート１５の動作に悪影響を及ぼすことがないことから
、後工程においてもそのまま除去することなく残しておいてよい。
【００４３】
次いで、得られたシリコンエピタキシャル層１７にイオン注入を行い、そのキャリア濃度
を最適化する。
このイオン注入に際しては、これに先立ち、ソース／ドレイン領域を酸素雰囲気にて９０
０℃で３０分間加熱し、厚さ３０ｎｍ程度の酸化膜を形成しておき、その後、Ｎｃｈ側、
すなわちＰウェル１１側のみを開口するパターンを形成し、これをマスクにして打ち込み
エネルギーが７０ｋｅＶ、ドーズ量が５×１０15ａｔｏｍｓ／ｃｍ2 の条件でＡｓ+ をイ
オン注入し、さらに窒素雰囲気にて９５０℃で２０分間アニール処理を行う。
【００４４】
また、これに続いてＰｃｈ側、すなわちＮウェル１２側のみを開口するパターンを形成し
、これをマスクにして打ち込みエネルギーが３０ｋｅＶ、ドーズ量が５×１０15ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ2 の条件でＢＦ2 

+ をイオン注入し、さらに窒素雰囲気にて９５０℃で５分間ア
ニール処理を行う。
【００４５】
このようにしてシリコンエピタキシャル層１７にイオン注入し、さらにアニール処理を行
うことにより、図４（ｅ）に示すようにシリコンエピタキシャル層１７の下のＰウェル１
１、Ｎウェル１２内にそれぞれソース／ドレイン１８を形成する。
【００４６】
このような製造方法にあっては、触媒ＣＶＤ法によってシリコンエピタキシャル層１７を
形成するので、その際にシリコン基板１０を、熱ＣＶＤ法の場合に９００～１０００℃と
しなければないのに比べ６００℃と比較的低温に保持することができ、したがってゲート
１５におけるポリシリコン層１５ａ中の不純物の再拡散を抑え、再拡散に伴うＷＳｉx 層
１５ｂの汚染やポリシリコン層１５ａの高抵抗化を防ぐことができる。
【００４７】
図５は前記のElevated　Ｓ／Ｄ（ソース／ドレイン）の製造方法の第１の変形例を示す図
である。
この図５の示した例が図４（ａ）～（ｅ）に示した例と異なるところは、シリコンエピタ
キシャル層形成の際に、堆積用原料ガス中にドーピング用の不純物を混入しておき、得ら
れるシリコンエピタキシャル層を既に不純物が導入されたものとする点にある。
【００４８】
すなわち、この例では、図４（ｃ）に示したようにゲート１５を形成した後、まず、Ｎウ
ェル１２表面のみを開口するマスク（図示略）を公知の技術によってシリコン酸化膜やシ
リコン窒化膜で形成し、続いて、Ｎウェル１２上のみにボロン等の不純物を導入したＰタ
イプのシリコンを触媒ＣＶＤ法によってエピタキシャル成長させ、厚さ５０～３００ｎｍ
程度のＰタイプシリコンエピタキシャル層２０を形成する。
【００４９】
次に、前記マスクを除去し、新たにＰウェル１１表面のみを開口するマスク（図示略）を
公知の技術によってシリコン酸化膜やシリコン窒化膜で形成し、続いて、Ｐウェル１１上
のみにリン等の不純物を導入したＮタイプのシリコンを触媒ＣＶＤ法によってエピタキシ
ャル成長させ、厚さ５０～３００ｎｍ程度のＮタイプシリコンエピタキシャル層２１を形
成する。
【００５０】
次いで、Ｐタイプシリコンエピタキシャル層２０およびその下層のＮウェル１２にボロン
等の不純物をイオン注入してその不純物濃度を調整し、同様にＮタイプシリコンエピタキ
シャル層２１およびその下層のＰウェル１１にリン等の不純物をイオン注入してその不純
物濃度を調整する。
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そして、８００℃で３０分間程度の熱拡散処理を行い、Ｐタイプシリコンエピタキシャル
層２０、Ｎタイプシリコンエピタキシャル層２１のそれぞれの下のＰウェル１１、Ｎウェ
ル１２内に、それぞれソース／ドレイン２２を形成する。このとき、Ｐタイプシリコンエ
ピタキシャル層２０、Ｎタイプシリコンエピタキシャル層２１に予め導入された不純物が
熱拡散することにより、この不純物がサイドウォール１６の下方にまで回り込み、結果と
してＬＤＤ効果が得られる。
【００５１】
このような製造方法にあっては、Ｐタイプシリコンエピタキシャル層２０、Ｎタイプシリ
コンエピタキシャル層２１の厚みに影響されることなく、ソース／ドレイン２２をそのジ
ャンクションの位置が安定した状態に形成することができ、さらにＬＤＤ効果を得ること
もできる。
【００５２】
なお、図５中においてゲート１５の上に設けられた膜２３は、シリコンエピタキシャル層
２０、２１を形成する際のマスクの一部であり、この膜２３については、イオン注入の際
のマスクとしてそのまま除去せずに残し、利用している。
【００５３】
図６は前記のElevated　Ｓ／Ｄ（ソース／ドレイン）の製造方法の第２の変形例を示す図
である。
