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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体デバイスのトランジスタのゲート電極構造に隣接するシリコン含有結晶性半導体
領域内にキャビティを形成するステップであって、前記ゲート電極構造はその側壁に隣接
して形成されるオフセットスペーサを備えており、前記キャビティは少なくとも前記オフ
セットスペーサの下に延びるアンダーエッチングされた領域を備えているところのステッ
プと、
　前記アンダーエッチングされた領域を備えている前記キャビティを形成した後に、前記
キャビティの露出させられた全ての表面上に保護層を形成するステップと、
　前記保護層を形成した後に、昇温された第１の温度で前記半導体デバイスを処理するス
テップと、
　前記昇温された第１の温度より低い第２の温度を有するプロセス環境に前記半導体デバ
イスを導入するステップと、
　前記プロセス環境内で前記保護層を除去するステップと、
　前記第２の温度にある前記プロセス環境内で前記キャビティ内に半導体合金を形成する
ステップとを備えた方法。
【請求項２】
　前記キャビティを形成するステップは、プラズマ環境を備えている第１のエッチングプ
ロセスを実行することと、ウエットエッチング薬品を備えている第２のエッチングプロセ
スを実行することとを備えている、請求項１の方法。
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【請求項３】
　前記ウエットエッチング薬品は結晶学的に異方性の除去速度を有している、請求項２の
方法。
【請求項４】
　前記ウエットエッチング薬品はテトラメチルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）を
備えている、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記保護層を形成することは前記キャビティの前記露出させられた表面上に酸化物層を
形成することを備えている、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記酸化物層は概ね７００℃未満の温度の酸化性ガス雰囲気内で形成される、請求項５
の方法。
【請求項７】
　前記酸化物層はウエット化学的酸化プロセスを実行することによって形成される、請求
項５の方法。
【請求項８】
　前記半導体合金内に少なくとも部分的にドレイン及びソース領域を形成するステップを
更に備えた、請求項１の方法。
【請求項９】
　前記半導体合金は前記トランジスタのチャネル領域内に圧縮歪を誘起するように形成さ
れる、請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記半導体合金はシリコン及びゲルマニウムから構成される、請求項９の方法。
【請求項１１】
　前記昇温された第１の温度は概ね８００℃以上である、請求項１の方法。
【請求項１２】
　プラズマ環境を備えている第１のエッチングプロセス及びウエットエッチング薬品を備
えている第２のエッチングプロセスを実行することによってトランジスタのゲート電極構
造に対して横方向にオフセットされるキャビティを結晶性半導体領域内に形成するステッ
プであって、前記キャビティは少なくとも前記ゲート電極構造の側壁スペーサ構造の下に
延びるアンダーエッチングされた領域を備えているところのステップと、
　前記キャビティの露出させられた全ての表面上に保護層を形成するステップと、
　前記保護層を形成した後に、昇温された第１の温度で前記結晶性半導体領域を処理する
ステップと、
　前記保護層を形成した後に、前記昇温された第１の温度より低い第２の温度を有するプ
ロセス環境であって、歪誘起半導体合金を形成するために用いられるプロセス環境内に前
記トランジスタを導入するステップと、
　前記プロセス環境内で前記保護層を除去するステップと、
　前記キャビティ内に前記歪誘起半導体合金を形成するステップと、
　前記半導体領域内にドレイン及びソース領域を形成するステップとを備えた方法。
【請求項１３】
　前記保護層を除去するのに先立ち前記プロセス環境内の堆積温度を確立することを更に
備えた、請求項１２の方法。
【請求項１４】
　前記堆積温度は概ね７５０℃以下である、請求項１３の方法。
【請求項１５】
　前記保護層は二酸化シリコン材質として形成される、請求項１２の方法。
【請求項１６】
　前記第２のエッチングプロセスの前記ウエットエッチング薬品は結晶学的に異方性のエ
ッチング挙動を有している、請求項１２の方法。
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【請求項１７】
　前記半導体合金はゲルマニウム及び錫の少なくとも一方を備えている、請求項１２の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は概して集積回路の製造に関し、更に特定的にはトランジスタのチャネル領域内
での電荷キャリア移動度を高めるようにシリコン／ゲルマニウムのような埋め込み半導体
合金を用いることによって歪を与えられたチャネル領域を有するトランジスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複雑な集積回路の製造は、複雑な回路のための主要な回路要素を代表する多数のトラン
ジスタ要素の提供を必要としている。例えば現在入手可能な複雑な集積回路においては、
数百万のトランジスタが設けられているであろう。概して多くのプロセス技術がこれまで
のところ実施されており、マイクロプロセッサ、記憶チップ等の複雑な回路に対しては、
動作速度及び／又は電力消費及び／又は費用効果を考慮した優れた特性により、現在のと
ころＣＭＯＳ技術が最も有望な手法である。ＣＭＯＳ回路においては、高度に複雑な回路
アセンブリ、例えばＣＰＵ、記憶チップ等を設計するために、相補型トランジスタ、即ち
ｐチャネルトランジスタ及びｎチャネルトランジスタがインバータ及び他の論理ゲートの
ような回路要素を形成するのに用いられる。ＣＭＯＳ技術を用いる複雑な集積回路の製造
においては、トランジスタ、即ちｎチャネルトランジスタ及びｐチャネルトランジスタが
結晶性の半導体層を含む基板上に形成される。ＭＯＳトランジスタ、又は一般的に電界効
