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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に設けられたほぼ直方体形状の第１導電型の第１半導体層と、
　前記第１半導体層の対向する一対の第１側面にゲート絶縁膜を介して設けられたゲート
電極と、
　前記第１半導体層の、前記第１側面とほぼ直交する方向の対向する一対の第２側面の底
部に接続されて前記直交する方向に延在する第１導電型の第２半導体層と、
　前記第２半導体層に設けられた第２導電型の第１不純物領域と、
　前記第１半導体層の前記一対の第２側面に形成される前記第１不純物領域と接続する第
２不純物領域と、
　前記第１半導体層の前記第２不純物領域間に設けられたチャネル領域と、
　前記第１半導体層の前記第２側面と平行な前記ゲート電極の側部に設けられた絶縁体か
らなる一対の側壁と、
　を備え、
　前記第１側面で切断したときの前記一対の側壁の最大幅と前記ゲート電極の幅との和が
、前記第１半導体層の前記一対の第２側面間の距離にほぼ等しいことを特徴とするＦｉｎ
型チャネルトランジスタ。
【請求項２】
　前記第１半導体層の上面に絶縁体からなる保護膜が設けられ、前記第１半導体層の一対
の第１側面に設けられたゲート電極は前記保護膜上に延在していることを特徴とする請求
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項１記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタ。
【請求項３】
　前記第１半導体層は複数であって、前記複数の第１半導体層は前記一対の第１側面と直
交する方向に前記ゲート電極を介して一列上に配列されていることを特徴とする請求項１
または２記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタ。
【請求項４】
　前記基板はＳＯＩ基板であり、前記第１不純物領域は前記ＳＯＩ基板のＳＯＩ層に設け
られ、前記第２不純物領域は第２導電型であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれ
かに記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタ。
【請求項５】
　前記基板はバルクシリコン基板であり、前記第１不純物領域は前記バルクシリコン基板
に設けられていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のＦｉｎ型チャネル
トランジスタ。
【請求項６】
　前記第１不純物領域の表面にシリコンまたはシリコン・ゲルマニウムエピタキシャル層
が形成され、その一部もしくは全部がシリサイド化又はジャーマノシリサイド化されてい
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタ。
【請求項７】
　ソース・ドレインとして前記第１半導体層とショットキー接合する金属層が設けられて
いることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタ
。
【請求項８】
　前記金属層は、前記第１不純物領域がｎ型である場合には希土類金属またはこれらの金
属を含むシリサイドであり、前記第１不純物領域がｐ型である場合には貴金属またはこれ
らの金属を含むシリサイドであることを特徴とする請求項７記載のＦｉｎ型チャネルトラ
ンジスタ。
【請求項９】
　前記第２不純物領域は第１導電型のハロー領域であることを特徴とする請求項８記載の
Ｆｉｎ型チャネルトランジスタ。
【請求項１０】
　前記第２不純物領域は前記第１不純物領域と同程度の濃度を有する第２導電型の不純物
領域であることを特徴とする請求項７記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタ。
【請求項１１】
　前記ゲート電極は金属または金属シリサイドから形成されていることを特徴とする請求
項１記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタ。
【請求項１２】
　基板上に形成された半導体層をパターニングすることにより直方体形状のＦｉｎ部を形
成する工程と、
　前記Ｆｉｎ部の対向する一対の第１側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記Ｆｉｎ部の少なくとも前記一対の第１側面に前記ゲート絶縁膜を挟むようにゲート
電極を形成する工程と、
　全面に絶縁物を堆積し、前記絶縁物をエッチングするとともに前記Ｆｉｎ部をエッチン
グすることにより、前記Ｆｉｎ部の前記一対の第１側面とほぼ直交する方向の前記Ｆｉｎ
部の対向する一対の第２側面を露出するとともに前記一対の第２側面と平行な前記ゲート
電極の側部に前記絶縁物からなる側壁を形成しかつ前記一対の第２側面の底部に接続する
ように前記ゲート電極の両側に前記半導体層を残置する工程と、
　を備え、前記第１側面で切断したときの前記一対の側壁の最大幅と前記ゲート電極の幅
との和が、前記Ｆｉｎ部の前記一対の第２側面間の距離にほぼ等しいことを特徴とするＦ
ｉｎ型チャネルトランジスタの製造方法。
【請求項１３】
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　前記Ｆｉｎ部を形成する工程は、前記半導体層のパターニングの前に前記半導体層上に
第１絶縁層を形成し、前記第１絶縁層および前記半導体層をパターニングする工程を含む
ことを特徴とする請求項１２記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造方法。
【請求項１４】
　露出した前記第２側面および残置された前記半導体層に不純物領域を形成する工程と、
　前記不純物領域および前記ゲート電極をシリサイド化する工程と、
　を備えたことを特徴とする請求項１２または１３記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタ
の製造方法。
【請求項１５】
　基板上に形成された半導体層上に第１絶縁層を形成する工程と、
　前記第１絶縁層および前記半導体層をパターニングすることにより直方体形状のＦｉｎ
部を形成する工程と、
　前記半導体層の対向する一対の第１側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　全面にゲート電極材料膜を形成した後、前記ゲート電極材料膜上に第２絶縁層を形成す
る工程と、
　前記第２絶縁層および前記ゲート電極材料膜をパターニングすることにより、前記半導
体層の前記第１側面に形成された前記ゲート絶縁膜および前記半導体層の上面の前記第１
絶縁層を覆うゲート電極を形成するとともに前記ゲート電極の上面に前記第２絶縁層を残
置する工程と、
　全面に絶縁物を堆積し、前記絶縁物をエッチングするとともに前記Ｆｉｎ部をエッチン
グすることにより、前記半導体層の前記一対の第１側面とほぼ直交する方向の前記半導体
層の対向する一対の第２側面を露出するとともに前記一対の第２側面の底部に接続するよ
うに前記ゲート電極の両側に前記半導体層を残置しかつ前記パターニングされた前記第２
