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(57)【要約】

（修正有）

【課題】異なるドープ濃度の外部領域および内部領域を
備える突出外因性ベースを有する自己整合型バイポーラ
・トランジスタ構造及びその製作する方法を提供するこ
と。
【解決手段】第１ドープ濃度の第１材料を設けて、外因
性ベース外部領域を形成する。次いで、リソグラフィに
よって第１材料層内に第１開口を形成し、その中にダミ
ー・エミッタ・ペデスタルを形成し、それによって、第
１開口の側壁とダミー・ペデスタルの間にトレンチが形
成される。その後、このトレンチ内に第２ドープ濃度の
第２材料を設けて、突出外因性ベース縁部がダミー・ペ
デスタル縁部に自己整合する別個の外因性ベース内部延
長領域を形成する。エミッタは、ダミー・ペデスタルが
存在したところに形成されるので、この外因性ベースは
エミッタにも自己整合する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
自己整合型バイポーラ・トランジスタ構造であって、
外部領域と、前記外部領域からエミッタに向かって横方向内側に延び、前記外部領域に
水平に重なり合わない内部延長領域とを含む突出外因性ベースと、
前記突出外因性ベースの下に配置された内因性ベースとを備える、トランジスタ構造。
【請求項２】
前記外部領域が、誘電体層によって内因性ベースの外部領域から分離される、請求項１
に記載のトランジスタ。
【請求項３】
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前記内部延長領域により開口が画定され、前記開口内で前記エミッタが前記突出外因性
ベースに自己整合する、請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項４】
前記内部延長領域と前記エミッタの間にスペーサをさらに備える、請求項１に記載のト
ランジスタ。
【請求項５】
前記エミッタの幅が０．１ミクロン未満である、請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項６】
さらに前記内因性ベース直下のコレクタ領域を備える、請求項１に記載のトランジスタ
。
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【請求項７】
前記外部領域および前記内部延長領域がそれぞれ、前記内因性ベースに接触する、請求
項１に記載のトランジスタ。
【請求項８】
前記内部延長領域が前記内因性ベースに接触する第２位置から離れた第１位置で、前記
外部領域が前記内因性ベースに接触する、請求項７に記載のトランジスタ。
【請求項９】
前記外部領域が、浅いトレンチ分離の上に配置された内因性ベースの外部領域にも接触
する、請求項７に記載のトランジスタ。
【請求項１０】
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前記内部延長領域だけが前記内因性ベースに接触する、請求項１に記載のトランジスタ
。
【請求項１１】
前記外部領域が第１ドープ濃度を有し、前記内部延長領域が第２ドープ濃度を有し、前
記第２ドープ濃度が前記第１ドープ濃度とは異なる、請求項１に記載のトランジスタ。
【請求項１２】
第１位置で内因性ベースに接触する外部領域と、
前記外部領域とは別個のものであり、前記第１位置から横方向内側に離れた第２位置で
前記内因性ベースに接触する内部延長領域とを含む突出外因性ベースを備えるトランジス
タ。
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【請求項１３】
前記外部領域が第１ドープ濃度を有し、前記内部延長領域が第２ドープ濃度を有し、前
記第２ドープ濃度が前記第１ドープ濃度よりも高い、請求項１２に記載のトランジスタ。
【請求項１４】
前記外部領域がポリシリコンを含み、前記内部延長領域がシリコンおよびポリシリコン
の１つを含む、請求項１２に記載のトランジスタ。
【請求項１５】
自己整合型バイポーラ・トランジスタを製作する方法であって、
基板上の誘電体層を準備するステップと、
前記誘電体層に第１開口を形成して第１外因性ベース領域を露出させるステップと、
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前記第１開口内に、周囲トレンチを有するダミー・ペデスタルを生成するステップと、
前記トレンチ内に、前記第１外因性ベース領域を内因性ベースに接続する外因性ベース
延長領域を形成するステップと、
前記ダミー・ペデスタルを除去してエミッタ開口を形成するステップと、
前記エミッタ開口内にエミッタを形成するステップとを含む、方法。
【請求項１６】
前記ダミー・ペデスタルを生成するステップが、
前記第１開口内に犠牲層を被着させて、前記第１開口よりも小さく、前記ダミー・ペデ
スタルのサイズを画定する第２開口を形成するステップと、
前記第２開口内にフィラー材料を被着させるステップと、
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前記犠牲層および前記フィラー材料を除去して、前記ダミー・ペデスタルおよび前記ト
レンチを生成するステップとを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
前記外因性ベース延長領域を形成する前記ステップが、シリコンおよびポリシリコンの
１つを設けるステップを含み、前記第１外因性ベース領域が、前記外因性ベース延長領域
とは異なるドープ濃度を有するシリコンおよびポリシリコンの１つを含む、請求項１５に
記載の方法。
【請求項１８】
前記外因性ベース延長領域が、前記第１ポリシリコンよりも高いドープ濃度を有する、
請求項１７に記載の方法。
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【請求項１９】
前記エミッタを形成するステップが、
前記エミッタ開口の側壁上にスペーサを形成するステップと、
前記エミッタ開口内に第３ポリシリコンを被着させて前記エミッタを形成するステップ
とを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
前記誘電体層を準備するステップが、
第１誘電体層を被着させるステップと、
前記第１誘電体層の上に第１ポリシリコンを被着させるステップと、
前記第１ポリシリコンの上に第２誘電体層を被着させるステップとを含み、
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前記第１開口が前記第１誘電体層に形成される、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
前記エミッタを形成するステップが、前記第１開口内の前記第１誘電体層を除去するス
テップをさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
前記第２誘電体層内の前記外因性ベース延長領域用のキャップを形成するステップをさ
らに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
前記第１誘電体層を被着させる前に、熱酸化物層を熱成長させるステップをさらに含み
、前記ダミー・ペデスタルを生成するステップが、
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前記第１開口内に犠牲層を被着させて、前記第１開口よりも小さく、前記ダミー・ペデ
スタルのサイズを画定する第２開口を形成するステップと、
前記第２開口内にフィラー材料を被着させるステップと、
前記犠牲層および前記フィラー材料を除去して、前記ダミー・ペデスタルおよび前記周
囲トレンチを生成するステップであって、前記トレンチが前記熱酸化物層に形成されるス
テップと、
前記第１誘電体層をエッチングして、前記第１外因性ベース領域の下にレッジを形成す
るステップと、
前記熱酸化物層をエッチングして、前記レッジを拡大し、前記周囲トレンチを前記内因
性ベースまで延ばすステップとを含む、請求項２０に記載の方法。