果トランジスタは、ｎチャネルトランジスタ又はｐチャネルトランジスタのいずれが考慮
されているかにかかわらず、複数の所謂ｐｎ接合を備えており、ｐｎ接合は、高濃度にド
ープされたドレイン及びソース領域と、ドレイン及びソース領域の間に配置される逆に又
は低濃度にドープされたチャネル領域との界面によって形成されている。チャネル領域の
伝導性、即ち伝導性チャネルの駆動電流能力は、チャネル領域の近傍に形成され且つ薄い
絶縁層によってチャネル領域から隔てられているゲート電極によって制御される。ゲート
電極への適切な制御電圧の印加により伝導性チャネルが形成されている場合、チャネル領
域の伝導性はドーパント濃度、電荷キャリアの移動度に依存し、加えてトランジスタ幅方
向におけるチャネル領域の所与の拡張に対しては、チャネル長とも称されるソース及びド
レイン領域間の距離にも依存する。このようにチャネル長の減少、及びそれに付随するチ
ャネル抵抗の減少は、集積回路の動作速度の向上を達成するための支配的設計基準である
。
【０００３】
　しかし、トランジスタ寸法の継続的な減少は、それに伴い多くの問題を引き起こしてお
り、それらの問題は、ＭＯＳトランジスタのチャネル長を堅実に減少させることによって
得られる利益を過度に相殺することのないように対処される必要がある。例えばドレイン
及びソース領域においては、低いシート抵抗及び接触抵抗を所望のチャネル可制御性と共
に提供するように、垂直方向及び横方向における高度に洗練されたドーパントプロファイ
ルが要求される。また、要求されるチャネル可制御性を維持するために、ゲート誘電体材
質もまたチャネル長の減少に適合させられる。しかし、高いチャネル可制御性を維持する
ための幾つかのメカニズムもまた、トランジスタのチャネル領域内での電荷移動度にネガ
ティブな影響をもたらし得るので、チャネル長の減少により得られる利益を部分的に相殺
してしまうかもしれない。
【０００４】
　限界寸法、即ちトランジスタのゲート長の継続的な寸法減少は、高度に複雑なプロセス
技術の適合及び場合によってはその新たな開発を必要とし、また移動度の低下に起因して
あまり明白ではない性能向上の一因にもなり得るので、所与のチャネル長に対するチャネ
ル領域内での電荷キャリア移動度を高めてトランジスタ要素のチャネル伝導性を向上させ
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、それにより、大幅に縮小化された限界寸法を必要とする技術標準への進歩と同等の性能
改善を可能にする一方で、デバイス縮小化に関連するプロセス適合の多くを回避し又は先
送りすることが提案されてきた。
【０００５】
　電荷キャリア移動度を高めるための１つの効果的なメカニズムは、例えば対応する歪を
チャネル領域内に生じさせるようにチャネル領域の近傍に引張り又は圧縮応力を発生させ
ることによるチャネル領域内の格子構造の改良であり、それにより電子及びホールに対す
る改良された移動度がそれぞれもたらされる。例えば、能動シリコン材質の標準的な結晶
構造、即ち＜１１０＞方向に合わせられたチャネル長を伴う（１００）表面方位に対して
チャネル領域内に引張り歪を生じさせることは、電子の移動度を増大させ、次いで伝導性
における対応する増大に直接的に形を変えるであろう。一方、チャネル領域内の圧縮歪は
ホールの移動度を高めることができ、それによりｐ型トランジスタの性能を高める可能性
が提供される。歪を与えられたシリコンは、高価な半導体材質を必要とすることなしに高
速且つ強力な半導体デバイスの製造を可能にする「新たな」種類の半導体材質であると考
えることができる一方で、十分に確立された多くの製造技術がそのまま使用可能であるの
で、集積回路製造への応力又は歪エンジニアリングの導入は、極めて有望な手法である。
【０００６】
　そこで、対応する歪をもたらし得る圧縮応力を誘起するように、例えばチャネル領域に
隣接してシリコン／ゲルマニウム材質を導入することが提案されてきた。Ｓｉ／Ｇｅ材質
を形成する場合、ＰＭＯＳトランジスタのドレイン及びソース領域は選択的に窪まされて
キャビティを形成し、一方ＮＭＯＳトランジスタはマスキングされて次いでシリコン／ゲ
ルマニウム材質がエピタキシャル成長によってＰＭＯＳトランジスタのキャビティ内に選
択的に形成される。
【０００７】
　この技術はｐチャネルトランジスタの性能向上に関して、従ってＣＭＯＳデバイス全体
の性能向上に関して顕著な利益をもたらすが、チャネル領域内の歪成分の更なる増大は、
ゲート構造の完全性について妥協することなしにチャネル領域に対するシリコン／ゲルマ
ニウム合金の横方向のオフセットを小さくすることによって達成することは困難であろう
ことが判明しており、シリコン／ゲルマニウム合金を形成するための１つの従来手法をよ
り明確に示すために、このことについて図１ａ乃至１ｅを参照して更に詳細に説明する。
【０００８】
　図１ａは早い製造段階における従来の半導体デバイス１００の断面図を模式的に示して
いる。図示されるように、半導体デバイス１００はシリコン基板のような基板１０１を備
えており、ＳＯＩ（シリコン・オン・インシュレータ）構造が考えられている場合には、
基板１０１の上方には埋め込み絶縁層（図示せず）が形成されているであろう。また、基
板１０１の上方にはシリコンベースの半導体層１０２が形成され、半導体層１０２は、そ
の内部及びその上にトランジスタ等の回路要素を形成するための「能動(active)」半導体
材質を代表する。図示されるように、半導体層１０２は第１の能動領域１０２ａ及び第２
の能動領域１０２ｂを備えており、これらは浅い溝分離(shallow trench isolation)等の
分離構造１０３によって分離されている。能動領域１０２ａはその内部及びその上方にｐ
チャネルトランジスタ１５０ａを形成するための適切にドープされた半導体材質を代表す
る一方、能動領域１０２ｂはｎチャネルトランジスタ１５０ｂのための基本的な特性をも
たらすように適切なドーパント濃度を有しているであろう。図示される製造段階において
は、トランジスタ１５０ａ、１５０ｂはゲート電極構造１５１を備えており、ゲート電極
構造１５１は、ゲート電極材質１５１ａと、ゲート電極１５１ａの上面上に形成されるキ
ャップ層１５１ｂと、ゲート絶縁層１５１ｃとを含んでいるであろうし、ゲート絶縁層１
５１ｃは、対応する能動領域１０２ａ、１０２ｂのチャネル領域１５２からゲート電極材
質１５１ａを分離している。また、ｐチャネルトランジスタ１５０ａのゲート電極構造１