絶縁層および前記ゲート電極の側部に前記絶縁物からなるゲート側壁を形成する工程と、
　露出した前記第２側面に第１不純物領域を形成するとともに残置された前記半導体層に
第２不純物領域を形成する工程と、
　前記ゲート側壁に挟まれた前記第２絶縁層を除去し、前記ゲート電極の上面を露出する
工程と、
　前記第１および第２不純物領域および前記ゲート電極をシリサイド化する工程と、
　を備え、前記第１側面で切断したときの前記一対の側壁の最大幅と前記ゲート電極の幅
との和が、前記半導体層の前記一対の第２側面間の距離にほぼ等しいことを特徴とするＦ
ｉｎ型チャネルトランジスタの製造方法。
【請求項１６】
　前記基板はＳＯＩ基板であり、前記半導体層は前記ＳＯＩ基板のＳＯＩ層であることを
特徴とする請求項１２乃至１５のいずれかに記載のＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造
方法。
【請求項１７】
　前記基板はバルク基板であることを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれかに記載の
Ｆｉｎ型チャネルトランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体集積回路の高性能化には、その構成要素である電界効果トランジスタの高性能化
が必須である。これまで，素子性能の向上は素子の微細化によって進められてきたが、今
後はその限界が指摘されている。中でも短チャネル効果の抑制と寄生抵抗の低減は深刻な
課題と考えられており、国際半導体ロードマップによると４５ｎｍ世代以降においてはこ
れらの問題を解決するために複数の新しいブレイクスルー技術が必要とされている。
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【０００３】
　このような状況に対し、短チャネル効果に対する耐性が高いことから、チャネル領域を
完全空乏化したＦＤ(Fully-Depleted)デバイスが次世代の基本素子構造として期待されて
いる。中でも注目されているのは、薄膜ＳＯＩ(Silicon On Insulator)基板を用いたトラ
ンジスタと、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタ（以下、ＦｉｎＦＥＴとも云う）である。
【０００４】
　また、ゲート電極の空乏化に対してはゲート材料を金属または金属シリサイドに置き換
えること(メタルゲート化)が検討されている。特に、ポリシリコンゲートの部分を完全に
金属シリサイド化(フルシリサイド化)することが、素子製造プロセス中の熱的安定性や製
造コストの点から、期待されている。
【０００５】
　Ｆｉｎ型チャネルトランジスタは、基板に対して垂直方向に立ち上がった板のようなチ
ャネルを持つ、マルチゲート・トランジスタの一種で、そのチャネル領域の形状からＦｉ
ｎ型チャネルトランジスタと呼ばれる。ゲートの支配力が非常に強いため、短チャネル効
果に強いという特徴をもっている。ITRSロードマップでもEmerging Research Devicesの
章で解説されている（例えば非特許文献１参照）。
【非特許文献１】Y.K. Choi et al. "FinFET Process Refinements for Improved Mobili
ty and Gate Work Function Engineering", Technical Digest of International Electr
on Devices Meeting (IEDM) (December 2002), pp259
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このように短チャネル効果の抑制のために、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタは大変有望
な構造であるが、その構造が複雑であることから、次に示すような、３つの製造上の困難
が存在する。
【０００７】
　第一に、エクステンション層、ハロー層、ディープ領域などの不純物領域をイオン注入
により形成する際に、隣のＦｉｎが邪魔になってＦｉｎの下部に不純物を導入できず、更
にプロファイルのコントロールも困難であること。
【０００８】
　第二に、ゲート側壁形成時、チャネルＦｉｎにも側壁材料が残ってしまい、セルフアラ
インシリサイドを用いた際の抵抗低減効果が低下してしまうことである。
【０００９】
　第三に、Ｆｉｎの上面などと隣接するＦｉｎ間のポリシリコンの厚さが異なるため、厚
い部分に合わせて、金属を供給することになる。これはポリシリコンが薄い部分に対して
は金属の供給過多になり、シリサイド化プロセス中にシリサイドがゲート側壁を乗越えて
、ゲート-ソース・ドレイン間のブリッチングを引き起こすことである。
【００１０】
　これらの製造上の困難が原因となり、実際のＦｉｎ型チャネルトランジスタでは、寄生
抵抗が大きくなってしまう、素子特性がばらついてしまう、駆動電流を稼ごうとしてもそ
れほどＦｉｎの高さを高くできないなどの問題が生じる。
【００１１】
　本発明は、上記事情を考慮して成されたものであって、不純物形成領域に確実に不純物
を注入することができるとともに、ソース・ドレインの全領域に対してセルフアラインサ
リサイドを行うことができるＦｉｎ型チャネルトランジスタおよびその製造方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の態様によるＦｉｎ型チャネルトランジスタは、基板上に設けられたほぼ
直方体形状の第１導電型の第１半導体層と、前記第１半導体層の対向する一対の第１側面
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にゲート絶縁膜を介して設けられたゲート電極と、前記第１半導体層の、前記第１側面と
ほぼ直交する方向の対向する一対の第２側面の底部に接続されて前記直交する方向に延在
する第１導電型の第２半導体層と、前記第２半導体層に設けられた第２導電型の第１不純
物領域と、前記第１半導体層の前記一対の第２側面に設けられ前記第１不純物領域と接続
する第２不純物領域と、前記第１半導体層の前記第２不純物領域間に形成されるチャネル
領域と、を備えていることを特徴とする。
【００１３】
　なお、前記第１半導体層の上面に絶縁体からなる保護膜が設けられ、前記第１半導体層
の一対の第１側面に設けられたゲート電極は前記保護膜上に延在しており、前記第１半導
体層の第２側面と平行な前記ゲート電極の側部に絶縁体からなる側壁が形成されていても
よい。
【００１４】
　なお、前記第１半導体層は複数であって、前記複数の第１半導体層は前記一対の第１側
面と直交する方向に前記ゲート電極を介して一列上に配列されていてもよい。
【００１５】
　なお、前記基板はＳＯＩ基板であり、前記第１不純物領域は前記ＳＯＩ基板のＳＯＩ層
に設けられ、前記第２不純物領域は第２導電型であってもよい。
【００１６】
　なお、前記基板はバルクシリコン基板であり、前記第１不純物領域は前記バルクシリコ
ン基板に設けられていてもよい。
【００１７】
　なお、前記第１不純物領域の表面にシリコンエピタキシャル層もしくはシリコンゲルマ
ニウムエピタキシャル層が形成されていてもよい。
【００１８】
　なお、ソース・ドレイン電極として前記第１不純物領域とショットキー接合する金属層
