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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された絶縁層と、
　前記絶縁層上に形成されたシリコン層と、
　前記シリコン層の第１の領域上に形成された格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層と
、　前記格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層上に形成された引っ張り歪状態のシリコ
ン層と、前記引っ張り歪状態のシリコン層上に第１のゲート絶縁膜を介して形成された第
１のゲート電極とを有する第１のトランジスタと、
　前記シリコン層の第２の領域上に形成された圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層と、
前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層上に第２のゲート絶縁膜を介して形成された第
２のゲート電極とを有する第２のトランジスタと
　を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求の範囲第１項記載の半導体装置において、
　前記第１のトランジスタの前記引っ張り歪状態のシリコン層の表面の高さと、前記第２
のトランジスタの前記シリコンゲルマニウム層の表面の高さとが互いに等しくなっている
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求の範囲第１項又は第２項記載の半導体装置において、
　前記第１のトランジスタは、引っ張り歪状態の前記シリコン層をチャネルとするＮＭＯ
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Ｓトランジスタであり、
　前記第２のトランジスタは、圧縮歪状態の前記シリコンゲルマニウム層をチャネルとす
るＰＭＯＳトランジスタである
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　基板上に絶縁層を介して形成されたシリコン層の第１の領域上に、格子緩和状態のシリ
コンゲルマニウム層を形成する工程と、
　前記格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層上に、引っ張り歪状態のシリコン層を形成
する工程と、
　前記シリコン層の第２の領域上に、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を形成する工
程とを有し、
　前記引っ張り歪状態のシリコン層をチャネルとするＮＭＯＳトランジスタと、前記圧縮
歪状態のシリコンゲルマニウム層をチャネルとするＰＭＯＳトランジスタとを形成する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求の範囲第４項記載の半導体装置の製造方法において、
　前記格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層を形成する工程は、前記シリコン層の前記
第１の領域上に、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を形成する工程と、熱処理により
前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和する工程とを有する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求の範囲第５項記載の半導体装置の製造方法において、
　前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和する工程では、前記シリコン層の
前記第２の領域上に絶縁膜を形成した状態で前記熱処理を行う
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求の範囲第５項記載の半導体装置の製造方法において、
　前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和する工程では、前記圧縮歪状態の
シリコンゲルマニウム層上と、前記シリコン層の前記第２の領域上とに絶縁膜を形成した
状態で前記熱処理を行う
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　基板上に絶縁層を介して形成されたシリコン層上に、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウ
ム層を形成する工程と、
　前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層に対してエネルギービームを照射することに
より、前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和する工程と、
　前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和する工程の前に、前記圧縮歪状態
のシリコンゲルマニウム層上に、前記エネルギービームに対して透過性を有する絶縁膜を
形成する工程とを有し、
　前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和する工程では、前記絶縁膜を介し
て前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層にエネルギービームを照射する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　基板上に絶縁層を介して形成されたシリコン層上に、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウ
ム層を形成する工程と、
　前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層に対してエネルギービームを照射することに
より、前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和する工程と、
　前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和する工程の前に、前記圧縮歪状態
のシリコンゲルマニウム層上に、シリコンよりなるキャップ層を形成する工程とを有し、
　前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和する工程では、前記キャップ層を
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介して前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層に前記エネルギービームを照射する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に係り、引っ張り歪状態のシリコン層、圧縮歪
状態のシリコンゲルマニウム層をチャネルに用いたトランジスタを有する半導体装置及び
その製造方法に関する。
【背景技術】
　近年、シリコンを用いたＭＯＳトランジスタの高性能化を図るために、シリコンとシリ
コンゲルマニウムとのヘテロ構造が利用されている。
　ＮＭＯＳトランジスタを高性能化する一つの手法として、格子緩和されたシリコンゲル
マニウム層上に引っ張り歪状態のシリコン層を形成し、このシリコン層をチャネルとして
用いることが知られている。ここで、格子緩和されたシリコンゲルマニウム層を形成する
方法としては、十分に厚くシリコンゲルマニウム層を形成する方法や、絶縁膜上に形成さ
れたシリコン層上に比較的薄いシリコンゲルマニウム層を形成し、これを熱処理により格
子緩和する方法等がある。また、ＰＭＯＳトランジスタを高性能化する一つの手法として
、シリコン基板上に圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を形成し、このシリコンゲルマ
ニウム層をチャネルとして用いることが知られている。
　また、トランジスタの微細化に伴い、寄生容量の低減や、ショートチャネル効果の抑制
の要請が高まってきている。これらの要請を満たす方法として、絶縁膜上のシリコン層に
チャネル層等を設けるＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）構造が注目
されている。
　従来、引っ張り歪状態のシリコン層は、以下に述べるようにしてＳＯＩ構造上に形成さ
れていた。
　まず、シリコン基板上に圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を形成する。次いで、Ｓ
ＩＭＯＸ（Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｂｙ　ＩＭｐｌａｎｔｅｄ　Ｏｘｙｇｅｎ）技術を用
いて酸素をシリコン基板に注入し、シリコンゲルマニウム層下にシリコン酸化膜よりなる
絶縁層を形成する。次いで、例えば１２００℃の高温熱処理により圧縮歪状態のシリコン
ゲルマニウム層を格子緩和する。次いで、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層上に、
引っ張り歪状態のシリコン層を形成する。
　或いは、シリコン基板上にシリコン酸化膜を介してシリコン層が形成されたＳＯＩ基板
上に圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を形成する。次いで、格子緩和状態のシリコン
ゲルマニウム層表層を熱酸化法により酸化してから除去した後、格子緩和状態のシリコン
ゲルマニウム層上に、引っ張り歪状態のシリコン層を形成する。
　ところで、低消費電力化のためには、ＮＭＯＳトランジスタとＰＭＯＳトランジスタと
を組み合わせて集積化トランジスタを形成する必要がある。しかしながら、上述した歪状
態にあるシリコン層又はシリコンゲルマニウム層をチャネルに用いるＭＯＳトランジスタ
の場合、ＮＭＯＳトランジスタとＰＭＯＳトランジスタとで要求される歪状態が異なって
いる。このため、同一基板上に集積化することは困難であった。
　引っ張り歪状態のシリコン層をチャネルに用いたＮＭＯＳトランジスタと、圧縮歪状態
のシリコンゲルマニウム層をチャネルに用いたＰＭＯＳトランジスタを同一基板上に集積
化する方法としては、例えば特許文献１に開示された方法が知られている。
　特許文献１に開示された方法では、ＮＭＯＳトランジスタのチャネルに用いる引っ張り
歪状態のシリコン層を形成するための下地層としての格子緩和状態のシリコンゲルマニウ
ム層と、ＰＭＯＳトランジスタのチャネルに用いる圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層
とは、以下のようにして形成される。
　まず、シリコン基板上に絶縁層を介してシリコン層が形成されたＳＯＩ基板のＰＭＯＳ
トランジスタを形成する領域に、シリコン基板に達する開口部を形成する。
　次いで、開口部が形成されたＳＯＩ基板の全面に、エピタキシャルプロセスにより、シ
リコンゲルマニウム層を形成する。
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　次いで、熱処理により、ＳＯＩ基板のシリコン層上に形成されたシリコンゲルマニウム
層を格子緩和する。このとき、シリコンゲルマニウム層の厚さを、ゲルマニウム組成比と
成長温度により決定される臨界膜厚以下とすることにより、開口部に露出したシリコン基
板上に形成されたシリコンゲルマニウム層を圧縮歪状態とすることができる。
　上述のように、特許文献１に開示された方法では、ＳＯＩ基板上に形成されたシリコン
ゲルマニウム層が、ＮＭＯＳトランジスタを形成する領域においては格子緩和状態とされ
、ＰＭＯＳトランジスタを形成する領域においては圧縮歪状態とされる。このために、Ｐ
ＭＯＳトランジスタを形成する領域では、予め、シリコン基板に達する開口部を形成する
必要があった。この結果、ＰＭＯＳトランジスタが形成された領域では、圧縮歪状態のシ
リコンゲルマニウム層下に絶縁層が存在しないため、次のような難点があると考えられる
。
　まず、ＰＭＯＳトランジスタのチャネルに用いられる圧縮歪状態のシリコンゲルマニウ
ム層とシリコン基板との間に絶縁膜が存在しないため、ＳＯＩ構造の特徴である容量低減
等の効果が損なわれてしまう。
　また、ＰＭＯＳトランジスタが形成される領域においてシリコンゲルマニウム層下の絶