５１の側壁上には、スペーサ要素１０４ａが場合によってはエッチング停止ライナ１０５
と組み合わされて形成されている。一方、ｎチャネルトランジスタ１５０ｂは、場合によ
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ってはエッチング停止ライナ１０５と組み合わされるスペーサ層１０４によって覆われて
いる。
【０００９】
　半導体デバイス１００は、シリコン／ゲルマニウム合金を提供するための十分に確立さ
れた従来の手法に準拠する以下のプロセス技術に従って形成することができる。分離構造
１０３を形成しそして基本的ドーパント濃度を確立するために適切な注入シーケンスを実
行することによって能動領域１０２ａ、１０２ｂを画定した後、ゲート絶縁層１５１ｃの
ための適切な材質を設けること及びそれに続くゲート電極材質の堆積によって、ゲート電
極構造１５１を形成することができる。また、キャップ層１５１ｂの材質も堆積させられ
るであろう。この目的のために、必要とされる材質及びその特性に応じて、十分に確立さ
れた酸化、表面処理、及び堆積の技術を用いることができる。例えばゲート絶縁層１５１
ｃは、洗練された半導体デバイスにおいては概ね１ナノメートル乃至数ナノメートルの厚
みを有する例えば二酸化シリコンベースの材質を形成するために、酸化及び／又は堆積又
は表面処理によって形成することができる。他の場合には、典型的には１０以上の誘電定
数を有しているであろうハフニウム酸化物等の高ｋ誘電体材質が用いられることがあり、
それにより、ゲート誘電体材質の所与の物理的な厚みに対してゲート電極材質１５１ａの
チャネル領域１５２への容量性結合を高めることができる。その後、ゲート電極１５１ａ
のための任意の適切な材質が例えば多結晶シリコン等の形態で設けられるであろうし、シ
リコン窒化物等の形態でもたらされ得るキャップ材質１５１ｂの堆積がそれに続くであろ
う。これらの材質層の後続のパターニングの間、デバイス１００に対する設計規則に従っ
て望ましいゲート長を伴うゲート電極構造１５１を得るために、洗練されたリソグラフィ
技術及びエッチングプロセスを用いることができる。次いで、エッチング停止ライナ１０
５を堆積及び／又は酸化によって形成することができ、典型的にはシリコン窒化物材質の
形態でもたらされるスペーサ層１０４の堆積がそれに続き、スペーサ層１０４は典型的に
は、熱的に活性化されたＣＶＤ(化学的気相堆積)レシピ、プラズマ支援プロセス等によっ
て堆積させることができる。スペーサ層１０４を堆積させるとき、その厚みはスペーサ要
素１０４ａの望ましい幅１０４ｗを考慮して選択することができ、幅１０４ｗは後の製造
段階において能動領域１０２ａ内に形成されることになるシリコン／ゲルマニウム合金の
オフセットを次いで決定し得る。洗練された応用においては、シリコン／ゲルマニウム材
質によって得られる歪誘起メカニズムを強化するために、幅１０４ｗは望ましくは小さく
される。しかし、トランジスタ１５０ａの性能向上を考慮するとスペーサ層１０４の厚み
の減少が望ましいのではあるが、スペーサ層１０４の厚みに対する望ましい値は、歪シリ
コン／ゲルマニウム合金を設ける更なる処理の間におけるゲート電極材質１５１ａ及びゲ
ート絶縁層１５１ｃの全体的な完全性を維持することを考慮してもたらされる必要があろ
う。その結果、典型的には１０～３０ｎｍの厚みが選択されることがあり、それにより後
続の製造プロセスを考慮する場合に必要となるプロセス余裕を提供することができる。ス
ペーサ層１０４を形成した後、トランジスタ１５０ｂ及び、スペーサ層１０４の対応する
部分を覆うためにフォトリソグラフィ技術に基いてエッチングマスク１０６が設けられる
一方、トランジスタ１５０ａはスペーサ層１０４の材質を選択的に除去するように設計さ
れているエッチング環境１０７に曝露され、それによりスペーサ要素１０４ａが形成され
る。エッチングプロセス１０７は十分に確立されたプラズマ支援異方性エッチング技術に
基いて実行することができ、必要であればエッチング停止ライナ１０５に基いてエッチン
グプロセスの制御が達成され得る。その後、ライナ１０５は除去されるであろうし、そし
てスペーサ１０４ａ及び分離構造１０３に対して選択的に能動領域１０２ａ内にまでエッ
チングするために適切に選択されたエッチングパラメータ及びエッチング薬品に基いて更
なるエッチングプロセス又はプロセス１０７の更なるステップが実行され得る。例えば、
酸化物及び窒化物に対してシリコンを選択的に除去するための高度に選択的な異方性エッ
チング技術が当該分野において確立されている。
【００１０】
　図１ｂは更に進んだ製造段階における半導体デバイス１００を模式的に示している。図
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示されるように、ゲート電極構造１５１及びスペーサ要素１０４ａに隣接して対応するキ
ャビティ１０８が形成され、ここでは先行するプラズマ支援エッチングプロセスの異方的
な性質に起因して、実質的に垂直な側壁１０８ｓが得られ、ゲート電極材質１５１ａに対
するキャビティ１０８の横方向のオフセット、従って後の製造段階において更に形成され
ることになる任意のシリコン／ゲルマニウム合金のオフセットは、スペーサ１０４ａの幅
１０４ｗによって実質的に決定され、エッチング停止ライナ１０５が設けられている場合
には、その厚みと幅１０４ｗの組み合わせによって実質的に決定される。対応するキャビ
ティエッチングプロセスの後、又はそのプロセスに先立ち、エッチングマスク１０６は除
去されるであろう。
【００１１】
　図１ｃは次の製造段階における半導体デバイス１００を模式的に示しており、その製造
段階においては、選択的エピタキシャル成長プロセスを実行するために適した対応するプ
ロセスチャンバ又はプロセス環境１６０内にデバイス１００を運び込む準備をするために
、デバイス１００は高温、例えば８００℃以上に加熱されるであろう。
【００１２】
　図１ｄはプロセス環境１６０内で実行される熱処理１０９の間における半導体デバイス
１００を模式的に示しており、熱処理１０９は、キャビティ１０８の露出させられた表面
区域上に形成されていたであろう任意の固有の酸化物を除去するように、例えば８５０℃
以上の温度で実行され得る。概ね８００℃以上の高温の間、適度なシリコンのリフローが
生じるであろうし、従ってキャビティ１０８の初期形状を「不鮮明にする(blur)」であろ