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【請求項２４】
前記ダミー・ペデスタルを生成するステップが、
前記第１開口内に犠牲層を被着させるステップと、
前記第１開口内で前記ダミー・ペデスタルになる領域をマスクするステップと、
前記領域の外側および前記第１開口内の前記犠牲層を除去して、前記ダミー・ペデスタ
ルおよび前記周囲トレンチを形成するステップとを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２５】
前記マスクおよび前記第１開口の位置合わせがずれる、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
自己整合型バイポーラ・トランジスタを製作する方法であって、
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リソグラフィを用いて基板上の誘電体層に第１開口を形成して、外因性ベース外部領域
を露出させるステップと、
前記第１開口内に犠牲層を被着させるステップと、
リソグラフィを用いて、前記第１開口内の前記犠牲層内に周囲トレンチを備えたダミー
・ペデスタルを形成するステップと、
前記トレンチ内にシリコンおよびポリシリコンの１つを形成して、前記外因性ベース外
部領域を内因性ベースに接続する外因性ベース延長内部領域を形成するステップと、
前記ダミー・ペデスタルを除去してエミッタ開口を形成するステップと、
前記エミッタ開口内にエミッタを形成するステップとを含む、方法。
【請求項２７】
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前記ダミー・ペデスタルおよび前記トレンチを形成するのに用いる前記リソグラフィで
、前記第１開口との位置合わせがずれる、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
自己整合型バイポーラ・トランジスタを製作する方法であって、
外因性ベース外部領域内に開口を形成するステップと、
前記外因性ベース外部領域を内因性ベースに接続する外因性ベース内部延長領域を生成
するステップであって、前記外因性ベース外部領域と前記外因性ベース内部領域が突出外
因性ベースを形成するステップと、
前記外因性ベース内部延長領域内で前記突出外因性ベースに自己整合するエミッタを形
成するステップとを含む、方法。
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【請求項２９】
前記外因性ベース外部領域が、前記外因性ベース内部延長領域とは異なるドープ濃度を
有する、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
前記自己整合型エミッタが、リソグラフィにより可能な寸法よりも小さい、請求項２８
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一般に、自己整合型バイポーラ・トランジスタに関し、より詳細には、突出
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外因性ベースを有する自己整合型バイポーラ・トランジスタおよびその形成方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
シリコン−ゲルマニウム（ＳｉＧｅ）内因性ベースおよびドープしたポリシリコンの突
出外因性ベースを備えた自己整合型バイポーラ・トランジスタは、高性能混合信号用途向
けに製作される集積回路が対象とするものである。外因性ベースを備えた自己整合型バイ
ポーラ・トランジスタの性能は、エミッタの寸法が小さくなると、ドーパントの横方向拡
散によって生じる内因性ベースの境界が明確でなくなるために劣化する。電気的な性能を
高く維持するために、今後の新しいトランジスタは、エピタキシャル成長させた内因性Ｓ
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ｉＧｅベースの上部上に、エミッタに自己整合したポリシリコンの外因性ベース層、すな
わち突出外因性ベースを備えなければならない。現在まで、この手法を用いて製作された
トランジスタは、最も高い遮断周波数（Ｆｔ）および最大振動周波数（Ｆｍａｘ）を示し
ている。
【０００３】
図１に、横方向のドープ・プロフィールが均一な突出外因性ベース１２を備えた従来技
術のトランジスタ１０を示す。トランジスタ１０の主要な性能上の特徴は、ベース・ドー
パントの内因性部分を含む、エピタキシャル成長させた内因性ＳｉＧｅベース２０である
。エミッタからコレクタへの走行時間およびそれに対応するＦｔにおける主要なファクタ
は、内因性ベースのＧｅ／Ｓｉ比、ドープ・レベルおよび被膜の厚さである。トランジス
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タ１０の別の主要な性能上の特徴は、自己整合性、すなわち（非自己整合的な）リソグラ
フィではなく側壁スペーサ１６によって決まる外因性ベース１２のポリシリコンとエミッ
タ１４のポリシリコンの間隔にある。スペーサ１６の下のべースの抵抗成分を小さくして
高Ｆｍａｘを維持するために、この間隔を狭めることが必要である。
【０００４】
ポリシリコンの突出外因性ベースを備えた自己整合型バイポーラ・トランジスタを形成
するいくつかの異なる方法が実施されている。１つの方法では、米国特許第５，１２８，
２７１号および６，３４６，４５３号に記載されているように、化学機械研磨（ＣＭＰ）
を用いて、あらかじめ画定した犠牲エミッタ・ペデスタルの上の外因性ベース・ポリシリ
コンを平坦化する。この手法では、面積Ａ、深さＤの外因性ベースのアスペクト比が小さ
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いと（Ｄ／Ａ＜＜１）、ＣＭＰにより生じるディッシングのために、小型デバイスと大型
デバイスの間だけでなく、分離されたデバイスと入れ子になったデバイスの間で、外因性
ベース層の厚さに大きな差が生じる。別の手法では、米国特許第５，４９４，８３６号、
５，５０６，４２７号および５，９６２，８８０号に記載されているように、エミッタ開
口内で選択エピタキシャルを用いて内因性ベースを成長させ、外因性ベース・ポリシリコ
ンの下にアンダーカットを形成する。この手法では、外因性ベースの自己整合は、このア
ンダーカット内のエピタキシャル成長によって実現される。この場合、内因性ベースと外
因性ベースの間で良好な連結接点を確保するために特別な技術が必要である。これらの手
法はどれも、プロセスおよび製造がかなり複雑である。
【特許文献１】米国特許第５，１２８，２７１号
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【特許文献２】米国特許第６，３４６，４５３号
【特許文献３】米国特許第５，４９４，８３６号
【特許文献４】米国特許第５，５０６，４２７号
【特許文献５】米国特許第５，９６２，８８０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は当技術分野では、突出外因性ベースを備えた改良型自己整合トランジスタおよ
びこのようなトランジスタを製作する上記関連技術の問題がない改善された方法を提供す
ることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、異なるドープ濃度の外部領域および内部領域を備える突出外因性ベースを有
する自己整合型バイポーラ・トランジスタ構造ならびにこのようなトランジスタを製作す
る方法を含む。より具体的には、外因性ベースとエミッタの自己整合は、２つの領域内に
外因性ベースを形成することによって実現される。第１に、第１ドープ濃度のシリコンま
たはポリシリコンを含む第１材料を設けて、外因性ベース外部領域を形成する。次いで、
リソグラフィによってこの第１材料層内に第１開口を形成し、その中にダミー・エミッタ
・ ペ デ ス タ ル （ pedestal） を 形 成 し 、 そ れ に よ っ て 、 第 １ 開 口 の 側 壁 と ダ ミ ー ・ ペ デ ス タ
ルの間にトレンチが形成される。その後、このトレンチ内に第２ドープ濃度を有するシリ

