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(57)【要約】
　ゲルマニウム回路タイプの構造が促進される。一実施
形態例では、多段階の成長およびアニール・プロセスを
実施して、ヘテロエピタキシャルル・ゲルマニウムなど
のゲルマニウム（Ｇｅ）含有材料を、シリコン（Ｓｉ）
またはシリコン含有材料を含む基板上に成長させる。い
くつかの応用例では、ゲルマニウム含有材料の上面に向
かって貫通する欠陥が全体的に抑制されて、欠陥が全体
的にシリコン／ゲルマニウム境界面付近に閉じ込められ
る。これらの手法は、ゲルマニウムＭＯＳコンデンサ、
ｐＭＯＳＦＥＴ、およびオプトエレクトロニック・デバ
イスを含む、さまざまなデバイスに適用できる。



(2) JP 2008-508696 A 2008.3.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体電子デバイスであって、
　基板と、
　前記基板上のアニールされた下部ゲルマニウム層であって、前記アニールされた下部ゲ
ルマニウム層が、前記基板との境界面に、前記アニールされた下部ゲルマニウム層と前記
基板との間の格子不整合に伴う欠陥を有する、下部ゲルマニウム層と、
　前記アニールされた下部ゲルマニウム層上にあり、前記格子不整合に伴う欠陥が実質的
にない上部ゲルマニウム層とを備えることを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記アニールされた下部ゲルマニウム層が、前記アニールされた下部ゲルマニウム層の
成長中に、前記アニールされた下部ゲルマニウム層と前記基板との間の結晶格子不整合に
応じて形成された欠陥を有することを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記アニールされた下部ゲルマニウム層が、水素の存在下でアニールされたゲルマニウ
ム層に伴う特性を有することを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記上部ゲルマニウム層がアニールされることを特徴とする請求項１に記載のデバイス
。
【請求項５】
　前記上部ゲルマニウム層が、実質的にエピタキシャル・ゲルマニウムであることを特徴
とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記上部ゲルマニウム層が、非アニール状態の前記上部ゲルマニウム層の表面粗さに比
べて、少なくとも７０％低減された前記表面粗さを有することを特徴とする請求項１に記
載のデバイス。
【請求項７】
　前記基板が、上部絶縁層を有し、前記アニールされた下部ゲルマニウム層が、前記上部
絶縁層上に形成されることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記上部絶縁層がＳｉＯ２であることを特徴とする請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記基板が、前記アニールされた下部ゲルマニウム層との前記境界面にシリコンを含む
ことを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記アニールされた下部ゲルマニウム層が、実質的に前記上部ゲルマニウム層よりも薄
いことを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記アニールされた下部ゲルマニウム層が、約２００ｎｍ厚さであり、前記上部ゲルマ
ニウム層が、少なくとも約８００ｎｍ厚さであることを特徴とする請求項１０に記載のデ
バイス。
【請求項１２】
　トランジスタであって、
　シリコン基板と、
　前記基板上のアニールされた下部ゲルマニウム層と、
　前記アニールされたゲルマニウム層上の活性ゲルマニウム層と、
　前記活性ゲルマニウム層の上にあり、前記活性ゲルマニウム層を電気的にバイアスする
ように適合されたゲート電極とを含むことを特徴とするトランジスタ。
【請求項１３】
　シリコン含有基板上の第１のアニールされたゲルマニウム含有層と、前記アニールされ
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たゲルマニウム含有層上に成長した第２のゲルマニウム含有層とを備えることを特徴とす
る光デバイス。
【請求項１４】
　ゲルマニウムを成長させる方法であって、
　シリコン含有基板上に第１のゲルマニウム層を成長させること、
　前記第１のゲルマニウム層を、水素の存在下でアニールすること、
　前記第１のアニールされたゲルマニウム層上に、第２のゲルマニウム層を成長させるこ
と、および
　前記第２のゲルマニウム層を水素の存在下でアニールすることを含むことを特徴とする
方法。
【請求項１５】
　前記第１および第２のゲルマニウム層のうち少なくとも一方をアニールすることが、ゲ
ルマニウム－水素クラスタを形成することを含むことを特徴とする請求項１４に記載の方
法。
【請求項１６】
　ゲルマニウム－水素クラスタを形成することが、前記第１および第２のゲルマニウム層
のうち前記少なくとも一方における拡散率および表面移動度を増大させることを含むこと
を特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　シリコン含有基板上に第１のゲルマニウム層を成長させることが、シリコン半導体ウエ
ーハ上に薄いエピタキシャル・ゲルマニウム層を成長させることを含むことを特徴とする
請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１のアニールされたゲルマニウム層上に第２のゲルマニウム層を成長させること
が、前記第１のアニールされたゲルマニウム層の少なくとも約２倍の厚さのゲルマニウム
層を成長させることを含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　薄いエピタキシャル・ゲルマニウム層を成長させることが、厚さ約４００ｎｍ未満のゲ
ルマニウム層を成長させることを含むことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　水素の存在下で前記第１のゲルマニウム層をアニールすることが、前記第１のゲルマニ
ウム層内の貫通転位を、前記第１のゲルマニウム層と前記シリコン含有基板との間の境界
面に比べて、水平位置に向けて操作することを含むことを特徴とする請求項１４に記載の
方法。
【請求項２１】
　水素の存在下で前記第１のゲルマニウム層をアニールすることが、
　前記シリコン含有基板からシリコンを、前記第１のゲルマニウム層からゲルマニウムを