う。熱処理１０９の後、全体的なプロセスパラメータ、例えば圧力、先駆体ガス流量、ド
ーパント種に対する先駆体の割合、等に応じて、プロセス環境１６０内の温度は、概ね７
５０℃以下であろう望ましい堆積温度に調節されるであろう。
【００１３】
　図１ｅは対応する選択的エピタキシャル成長プロセス１１０の間におけるデバイス１０
０を模式的に示しており、プロセス１１０の間にシリコン／ゲルマニウム合金１１１をキ
ャビティ１０８内に形成することができ、ここでは、ゲート電極材質１５１ａに対する材
質１１１の横方向のオフセットは、前述したように幅１０４ｗによって実質的に規定され
る。その結果、材質１１１内のゲルマニウム種の所定の割合を用いることによって、対応
する大きな程度の内部歪を生成することができるが、チャネル領域１５２内の実際の歪は
、材質１１１の横方向のオフセットによって顕著に影響され得る。
【００１４】
　スペーサ幅１０４ｗの更なる減少はゲート電極構造１５１内に欠陥を生じさせる高いリ
スクを伴うであろうから、全体的な製造歩留まり及び製品信頼性を考慮すると、それぞれ
の手法は望ましくないであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　上述した事情に鑑み、本開示は、埋め込み半導体合金をチャネル領域の直近に位置させ
ることができる一方で、上で特定された問題の１つ以上を回避し又は少なくとも低減する
ことができる半導体デバイス及びプロセスに関連している。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　概して本開示は、ゲート電極構造に隣接して形成されるべきそれぞれのキャビティを形
作ることに関して、そして実際の選択的エピタキシャル成長プロセスに先立ちキャビティ
の望ましい形状を維持するためにも、高度な柔軟性を得ることができる半導体デバイス及
び技術を提供する。ここに開示される幾つかの例示的な側面においては、キャビティは対
応するスペーサ構造の下に延びるように形成されてよく、それによりチャネル領域に対し
て小さい横方向のオフセットを達成することができ、ここでは、アンダーエッチングされ
た区域の対応する適切な形状は、歪半導体合金を形成するための全体的なプロセスシーケ
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ンスを通して維持され得る。このために、昇温された温度にデバイスをさらすのに先立ち
、キャビティの露出させられた表面上に保護層が設けられてよく、それによりシリコン材
質のリフロー(reflow)を実質的に防ぐことができる。その結果、キャビティの対応する有
利な形状、例えば結晶学的に異方性のエッチング手順に基いて得られるであろう「六角形
の」形状を維持することができるので、強化された全体的な歪転移メカニズムを提供する
ことができる一方で、対応するオフセットスペーサ構造の適切に選択された厚みによって
、ゲート電極構造の完全性を維持することができる。
【００１７】
　ここに開示される１つの例示的な方法は、半導体デバイスのトランジスタのゲート電極
構造に隣接するシリコン含有結晶性半導体領域内にキャビティを形成することを備えてお
り、ここでゲート電極構造はその側壁上に形成されるオフセットスペーサを備えている。
方法は更に、キャビティの露出させられた表面上に保護層を形成することと、昇温された
第１の温度でのプロセス環境内に半導体デバイスを導入することとを備えている。方法は
更に、プロセス環境が第２のより低い温度を有するように調節することと、第２のより低
い温度にあるプロセス環境内で保護層を除去することとを備えている。最後に、第２の温
度にあるプロセス環境内でキャビティ内に半導体合金が形成される。
【００１８】
　ここに開示される更なる例示的な方法は、プラズマ環境に基く第１のエッチングプロセ
ス及びウエットエッチング薬品に基く第２のエッチングプロセスを実行することによって
、トランジスタのゲート電極構造に隣接する結晶性半導体領域内にキャビティを形成する
ことを備えている。方法は更に、キャビティ内に歪誘起半導体合金を形成することと、半
導体領域内に及び少なくとも部分的に歪誘起半導体合金内にドレイン及びソース領域を形
成することとを備えている。
【００１９】
　ここに開示される１つの例示的な半導体デバイスは、基板の上方に形成されるトランジ
スタを備えている。トランジスタは、結晶性半導体領域の上方に形成されるゲート電極構
造と、トランジスタのドレイン側及びソース側で結晶性半導体領域内に形成される歪誘起
半導体合金とを備えている。また、歪誘起半導体合金はドレイン側及びソース側の各々に
結晶性半導体領域との第１の傾斜界面及び第２の傾斜界面を形成し、ここで第１及び第２
の傾斜界面はエッジを形成するように互いに接続される。更にトランジスタは、結晶性半
導体領域内に及び少なくとも部分的に半導体合金内に形成されるドレイン及びソース領域
を備えている。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本開示の種々の実施形態は、添付の特許請求の範囲において画定されており、また添付
の図面を参照したときに以下の詳細な説明と共に更に明らかになろう。
【００２１】
【図１ａ】図１ａは従来の戦略に従いｐチャネルトランジスタ内にシリコン／ゲルマニウ
ム合金を形成する種々の製造段階の間における従来の半導体デバイスを模式的に示す断面
図（その１）である。
【図１ｂ】図１ｂは従来の戦略に従いｐチャネルトランジスタ内にシリコン／ゲルマニウ
ム合金を形成する種々の製造段階の間における従来の半導体デバイスを模式的に示す断面
図（その２）である。
【図１ｃ】図１ｃは従来の戦略に従いｐチャネルトランジスタ内にシリコン／ゲルマニウ
ム合金を形成する種々の製造段階の間における従来の半導体デバイスを模式的に示す断面
図（その３）である。
【図１ｄ】図１ｄは従来の戦略に従いｐチャネルトランジスタ内にシリコン／ゲルマニウ
ム合金を形成する種々の製造段階の間における従来の半導体デバイスを模式的に示す断面
図（その４）である。
【図１ｅ】図１ｅは従来の戦略に従いｐチャネルトランジスタ内にシリコン／ゲルマニウ
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ム合金を形成する種々の製造段階の間における従来の半導体デバイスを模式的に示す断面
図（その５）である。