50

(6)

JP 2005‑26689 A 2005.1.27

コンまたはポリシリコンの第２材料層を設けて、突出外因性ベース縁部がダミー・ペデス
タル縁部に自己整合する別個の外因性ベース内部延長領域を形成する。エミッタは、ダミ
ー・ペデスタルが存在したところに形成されるので、この外因性ベースはエミッタにも自
己整合する。外因性ベース内部延長領域を形成するポリシリコンまたはシリコンは、選択
エピタキシャルまたは非選択エピタキシャルによってトレンチ内で成長させることもでき
る。
【０００７】
一実施形態では、このダミー・ペデスタルは、第１開口内に、第１開口よりも小さい第
２開口を形成する共形の犠牲層を被着させることによって形成することができる。この犠
牲層の厚さおよび第１開口の寸法により、外因性ベース延長領域の寸法（すなわち、トレ
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ンチ）およびダミー・ペデスタル（すなわち、第２開口）の寸法がともに画定される。こ
の第２開口にフィラー材料を充填し、犠牲層をエッチングして、第１開口内にエミッタ・
ペデスタルおよびそれに隣接したトレンチを形成する。この場合、犠牲層の厚さを調節す
ることによって、リソグラフィにより可能な寸法よりも小さいエミッタ・サイズを実現す
ることができる。すなわち、このエミッタ寸法は、犠牲層の厚さによって画定され、リソ
グラフィよりも寸法分解能が高い。あるいは、別の実施形態では、このダミー・ペデスタ
ルは、第１開口に犠牲材料を被着させ充填し、この犠牲材料の上に従来方式のリソグラフ
ィ技術によってエミッタ・ペデスタルを画定することによって形成することができる。こ
の場合、エミッタ寸法は、フォトレジスト・マスクを用いて、第１開口内の犠牲材料から
ダミー・ペデスタルおよび外因性ベース内部延長領域を画定するリソグラフィ技術によっ
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て画定される。この場合、リソグラフィによって生じる第１開口とダミー・ペデスタルの
位置合わせ不良は、本明細書で説明する独特の自己整合技術によって帳消しになり、それ
によって自己整合型トランジスタ構造が得られる。いずれの場合でも、後でダミー・ペデ
スタルを除去して、エミッタ開口を形成し、その中にエミッタを形成する。
【０００８】
本発明の第１態様は、外部領域と、この外部領域からエミッタに向かって横方向内側に
延び、この外部領域に水平に重なり合わない内部延長領域とを含む突出外因性ベースと、
突出外因性ベースの下に配置された内因性ベースとを備える自己整合型バイポーラ・トラ
ンジスタ構造を対象とする。
【０００９】
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本発明の第２態様は、第１位置で内因性ベースに接触する外部領域と、この外部領域と
は別個の、横方向内側に第１位置から離れた第２位置で内因性ベースに接触する内部延長
領域とを含む突出外因性ベースを備えるトランジスタを対象とする。
【００１０】
本発明の第３態様は、自己整合型バイポーラ・トランジスタを製作する方法を対象とす
る。この方法は、第１開口を形成して第１外因性ベース領域を露出させるステップと、第
１開口内に、周囲トレンチを有するダミー・ペデスタルを生成するステップと、このトレ
ンチ内に、第１外因性ベース領域を内因性ベースに接続する外因性ベース延長領域を形成
するステップと、ダミー・ペデスタルを除去してエミッタ開口を形成するステップと、こ
のエミッタ開口内にエミッタを形成するステップとを含む。
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【００１１】
本発明の第４態様は、自己整合型バイポーラ・トランジスタを製作する方法を対象とす
る。この方法は、リソグラフィを用いて第１開口を形成して外因性ベース外部領域を露出
させるステップと、第１開口内に犠牲層を被着させるステップと、リソグラフィを用いて
、第１開口内の犠牲層内に周囲トレンチを備えたダミー・ペデスタルを形成するステップ
と、このトレンチ内にシリコンおよびポリシリコンのうちの１つを形成して、外因性ベー
ス外部領域を内因性ベースに接続する外因性ベース内部延長領域を形成するステップと、
ダミー・ペデスタルを除去してエミッタ開口を形成するステップと、このエミッタ開口内
にエミッタを形成するステップとを含む。
【００１２】

