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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　大バンドギャップ材料を有する下部バリア領域と、
　前記下部バリア領域上の、ゲルマニウムを有する量子井戸チャネル領域と、
　前記量子井戸チャネル領域上の、大バンドギャップ材料を有する上部バリア領域と、
　前記量子井戸チャネル領域上のスペーサ領域と、
　前記スペーサ領域上のエッチング停止領域であり、シリコンを有し且つゲルマニウムを
実質的に有しないエッチング停止領域と、
　前記エッチング停止領域上のゲート誘電体と、
　前記ゲート誘電体上のゲート電極と、
　を有し、
　前記ゲート電極の一方側に、且つ前記下部バリア領域、前記スペーサ領域及び前記エッ
チング停止領域の上に、第１のコンタクトスタックを更に有し、前記上部バリア領域は前
記第１のコンタクトスタックの一部であり、
　前記第１のコンタクトスタックは、
　　前記エッチング停止領域上の、シリコンゲルマニウムを有する上部スペーサ領域と、
　　前記上部スペーサ領域上のドープト領域であり、ボロンでドープされたシリコンゲル
マニウムを有するドープト領域と、
　　前記上部バリア領域上のコンタクト領域と
　を有する、
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　デバイス。
【請求項２】
　前記スペーサ領域はシリコンゲルマニウムを有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記ゲート誘電体は前記エッチング停止領域の直上にある、請求項１に記載のデバイス
。
【請求項４】
　前記エッチング停止領域は、シリコンを有する第１部分と、該第１部分上の第２部分と
を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記第２部分は二酸化シリコンを有する、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記ゲート誘電体は前記エッチング停止領域の前記第２部分の直上にある、請求項５に
記載のデバイス。
【請求項７】
　前記エッチング停止領域は２０Å未満の厚さを有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記上部バリア領域はシリコンゲルマニウムを有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記下部バリア領域はシリコンゲルマニウムを有する、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記下部バリア領域上のドープト領域であり、ボロンでドープされたシリコンゲルマニ
ウムを有するドープト領域と、
　前記ドープト領域の上且つ前記量子井戸チャネル領域の下の、シリコンゲルマニウムを
有する下部スペーサ領域と、
　を更に有する請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記下部バリア領域及び前記上部バリア領域は各々、シリコンゲルマニウムを有する、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記下部バリア領域はＩＩＩ－Ｖ族材料を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記下部バリア領域はＧａＡｓを有する、請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記上部バリア領域はＩＩＩ－Ｖ族材料を有する、請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記量子井戸チャネル領域の直上の領域と前記量子井戸チャネル領域の直下の領域との
双方が、前記量子井戸チャネル領域から離れた側で、より高い割合のシリコンを有し且つ
前記量子井戸チャネル領域に近い側で、より低い割合のシリコンを有したシリコンゲルマ
ニウムを有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記下部バリア領域が、前記量子井戸チャネル領域の直下の領域である、請求項１５に
記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記スペーサ領域が、前記量子井戸チャネル領域の直上の領域である、請求項１５に記
載のデバイス。
【請求項１８】
　前記ゲート誘電体は、第１の誘電率を有する第１の誘電体領域と、該第１の誘電体領域
上の、第２の誘電率を有する第２の誘電体領域とを有し、前記第２の誘電率は前記第１の
誘電率より高い、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項１９】
　前記下部バリア領域、前記量子井戸チャネル領域、前記上部バリア領域、前記スペーサ
領域、前記エッチング停止領域、前記ゲート誘電体、及び前記ゲート電極は全て、ｐ型ト
ランジスタの部分であり、当該デバイスは更にｎ型トランジスタを有し、
　前記ｎ型トランジスタは、
　　ＩＩＩ－Ｖ族材料を有する下部バリア領域と、
　　該下部バリア領域上の、ＩＩＩ－Ｖ族材料を有する量子井戸チャネル領域と、
　　該量子井戸チャネル領域上の、ＩＩＩ－Ｖ族材料を有する上部バリア領域と、
　　該量子井戸チャネル領域上にあり且つ該量子井戸チャネル領域と接触しないゲート誘
電体と、
　　該ゲート誘電体上のゲート電極と
　を有する、
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記下部バリア領域、前記量子井戸チャネル領域、前記上部バリア領域、前記スペーサ
領域、前記エッチング停止領域、前記ゲート誘電体、及び前記ゲート電極は全て、ｐ型ト
ランジスタの部分であり、当該デバイスは更にｎ型トランジスタを有し、
　前記ｎ型トランジスタは、
　　基板内のソース領域と、
　　前記基板内のドレイン領域であり、前記基板内且つ前記ソース領域と当該ドレイン領
域との間にチャネル領域がある、ドレイン領域と、
　　該チャネル領域上の、側壁を有するゲート誘電体と、
　　該ゲート誘電体上の、側壁を有するゲート電極と、
　　該ゲート誘電体と該ゲート電極との前記側壁に隣接するスペーサと
　を有する、
　請求項１に記載のデバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ゲルマニウムベースの量子井戸デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、大抵の集積回路は、周期表のＩＶ族元素であるシリコンに基づいている。非シリ
コン材料に基づく量子井戸トランジスタは、優れたデバイス性能を提供し得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ゲルマニウムベースの量子井戸デバイスが提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一態様において、デバイスは、大バンドギャップ材料を有する下部バリア領域と、前記
下部バリア領域上の、ゲルマニウムを有する量子井戸チャネル領域と、前記量子井戸チャ
ネル領域上の、大バンドギャップ材料を有する上部バリア領域と、前記量子井戸チャネル
領域上のスペーサ領域と、前記スペーサ領域上のエッチング停止領域であり、シリコンを
有し且つゲルマニウムを実質的に有しないエッチング停止領域と、前記エッチング停止領
域上のゲート誘電体と、前記ゲート誘電体上のゲート電極と含み得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】ゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバイスを例示する側断面図である
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。
【図２】基板上に形成されたバッファ領域を例示する側断面図である。
【図３】ゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバイスの他の一実施形態を例示す
る側断面図である。
【図４】ゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバイスの他の一実施形態を例示す
る側断面図である。
【図５】ゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバイスの他の一実施形態を形成す
るために使用され得る材料スタックを示す側断面図である。