【図２ａ】図２ａは例示的な実施形態に従い適切なサイズのオフセットスペーサ要素を備
えたゲート電極構造に隣接して能動領域内に非長方形のキャビティを形成する種々の製造
段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その１）である。
【図２ｂ】図２ｂは例示的な実施形態に従い適切なサイズのオフセットスペーサ要素を備
えたゲート電極構造に隣接して能動領域内に非長方形のキャビティを形成する種々の製造
段階の間における半導体デバイスを模式的に示す断面図（その２）である。
【図２ｃ】図２ｃは更なる例示的な実施形態に従いキャビティの露出させられた表面区域
上に保護層を形成するためのプロセスの間における非長方形キャビティを有する半導体デ
バイスを模式的に示す図である。
【図２ｄ】図２ｄは後続の選択的エピタキシャル成長プロセスのために半導体デバイスを
準備する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す図（その１）であり
、ここでは例示的な実施形態に従い、保護層は高温の間にキャビティの高い完全性を提供
することができ、また保護層は実際に歪誘起半導体合金を堆積させるのに先立ち除去され
得る。
【図２ｅ】図２ｅは後続の選択的エピタキシャル成長プロセスのために半導体デバイスを
準備する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す図（その２）であり
、ここでは例示的な実施形態に従い、保護層は高温の間にキャビティの高い完全性を提供
することができ、また保護層は実際に歪誘起半導体合金を堆積させるのに先立ち除去され
得る。
【図２ｆ】図２ｆは後続の選択的エピタキシャル成長プロセスのために半導体デバイスを
準備する種々の製造段階の間における半導体デバイスを模式的に示す図（その３）であり
、ここでは例示的な実施形態に従い、保護層は高温の間にキャビティの高い完全性を提供
することができ、また保護層は実際に歪誘起半導体合金を堆積させるのに先立ち除去され
得る。
【図２ｇ】図２ｇは例示的な実施形態に従い極めて進んだ製造段階における半導体デバイ
スを模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下の詳細な説明と共に図面に示される実施形態を参照して本開示が説明されるが、以
下の詳細な説明及び図面は本開示を特定の例示的に開示されている実施形態に限定するこ
とを意図するものではなく、むしろ説明されている例示的な実施形態は単に本開示の種々
の側面を例証しているにすぎず、本開示の範囲は添付の特許請求の範囲によって画定され
ていることが理解されるべきである。
【００２３】
　概して、本開示は半導体デバイス及びそれを形成するための技術を提供し、ここでは、
能動領域内のトランジスタのドレイン側及びソース側内に形成される半導体合金の歪誘起
メカニズムが増大され得る一方で、キャビティの全体的な形状を設計するための高い柔軟
性が提供され得ることにおいて対応するオフセットスペーサの望ましい幅が維持され得る
。このために、ここに開示される１つの例示的な側面においては、シリコン含有ベース材
質内に形成されるキャビティの安定性は、高められた温度の間、例えば選択的エピタキシ
ャル成長プロセスを実行するための対応する堆積チャンバ内への投入手順の間に、酸化物
層、窒化物層等の適切な保護層を形成することによって高めることができ、その保護層は
、低下させられた非臨界的な温度で歪誘起半導体合金を実際に堆積させることに先立つそ
の非臨界的な温度でのプロセス環境内で除去され得る。その結果、この手法によると、任
意の望ましい形状を有するようにキャビティを形成することができ、例えば対応するエッ
チングシーケンスの間にアンダーエッチングされた領域を生成することができ、それによ
り、ゲート電極完全性を維持するのに必要とされる厚みを伴うオフセットスペーサ要素の
提供が可能になる一方で、歪誘起半導体合金の横方向のオフセットを小さくすることがで
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きる。保護層に起因して、キャビティの対応する初期形状は半導体合金を形成するための
全体的なプロセスシーケンスを通して実質的に維持され得るので、半導体合金の所与の組
成に対して強化された歪を提供することができる。
【００２４】
　他の例示的な側面においては、キャビティを形成するためのプロセスは、プラズマ支援
エッチングプロセス及びそれに続くウエット化学的エッチングプロセスに基いていてよく
、ウエット化学的エッチングプロセスはチャネル領域に対するキャビティの減少させられ
た横方向のオフセットをもたらすことができ、幾つかの例示的な実施形態では、ウエット
化学的エッチングプロセスは結晶学的に異方性のエッチングプロセスとして実行されてよ
く、それによりキャビティの十分に画定された形状を得ることができる。例えば、（１１
１）結晶方位に対して小さい除去速度をもたらすウエットエッチング薬品を用いることが
できるので、先行する異方性プラズマ支援エッチングプロセスから得られる実質的に長方
形のキャビティを、基本的半導体材質の結晶学的構造によって決定されるように、隣接す
る半導体領域との傾斜界面を有する「六角形の」又はダイヤモンド形状のキャビティに「
変換する」ことができる。幾つかの例示的な実施形態では、キャビティは適切な保護層と
共に設けられてよく、それにより、キャビティの対応する初期の非長方形の形状を高温処
理の間にも維持することができ、非長方形のキャビティ内に歪誘起半導体合金を形成する
ための適切なプロセス戦略を選択する場合に、高い柔軟性をも提供することができる。こ
の十分に画定されたキャビティ形状に基いて、歪誘起合金の所与の組成に対して、隣接す
るチャネル領域内に歪成分の顕著な増大を得ることができ、対応する引張り歪成分が必要
な場合には、歪誘起合金は、例えばシリコン／ゲルマニウム合金、シリコン／ゲルマニウ
ム／錫合金、シリコン／錫合金、又はシリコン／炭素合金である。
【００２５】
　図２ａ～２ｇを参照して更なる例示的な実施形態を以下により詳細に説明し、適切であ
る場合には図１ａ～１ｅも参照する。
【００２６】
　図２ａは基板２０１を備えた半導体デバイス２００の断面図を模式的に示しており、基
板２０１の上方には半導体層２０２が形成されていてよい。また、デバイス１００を参照
して既に論じたように、デバイス２００の少なくとも一部のデバイス領域でＳＯＩ構造が