50

(7)

JP 2005‑26689 A 2005.1.27

本発明の第５態様は、自己整合型バイポーラ・トランジスタを製作する方法を対象とす
る。この方法は、外因性ベース外部領域内に開口を形成するステップと、この外因性ベー
ス外部領域を内因性ベースに接続する外因性ベース内部延長領域を生成するステップであ
って、この外因性ベース外部領域と外因性ベース内部領域が突出外因性ベースを形成する
ステップと、外因性ベース内部延長領域内で突出外因性ベースに自己整合したエミッタを
形成するステップとを含む。
【００１３】
本発明の上記その他の特徴は、本発明の実施形態の以下のより詳細な説明から明らかで
あろう。
【００１４】
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次に、添付の図を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図では、同じ指示番号
は同じ要素を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
図２を参照すると、本発明による突出外因性ベース１０１を備えた自己整合型バイポー
ラ・トランジスタ１００（以下、「トランジスタ１００」）が示されている。トランジス
タ１００は、外因性ベース外部領域１０２（以下、「外部領域」）と、外部領域１０２か
らエミッタ１０６に向かって横方向内側に延びる内部外因性ベース延長領域１０４（以下
、「内部延長領域」）とを有する突出外因性ベース１０１を含む。内部延長領域１０４と
外部領域１０２は、それらが異なる時点で形成されるか、あるいは単一層では作製されな
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いという点で別個のものである。また、内部延長領域１０４は、外部領域１０２に水平に
重なり合わない。内因性ベース１０８は、突出外因性ベース１０１の下で、かつエミッタ
１０６の下に配置される。外部領域１０２は第１ドープ濃度を有し、内部延長領域１０４
は第２ドープ濃度を有する。一実施形態では、内部延長領域１０４のポリシリコン（また
はシリコン）の第２ドープ濃度は、外部領域１０２のポリシリコン（またはシリコン）の
第１ドープ濃度とは異なり、好ましくは、外部領域１０２よりもドーパントを多く含む。
あるいは、これらのドープ濃度は同じにすることができるが、ドーパント濃度が異なると
、デバイス性能を向上させることができる。内部延長領域１０４は、スペーサ１１０によ
ってエミッタ１０６から分離される。外部領域１０２は、誘電体層１１１によって、浅い
トレンチ分離１２３の上に配置された内因性ベース１０８の外部領域１０９から分離され
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る。トランジスタ１００の他の特徴は、以下の説明から明らかであろう。
【００１６】
次に、図３〜図１４を参照して、トランジスタ１００を形成するプロセスの第１実施形
態を説明する。図３を参照すると、結晶質シリコン基板１２０があらかじめ提供される。
基板１２０は、コレクタ領域１２２と、コレクタ領域１２２への接触を行うコレクタ・リ
ーチスルー領域１２１とを有する。コレクタ領域１２２の上部上には、コレクタ領域１２
２に電気的に接触する、シリコンまたはシリコン−ゲルマニウム（ＳｉＧｅ）の内因性ベ
ース層１０８がある。内因性ベース層１０８は、例えば、エピタキシャル・プロセスによ
って同時に形成することもできるし、あるいは、注入によって後で形成することもできる
。図３に示す他の構造は、必要なトレンチ分離である浅いトレンチ分離１２３、サブ・コ
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レクタおよびコレクタ・インプラントを含む。これらは、従来方式で生成される。これら
の構造は、本発明のプロセスに関連しないので、必要な場合を除いてはこれらをさらに論
じない。
【００１７】
図４に、このプロセスの最初のステップを示す。このステップは、第１誘電体層１２４
を被着させることを含む。図２に関連して論じたように、後続の処理により、第１誘電体
層１２４から誘電体層１１１が形成される。次に、第１ポリシリコン１２６を被着させる
。第１ポリシリコン１２６は、最終的に外部領域１０２を形成する。あるいは、外部領域
１０２は、シリコン層として形成することもできる。いずれの場合でも、この材料（すな
わち、第１ポリシリコン１２６またはシリコン）は、ドープした材料として形成する（例
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えば、被着または成長させる）ことが好ましいが、あるいは、この材料を形成した後で、
任意の周知の方法でドープすることができる。最後に、第２誘電体層１２８を被着させて
、外因性ベース１０１（図２）とエミッタ１０６（図２）を分離する。各層は、少なくと
も内因性ベース１０８の上に被着させる。以下で説明するように、第１誘電体層１２４は
、内因性ベース１０８を保護するエッチ・ストップ層として働く。誘電体層１２４、１２
８はそれぞれ、酸化シリコン、窒化シリコンなど現時点で周知の、または今後開発される
任意の誘電体材料で作製することができる。図４に、リソグラフィを用いて、内因性ベー
ス１０８の上で、外部領域１０２、すなわち第１ポリシリコン１２６を露出させる第１開
口１３０を形成するステップも示す。具体的には、基板１２０上にフォトレジストを被覆
し、露光し現像し、次いで、第２誘電体層１２８および第１ポリシリコン層１２６を貫通
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し、第１誘電体層１２４上で止まるようにエッチングすることができる。注入される内因
性ベース１０８のドープが必要な場合には、この時点でそれを行うことができる。
【００１８】
図５〜図７に、第１開口１３０内のダミー・ペデスタル１４０（図７）およびダミー・
ペデスタル１４０の周りの周囲トレンチ１４２（図７）を生成する第１実施形態を示す。
図５に、第１開口１３０内に犠牲層１３４を共形に被着させ、それによって、第１開口１
３０よりも小さい第２開口１３６を形成するところを示す。犠牲層１３４は、窒化シリコ
ンなど犠牲層として使用する現時点で周知の、あるいは今後開発される任意の共形の誘電
体被膜とすることができる。以下にさらに説明するように、犠牲層１３４は、第２開口１
３６のサイズを画定し、第２開口１３６は、ダミー・ペデスタル１４０（図７）のサイズ