この図６の示した例が図４に示した例と異なるところは、シリコンエピタキシャル層形成
の際に、堆積用原料ガス中にドーピング用の不純物を混入しておき、得られるシリコンエ
ピタキシャル層を既に不純物が導入されたものとする点と、イオン注入を行わない点にあ
る。
【００５４】
すなわち、この例では、図４（ｃ）に示したようにゲート１５を形成した後、まず、Ｎウ
ェル１２表面のみを開口するマスク（図示略）を公知の技術によってシリコン酸化膜やシ
リコン窒化膜で形成する。次いで、Ｎウェル１２上のみにボロン等の不純物を導入したＰ
タイプのシリコンを触媒ＣＶＤ法によってエピタキシャル成長させ、不純物濃度が１０15

～１０16（ａｔｏｍｓ／ｃｍ2 ）程度、厚さ５０ｎｍ程度のＰタイプ低濃度シリコンエピ
タキシャル層３０を形成し、続いて、同じくＰタイプの不純物濃度が１０19～１０20（ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ2 ）程度、厚さ５０ｎｍ程度のＰタイプ高濃度シリコンエピタキシャル層
３１を形成する。
【００５５】
次に、前記マスクを除去し、新たにＰウェル１１表面のみを開口するマスク（図示略）を
公知の技術によってシリコン酸化膜やシリコン窒化膜で形成する。次いで、Ｐウェル１１
上のみにリン等の不純物を導入したＮタイプのシリコンを触媒ＣＶＤ法によってエピタキ
シャル成長させ、不純物濃度が１０15～１０16（ａｔｏｍｓ／ｃｍ2 ）程度、厚さ５０ｎ
ｍ程度のＮタイプ低濃度シリコンエピタキシャル層３２を形成し、続いて、同じくＮタイ
プの不純物濃度が１０19～１０20（ａｔｏｍｓ／ｃｍ2 ）程度、厚さ５０ｎｍ程度のＮタ
イプ高濃度シリコンエピタキシャル層３３を形成する。
【００５６】
そして、先の例と同様に熱拡散処理を行い、Ｐタイプ低濃度シリコンエピタキシャル層３
０、Ｎタイプ低濃度シリコンエピタキシャル層３２のそれぞれの下のＰウェル１１、Ｎウ
ェル１２内に、それぞれソース／ドレイン３４を形成する。このとき、図５に示した例と
同様に、熱拡散によって不純物がサイドウォール１６の下方にまで回り込むことにより、
ＬＤＤ効果が得られる。
【００５７】
このような製造方法にあっては、イオン注入処理を無くすことによって工程を簡略化する
ことができ、また先の例と同様にＬＤＤ効果を得ることもできる。
なお、図６中においてゲート１５の上に設けられた２層の膜３５も、シリコンエピタキシ
ャル層３０、３１、３２、３３を形成する際のマスクの一部であり、この膜３５について
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も、先の例と同様に除去せずに残している。
【００５８】
また、前記実施形態例においては、基層としてシリコン基板を用いているが、本発明はこ
れに限定されることなく、例えば格子定数がシリコン結晶とほとんど同じであるサファイ
ヤ基板やスピネル基板を用いることができ、これらに対しても、基板温度約１００～７０
０℃といった低温で、シリコンエピタキシャル層を選択的に形成することができる。
【００５９】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、マスク上にシリコンの堆積をある時間起こすこと
なく、基層上にシリコンを選択的に結晶成長させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）、（ｂ）は本発明の半導体層の形成方法を工程順に説明するための要部側
断面図である。
【図２】本発明に用いられる触媒ＣＶＤ装置の概略構成図である。
【図３】触媒ＣＶＤ装置に接続する反応ガス制御系の概略構成図である。
【図４】（ａ）～（ｅ）は本発明の半導体装置の製造方法を、Elevated　Ｓ／Ｄ（ソース
／ドレイン）の製造に適用した場合の一実施形態例を示す図であり、この製造方法を製造
工程順に説明するための要部側断面図である。
【図５】図４に示したElevated　Ｓ／Ｄ（ソース／ドレイン）の製造方法の第１の変形例
を示す要部側断面図である。
【図６】図４に示したElevated　Ｓ／Ｄ（ソース／ドレイン）の製造方法の第２の変形例
を示す要部側断面図である。
【符号の説明】
１，１０…シリコン基板、２…開口部、３…マスク、４，１７…シリコンエピタキシャル
層、１８，２２，３４…ソース／ドレイン、２０…Ｐタイプシリコンエピタキシャル層、
２１…Ｎタイプシリコンエピタキシャル層、３０…Ｐタイプ低濃度シリコンエピタキシャ
ル層、３１…Ｐタイプ高濃度シリコンエピタキシャル層、３２…Ｎタイプ低濃度シリコン
エピタキシャル層、３３…Ｎタイプ高濃度シリコンエピタキシャル層、５０…触媒ＣＶＤ
装置、５１…反応室、６２…触媒体
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