【図６】ゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバイスを例示する側断面図である
。
【図７】一部の実施形態において存在するエッチング停止領域を例示する側断面図である
。
【図８】一実施形態においてエッチング停止領域のどの部分が変更され得るかを例示する
側断面図である。
【図９】本発明の他の一実施形態に従ったゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデ
バイスを例示する側断面図である。
【図１０】本発明の他の一実施形態に従ったゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタ
デバイスを例示する側断面図である。
【図１１】ＩＩＩ－Ｖ族材料を有するバッファ領域の複数の部分領域を例示する側断面図
である。
【図１２】１つ以上の一様でないバリア領域及び／又はスペーサ領域を有するゲルマニウ
ム量子井戸チャネルトランジスタデバイスを例示する側断面図である。
【図１２ａ】１つ以上の一様でないバリア領域及び／又はスペーサ領域を有するゲルマニ
ウム量子井戸チャネルトランジスタデバイスを例示する側断面図である。
【図１３】本発明の一実施形態に従った底部バリア領域の材料組成を例示するグラフであ
る。
【図１４】本発明の一実施形態に従ったスペーサ領域の材料組成を例示するグラフである
。
【図１５】本発明の一実施形態に従った底部バリア領域の材料組成を例示するグラフであ
る。
【図１６】本発明の一実施形態に従ったスペーサ領域の材料組成を例示するグラフである
。
【図１７】本発明の一実施形態に従った底部バリア領域の材料組成を例示するグラフであ
る。
【図１８】本発明の一実施形態に従ったスペーサ領域の材料組成を例示するグラフである
。
【図１９】本発明の一実施形態に従った底部バリア領域の材料組成を例示するグラフであ
る。
【図２０】本発明の一実施形態に従ったスペーサ領域の材料組成を例示するグラフである
。
【図２１】複数のゲート誘電体領域を有するゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタ
デバイスを例示する側断面図である。
【図２２】同一基板上にゲルマニウム量子井戸チャネル領域トランジスタとＩＩＩ－Ｖ族
材料量子井戸チャネル領域トランジスタとを備えたデバイスを例示する側断面図である。
【図２３】同一基板上にゲルマニウム量子井戸チャネル領域トランジスタと非量子井戸チ
ャネルトランジスタとを備えたデバイスを例示する側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　様々な実施形態において、ゲルマニウムチャネル量子井戸半導体デバイス及びその製造
法が説明される。以下の説明においては、様々な実施形態が記載される。しかしながら、
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当業者に認識されるように、それらの様々な実施形態は、具体的な詳細事項のうちの１つ
以上を用いずに実施されてもよいし、あるいはその他の置換及び／又は更なる方法、材料
若しくは構成要素を用いて実施されてもよい。また、発明の様々な実施形態の態様を不明
瞭にしないよう、周知の構造、材料又は処理については詳細には図示あるいは記載しない
こととする。同様に、発明の完全なる理解を提供するため、説明目的で、具体的な数、材
料及び構成が記載される。そうはいっても、本発明は具体的詳細事項を用いずに実施され
てもよい。また、理解されるように、図示される様々な実施形態は、例示のために表現さ
れたものであり、必ずしも縮尺通りに描かれていない。
【０００７】
　本明細書全体を通しての“一実施形態”又は“或る実施形態”への言及は、その実施形
態に関連して説明される特定の機能、構造、材料又は特徴が、本発明の範囲に入る少なく
とも１つの実施形態に含まれることを意味するものであり、それらが必ず全ての実施形態
に存在することを表すものではない。故に、本明細書を通して様々な箇所で“一実施形態
において”又は“或る実施形態において”という言い回しが現れることは、必ずしも、本
発明の同一の実施形態に言及しているわけではない。また、それらの特定の機能、構造、
材料又は特徴は、１つ以上の実施形態において好適に組み合わされ得る。様々な追加の層
及び／又は構造が含められてもよく、且つ／或いは、記載された特徴が他の実施形態では
省略されてもよい。
【０００８】
　様々な処理が、発明を理解する上で最も有用な方法にて、複数の別々の処理として次々
に説明される。しかしながら、説明の順序は、それらの処理が必ず順序に応じたものであ
ることを意味するものとして解釈されるべきでない。特に、それらの処理は提示の順序で
実行されなくてもよい。記載の処理は、記載の実施形態とは異なる順序で、順次に、ある
いは並行して、実行されてもよい。更なる実施形態において、様々な追加の処理が実行さ
れてもよく、且つ／或いは記載の処理が省略されてもよい。
【０００９】
　図１は、本発明の一実施形態に従ったゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバ
イス１００を例示する側断面図である。図示した実施形態において、デバイス１００は基
板１０２を含んでいる。基板１０２は、その上にデバイス１００が形成され得る如何なる
材料又は材料群であってもよい。一部の実施形態において、基板１０２は、実質的に単結
晶のシリコン材料、ドープされた実質的に単結晶のシリコン材料、多結晶基板若しくは多
層基板、又は半導体・オン・インシュレータ基板とし得る。基板１０２は、一部の実施形
態においてシリコンを有していなくてもよく、それに代えて、例えばＧｅ、ＧａＡｓ又は
ＩｎＰなどの異なる基板材料を有していてもよい。基板１０２は、１つ以上の材料、デバ
イス又は層（レイヤ）を含んでいてもよく、あるいは、複数の層を有しない単一材料であ
ってもよい。
【００１０】
　デバイス１００が形成されることになる基板１０２の表面は、約１Ωｃｍと約５０，０
００Ωｃｍとの間の抵抗を有し得る。高い抵抗率は、約１０１６キャリア／ｃｍ３未満の
低いドーパント濃度によって達成され得る。他の実施形態において、基板１０２は異なる
抵抗率を有していてもよく、その抵抗はその他の方法で達成されてもよい。
【００１１】
　図示した実施形態において、基板１０２上にバッファ領域１０４がある。バッファ領域
１０４は、基板１０２とバッファ領域１０４上の領域との間の格子不整合に適応して格子
転位及び欠陥を閉じ込めるように機能し得る。
【００１２】
　図示した実施形態において、バッファ領域１０４上に下部バリア領域１０６があり、下
部バリア領域１０６上にチャネル領域１０８があり、チャネル領域１０８上に第１のスペ
ーサ領域１１０があり、スペーサ領域１１０上にドープされた領域（ドープト領域）１１
２があり、ドープト領域１１２上に上部バリア領域１１４がある。
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【００１３】
　下部バリア領域１０６は、チャネル領域１０８が有する材料より高いバンドギャップを
有する材料を有し得る。下部バリア領域１０６は、例示の実施形態においてはシリコン及
びゲルマニウムを有するが、他の実施形態においては、例えばＩｎＡｌＡｓ、ＩｎＧａＡ
ｓ、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＩｎＡｌＳｂ又はＩｎＰなど、その他の材料を有していて
もよい（なお、これと同様の様々な材料が、例えばスペーサ領域及びバリア領域などのデ
バイス１００のその他の領域に使用され得る）。下部バリア領域１０６がＳｉＧｅを有す
る実施形態において、様々なＳｉ／Ｇｅ比が用いられ得る。一実施形態において、底部バ
リア領域は、比が５０％Ｓｉ－５０％ＧｅのＳｉＧｅを有する。他の実施形態において、
この比は、チャネル領域１０８に歪みを与えるため、あるいはその他の理由で選択され得
る。例えば、一実施形態において、底部バリア領域１０６は７０％ＳｉＧｅ－３０％Ｓｉ
を有する。他の一実施形態において、底部バリア領域１０６は、６０％と８０％との間の
ＳｉＧｅと、４０％と２０％との間のＳｉとを有する。他の実施形態においては異なる比
が用いられてもよい。
【００１４】
　下部バリア領域１０６はドープされることもあるし、ドープされない（アンドープ）こ
ともある。下部バリア領域１０６を形成することには、好適な如何なる方法が用いられて
もよい。一部の実施形態において、下部バリア領域１０６は約１μｍと３μｍ若しくはそ
れ未満との間の厚さを有し得る。一実施形態において、下部バリア領域１０６は約５００
ｎｍ未満の厚さを有し、他の一実施形態において、下部バリア領域１０６は約１００ｎｍ