縁層が存在しないため、ＮＭＯＳトランジスタが形成される領域と、ＰＭＯＳトランジス
タが形成される領域との間に大きな段差を生じてしまう。このため、基板面の平坦性が確
保できず、加工精度の劣化を避けることが困難であると考えられる。
　さらに、上述したような歪状態にある半導体層を利用する従来の技術においては、一旦
形成した歪状態のシリコンゲルマニウム層を基準にして、その歪状態を制御する技術が非
常に重要なものとなっている。しかしながら、これまで、圧縮歪状態のシリコンゲルマニ
ウム層を格子緩和するためには、高温且つ長時間の熱処理を行う必要があった。このため
、加熱する必要のない半導体層等までが加熱され、欠陥が発生したり不純物プロファイル
が変化したりする等、この熱処理がデバイス特性を左右してしまう場合があった。
　本発明の目的は、同一基板上に、引っ張り歪状態のシリコン層と、圧縮歪状態のシリコ
ンゲルマニウム層とが整合性よく形成された半導体装置及びその製造方法を提供すること
にある。
　また、本発明の他の目的は、シリコンゲルマニウム層の歪状態を短時間且つ選択的に制
御しうる半導体装置の製造方法を提供することにもある。
【特許文献１】　　　特開平９－２１９５２４号公報
【発明の開示】
　上記目的は、基板上に形成された絶縁層と、前記絶縁層上に形成されたシリコン層と、
前記シリコン層の第１の領域上に形成された格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層と、
前記格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層上に形成された引っ張り歪状態のシリコン層
と、前記引っ張り歪状態のシリコン層上に第１のゲート絶縁膜を介して形成された第１の
ゲート電極とを有する第１のトランジスタと、前記シリコン層の第２の領域上に形成され
た圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層と、前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層上
に第２のゲート絶縁膜を介して形成された第２のゲート電極とを有する第２のトランジス
タとを有することを特徴とする半導体装置により達成される。
　また、上記目的は、基板上に絶縁層を介して形成されたシリコン層の第１の領域上に、
格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層を形成する工程と、前記格子緩和状態のシリコン
ゲルマニウム層上に、引っ張り歪状態のシリコン層を形成する工程と、前記シリコン層の
第２の領域上に、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を形成する工程とを有し、前記引
っ張り歪状態のシリコン層をチャネルとするＮＭＯＳトランジスタと、前記圧縮歪状態の
シリコンゲルマニウム層をチャネルとするＰＭＯＳトランジスタとを形成することを特徴
とする半導体装置の製造方法により達成される。
　また、上記目的は、基板上に絶縁層を介して形成されたシリコン層上に、圧縮歪状態の
シリコンゲルマニウム層を形成する工程と、前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層に
対してエネルギービームを照射することにより、前記圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム
層を格子緩和する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法により達成され
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る。
　本発明によれば、基板上に絶縁層を介して形成されたシリコン層の第１の領域上に、格
子緩和状態のシリコンゲルマニウム層を形成し、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層
上に、引っ張り歪状態のシリコン層を形成し、シリコン層の第２の領域上に、圧縮歪状態
のシリコンゲルマニウム層を形成し、引っ張り歪状態のシリコン層をチャネルとするＮＭ
ＯＳトランジスタと、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層をチャネルとするＰＭＯＳト
ランジスタとを形成するので、寄生容量の低減、省電力化等のＳＯＩ構造による効果を損
なうことなく、高性能の集積化トランジスタを提供することができる。
　また、本発明によれば、基板上の絶縁層を除去する必要がないので、第１の領域におけ
る引っ張り歪状態のシリコン層の表面の高さと、第２の領域における圧縮歪状態のシリコ
ンゲルマニウム層の表面の高さとの間の段差を、製造プロセスの加工精度を十分に確保で
きる範囲内に設定することすることができる。
　また、本発明によれば、基板上に絶縁層を介して形成されたシリコン層上に、圧縮歪状
態のシリコンゲルマニウム層を形成し、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層に対してエ
ネルギービームを照射することにより、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和
するので、シリコンゲルマニウム層の歪状態を短時間且つ選択的に制御することができる
。また、ＰＭＯＳトランジスタの特性向上がそれほど必要ないのであれば、ＮＭＯＳトラ
ンジスタ、ＰＭＯＳトランジスタともに引っ張り歪状態のシリコン層をチャネルに用いる
ことも可能である。
【図面の簡単な説明】
　図１は、本発明の第１実施形態による半導体装置の構造を示す断面図である。
　図２は、本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１
）である。
　図３は、本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２
）である。
　図４は、本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その３
）である。
　図５は、本発明の第１実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その４
）である。
　図６は、本発明の第２実施形態による半導体装置の構造を示す断面図である。
　図７は、本発明の第２実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１
）である。
　図８は、本発明の第２実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その２
）である。
　図９は、本発明の第３実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その１
）である。
　図１０は、レーザビーム照射前後のシリコンゲルマニウム層のラマンスペクトルを示す
グラフである。
　図１１は、シリコン酸化膜の厚さとレーザビームの反射率との関係を説明する図である
。
　図１２は、レーザビームの波長と格子緩和との関係を説明する図である。
　図１３は、シリコンゲルマニウム層の厚さとレーザビームの照射による格子緩和状態と
の関係を模式的に示すグラフである。
　図１４は、本発明の第３実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その
２）である。
　図１５は、評価結果を示すグラフである。
　図１６は、本発明の第４実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である
。
　図１７は、本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その
１）である。



(6) JP 4322255 B2 2009.8.26

10

20

30

40

50

　図１８は、本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その
２）である。
　図１９は、本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その
３）である。
　図２０は、本発明の第６実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その
１）である。
　図２１は、本発明の第６実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図（その
２）である。
　図２２は、本発明の第７実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である
。
　図２３は、本発明の変形例による半導体装置の構造を示す断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態による半導体装置及びその製造方法について図１乃至図５を用い
て説明する。図１は本実施形態による半導体装置の構造を示す断面図、図２乃至図５は本
実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
　まず、本実施形態による半導体装置の構造について図１を用いて説明する。
　シリコン基板１０上には、シリコン酸化膜よりなる絶縁層１２が形成されている。
　絶縁層１２が形成されたシリコン基板１０には、ＮＭＯＳトランジスタ１４が形成され
ているＮＭＯＳトランジスタ領域１６と、ＰＭＯＳトランジスタ１８が形成されているＰ
ＭＯＳトランジスタ領域２０が設けられている。ＮＭＯＳトランジスタ領域１６とＰＭＯ
Ｓトランジスタ領域２０とは絶縁層１２に達する溝４４により互いに分離されている。
　ＮＭＯＳトランジスタ領域１６の絶縁層１２上には、シリコン層３４が形成されている
。シリコン層３４上には、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２が形成されている
。シリコンゲルマニウム層２２上には、引っ張り歪状態のシリコン層２４が形成されてい
る。シリコン層２４上には、ゲート絶縁膜２６を介してゲート電極２８が形成されている
。ゲート電極２８の側壁には、サイドウォール絶縁膜３０が形成されている。ゲート電極
２８の両側のシリコン層２４及びシリコンゲルマニウム層２２内には、ドーパント不純物
が導入されたソース／ドレイン拡散層３２が形成されている。こうして、ＮＭＯＳトラン
ジスタ領域１６に、ゲート電極２８と、ソース／ドレイン拡散層３２とを有し、引っ張り
歪状態のシリコン層２４をチャネルとするＮＭＯＳトランジスタ１４が構成されている。
　ＰＭＯＳトランジスタ領域２０の絶縁層１２上には、シリコン層３４が形成されている
。シリコン層３４上には、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６が形成されている。
シリコンゲルマニウム層３６上には、ゲート絶縁膜２６を介してゲート電極２８が形成さ
れている。ゲート電極２８の側壁には、サイドウォール絶縁膜３０が形成されている。ゲ
ート電極２８の両側のシリコンゲルマニウム層３６及びシリコン層３４内には、ドーパン
ト不純物が導入されたソース／ドレイン拡散層３８が形成されている。こうして、ＰＭＯ
Ｓトランジスタ領域２０に、ゲート電極２８と、ソース／ドレイン拡散層３８とを有し、
圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６をチャネルとするＰＭＯＳトランジスタ１８が
構成されている。
　ＮＭＯＳトランジスタ領域１６における引っ張り歪状態のシリコン層２４の表面の高さ
と、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６の
表面の高さとは、互いにほぼ等しくなっている。
　こうして、引っ張り歪状態のシリコン層２４をチャネルに用いるＮＭＯＳトランジスタ
１４と、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６をチャネルに用いるＰＭＯＳトランジ
スタ１８とを有する本実施形態による半導体装置が構成されている。
　本実施形態による半導体装置は、後述するように、シリコン基板１０上に絶縁層１２を
介してシリコン層３４が形成されたＳＯＩ基板上に、引っ張り歪状態のシリコン層２４を
チャネルに用いるＮＭＯＳトランジスタ１４と、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３
