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(57)【要約】
【課題】半導体層上に良好な結晶性を有するエピタキシ
ャル結晶を成長させることができる半導体装置の製造方
法を提供する。
【解決手段】半導体装置の製造方法は、半導体基板１０
上に絶縁膜を介して形成された前駆体膜から所定の方向
に延びるナノワイヤ１４を形成し、形成したナノワイヤ
１４の両側面及び上面にゲート絶縁膜を介してナノワイ
ヤ１４の所定の方向と交差するようにゲート電極１８を
形成し、形成したゲート電極１８の両側面にゲート側壁
２２を形成し、ゲート側壁２２の形成後に露出するナノ
ワイヤ１４の表面にエピタキシャル結晶を成長させてエ
ピタキシャル層２４を形成し、エピタキシャル層２４を
形成した後、ナノワイヤ１４に不純物を導入してエクス
テンション領域を形成する、ことを含む。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に絶縁膜を介して形成された前駆体膜から所定の方向に延びる半導体層を
形成し、
　形成した前記半導体層の両側面及び上面にゲート絶縁膜を介して前記半導体層の前記所
定の方向と交差するようにゲート電極を形成し、
　形成した前記ゲート電極の両側面にゲート側壁を形成し、
　前記ゲート側壁の形成後に露出する前記半導体層の表面にエピタキシャル結晶を成長さ
せてエピタキシャル層を形成し、
　前記エピタキシャル層を形成した後、前記半導体層に不純物を導入してエクステンショ
ン領域を形成する、
　ことを含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記エクステンション領域の形成は、前記ゲート側壁の一部又は全部を除去した後に行
う請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記半導体層は、Ｓｉ系結晶からなる請求項１又は２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記エピタキシャル結晶は、Ｓｉ、ＳｉＧｅ、ＳｉＧｅＣ、Ｇｅ又はＳｉＣ結晶である
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記半導体層は、前記絶縁膜からの高さが１０ｎｍ以下のナノワイヤである請求項１乃
至４のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、Ｓｉ基板上に絶縁膜を介して設けられたＳｉ膜をソース／ドレイン
領域に加工し、加工したソース／ドレイン領域を跨ぐようにゲート電極を形成し、形成し
たゲート電極を挟むソース／ドレイン領域にイオン注入を行い、イオン注入が行われたソ
ース／ドレイン領域に単結晶Ｓｉ結晶をエピタキシャル成長させる半導体装置の製造方法
が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この半導体装置の製造方法によると、ソース／ドレイン領域にＳｉ結晶がエピタキシャ
ル成長することから、ソース／ドレイン領域の寄生抵抗が低減される。
【０００４】
　しかし、従来の半導体装置の製造方法によると、ソース／ドレイン領域に対するイオン
注入によって、ソース／ドレイン領域のアモルファス化が発生してエピタキシャル結晶が
十分に成長しないという問題がある。特に、ソース／ドレイン領域の絶縁膜からの高さが
低い場合（例えば、１０ｎｍ以下。）、ソース／ドレイン領域の全域にアモルファス化が
進み、活性化アニール等を実施しても再結晶化が十分に進行しないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００５／０３８９３１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　本発明の目的は、半導体層上に良好な結晶性を有するエピタキシャル結晶を成長させる
ことができる半導体装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、半導体基板上に絶縁膜を介して形成された前駆体膜から所定の方向
に延びる半導体層を形成し、形成した前記半導体層の両側面及び上面にゲート絶縁膜を介
して前記半導体層の前記所定の方向と交差するようにゲート電極を形成し、形成した前記
ゲート電極の両側面にゲート側壁を形成し、前記ゲート側壁の形成後に露出する前記半導
体層の表面にエピタキシャル結晶を成長させてエピタキシャル層を形成し、前記エピタキ
シャル層を形成した後、前記半導体層に不純物を導入してエクステンション領域を形成す