の厚さを有し、他の実施形態において、それは更なる他の厚さを有し得る。
【００１５】
　チャネル領域１０８は量子井戸チャネル領域１０８とし得る。量子井戸チャネル領域１
０８はＧｅを有する。一実施形態において、チャネル領域は実質的に全てがＧｅからなる
。他の実施形態においては、チャネル領域１０８の組成の一部として、例えばＳｉなどの
その他の材料が存在してもよい。上述のように、量子井戸チャネル領域１０８は、当該チ
ャネル領域１０８に隣接する層（例えば底部バリア領域１０６など）との格子サイズの不
整合によって歪まされてもよい。一部の実施形態において、チャネル領域１０８は歪まさ
れない。量子井戸チャネル領域１０８を形成することには、好適な如何なる方法が用いら
れてもよい。一部の実施形態において、量子井戸チャネル領域１０８は約３ｎｍと２０ｎ
ｍとの間の厚さを有し得るが、他の一実施形態においては、それより小さい、あるいは大
きい厚さを有し得る。一実施形態において、量子井戸チャネル領域１０８は約１０ｎｍの
厚さを有する。
【００１６】
　第１のスペーサ領域１１０は、一実施形態において下部バリア領域１０６と同一あるい
は同様の材料を有することができ、他の一実施形態においてアンドープの真性ＳｉＧｅを
有することができ、他の実施形態において異なる材料を有することができる。第１のスペ
ーサ領域１１０は、好適な如何なる方法で形成されてもよい。一実施形態において、第１
のスペーサ領域１１０は約５ｎｍ未満の厚さを有する。他の一実施形態において、第１の
スペーサ領域１１０は約２ｎｍの厚さを有する。他の実施形態において、第１のスペーサ
領域１１０はその他の厚さを有していてもよい。
【００１７】
　ドープト領域１１２は、スペーサ領域１１０の上にあり、一実施形態において、デバイ
ス１００の設計とデバイス１００のターゲット閾値電圧とに従ってドープされる。なお、
ここで使用される“ドープト領域１１２”なる用語は、様々な実施形態において、変調ド
ープ領域、デルタドープ領域、又は別タイプのドープト領域となり得る。
【００１８】
　ドープト領域１１２は、スペーサ領域１１０と実質的に同じ材料を有することができ、
ドーパント又はドーパント群が追加される。例えば、スペーサ領域１１０がＳｉＧｅを有
する一実施形態において、ドープト領域１１２も、ドーパントが追加されたＳｉＧｅを有
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する。ドープト領域１１２に使用されるドーパントはボロン又は別のｐ型ドーパントとし
得る。ドープト領域１１２には、一部の実施形態において約１×１０１１／ｃｍ２から約
８×１０１２／ｃｍ２の間、他の実施形態において略ゼロ（アンドープ）と５×１０１３

／ｃｍ２との間、のドーパント密度が存在し得るが、更なる他の実施形態においては、異
なるドーパント密度が使用されてもよい。ドーパントの密度は、デバイス１００の設計と
デバイスのターゲット閾値電圧とに基づいて選択され得る。他の一実施形態において、ド
ープト領域１１２は、ドープされたＳｉＧｅとは異なる材料を有していてもよい。一部の
実施形態において、ドープト領域１１２は約５０Å未満の厚さを有し得る。他の一実施形
態において、ドープト領域１１２は約２０Å又はそれ未満の厚さを有する。他の実施形態
において、ドープト領域１１２はその他の厚さを有していてもよい。
【００１９】
　図１に示したデバイス１００において、ドープト領域１１２の上に上部バリア領域１１
４が存在している。上部バリア領域１１４は、一実施形態においてアンドープの真性Ｓｉ
Ｇｅを有し、他の実施形態において様々な比のシリコン及びゲルマニウムを有し、他の一
実施形態においてＳｉを有し、他の実施形態においてその他の材料を有し、更なる他の実
施形態において、下部バリア領域１０６及び／又はスペーサ領域１１０と実質的に同じ材
料で構成され得る。上部バリア領域１１４は、一実施形態において、チャネル領域１０８
より大きいバンドギャップを持つ材料を有し得る。上部バリア領域１１４は好適な如何な
る方法によって形成されてもよい。一実施形態において、上部バリア領域１１４は約５ｎ
ｍ未満の厚さを有する。他の一実施形態において、上部バリア領域１１４は約２ｎｍの厚
さを有する。他の実施形態において、上部バリア領域１１４はその他の厚さを有していて
もよい。この厚さは、デバイス１００のターゲット閾値電圧に基づいて選定され得る。
【００２０】
　一実施形態において、スペーサ領域１１０、ドープト領域１１２及び上部バリア領域１
１４は、連続した成長プロセスを用いて形成され得る。例えば、スペーサ領域１１０はＳ
ｉＧｅを有し、チャンバー内で形成されることができる。ドープト領域１１２を形成する
ため、前駆物質フロー（流）が、ドーパントを含むように変更される。上部バリア領域１
１４を形成するため、前駆物質フローは再び、スペーサ領域１１０を形成するために使用
されたものに変更される。他の実施形態においては、領域群を形成するための異なる手法
が用いられてもよく、領域１１０、１１２、１１４はそのような同様の組成を有しなくて
もよい。
【００２１】
　図示した実施形態において、上部バリア領域１１４上にゲート誘電体１１６が存在し、
ゲート誘電体１１６上にゲート１１８が存在している。ゲート誘電体１１６は、高い誘電
率を持つ材料（ｈｉｇｈ－ｋ誘電体）を有し得る。ゲート誘電体１１６は、例えばＡｌ２

Ｏ３などの高誘電率材料（ｈｉｇｈ－ｋ誘電体）を有し得るが、他の実施形態においては
、例えばＬａ２Ｏ３、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、Ｔａ２Ｏ５などのその他の材料、例えばＬａ
ＡｌｘＯｙ、ＨｆｘＺｒｙＯｚ若しくはその他の材料などの三重複合体が用いられ得る。
ゲート誘電体がＡｌ２Ｏ３である実施形態において、Ａｌ２Ｏ３は、一実施形態において
、ＡＬＤプロセスでトリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）及び水の前駆物質を用いて堆積さ
れ得る。しかしながら、それを形成するその他の方法が用いられてもよい。一実施形態に
おいてゲート誘電体１１６は約０．７ｎｍと５ｎｍとの間の厚さを有し、他の一実施形態
においてゲート誘電体１１６は５ｎｍ未満の厚さを有し、他の実施形態においてゲート誘
電体１１６は異なる厚さを有し得る。
【００２２】
　ゲート１１８は、例えばＰｔ／Ａｕ、Ｔｉ／Ａｕ、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ、又はその他の材
料若しくは材料群などの金属含有材料を有し得る。様々な実施形態において、ゲート１１
８の材料又は材料群は、所望の仕事関数を提供するように選択され得る。ソース領域１２
０及びドレイン領域１２２がゲート誘電体１１６及び／又はゲート１１８に隣接して形成
され得る。一実施形態において、ソース及びドレイン領域はＮｉＧｅＡｕを有し得る。他
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の一実施形態において、ソース及びドレイン領域はＴｉＰｔＡｕを有し得る。他の実施形
態において、ソース及びドレイン領域１２０、１２２は他の材料若しくは材料群を有して
いてもよい。
【００２３】
　図２は、一実施形態における、基板１０２上に形成されたバッファ領域１０４を例示す
る側断面図である。バッファ領域１０４は、基板１０２とバッファ領域１０４上の領域と
の間の格子不整合に適応して格子転位及び欠陥を閉じ込めるように機能し得る。図示した
実施形態において、バッファ領域１０４は、第１のバッファ領域１３０及び第２のバッフ
ァ領域１３２という複数の領域を有しているが、他の実施形態において、バッファ領域１
０４は異なる数の領域を有していてもよいし、単に単一の領域であってもよい。
【００２４】
　一実施形態において、基板１０２はシリコンを有し、底部バリア領域１０６はＳｉＧｅ
を有し、第１及び第２のバッファ領域１３０、１３２は、シリコンと、異なる量のゲルマ
ニウムとを有する。例えば、一実施形態において、第１のバッファ領域１３０は、残りは
全てシリコンとして３０％のＳｉＧｅを有し、第２のバッファ領域１３２は、残りは全て
シリコンとして７０％のＳｉＧｅを有する。このような構成は、Ｇｅの量が増大する別々
の領域を有した、階段状バッファ領域１０４である。他の実施形態において、３段階以上
のバッファ領域及び／又は材料含有量の異なる変化が存在してもよい。
【００２５】
　他の一実施形態においては、複数の階段状のバッファ領域ではなく、単一の傾斜バッフ
ァ領域１０４が存在する。傾斜バッファ領域１０４はＳｉｘＧｅ１－ｘを有し、ｘは、基
板１０２に隣接するバッファ領域１０４の底部における１（又は、その他の選択された開
始量）と、底部バリア領域１０６に隣接するバッファ領域１０４の頂部における０．５（