拡散させること、および
　不整合による応力および熱膨張の不一致による応力に応じて、前記アニールすることに
よって促進される前記第１のゲルマニウム層内の貫通転位のすべりを引き起こすことを含
むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　シリコン含有基板上に第１のゲルマニウム層を成長させることが、薄い第１のゲルマニ
ウム層を、化学気相成長によって、チャンバ内で約４３０℃で堆積させることを含み、
　前記第１のゲルマニウム層を、水素の存在下でアニールすることが、水素を前記チャン
バ内で約８２５℃の温度で、前記第１のゲルマニウム層に導入することを含み、
　前記第１のアニールされたゲルマニウム層上に第２のゲルマニウム層を成長させること
が、前記薄い第１のゲルマニウム層に比べて、より厚いゲルマニウム層を、化学気相成長
によって前記チャンバ内で、約４６０℃で堆積させることを含み、
　前記第２のゲルマニウム層を水素の存在下でアニールすることが、水素を前記第２のゲ
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ルマニウム層に、前記チャンバ内で、約８２５℃の温度で導入することを含むことを特徴
とする請求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
　半導体基板を製作する方法であって、
　ゲルマニウムを含む第１の層を基板上に形成すること、
　前記第１の層を、水素を含む雰囲気中でアニールすること、および次いで、
　ゲルマニウムを含む第２の層を、前記第１の層上に形成することを含むことを特徴とす
る方法。
【請求項２４】
　前記第２の層を、水素を含む雰囲気中でアニールすることをさらに含むことを特徴とす
る請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記基板がシリコン基板であることを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１の層がゲルマニウム層であることを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第２の層がゲルマニウム層であることを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１の層が化学気相成長によって形成されることを特徴とする請求項２３に記載の
方法。
【請求項２９】
　前記第２の層が化学気相成長によって形成されることを特徴とする請求項２３に記載の
方法。
【請求項３０】
　半導体デバイスを、前記第２の層上に形成することをさらに含むことを特徴とする請求
項２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子半導体デバイスを対象とし、より詳細には、ゲルマニウム・タイプの基
板材料を含む容量性構造を有する電子半導体デバイスを対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスおよびオプトエレクトロニック・デバイスなど、さまざまなタイプの電
子デバイスが、正しい回路動作を達成するために、容量性構造を使用する。そうしたデバ
イスの例には、とりわけ、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ（ＩＧＦＥＴ）、絶縁ゲー
ト型サイリスタ、個別のコンデンサ、およびさまざまなタイプの光学デバイスが含まれる
。例えば、一般に使用されるＩＧＦＥＴでは、ゲートが、その下にある表面チャネルを制
御する。表面チャネルは、ソースとドレインとを結合する。チャネル、ソース、およびド
レインは、一般に、ソースおよびドレインを、基板材料と反対にドープしチャネルの両側
に配置した状態で、半導体基板材料中に配置される。ゲートは、実質的に均一な厚さを有
するゲート酸化物などの薄い絶縁層によって、半導体基板材料から分離される。ＩＧＦＥ
Ｔを動作させるためには、入力電圧をそのゲートに印加する。この入力電圧は、ゲート酸
化物の両側上の電極材料によって画定される容量性構造を通じて、チャネル内に横の電界
を引き起こす。次いで、この電界は、チャネルの長手方向のコンダクタンスを変調して、
ソース領域およびドレイン領域を電気的に結合させる。
【０００３】
　そうした電子半導体デバイスの寸法を低減させることによって、さまざまな利点を実現
することができる。１つの利点は、単一のシリコン・チップまたはダイ上に、その相対的
なサイズを増大させずに、配置することができる個々のデバイスの数を増やすことができ
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ることである。また、個々のデバイス、特にＩＧＦＥＴの数を増やすことにより、機能性
が増大する。さらに別の利点は、個々のデバイスの速度の増加、ならびにそれらの集合的
な配置である。
【０００４】
　数十年間、半導体業界では、シリコン基板を使用して、こうしたサイズ低減の利点を、
ＭＯＳタイプ（金属酸化膜半導体）のシリコン・ベースＩＧＦＥＴの電気的性能が２～３
年ごとに倍になる例のように、極めて速い速度で実現してきた。しかし、国際半導体技術
ロードマップ（ＩＴＲＳ）では、そうしたシリコン・ベースＩＧＦＥＴ（例えばプレーナ
・バルク・シリコンＭＯＳ構造）の「従来型のスケーリング」が、この途切れのない進歩
の限界に直面し始めていると言及している。半導体業界がこのシリコン・ベースＩＧＦＥ
Ｔデバイスのスケーリングをどの程度推進させることができるかは不明であるが、現在の
技術発展の速度では、この「古典的な」シリコン・ベース手法による技術的に進んだノー
ドがあと４種しか可能にならないという了解がある。
【０００５】
　さまざまな半導体デバイスおよびオプトエレクトロニック・デバイスで使用する１つの
有望な材料は、ゲルマニウム（Ｇｅ）である。ゲルマニウムは、他の材料に比べて、非常
に高いキャリヤ移動度、および一般に優れた輸送特性を有する。例えば、シリコン（Ｓｉ
）に比べて、ゲルマニウムの電子移動度は２倍大きく、正孔移動度は４倍大きい。ゲルマ
ニウムはまた、比較的小さな吸収係数を有し、そのことがゲルマニウムを、光相互接続で
最終的に使用するモノリシック光検出器の集積に、魅力あるものにしている。さらに、シ
リコン上でのゲルマニウムの成長がうまくいけば、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）材料などの
光学活性材料の後続の成長が促進される。というのも、ゲルマニウムとＧａＡｓは、同じ
格子定数を有するためである。
【０００６】