る、ことを含む半導体装置の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、半導体層上に良好な結晶性を有するエピタキシャル結晶を成長させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１の実施の形態に係るトランジスタの概略図である。
【図２Ａ】図２Ａ（ａ）～（ｃ）は、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示
す概略図である。
【図２Ｂ】図２Ｂ（ｄ）～（ｆ）は、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示
す概略図である。
【図３】図３（ａ）～（ｃ）は、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す要
部断面図である。
【図４】図４（ａ）は、第１の実施の形態に係るトランジスタのエピタキシャル層のＳＥ
Ｍ像であり、（ｂ）は、導電性不純物としてＡｓを注入して活性化アニール後に成長させ
たエピタキシャル層のＳＥＭ像であり、（ｃ）は、導電性不純物としてＢを注入して活性
化アニール後に成長させたエピタキシャル層のＳＥＭ像である。
【図５】図５（ａ）及び（ｂ）は、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す
概略図である。
【図６】図６は、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す要部断面図である
。
【図７】図７（ａ）～（ｃ）は、第３の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す要
部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
[第１の実施の形態]
（トランジスタの構成）
　図１は、第１の実施の形態に係るトランジスタの概略図である。このトランジスタ１は
、図１に示すように、半導体基板１０と、半導体基板１０上に形成されたＢＯＸ（Buried
 Oxide）層１２と、ＢＯＸ層１２上に所定の方向に延びて形成された半導体層としてのナ
ノワイヤ１４と、後述するゲート絶縁膜を介してナノワイヤ１４を跨ぐように形成された
ゲート電極１８と、ゲート電極１８上に形成されたハードマスク２０と、ゲート電極１８
の側面に形成されたゲート側壁２２と、を備えて概略構成されている。
【００１１】
　このトランジスタ１は、立方体構造を有し、ゲート電極１８がナノワイヤ１４を３方向
から囲むことで３つのゲート領域が形成されるトライゲート・トランジスタである。
【００１２】
　トランジスタ１は、例えば、ＳＯＩ（Silicon On Insulator）基板から形成され、ＳＯ
Ｉ基板は、半導体基板１０及びＢＯＸ層１２から構成される。
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【００１３】
　半導体基板１０は、例えば、単結晶Ｓｉ基板である。
【００１４】
　ＢＯＸ層１２は、例えば、ＳｉＯ２等の絶縁材料からなる。
【００１５】
　ナノワイヤ１４は、例えば、ＢＯＸ層１２上に形成された前駆体膜としての単結晶Ｓｉ
膜を加工して形成されるものである。このナノワイヤ１４は、例えば、ＢＯＸ層１２の表
面からの高さがおよそ１０ｎｍ以下となるように形成される。また、ナノワイヤ１４は、
例えば、短手方向の断面が正方形状である。
【００１６】
　ゲート絶縁膜１６は、例えば、ナノワイヤ１４の表面に酸化処理を施すことにより形成
されるＳｉＯ２膜である。このゲート絶縁膜１６の膜厚は、例えば、３ｎｍである。
【００１７】
　ゲート電極１８は、例えば、導電性不純物を含む多結晶Ｓｉや、多結晶ＳｉＧｅからな
る。このゲート電極１８の膜厚は、例えば、１００ｎｍである。導電性不純物には、ｐ型
トランジスタの場合はＢ、ＢＦ２等のｐ型不純物イオン、ｎ型トランジスタの場合は、Ａ
ｓ、Ｐ等のｎ型不純物イオンが用いられる。また、ゲート電極は、Ｗ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｈｆ
、Ｚｒ、Ｒｕ、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｍｏ、Ａｌ等やこれらの化合物等からなるメタルゲート電極
であっても良い。ゲート電極１８は、例えば、ナノワイヤ１４と交差するように形成され
る。
【００１８】
　ハードマスク２０は、例えば、ナノワイヤ１４に導電性不純物を導入する際にマスクと
なるものであり、ＳｉＮ等の絶縁膜からなる。
【００１９】
　ゲート側壁２２は、例えば、ＳｉＮからなる。なお、ゲート側壁２２は、例えば、Ｓｉ