又は、その他の選択された終了量）との間の範囲である。
【００２６】
　更なる他の一実施形態においては、基板１０２に隣接するバッファ領域１０４の底部か
ら底部バリア領域１０６に隣接するバッファ領域１０４の頂部までの全体で実質的に一様
な（真性の、あるいはＳｉ若しくは他の材料との選択された比の）ＳｉＧｅ組成を有した
、単一の非傾斜バッファ領域１０４が存在する。
【００２７】
　基板１０２及び／又は底部バリア領域１０６内に異なる材料を有する実施形態において
、バッファ領域１０４はまた、バッファ領域１０４の底部と比較して低減された欠陥を有
する緩和された頂部を形成するように選択された異なる材料を有していてもよい。例えば
、底部バリア領域１０６がＧａＡｓを有する一実施形態において、バッファ領域１０４の
頂部は、ＧａＡｓに実質的に格子整合されるＧｅを有していてもよい。バッファ領域１０
４は、故に、基板１０２から離れるにつれてＧｅが増加し且つＳｉが減少するように傾斜
されてもよいし、基板１０２から離れるにつれてより多くのＧｅとより少ないＳｉとを有
するように階段状にされてもよいし、あるいは単純にＧｅの層であってもよい。他の材料
構成において、異なる材料及び緩衝を有する複数の異なる領域１０４が用いられてもよい
。
【００２８】
　バッファ領域１０４（及び、部分領域１３０、１３２）は、殆どの欠陥がその底部に存
在し、その頂面には存在しないようにするのに十分な厚さを有し得る。バッファ領域１０
４を形成することには、好適な如何なる方法が用いられてもよい。
【００２９】
　一部の実施形態において、バッファ領域１０４はまた、第１のバッファ領域１３０と基
板１０２との間に核形成領域を含み得る。例えば、或る実施形態は、オフカットの微斜面
の表面を有する基板１０２と、例えばＧａＡｓなどのＩＩＩ－Ｖ族材料のバッファ領域１
０４とを有し得る。核形成領域は、一実施形態においてガリウム砒素を有するが、他の実
施形態においては、ＧａＳｂ又はＡｌＳｂなどのその他の材料が用いられてもよい。（な
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お、ここでは、下付き文字を用いずに元素によって材料が表記されるとき、そのような表
記は、その元素の如何なる混合率をも包含する。例えば、“ＩｎＧａＡｓ”はＩｎｘＧａ

１－ｘＡｓを包含し、ｘはゼロ（ＧａＡｓ）と１（ＩｎＡｓ）との間の範囲である。同様
に、ＩｎＡｌＡｓはＩｎ０．５２Ａｌ０．４８Ａｓを包含する。）これは、分子線エピタ
キシ（ＭＢＥ）、マイグレーション・エンハンスト・エピタキシ（ＭＥＥ）、有機金属化
学気相成長（ＭＯＣＶＤ）、原子層エピタキシ（ＡＬＥ）、化学ビームエピタキシ（ＣＢ
Ｅ）、又は他の好適手法によって形成される。これは、形成後に、転位を減少させるため
にアニールされてもよい。これは、一部の実施形態において約１０００Å未満の厚さを有
し、一部の他の実施形態において約５００Å未満の厚さを有する。一実施形態において、
核形成領域は約３００Åの厚さを有する。基板１０２が微斜面シリコン材料である実施形
態において、核形成領域は、シリコン基板１０２の全てのテラス（台地）を充たすように
十分に厚くされ得る。代替的な一実施形態において、好適なその他の核形成領域材料又は
厚さが用いられてもよく、あるいは核形成領域は省略されてもよい。
【００３０】
　このような、Ｇｅベースの量子井戸チャネル領域１０８を有するデバイスは、その他タ
イプのトランジスタより良好な性能をもたらすｐ型トランジスタを提供し得る。
【００３１】
　図３は、本発明の一実施形態に従ったゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバ
イス１００を例示する側断面図である。図３のデバイス１００は、図１のデバイスと同様
であるが、ドープト領域１１２及びスペーサ領域１１０を、チャネル領域１０８の上では
なく、チャネル領域１０８の下に有している。これは、チャネル領域１０８がゲート１１
８に一層と近くなることを可能にし、性能向上をもたらし得る。
【００３２】
　図４は、本発明の一実施形態に従ったゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバ
イス１００を例示する側断面図である。図４のデバイス１００は、図１のデバイスと同様
であるが、デバイス１００を形成するための材料スタック（積層体）内に、ドープト領域
１１２及びスペーサ領域１１０を欠いている。代わりに、デバイス１００内の別の場所に
ドープト領域１１１が存在し、ドープト領域１１１は、ゲート誘電体１１６及びゲート１
１８の形成後に形成され得る。図示した実施形態において、ゲート１１８のそれぞれの側
にスペーサが存在し、スペーサとコンタクトスタックとの間にドープト領域１１１が存在
している。このようなデバイスにおけるドープト領域１１１は、様々な大きさ、形状及び
配置を有することができ、また、このような代替デバイスにおいてスペーサは存在しても
しなくてもよい。材料スタックの一部としてのブランケット（全面）層ではないドープト
領域１１１を備えたデバイス１００を形成することは、デバイスの製造を単純化し得る。
【００３３】
　図５は、ゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバイスの他の一実施形態を形成
するために使用され得る材料スタックを示す側断面図である。この材料スタックは、基板
２０２、バッファ領域２０４、下部バリア領域２０６、チャネル領域２０８、第１のスペ
ーサ領域２１０、ドープト領域２１２及び上部バリア領域２１４を含んでおり、これらは
それぞれ、上述の基板１０２、バッファ領域１０４、下部バリア領域１０６、チャネル領
域１０８、スペーサ領域１１０、ドープト領域１１２及び上部バリア領域１１４と同様と
し得る。図示した実施形態はまた、第１のスペーサ領域２１０の上のエッチング停止領域
２４０と、エッチング停止領域２４０の上且つドープト領域２１２の下の上部スペーサ領
域２４２とを含んでいる。
【００３４】
　一実施形態において、スペーサ領域２１０はＳｉＧｅを有し、エッチング停止領域２４
０はシリコンを有し且つゲルマニウムを実質的に含まず、上部スペーサ領域２４２はＳｉ
Ｇｅを有する。一部の実施形態において、上部スペーサ領域２４２及び下部スペーサ領域
２１０は実質的に同じ材料からなるが、他の実施形態において、これら２つの領域２１０
、２４２の組成は相違していてもよい。一部の実施形態において、スペーサ領域２１０、
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２４２及びエッチング停止領域２４０の材料は、選択された１つ以上のエッチャントを用
いたときに、第１のスペーサ領域２１０とエッチング停止領域２４０との間、及びエッチ
ング停止領域２４０と上部スペーサ領域２４２との間に、エッチング選択性をもたらすよ
うに選択される。上部スペーサ２４２がＳｉＧｅを有し且つエッチング停止領域２４０が
Ｇｅを有する一実施形態において、上部スペーサ領域２４２を除去し且つエッチング停止
領域２４０で停止することになるエッチャントとして、水酸化カリウムが選択され得る。
他の実施形態においては、その他のエッチャント及び／又は材料が用いられてもよい。一
実施形態において、エッチング停止領域２４０及び下部スペーサ領域２１０は何れも薄い
。例えば、エッチング停止領域２４０は１０Å厚又はそれ未満であり、第１のスペーサ領
域２１０も１０Å厚又はそれ未満である。他の実施形態において、エッチング停止領域２
４０及び第１のスペーサ領域２１０の何れか又は双方は、より大きい厚さを有していても
よい。
【００３５】
　図５に示した実施形態においては、上部バリア領域２１４上のコンタクト領域２４４も
存在している。このコンタクト領域２４４は、ソース及びドレインのコンタクトを形成す
るために使用され得る。一実施形態において、コンタクト領域２４４は、ｐ＋ドープされ
たＳｉＧｅ材料を有し、ドーパントとしてボロンを約１×１０１９／ｃｍ３から約１×１
０２２／ｃｍ３の間の密度で有し得る。他の実施形態においては、その他のドーパント、
その他の濃度、及びＳｉＧｅ以外のその他の材料が用いられてもよい。
【００３６】
　図６は、本発明の一実施形態に従ったゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバ
イス２００を例示する側断面図である。このデバイス２００は、図５に示した材料スタッ
クから形成されることができ、また、図１のデバイス１００に関して説明したものと同様
のゲート誘電体２１６及びゲート２１８を有し得る。デバイス２００はリセスゲート２１
８を有している。上部スペーサ領域２４２とエッチング停止領域２４０との間にエッチン