が設けられていてもよい。
【００１９】
　なお、前記金属層は、前記第１不純物領域がｎ型である場合には希土類金属またはこれ
らの金属を含むシリサイドであり、前記第１不純物領域がｐ型である場合には貴金属また
はこれらの金属を含むシリサイドであることが好ましい。
【００２０】
　なお、前記第２不純物領域は第１導電型のハロー領域であってもよい。
【００２１】
　なお、前記第２不純物領域は前記第１不純物領域と同程度の濃度を有する第２導電型の
不純物領域であってもよい。
【００２２】
　なお、前記ゲート電極は金属または金属シリサイドから形成されていてもよい。
【００２３】
　また、本発明の第２の態様によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造方法は、基板上
に形成された半導体層をパターニングすることにより直方体形状のＦｉｎ部を形成する工
程と、前記Ｆｉｎ部の対向する一対の第１側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記Ｆ
ｉｎ部の前記第１側面に前記ゲート絶縁膜を挟むようにゲート電極を形成する工程と、全
面に絶縁物を堆積し、前記絶縁膜をエッチングするとともに前記Ｆｉｎ部をエッチングす
ることにより、前記Ｆｉｎ部の、前記一対の第１側面とほぼ直交する方向の対向する一対
の第２側面を露出するとともに前記第２側面の底部に接続するように前記ゲート電極の両
側に前記第１半導体層を残置する工程とを備えたことを特徴とする。
【００２４】
　なお、前記Ｆｉｎ部を形成する工程は、前記半導体層のパターニングの前に前記半導体
層上に第１絶縁層を形成し、前記第１絶縁層および前記半導体層をパターニングする工程
を含んでいてもよい。
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【００２５】
　なお、露出した前記第２側面および残置された前記半導体層に不純物領域を形成する工
程と、前記不純物領域および前記ゲート電極をシリサイド化する工程と、を備えていても
よい。
【００２６】
　また、本発明の第３の態様によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造方法は、基板上
に形成された半導体層上に第１絶縁層を形成する工程と、前記第１絶縁層および前記半導
体層をパターニングすることにより直方体形状のＦｉｎ部を形成する工程と、前記半導体
層の対向する一対の第１側面にゲート絶縁膜を形成する工程と、全面にゲート電極材料膜
を形成した後、前記ゲート電極材料膜上に第２絶縁層を形成する工程と、前記第２絶縁層
および前記ゲート電極材料膜をパターニングすることにより、前記半導体層の前記第１側
面に形成された前記ゲート絶縁膜および前記半導体層の上面の前記第１絶縁層を覆うゲー
ト電極を形成するとともに前記ゲート電極の上面に前記第２絶縁層を残置する工程と、全
面に絶縁物を堆積し、前記絶縁物をエッチングするとともに前記Ｆｉｎ部をエッチングす
ることにより、前記半導体層の前記一対の第１側面とほぼ直交する方向の前記半導体層の
対向する一対の第２側面を露出するとともに前記第２側面の底部に接続するように前記ゲ
ート電極の両側に前記半導体層を残置しかつ前記パターニングされた前記第２絶縁層およ
び前記ゲート電極の側部に前記絶縁物からなるゲート側壁を形成する工程と、露出した前
記第２側面に第１不純物領域を形成するとともに残置された前記半導体層に第２不純物領
域を形成する工程と、前記ゲート側壁に挟まれた前記第２絶縁層を除去し、前記ゲート電
極の上面を露出する工程と、前記第１および第２不純物領域および前記ゲート電極をシリ
サイド化する工程と、を備えたことを特徴とする。
【００２７】
　なお、前記基板はＳＯＩ基板であり、前記半導体層は前記ＳＯＩ基板のＳＯＩ層であっ
てもよい。
【００２８】
　なお、前記基板はバルク基板であってもよい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、不純物形成領域に確実に不純物を注入することが可能となるとともに
、ソース・ドレインの全領域に対してセルフアラインサリサイドを行うことが可能となり
、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタの基板の深さ方向における不純物プロファイルの均一性
がよくでき、寄生抵抗を大幅に低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。
【００３１】
　まず、本発明の実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジタの特徴をより明確にするた
めに、従来の技術で説明した問題点を図１５（ａ）乃至図２０（ｃ）を参照して説明する
。
【００３２】
　通常のＦｉｎ型チャネルトランジスタは単純化すると、図１５（ａ）乃至図２０（ｃ）
に示すようにして作られる。ここではｎ型チャネルデバイスの例を示すが、ｐ型チャネル
デバイスについても同様に作製できる。
【００３３】
　まず、図１５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、支持基板２上に絶縁膜４が形成さ
れ、絶縁膜４上にＳＯＩ層６が形成されたＳＯＩ基板上に、チャネルの保護膜として窒化
シリコン８をＬＰＣＶＤ(Low Pressure Chemical Vapor Deposition)などで１００ｎｍ程
度堆積し、公知の素子分離技術によって、素子分離を行う。さらに、既存のパターニング
技術により、ＳＯＩ層６をパターニングし、チャネルとなるＦｉｎを形成する。Ｆｉｎの
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幅は例えば１０ｎｍである。
【００３４】
　次に、図１６（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、ゲート絶縁膜９として、１ｎｍほ
どの二酸化シリコンをＲＴＯ(Rapid Thermal Oxidation)などによって形成し、その後プ
ラズマ窒化をして誘電率を大きくする。さらに、ゲート電極１０となるポリシリコン膜を
ＬＰＣＶＤなどで１００ｎｍ程度堆積し、その上に窒化シリコン膜からなるハードマスク
層（図示せず）を堆積する。そして、フォトリソグラフィー技術などを用いて上記ハード
マスク層をパターニングする。その後，パターニングされたハードマスク層をマスクとし
てＲＩＥ等でポリシリコン層をパターニングするとゲート電極１０が形成される（図１６
（ａ）、（ｂ）、（ｃ）参照）。ここで、さらにオフセットスペーサーなどを形成する場
合もあるが図示していない。
【００３５】
　次に、図１７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、ボロンを１ｋｅＶで１×１０１４

ｃｍ－２程度イオン注入してハロー領域を形成し、さらに砒素を０．５ｋｅＶで２×１０
１５ｃｍ－２程度イオン注入することでエクステンション領域を形成する。このとき、図
１７（ｃ）に示すように、隣のＦｉｎの影となって、イオン注入が行われない領域１１が
存在する。なお、図１７（ａ）は平面図を、図１７（ｂ）は正面図を、図１７（ｃ）は図