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を画定する。最終的に、ダミー・ペデスタル１４０が存在するところにエミッタ１０６（
図２）が設けられることになるので、このペデスタルは、エミッタのサイズも画定する。
さらに、犠牲層１３４は、トレンチ１４２（図７）のサイズを画定し、したがって内部延
長領域１０４（図２）のサイズを画定する。犠牲層１３４の厚さは、リソグラフィで可能
な寸法未満に制御することができるので、エミッタ１０６（図２）のサイズは、リソグラ
フィにより生成することができるサイズよりも小さく（＜０．１ミクロン）設定すること
ができる。図６に示すように、第２開口１３６内にフォトレジストなどのフィラー材料１
３８を被着させ、エッチバックする。あるいは、共形の誘電体被膜の形態の他のフィラー
材料、例えば、二酸化シリコン、窒化シリコン、ポリシリコンまたはそれらの組合せを被
着させ、エッチバックまたはＣＭＰにより平坦化して、第２開口１３６内にハード・マス
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クが得られる。
【００１９】
図７に、犠牲層１３４およびフィラー材料１３８を、例えばエッチング・マスクとして
フィラー材料１３８を用いる異方性エッチングにより除去することによって形成された（
第２開口１３６が存在したところの下の）ダミー・ペデスタル１４０と、ダミー・ペデス
タル１４０の周りのトレンチ１４２とを示す。これらが完成した後で、フィラー材料１３
８が除去される。図７に示すように、エッチングは第１誘電体層１２４上で止まる。
【００２０】
図８に、内部延長領域１０４を形成する第１実施形態を示す。この形成ステップは、湿
式またはＲＩＥによってトレンチ１４２の底部の第１誘電体層１２４の露出部分を除去し
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て内因性ベース１０８を露出させた後で、トレンチ１４２内に第２ポリシリコン１５０を
被着させることを含む。次いで、図９に示すように、第２ポリシリコン１５０を陥凹させ
て、外部領域１０２および内因性ベース１０８と電気的に接続する内部延長領域１０４を
形成する。第２ポリシリコン１５０は、ドープしたポリシリコンとして被着させることが
好ましいが、あるいは、ポリシリコンを被着させ、陥凹させ、次いで、任意の周知の方法
でドープすることもできる。第２ポリシリコン１５０は、トレンチ１４２を充填し、かつ
エッチバックによって、またはＣＭＰおよびエッチバックによってこのポリシリコンを平
坦化することを可能にするのに十分な厚さで被着させる。第２ポリシリコン１５０を平坦
化するのにＣＭＰを用いると、トレンチ１４２のアスペクト比が大きい（すなわち、Ｄ／
Ａ＞＞１）ので、小型デバイスと大型デバイス、または分離されたデバイスと入れ子にな
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ったデバイスで、外因性ベースのポリシリコンの厚さに大きな差が生じないはずであるこ
とに留意されたい。内部延長領域１０４を形成して、内因性ベース１０８に外部領域１０
２を電気的に接続し、エミッタ１０６（図２）の縁部に外因性ベース１０１（図２）の縁
部を自己整合させる。内部延長領域１０４を形成する第２ポリシリコン１５０のドープ濃
度は、第１ポリシリコン１２６（外部領域１０２）と同じにしてもよいし、デバイス性能
を最適化するために異なるものとしてもよい。上記で述べたように、一実施形態では、内
部延長領域１０４のドーパント濃度は、外部領域１０２よりも高い。図９には、好ましく
は、ダミー・ペデスタル１４０の上部表面１６２の下に内部延長領域１０４の上部を設け
る方法も示す。すなわち、トレンチ１４２の一部が、ダミー・ペデスタル１４０に隣接し
て存続し、それによって各内部延長領域１０４が覆われる。
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【００２１】
図１０に、内部延長領域１０４を形成する代替方法を示す。この場合、内部延長領域１
０４は、選択エピタキシャル成長によってシリコンとして形成される。具体的には、トレ
ンチ１４２内にシリコンを選択的に成長させて内部延長領域１０４を形成し、それによっ
て、内因性ベース１０８に外部領域１０２を電気的に接続し、全体として外因性ベースを
ダミー・ペデスタル１４０に自己整合させる。この場合、内部延長領域１０４を形成する
ためにＣＭＰまたはエッチバックは必要ない。内部延長領域１０４は、その成長中にｉｎ
−ｓｉｔｕでドープするか、あるいは成長させた後で注入を行うことができ、それによっ
て、外部領域１０２とは異なるドープ濃度が得られる。簡単にするために、図１０以外の
図面には、シリコンの内部延長領域１０４は示していない。
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【００２２】
図１１に、内部延長領域１０４とエミッタ１０６（図２）を電気的に分離するための内
部延長領域１０４用のキャップ１５８、すなわち誘電体層延長部の形成を示す。一実施形
態では、キャップ１５８は、（図示しない）第３誘電体層を被着させ、次いで、それをダ
ミー・ペデスタル１４０の上部表面１６２および第２誘電体層１２８の上部表面まで平坦
化またはエッチバックすることによって形成し、それによって内部延長領域１０４用のキ
ャップ１５８が形成される。キャップ１５８は、トレンチ１４２を通して選択的に内部延
長領域１０４を酸化することによって設けることもできる。図に示すように、この第３誘
電体層は、第２誘電体層１２８と単一の誘電体層を形成することができる。あるいは、第
２誘電体層１２８は、湿式またはＲＩＥエッチングで除去することができ、内部延長領域
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１０４および外部領域１０２の上部表面を酸化することによって、内部延長領域１０４お
よび外部領域１０２の上に単一の誘電体分離層を形成することができる。この場合、図１
１に示すように、この酸化物は、外因性ベース領域１０２および１０４の上部表面上にだ
け形成されることになり、ダミー・ペデスタル１４０の上部表面１６２上には形成されな
い。
【００２３】
次に、図１２に示すように、ダミー・ペデスタル１４０を、例えば、選択ＲＩＥまたは
湿式エッチングで第１誘電体層１２４の部分に対して選択的に除去して、第３エミッタ開
口１６６を形成する。内部延長領域１０４を設けると、外因性ベース（領域１０２および
１０４）と第３エミッタ開口１６６内に形成されるエミッタ１０６（図２）の自己整合を