グ選択性が存在するので、上部スペーサ領域２４２は、チャネル領域２０８とゲート誘電
体２１６との間に薄いエッチング停止領域２４０及び第１のスペーサ領域２１０のみを残
すように除去され得る。エッチング停止領域２４０を欠いた例えばデバイス１００などの
実施形態では、（図６のチャネル領域２０８ほど）ゲート１１８に近いチャネル領域１０
８を得るのは一層困難であり、故に、図６のデバイス２００を用いると、より良好な性能
を達成することが容易となり得る。
【００３７】
　また、ＳｉＧｅ上にｈｉｇｈ－ｋゲート誘電体２１６を形成することは困難であり得る
。例えばシリコンなどの異なる材料を有するエッチング停止領域２４０の存在は、仮にデ
バイス２００がエッチング停止領域２４０を欠いている場合より遙かに容易にｈｉｇｈ－
ｋゲート誘電体２１６を形成することを可能にし得る。
【００３８】
　ゲート誘電体２１６及びゲート２１８の下ではない更なる領域が、ゲート誘電体２１６
及びゲート２１８に隣接している。図示した実施形態において、これら更なる領域は、上
部スペーサ領域２４２の残存部と、上部スペーサ領域２４２上のドープト領域２１２の残
存部と、ドープト領域２１２上の上部バリア領域２１４の残存部と、上部バリア領域２１
４上のコンタクト領域２４４の残存部とを含んでいる。これら更なる領域はコンタクトス
タックと考えることができ、図６においては、ゲート誘電体２１６及びゲート２１８のそ
れぞれの側にコンタクトスタックが示されている。
【００３９】
　図７は、一部の実施形態において存在するエッチング停止領域２４０を例示する側断面
図である。図７に示すように、エッチング停止領域２４０は複数の領域を含んでいてもよ
い。一実施形態において、エッチング停止領域２４０は、第１のＳｉ領域２４６と第２の
二酸化シリコン領域２４８とを含み得る。第２の二酸化シリコン領域２４８は、エッチン
グ停止領域２４０上の上部スペーサ領域２４２の一部を除去してエッチング停止領域２４
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０のその部分を露出させた後に、エッチング停止領域２４０のシリコンを酸化することに
よって形成され得る。図７に例示するように、エッチング停止領域２４０の上部のみが酸
化されるが、他の実施形態においては、ゲート２１８の下のエッチング停止領域２４０が
シリコン領域２４６を有しないように、エッチング停止領域２４０の厚さ全体が酸化され
てもよい。このような二酸化シリコン領域２４８は、例えば、所望のゲート誘電体２１６
材料を形成するのがシリコン上よりも二酸化シリコン上の方が容易である場合などに形成
され得る。他の実施形態において、ゲート２１８下のエッチング停止領域２４０の一部又
は全てに、付加、削除又は材料変更によって様々な変更が行われ得る。
【００４０】
　図８は、一実施形態においてエッチング停止領域２４０のどの部分が変更され得るかを
例示する側断面図である。領域２４０ａはシリコンのままとされ、ゲート２１８の下にな
る領域２４０ｂは上述のように変更され得る。上述のように、領域２４０ｂの厚さ全体が
変更され（例えば、シリコンから二酸化シリコンに変換され）てもよいし、厚さの一部の
みが変更されてもよい。他の実施形態において、エッチング停止領域２４０の変更領域２
４０ｂ及び非変更領域２４０ａは異なる箇所にあってもよく、一部の実施形態において、
エッチング停止領域２４０は変更領域２４０ｂを全く有しなくてもよい。
【００４１】
　図９は、本発明の他の一実施形態に従ったゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタ
デバイス２００を例示する側断面図である。デバイス２００は、図６のデバイス２００と
同様であるが、スペーサ領域２１０及びドープト領域２１２を、チャネル領域２０８の上
ではなく、チャネル領域２０８の下に有している。この一実施形態において、ドープト領
域２１２は、コンタクトスタックの端部で終了することなくゲート２１８の下方にも存在
するように横方向に延在している。
【００４２】
　更なる他の一実施形態（図示せず）において、そのデバイスは図９のデバイス２００と
同様であるが、ドープト領域２１２及びスペーサ領域２１０を欠いている。代わりに、図
４に示したデバイス１００のドープト領域１１１と同様に、デバイス内の別の場所にドー
プト領域が存在する。
【００４３】
　図１０は、本発明の他の一実施形態に従ったゲルマニウム量子井戸チャネルトランジス
タデバイス３００を例示する側断面図である。図１０のデバイス３００において、バッフ
ァ領域３０４、バリア領域３０６、３１４、スペーサ領域３１０、又はドープト領域３１
２のうちの１つ以上はＩＩＩ－Ｖ族材料を有し、チャネル領域３０８はＧｅを有する（あ
るいは、実質的にＧｅで構成される）。ＩＩＩ－Ｖ族材料は、例えばガリウム砒素（Ｇａ
Ａｓ）、インジウムアンチモン（ＩｎＳｂ）、インジウム燐（ＩｎＰ）、及びインジウム
ガリウム砒素（ＩｎＧａＡｓ）など、ＩＩＩ族材料とＶ族材料とを含む。
【００４４】
　例えば、一実施形態において、バッファ領域３０４はＩＩＩ－Ｖ族材料を有し、底部バ
リア領域３０６、スペーサ領域３１０及び上部バリア領域３１４はアンドープのＧａＡｓ
を有し、チャネル領域はＧｅを有し、ドープト領域３１２はＢｅ、Ｃ又はＳｉでドープさ
れたＧａＡｓを有する。このようなデバイスは、ＩＩＩ－Ｖ族材料以外の材料が領域３０
４、３０６、３１０、３１２に使用される場合より良好なバンドオフセットを提供し得る
。領域３０４、３０６、３１０、３１２の一部又は全てに、ＧａＡｓに代えて、ＡｌＡｓ
、ＡｌＧａＡｓ、又はその他のＩＩＩ－Ｖ族材料が用いられてもよい。
【００４５】
　バッファ領域３０４がＩＩＩ－Ｖ族材料を有する実施形態において、バッファ領域３０
４は、図１１に示すように、複数の部分領域３３０、３３２を含んでいてもよい。基板３
０２は、一部の実施形態において、基板表面にわたって二段（ダブルステップ）（１００
）テラスの規則的なアレイを有する高抵抗率のｐ型又はｎ型の微斜面シリコン材料を有し
得る。微斜面の表面は、インゴットから基板３０２をオフカットすることによって作製さ
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れ得る。一部の実施形態において、（１００）基板面は、［１１０］方向に２°と８°と
の間の角度でオフカットされる。特定の一実施形態において、（１００）基板面は、［１
１０］方向に約４°の角度でオフカットされる。微斜面表面は、以下に限られないが例え
ば（２１１）面、（５１１）面、（０１３）面、（７１１）面など、シリコン基板３０２
のより高次の結晶面である。他の実施形態において、基板３０２はオフカットされたり微
斜面表面を有したりしていなくてもよい。
【００４６】
　デバイス３００が形成されることになる基板３０２の表面は、約１Ωｃｍと約５０，０
００Ωｃｍとの間の抵抗を有し得る。高い抵抗率は、約１０１６キャリア／ｃｍ３未満の
低いドーパント濃度によって達成され得る。他の実施形態において、基板３０２は異なる
抵抗率を有していてもよく、その抵抗はその他の方法で達成されてもよい。
【００４７】
　一部の実施形態において、基板３０２は、実質的に単結晶のシリコン材料、ドープされ
た実質的に単結晶のシリコン材料、多結晶基板若しくは多層基板とし得る。様々な実施形
態において、基板３０２は、ゲルマニウム、ゲルマニウム・オン・シリコンを有していて
もよく、あるいはシリコン・オン・インシュレータ基板であってもよい。基板３０２は、
一部の実施形態においてシリコンを有していなくてもよく、それに代えて、例えば異なる
半導体若しくはＧｅ、又はＧａＡｓ若しくはＩｎＰなどのＩＩＩ－Ｖ族材料など、異なる
材料を有していてもよい。基板３０２は、１つ以上の材料、デバイス又は層（レイヤ）を
含んでいてもよく、あるいは、複数の層を有しない単一材料であってもよい。
【００４８】
　基板３０２上のバッファ領域３０４は、基板３０２とバッファ領域３０４上の領域との
間の格子不整合に適応して格子転位及び欠陥を閉じ込めるように機能し得る。図示した実
施形態において、バッファ領域３０４は、核形成領域３３０及び第１のバッファ領域３３
２という複数の領域を有しているが、他の実施形態において、バッファ領域３０４は異な
る数の領域を有していてもよいし、単に単一の領域であってもよい。
【００４９】
　核形成領域３３０は一実施形態においてガリウム砒素を有するが、他の実施形態におい
ては、例えばＧａＳｂ又はＡｌＳｂなどのその他の材料が用いられてもよい。（なお、こ
こでは、下付き文字を用いずに元素によって材料が表記されるとき、そのような表記は、
その元素の如何なる混合率をも包含する。例えば、“ＩｎＧａＡｓ”はＩｎｘＧａ１－ｘ

Ａｓを包含し、ｘはゼロ（ＧａＡｓ）と１（ＩｎＡｓ）との間の範囲である。同様に、Ｉ