１７（ａ）に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図である。
【００３６】
　次に、図１８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、二酸化シリコン１０ｎｍ、窒化シ
リコン１０ｎｍからなる積層膜をＬＰＣＶＤ法によって堆積する。次に、ＲＩＥ(Reactiv
e Ion Etching)などで上記積層膜をパターニングすることにより、ゲート側壁１２を形成
する。なお、図１８（ａ）は平面図を、図１８（ｂ）は正面図を、図１８（ｃ）は図１８
（ａ）に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図である。
【００３７】
　次に、図１９（ａ）、（ｂ）に示すように、砒素を３０ｋｅＶで３×１０１５ｃｍ－２

程度イオン注入してディープ拡散層領域１６を形成する。このとき、図１９（ｂ）に示す
ように、隣のＦｉｎの影となって、イオン注入が行われない領域１３が存在する。
【００３８】
　次に、ホット燐酸処理をしてＦｉｎ領域６上の保護膜を除去した後、ＣｏやＮｉなどを
スパッタし、熱処理することにより、セルフアラインシリサイド層１８、２０をＦｉｎ領
域６およびゲート電極１０上に形成する（図２０（ａ）、（ｂ）、（ｃ）参照）。なお、
図２０（ａ）は平面図を、図２０（ｂ）は正面図を、図２０（ｃ）は図２０（ａ）に示す
切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図である。以降、コンタクト形成などを行う。
【００３９】
　従来技術で説明した第一の困難は、図１７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び図１９（ａ）、
（ｂ）に示したように、Ｆｉｎの間隔に比べてＦｉｎの高さが高い場合に、隣のＦｉｎが
邪魔となって、側面及び上面からのイオン注入が困難となることが原因である。
【００４０】
　また、第二の困難は、図２０（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示したように、ゲート側面に残
った絶縁膜等によって、Ｆｉｎ下部のソース・ドレイン領域にシリサイドが形成されない
ことによって生じる。ゲート側面に残った絶縁膜等によって、Ｆｉｎ下部のソース・ドレ
イン領域にシリサイドが形成されないことはＦｉｎが複数個の場合ばかりでなく１個の場
合でも生じる。
【００４１】
（第１実施形態）
　次に、本発明の第１実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を、図１（ａ
）乃至図７を参照して説明する。本実施形態のＦｉｎ型チャネルトランジスタは、ｎ型チ
ャネルデバイスの例を示すが、イオン注入するイオン種を変えるなどすればｐ型チャネル
デバイスについても同様に作製できる。
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【００４２】
　まず、図１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、支持基板２上に絶縁膜４が形成され
、絶縁膜４上にＳＯＩ層６が形成されたＳＯＩ基板上に、チャネルの保護膜として窒化シ
リコン８をＬＰＣＶＤ(Low Pressure Chemical Vapor Deposition)などで１００ｎｍ程度
堆積し、公知の素子分離技術によって、素子分離を行う。さらに、既存のパターニング技
術により、ＳＯＩ層６をパターニングし、チャネルとなるＦｉｎを形成する。Ｆｉｎの幅
は例えば１０ｎｍである。なお、図１（ａ）は平面図、図１（ｂ）は図１（ａ）に示す切
断線Ａ－Ａで切断したときの断面図、図１（ｃ）は図１（ａ）に示す切断線Ｂ－Ｂで切断
したときの断面図である。
【００４３】
　次に、図２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、ゲート絶縁膜９として、１ｎｍほど
の二酸化シリコンをＲＴＯ(Rapid Thermal Oxidation)などによって形成し、その後プラ
ズマ窒化をして誘電率を大きくする。さらに、ゲート電極１０となるポリシリコン膜をＬ
ＰＣＶＤなどで１００ｎｍ程度堆積し、その上に窒化シリコン膜からなるハードマスク層
（図示せず）を堆積する。そして、フォトリソグラフィー技術などを用いて上記ハードマ
スク層をパターニングする。その後，パターニングされたハードマスク層をマスクとして
ＲＩＥ等でポリシリコン層をパターニングするとゲート電極１０が形成される（図２（ａ
）、（ｂ）、（ｃ）参照）。ここで、さらにオフセットスペーサーなどを形成する場合も
あるが図示していない。なお、図２（ａ）は平面図、図２（ｂ）は図２（ａ）に示す切断
線Ａ－Ａで切断したときの断面図、図２（ｃ）は図２（ａ）に示す切断線Ｂ－Ｂで切断し
たときの断面図である。
【００４４】
　次に、図３に示すように、二酸化シリコン１０ｎｍ、窒化シリコン１０ｎｍからなる積
層膜をＬＰＣＶＤ法によって堆積する。次に、異方性エッチング、例えばＲＩＥなどを用
いて加工することにより、ゲート側壁１２と、チャネルとなるＦｉｎ６を同時にパターニ
ングする（図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）参照）。このパターニング工程において、図４（
ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、ゲート電極１０と平行でチャネル方向と垂直なチャ
ネルＦｉｎ６ａの側面が露出される。なお、図４（ａ）、（ｂ）において、符号６ｂは複
数のチャネルＦｉｎ６ａの底部に接続され、ソース・ドレインの一部となる半導体領域で
ある。このように、ゲート１０と平行でチャネル方向と垂直なチャネルＦｉｎ６ａの側面
が露出することが、本実施形態が従来の場合と異なる大きな特徴となっている。なお、図
３は図２（ｂ）に対応する断面図であり、図４（ａ）は平面図、図４（ｂ）は図４（ａ）
に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図、図４（ｃ）は図４（ａ）に示す切断線Ｂ－
Ｂで切断したときの断面図である。
【００４５】
　次に、図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、ボロンを１ｋｅＶで１×１０１４ｃ
ｍ－２程度イオン注入してハロー領域を形成後、砒素を０．５ｋｅＶで２×１０１５ｃｍ
－２程度イオン注入してエクステンション領域を形成し、ソース・ドレインの一部となる
一対の不純物領域１４を形成する。さらに砒素を３０ｋｅＶで３×１０１５ｃｍ－２程度
イオン注入してディープ拡散層１６を形成する。一対の不純物領域１４間の半導体層６ａ
がチャネル領域１５となる。なお、図５（ａ）は平面図、図５（ｂ）は図５（ａ）に示す
切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図、図５（ｃ）は図５（ａ）に示す切断線Ｂ－Ｂで切
断したときの断面図である。
【００４６】
　続いて、ＣｏやＮｉなどの高融点金属をスパッタし、熱処理することにより、セルフア
ラインによるシリサイド層１８をＦｉｎ領域６ａ、６ｂに形成するとともにセルフアライ
ンによるシリサイド層２０をゲート電極１０上に形成する（図６（ａ）、（ｂ）、（ｃ）