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精密に制御することができる。
【００２４】
図１３に、第３エミッタ開口１６６の側壁上にスペーサ１１０を形成するところ示す。
スペーサ１１０は、窒化シリコンなど現時点で周知の、または今後開発される任意のスペ
ーサ材料を含み得る。スペーサ１１０により、エミッタと外因性ベースが電気的に分離さ
れる。さらに、スペーサ１１０の幅により、最終的なエミッタのサイズおよびエミッタ縁
部と外因性ベース縁部の最終的な間隔が決まる。この幅を調節してデバイス性能を向上さ
せることができる。より具体的には、スペーサ１１０の幅を薄くして、スペーサの下のベ
ース抵抗成分を最小限に抑え、それによってトランジスタのＦｍａｘをさらに高くするこ
とができる。
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【００２５】
図１４に、第３エミッタ開口１６６（図１３）内にエミッタ１０６を形成するステップ
後のトランジスタ構造を示す。図１３のスペーサ１１０の形成後、湿式またはＲＩＥエッ
チングによって第１誘電体層１２４の露出部分を選択的に除去し、それによって内因性ベ
ース１０８を露出させて、エミッタ１０６と内因性ベース１０８の間で電気的な接触が行
われるようにする。図１４に、ドープした第３のポリシリコン１７２を被着させパターン
化して、第３エミッタ開口１６６内にエミッタ１０６を形成した結果を示す。エミッタ１
０６の幅は、現在のリソグラフィの能力よりも狭い最小の幅、例えば０．１ミクロン未満
になる。図１４には、外部領域１０２および内部延長領域１０４を含む突出外因性ベース
領域１０１（図２）を画定する別のステップの結果も示す。図１４に示す処理は単なる例
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であり、他の処理を施してエミッタ１０６を形成し、突出外因性ベース領域１０１（図２
）を画定するか、あるいは他の方法でトランジスタ１００（図２）を完成させることがで
きることを理解されたい。トランジスタを完成させるための他のステップには、ドーパン
トを送り込む高温アニール、ならびにシリサイド、誘電体層、金属接点などの形成が含ま
れ、それによって図２に示すトランジスタ１００が得られる。
【００２６】
図３〜図１４に示す構造の具体的な形状および位置を調節し、依然として本発明の教示
を実施することができることを理解されたい。例えば、図１５〜図２０を参照すると、上
記プロセスのステップの一部の代替実施形態が示されている。この代替実施形態では、図
１５〜図１６に示すように、全体を覆う第１誘電体層１２４を設けるのではなくて、この
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層を、従来方式の（図１５のフォトレジストＰＲによる）リソグラフィによってパターン
化し、エッチングして、内因性ベース１０８の上にエッチ・ストップ・パッド１８０（図
１６）を形成することができる。エッチ・ストップ・パッド１８０により、内因性ベース
１０８の露出領域１８２が残る。図１７に示すように、外因性ベース外部領域１８４が、
エッチ・ストップ・パッド１８０と浅いトレンチ分離１２３の間の領域内で内因性ベース
１０８に直接接触するように、第１ポリシリコン１２６および第２誘電体層１２８の被着
を行うことができる。次いで、図４〜図１４に示す実施形態の場合と同様な処理を行うこ
とができる。この場合、第１開口１３０は、エッチ・ストップ・パッド１８０に位置合わ
せされ、それよりも小さくなるように、エッチ・ストップ・パッド１８０の上に形成され
る。次いで、図５〜図７に関して上記で説明し、図１８に示すように、ダミー・ペデスタ
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ル１４０およびトレンチ１４２を形成する。図１９に示すように、トレンチ１４２内のエ
ッチ・ストップ・パッド１８０を除去した後に、エッチ・ストップ・パッド１８０の一部
１８６が残る。図１９に、外因性ベース内部延長領域１８８を形成する第２ポリシリコン
１５０も示す。外因性ベース内部延長領域１８８により、外因性ベース外部領域１８４が
内因性ベース１０８に電気的に接続され、突出外因性ベースがエミッタに自己整合する。
【００２７】
図２０に示すように、部分１８６は、外因性ベース外部領域１８４と外因性ベース延長
領域１８８の間に配置され、それによって、延長領域１８８が内因性ベースに接触する位
置から離れた位置で、外部領域１８４が内因性ベース１０８に接触する。したがって、外
因性ベース外部領域１８４は、図２に示す外部領域１０２に比べると、部分１８６の外側
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縁部と浅いトレンチ分離１２３の間の領域内で内因性ベース１０８に直接接触する。すな
わち、外部領域１８４および延長領域１８８はそれぞれ、内因性ベース１０８に接触する
。突出外因性ベース１８４、１８８および内因性ベース１０８の間の接触面積が大きくな
ると、全体としてベース抵抗値が小さくなる。浅いトレンチ分離１２３の縁部の近くで外
因性ベース外部領域１８４と内因性ベース１０８の接触面積が大きくなると、ベース−コ
レクタ寄生容量（Ｃｃｂ）が大きくなり得る。これは、浅いトレンチ分離１２３の縁部の
近くで、外因性ベース外部領域１８４からベース／コレクタ接合部へのドーパントの拡散
により生じる。ただし、外因性ベース外部領域１８４のドープ濃度を低くすることによっ
て、外因性ベース１８４、１８８と内因性ベース１０８の接触面積を大きく保ちながら、
この寄生容量を低く保つことができる。これは、本明細書で説明する独特なトランジスタ
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２００製作方法によって可能である。
【００２８】
図２１〜図２７を参照すると、上記のプロセスのステップの一部の別の代替実施形態が
示されている。図２１に示すように、この代替実施形態は、第１誘電体層１２４を被着さ
せる前に熱酸化物層１９０を熱成長させることを含む。図２１に示すように、この後の処
理では、リソグラフィを利用して内因性ベース１０８の上の少なくとも第１ポリシリコン
１２６を貫通する第１開口１３０の形成を行う。具体的には、基板１２０の上に（図示し
ない）フォトレジストを被着させ、それを露光し現像する。この代替実施形態の場合、図
２１〜図２２に示すように、第１開口１３０は、第２誘電体層１２８、第１ポリシリコン
１２６および第１誘電体層１２４をエッチングし、熱酸化物層１９０上で選択的にエッチ