ｎＡｌＡｓはＩｎ０．５２Ａｌ０．４８Ａｓを包含する。）これは、分子線エピタキシ（
ＭＢＥ）、マイグレーション・エンハンスト・エピタキシ（ＭＥＥ）、有機金属化学気相
成長（ＭＯＣＶＤ）、原子層エピタキシ（ＡＬＥ）、化学ビームエピタキシ（ＣＢＥ）、
又は他の好適手法によって形成される。これは、形成後に、転位を減少させるためにアニ
ールされてもよい。これは、一部の実施形態において約１０００Å未満の厚さを有し、一
部の他の実施形態において約５００Å未満の厚さを有する。一実施形態において、核形成
領域３３０は約３００Åの厚さを有する。基板３０２が微斜面シリコン材料である実施形
態において、核形成領域３３０は、シリコン基板３０２の全てのテラスを充たすように十
分に厚くされ得る。代替的な一実施形態において、好適なその他の核形成領域３３０の材
料又は厚さが用いられてもよく、あるいは核形成領域３３０は省略されてもよい。
【００５０】
　図示した実施形態において、核形成領域３３０の上に第１のバッファ領域３３２がある
。一実施形態において第１のバッファ領域３３２はＧａＡｓ材料を有するが、例えばＩｎ
ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ若しくは他の材料など、その他の材料が用いられてもよい。一実施形
態において、第１のバッファ領域３３２は、核形成領域３３０と実質的に同じ材料を有す
る。バッファ領域３３２も、分子線エピタキシ（ＭＢＥ）、マイグレーション・エンハン
スト・エピタキシ（ＭＥＥ）、有機金属化学気相成長（ＭＯＣＶＤ）、原子層エピタキシ
（ＡＬＥ）、化学ビームエピタキシ（ＣＢＥ）、又は他の好適手法によって形成され得る
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。第１のバッファ領域は、様々な実施形態において、１ミクロン未満、０．３μｍと１μ
ｍとの間、約０．３μｍ、又はその他の厚さを有し得る。
【００５１】
　第１のバッファ領域３３２は、一部の実施形態において、核形成領域３３０を形成する
ために使用されるのと同一のプロセスによって形成され得る。そのような一実施形態にお
いて、第１のバッファ層３３２の成長は、核形成層３３０に使用される温度より高い温度
で実行され得る。第１のバッファ領域３３２は、核形成領域３３０とは別個の領域として
考えてもよく、また、別個の領域として図示されているが、領域３３２は核形成領域３３
０によって開始されたＩＩＩ－Ｖ族バッファ領域を厚くするものとして、双方の領域３３
０、３３２をバッファと見なしてもよい。領域３３２の膜質は、核形成領域３３０の膜質
より優れたものとなり得る。何故なら、領域３３２は、より高い成長温度で形成され得る
からである。また、領域３３２の形成中には、極性核形成領域３３０が逆位相領域（anti
-phase　domain；ＡＰＤ）の形成の虞を排除し得るので、流量を比較的他高くすることが
できる。
【００５２】
　バッファ領域３３２は、図２に関して説明したバッファ領域１０４と同様に、単一の厚
い非傾斜バッファ領域、多段バッファ領域、傾斜バッファ領域、又はその他の形態のバッ
ファとし得る。
【００５３】
　なお、一部の実施形態は核形成領域３３０及び／又はバッファ領域３３２を有していな
くてもよい。例えば、基板３０２がＩＩＩ－Ｖ族材料を有する実施形態において、デバイ
ス３００は核形成領域３３０及び／又はバッファ領域３３２を有していなくてもよい。バ
ッファ領域３０４がＳｉＧｅを有する一実施形態において、バッファ領域３０４は核形成
領域３３０を有さずに、図２に関して説明したバッファ領域１０４と同様であってもよい
。
【００５４】
　図１０に戻るに、他の一実施形態において、デバイス３００は、バッファ領域１０４と
同様のＳｉＧｅを有するバッファ領域３０４と、ＳｉＧｅを有する下部バリア領域３０６
と、Ｇｅを有するチャネル領域３０８と、ＧａＡｓ又はその他のＩＩＩ－Ｖ族材料を有す
る上部バリア領域３１４とを有する。（チャネル領域３０８と直接的に接触し得る）下部
バリア領域３０６のＳｉＧｅによってチャネル領域３０８を歪ませることができるととも
に、上部バリア領域３１４のＩＩＩ－Ｖ族材料が、改善されたバンドオフセットを提供す
る。
【００５５】
　他の一実施形態において、底部バリア領域３０６はＩＩＩ－Ｖ族材料を有し、バッファ
領域３０４はＳｉＧｅ又はＩＩＩ－Ｖ族材料を有し、チャネル領域３０８はＧｅを有し、
上部バリア領域３１４はＳｉＧｅを有する。バリア領域３０６、３１４、スペーサ領域３
１０及びバッファ領域３０４におけるＳｉＧｅとＩＩＩ－Ｖ族材料との様々なその他の組
み合わせも使用され得る。また、（図３のように）チャネル領域３０８の下にドープト領
域３１２及びスペーサ領域３１０を有する実施形態や、ブランケットドープト領域３１２
がなく、その代わりに（図４のドープト領域１１１のような）別のドープト領域を有する
実施形態も可能である。さらに、図５－９のエッチング停止領域２４０及び更なるスペー
サ領域２４２は、バッファ領域３０４、バリア領域３０６、３１４、スペーサ領域３１０
又はドープト領域３１２のうちの１つ以上としてＩＩＩ－Ｖ族材料を有するデバイス３０
０の実施形態でも使用され得る。
【００５６】
　図１２は、本発明の他の一実施形態に従った、１つ以上の一様でないバリア領域４０６
、４１４及び／又はスペーサ領域４１０を有するゲルマニウム量子井戸チャネルトランジ
スタデバイス４００を例示する側断面図である。領域４０６、４１４及び／又は４１０の
厚さ全体にわたって一様な材料組成を有するのではなく、材料は一様でなく、チャネル領
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域４０８に近付くほどチャネル領域４０８に一層と類似したものとなり、且つチャネル領
域４０８から離れるほどチャネル領域４０８と類似しないものとなるように遷移する。
【００５７】
　図１２ａは、図１２と同様の側断面図であるが、傾斜スペーサ領域４１０とドープト領
域４１２との間に、傾斜されていないスペーサ領域４１１を含んでいる。一部の実施形態
において、傾斜スペーサ領域４１０とドープト領域４１２との間に、このような非傾斜の
比較的一様なスペーサ領域４１１が存在してもよい。スペーサ領域４１１は、一部の実施
形態において傾斜スペーサ領域４１０の頂面部分と実質的に同じ材料で構成され得るが、
他の実施形態においては異なる組成を有していてもよい。
【００５８】
　例えば、一実施形態において、下部バリア領域４０６の底面４５６はＳｉＧｅを有する
。チャネル領域４０８は実質的にＧｅからなる。下部バリア領域４０６は、下部バリア領
域４０６の頂面４５８にて実質的にゲルマニウムで構成されるようになるまで、ゲルマニ
ウムが増加していくように傾斜される。同様に、スペーサ領域４１０は、その底面４６０
において実質的にゲルマニウムである。スペーサ領域４１０は、スペーサ領域４１０の頂
面４６２方向に、ゲルマニウムが減少し且つシリコンが増加するように傾斜される。
【００５９】
　図１３及び１４は、本発明の一実施形態に従った傾斜された底部バリア領域４０６及び
スペーサ領域４１０の材料組成を例示するグラフである。図１３は、底部バリア領域４０
６の組成をその底面４５６と頂面４５８との間について例示するグラフであり、図１４は
、スペーサ領域４１０の組成をその底面４６０と頂面４６２との間について例示するグラ
フである。図１３にて見て取れるように、底部バリア４０６はその底面４５６でＳｉＧｅ
を有し、頂面４５８で底部バリア４０６が実質的に全てＧｅになるまで、頂面４５８に向
けて増加するＧｅと減少するＳｉとを有する（この実施形態において、チャネル領域４０
８は実質的に全てＧｅである。他の実施形態において、バリア領域４０６の頂面４５８は
チャネル領域４０８の組成と実質的に同じ組成に至る）。図１４は、スペーサ領域４１０
に関してこの逆のことを示しており、スペーサ領域４１０はその底面４６０で実質的に全
てＧｅであり、頂面４６２でスペーサ領域４１０ＳｉＧｅになるまで、頂面４６２に向け
て増加するＳｉと減少するＧｅとを有する。
【００６０】
　図１５及び１６は、本発明の一実施形態に従った傾斜された底部バリア領域４０６及び
スペーサ領域４１０を例示するグラフである。図１５は、底部バリア領域４０６の組成を
その底面４５６と頂面４５８との間について例示するグラフであり、図１６は、スペーサ
領域４１０の組成をその底面４６０と頂面４６２との間について例示するグラフである。
図１５にて見て取れるように、底部バリア４０６はその底面４５６でＳｉＧｅを有し、且
つその厚さの一部にわたって同じ組成のままである。そして、底部バリア４０６の厚さの
途中で、Ｓｉが減少し始め且つＧｅが増加し、頂面４５８で底部バリア４０６は実質的に