　過去数十年間、研究者らは、ゲルマニウムを使用して、多くの場合、集積電子回路用途
および／または光回路用途向けのシリコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）を使用して、ＭＯＳ
タイプのトランジスタおよびコンデンサを作ろうと試みてきた。しかし、ゲルマニウム、
具体的にはシリコンと共に実施されるゲルマニウムのさまざまな問題は、難問であった。
例えば、ゲルマニウムとシリコンは異なる格子構造を有し、その結果、シリコン－ゲルマ
ニウム境界面は、一般に約４％の格子不整合を呈する。この格子不整合が、シリコン上に
ゲルマニウムをエピタキシアル成長させることを困難にしている。シリコン－ゲルマニウ
ム境界面からのゲルマニウムの結晶化は、一般に非エピタキシャルの、また他の、欠陥を
含んだ成長であることが特徴であった。得られるゲルマニウム結晶構造は、さまざまな実
施にしばしば望ましくない特性を呈する。例えば、そうした結晶成長には、一般に大きな
欠陥密度および表面粗さが伴い、それにより、ゲルマニウム・オン・インシュレータ（Ｇ
ＯＩ）用途のウエーハ・ボンディングなどのプロセス集積に困難が生じる。格子不整合の
ため、シリコン－ゲルマニウム境界面から生ずる欠陥は、一般に結晶成長面からゲルマニ
ウム材料の上面まで伝播する。このことが、デバイス特性の低下をもたらし得る。
【０００７】
　上述の問題は、ゲルマニウム、ならびに真性シリコンとゲルマニウムとのシリコン－ゲ
ルマニウム境界面、およびＧＯＩ構造（例えば、シリコン酸化物タイプの材料上のゲルマ
ニウム含有材料）と共に実施されたような、シリコンまたはゲルマニウムと他の材料とを
有する材料とその他とのシリコン－ゲルマニウム境界面の製作および実施を困難にしてき
た。シリコン－ゲルマニウム境界面が関係する以前の手法は一般に、シリコン（またはシ
リコン含有材料）上のゲルマニウム（またはゲルマニウム含有材料）の非常に薄い層に限
定されてきた。
【特許文献１】ＰＣＴ特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０２／１１７８５号
【特許文献２】国際公開ＷＯ０３／０９６３９０Ａ１号
【非特許文献１】Ａｍｍａｒ　Ｎａｙｆｅｈ、Ｃｈｉ　Ｏｎ　Ｃｈｕｉ、Ｔａｋａｏ　Ｙ
ｏｎｅｈａｒａ、およびＫｒｉｓｈｎａ　Ｃ．Ｓａｒａｓｗａｔ、「Ｆａｂｒｉｃａｔｉ
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ｏｎ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ－Ｑｕａｌｉｔｙ　ｐ－ＭＯＳＦＥＴ　ｉｎ　Ｇｅ　Ｇｒｏｗｎ　
Ｈｅｔｅｒｏｅｐｉｔａｘｉａｌｌｙ　ｏｎ　Ｓｉ」、ＩＥＥＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＮ　Ｄ
ＥＶＩＣＥ　ＬＥＴＴＥＲＳ、ＶＯＬ．２６、ＮＯ．５、２００５年５月
【非特許文献２】Ａｍｍａｒ　Ｎａｙｆｅｈ、Ｃｈｉ　Ｏｎ　Ｃｈｕｉ、Ｋｒｉｓｈｎａ
　Ｃ．Ｓａｒａｓｗａｔ、およびＴａｋａｏ　Ｙｏｎｅｈａｒａ、「Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏ
ｆ　ｈｙｄｒｏｇｅｎ　ａｎｎｅａｌｉｎｇ　ｏｎ　ｈｅｔｅｒｏｅｐｉｔａｘｉａｌ－
Ｇｅ　ｌａｙｅｒｓ　ｏｎ　Ｓｉ：Ｓｕｒｆａｃｅ　ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ　ａｎｄ　ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃａｌ　ｑｕａｌｉｔｙ」、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒ
ｓ、Ｖｏｌｕｍｅ　８５、Ｎｕｍｂｅｒ　１４、２００４年１０月４日
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、ゲルマニウムなど、欠陥の形成の影響を受けやすい基板様の材料を含む構造
が関係する、上記のタイプおよび関連するタイプの回路デバイス、ならびにそれらの製作
を対象とする。本発明は、いくつかの実装形態および応用例において例示され、それらの
一部は、以下に要約される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態例に関連して、不活性ガス・タイプのアニール・プロセスが、上述
の課題に関係する問題を軽減する（例えば低減する、または解消する）のに有用となり得
ることが分かっている。
【００１０】
　本発明の別の実施形態例に関連して、エピタキシャル・ゲルマニウムとシリコン基板と
の間の境界面に伴う欠陥を軽減する不活性ガス・タイプのアニール手法で、エピタキシャ
ル・ゲルマニウムがシリコン基板上に直接形成される。ゲルマニウムは、少なくとも２層
に形成され、第１の層が、シリコン基板上に直接形成され、水素などの不活性ガスの存在
下で後にアニールされる。次いで、ゲルマニウムからなる１層または複数層の追加層が、
第１のゲルマニウム層上に形成される。
【００１１】
　本発明の別の実施形態例によれば、半導体電子デバイスが、基板、基板上のアニールさ
れた下部ゲルマニウム層、および下部ゲルマニウム層上の上部ゲルマニウム層を含む。下
部ゲルマニウム層は、基板との境界面に、下部ゲルマニウム層と基板の間の格子不整合に
伴う欠陥を有する。上部ゲルマニウム層は、下部ゲルマニウム層のアニールによって促進
されたので、前記格子不整合に伴う欠陥が実質的にない。
【００１２】
　本発明の別の実施形態例によれば、半導体電子デバイスは、水素アニール手法を使用し
てシリコン含有材料上に成長させたゲルマニウム含有材料を含む。この手法により、表面
粗さならびに材料中のシリコン／ゲルマニウム境界面付近の不整合転位が軽減されること
が分かっている。ゲルマニウムの第１層をシリコン含有材料上に成長させ、シリコン／ゲ
ルマニウム境界面を形成している状態で、水素アニール・プロセスを伴うｉｎ－ｓｉｔｕ
でのゲルマニウムの多段階成長を、（例えば、化学気相成長（ＣＶＤ）手法を使用して）
ゲルマニウムを成長させる間に実施する。第１層のアニールは、シリコン／ゲルマニウム
境界面に伴う欠陥を、全体的に第１層に限定し、続いて形成され（て、アニールされ）る
ゲルマニウム層が、普通なら、シリコン／ゲルマニウム境界面に伴うはずの欠陥を比較的
少量有する。この手法により、シリコン基板上に、多くの電子、光、および他の半導体応
用例での使用に適した比較的薄い活性ゲルマニウム層（例えば、エピタキシャル・ゲルマ
ニウム層）を形成することが容易になる。
【００１３】