６をチャネルに用いるＰＭＯＳトランジスタ１８とが形成されていることに主たる特徴が
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ある。これにより、ＳＯＩ構造の特徴である絶縁層１２による容量低減、省電力化等の効
果が損なわれることなく、高性能のＮＭＯＳトランジスタ１４及びＰＭＯＳトランジスタ
１８が同一基板上に形成された集積化トランジスタを実現することができる。
　また、本実施形態による半導体装置は、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６における引っ張
り歪状態のシリコン層２４の表面の高さと、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧縮
歪み状態のシリコンゲルマニウム層３６の表面の高さとが互いにほぼ等しくなっているこ
とにも特徴がある。これは、後述するように、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６における格
子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２を薄く形成することができるためである。シリ
コン層２４の表面の高さとシリコンゲルマニウム層３６の表面の高さとがほぼ等しくなっ
ているので、その後の半導体装置の製造プロセスにおける加工精度を向上することができ
る。
　次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図２乃至図５を用いて説明する
。
　まず、シリコン基板１０上に例えば厚さ２００ｎｍのシリコン酸化膜よりなる絶縁層１
２を介して例えば厚さ１０ｎｍのシリコン層３４が形成されたＳＯＩ基板４２を用意する
（図２Ａを参照）。ＳＯＩ基板４２としては、例えば、ＳＩＭＯＸ技術により形成された
ものや、貼り合わせＳＯＩ技術により形成されたもの等を用いることができる。なお、後
述するように、ＳＯＩ基板４２のシリコン層３４上には、格子緩和すべき圧縮歪状態のシ
リコンゲルマニウム層４８が形成される。したがって、シリコン層３４の厚さは、２～２
０ｎｍ程度に設定することが望ましい。
　次いで、エッチングを用いて、シリコン層３４に、絶縁層１２に達する溝４４を形成し
、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６と、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０とを分離する（図２
Ｂを参照）。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、例えば厚さ２０ｎｍのシリコン酸化膜４６を
形成する。続いて、シリコン酸化膜４６をパターニングして、ＰＭＯＳトランジスタ領域
２０のシリコン層３４上のみにシリコン酸化膜４６を残存させる（図２Ｃを参照）。
　次いで、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリコン層３４上に、シリコン酸化膜４６を
選択成長マスクとして、選択エピタキシャル成長により、例えば厚さ２０ｎｍの圧縮歪状
態のシリコンゲルマニウム層４８を形成する（図２Ｄを参照）。シリコンゲルマニウム層
４８の組成は、例えばＳｉ０．７２Ｇｅ０．２５とする。
　次いで、例えば１０００℃、４時間の熱処理により、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウ
ム層４８からその直下に形成されたシリコン層３４にゲルマニウムを拡散させ、圧縮歪状
態のシリコンゲルマニウム層４８を格子緩和する。こうして、圧縮歪状態のシリコンゲル
マニウム層４８とシリコン層３４とから、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２が
形成される（図３Ａを参照）。格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２の組成は、例
えばＳｉ０．８３Ｇｅ０．１７となっている。
　このように、本実施形態による半導体装置の製造方法では、熱処理により圧縮歪状態の
シリコンゲルマニウム層４８からシリコン層３４にゲルマニウムを拡散させることにより
、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２を得ている。これにより、格子緩和状態の
シリコンゲルマニウム層を得るためにシリコンゲルマニウム層を厚く形成する必要がなく
、圧縮歪状態の薄いシリコンゲルマニウム層４８を形成すればよい。この結果、圧縮歪状
態が維持されるように厚く形成することができないＰＭＯＳトランジスタ領域２０におけ
るシリコンゲルマニウム層３６の厚さに応じて、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層
２２の厚さを設定することができる。すなわち、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層
２２の厚さをｄ１、ＳＯＩ基板４２のシリコン層３４の厚さをｄ２、圧縮歪状態のシリコ
ンゲルマニウム層３６の厚さをｄ３とすると、ｄ２＋ｄ１≦ｄ２＋ｄ３となるように、ｄ

１を設定することができる。
　また、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２と、圧縮歪状態のシリコンゲルマニ
ウム層３６とを別個独立に形成するので、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０においてＳＯＩ
基板４２のシリコン層３４及び絶縁層１２を除去する必要がない。
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　したがって、この後に形成するＮＭＯＳトランジスタ領域１６における引っ張り歪状態
のシリコン層２４の表面の高さと、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧縮歪状態の
シリコンゲルマニウム層３６の表面の高さとを容易にそろえることができる。
　以上のように、本実施形態による半導体装置の製造方法では、引っ張り歪状態のシリコ
ン層２４と、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６とを整合性よく形成することがで
きるので、製造プロセスにおいて基板面の高い平坦性を確保することができ、加工精度を
向上することができる。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、例えば厚さ２０ｎｍのシリコン酸化膜５０を
形成する。続いて、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上に形成されている
シリコン酸化膜５０、４６を除去する。こうして、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６に形成
された格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２上にシリコン酸化膜５０を残存させ、
ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４を露出する（図３Ｂを参照）。
　次いで、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上に、シリコン酸化膜５０を
選択成長マスクとして、選択エピタキシャル成長により、例えば厚さ２０ｎｍの圧縮歪状
態のシリコンゲルマニウム層３６を形成する。シリコンゲルマニウム層３６の組成は、例
えばＳｉ０．８Ｇｅ０．２とする。なお、シリコンゲルマニウム層３６は、圧縮歪状態を
維持するためにあまり厚く形成することはできず、例えば２～３０ｎｍの範囲内の厚さで
形成することが望ましい。
　次いで、シリコンゲルマニウム層３６上に、例えば厚さ２ｎｍのシリコン層５２を形成
する（図３Ｃを参照）。このシリコン層５２は、後述するようにゲート絶縁膜２６を形成
するためのものである。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、例えば厚さ２０ｎｍのシリコン酸化膜５４を
形成する。続いて、ＮＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコンゲルマニウム層２２上に形
成されているシリコン酸化膜５４、５０を除去する。こうして、ＰＭＯＳトランジスタ領
域２０に形成されたシリコン層５２上にシリコン酸化膜５４を残存させ、ＮＭＯＳトラン
ジスタ領域１６のシリコンゲルマニウム層２２を露出する（図３Ｄを参照）。
　次いで、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリコンゲルマニウム層２２上に、シリコン
酸化膜５４を選択成長マスクとして、選択エピタキシャル成長により、例えば厚さ２０ｎ
ｍの引っ張り歪状態のシリコン層２４を形成する（図４Ａを参照）。
　シリコン層２４を形成した後、選択成長マスクとして用いたシリコン酸化膜５４を除去
する（図４Ｂを参照）。
　次いで、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリコン層２４の表面及びＰＭＯＳトランジ
スタ領域２０のシリコン層５２の表面に、例えば熱酸化法により、例えば厚さ２ｎｍのシ
リコン酸化膜よりなるゲート絶縁膜２６を形成する（図４Ｃを参照）。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、例えば厚さ１２０ｎｍのポリシリコン膜（図
示せず）を形成する。
　次いで、フォトリソグラフィ及びエッチングを用いて、ポリシリコン膜をパターニング
することにより、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６及びＰＭＯＳトランジスタ領域２０のそ
れぞれにおいて、ポリシリコン膜からなるゲート電極２８を形成する（図４Ｄを参照）。
　次いで、全面に、例えばスピンコート法により、レジスト膜５６を形成する。この後、
フォトリソグラフィ技術を用いてレジスト膜５６をパターニングすることにより、ＮＭＯ
Ｓトランジスタ領域１６を露出する開口部５８をレジスト膜５６に形成する。
　次いで、ゲート電極２８及びレジスト膜５６をマスクとして、ドーパント不純物として
例えばリンをイオン注入する。これにより、ゲート電極２８の両側のシリコン層２４及び
シリコンゲルマニウム層２２内に、ソース／ドレイン拡散層３２が形成される（図５Ａを
参照）。
　ソース／ドレイン拡散層３２を形成した後、マスクとして用いたレジスト膜５６を除去
する。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法より、例えば厚さ１００ｎｍのシリコン酸化膜６４を
形成する（図５Ｂを参照）。
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　次いで、シリコン酸化膜６４を異方性エッチングすることにより、ゲート電極２８の側
壁に、シリコン酸化膜６４よりなるサイドウォール絶縁膜３０を形成する（図５Ｃを参照
）。このとき、サイドウォール絶縁膜３０が形成されたゲート電極２８の両側に露出した
ゲート絶縁膜２６もエッチングにより除去される。
　次いで、全面に、例えばスピンコート法により、レジスト膜６０を形成する。この後、
フォトリソグラフィ技術を用いてレジスト膜６０をパターニングすることにより、ＰＭＯ
Ｓトランジスタ領域２０を露出する開口部６２をレジスト膜６０に形成する。
　次いで、ゲート電極２８及びレジスト膜６０をマスクとして、ドーパント不純物として
例えばボロンをイオン注入する。これにより、ゲート電極２８の両側のシリコンゲルマニ
ウム層３６及びシリコン層３４内に、ソース／ドレイン拡散層３８が形成される（図５Ｄ
を参照）。
　ソース／ドレイン拡散層３８を形成した後、マスクとして用いたレジスト膜６０を除去
する。
　ソース／ドレイン拡散層３２、３８を形成した後、例えば熱処理により、ソース／ドレ
イン拡散層３２、３８に導入されたドーパント不純物の活性化を行う。
　こうして、引っ張り歪状態のシリコン層２４をチャネルに用いるＮＭＯＳトランジスタ
１４と、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６をチャネルに用いるＰＭＯＳトランジ
スタ１８とが同一のＳＯＩ基板４２上に形成される。
　以上のようにして、図１に示す本実施形態による半導体装置が製造される。