Ｎ等の絶縁材料からなる単層構造、ＳｉＮ、ＳｉＯ２、ＴＥＯＳ（Tetraethoxysilane）
等の複数種の絶縁材料からなる２層構造、さらには３層以上の構造であっても良い。また
、ゲート側壁２２は、例えば、ＢＯＸ層１２とのエッチング選択比が取れる材料から形成
される。
【００２０】
　エピタキシャル層２４は、例えば、ナノワイヤ１４の表面を下地として、Ｓｉ、ＳｉＧ
ｅ、ＳｉＧｅＣ、ＳｉＣ等のＳｉ系結晶をエピタキシャル成長させることにより形成され
る。このエピタキシャル層２４の膜厚は、例えば、２０ｎｍである。なお、エピタキシャ
ル層２４は、例えば、Ｇｅ等のナノワイヤ１４の表面を下地としてエピタキシャル成長す
ることができる結晶を用いて形成されても良い。さらに、エピタキシャル成長させる膜は
、例えば、IV族混晶膜であっても良い。なお、エピタキシャル層２４の形状は、各図にお
いて、簡略化したものを用いている。
【００２１】
（半導体装置の製造方法）
　図２Ａ（ａ）～図２Ｂ（ｆ）は、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す
概略図である。図３（ａ）～（ｃ）は、第１の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を
示す要部断面図である。
【００２２】
　まず、図２Ａ（ａ）に示すように、半導体基板１０及びＢＯＸ層１２を有するＳＯＩ基
板を用意し、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法等によってＳｉ膜をＢＯＸ層１２
上に形成し、フォトリソグラフィ法及びＲＩＥ（Reactive Ion Etching）法等によってＳ
ｉ膜をパターニングしてナノワイヤ１４を形成する。
【００２３】
　次に、図２Ａ（ｂ）に示すように、ゲート絶縁膜１６、ゲート電極１８及びハードマス
ク２０を形成する。
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【００２４】
　具体的には、まず、ナノワイヤ１４の表面に酸化処理を施して酸化膜を形成する。次に
、ＢＯＸ層１２上に、ＣＶＤ法等を用いて多結晶Ｓｉ膜等のゲート電極１８の前駆体膜を
堆積した後、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）等により平坦化する。次に、平
坦化したゲート電極１８の前駆体膜上に、ＣＶＤ法等によりハードマスク２０の前駆体膜
となるＳｉＮ膜を堆積させる。次に、ゲート電極１８の前駆体膜、ハードマスク２０の前
駆体膜、及びナノワイヤ１４の表面の酸化膜を、例えば、フォトリソグラフィ法及びＲＩ
Ｅ法等を用いてパターニングすることにより、それぞれゲート電極１８、ハードマスク２
０及びゲート絶縁膜１６に加工する。なお、ゲート電極１８の前駆体膜を平坦化する工程
は、省略しても良い。
【００２５】
　次に、図２Ａ（ｃ）に示すように、ＣＶＤ法等を用いてＢＯＸ層１２上にゲート側壁２
２の前駆体膜を堆積させ、ＲＩＥ法等により前駆体膜をゲート側壁２２に加工する。
【００２６】
　次に、ナノワイヤ１４の露出した表面に形成される自然酸化膜除去のため、ＤＨＦ（Di
luted Hydrofluoric Acid；希フッ酸）処理を行い、さらに、結晶をエピタキシャル成長
させるための成膜チャンバー内においてin-situＨ２クリーニングを行う。
【００２７】
　このin-situＨ２クリーニングは、例えば、８００℃、１５Torrの雰囲気下で６０sec間
行われる。
【００２８】
　次に、図２Ｂ（ｄ）及び図３（ａ）に示すように、ナノワイヤ１４の露出した表面を下
地として結晶をエピタキシャル成長させ、エピタキシャル層２４を形成する。
【００２９】
　具体的には、Ｓｉ結晶のエピタキシャル成長は、３６slmのＨ２キャリアガス雰囲気下
で塩酸（ＨＣｌ）をエッチングガスとし、Ｓｉの原料であるジクロロシラン（ＳｉＨ２Ｃ
ｌ２）を成膜ガスとして用いて７３５℃の温度条件下で行われる。また、Ｓｉ結晶のエピ
タキシャル成長は、例えば、Ｓｉの原料としてモノシラン（ＳｉＨ４）、トリクロロシラ
ン（ＳｉＨＣｌ３）等を用いて、Ｈ２キャリアガス等の雰囲気中で７００～８５０℃の温
度条件下で行われても良い。
【００３０】
　なお、ＳｉＧｅ結晶をエピタキシャル層２４として成長させる場合は、Ｇｅの原料とし
て水素化ゲルマニウム（ＧｅＨ４）等を上記ガスに加える。また、ＳｉＣ結晶をエピタキ
シャル層２４として成長させる場合は、Ｃの原料としてアセチレン（Ｃ２Ｈ２）等を上記
ガスに加えれば良い。
【００３１】
　次に、図２Ｂ（ｅ）及び図３（ｂ）に示すように、ドライエッチング法又は薬液処理に
よってゲート側壁２２を除去する。
【００３２】