必要である場合には、少なくとも局所的に埋め込み絶縁層（図示せず）が基板２０１とシ
リコン含有半導体層２０２の間に位置させられていてよい。更に、トランジスタ２５０ａ
、２５０ｂのための対応する能動領域２０２ａ、２０２ｂが半導体層２０２内に形成され
ていてよく、そして分離構造２０３によって分離されていてよい。更に、トランジスタ２
５０ａ、２５０ｂは、例えばゲート電極材質２５１ａ、キャップ層２５１ｂ及びゲート絶
縁層２５１ｃを備えているゲート電極構造２５１を備えていてよい。また、トランジスタ
２５０ａのゲート電極構造２５１の側壁上には、スペーサ構造２０４ａが場合によっては
エッチング停止ライナと組み合わされて形成されていてよい。一方、トランジスタ２５０
ｂは、場合によってはエッチング停止ライナ２０５と組み合わされるスペーサ層２０４に
よって覆われていてよい。これまでに説明した構成部分に対しては、半導体デバイス１０
０の対応する構成部分を参照して前述したのと同じ基準が適用され得ることが理解される
べきである。例えば、スペーサ２０４ａの幅２０４ｗは、前述したようにゲート電極構造
２５１の完全性を維持するように選択されてよい一方で、キャビティ２０８の形状は例示
的な実施形態に応じて後の製造段階で変化させられ得るのでドレイン側２５３ｄ及びソー
ス側２５３ｓに形成されることになる半導体合金の対応するオフセットはそれほど臨界的
ではなくてよい。また、図２ａに示される製造段階においては、トランジスタ２５０ｂの
上方にはレジストマスク、ハードマスク材質等のエッチングマスク２０６が形成されてよ
い一方で、トランジスタ２５０ａはエッチング環境２０７に曝露されてよく、エッチング
環境２０７は、半導体デバイス１００を参照して既に論じられたように、実質的に異方性
のエッチング挙動を得るために、プラズマ環境に基いて確立されてよい。
【００２７】
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　図２ａに示される半導体デバイス２００は、デバイス１００を参照して上述したのと同
様のプロセス技術に基いて形成することができるが、キャビティ２０８の深さ２０８ｄは
、キャビティ２０８の最終的な形状を適切に調節するような更なるエッチングプロセスを
実行することが可能になるように選択されてよい。例えば、ゲート電極材質２５１ａに対
するキャビティ２０８の横方向のオフセットの対応する減少が望ましい場合には、深さ方
向における同程度の材質除去がなお基本的な能動領域２０２ａの十分なテンプレート材質
を提供し得るように、初期深さ２０８ｄが調節されてよい。他の例示的な実施形態におい
ては、対応する追加的なエッチングプロセスの間及び後においてキャビティ２０８の適切
な深さを規定するために、エッチングプロセス２０７に先立ち又はプロセス２０７の後に
、適切なエッチング制御種（図示せず）が能動領域２０２ａ内に導入されてよく、そして
望ましい高さレベルに位置させられてよい。例えば、ゲート電極構造２５１を形成するの
に先立ち又はそれをパターニングした後に、ｎ型ドーパント種が適切な深さで位置させら
れてよく、そのｎ型ドーパント種は対応するウエット化学的エッチングプロセスにおいて
エッチング停止材質として機能することができ、これについては図２ｂを参照して後で説
明する。この場合、初期深さ２０８ｄは、対応するキャビティの最終的に望ましい深さに
実質的に対応していてよい。
【００２８】
　図２ｂは進んだ製造段階における半導体デバイス２００を模式的に示しており、その製
造段階においては、デバイス２００は更なるエッチング環境２０７ａにさらされ、エッチ
ング環境２０７ａは、ゲート電極材質２５１ａに対するキャビティ２０８の横方向のオフ
セットを局所的に小さくするために、横方向の除去速度を提供する。例えば幾つかの例示
的な実施形態では、エッチングプロセス２０７ａは、実質的に等方性のエッチング挙動を
もたらすプラズマに基いて実行されてよく、それにより、初期深さ２０８ｄを増大させ得
る一方で、キャビティ２０８がスペーサ構造２０４ａの下に延びることができるようにア
ンダーエッチングされた区域を形成することができる。図２ｂに示される実施形態におい
ては、エッチングプロセス２０７ａはウエット化学的エッチングプロセスとして実行され
てよく、それにより、キャビティ２０８のオフセットを小さくするために必要であろうよ
うな横方向の除去速度をも得ることができる。１つの例示的な実施形態においては、図示
されるように、ウエット化学的エッチングプロセス２０７ａは、結晶学的に異方性のエッ
チング挙動を追加的にもたらしてよく、その挙動は、少なくとも１つの結晶方位における
除去速度が１つ以上の他の結晶方向と比較して著しく小さくさせられ得るエッチング挙動
を説明するものとして理解されるべきである。例えば、水酸化カリウムに基くウエットエ
ッチング薬品は、シリコンにおいて＜１１１＞方向に関して著しく小さいエッチング速度
を提供することができ、その結果、キャビティ２０８の対応する傾斜させられた側壁面２
０８ｓをもたらすことができ、この場合、表面法線２０１ｎに対する傾斜表面２０８ｓの
対応する角度は、領域２０２ａの基本的な材質の結晶学的構造によって規定され得る。例
えば、領域２０２ａの結晶学的構造は、シリコンベースの半導体デバイスのための標準的
な構造に対応していてよく、その構造においては、表面法線２０１ｎは＜１００＞又は物
理的に等価な方向に一致していてよい一方で、チャネル長方向、即ち図２ｂの水平方向は
＜１１０＞方向に一致していてよい。この場合、表面２０８ｓはシリコン結晶の＜１１１
＞面の方位に実質的に一致していてよく、その方位は表面法線２０１ｎに対して概ね３６
°の角度を有していてよい。従って、傾斜表面２０８ｓは共通の「頂点」又はエッジ２０
８ｅを有することができ、キャビティ２０８間に位置する領域２０２ａの半導体材質は六
角形領域と考えられてよく、そしてキャビティ２０８もまた「六角形」キャビティと称さ
れてよいが、分離構造２０３での対応する側壁は、構造２０３の側壁部分の対応する角度
に応じて、構造２０３の絶縁材質によって実質的に規定されてよい。
【００２９】
　１つの例示的な実施形態では、エッチングプロセス２０７ａはテトラメチルアンモニウ
ムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）に基いて実行することができ、ＴＭＡＨは典型的にはフォト