　このように、本実施形態によれば、引っ張り歪状態のシリコン層２４をチャネルに用い
るＮＭＯＳトランジスタ１４と、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６をチャネルに
用いるＰＭＯＳトランジスタ１８とを同一のＳＯＩ基板４２上に形成するので、高性能の
集積化トランジスタを提供することができる。
　また、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６及びＰＭＯＳトランジスタ領域２０のいずれにお
いても、ＳＯＩ基板４２の絶縁層１２を除去する必要がないので、寄生容量の低減、省電
力化等のＳＯＩ構造による効果を損なうこともない。
　さらに、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６における引っ張り歪状態のシリコン層２４の表
面の高さと、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧縮歪み状態のシリコンゲルマニウ
ム層３６の表面の高さとを互いにほぼ等しく形成することができるので、その後の半導体
装置の製造プロセスにおける加工精度を向上することができる。
　なお、本実施形態では、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上にシリコン
酸化膜４６を形成した状態で、シリコンゲルマニウム層４８を格子緩和するための熱処理
を行っていたが、シリコン酸化膜４６に代えて、例えばシリコン窒化膜等の絶縁膜を形成
した状態で熱処理を行ってもよい。
　また、本実施形態による半導体装置を構成する各層を形成する順序は、上述した場合に
限定されるものではなく、適宜設計変更することができる。但し、熱処理により格子緩和
状態のシリコンゲルマニウム層２２を形成する場合には、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０
における圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６を形成する前に、熱処理により格子緩
和状態のシリコンゲルマニウム層２２を形成する必要がある。
　例えば、本実施形態では、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６におけるシリコン層２４と、
ＰＭＯＳトランジスタ領域２０におけるシリコン層５２とは別個独立に形成していた。こ
れに対して、以下に述べるように、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６におけるシリコン層２
４と、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０におけるシリコン層５２とを同時に形成することも
できる。
　まず、図２Ａ乃至図２Ｄ、及び図３Ａに示す場合と同様にして、ＮＭＯＳトランジスタ
領域１６に格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２を形成する。
　この後、選択エピタキシャル成長により、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０において、シ
リコン層３４上に、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６を形成する。
　次いで、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６における格子緩和状態のシリコンゲルマニウム
層２２を露出した後、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２上と、圧縮歪状態のシ
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リコンゲルマニウム層３６上とに、シリコン層２４、５２を同時に形成する。
　以後、図４Ｃ、図４Ｄ及び図５に示す場合と同様にして、ＮＭＯＳトランジスタ１４と
、ＰＭＯＳトランジスタ１８とを有する半導体装置を製造する。
　このように、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６におけるシリコン層２４と、ＰＭＯＳトラ
ンジスタ領域２０におけるシリコン層５２とを同時に形成してもよい。
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態による半導体装置及びその製造方法について図６乃至図８を用い
て説明する。図６は本実施形態による半導体装置の構造を示す断面図、図７及び図８は本
実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。なお、図１乃至図５に示
す第１実施形態による半導体装置及びその製造方法と同様の構成要素については同一の符
号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
　本実施形態による半導体装置の構造は、基本的には第１実施形態による半導体装置とほ
ぼ同様である。本実施形態による半導体装置は、図６に示すように、ＬＯＣＯＳ（Ｌｏｃ
ａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）法によりＳＯＩ基板４２のシリコン
層３４に素子分離膜６６が形成され、素子分離膜６６によりＮＭＯＳトランジスタ領域１
６とＰＭＯＳトランジスタ領域２０とが分離されている点で、第１実施形態による半導体
装置と異なっている。
　次に、本実施形態による半導体装置の製造方法について図７及び図８を用いて説明する
。
　第１実施形態による半導体装置の製造方法では、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６におけ
る圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を熱処理により格子緩和する際に、ＰＭＯＳ
トランジスタ領域２０のシリコン層３４上にシリコン酸化膜４６を形成していた。
　これに対し、本実施形態による半導体装置の製造方法では、以下に述べるように、ＰＭ
ＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上のみならず、ＮＭＯＳトランジスタ領域１
６の圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８上にもシリコン酸化膜を形成した状態で熱
処理による格子緩和を行う。
　まず、第１実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして形成された図７Ａに示す
ＳＯＩ基板４２に、ＬＯＣＯＳ法により、シリコン層３４に素子分離膜６６を形成する。
こうして、シリコン層３４に形成された素子分離膜６６により、ＮＭＯＳトランジスタ領
域１６とＰＭＯＳトランジスタ領域とを分離する（図７Ｂを参照）。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、例えば厚さ２０ｎｍのシリコン酸化膜４６を
形成し、このシリコン酸化膜４６をパターニングして、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０の
シリコン層３４上のみにシリコン酸化膜４６を残存させる（図７Ｃを参照）。
　次いで、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリコン層３４上に、シリコン酸化膜４６を
選択成長マスクとして、選択エピタキシャル成長により、例えば厚さ２０ｎｍの圧縮歪状
態のシリコンゲルマニウム層４８を形成する（図７Ｄを参照）。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、例えば厚さ２０ｎｍのシリコン酸化膜６８を
形成する。
　次いで、例えば１０００℃、４時間の熱処理により、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウ
ム層４８からその直下に形成されたシリコン層３４にゲルマニウムを拡散させ、圧縮歪状
態のシリコンゲルマニウム層４８を格子緩和する。こうして、ＮＭＯＳトランジスタ領域
１６のシリコン層３４上に、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２が形成される（
図８Ａを参照）。このように、第１実施形態による半導体装置の製造方法と異なり、ＮＭ
ＯＳトランジスタ領域１６とＰＭＯＳトランジスタ領域２０とを共にシリコン酸化膜で被
覆した状態で、熱処理によるシリコンゲルマニウム層４８の格子緩和を行ってもよい。
　次いで、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上に形成されているシリコン
酸化膜６８、４６を除去する。こうして、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリコンゲル
マニウム層２２上にシリコン酸化膜６８を残存させ、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシ
リコン層３４を露出する（図８Ｂを参照）。
　次いで、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上に、シリコン酸化膜６８を
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選択成長マスクとして、選択エピタキシャル成長により、圧縮歪状態のシリコンゲルマニ
ウム層３６を形成する。続いて、シリコンゲルマニウム層３６上に、シリコン層５２を形
成する（図８Ｃを参照）。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、シリコン酸化膜５４を形成する。続いて、Ｎ
ＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコンゲルマニウム層２２上に形成されているシリコン
酸化膜５４、６８を除去する。こうして、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０に形成されたシ
リコン層５２上にシリコン酸化膜５４を残存させ、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリ
コンゲルマニウム層２２を露出する（図８Ｄを参照）。
　以後、図４Ａ乃至図４Ｄ、及び図５Ａ乃至図５Ｄに示す第１実施形態による半導体装置
の製造方法と同様にして、ＮＭＯＳトランジスタ１４と、ＰＭＯＳトランジスタ１８とを
有する半導体装置を製造する。
　なお、本実施形態では、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６の圧縮歪状態のシリコンゲルマ
ニウム層４８上と、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上とにシリコン酸化
膜を形成した状態で、シリコンゲルマニウム層４８を格子緩和するための熱処理を行って
いたが、シリコン酸化膜に代えて、例えばシリコン窒化膜等の絶縁膜で被覆した状態で熱
処理を行ってもよい。
　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態による半導体装置の製造方法について図９乃至図１５を用いて説
明する。図９及び図１４は本実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図、図
１０はレーザビーム照射前後のシリコンゲルマニウム層のラマンスペクトルを示すグラフ
、図１１はシリコン酸化膜の厚さとレーザビームの反射率との関係を説明する図、図１２
は、レーザビームの波長と格子緩和との関係を説明する図、図１３はシリコンゲルマニウ
ム層の厚さとレーザビームの照射による格子緩和状態との関係を模式的に示すグラフ、図
１５は評価結果を示す図である。なお、第１実施形態による半導体装置及びその製造方法
と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
　本実施形態による半導体装置の製造方法は、第１実施形態による半導体装置と同様に引
っ張り歪状態のシリコン層２４をチャネルに用いるＮＭＯＳトランジスタ１４と、圧縮歪
状態のシリコンゲルマニウム層３６をチャネルに用いるＰＭＯＳトランジスタ１８とを有
する半導体装置を製造するものである。本実施形態による半導体装置の製造方法は、ＳＯ