　本発明の別の実施形態例では、半導体電子デバイスは、上述のような不活性ガス・アニ
ール手法が関係する成長条件を特徴とする、ゲルマニウム－シリコン境界面を有する容量
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性構造を含む。一応用例では、容量性構造は、ＭＯＳ型デバイスを含む。
【００１４】
　本発明の上記の要約は、本発明の示される各実施形態またはあらゆる実装形態について
述べることを意図するものではない。これに続く図面および詳細な説明によって、これら
の実施形態をより詳細に示す。
【００１５】
　本発明は、本発明のさまざまな実施形態の詳細な説明を添付の図面に関連して考慮して
、より完全に理解することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明は、さまざまな変更形態および代替形態に適しているが、その詳細は、図面中に
例示してあり、また詳細に説明される。しかし、その意図は、本発明を、説明する特定の
諸実施形態に必ずしも限定するものではないことを理解されたい。それとは反対に、添付
の特許請求の範囲によって定義される本発明の精神および範囲内に含まれるあらゆる変更
形態、同等物、および代替手段を包含するものである。
【００１７】
　本発明は、ゲルマニウム含有容量性構造が関係するさまざまな異なる手法および構成に
適用できると考えられており、シリコンなど、他の基板タイプの材料と接したゲルマニウ
ムを使用する半導体回路に特に有用であることが分かっている。本発明は、そうした回路
タイプに必ずしも限定されないが、この文脈を使用したさまざまな例の議論によって、本
発明のさまざまな態様を理解することができる。
【００１８】
　本発明の一実施形態例によれば、ゲルマニウムをシリコンなどの基板上に成長させて、
成長したゲルマニウムを、ｉｎ－ｓｉｔｕでのアニール・プロセスにかける。いくつかの
応用例では、例えば高品質のヘテロエピタキシアル・ゲルマニウムを形成することによっ
て、表面粗さおよび／または不整合転位の軽減を促進するように、このアニール・プロセ
スを実施する。不整合転位を軽減する場合、いくつかの応用例では、約１×１０６ｃｍ－

２の密度など、比較的低い転位密度を呈する、アニールされたゲルマニウムの形成が関係
する。
【００１９】
　さまざまな応用例では、１つまたは複数の回路構成で、回路構造がその上に形成された
、上述のアニールされたゲルマニウム層を含むゲルマニウム基板を使用する。一例では、
絶縁（酸化物）層をゲルマニウム層上に形成し、上部導電性材料を絶縁層上に形成して、
金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）容量性デバイスを、アニールされたゲルマニウム基板上に形
成する。別の例では、金属－半導体－金属（ＭＳＭ）光デバイスを、アニールされたゲル
マニウム基板上に形成する。いくつかのＭＳＭおよび／または他の光デバイスでは、第１
のアニールされたゲルマニウム層（中に欠陥がある）と、デバイス（例えば、追加のゲル
マニウム内の）によって発生したキャリヤとの間のどんな相互作用も軽減する、または解
消する、追加のゲルマニウムの厚さを実現するように、追加のゲルマニウムを、初期のア
ニールされたゲルマニウム層の上に形成する。
【００２０】
　一実施形態では、ゲルマニウムが実質的に単結晶ゲルマニウムになるように、かつ／ま
たは、後続の、実質的に単結晶形状をとるゲルマニウムの層が促進されるように、比較的
薄いゲルマニウム層を基板に接触して形成した後に、ゲルマニウムをアニールする。いく
つかの応用例では、比較的薄いゲルマニウム層を、約２００ｎｍの厚さに形成し、別の応
用例では、ゲルマニウム層を、２００ｎｍ未満の厚さに形成する。
【００２１】
　いくつかの応用例では、上述したものに類似した、後続のゲルマニウムの成長工程およ
びアニール工程を、比較的薄いゲルマニウム層を形成した後に実施する。これらの後続の
工程により、後続の各ゲルマニウム層を下にあるアニールされたゲルマニウム層上に成長
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させて、基板上に直接形成された最初のゲルマニウム層上に追加のゲルマニウム層を形成
することが容易になる。成長とアニールとを繰り返す手法で形成される層の数は、ゲルマ
ニウム層の個々の特性を実現するものが選択される、かつ／またはこの手法が実施される
応用例に応じて選択される。
【００２２】
　一応用例では、上述のヘテロエピタキシアル・ゲルマニウムを、シリコンとゲルマニウ
ムの間の（約）４％の格子不整合に伴う表面粗さおよび不整合転位の問題を軽減する手法
を使用して、シリコン上に成長させる。ＣＶＤプロセスを使用して、シリコン上に初期ゲ
ルマニウム層を成長させ、それに続いてｉｎ－ｓｉｔｕでの水素アニールを実施する。追
加のゲルマニウム層を、層ごとにＣＶＤ堆積工程およびアニール工程を繰り返し使用して
形成する。後続の各ゲルマニウム層の厚さは（シリコン上に形成された初期層の場合と同
様に）、得られるシリコン－ゲルマニウム（ＳｉＧｅ）構造が実施されるべき特定の応用
例に役立つもの、ならびにＣＶＤ工程およびアニール工程用の利用可能な装置に都合の良
いものが、選択される。上記の一般的な例と同様に、成長とアニールとを繰り返す手法で
シリコンの上に形成されるゲルマニウム層の数は、ゲルマニウム層の個々の特性を実現す
るものが選択される、かつ／またはＳｉＧｅ構造が実施される応用例に応じて選択される
。
【００２３】
　別の実装形態では、上述のＳｉＧｅ構造中のゲルマニウム層のうち１層または複数層を
、約８２５℃の温度で水素アニールすることによって、アニール前のゲルマニウムの表面
粗さに比べて、約９０％の表面粗さの低減が実現される。いくつかの応用例では、表面粗
さを低減するこの手法を、下にある（例えばシリコン）基板上に直接形成された、最初に
形成されたゲルマニウム層と共に選択的に実施する。他の諸応用例では、この表面粗さを
低減する手法を、下にある基板と接する初期層の上に形成された、ゲルマニウムの上面層
と共に実施する。他の諸応用例では、初期層の上に形成された、ゲルマニウム材料からな
る１層または複数層の中間層を、その上への後続のゲルマニウム（または他の）層の形成
を促進するために、表面粗さを平滑にするように処理する。ゲルマニウム・リッチな境界
面についての概略は、「Ｈｉｇｈ－Ｋ　Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｆｏｒ　Ｔｈｅｒｍｏｄ
ｙｎａｍｉｃａｌｌｙ－Ｓｔａｂｌｅ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ－ｔｙｐｅ　Ｍａｔｅｒｉａ