参照）。図６（ｂ）から分かるように、ソース・ドレインとなるディープ拡散層１６は全
てシリサイド層１８になっているが、一部分のみをシリサイド化してもかまわない。本願
では不純物領域１４とディープ拡散層１６、シリサイド層１８をまとめてソース・ドレイ
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ン領域と呼んでいる。このときの本実施形態のＦｉｎ型チャネルトランジスタの斜視図を
図７に示す。なお、図６（ａ）は平面図、図６（ｂ）は図６（ａ）に示す切断線Ａ－Ａで
切断したときの断面図、図６（ｃ）は図６（ａ）に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断
面図である。
【００４７】
　このように製造することにより、本実施形態のＦｉｎ型トランジスタの基本構造が完成
する。
【００４８】
　なお、各イオン注入工程の後には適宜活性化アニール工程等が入るが省略している。
【００４９】
　また、ハロー領域は必ずしも必要ではないが、短チャネル効果を抑えるためには形成す
ることが望ましい。
【００５０】
　なお、本実施形態においては、ゲート側壁１２の膜厚はＳＯＩ層６の膜厚と同じかまた
は薄いことが好ましい。
【００５１】
　このように構成された本実施形態のＦｉｎ型トランジスタにおいては、基板上にチャネ
ルＦｉｎとなるほぼ直方体形状の半導体層６ａが複数個、間隔をおいて一列状に配置され
、上記半導体層６ａの一列状に配置された方向の両側面にゲート絶縁膜９を介してゲート
電極１０が設けられている。隣接する半導体層６ａの間のゲート電極１０は上記隣接する
半導体層６ａの共通のゲート電極となる。これらのゲート電極１０は共通に接続されてい
る。また、各半導体層６ａの底部は上記一列状に配置された方向とほぼ直交する方向に延
在した部分６ｂを有している。上記一列状に配置された方向とほぼ直交する方向に延在し
た部分６ｂは、イオン注入されることによりディープ拡散層領域１６となる。本実施形態
においては、ディープ拡散層領域１６は共通に接続されている。各半導体層６ａの上記一
列状に配置された方向とほぼ直交する方向の対向する面に、ハロー領域およびエクステン
ション領域となる一対の不純物領域１４が形成されている。この一対の不純物領域１４間
の半導体層６ａがチャネル領域１５となる。本実施形態においては、ソース・ドレイン領
域１６は全てシリサイド層１８となり、不純物領域１４は表面がシリサイド層１８となる
。
【００５２】
　このように、本実施形態においては、各Ｆｉｎ６ａ、６ｂには不純物領域１４、１６が
形成されるとともに、その表面がシリサイド化された構成となっている。このため、不純
物形成領域に確実に不純物を注入することが可能となるとともに、ソース・ドレインの全
領域に対してセルフアラインサリサイドを行うことが可能となり、Ｆｉｎ型チャネルトラ
ンジスタの基板の深さ方向における不純物プロファイルの均一性がよくでき、寄生抵抗を
大幅に低減できる。
【００５３】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を図８（ａ）
乃至図１０に示す。図８（ａ）は本実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの平面
図、図８（ｂ）は図８（ａ）に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図、図８（ｃ）は
図８（ａ）に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図、図９は図８（ａ）に示す切断線
Ｃ－Ｃで切断したときの断面図、図１０は本実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジス
タの斜視図である。
【００５４】
　本実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタは、バルク基板上に形成したものであ
って、この点がＳＯＩ基板上に形成した第１実施形態のＦｉｎ型チャネルトランジスタと
は異なる。本実施形態のＦｉｎ型チャネルトランジスタは、ｎ型チャネルデバイスの例を
示すが、ｐ型チャネルデバイスについても同様である。
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【００５５】
　ＳＴＩ（Shallow Trench Isolation)３を用いて素子分離されたバルクシリコン基板１
上に、チャネルＦｉｎとなるほぼ直方体形状の半導体層７が複数個、間隔をおいて一列状
に配置され、上記半導体層７の一列状に配置された方向の両側面にゲート絶縁膜９を介し
てゲート電極１０が設けられている。隣接する半導体層７の間のゲート電極１０は上記隣
接する半導体層７の共通のゲート電極となる。これらのゲート電極１０は共通に接続され
ている。また、各半導体層７の底部は基板１に接続されている。なお、各半導体層７の上
面はチャネル保護用ハードマスクによって覆われている。上記一列状に配置された方向と
ほぼ直交する方向の基板１の両側にディープ拡散層領域１６が形成されている。本実施形
態においては、ディープ拡散層領域１６は共通に接続されている。各半導体層７の上記一
列状に配置された方向とほぼ直交する方向の対向する面に、ハロー領域及びエクステンシ
ョン領域となる一対の不純物領域１４が形成されている。この一対の不純物領域１４間の
半導体層７がチャネル領域１５となる。本実施形態においては、ソース・ドレイン領域は
表面がシリサイド層１８となる。なお、ゲート電極１０のＦｉｎ部以外の面は上面を除い
て側壁１２によって覆われている。また、ゲート電極１０の上面はセルフアライメントに
よるシリサイド層２０が形成されている。また、ゲート電極１０の底部はＳＴＩ層３に接
している。
【００５６】
　このように、本実施形態においては、各半導体層７の側部には不純物領域１４が形成さ
れ、基板１の表面にはディープ拡散層領域１６が形成されるとともに、その表面がシリサ
イド化された構成となっている。このため、不純物形成領域に確実に不純物を注入するこ
とが可能となるとともに、ソース・ドレインの全領域に対してセルフアラインサリサイド
を行うことが可能となり、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタの基板の深さ方向における不純
物プロファイルの均一性がよくでき、寄生抵抗を大幅に低減できる。
【００５７】
　本実施形態は、ＳＯＩ基板よりも安価なバルク基板を使用でき、ゲート電極やチャネル
加工時の深さ精度を緩和できるなどのメリットがある。
【００５８】
　また、本実施形態では、基板１から突き出た部分に垂直方向にダブルゲート構造のチャ
ネルが複数並んだトランジスタと見ることができる。バルク基板を用いているため、ディ
ープ拡散層領域１６の底部がパスとなってパンチスルー電流が流れやすい。本実施形態で
は、ゲート電界によってこれを抑制できる構造となっている。具体的には、ゲート電極１
０の底面がディープ拡散層領域１６の底面よりも下に位置している。
【００５９】
　なお、上記実施形態においては、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタはＳＯＩ基板上に形成