Ｉ基板４２のシリコン層３４上に形成された圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８に
対して、レーザビームを用いた短時間の熱処理を行うことにより、格子緩和状態のシリコ
ンゲルマニウム層２２を形成することに主たる特徴がある。
　以下、本実施形態による半導体装置の製造方法について図９乃至図１４を用いて詳述す
る。
　まず、図２Ａ乃至図２Ｄに示す第１実施形態による半導体装置の製造方法の場合と同様
にして、ＳＯＩ基板４２のシリコン層３４に溝４４を形成することによりＮＭＯＳトラン
ジスタ領域１６と、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０とを分離した後、ＮＭＯＳトランジス
タ領域１６のシリコン層３４上に、シリコン酸化膜４６を選択成長マスクとして、選択エ
ピタキシャル成長により、例えば厚さ４０ｎｍの圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４
８を形成する（図９Ａを参照）。なお、こうして形成された圧縮歪状態のシリコンゲルマ
ニウム層４８を含む半導体層は、例えば島状に分離されて絶縁層１２上に形成されている
。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、例えば厚さ３０ｎｍのシリコン酸化膜７０を
形成する（図９Ｂを参照）。
　次いで、全面にシリコン酸化膜７０が形成された面側からシリコン基板１０に対して、
パルス状のレーザビームを照射する。ここで、レーザビームの照射には、例えば、波長３
０８ｎｍのＸｅＣｌエキシマレーザを用いる。レーザビームの強度は例えば２００ｍＪ／
ｃｍ２以上とし、レーザビームのパルス幅及びパルス数はそれぞれ例えば２０～４０ｎｓ
、１００回／秒とする。また、レーザビームの照射時間は、例えば３０～９０秒の短時間
なものとする。なお、レーザビームは、所望の面積に加工形成して照射することが可能で
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ある。
　レーザビームを照射することにより、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８が加熱
される。これにより、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８は格子緩和し、格子緩和
状態のシリコンゲルマニウム層２２となる（図９Ｃを参照）。レーザビームの照射による
格子緩和は、数十ｎｓのレーザビームを１回照射するだけでよく、レーザビームを走査す
ることにより例えば８インチウェハを数十秒で処理することが可能である。このように、
レーザビームの照射による格子緩和に要する時間は、高温熱処理による格子緩和に要する
時間と比較して大幅に短時間なものとなっている。
　ここで、シリコン基板１０のレーザビームが照射される面側においては、ＮＭＯＳトラ
ンジスタ領域１６のシリコンゲルマニウム層４８上に厚さ７０ｎｍのシリコン酸化膜７０
が形成され、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上にあわせた厚さ１００ｎ
ｍのシリコン酸化膜４６、７０が形成されている。すなわち、両領域において、異なる厚
さのシリコン酸化膜が形成されている。このように、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシ
リコンゲルマニウム層４８上のシリコン酸化膜７０の厚さ、及びＰＭＯＳトランジスタ領
域２０のシリコン層３４上のシリコン酸化膜４６、７０の厚さを適宜設定することにより
、レーザビームの干渉を利用して、シリコンゲルマニウム層４８を格子緩和に十分な温度
で加熱する一方、加熱する必要のないＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４等
の温度上昇を抑えることができる。なお、シリコン酸化膜の厚さの設定によるレーザビー
ムを用いた加熱の制御の詳細については後述する。
　このように、本実施形態による半導体装置の製造方法では、レーザビームの照射による
短時間の熱処理を用いて圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を格子緩和し、格子緩
和状態のシリコンゲルマニウム層２２を形成することに主たる特徴がある。これにより、
格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層を得るためにシリコンゲルマニウム層を厚く形成
する必要がなく、圧縮歪状態の薄いシリコンゲルマニウム層４８を形成すればよい。この
結果、第１実施形態による半導体装置の製造方法と同様に、圧縮歪状態が維持されるよう
に厚く形成することができないＰＭＯＳトランジスタ領域２０におけるシリコンゲルマニ
ウム層３６の厚さに応じて、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２の厚さを設定す
ることができる。
　また、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２と、圧縮歪状態のシリコンゲルマニ
ウム層３６とを別個独立に形成するので、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０においてＳＯＩ
基板４２のシリコン層３４及び絶縁層１２を除去する必要がない。
　したがって、この後に形成するＮＭＯＳトランジスタ領域１６における引っ張り歪状態
のシリコン層２４の表面の高さと、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧縮歪状態の
シリコンゲルマニウム層３６の表面の高さとを容易にそろえることができる。
　以上のように、本実施形態による半導体装置の製造方法では、第１実施形態による半導
体装置の製造方法と同様に、引っ張り歪状態のシリコン層２４と、圧縮歪状態のシリコン
ゲルマニウム層３６とを整合性よく形成することができるので、製造プロセスにおいて基
板面の高い平坦性を確保することができ、加工精度を向上することができる。
　ここで、本実施形態による半導体装置の製造方法の主たる特徴である、レーザビームの
照射によるシリコンゲルマニウム層の格子緩和について図１０乃至図１３を用いて詳述す
る。
　（ａ）ラマンスペクトルの測定による格子緩和の発生の確認
　まず、レーザビームを照射することにより圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層が格子
緩和し、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層となることを、ラマンスペクトルを測定
することにより確認した。
　ラマンスペクトルを測定したシリコンゲルマニウム層は、シリコン基板上にシリコン酸
化膜を介して形成された厚さ１０ｎｍのシリコン層上にエピタキシャル成長したものであ
り、その厚さは４０ｎｍである。レーザビームの照射には、波長３０８ｎｍのＸｅＣｌエ
キシマレーザを用い、レーザビームの強度を２００ｍＪ／ｃｍ２とした。また、ラマンス
ペクトルは、シリコンゲルマニウム層上の絶縁膜の有無の２つの場合について測定した。
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すなわち、（ｉ）シリコンゲルマニウム層上に絶縁膜が形成されておらずシリコンゲルマ
ニウム層に対してレーザビームを直接照射する場合と、（ｉｉ）絶縁膜として厚さ３０ｎ
ｍのシリコン酸化膜がシリコンゲルマニウム層上に形成されており、シリコン酸化膜を介
してレーザビームを照射する場合との２つの場合である。
　図１０Ａは、シリコンゲルマニウム層上に絶縁膜が形成されていない場合のレーザビー
ム照射前後のシリコンゲルマニウム層のラマンスペクトルを示すグラフである。なお、図
１０Ａには、リファレンスとして、シリコン層のラマンスペクトルについてもあわせて示
している。
　図１０Ａに示すグラフから明らかなように、シリコンゲルマニウム層のスペクトルにお
いて、レーザビームを照射することにより、５１５ｃｍ－１付近に観察されるピークが数
ｃｍ－１シフトしていることが分かる。この結果から、レーザビームを照射することによ
ってシリコンゲルマニウム層の歪状態が圧縮歪状態から格子緩和状態に変化していること
を確認することができる。
　また、図１０Ｂは、絶縁膜としてシリコン酸化膜がシリコンゲルマニウム層上に形成さ
れている場合のレーザビーム照射後のシリコンゲルマニウム層のラマンスペクトルを示す
グラフである。
　図１０Ｂに示すグラフから明らかなように、シリコンゲルマニウム層上に絶縁膜が形成
されている場合にも、レーザビームを照射することにより、５１０ｃｍ－１付近のピーク
がシフトしていることが分かる。この結果から、絶縁膜を介してレーザビームを照射する
場合であっても、シリコンゲルマニウム層の歪状態が圧縮歪状態から格子緩和状態に変化
していることを確認することができる。なお、図１０Ａに示す絶縁膜が形成されていない
場合と比較してピークシフト量やピーク高さに差違があるのは、絶縁膜の存在によりレー
ザビームの干渉が起こり入射するレーザビームの強度が変化したことと、ゲルマニウムの
存在量の違いとによるためであると考えられる。
　（ｂ）シリコン酸化膜の厚さとレーザビームの反射率との関係
　次に、シリコンゲルマニウム層上に形成されたシリコン酸化膜の厚さとレーザビームの
反射率との関係について図１１を用いて説明する。
　図１１Ａは、図１１Ｂに示すようにシリコンゲルマニウム層１００上に形成されたシリ
コン酸化膜１０２の厚さとレーザビームの反射率との関係を示すグラフである。
　図１１Ａに示すグラフから明らかなように、シリコン酸化膜の厚さに対してレーザビー
ムの反射率は振動していることが分かる。
　そして、シリコン酸化膜の厚さが例えば３５ｎｍの場合には反射率は約０．９となり、
強度１のレーザビームを照射すると、シリコンゲルマニウム層に入射するレーザビームの
強度は０．１となる。
　一方、シリコン酸化膜の厚さが０ｎｍすなわちシリコン酸化膜がシリコンゲルマニウム
層上に形成されていない場合には反射率は約０．２となり、強度１のレーザビームを照射
すると、シリコンゲルマニウム層に入射するレーザビームの強度は０．８となる。
　このように、シリコンゲルマニウム層上に形成する絶縁膜としてのシリコン酸化膜の有
無及びその厚さによって、入射するレーザビームの強度を制御することができる。したが
って、前述したように、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリコンゲルマニウム層４８上
に形成するシリコン酸化膜７０の厚さ、及びＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層
３４上に形成するシリコン酸化膜４６、７０の厚さをそれぞれ適宜設定することにより、
シリコンゲルマニウム層４８を格子緩和するのに十分な温度で加熱する一方、加熱する必
要のないＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４等の温度上昇を抑えることが可
能となる。これにより、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０に影響を与えることなく、シリコ
ンゲルマニウム層４８を選択的に格子緩和することができる。
　（ｃ）レーザビームの波長、パルス幅等と格子緩和との関係
　また、シリコンゲルマニウム層を効果的に格子緩和するためには、シリコンゲルマニウ
ム層の表層でレーザビームを吸収させ、シリコンゲルマニウム層を含む層に急激な熱勾配
を生じさせることが望ましい。これは、照射するレーザビームの波長、パルス幅、或いは
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シリコンゲルマニウム層中のゲルマニウムの組成比を適宜設定することにより実現するこ
とができる。
　照射するレーザビームの波長については、図１２に示すように、波長が短いほどシリコ
ンゲルマニウム層／シリコン層１０８の下の層（シリコン酸化膜１０６、シリコン基板１
０４）まで達することが困難である。これに対し、波長が長くなるほどシリコンゲルマニ
ウム層／シリコン層１０８の下の層（シリコン酸化膜１０６、シリコン基板１０４）まで
達することができるようになってくる。したがって、照射するレーザビームの波長が長く
なると、シリコンゲルマニウム層を含む層の全体が発熱することとなり、急激な温度勾配
を生じさせることが困難となる。また、この現象は、シリコンゲルマニウム層やシリコン