レジスト材質をエッチングするために用いられ得るウエット化学的薬品であるが、シリコ
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ン材質をエッチングするために、高濃度で且つ概ね５０～１００℃の高温でも用いられ得
る。また、ＴＭＡＨは二酸化シリコンに対して及びシリコン窒化物に対して高い選択性を
呈することができるので、ＴＭＡＨを用いて実行される場合におけるエッチングプロセス
２０７ａの間には、非シリコン表面区域の完全性が維持され得る。ＴＭＡＨを用いること
によって、それぞれの結晶学的に異方性のエッチング挙動もまた達成され得る。更に、既
に論じられたように、幾つかの場合には、キャビティ２０８の深さを更に顕著に大きくす
ることなしに、エッジ２０８ｅをチャネル領域２５２に更に向かって「駆動する(drive)
」ように、垂直エッチング速度を横方向のエッチング速度から「分離する(decouple)」こ
とが望ましいであろう。この場合、ＴＭＡＨのエッチング速度はｎドープのシリコン材質
内で顕著に減少させられるであろうから、半導体領域２０２ａ内に特定の深さまで組み込
まれたｎ型ドーパント種との組み合わせにおいてＴＭＡＨを有利に用いることができる。
従って、幾つかの例示的な実施形態では、全体的なプロセス戦略に応じて、例えばエッチ
ングプロセス２０７に先立ち且つウエット化学的エッチングプロセス２０７ａを形成する
のに先立ち、ヒ素のような対応するドーパント種が領域２０２ａ内に組み込まれてよい。
【００３０】
　図２ｃは更に進んだ製造段階における半導体デバイス２００を模式的に示しており、そ
の製造段階においては、キャビティ２０８の少なくとも露出させられた表面上に保護層２
１２が形成されてよい。例えば、保護層２１２は、選択的エピタキシャル成長プロセスを
実行するために用いられる堆積チャンバ内に確立されるエッチング環境において除去する
ことができる任意の適切な材質から構成されてよい。１つの例示的な実施形態では、保護
層２１２は酸化環境２１３に基いて形成することができ、酸化環境２１３は炉内のガス雰
囲気等に基いて確立することができ、ここでは、対応する温度は、キャビティ２０８の基
本的形状の任意の改変を回避するように適切に選択されてよい。例えば、炉プロセスは概
ね７００℃以下の温度での酸化環境内で実行されてよく、それにより、露出させられたシ
リコン表面上に保護層２１２を高度に制御可能な様態で形成することができる。典型的に
はシリコン材質がある程度リフローするであろう任意の高温処理の間、従って先行して実
行されたエッチングプロセス２０７ａ（図２ｂ参照）によって得られたキャビティ２０８
の形状の不所望な損失をもたらすことがある任意の高温処理の間に、保護層２１２は十分
な安定性をもたらすように適切な厚みで形成されてよい。例えば、適度に高密度な二酸化
シリコン材質に対しては、全体的なプロセス及びデバイスの要求に応じて、２～１０ｎｍ
の厚みが選択されてよい。また、酸化プロセスにより得られる二酸化シリコン材質の形態
で保護層２１２を設けることによって、更なるシリコン材質が「消費させられる(consume
d)」であろうから、更に進んだ製造段階における保護層２１２の除去の後に最終的に得ら
れるキャビティ２０８のオフセットを更に小さくする可能性がもたらされ得る。保護層２
１２の除去の後にもテンプレート材質の対応する部分が維持され得るようにキャビティ２
０８の適切な深さを選択する場合、酸化によって得られる酸化物材質から構成される保護
層２１２の対応する厚みも考慮されてよいことが理解されるべきである。他の例示的な実
施形態においては、例えば水とオゾンの組み合わせを用いて、又は制御可能な様態でシリ
コンを酸化させるのに適した他のウエット化学的溶液を用いることによって、ウエット化
学的酸化プロセスを実行することにより、酸化された材質の形態で保護層２１２が設けら
れてよい。
【００３１】
　図２ｄは製造フローの更なる段階における半導体デバイス２００を模式的に示しており
、その段階においては、デバイス２００をプロセス環境２６０内に導入するために必要で
あろうように、デバイス２００は、例えば概ね８００℃以上の高温にさらされてよく、プ
ロセス環境２６０は例えば、選択的エピタキシャル成長プロセスを実行するのに適する堆
積チャンバであり、そして堆積チャンバ内では、非臨界的な全体のプロセス温度が達成さ
れている場合に、保護層２１２を除去するような対応する反応環境もまた確立されてよい
。
【００３２】
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　図２ｅはシリコンが安定であり続けることができる温度でのプロセス環境２６０内で確
立される反応環境２１４に曝露される半導体デバイス２００を模式的に示している。例え
ば、反応環境２１４は、概ね７５０℃未満の温度に基いて確立されてよく、また保護層２
１２を除去するために任意の適切なエッチング薬品を含んでいてよく、保護層２１２は、
図２ｄに示されるプロセス環境２６０内への導入のような先行する高温プロセスの間にお
けるキャビティ２０８の完全性のために設けられたものである。例えば、環境２１４は、
二酸化シリコンが除去されることになる場合には、塩素ベースのエッチング薬品に基いて
確立されてよい。既に示したように、除去プロセス２１４の間、キャビティ２０８の最終
的なオフセット２０８ｏが更に減少させられてよい。例えば、図２ｅに示される六角形の
キャビティ２０８に対しては、オフセット２０８ｏは、エッジ２０８ｅとゲート電極材質
２５１ａ、即ち対応するキャビティに横方向に最も近いその対応する側壁２５１との横方
向の距離として定義されてよい。エッジ２０８ｅがゲート電極材質２５１ａの下に延びて
いてよい場合には、オフセット２０８ｏは「重なり(overlap)」を代表してもよいことが
理解されるべきである。
【００３３】
　幾つかの例示的な実施形態では、保護層２１２を除去した後の任意の更なる高温処理は
省略されてよく、それにより保護層２１２の除去の後に得られるキャビティ２０８の形状
を維持することができる。
【００３４】
　図２ｆはプロセス環境２６０内での堆積環境２１０にさらされるときの半導体デバイス
２００を模式的に示している。プロセス２１０の間、シリコン／ゲルマニウム、シリコン
／ゲルマニウム／錫、シリコン／錫のような適切な半導体合金が、シリコン安定性に関し
て非臨界的な温度で、例えば概ね７５０℃以下の温度で、十分に確立されたプロセスパラ