したが、バルク基板上に形成してもよい。この場合、図２１に示すように、チャネルとな
るＦｉｎの底部に、ソース・ドレインとなるディープ拡散層領域１６とは逆の導電型の不
純物領域３１を設けると良い。このようにすることで、上記パンチスルー電流を効果的に
抑制できる。
【００６０】
　次に、第２実施形態において、最も望ましい構造を以下説明する。
【００６１】
　第２実施形態においては、ディープ拡散層領域１６からゲート電極１０のエッジまでの
距離がシリサイド１８からゲート電極１０のエッジまでの距離と同じか、より長いことが
望ましく、かつ、その深さは一対の不純物領域１４と同じか、より深く、ゲート電極１０
の下端と同じか、より浅いことが望ましい。このようにすることで、リーク電流を最小限
に抑えることができる。また、ハロー領域は必ずしも必要ではないが、短チャネル効果を
抑えるためには形成することが望ましい。
【００６２】
（第３実施形態）
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　次に、本発明の第３実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を図１１およ
び図１２を参照して説明する。
【００６３】
　本実施形態のＦｉｎ型チャネルトランジスタは、バルクシリコン基板上に形成され、エ
レベーテッドソース・ドレイン層２２を備えている（図１２参照）。このように、エレベ
ーテッドソース・ドレイン層２２を備えることにより、ソース・ドレイン領域１６の底面
の面積を小さくすることでさらにリーク電流を減らすことができる。具体的には図１１に
示すような、ソース・ドレイン領域１６およびこのソース・ドレイン領域が櫛状となって
いる他は、第２実施形態と同様の構造となっている。この後、シリコンをエピタキシャル
成長させると、図１２に示すように、シリコンが露出している部分１８だけを選択的にエ
レベーテッドシリコン層２２で覆うことができる。なお、図１２ではシリコンが露出して
いる部分１８だけでなく、横方向（Ｆｉｎとなる半導体層が一列に配列された方向）にも
エレベーテッドシリコン層２２が成長し、エレベーテッドシリコン層２２が一体となった
構成となっている。あとは通常どおり、シリコン層２２にイオン注入してソース・ドレイ
ンを形成し、シリサイド化を行えばよい。最後のエピタキシャル成長は、必ず必要なもの
ではないが、これを行うことでコンタクトの面積を増やすことができ、コンタクト抵抗を
低減できる。
【００６４】
　本実施形態も第２実施形態と同様に、不純物形成領域に確実に不純物を注入することが
可能となるとともに、ソース・ドレインの全領域に対してセルフアラインサリサイドを行
うことが可能となり、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタの基板の深さ方向における不純物プ
ロファイルの均一性がよくでき、寄生抵抗を大幅に低減できる。
【００６５】
　なお、公知のリソグラフィー技術を用いると、パターンの太さが場所によって異なるよ
うな構造を作成するのは難しい。具体的には図１０に示したＦｉｎ構造よりも、図１１に
示した単純なライン・アンド・スペース構造の方が、作成が容易である。従って、これが
問題になる場合には、図１１の構造を作製後，直接コンタクト３３を形成した図２２また
は図２３ に示すような構造にすると良い。
【００６６】
　なお、本実施形態においては、エレベーテッドソース・ドレイン層２２の材料としてシ
リコンを用いたが、シリコンゲルマニウム等を用いることができる。エピタキシャル層を
シリコンゲルマニウムとすることで、例えばｐチャネルデバイスのチャネル部分に歪み応
力を加えて移動度を向上させ、寄生抵抗低減の効果を最大限に享受できるようになる。
【００６７】
（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を図１３を参
照して説明する。
【００６８】
　第１乃至第３実施形態においては、いずれも拡散層ソース・ドレインを採用した構造と
なっているが、本実施形態のＦｉｎ型チャネルトランジスタは、第２実施形態の拡散層ソ
ース・ドレインを、図１３に示すようにショットキー接合されたソース・ドレイン金属層
１９に置き換え、リークを防ぐためのｎ＋拡散層１７を備えた構成となっている。このた
め、不純物領域１４は、ｐ－のハロー領域２３に置き換えられた構成となっている。なお
、図１３は、第２実施形態の図９に示す断面図の位置に対応する断面図である。
【００６９】
　本実施形態において、ｎ型チャネルデバイスであるので、望ましい金属層１９を形成す
るための材料としては、例えば、エルビウム（Ｅｒ）を代表とする希土類金属、あるいは
、それらの金属を含むシリサイドを用いればよい。エルビウム（Ｅｒ）を代表とする希土
類金属は、電子に対してショットキー障壁の高さが低いからである。これにより、ソース
－ドレイン間の抵抗が低くなる。ｐ型チャネルデバイスとしては、例えば、プラチナ（Ｐ
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ｔ）を代表とする貴金属、あるいは、それらの金属を含むシリサイドを用いればよい。貴
金属シリサイドは、正孔に対してショットキー障壁の高さが低いからである。
【００７０】
　さらに、ゲート電極１０を全て、ソース・ドレインと同じ希土類金属を含むシリサイド
で形成しても良い。これにより、ゲート電極の仕事関数は、現在広くゲート電極として採
用されているポリシリコンの仕事関数と同程度になり、回路設計を大きく変更する必要が
無くなる。
【００７１】
　本実施形態では、バルク基板上に作製した例を示したが、第１実施形態同様にＳＯＩ基
板上に形成しても同様の効果を得ることができる。
【００７２】
　本実施形態も第２実施形態と同様に、不純物形成領域に確実に不純物を注入することが
可能となるとともに、ソース・ドレインの全領域に対してセルフアラインサリサイドを行
うことが可能となり、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタの基板の深さ方向における不純物プ
ロファイルの均一性がよくでき、寄生抵抗を大幅に低減できる。
【００７３】
（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタを図１４を参照して
説明する。
【００７４】
　本実施形態のＦｉｎ型チャネルトランジスタは、第４実施形態において、別のショット
キー・ソース／ドレインと組み合わせた構成となっている。本実施形態では、金属ソース
／ドレイン２１の周辺に不純物濃度が高く、厚みが薄い高濃度不純物層２４が設けられて
いる点で第４実施形態と異なる。高濃度不純物層２４は、例えば、燐（Ｐ）、砒素（Ａｓ
）またはボロン（Ｂ）を不純物として含む。本実施形態における望ましい形態としては、
高濃度不純物層２４は、不純物濃度が１×１０２０ｃｍ－３程度以上で、厚みが１０ｎｍ
程度以下であることが望ましい。もしくは、高濃度不純物層２４の不純物濃度が１×１０
２０ｃｍ－３程度以上で、ゲート側壁１２の膜厚が１０ｎｍ程度以下であるようにしても
よい。また、本実施形態のその他の構成は、第４実施形態の構成と同様でよいが、金属ソ
ース・ドレイン層としてはコバルトシリサイド又はニッケルシリサイド等のミッドギャッ