層等の光吸収係数に依存する。シリコンゲルマニウム層の場合、ゲルマニウムの組成比が
大きくなると、長波長側の光吸収係数が大きくなることが知られている。すなわち、シリ
コンゲルマニウム層中のゲルマニウムの組成比を大きくすると、長波長のレーザビームで
あっても、レーザビームの吸収がシリコンゲルマニウム層の表層のみで起きるようにする
ことができる。
　したがって、照射するレーザビームの波長とシリコンゲルマニウム層中のゲルマニウム
の組成比を適宜設定することにより、照射したレーザビームがシリコンゲルマニウム層の
表層のみで吸収され、シリコンゲルマニウム層を含む層に急激な熱勾配を生じさせること
ができる。これにより、より効果的に、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和
することができる。
　例えば、波長３０８ｎｍのレーザビームに対しては、シリコンとゲルマニウムとは互い
にほぼ同じ１×１０６ｃｍ－１程度の光吸収係数を示すため、シリコンゲルマニウム層の
表層１０ｎｍ程度でレーザビームのほとんどが吸収される。この結果、表層で発生した熱
が下層に伝導していく。そして、図１２に示すシリコンゲルマニウム層下のシリコン層と
その下のシリコン酸化膜との境界１において熱伝導率の違いによる急激な熱勾配が生じる
。これにより、スリップが発生し、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層が格子緩和する
こととなる。
　なお、レーザビームを照射することにより生じた熱勾配は、時間の経過とともに解消し
ていく。このため、照射するレーザビームのパルス幅が大きい場合や、レーザビームが連
続波である場合等には、急激な熱勾配を生じさせることが困難となり、圧縮歪状態のシリ
コンゲルマニウム層を十分に格子緩和することが困難となる場合がある。したがって、レ
ーザビームのパルス幅は、例えば、２０～４０ｎｓのように、数十～数百ｎｓのオーダー
のできるだけ小さなものに設定することが望ましい。
　なお、レーザビームを照射する際の基板温度を高く設定するとパルス幅を大きくしたの
と同等の効果がある。このため、基板温度を適切な値に設定する必要がある。例えば、基
板温度は、室温～４００℃に設定することが望ましい。
　上述したレーザビームに要求される波長及びパルス幅に関する条件を満たすレーザ光源
としては、例えば、波長１９３ｎｍ、２２２ｎｍ、２４８ｎｍ、３０８ｎｍ、３５１ｎｍ
等の短波長エキシマレーザを挙げることができる。これらの短波長エキシマレーザは、３
００ｎｓ以下の小さなパルス幅を実現することができる。
　これに対し、波長６９０ｎｍ、１０６０ｎｍのＹＡＧレーザや、ルビーレーザは、上記
短波長エキシマレーザと比較して波長が長く、また、パルス幅も数ｍｓと大きい。このた
め、ＹＡＧレーザやルビーレーザでは、シリコンゲルマニウム層を十分に格子緩和するた
めの条件設定のマージンが短波長エキシマレーザの場合と比較して狭くなる場合があると
考えられる。例えば、上記短波長エキシマレーザと比較して波長が長いため、高エネルギ
ーのレーザビームを照射することが必要となる。
　また、ＣＷ（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｗａｖｅ、連続発振）レーザ等の場合、レーザビ
ームを単に照射したのでは全体が温度上昇するため、例えばレーザビームを走査する等の
手段を用いることにより、ＣＷレーザ等を用いてシリコンゲルマニウム層を格子緩和する
ことができる。
　（ｄ）シリコンゲルマニウム層の厚さと格子緩和との関係
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　図１３は、シリコンゲルマニウム層の厚さと波長３０８ｎｍのレーザビームの照射によ
る格子緩和状態との関係を模式的に示すグラフである。図示するように、シリコンゲルマ
ニウム層の厚さが大きくなるにつれて、十分に格子緩和することが困難となっていく。そ
して、シリコンゲルマニウム層の厚さが１００ｎｍを超えた付近から、照射するレーザビ
ームの波長を長くしないと、図１２に示すシリコンゲルマニウム層／シリコン層１０８と
その下のシリコン酸化膜１０６との境界１にまで熱が伝導せず、シリコンゲルマニウム層
の温度上昇が困難となる。したがって、シリコンゲルマニウム層の厚さが厚い場合は、照
射するレーザビームの波長を適切に設定する必要がある。
　なお、本願発明者等は、厚さ１０ｎｍ以下の下地のシリコン層上に形成されたシリコン
ゲルマニウム層に対して、波長３０８ｎｍ、パルス幅４０ｎｍ、強度２００ｍＪ／ｃｍ２

以上のレーザビームを照射することにより、シリコンゲルマニウム層を大きく格子緩和す
ることができることを実験的に確認している。
　以上詳述したようにして、レーザビームを照射することにより圧縮歪状態のシリコンゲ
ルマニウム層４４を格子緩和し、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２を形成した
後、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上に形成されているシリコン酸化膜
７０、４６を除去する。こうして、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６に形成された格子緩和
状態のシリコンゲルマニウム層２２上にシリコン酸化膜７０を残存させ、ＰＭＯＳトラン
ジスタ領域２０のシリコン層３４を露出する（図９Ｄを参照）。
　次いで、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４上に、シリコン酸化膜７０を
選択成長マスクとして、選択エピタキシャル成長により、例えば厚さ４０ｎｍの圧縮歪状
態のシリコンゲルマニウム層３６を形成する。
　次いで、シリコンゲルマニウム層３６上に、例えば厚さ２０ｎｍのシリコン層５２を形
成する（図１４Ａを参照）。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、シリコン酸化膜５４を形成する。続いて、Ｎ
ＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコンゲルマニウム層２２上に形成されているシリコン
酸化膜５４、７０を除去する。こうして、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０に形成されたシ
リコン層５２上にシリコン酸化膜５４を残存させ、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリ
コンゲルマニウム層２２を露出する（図１４Ｂを参照）。
　次いで、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリコンゲルマニウム層２２上に、シリコン
酸化膜５４を選択成長マスクとして、選択エピタキシャル成長により、例えば厚さ２０ｎ
ｍの引っ張り歪状態のシリコン層２４を形成する（図１４Ｃを参照）。
　シリコン層２４を形成した後、選択成長マスクとして用いたシリコン酸化膜５４を除去
する（図１４Ｄを参照）。
　上述のように、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０に圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層
３６を形成し、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６に引っ張り歪状態のシリコン層２４を形成
した後、図４Ｃ、図４Ｄ、及び図５Ａ乃至図５Ｄに示す第１実施形態による半導体装置の
製造方法の場合と同様にして、ＮＭＯＳトランジスタ１４及びＰＭＯＳトランジスタ１８
を有する半導体装置を製造する。
　本実施形態による半導体装置の製造方法により製造された半導体装置は、ＮＭＯＳトラ
ンジスタ領域１６において、シリコン基板１０上に、シリコン酸化膜よりなる絶縁層１２
と、シリコン層３４と、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２と、引っ張り歪状態
のシリコン層２４とが順次積層された構造を有している。すなわち、絶縁層１２がシリコ
ンにより挟まれた構造を有している。
　これに対して、ＳＯＩ基板を用いて形成された引っ張り歪状態のシリコン層をチャネル
に用いる従来のＮＭＯＳトランジスタでは、シリコン基板上に、シリコン酸化膜よりなる
絶縁層と、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層と、引っ張り歪状態のシリコン層とが
順次積層された構造を有していた。
　上述のように、本実施形態による半導体装置の製造方法により製造される半導体装置は
、ＳＯＩ基板を用いた従来のトランジスタ構造と大きく相違する構造的特徴を備えている
。
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　このように、本実施形態によれば、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８に対して
、異なる厚さのシリコン酸化膜を介してレーザビームを照射することにより、シリコンゲ
ルマニウム層４８を格子緩和するので、他の領域に形成されている半導体層等に影響を与
えることなく、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を短時間に選択的に格子緩和す
ることができる。
　また、引っ張り歪状態のシリコン層２４をチャネルに用いるＮＭＯＳトランジスタ１４
と、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６をチャネルに用いるＰＭＯＳトランジスタ
１８とを同一のＳＯＩ基板４２上に形成するので、高性能の集積化トランジスタを提供す
ることができる。
　また、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６及びＰＭＯＳトランジスタ領域２０のいずれにお
いても、ＳＯＩ基板４２の絶縁層１２を除去する必要がないので、寄生容量の低減、省電
力化等のＳＯＩ構造による効果を損なうこともない。
　さらに、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６における引っ張り歪状態のシリコン層２４の表
面の高さと、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧縮歪み状態のシリコンゲルマニウ
ム層３６の表面の高さとを互いにほぼ等しく形成することができるので、その後の半導体
装置の製造プロセスにおける加工精度を向上することができる。
　なお、本実施形態では、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８に対して、シリコン
酸化膜を介してレーザビームを照射したが、レーザビームに対して透過性を有する絶縁膜
であれば、シリコン酸化膜に限定されるものではない。シリコンゲルマニウム層４８上に
、例えばシリコン窒化膜等の絶縁膜を形成し、このような絶縁膜を介してシリコンゲルマ
ニウム層４８に対してレーザビームを照射してもよい。
評価結果
　図１５は、レーザビームを照射することにより圧縮歪状態から格子緩和状態に変化させ
たシリコンゲルマニウム層上に形成された引っ張り歪状態のシリコン層をチャネルに用い
たＮＭＯＳトランジスタの特性を測定した結果を示すグラフである。図１５Ａ及び図１５
Ｂの横軸はともにシリコンゲルマニウム層に照射したレーザビームの強度である。図１５
Ａの縦軸は移動度μであり、図１５Ｂの縦軸は図１５Ａの移動度に対応するオン電流Ｉｏ
ｎである。
　図１５Ａ及び図１５Ｂに示すグラフから、照射したレーザビームの強度が小さい場合、
移動度及びオン電流が小さくなっていることが分かる。これは、レーザビームの強度が小
さいためにシリコンゲルマニウム層が十分に格子緩和されない結果、その上に形成される
シリコン層の歪状態が不十分なものとなってしまうためである。
　一方、照射したレーザビームの強度が大きくなるにつれて、移動度及びオン電流も大き
くなっていくことが分かる。レーザビームの強度が０すなわちレーザビームを照射しない
場合と比較して、レーザビームを照射することにより、移動度及びオン電流が約２倍にま
でなっている。これは、レーザビームのパワー密度が大きくなるにつれてシリコンゲルマ
ニウム層が十分に格子緩和され、その上に形成されるシリコン層が十分な引っ張り歪状態
となるためである。
　このように、所定の強度のレーザビームを照射することにより、圧縮歪状態のシリコン