ｌｓ」という名称の、ＰＣＴ特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０２／１１７８５号（国際公開ＷＯ
０３／０９６３９０Ａ１号）を参照することができる。これを、参照により本明細書に完
全に組み込む。
【００２４】
　いくつかの応用例では、Ｇｅ－Ｈクラスタ（ゲルマニウム－水素クラスタ）を、ゲルマ
ニウムに対するｉｎ－ｓｉｔｕでの水素の導入に関連して形成する。Ｇｅ－Ｈクラスタは
、ゲルマニウムに伴う拡散障壁を約７０ｍｅＶまで低下させるのに使用され、約８００℃
の温度で取り入れられる。拡散障壁がより低くなることによって、ゲルマニウム中の拡散
率および表面移動度の増大が促進され、それによりゲルマニウムの緩和、および格子不整
合に伴う欠陥の軽減が促進される。
【００２５】
　さまざまな実装形態では、ＭＯＳ型構造（例えば、コンデンサ、光学構造）の製作に関
連して、比較的平滑なゲルマニウム表面の形成を促進するために、上述のＧｅ－Ｈクラス
タ手法を実施する。特定の一実装形態では、一般に低いヒステリシスを有する所望の容量
－電圧（ＣＶ）特性を呈する、タングステン／ゲルマニウム（Ｗ／Ｇｅ）酸窒化物ゲート
・スタックを、上述のように成長させたゲルマニウム層を使用して形成し、Ｇｅ－Ｈクラ
スタ手法で処理する。
【００２６】
　本発明の別の実施形態例では、ゲルマニウム・オン・インシュレータ（ＧＯＩ）構造を
、上述の層状ゲルマニウムの成長／アニール・プロセスを使用して形成する。水素アニー
ルを、少なくとも第１のゲルマニウム層と共に実施し、第２のゲルマニウム層を、第１の
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ゲルマニウム層上に形成し、それが実質的に単結晶で無欠陥のゲルマニウムを呈する。い
くつかの応用例では、これらの層を用いて形成されたゲルマニウム構造を、Ｓｉ／ＳｉＯ

２タイプ基板などの基板に選択的に接合してＧＯＩ構造を形成する、または、ＧＯＩ構造
の絶縁性部分を構成する他の絶縁性タイプの基板に選択的に接合する。これらの手法は、
例えば、３次元構造の製作において、またシリコン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ）の
応用例など、絶縁体上に基板を乗せた別の応用例を使用して実施された他のものにおいて
有用である。
【００２７】
　ゲルマニウム・タイプの手法についての概略、および上述の応用例に関連して、かつ／
または本発明の他の諸実施形態例に関連して実施することのできる、ゲルマニウムを成長
させる手法についての特定の情報は、次の参考文献、Ａｍｍａｒ　Ｎａｙｆｅｈ、Ｃｈｉ
　Ｏｎ　Ｃｈｕｉ、Ｔａｋａｏ　Ｙｏｎｅｈａｒａ、およびＫｒｉｓｈｎａ　Ｃ．Ｓａｒ
ａｓｗａｔ、「Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ－Ｑｕａｌｉｔｙ　ｐ－ＭＯＳ
ＦＥＴ　ｉｎ　Ｇｅ　Ｇｒｏｗｎ　Ｈｅｔｅｒｏｅｐｉｔａｘｉａｌｌｙ　ｏｎ　Ｓｉ」
、ＩＥＥＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＮ　ＤＥＶＩＣＥ　ＬＥＴＴＥＲＳ、ＶＯＬ．２６、ＮＯ．
５、２００５年５月、ならびにＡｍｍａｒ　Ｎａｙｆｅｈ、Ｃｈｉ　Ｏｎ　Ｃｈｕｉ、Ｋ
ｒｉｓｈｎａ　Ｃ．Ｓａｒａｓｗａｔ、およびＴａｋａｏ　Ｙｏｎｅｈａｒａ、「Ｅｆｆ
ｅｃｔｓ　ｏｆ　ｈｙｄｒｏｇｅｎ　ａｎｎｅａｌｉｎｇ　ｏｎ　ｈｅｔｅｒｏｅｐｉｔ
ａｘｉａｌ－Ｇｅ　ｌａｙｅｒｓ　ｏｎ　Ｓｉ：Ｓｕｒｆａｃｅ　ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ　
ａｎｄ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｑｕａｌｉｔｙ」、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　
Ｌｅｔｔｅｒｓ、Ｖｏｌｕｍｅ　８５、Ｎｕｍｂｅｒ　１４、２００４年１０月４日、を
参照することができる。この両方を、参照により本明細書に完全に組み込む。
【００２８】
　図１は、本発明の別の実施形態例による、アニールされたゲルマニウム層を含む、ゲル
マニウム・ベース・デバイス１００を示す。デバイス１００は、シリコンなどの半導体材
料を有する基板１１０と、基板の上のゲルマニウム含有材料１２０とを含む。ゲルマニウ
ム含有材料１２０内で、ゲルマニウム含有材料と基板１１０の間の境界面１２２の付近が
、第１のアニールされたゲルマニウム含有層１２４である。ゲルマニウム含有層１２４の
アニール後の特性により、実質的にエピタキシャル・ゲルマニウムであり、境界面１２２
などの境界面付近でのゲルマニウムの成長に伴う欠陥が実質的にない、後続の上部ゲルマ
ニウム含有層１２６の成長が促進される。場合によっては、ゲルマニウム含有層１２４の
アニール後の特性により、前述のアニールを行わないそのようなゲルマニウム含有層の表
面に比べて、ゲルマニウム層境界面１２２に、粗さが少なくとも５０％低減された、また
場合によっては、少なくとも８０％低減された表面がもたらされる。
【００２９】
　一実装形態では、ゲルマニウム・ベース・デバイス１００は、基板１１０の上部１１２
内に、絶縁タイプの材料を含む。絶縁材料は、活性半導体層を絶縁するのに適した酸化シ
リコンなどの材料を含む組成を有する。この点において、ゲルマニウム含有材料１２０は
、上部１１２内の絶縁タイプの材料を伴って、ゲルマニウム・オン・インシュレータ構造
を形成する。この点において、ゲルマニウム含有材料１２０は、回路で、電極および／ま
たは他の回路がゲルマニウム含有材料上に形成されたＭＯＳ型デバイス用などの活性層と
して使用するのに適している。
【００３０】
　図２Ａ～２Ｃは、本発明の別の実施形態例による、さまざまな製作段階でのゲルマニウ
ム・ベース半導体デバイスの断面図を示す。図２Ａから始めると、シリコン、または（例
えば図１の場合と同様に、ＧＯＩの応用例との実施用に、上部の絶縁された部分を有する
）酸化物など別の材料を伴うシリコンなど、シリコン・ベースの組成を有するシリコン・
ウエーハ２００が、提供および／または製作される。
【００３１】
　図２Ｂでは、ゲルマニウムの堆積および成長に適した条件下（例えば、約４３０℃の温
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度）での、ゲルマン（ＧｅＨ４）などのゲルマニウム含有ガス導入によるものなどのＣＶ
Ｄ手法を使用して、薄いゲルマニウム層２１０を、シリコン・ウエーハ２００上に約２０