プメタルを用いることもできる。これは、高濃度不純物層２４が、金属ソース・ドレイン
層の周辺に設けられていることによって、ソース・ドレイン層２１とチャネル１５との間
のショットキー障壁が小さくなるためである。
【００７５】
　本実施形態において、ソース・ドレインを形成するには、あらかじめ不純物をイオンイ
ン注入などで浅く打ち込んでおいてから、金属をスパッタしてシリサイド化すると、金属
ソース・ドレイン層２１の部分に存在していた不純物がシリサイド化中に金属ソース・ド
レイン層の周辺に偏析する。例えばこの不純物の偏析によって、高濃度不純物層２４を形
成できる。不純物の種類としてはｎチャネルデバイスにはリン、砒素、アンチモン、硫黄
、さらにはエルビウムを代表とする希土類金属などが、また、ｐチャネルデバイスにはホ
ウ素、インジウム、さらにはプラチナを代表とする貴金属などを用いることができる。
【００７６】
　本実施形態も第４実施形態と同様に、不純物形成領域に確実に不純物を注入することが
可能となるとともに、ソース・ドレインの全領域に対してセルフアラインサリサイドを行
うことが可能となり、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタの基板の深さ方向における不純物プ
ロファイルの均一性がよくでき、寄生抵抗を大幅に低減できる。
【００７７】
　上記第１乃至第５実施形態においては、Ｆｉｎは複数個設けられていたが、１個であっ
てもよい。
【００７８】
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　また、上記第１乃至第５実施形態においては、ゲート電極は上面にシリサイド層が形成
されていたが、全てシリサイドから構成してもよい。
【００７９】
（第６実施形態）
　次に、本発明の第６実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造方法を説明す
る。本実施形態のＦｉｎ型チャネルトランジスタは、ｎ型チャネルデバイスの例を示すが
イオン注入するイオン種を変えるなどすればｐ型チャネルデバイスについても同様に作製
できる。
【００８０】
　まず、図２４乃至図２６に示すように、支持基板２上に絶縁膜４が形成され、絶縁膜４
上にＳＯＩ層６が形成されたＳＯＩ基板上に、チャネルの保護膜として窒化シリコン８を
ＬＰＣＶＤ(Low Pressure Chemical Vapor Deposition)などで１００ｎｍ程度堆積し、公
知の素子分離技術によって、素子分離を行う。更に、既存のパターニング技術により、Ｓ
ＯＩ層６をパターニングし、チャネルとなるＦｉｎを形成する。Ｆｉｎ幅は例えば１０ｎ
ｍである。なお、図２４は平面図、図２５は図２４に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの
断面図、図２６は図２４に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図である。
【００８１】
　次に、図２７乃至図２９に示すように、ゲート絶縁膜９として、１ｎｍほど二酸化シリ
コンをＲＴＯ(Rapid Thermal Oxidation)などによって形成し、その後、プラズマ窒化に
より窒素を添加することによりゲート絶縁膜９の誘電率を大きくする。さらにゲート電極
１０となるポリシリコン膜をＬＰＣＶＤなどで５０ｎｍ堆積し、その上に酸化シリコン膜
からなるキャップ層４１を１００ｎｍ堆積する。さらにその上に窒化シリコン膜からなる
ハードマスク層（図示せず）を堆積する。そして、フォトリソグラフィー技術などを用い
て上記ハードマスク層をパターニングする。その後、パターニングされたハードマスク層
をマスクとしてＲＩＥ等でキャップ層４１とポリシリコン膜１０をパターニングするとゲ
ート電極部分が形成される。ここで、さらにオフセットスペーサーなどを形成する場合も
あるが図示していない。なお、図２７は平面図、図２８は図２７に示す切断線Ａ－Ａで切
断したときの断面図、図２９は図２７に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図である
。
【００８２】
　次に、図３０に示すように膜厚１００ｎｍの窒化シリコン層１２をＬＰＣＶＤ法によっ
て堆積する。なお、図３０は図２８に対応する断面図である。続いて、異方性エッチング
、例えばＲＩＥなどを用いて加工することにより、ゲート側壁１２と、チャネルとなるＦ
ｉｎ部６を同時にパターニングする（図３１乃至図３３参照）。このパターニング工程に
おいて、図３１乃至図３３に示すように、ゲート電極１０と平行でチャネル方向と垂直な
Ｆｉｎ部６ａの側面が露出する。なお、図３１、図３２において符号６ｂは複数のチャネ
ルＦｉｎ部６ａの底部に接続され、ソース・ドレインの一部となる半導体領域である。図
３１は平面図、図３２は図３１に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図、図３３は図
３１に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図である。
【００８３】
　次に、図３４乃至図３６に示すように、ボロンを加速電圧１ｋｅＶでドーズ量１×１０
１４ｃｍ－２程度イオン注入してハロー領域を形成後、ヒ素を加速電圧０．５ｋｅＶでド
ーズ量２×１０１５ｃｍ－２程度イオン注入してエクステンション領域を形成することに
より、ソース・ドレインの一部となる一対の不純物領域１４を形成する。さらに、ヒ素を
加速電圧３０ｋｅＶでドーズ量３×１０１５ｃｍ－２程度イオン注入してディープ拡散層
１６を形成する。一対の不純物形成領域１４間の半導体層６ａがチャネル領域１５となる
。なお、図３４は平面図、図３５は図３４に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図、
図３６は図３４に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図である。
【００８４】
　続いて、酸化シリコンからなるキャップ層４１を例えば希ＨＦ液を用いたエッチングに
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より除去し、ゲート電極１０の表面を露出させると、図３７に示すように、キャップ層４
１の除去部分が溝４３となり、ゲート電極１０が側壁１２の壁で囲まれた状態となる。こ
のように、側壁１２の高さをポリシリコンからなるゲート電極１０の高さよりも高くすれ
ば、この後のシリサイド工程中にシリサイドが側壁１２を乗越えることによって生じるゲ
ート－ソース・ドレイン間のブリッチングを防ぐことができる。
【００８５】
　続いて、Ｎｉなどの高融点金属をスパッタし、熱処理することにより、セルフアライン
によるシリサイド層１８をＦｉｎ部６ａ、６ｂに形成するとともにセルフアラインによる
フルシリサイドゲート電極２０を形成する（図３８乃至図４０参照）。図３９からわかる
ように、ソース・ドレインとなるディープ拡散層１６は全てシリサイド１８になっている
が、一部分のみをシリサイド化してもかまわない。図３８は平面図、図３９は図３８に示
す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図、図４０は図３８に示す切断線Ｂ－Ｂで切断した
ときの断面図である。
【００８６】