ゲルマニウム層を十分に格子緩和することができ、その上に形成されるシリコン層が十分
な引っ張り歪状態となる。こうして、引っ張り歪状態のシリコン層をチャネルに用いる移
動度及びオン電流が大きなＮＭＯＳトランジスタを得ることができる。
　（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態による半導体装置及びその製造方法について図１６を用いて説明
する。図１６は本実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。なお、
第３実施形態による半導体装置の製造方法と同様の構成要素については同一の符号を付し
説明を省略し或いは簡略にする。
　本実施形態による半導体装置の製造方法は、図９Ａ乃至図９Ｄ、及び図１４Ａ乃至図１
４Ｄに示す第３実施形態による半導体措置の製造方法とほぼ同様である。本実施形態によ
る半導体装置の製造方法は、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層が形成されている領域
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のみにレーザビームを照射することにより、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を
格子緩和させ、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２を形成する点で、第３実施形
態による半導体装置の製造方法と異なっている。
　まず、第３実施形態による半導体装置の製造方法と同様に、ＮＭＯＳトランジスタ形成
領域１６のシリコン層３４上に、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を形成する（
図１６Ａを参照）。
　次いで、レーザビームのビームスポットを所定のサイズに調整し、ＮＭＯＳトランジス
タ形成領域１６の圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８が形成されている領域のみに
選択的にレーザビームを直接照射する。これにより、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム
層は格子緩和し、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２が形成される（図１６Ｂを
参照）。レーザビームの照射条件は、例えば、第３実施形態による半導体装置の製造方法
とほぼ同様の条件を用いることができるが、シリコンゲルマニウム層４８上のシリコン酸
化膜の有無に応じて、適宜条件を調整することが望ましい。
　本実施形態による半導体装置の製造方法では、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６の圧縮歪
状態のシリコンゲルマニウム層４８が形成されている領域のみに選択的にレーザビームを
照射するので、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０に影響を与えることなく、圧縮歪状態のシ
リコンゲルマニウム層４８を格子緩和することができる。レーザビームを照射する必要の
ないＰＭＯＳトランジスタ領域２０のシリコン層３４等の温度上昇を抑制するために、Ｐ
ＭＯＳトランジスタ領域２０上にシリコン酸化膜を所定の厚さで形成しておく必要もない
。
　以後、第３実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして、ＮＭＯＳトランジスタ
１４及びＰＭＯＳトランジスタ１８を有する半導体装置を製造する。
　このように、本実施形態によれば、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８が形成さ
れている領域のみに選択的にレーザビームを照射するので、他の領域に形成されている半
導体層等に影響を与えることなく、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を短時間に
選択的に格子緩和することができる。
　なお、本実施形態では、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６のシリコンゲルマニウム層４８
が形成されている領域のみにレーザビームを直接照射したが、シリコンゲルマニウム層４
８上にシリコン酸化膜等の絶縁膜を形成し、絶縁膜を介してレーザビームを照射してもよ
い。
　（第５実施形態）
　本発明の第５実施形態による半導体装置の製造方法について図１７乃至図１９を用いて
説明する。図１７乃至図１９は本実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図
である。なお、第１実施形態による半導体装置の製造方法と同様の構成要素については同
一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
　本実施形態による半導体装置の製造方法は、ＮＭＯＳトランジスタ及びＰＭＯＳトラン
ジスタの両者ともに引っ張り歪状態のシリコン層をチャネルに用いる半導体装置を製造す
るものである。
　まず、図１７Ａに示すＳＯＩ基板４２のシリコン層３４上に、エピタキシャル成長によ
り、例えば厚さ４０ｎｍの圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を形成する（図１７
Ｂを参照）。
　次いで、シリコンゲルマニウム層４８に対してレーザビームを照射することにより、圧
縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を格子緩和して、格子緩和状態のシリコンゲルマ
ニウム層２２を形成する（図１７Ｃを参照）。レーザビームの照射方法は、第３実施形態
による半導体装置の製造方法と同様に、シリコンゲルマニウム層４８上にシリコン酸化膜
等の絶縁膜を形成し、このシリコン酸化膜を介して照射する方法を用いてもよいし、或い
は第４実施形態による半導体装置の製造方法のように、シリコンゲルマニウム層４８に対
して直接照射する方法を用いてもよい。
　次いで、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２上に、例えばＣＶＤ法により、例
えば厚さ２０ｎｍの引っ張り歪状態のシリコン層２４を形成する（図１７Ｄを参照）。
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　次いで、シリコン層２４の表面に、例えば熱酸化法により、例えば厚さ２ｎｍのシリコ
ン酸化膜よりなるゲート絶縁膜２６を形成する（図１８Ａを参照）。
　次いで、ゲート絶縁膜２６、シリコン層２４、シリコンゲルマニウム層２２及びシリコ
ン層３４をそれぞれエッチングすることにより溝４４を形成する等して、ＮＭＯＳトラン
ジスタ領域１６及びＰＭＯＳトランジスタ領域２０を画定する（図１８Ｂを参照）。なお
、素子分離工程は、レーザビームを照射する前に行ってもよい。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、例えば厚さ１２０ｎｍのポリシリコン膜（図
示せず）を形成する。
　次いで、フォトリソグラフィ及びエッチングを用いて、ポリシリコン膜をエッチングす
ることにより、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６及びＰＭＯＳトランジスタ領域２０のそれ
ぞれにおいて、ポリシリコン膜よりなるゲート電極２８を形成する（図１８Ｃを参照）。
　次いで、全面に、例えばスピンコート法により、レジスト膜５６を形成する。この後、
フォトリソグラフィ技術を用いてレジスト膜５６をパターニングすることにより、ＮＭＯ
Ｓトランジスタトランジスタ領域１６を露出する開口部５８をレジスト膜５６に形成する
。
　次いで、ゲート電極２８及びレジスト膜５６をマスクとして、ドーパント不純物として
例えばリンをイオン注入する。これにより、ゲート絶縁膜の両側のシリコン層２４及びシ
リコンゲルマニウム層２２内に、ソース／ドレイン拡散層３２が形成される（図１８Ｄを
参照）。
　ソース／ドレイン拡散層３２を形成した後、マスクとして用いたレジスト膜５６を除去
する。
　次いで、全面に、例えばスピンコート法により、レジスト膜６０を形成する。この後、
フォトリソグラフィ技術を用いてレジスト膜６０をパターニングすることにより、ＰＭＯ
Ｓトランジスタ領域２０を露出する開口部６２をレジスト膜６０に形成する。
　次いで、ゲート絶縁膜２８及びレジスト膜６０をマスクとして、ドーパント不純物とし
て例えばボロンをイオン注入する。これにより、ゲート電極２８両側のシリコン層２４及
びシリコンゲルマニウム層２２内に、ソース／ドレイン拡散層３８が形成される（図１９
Ａを参照）。
　ソース／ドレイン拡散層３８を形成した後、マスクとして用いたレジスト膜６０を除去
する。
　ソース／ドレイン拡散層３２、３８を形成した後、例えば熱処理により、ソース／ドレ
イン拡散層３２、３８に導入されたドーパント不純物の活性化を行う。
　次いで、全面に、例えばＣＶＤ法により、例えば厚さ１００ｎｍのシリコン酸化膜６４
を形成する（図１９Ｂを参照）。
　次いで、シリコン酸化膜６４を異方性エッチングすることにより、ゲート絶縁膜２８の
側壁に、シリコン酸化膜６４よりなるサイドウォール絶縁膜３０を形成する（図１９Ｃを
参照）。
　こうして、ともに引っ張り歪状態のシリコン層２４をチャネルに用いるＮＭＯＳトラン
ジスタ１４及びＰＭＯＳトランジスタ１８を有する半導体装置が製造される。
　本実施形態による半導体装置の製造方法のように、ともに引っ張り歪状態のシリコン層
２４をチャネルに用いるＮＭＯＳトランジスタ及びＰＭＯＳトランジスタを有する半導体
装置を製造する場合においても、レーザビームを照射することにより、圧縮歪状態のシリ
コンゲルマニウム層４８を格子緩和してもよい。
　（第６実施形態）
　本発明の第６実施形態による半導体装置の製造方法について図２０及び図２１を用いて
説明する。図２０及び図２１は本実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図
である。なお、第１実施形態による半導体装置の製造方法と同様の構成要素については同
一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
　本実施形態による半導体装置の製造方法は、レーザビームを照射することにより圧縮歪
状態のシリコンゲルマニウム層を格子緩和して格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層を
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形成する際に、予め圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層上に、キャップ層としてシリコ
ン層を形成しておくことに主たる特徴がある。
　まず、図２０Ａに示すＳＯＩ基板４２のシリコン層３４上に、エピタキシャル成長によ
り、例えば厚さ４０ｎｍの圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を形成する。
　次いで、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８上に、例えばＣＶＤ法により、キャ
ップ層として、例えば厚さ２ｎｍのシリコン層７２を形成する（図２０Ｂを参照）。
　次いで、シリコン基板１０のシリコン層７２が形成されている面側から、圧縮歪状態の
シリコンゲルマニウム層４８に対して、シリコン層７２を介してレーザビームを照射する
。レーザビームの照射条件は、例えば、第３実施形態による半導体装置の製造方法とほぼ
同様の条件を用いることができる。これにより、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４
８は格子緩和し、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２となる（図２０Ｃを参照）
。
　本実施形態による半導体装置の製造方法では、レーザビームを照射することにより圧縮
歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を格子緩和して格子緩和状態のシリコンゲルマニウ
ム層２２を形成する際に、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８上に耐熱性に優れた