０ｎｍの厚さに成長させる。いくつかの応用例では、ゲルマニウムの堆積を、真性ゲルマ
ニウムの形成を促進するように実施し、別の諸応用例では、ドーパントを加える。高温（
例えば、少なくとも約５００℃、場合によっては約８２５℃）で水素を導入した状態で、
ゲルマニウム層２１０を水素アニール・プロセスにかける。アニールに関係する雰囲気圧
は、特定の応用例向けに選択され、場合によっては、約８０Ｔｏｒｒである。ゲルマニウ
ム層２１０と基板２００の間のシリコン－ゲルマニウム境界面２０５から一般に伝播する
欠陥は、アニールによって、そうした欠陥の閉込めに適したゲルマニウム中の特性ならび
にその上面に伴う特性（すなわち平滑性）が促進されて、ゲルマニウム層２１０に一般に
閉じ込められる。
【００３２】
　アニール中に、さまざまな手法のうちの１つまたは複数を使用して、図２Ｂのゲルマニ
ウム層２１０に水素を導入する。一手法例には、ガス・タイプの材料フィード（ｍａｔｅ
ｒｉａｌ　ｆｅｅｄ）を有するＣＶＤチェンバを使用することが関係する。ＣＶＤチェン
バは、その中でエピタキシアル・シリコンが、バルク・シリコン基板（この場合、シリコ
ン・ウエーハ２００と同種の）上に成長するような、半導体デバイス用のエピタキシアル
・シリコンを成長させるために使用されるものに類似したＣＶＤチャンバを使用して実施
してもよい。シリコン・ウエーハ２００は、そうしたＣＶＤチャンバ内に配置され、チャ
ンバ上で（例えば、約１０Ｔｏｒｒまで）真空に引かれる。真空に引かれている間、ゲル
マニウム含有ガスがシリコン・ウエーハ２００に導入され、ゲルマニウム層２１０が、境
界面２０５から成長する。ゲルマニウム層２１０が成長した後、水素ガスがチャンバ内に
導入されている間に、ＣＶＤチャンバを、アニール用の条件である約８２５℃の温度およ
び約８０Ｔｏｒｒの圧力にする。いくつかの応用例では、水素の導入前に、ＣＶＤチャン
バ内のゲルマニウム含有ガスを実質的に排気する。
【００３３】
　ゲルマニウム層２１０をアニールした後、図２Ｃに示すように、第２のゲルマニウム層
２２０を、ＣＶＤを使用して成長させる。第２のゲルマニウム層は、ゲルマニウム層２１
０の厚さよりも実質的に厚い。いくつかの応用例では、ゲルマニウム層２００を、約４０
０ｎｍの厚さに成長させる。別の諸応用例では、このゲルマニウム層を、約８００ｎｍの
厚さに成長させる。別の諸応用例では、このゲルマニウム層を、約１μｍ以上の厚さに成
長させる。図２Ｃの構成が、ＭＳＭ光検出器用などの光学系と共に実施される諸応用例で
は、第２のゲルマニウム層２２０を、その中のゲルマニウムが真性である状態で、約４μ
ｍ以上の厚さに形成する。この第２のゲルマニウム層２２０を、任意選択で、第１のゲル
マニウム層２１０に関連して上述した方式に類似する方式でアニールする。シリコン－ゲ
ルマニウム境界面（すなわち、境界面２０５）でのゲルマニウムの成長を特徴付ける欠陥
が、上述のように、第１のゲルマニウム層２１０に実質的に限定され、第２のゲルマニウ
ム層２２０は実質的に、エピタキシャルの、無欠陥のゲルマニウムとなる。
【００３４】
　一実装形態では、第１のゲルマニウム層２１０を、水素原子がゲルマニウム原子に付着
することによってゲルマニウムの拡散障壁が低減され、したがってゲルマニウムの表面移
動度が増大する、水素アニール・プロセスを使用して成長させる。第１の成長の後、第２
のゲルマニウム層２２０を、第１のゲルマニウム層２１０の成長条件と類似した成長条件
を使用して成長させ、それに続いて選択的に、温度および圧力がそれぞれ約７００℃およ
び約８０Ｔｏｒｒで、別の水素アニール・プロセスを実施する。第１のゲルマニウム層２
１０内の欠陥は一般に、シリコン－ゲルマニウム境界面２０５の付近に閉じ込められ、場
合によっては横に曲が（り、したがって、第１のゲルマニウム層の上部に到達することが
抑制され）る。シリコン－ゲルマニウム境界面２０５から離れた第１のゲルマニウム層２
１０の上部、ならびに第２のゲルマニウム層２２０は、実質的に無欠陥で、完全に緩和さ
れ、平滑な、単結晶ゲルマニウムを呈する。
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【００３５】
　図２Ｄ～２Ｇは、本発明の別の実施形態例による、さまざまな製作段階でのゲルマニウ
ム・ベース回路デバイスの断面図を示す。図２Ｄから始めると、シリコン、また場合によ
っては、半導体ウエーハ用バルク基板と共に実施されたような他の材料を含むシリコン基
板２３０が、提供および／または製作される。
【００３６】
　図２Ｅでは、ゲルマニウム含有材料２４０が、上述のＣＶＤタイプのプロセス、または
ゲルマニウムを堆積させるための別の適したプロセスを使用して、シリコン基板２３０上
に形成された。ゲルマニウムとシリコン基板２３０中のシリコンとの間の格子不整合を含
む状態のため、ゲルマニウム含有材料２４０は、ゲルマニウム含有材料中に示される傾斜
したすべり面に沿った不整合および貫通の状態に関係する、島状型の特徴および転位を呈
する。
【００３７】
　図２Ｆでは、図２Ｅのゲルマニウム含有材料２４０を、上述の手法を使用して水素中で
アニールして、アニールされたゲルマニウム含有層２５０を形成した。アニール手法は、
ゲルマニウムとシリコンの間の不整合および熱膨張係数の不一致によって引き起こされる
、傾斜したすべり面に沿った貫通転位のすべりを促進するように実施される。ゲルマニウ
ム含有層２５０は、シリコン基板２３０から拡散し、ＧｅｘＳｉ１－ｘ、ただし「ｘ」は
適当な整数、によって特徴付けることができる形をとるシリコンを含む。貫通転位のすべ
りおよびシリコンの拡散は、ゲルマニウム含有材料２４０中の不整合歪み状態の除去を促
進するように、アニール・プロセスで選択的に実施および制御され、それによりゲルマニ
ウム含有材料が効果的に緩和される。アニール中に実施される水素（または水素含有ガス
）は、ゲルマニウム含有層２５０の上面上の表面酸化物の形成を軽減または解消するもの
が選択される。
【００３８】
　図２Ｇでは、ゲルマニウム材料２６０を、ゲルマニウム含有層２５０の上面上に形成し
、実質的に単結晶のゲルマニウムの形成を促進するためにアニールする。欠陥は一般に、
ゲルマニウム含有層２５０、シリコン基板２３０との境界面付近、および（もしあれば）
最小量の欠陥でゲルマニウム材料２６０中に限定され、かつ／またはゲルマニウム材料２
６０中の欠陥がゲルマニウム含有層２５０の付近の下部に限定される。いくつかの実装形
態では、複数のゲルマニウム層を、第１のそうした層がゲルマニウム含有層２５０上に堆
積し、１層または複数層の追加層が第１のそうした層の上に形成された状態で、続いて堆