10

ングを止めることによって形成する。次いで、第１開口１３０内に（図示しない）犠牲層
を被着させて、第１開口１３０よりも小さい第２開口（図５の１３６）を形成する。この
犠牲層を用いて、所望のエミッタ１０６（図２）のサイズを設定する。次に、第２開口（
図６の１３６）内にフィラー材料（図６の１３８）を被着させる。図２３に、（第２開口
が存在したところの下に）得られたダミー・ペデスタル１４０およびダミー・ペデスタル
１４０の周りのトレンチ１４２を示す。ダミー・ペデスタル１４０は、異方性ＲＩＥエッ
チングによって犠牲層を除去し、湿式またはＲＩＥエッチングによってフィラー材料を除
去することによって形成される。トレンチ１４２は、第１誘電体層１２４までではなく、
熱酸化物層１９０まで延びる。図２４に、湿式エッチングによって、等方的かつ熱酸化物
層１９０に対して選択的に、第１誘電体層１２４を陥凹させて、第１ポリシリコン１２６
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の下にレッジ（またはキャビティ）１９４を形成するところを示す。この場合のエッチン
グ化学物質は、例えば二酸化シリコンの第１誘電体層１２４が、熱酸化物層１９０よりも
速くエッチングされるようなものである。図２３および図２４のエッチングは、所望のと
ころに隣接して止めることができる。
【００２９】
図２５に、レッジ１９４の下で、等方的かつ第１誘電体層１２４の縁部に対して選択的
に熱酸化物層１９０を除去し、内因性ベース１０８までトレンチ１４２を延長するところ
を示す。この処理の結果、Ｌ形断面を有するトレンチ１４２が得られる。この場合のエッ
チング化学物質（例えば、気相フッ化水素酸）は、熱酸化物層１９０が第１誘電体層１２
４よりも速くエッチングされるようなものである。熱酸化物層１９０は、ダミー・ペデス
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タル１４０の下に残る。図２６に、トレンチ１４２内に第２ポリシリコン１５０を被着さ
せて、図２７に示す外因性ベース内部延長領域２０４を形成するところを示す。この場合
、延長領域２０４は、Ｌ形断面を有し、外部領域１０２の下を延び、それによって外部領
域１０２との追加の接触領域が得られる。この構成により、突出外因性ベース１０２、２
０４の全体的な抵抗値が小さくなり、デバイス性能が向上する。後続の処理は、図９〜図
１４に示したものとほぼ同様に行われ、それによって、図２７に示すように、トランジス
タ３００が生成される。
【００３０】
図２８〜図３２を参照すると、従来方式のリソグラフィ技術を利用して、ダミー・ペデ
スタルおよびそれに関連するトレンチを生成するための代替ステップが示されている。こ
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れらのステップには本発明の利点も示す。図２８に、例えば窒化物の犠牲層３３４を中に
被着させた後の第１開口３３０を示す。このステップは、第１開口３３０が完全に充填さ
れ、第２開口が形成されないように、犠牲層３３４を十分な厚さに被着させる点を除き、
図５に示すものと類似のものである。図２９に、第１開口３３０の外側で第２誘電体層１
２８まで犠牲層３３４をエッチバックさせた後で、従来方式のリソグラフィ技術を利用し
てフォトレジスト・マスク３０８を形成するところを示す。図に示すように、フォトレジ
スト・マスク３０８は、第１開口３３０との位置合わせがずれている。フォトレジスト３
０８と第１開口３３０の間の位置合わせ不良は、第１開口３３０およびフォトレジスト３
０８のパターン形成を行うのに使用する２つの異なるマスク間の限界位置合わせ公差によ
るものである。図２９に示すように、位置合わせがずれたフォトレジスト・マスク３０８
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は、後でダミー・ペデスタル３４０（図３０）になる領域３７０をマスクするように形成
される。この場合、図３０に示すように、領域３７０（図２９）の外側および第１開口３
３０（図２９）内で犠牲層３３４（図２９）を除去すると、ダミー・ペデスタル３４０お
よび周囲トレンチ３４２が形成される。ダミー・ペデスタル３４０と第１開口３３０の間
の位置合わせ不良により、非対称なトレンチ３４２が得られる。すなわち、ダミー・ペデ
スタル３４０およびトレンチ３４２が同心でなくなる。しかし、外因性ベース内部延長領
域３０４（図３２）を生成する本発明の教示を実施すると、この位置合わせ不良が解消さ
れる。すなわち、図３０に示すように、リソグラフィ技術により、第１開口３３０に対し
て相対的にダミー・ペデスタル（およびエミッタ）の位置合わせ不良が生じても、第２ポ
リシリコン３５０（図３１）の被着により、非対称トレンチ３４２が完全に充填され、そ