シリコン層７２が形成されている。このため、レーザビームの照射に起因してシリコンゲ
ルマニウム層４８（２２）に欠陥が発生するのを抑制することができる。
　さらに、シリコン層７２は耐薬品性に優れているため、格子緩和状態のシリコンゲルマ
ニウム層２２が形成されたＳＯＩ基板４２に対して、例えばエッチング等の化学薬品によ
る処理を高い信頼性で容易に行うことが可能となる。
　なお、シリコン層７２の厚さは２ｎｍに限定されるものではないが、シリコン層７２は
５ｎｍ以下の厚さで形成することが望ましい。シリコン層７２を５ｎｍ以下の厚さで形成
することにより、後に酸化してゲート酸化膜として用いる場合に、シリコンゲルマニウム
層２２に対する影響を回避することができる。すなわち、シリコン層７２が厚い場合に長
時間熱酸化を行うとシリコンゲルマニウム層２２の格子緩和状態が変動してしまう場合が
あるが、シリコン層７２を５ｎｍ以下の厚さで形成することにより、このような格子緩和
状態の変動を回避することができる。
　また、レーザビームの照射によりシリコンゲルマニウム層４８が格子緩和し緩和状態の
シリコンゲルマニウム層２２となるため、シリコン層７２の歪状態は、引っ張り歪状態と
なる。
　次いで、シリコン層７２、シリコンゲルマニウム層２２、及びシリコン層３４をそれぞ
れエッチングすることにより溝４４を形成する等して、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６及
びＰＭＯＳトランジスタ領域２０を画定する（図２０Ｄを参照）。
　次いで、シリコン層７２の表面に、例えば熱酸化法により、例えば厚さ２ｎｍのシリコ
ン酸化膜よりなるゲート絶縁膜２６を形成する（図２１Ａを参照）。
　以後、第１実施形態による半導体装置の製造方法と同様にして、ＮＭＯＳトランジスタ
領域１６及びＰＭＯＳトランジスタ領域２０のそれぞれにおいてゲート電極２８を形成し
た後（図２１Ｂを参照）、ソース／ドレイン拡散層３２、３８、サイドウォール絶縁膜３
０をそれぞれ形成する（図２１Ｃを参照）。
　こうして、ともにキャップ層として形成したシリコン層７２をチャネルに用いるＮＭＯ
Ｓトランジスタ１４及びＰＭＯＳトランジスタ１８を有する半導体装置が製造される。
　このように、本実施形態によれば、レーザビームを照射することによりシリコンゲルマ
ニウム層４８を格子緩和する際に、シリコンゲルマニウム層４８上に耐熱性及び耐薬品性
に優れたシリコン層７２を形成しているため、熱処理に伴う欠陥の発生を抑制するととも
に、その後の化学薬品による処理を高い信頼性で容易に行うことが可能となる。
　（第７実施形態）
　本発明の第７実施形態による半導体装置の製造方法について図２２を用いて説明する。
図２２は本実施形態による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。なお、第１実
施形態による半導体装置の製造方法と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を
省略し或いは簡略にする。
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　ＳＯＩ基板を用いて半導体装置を製造する場合、絶縁層上に形成された島状の半導体層
にＭＯＳトランジスタ等の素子が形成される。このため、この半導体層に電荷がたまりや
すく、半導体装置の動作時に電位が変動する場合がある。このような状態を回避するため
、ＭＯＳトランジスタでは、チャネル部からソース／ドレインと直交する方向にボディコ
ンタクトと呼ばれる電極を引き出し、ボディ領域の電位を制御している。
　ボディコンタクトを引き出す一つの方法として、パーシャルトレンチと呼ばれる技術が
知られている。この方法は、ＳＯＩ層に、ＳＯＩ層下の絶縁層に達しないトレンチを形成
し、トレンチ下部のＳＯＩ層を介してボディコンタクトを引き出す方法である。この方法
によれば、この方法によればゲート電極とボディコンタクトとの間の距離を確保し寄生容
量を低減することができる。しかしながら、素子の微細化とともにＳＯＩ層の膜厚が薄く
なってきており、ＳＯＩ層の途中でエッチングを停止することは極めて困難となっている
。
　本実施形態では、シリコンゲルマニウム層下にＳＯＩ層が形成されているという本発明
の半導体装置の特徴を利用し、ボディコンタクトを容易に形成しうる半導体装置の製造方
法を示す。
　以下、本実施形態による半導体装置の製造方法について詳述する。
　まず、図２２Ａに示すＳＯＩ基板４２のシリコン層３４上に、圧縮歪状態のシリコンゲ
ルマニウム層７４を形成する（図２２Ｂを参照）。
　次いで、シリコンゲルマニウム層７４上に、例えばスピンコート法により、レジスト膜
７６を形成する。この後、フォトリソグラフィ技術を用いてレジスト膜７６をパターニン
グすることにより、ボディコンタクトが形成されるボディコンタクト領域７８のシリコン
ゲルマニウム層７４に達する開口部８０をレジスト膜７６に形成するとともに、トランジ
スタが形成されるトランジスタ領域８２にレジスト膜７６を残存させる（図２２Ｃを参照
）。
　次いで、レジスト膜７６をマスクとするウェットエッチングにより、開口部８０から露
出するシリコンゲルマニウム層７４を除去する。エッチング溶液としては、例えばＨＦ、
Ｈ２Ｏ２、及びＣＨ３ＣＯＯＨの１：１６：２４混合液を用いることができる。このエッ
チング液では、シリコンゲルマニウム層７４の下のシリコン層３４はエッチングされない
。
　ウェットエッチング終了後、マスクとして用いたレジスト膜７６を除去する（図２２Ｄ
を参照）。こうして、シリコンゲルマニウム層７４とシリコン層３４との高いエッチング
選択性を利用して、ボディコンタクト領域７８のシリコン層３４を容易に露出させること
ができる。
　このように、本実施形態によれば、シリコンゲルマニウム層７４とシリコン層３４との
高いエッチング選択性を利用して、ボディコンタクト領域７８のシリコン層３４を露出さ
せるので、露出したシリコン層３４に対してボディコンタクト用の電極を容易に形成する
ことができる。
　本実施形態において示したボディコンタクトの形成工程は、例えば、第１乃至第６実施
形態による半導体装置の製造方法のように、シリコン層３４上に格子緩和状態のシリコン
ゲルマニウム層２２を介して形成された引っ張り歪状態のシリコン層２４、７２や、シリ
コン層３４上に形成された圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６をチャネルに用いる
ＭＯＳトランジスタの製造工程に適宜組み込むことができる。この場合において、ＮＭＯ
Ｓトランジスタ１６、ＰＭＯＳトランジスタ１８のチャネル部からソース／ドレインと直
交する方向にボディコンタクト用の電極を容易に引き出すことができる。
　（変形実施形態）
　本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
　例えば、上記実施形態では、エッチングにより形成された溝４４又はＬＯＣＯＳ法によ
り形成された素子分離膜６６により、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６とＰＭＯＳトランジ
スタ領域２０とを分離する場合を例に説明したが、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６とＰＭ
ＯＳトランジスタ領域２０とを分離する方法は、これに限定されるものではない。例えば
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、図２３に示すように、ＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）
法によりシリコン層３４に形成された溝に埋め込まれた素子分離膜８４により、ＮＭＯＳ
トランジスタ領域１６とＰＭＯＳトランジスタ領域２０とを分離してもよい。
　また、上記実施形態では、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６における引っ張り歪状態のシ
リコン層２４の表面の高さと、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧縮歪み状態のシ
リコンゲルマニウム層３６の表面の高さとが互いにほぼ等しくなるように、半導体装置を
構成する各層の厚さを設定したが、各層の厚さはこのような場合に限定されるものではな
い。ＮＭＯＳトランジスタ１４、ＰＭＯＳトランジスタ１８に要求される性能等に応じて
、各層の厚さを適宜設定することができる。但し、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６におけ
る引っ張り歪状態のシリコン層２４の表面の高さと、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０にお
ける圧縮歪み状態のシリコンゲルマニウム層３６の表面の高さとの間に生じる段差は、製
造プロセスの加工精度を十分に確保できる程度に小さいものであることが好ましい。
　また、上記実施形態では、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６における格子緩和状態のシリ
コンゲルマニウム層２２を形成した後、続いてＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧
縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３６を形成していたが、本発明による半導体装置を構
成する各層を形成する順序はこれに限定されるものではない。例えば、ＮＭＯＳトランジ
スタ領域１６における格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２を形成した後、引き続
きＮＭＯＳトランジスタ領域１６における引っ張り歪状態のシリコン層２４を形成し、こ
の後に、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層３
６を形成してもよい。
　また、上記実施形態では、シリコン層３４上に圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４
８を形成した後に熱処理を行うことにより、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２
を得ていたが、格子緩和状態のシリコンゲルマニウム層２２の形成方法は、これに限定さ
れるものではない。例えば、選択成長により、シリコンゲルマニウム層を例えば２００ｎ
ｍ程度の厚さで形成することにより、熱処理を経ることなく、格子緩和状態のシリコンゲ
ルマニウム層を得ることができる。このように熱処理を経ずに格子緩和状態のシリコンゲ
ルマニウム層を得る場合、シリコンゲルマニウム層をある程度の厚さで形成する必要があ
る。このため、ＮＭＯＳトランジスタ領域１６における引っ張り歪状態のシリコン層２４
の表面の高さと、ＰＭＯＳトランジスタ領域２０における圧縮歪み状態のシリコンゲルマ
ニウム層３６の表面の高さの間に、段差が生じる場合がある。しかしながら、段差が生じ
る場合であっても、引っ張り歪状態のシリコン層２４をチャネルに用いるＮＭＯＳトラン
ジスタ１４と、圧縮歪み状態のシリコンゲルマニウム層３６をチャネルに用いるＰＭＯＳ
トランジスタ１８とを、ＳＯＩ構造による効果を損なうことなく同一のＳＯＩ基板４２上
に形成することができ、高性能の集積化トランジスタを提供することができる。
　また、上記実施形態では、パルス状のレーザビームを照射することにより圧縮歪状態の
シリコンゲルマニウム層４８を格子緩和したが、照射するレーザビームはこれに限定され
るものではない。例えば、ＣＷレーザを用いてレーザビームをシリコンゲルマニウム層４
８に対して走査することにより、圧縮歪状態のシリコンゲルマニウム層４８を格子緩和し
てもよい。また、レーザビームの照射のみならず、電子ビーム等のエネルギービームを照
射することによりシリコンゲルマニウム層４８を短時間熱処理して格子緩和してもよい。
また、ランプを用いたフラッシュランプアニールを、レーザビームの照射に代えて行って
シリコンゲルマニウム層４８を格子緩和してもよい。
【産業上の利用の可能性】
　本発明による半導体装置及びその製造方法は、歪状態の半導体層を用いた半導体層及び
その製造方法に有用であり、特に、引っ張り歪状態のシリコン層、圧縮歪状態のシリコン
ゲルマニウム層をチャネルに用いたトランジスタを有する半導体装置及びその製造方法に
有用である。
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