メータを用いて堆積させられてよい。従って、上述の具体的な半導体合金に対しては、ト
ランジスタ２５０ａのチャネル領域２５２内に対応する圧縮歪を得ることができ、ここで
は、半導体合金２１１の所与の組成に対して、前述したようなキャビティ２０８の特定の
形状に起因して、前述したような従来の戦略と比較して増大された大きさを得ることがで
きる。このように、半導体合金２１１は領域２０２ａの残留シリコン材質との対応する界
面２１１ｓを形成することができ、界面２１１ｓは、スペーサ２０４ａの幅２０４ｗと比
較して小さくなったオフセットを少なくとも部分的に有することができる。幾つかの例示
的な実施形態では、界面２１１ｓは傾斜面を代表してよく、これらの傾斜面は、キャビテ
ィ２０８（図２ｂ参照）を参照して既に説明したように対応するエッジ２１１ｅで合流し
てよく、従って対応する「六角形の」半導体合金２１１がもたらされ得る。従ってこの場
合、材質２１１の十分に画定され且つ制御可能な構造を得ることができる一方で、例えば
従来のデバイス１００を参照して上述したような実質的に「長方形の」キャビティと比較
して顕著に大きな歪をも得ることができる。
【００３５】
　他の例示的な実施形態においては、半導体合金２１１はシリコン／炭素合金の形態で設
けられてよく、トランジスタ２５０ａがｎチャネルトランジスタを代表してよい場合には
、シリコン／炭素合金は従って、チャネル領域２５２内に引張り歪成分をもたらすことが
できることが理解されるべきである。他の例示的な実施形態においては、両方のトランジ
スタ２５０ａ、２５０ｂ内にそれぞれのキャビティが形成されてよく、そしてこれらのキ
ャビティは異なる半導体合金で充填されてよい。例えば、先行する製造シーケンスにおい
て、対応するキャビティがトランジスタ２５０ｂ内にも形成されてよい一方で、そのキャ
ビティの任意の表面区域を対応する保護層が覆ってもよい。また、これらのキャビティの
形状は、対応する保護層に基いて維持されてよい。更に、トランジスタ２５０ａ内に材質
２１１を設けるためのエピタキシャル成長プロセス２１０の間、対応する保護層は成長マ
スクとして機能することができ、そしてその保護層は次いで材質２１１に対して選択的に
除去されてよく、それにより、材質２１１が圧縮歪誘起材質として設けられる場合には、
シリコン／炭素材質のような更なる半導体合金の堆積に対してデバイス２００を準備する
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【００３６】
　図２ｇは更に進んだ製造段階における半導体デバイス２００を模式的に示している。図
示されるように、トランジスタ２５０ａ、２５０ｂはドレイン及びソース領域２５３を備
えていてよく、ドレイン及びソース領域２５３は少なくとも部分的にトランジスタ２５０
ａにおける歪半導体合金２１１内に形成されてよい。図示される実施形態では、トランジ
スタ２５０ｂは歪誘起半導体合金を伴わずに形成されているが、他の場合（図示せず）に
は、適切な半導体合金が少なくとも部分的にドレイン及びソース領域２５３内に設けられ
てもよい。また、ゲート電極構造２５１の側壁上には側壁スペーサ構造２１６が形成され
てよく、ここでは、スペーサ構造２１６は、全体的なプロセス戦略及びトランジスタ２５
０ａ、２５０ｂの要求に応じて任意の適切な構造を有していてよい。更に、必要に応じて
対応する金属シリサイド領域２１５がドレイン及びソース領域２５３内並びにゲート電極
材質２５１ａ内に形成されてよい。
【００３７】
　図２ｇに示される半導体デバイス２００は以下のプロセスに基いて形成することができ
る。少なくとも半導体材質２１１（図２ｆ参照）を設けた後、スペーサ２０４ａ及びマス
ク層２０４がライナ２０５（図２ｆ参照）と共に除去されてよく、そしてその後、スペー
サ構造２１６又は少なくともその一部分が、ドレイン及びソース領域２５３の少なくとも
一部分がイオン注入プロセスに基いて形成されることになるときに注入マスクとして機能
するように形成されてよい。他の場合には、少なくともドレイン及びソース領域２５３は
また、堆積の間に材質２１１内に組み込まれてよいドーパント種に基いて形成されてもよ
い。ドレイン及びソース領域２５３を形成した後、場合によってはトランジスタ２５０ａ
及びトランジスタ２５０ｂの両方に対するイオン注入技術に基いて、ドーパント種を活性
化させまた注入誘起の損傷を再結晶化させるために、適切な焼鈍プロセスが実行されてよ
い。次いで、十分に確立された技術に基いて金属シリサイド領域２１５が形成されてよい
。続いて、例えばトランジスタ２５０ａ、２５０ｂの少なくとも一方の上方に高い応力を
与えられた誘電体材質を設ける形態で任意の更なる歪誘起メカニズムが実装されてよく、
適切な層間誘電体材質の堆積がそれに続いてよい。
【００３８】
　結果として、本開示は、対応するキャビティを適切に形作りそして全体の製造シーケン
スを通してその形を維持することによって、歪誘起半導体合金を形成する際の高度な柔軟
性を得ることができる半導体デバイス及び技術を提供する。この目的のために、１つの例
示的な実施形態では、プラズマ支援エッチングプロセス及びそれに続くウエット化学的エ
ッチングステップに基いてキャビティが形成されてよく、ウエット化学的エッチングプロ
セスは結晶学的に異方性のエッチング挙動を有しているであろうから、そのサイズ及び形
状が高度に制御可能であり得る望ましい程度のアンダーエッチングをもたらすことができ
る。その後、後続の高温処理の間にキャビティ形状を維持するように保護層が設けられて
よい。その後、非臨界的な温度に基く選択的エピタキシャル成長技術に基いて歪誘起半導
体材質が堆積させられてよく、それにより半導体合金の十分に画定された形状を得ること
ができ、従って、隣接チャネル領域内に大きな歪がもたらされ得る一方で、全体的なプロ
セスシーケンスの間におけるゲート電極の完全性が提供され得る。
【００３９】
　本開示の更なる修正及び変更は、この明細書を考慮することによって当業者には明白に
なろう。従って、この明細書は、例示的なものとしてのみ解釈されるべきであり、また本
開示を実施する一般的な手法を当業者に教示することを目的としている。ここに示されま
た説明される形態は目下のところ望ましい実施形態として解釈されるべきことが理解され
るべきである。
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