積させることによって、ゲルマニウム材料２６０を形成する。複数のゲルマニウムの層を
堆積してゲルマニウム材料２６０を形成する場合、それらの層間、および／またはゲルマ
ニウム材料の別の特性間で平滑な境界面を促進するために、追加のゲルマニウム層を堆積
させる前に各層を選択的にアニールにかける。
【００３９】
　図２Ｇの、得られるシリコン－ゲルマニウム（Ｓｉ－Ｇｅ）構造は、さまざまな電子デ
バイス、光デバイス、および他のデバイスのうち１つまたは複数との選択的な実施用に適
合される。一例では、ゲルマニウム材料２６０は、回路（例えば、相互接続または接点）
に結合され、活性半導体領域として使用される。ゲルマニウム含有層２５０の形成時に使
用された堆積およびアニール手法により、ゲルマニウムとシリコン基板２３０の間の境界
面での状態によって生じる欠陥の、一部または全部の閉込めが促進される。この点におい
て、ゲルマニウム材料２６０は、実質的に無欠陥であり（例えば、約１．５×１０６ｃｍ
－２未満の転位密度を有し）、回路または光デバイスのそうした活性領域での使用に適し
ている。
【００４０】
　いくつかの応用例では、図２Ｇの構造が使用される応用例に適合するように、ゲルマニ
ウム材料２６０をドープするか、そうでない場合は、ｉｎ－ｓｉｔｕで処理する。例えば
、Ｓｉ－Ｇｅ構造が、ｐ－ｎ－ｐまたはｎ－ｐ－ｎ型の構造と共に実施される場合、ゲル
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マニウム材料２６０をｎまたはｐに選択的にドープし、後続の（形成後の）ドーピング・
ステップを実施して、構造のｎおよび／またはｐ型部分を完全なものにする。ｉｎ－ｓｉ
ｔｕでの処理手法に適した他の構造例および応用例は、以下にさらに論じる追加の例およ
び／または図面に関連して実施することができる。
【００４１】
　図３は、さまざまな実施形態例に関連して、ＲＭＳ粗さの絶対値例（Ｒｒｍｓ）（左の
縦軸）を表すプロット３１０、ならびにＲｒｍｓの変化例（右の縦軸）を示すプロット３
２０を、いずれも５種の異なるアニール温度についての、ゲルマニウムに対する水素（Ｈ

２）アニール温度（横軸）の関数として示す。図示のさまざまなＨ２アニール温度および
温度範囲のうち１つまたは複数が、回路デバイス、光デバイス、および他のデバイスと共
に使用するゲルマニウム含有材料の形成において、上述のアニール手法と共に選択的に実
施される。例えば、１つのアニール手法は、水素を約８２５℃で使用するものであり、そ
れによりアニール・プロセスを行わないＲｒｍｓ（例えば、約２５ｎｍのＲｒｍｓ）に比
べて、約８８％の表面粗さ（Ｒｒｍｓ）の低減が促進される。
【００４２】
　図４は、本発明の別の実施形態例による、ｐ－ＭＯＳ型ゲルマニウム・ベース・デバイ
ス４００を示す。デバイス４００は、ｎ－ドープ・シリコン（ｎ－Ｓｉ）層４１０を含み
、その上にエピタキシャル・ゲルマニウム含有材料が形成される。エピタキシャル・ゲル
マニウム含有材料は、例えばＣＶＤと後続の水素中でのアニールを使用してｎ－Ｓｉ基板
４１０上に形成された、欠陥閉込めｎ－ゲルマニウム（ｎ－Ｇｅ）層４２０を含む。ｎ－
Ｇｅ層４２０の形成には、例えば、図面のうちの１つまたは複数に関連して上述した手法
に類似した手法が関係してよい。得られる（アニール後の）ｎ－Ｇｅ層４２０は、ｎ－Ｇ
ｅ層内のかなりの量の欠陥を、シリコン基板４１０との境界面付近の領域に全体的に閉じ
込めることを促進する特徴を呈する。
【００４３】
　活性ｎ－Ｇｅ層４３０を、ｎ－Ｇｅ層４２０上に配置し、２つのＰ＋ドープしたソース
／ドレイン型の領域４４０および４５０をその上面付近に形成する。ｎ－Ｓｉ基板４１０
、ｎ－Ｇｅ層４２０、およびｎ－Ｇｅ層４３０の一部または全部を、上述のｉｎ－ｓｉｔ
ｕでのドーピング手法を使用して、ｎ－型ドーパントでドープする。
【００４４】
　ｎ－Ｇｅ層４３０の領域４４５がソース／ドレイン型の領域４４０と４５０との間にチ
ャネルを形成している状態で、ゲート・スタック４９０を活性ｎ－Ｇｅ層４３０の上に形
成する。ゲート・スタック４９０は、さまざまな手法のうち１つまたは複数を使用して形
成された、ＧｅＯｘＮｙ誘電層４６０、ＳｉＯ２層４７０、およびｐ－ＳｉＧｅ電極４８
０を含む。一実装形態では、ＧｅＯｘＮｙ層４６０を、ＮＨ３手法（ＮＨ３　ａｐｐｒｏ
ａｃｈ）を使用して（例えば、ＮＨ３の存在下での急速熱処理手法によって）成長させ、
ＳｉＯ２層４７０を、低温酸化（ＬＴＯ）堆積手法を使用して形成し、ＳｉＧｅ電極４８
０を、（例えば、約５００℃での）ＣＶＤ中に、ｉｎ－ｓｉｔｕでのホウ素ドーピングに
よって形成する。
【００４５】
　ゲート・スタック４９０が形成された後、ソース／ドレイン型の領域４４０および４５
０を、ゲート・スタックをマスクとして使用して、（上述のように）ｐ－型材料でドープ
する。いくつかの応用例では、ドーピング・プロセス中に、マスキング材料を電極４８０
上に実施する。ソース／ドレイン型の領域４４０および４５０がドープされた後、４５０
℃の急速熱アニール（ＲＴＡ）を使用して、ドーパントを活性化させる。その後、例えば
ドープされた領域上にアルミニウムを用いたＬＴＯ堆積手法と、それに続いて４００℃の
フォーミング・ガス・アニール（ＦＧＡ）を使用して、接点をソース／ドレイン型の領域
４４０および４５０のうち１つまたは複数上に画定することができる。
【００４６】
　図５は、本発明の別の実施形態例による、ＭＳＭ－ＰＤ構成５００の断面図を示す。構
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成５００は、シリコン基板層５１０、ならびにエピタキシャル・ゲルマニウム層５２０お
よび５２２を含む。エピタキシャル・ゲルマニウム層５２０および５２２を、複数回のア
ニール手法を使用して、得られる厚さが約４．５μｍとなるように、シリコン基板層５１
０上に形成する。薄いゲルマニウム層５２０をシリコン基板層５１０上に直接形成し、ゲ
ルマニウム層５２２が実質的に無欠陥となるように、続いて形成されるゲルマニウム層５
２２内に欠陥が伝播するのを軽減するためにアニールする。
【００４７】
　ゲルマニウム層５２２を活性領域として使用して、ゲルマニウム層５２２上にあり、Ｓ
ｉＯ２などの絶縁材料を含む絶縁層５５０によって分離される、アノード５３０およびカ
ソード５４０と共にＭＳＭ－ＰＤを形成する。一実装形態では、アノード５３０およびカ
ソード５４０の一方または両方を、最初に３０００Å厚さの低温化学気相成長（ＬＴＯ）
酸化物層を４００℃で堆積させ、それに続いて金属電極を電子ビーム蒸着し、フォトレジ
スト・リフトオフすることによって、形成する。仕事関数を制御し、接着性を得るために