10

れによって、全体的な突出外因性ベースとエミッタの構造は、依然として自己整合してい
る。具体的には、図３２に示すように、外因性ベース内部延長領域３０４とエミッタ３０
６の間隔は、スペーサ３１０によって決まり、リソグラフィによって生じる位置合わせ不
良の影響を受けない。ただし、この場合、エミッタ３０６は、リソグラフィにより可能な
サイズよりも小さくはならず、リソグラフィの能力によって制限される。外因性ベース内
部延長領域３０４の幅は不均一になる。
【００３１】
上記で概略を示した特定の実施形態に即して本発明を説明してきたが、当業者には多く
の代替形態、改変形態および変形形態が明らかであることは明白である。したがって、上
記で述べた本発明の実施形態は例示するためのものであり、限定するためのものではない
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。添付の特許請求の範囲に定義する本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、様々
な変更を加えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】従来方式で形成された均一な横方向ドープ濃度を有する突出外因性ベースを含む
従来技術のトランジスタを示す図である。
【図２】本発明に従って形成された突出外因性ベースを含むトランジスタを示す図である
。
【図３】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図４】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
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【図５】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図６】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図７】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図８】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図９】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図１０】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図１１】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図１２】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図１３】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
【図１４】図２のトランジスタを形成するプロセスを示す図である。
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【図１５】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図１６】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図１７】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図１８】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図１９】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図２０】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図２１】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図２２】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図２３】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図２４】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
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【図２５】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図２６】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図２７】図３〜図１４に示すプロセスの代替実施形態のステップを示す図である。
【図２８】本発明の利点を示す代替プロセスのステップを示す図である。
【図２９】本発明の利点を示す代替プロセスのステップを示す図である。
【図３０】本発明の利点を示す代替プロセスのステップを示す図である。
【図３１】本発明の利点を示す代替プロセスのステップを示す図である。
【図３２】本発明の利点を示す代替プロセスのステップを示す図である。
【符号の説明】
【００３３】
１０

トランジスタ

１２

突出外因性ベース

１４

エミッタ

１６

側壁スペーサ

２０

内因性ＳｉＧｅベース

１００

自己整合型バイポーラ・トランジスタ

１０１

突出外因性ベース

１０２

外因性ベース外部領域

１０４

外因性ベース内部延長領域

１０６

エミッタ

１０８

内因性ベース

１０９

内因性ベース外部領域

１１０

スペーサ

１１１

誘電体層

１２０

結晶質シリコン基板

１２１

コレクタ・リーチスルー領域

１２２

コレクタ領域

１２３

浅いトレンチ分離

１２４

第１誘電体層

１２６

第１ポリシリコン

１２８

第２誘電体層

１３０

第１開口

１３４

犠牲層

１３６

第２開口

１３８

フィラー材料

１４０

ダミー・ペデスタル

１４２

周囲トレンチ

１５０

第２ポリシリコン

１５８

キャップ

１６２

上部表面

１６６

第３エミッタ開口

１７２

ドープした第３のポリシリコン

１８０

エッチ・ストップ・パッド

１８２

露出領域

１８４

外因性ベース外部領域

１８６

エッチ・ストップ・パッドの一部

１８８

外因性ベース内部延長領域

１９０

熱酸化物層

１９４

レッジ（またはキャビティ）

２００

トランジスタ
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20
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２０４

外因性ベース内部延長領域

３００

トランジスタ

３０４

外因性ベース内部延長領域

３０６

エミッタ

３０８

フォトレジスト・マスク

３１０

スペーサ

３３０

第１開口

３３４

犠牲層

３４０

ダミー・ペデスタル

３４２

周囲トレンチ

３５０

第１ポリシリコン

３７０

領域

【図１】
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【図３】

【図４】

【図２】
【図５】

(15)
【図６】
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【図２９】
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【図３１】
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JP 2005‑26689 A 2005.1.27

(18)

JP 2005‑26689 A 2005.1.27

フロントページの続き
(72)発明者 グレゴリー・ジー・フリーマン
アメリカ合衆国１２５３３ ニューヨーク州ホープウェル・ジャンクション セバスチャン・コー
ト ２３
(72)発明者 マーワン・エイチ・ハター
アメリカ合衆国１２６０１ ニューヨーク州ポーキープシー ハドソン・ハーバー・ドライブ ６
０６
(72)発明者 フランソワ・パジェッテ
アメリカ合衆国１２５２４ ニューヨーク州フィッシュキル マックス・ウェイ １５０８
Ｆターム(参考) 5F003 AP05 BA27 BB06 BB07 BB08 BB90 BC08 BE07 BE08 BE90
BF06 BG06 BH06 BM01 BM06 BP06 BP33 BP93 BP94 BS04
BS07 BS08