全てＧｅである。図１６は、スペーサ領域４１０に関してこの逆のことを示しており、ス
ペーサ領域４１０は底面４６０で実質的に全てＧｅであり、スペーサ領域４１０が選択さ
れたＳｉ対Ｇｅ比に達するまで、頂面４６２に向けて増加するＳｉと減少するＧｅとを有
する。スペーサ領域４１０は、頂面４６２まで、この選択された組成であり続ける。（な
お、図１２ａに示した実施形態は図１６のグラフに対応しており、比較的一様な選択され
たＳｉ対Ｇｅ比を有する部分は、傾斜スペーサ領域４１０の一部というより、スペーサ領
域４１１であるとし得る。同様に、底部バリア４０６の底部は、単に底部バリア４０６の
一部と見なしてもよいし、それとは異なった比較的一様な領域と見なしてもよい。）
　図１７及び１８は、本発明の他の一実施形態に従った傾斜された底部バリア領域４０６
及びスペーサ領域４１０を例示するグラフである。図１７は、底部バリア領域４０６の組
成をその底面４５６と頂面４５８との間について例示するグラフであり、図１８は、スペ
ーサ領域４１０の組成をその底面４６０と頂面４６２との間について例示するグラフであ
る。図１７にて見て取れるように、底部バリア４０６はその底面４５６でＳｉＧｅを有し
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、且つその厚さの一部にわたって同じ組成のままである。そして、底部バリア４０６の厚
さの途中で、Ｓｉが減少し始め且つＧｅが増加し、頂面４５８で底部バリア４０６は選択
された組成を有する。この実施形態において、頂面４５８における選択された組成は、チ
ャネル領域４０８の組成と同じではない。図１８は、スペーサ領域４１０に関してこの逆
のことを示しており、スペーサ領域４１０は底面４６０で、チャネル領域４０８の組成と
は幾分異なる第１の組成を有し、スペーサ領域４１０の組成は、スペーサ領域４１０が選
択された組成に達するまで、頂面４６２に向かって、チャネル領域４０８の組成とは似な
いものとなっていき、そして、頂面４６２までこの選択された組成であり続ける。
【００６１】
　図１９及び２０は、本発明の他の一実施形態に従った階段状の底部バリア領域４０６及
びスペーサ領域４１０を例示するグラフである。図１３－１８に示した実施形態と異なり
、これらの底部バリア領域４０６及びスペーサ領域４１０は、比較的なだらか（スムーズ
）な傾斜ではなく、離散的な階段状の変化組成を有している。図１９は、底部バリア領域
４０６の組成をその底面４５６と頂面４５８との間について例示するグラフであり、図２
０は、スペーサ領域４１０の組成をその底面４６０と頂面４６２との間について例示する
グラフである。図１９にて見て取れるように、底部バリア４０６はその底面４５６でＳｉ
Ｇｅを有し、且つその厚さの一部にわたって同じ組成のままである。底部バリア４０６が
選択された組成を有する頂面４５８まで、なだらかにではなく階段状に、Ｓｉの量は増加
し、Ｇｅの量は減少する。図２０は、スペーサ領域４１０に関してこの逆のことを示して
おり、スペーサ領域４１０は、選択された組成に達するまで階段状の増分で減少するＧｅ
と増加するＳｉとを有し、その後、頂面４６２までこの選択された組成で有り続ける。
【００６２】
　図１３－２０の例はＳｉＧｅ及びＧｅを示しているが、これら同じ２つの組成物を各図
で一貫して使用したのは単に明瞭性のためである。これは、取り得る全ての実施形態でこ
れらの材料が使用されるなどということを指し示すものではない。Ｓｉ及びＧｅに加えて
、あるいは代えて、異なる材料が同じ非一様コンセプトの下で使用され得る。例えば、底
部バリア領域４０６は、底面４５６で６０％のＳｉＧｅと４０％のＳｉとを有し、実質的
に全てＧｅであるか依然として幾らかのＳｉを含むかであり得る頂面４５８に向けて進む
につれて、ますます多くのＧｅを含み得る。また、Ｓｉ及び／又はＧｅ以外の材料も使用
され得る。
【００６３】
　なお、図１５及び１６は底部バリア４０６及びスペーサ４１０の厚さのうちの小さい部
分のみがＳｉＧｅ組成を有することを示しているように見えるが、これらのグラフは縮尺
通りのものではなく、底部バリア４０６及びスペーサ４１０の厚さのうちの大部分が一様
なＳｉＧｅ組成を有し、それらの厚さのうちの小さい部分が傾斜組成変化を含んでいても
よい。例えば、底部バリア４０６及びスペーサ４１０の厚さのうちの８０％、９０％又は
それより多くが一様な材料（図示したケースにおいてＳｉＧｅ）を有し得る。しかしなが
ら、他の実施形態においては、底部バリア４０６及びスペーサ４１０のうちの異なる割合
が一様であってもよい。これは、図１３－２０のうちのその他のグラフの示された実施形
態にも同様に当てはまる。これらのグラフは、縮尺通りのものではなく、単に以下のこと
を例示するものである。すなわち、チャネル領域４０８の組成と、チャネル領域４０８に
直に隣接する領域の組成との間の相違がさほど大きくならないように、底部バリア４０６
及びスペーサ４１０の厚さのうちの一部が、チャネル領域４０８から遠い底部バリア４０
６及びスペーサ４１０の部分の材料組成と、チャネル領域４０８に近い底部バリア４０６
及びスペーサ４１０の位置での、チャネル領域４０８に一層似た組成との間で一様でない
繊維を形成し得ること、を例示するものである。
【００６４】
　底部バリア領域４０６とチャネル領域４０８との間の境界、及びチャネル領域４０８と
スペーサ領域４１０との間の境界において、より漸進的な組成変化を有することによって
、チャネル領域４０８と、チャネル領域４０８に隣接するスペーサ４１０又はバリア４０
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６との異種材料間の急峻な界面においてより、デバイス４００のキャリアは良好にチャネ
ル領域４０８の中央に位置するようになり、それによりデバイス性能が向上され得る。
【００６５】
　図１２は、チャネル領域４０８の上方にドープト領域４１２を有するデバイス４００を
例示していたが、バリア領域４０６又はスペーサ領域４１０の第１の選択組成からチャネ
ル領域４０８に近い位置でのチャネル領域４０８に一層と似た組成までの傾斜状あるいは
階段状の遷移を使用し続けながら、デバイス４００はその他の構成を有し得る。図３に示
したデバイスと同様に）チャネル領域４０８の下にドープト領域４１２及びスペーサ領域
４１０を有する実施形態（この場合、下部バリア４０６ではなく、上部バリア４１４が、
非一様遷移部分を有することになる）や、ブランケットドープト領域４１２がなく、その
代わりに（図４に示したドープト領域１１１と同様の）別のドープト領域を有する実施形
態（この場合、スペーサ４１０の代わりに上部バリア４１４が遷移部分を有することにな
る）も可能である。さらに、図５－９のエッチング停止領域２４０及び更なるスペーサ領
域２４２は、チャネル領域４０８とそれに直に隣接する領域との間にあまり急峻でない材
料遷移を有するデバイス４００の実施形態でも使用され得る。また、スペーサ４１０、底
部バリア領域４０６、又は上部バリア領域４１４のうちの１つ以上は、図１０及び１１に
関して説明したように、ＩＩＩ－Ｖ族材料を有していてもよい。
【００６６】
　図２１は、本発明の他の一実施形態に従った、複数のゲート誘電体領域５７０、５７２
を有するゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタデバイス５００を例示する側断面図
である。一部のケースにおいて、所望のゲート誘電体材料は、当該ゲート誘電体が上に形
成されることになる材料との適合性の問題、又はその他の問題を有し得る。所望のゲート
誘電体材料を完全に回避するよりむしろ、ゲート誘電体は複数のゲート誘電体領域５７０
、５７２を有し得る。図２１は２つのゲート誘電体領域５７０、５７２を示しているが、
他の実施形態においては３つ以上のゲート誘電体領域が用いられてもよい。
【００６７】
　例えば、ゲート誘電体材料としてＨｆＯ２を用いることが有利なことがある。しかしな
がら、Ｇｅ又はＳｉＧｅを含有した上部バリア領域５１４、又はゲート誘電体直下のその
他の領域にＨｆＯ２を接触させることは、デバイス５００に悪影響を及ぼす様々な問題を
生じさせ得る。そのような問題を回避するため、ケイ酸ハフニウムの第１のゲート誘電体
５７０が形成された後に、ＨｆＯ２の第２のゲート誘電体５７２が形成され得る。第１の
ゲート誘電体領域５７０には、例えば酸化アルミニウム、ＴａＳｉＯ、ＴａＳｉＯＮ、Ｌ
ａ２Ｏ３若しくはその他の材料などのその他の材料が使用されてもよい。第２のゲート誘
電体領域５７２には、例えばＺｒＯ２、Ｔｉ２Ｏ５、Ｔａ２Ｏ５、ＨｆＳｉＯＮ、ＨｆＳ
ｉＯ若しくはその他の材料などのその他の材料が使用されてもよい。第２のゲート誘電体
５７２は、一部の実施形態において第１のゲート誘電体領域５７０より高い誘電率を有し
得るが、必ずしもそうでなくてもよい。
【００６８】