、約１５０ÅのＴｉ、Ｃｒ、またはＮｉが使用され、約３５０ÅのＡｕで覆って高速な測
定を促進する。
【００４８】
　上述のさまざまな実施形態は、例として提供されたものにすぎず、本発明を限定するも
のと解釈されるべきではない。上記の議論および説明図に基づき、本明細書に図示し説明
した諸実施形態例および諸応用例に厳密に従うことなく、本発明に対してさまざまな修正
および変更を加えることができることが、当業者には容易に理解されよう。そうした変更
には、例えば、さまざまな基板上にゲルマニウムを形成すること、ゲルマニウムとの格子
不整合を呈するシリコン以外の基板とのゲルマニウム基板の境界面の問題を軽減すること
、および上述の手法をゲルマニウムに代わる、かつ／またはゲルマニウムに関連して使用
される他の材料と共に使用することが含まれ得る。さらに、論じた実施形態例、実装形態
、および手法のうちのさまざまなものを、さまざまな応用例向けに実施することができる
。例えば、ｈｉｇｈ－ｋ（高誘電率）を含む先進のゲート誘電体が、成長後のゲルマニウ
ム層と共に選択的に実施される。本明細書で論じたように、ゲルマニウム酸窒化技術（Ｇ
ｅｒｍａｎｉｕｍ　Ｏｘｙｎｉｔｒｉｄｅ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）が、ゲルマニウムの
ＣＶＤに対して選択的に実施される。ＣＶＤベースのゲルマニウム層成長プロセスの後に
、ゲルマニウム、シリコン、およびＧａＡｓを統合するために、１層または複数層のゲル
マニウム層上にＧａＡｓを成長させることが選択的に続く。ゲルマニウム層／アニール手
法を用いて作ることのできるデバイスには、コンデンサ、ショットキー／ＰＮダイオード
、ゲルマニウム・ベースの光検出器、相互接続を含む光回路用の金属－半導体－金属（Ｍ
ＳＭ）デバイス、ＭＳＭ光検出器（ＭＳＭ－ＰＤ）、ならびにフォトニック、スピントロ
ニック、および他の応用例向けのゲルマニウム／シリコン量子井戸デバイスなどのゲルマ
ニウム・ベースＭＯＳ型デバイスが含まれる。さらに、本明細書で論じた諸実施形態例、
諸実装形態、および諸手法を、さまざまな組合せおよび関連する手法がさまざまな応用例
に合うように実施された状態で、互いに関連して使用してもよい。さらに、水素以外の不
活性ガスを必要とするような、他のアニール手法を実施してもよい。
［実験的手法］
　以下の実験の側面は、本発明の諸実施形態例、諸実装形態、および諸応用例のうち１つ
または複数に関連して、選択的に実施される。
手法１：
　厚さが約２００ｎｍのエピタキシャル・ゲルマニウム層を、４００℃、約１０Ｔｏｒｒ
の減圧で成長させる。エピタキシャル成長に続いてすぐに、５種の異なる水素アニールを
、それぞれに対応する約６００℃、７００℃、７２５℃、７６３℃、および８２５℃の温
度、および約８０Ｔｏｒｒの圧力で、約１時間実施する。表面粗さは、１０μｍ×１０μ
ｍの原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）走査を使用して、評価することができる。
手法２：
　約２００ｎｍのエピタキシャル・ゲルマニウム層を、ＣＶＤによって、抵抗率が約１～
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５Ω－ｃｍのバルク・シリコン・ウエーハ上に成長させる。ウエーハを、５０：１ＨＦ（
フッ化水素酸）中に約３０秒間浸漬し、エピタキシャル・リアクタ内に装填する。ウエー
ハを水素中で、９５０℃でベーキングして、表面上に残っている自然酸化物がないように
する。エピタキシャル・ゲルマニウムを約４００℃、約１０Ｔｏｒｒの減圧で成長させる
。エピタキシャル成長に続いて、５種の異なる水素アニールを、６００℃、７００℃、７
２５℃、７６３℃、および８２５℃の温度、約８０Ｔｏｒｒの圧力で、約１時間実施し、
比較のために１枚のウエーハをアニールしないままにしておく。１０μｍ×１０μｍのＡ
ＦＭ走査および断面高解像度走査電子顕微鏡（ＨＲ－ＳＥＭ）を使用して、表面粗さを観
察する。
手法３：
　ゲルマニウム層をシリコン基板上に形成し、水素中でアニールする。エピタキシャル・
ゲルマニウム（ｅｐｉ－Ｇｅ）層を、アニールされたゲルマニウム層上に形成し、堆積中
にｉｎ－ｓｉｔｕでｎ－型にドープし、それに続いて５０：１ＨＦ溶液とＤＩ水の間で繰
り返しリンスする。ｅｐｉ－Ｇｅ層を約８２５℃でアニールする。ＧｅＯｘＮｙを急速熱
処理（ＲＴＰ）システム内で、アンモニア（ＮＨ３）を使用して、８２５℃でアニールさ
れたｅｐｉ－Ｇｅ基板上に直接成長させ、５００Åのタングステン（Ｗ）電極を室温での
電子ビーム（ｅ－ｂｅａｍ）蒸着によって、シャドー・マスクを通して堆積させる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施形態例による、アニールされたゲルマニウム層を含む、ゲルマニ
ウム・ベース・デバイスの断面図である。
【図２Ａ】本発明の別の実施形態例による、さまざまな製作段階でのゲルマニウム・ベー
ス半導体デバイスの断面図である。
【図２Ｂ】本発明の別の実施形態例による、さまざまな製作段階でのゲルマニウム・ベー
ス半導体デバイスの断面図である。
【図２Ｃ】本発明の別の実施形態例による、さまざまな製作段階でのゲルマニウム・ベー
ス半導体デバイスの断面図である。
【図２Ｄ】本発明の別の実施形態例による、さまざまな製作段階でのゲルマニウム・ベー
ス回路デバイスの、断面図である。
【図２Ｅ】本発明の別の実施形態例による、さまざまな製作段階でのゲルマニウム・ベー
ス回路デバイスの、断面図である。
【図２Ｆ】本発明の別の実施形態例による、さまざまな製作段階でのゲルマニウム・ベー
ス回路デバイスの、断面図である。
【図２Ｇ】本発明の別の実施形態例による、さまざまな製作段階でのゲルマニウム・ベー
ス回路デバイスの、断面図である。
【図３】さまざまな実施形態例に関連して、ＲＭＳ粗さ（Ｒｒｍｓ）特性とアニール温度
の関係を表すプロット図である。
【図４】本発明の別の実施形態例による、ｐ－ＭＯＳ型ゲルマニウム・ベース・デバイス
を示す図である。
【図５】本発明の別の実施形態例による、ＭＳＭ－ＰＤ構成の断面図である。
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】
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【図２Ｄ】 【図２Ｅ】

【図２Ｆ】 【図２Ｇ】
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【図５】
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