　このように製造することにより、本実施形態のフルシリサイドゲートＦｉｎ形チャネル
トランジスタの基本構造が完成する。
【００８７】
　なお、各イオン注入工程後には適宜活性化アニール工程等が入るが省略している。
【００８８】
　また、ハロー領域は必ずしも必要ではないが、短チャネル効果を抑えるためには形成す
ることが望ましい。
【００８９】
　本実施形態によれば、不純物形成領域に確実に不純物を注入することが可能となるとと
もに、ソース・ドレインの全領域に対してセルフアラインサリサイドを行うことが可能と
なり、Ｆｉｎ型チャネルトランジスタの基板の深さ方向における不純物プロファイルの均
一性がよくでき、ゲート電極の空乏化を抑制し、ゲート電極の高さを低くしアスペクト比
を稼ぎながらゲート－ソース・ドレイン間のブリッチングを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の第１実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図
。
【図２】第１実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
【図３】第１実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す断面図。
【図４】第１実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
【図５】第１実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
【図６】第１実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
【図７】第１実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す斜視図。
【図８】本発明の第２実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す図。
【図９】第２実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す断面図。
【図１０】第２実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す斜視図。
【図１１】本発明の第３実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタのエレベーテッド
ソース・ドレイン層が形成される前の構成を示す斜視図。
【図１２】本発明の第３実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す斜視
図。
【図１３】本発明の第４実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す断面
図。
【図１４】本発明の第５実施形態によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す断面
図。
【図１５】従来のＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
【図１６】従来のＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
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【図１７】従来のＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
【図１８】従来のＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
【図１９】従来のＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
【図２０】従来のＦｉｎ型チャネルトランジスタの製造工程を示す図。
【図２１】第２実施形態の変形例によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す断面
図。
【図２２】第３実施形態の第１変形例によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す
斜視図。
【図２３】第３実施形態の第２変形例によるＦｉｎ型チャネルトランジスタの構成を示す
斜視図。
【図２４】本発明の第６実施形態によるＦｉｎ形チャネルトランジスタの製造工程を示す
平面図。
【図２５】図２４に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図。
【図２６】図２４に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図。
【図２７】本発明の第６実施形態によるＦｉｎ形チャネルトランジスタの製造工程を示す
平面図。
【図２８】図２７に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図。
【図２９】図２７に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図。
【図３０】第６実施形態によるＦｉｎ形チャネルトランジスタの製造工程を示す断面図。
【図３１】本発明の第６実施形態によるＦｉｎ形チャネルトランジスタの製造工程を示す
平面図。
【図３２】図３１に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図。
【図３３】図３１に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図。
【図３４】本発明の第６実施形態によるＦｉｎ形チャネルトランジスタの製造工程を示す
平面図。
【図３５】図３４に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図。
【図３６】図３４に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図。
【図３７】本発明の第６実施形態によるＦｉｎ形チャネルトランジスタの製造工程を示す
断面図。
【図３８】本発明の第６実施形態によるＦｉｎ形チャネルトランジスタの製造工程を示す
平面図。
【図３９】図３８に示す切断線Ａ－Ａで切断したときの断面図。
【図４０】図３８に示す切断線Ｂ－Ｂで切断したときの断面図。
【符号の説明】
【００９１】
１　バルクシリコン基板
２　支持基板
４　絶縁膜
６　Ｆｉｎ部
８　チャネル保護膜
９　ゲート絶縁膜
１０　ゲート電極
１２　ゲート側壁
１４　不純物領域
１５　チャネル領域
１６　ディープ拡散層領域
１８　シリサイド層
２０　シリサイド層
２１　ソース・ドレイン層
２２　シリコン層
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２３　ハロー領域
３１　不純物領域
３３　コンタクト
４１　キャップ層
４３　溝

【図１】 【図２】
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【図２７】
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