　図２１の複数の誘電体領域５７０、５７２は、ここに記載されるその他のデバイスの実
施形態の何れにも適用可能であり得る。ドープト領域５１２は、チャネル領域５０８の上
、チャネル領域５０８の下、又はその他の場所にあってもよい。チャネル領域５０８に直
に隣接する領域は、チャネル領域５０８の材料組成に対する急峻な遷移を回避するように
変化された組成を有していてもよい。図５－９のエッチング停止領域２４０及び更なるス
ペーサ領域２４２も、複数のゲート誘電体領域５７０、５７２とともに使用され得る。ま
た、スペーサ５１０、底部バリア領域５０６、又は上部バリア領域５１４のうちの１つ以
上は、図１０及び１１に関して説明したように、ＩＩＩ－Ｖ族材料を有していてもよい。
【００６９】
　図２２は、本発明の一実施形態に従った、同一基板６０２上にゲルマニウム量子井戸チ
ャネル領域６０８トランジスタ（図２２の左側）とＩＩＩ－Ｖ族材料量子井戸チャネル領
域７０８トランジスタ（図２２の右側）とを備えたデバイス６００を例示する側断面図で
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ある。一部の実施形態において、例えば図１－２１に示して説明したものなどのゲルマニ
ウム量子井戸チャネルトランジスタが、ＰＭＯＳトランジスタとして使用され、例えばＩ
ＩＩ－Ｖ族材料量子井戸チャネル領域７０８トランジスタなどのその他タイプのトランジ
スタが、ＮＭＯＳトランジスタとして使用され得る。これら異なるタイプのトランジスタ
の組み合わせは、例えばコンピュータ中央演算処理ユニットなどの様々なシステム内のＣ
ＭＯＳ回路を構成し得る。
【００７０】
　図２２に示す実施形態において、ゲルマニウム量子井戸チャネル領域６０８トランジス
タは、ここで説明した何れの構造を有していてもよい。１つのそのような構造は、基板６
０２、バッファ領域６０４、底部バリア領域６０６、実質的にゲルマニウムからなるチャ
ネル領域６０８、スペーサ領域６１０、ドープト領域６１２、上部バリア領域６１４、ゲ
ート誘電体６１６、ゲート電極６１８、ソース領域６２０及びドレイン領域６２２である
。ゲルマニウム量子井戸チャネル領域６０８トランジスタとＩＩＩ－Ｖ族材料量子井戸チ
ャネル領域７０８トランジスタとの間には、アイソレーション（素子分離）領域７８０が
存在し得る。
【００７１】
　ＩＩＩ－Ｖ族材料量子井戸チャネル領域７０８トランジスタは、数多くの異なるタイプ
のＩＩＩ－Ｖ族材料量子井戸チャネル領域７０８トランジスタを有し得る。一実施形態に
おいて、ＩＩＩ－Ｖ族材料量子井戸チャネル領域７０８トランジスタは、ＧａＡｓを有す
るバッファ領域７０４（これは核形成領域を含み得る）、ＩｎＡｌＡｓを有する下部バリ
ア領域７０６、ＩｎＧａＡｓを有するチャネル領域７０８、ＩｎＡｌＡｓを有するスペー
サ領域７１０、ドープされたＩｎＡｌＡｓを有するドープト領域７１２、ＩｎＡｌＡｓを
有する上部バリア領域７１４、ゲート誘電体７１６、ゲート７１８、ソース領域７２０及
びドレイン領域７２２を含む。他の実施形態において、異なる材料及び／又は構造がＩＩ
Ｉ－Ｖ族材料量子井戸チャネル領域７０８トランジスタとともに用いられてもよい。
【００７２】
　一部の実施形態において、ゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタは良好なＰＭＯ
Ｓ性能を提供し、ＩＩＩ－Ｖ族材料量子井戸チャネルトランジスタは良好なＮＭＯＳ性能
を提供し得るので、双方のタイプのトランジスタを単一の基板６０２上で使用することは
、仮に一方のみのタイプのトランジスタのみがＮＭＯＳトランジスタ及びＰＭＯＳトラン
ジスタの双方に使用される場合より、良好な、デバイス６００の全体性能を提供し得る。
【００７３】
　図２３は、本発明の一実施形態に従った、同一基板６０２上にゲルマニウム量子井戸チ
ャネル領域６０８トランジスタ（図２３の左側）と非量子井戸チャネルトランジスタ（図
２３の右側；“標準”トランジスタとも称する）とを備えたデバイス８００を例示する側
断面図である。一部の実施形態において、例えば図１－２１に示して説明したものなどの
ゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタが、ＰＭＯＳトランジスタとして使用され、
例えば何十年にもわたって広く使用されてきた周知のシリコントランジスタなどのその他
タイプのトランジスタが、ＮＭＯＳトランジスタとして使用され得る。これら異なるタイ
プのトランジスタの組み合わせは、例えばコンピュータ中央演算処理ユニットなどの様々
なシステム内のＣＭＯＳ回路を構成し得る。
【００７４】
　図２３に示す実施形態において、ゲルマニウム量子井戸チャネル領域６０８トランジス
タは、ここで説明した何れの構造を有していてもよい。１つのそのような構造は、基板６
０２、バッファ領域６０４、底部バリア領域６０６、実質的にゲルマニウムからなるチャ
ネル領域６０８、スペーサ領域６１０、ドープト領域６１２、上部バリア領域６１４、ゲ
ート誘電体６１６、ゲート電極６１８、ソース領域６２０及びドレイン領域６２２である
。ゲルマニウム量子井戸チャネル領域６０８トランジスタと非量子井戸チャネルトランジ
スタとの間には、アイソレーション領域７８０が存在し得る。トレンチが、基板６０２内
に形成され、その後、ゲルマニウム量子井戸チャネル領域６０８トランジスタの領域群に
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おいて、そのようなトレンチは使用しなくてもよく、その場合、ゲルマニウム量子井戸チ
ャネル領域６０８トランジスタは、非量子井戸チャネルトランジスタの上方に延在し得る
。
【００７５】
　標準トランジスタは、技術的に知られているように、数多くの異なる構造のうちの１つ
を用いることができ、また、数多くの異なる材料を使用し得る。一実施形態において、標
準トランジスタは、ゲート誘電体８０４と、ゲート誘電体８０４上のゲート電極８０６と
を含む。スペーサ８１０がゲート誘電体８０４及びゲート電極８０６の側壁８０８に隣接
している。ゲート誘電体８０４及びゲート電極８０６のそれぞれの側の基板６０２内に、
ソース領域８１２及びドレイン領域８１４がある。基板６０２内のソース領域８１２とド
レイン領域８１４との間に、チャネル領域８１６がある。標準トランジスタは、二酸化シ
リコンのゲート誘電体８０４及びポリシリコンゲート８０６、ｈｉｇｈ－ｋゲート誘電体
８０４及び金属ゲート８０６を有することができ、プレーナトランジスタ又はマルチゲー
トトランジスタとすることができ、様々なその他の形態を取ることができ、且つ様々な材
料を用い得る。
【００７６】
　一部の実施形態において、ゲルマニウム量子井戸チャネルトランジスタは良好なＰＭＯ
Ｓ性能を提供し、標準トランジスタは良好なＮＭＯＳ性能を提供し得るので、双方のタイ
プのトランジスタを単一の基板６０２上で使用することは、仮に一方のみのタイプのトラ
ンジスタのみがＮＭＯＳトランジスタ及びＰＭＯＳトランジスタの双方に使用される場合
より、良好な、デバイス８００の全体性能を提供し得る。
【００７７】
　以上の本発明の実施形態の説明は、例示及び説明の目的で提示されたものである。これ
は、網羅的であることを意図したものではなく、また、開示した形態そのものに本発明を
限定することを意図したものでもない。本明細書及び特許請求の範囲は、例えば左、右、
頂部、底部、上、下、上側、下側、第１、第２などの用語を含んでいるが、これらは、単
に説明目的で使用されており、限定として解釈されるべきでない。例えば、相対的な上下
位置を指定する用語は、基板又は集積回路のデバイス側（又はアクティブ表面）が該基板
の“頂部”表面であるような状況を参照している。基板は実際には、如何なる向きになる
こともあり、基板の“頂部”側は、標準的な地球基準座標系において“底部”側より低く
なることもあり得るが、依然として用語“頂部”の意味の範囲内である。ここ（請求項を
含む）で使用される用語“上（on）”は、特に断らない限り、必ずしも、第２の層“上”
の第１の層が第２の層の直上にあって第２の層と直に接触することを指し示すわけではな
く、第１の層と第２の層との間に第３の層又はその他の構造が存在してもよい。ここに記
載されるデバイス又は品物の実施形態は、多数の位置及び向きで製造され、使用され、あ
るいは輸送されることができる。当業者に認識されるように、以上の教示を踏まえて数多
くの変更及び変形を行うことが可能である。当業者は、図示した様々な構成要素の均等な
組み合わせ及び代用を認識するであろう。故に、発明の範囲は、この詳細な説明によって
限定されるものではなく、添付の請求項によって定められるものである。
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