　具体的には、ゲート側壁２２がＳｉＮからなる場合のゲート側壁２２の除去は、例えば
、１８０℃に加熱したＨ３ＰＯ４を用いて行われる。また他の方法として、例えば、ＣＨ
Ｆ３／Ａｒ／Ｏ２ガスを用いたドライエッチング法により行うことができる。
【００３３】
　次に、図２Ｂ（ｆ）及び図３（ｃ）に示すように、イオン注入法等によりエクステンシ
ョン領域１４０を形成する。
【００３４】
　具体的には、ｎ型トランジスタの場合は、例えば、ｎ型導電性不純物としてＰ（５×１
０１４ｃｍ－２）を３ｋｅＶ、又はＡｓ（４×１０１４ｃｍ－２）を４ｋｅＶでナノワイ
ヤ１４に注入し、エクステンション領域１４０を形成する。また、ｐ型トランジスタの場
合は、例えば、ｐ型導電性不純物としてとしてＢ（６×１０１４ｃｍ－２）を１ｋｅＶで
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半導体基板１０上に注入し、エクステンション領域１４０を形成する。なお、ｐ型トラン
ジスタのｐ型導電性不純物として、ＢＦ２、Ｉｎ等をドーズ種として用いても良い。また
、導電性不純物のドーズ量と加速条件は、上記に限定されない。
【００３５】
　また、図３（ｃ）に示すように、導電性不純物の注入により、エピタキシャル層２４に
高濃度領域２４０が形成される。この高濃度領域２４０は、注入された導電性不純物の濃
度が高くなっている領域であり、このエピタキシャル層２４の寄生抵抗をさらに下げるこ
とができる。
【００３６】
　次に、ＣＶＤ法等を用いてＢＯＸ層１２上にゲート側壁２２の前駆体膜を堆積させ、Ｒ
ＩＥ法等により前駆体膜をゲート側壁に加工した後、必要な工程を経て所望の半導体装置
を得る。
【００３７】
　図４（ａ）は、第１の実施の形態に係るトランジスタのエピタキシャル層のＳＥＭ（Sc
anning Electron Microscope）像であり、（ｂ）は、導電性不純物としてＡｓを注入して
活性化アニール後に成長させたエピタキシャル層のＳＥＭ像であり、（ｃ）は、導電性不
純物としてＢを注入して活性化アニール後に成長させたエピタキシャル層のＳＥＭ像であ
る。活性化アニールは、１０４５℃のスパイクアニールを行っている。
【００３８】
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法では、ナノワイヤ１４にエピタキシャル層２
４を形成してから導電性不純物を注入するので、図４（ａ）に示すように、良好な結晶性
を有するエピタキシャル層２４を得ることができる。これは、ナノワイヤ１４に導電性不
純物を導入する前にエピタキシャル成長を行うので、ナノワイヤ１４がアモルファス化す
ることがないためである。また、導電性不純物の注入により、エピタキシャル層２４に高
濃度領域２４０が形成され、エピタキシャル層のみの場合と比べて、寄生抵抗をさらに下
げることができる。
【００３９】
　一方、ナノワイヤ１４に導電性不純物を注入した後に活性化アニールを行い、エピタキ
シャル層を形成する場合、図４（ｂ）及び（ｃ）に示すように、注入する導電性不純物の
種類に依らず、Ｓｉ結晶のエピタキシャル成長が阻害される。これは、ナノワイヤ１４の
高さが１０ｎｍ以下であることで、導電性不純物の注入によりナノワイヤ１４の全域でア
モルファス化が発生することに起因する。また、アモルファス化した結晶を回復させるた
めの活性化アニールを行っても再結晶化が十分進まないことを示している。つまり、不純
物を注入してからエピタキシャル成長を行う場合は、良好なエピタキシャル層を得ること
が難しく、寄生抵抗が十分に低下しない。
【００４０】
（第１の実施の形態の効果）
　第１の実施の形態によれば、エピタキシャル層２４を形成した後、エクステンション領
域１４０を形成するので、エクステンション領域１４０を形成した後、ナノワイヤ１４上
に結晶をエピタキシャル成長させる場合と比べて、ナノワイヤ１４の結晶性が損なわれな
いので、ナノワイヤ１４上に良好な結晶性を有するエピタキシャル層２４を形成すること
ができる。また、良好な結晶性を有するエピタキシャル層２４を形成することができるの
で、寄生抵抗が低減される。
【００４１】
［第２の実施の形態］
　第２の実施の形態は、ゲート側壁２２及びエピタキシャル層２４がある状態でエクステ
ンション領域１４０を形成する点で第１の実施の形態と異なっている。以下に、第２の実
施の形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。なお、第１の実施の形態と同じ
機能及び構成を有する部分については、第１の実施の形態と同じ符号を付し、その説明は
、省略するものとする。
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【００４２】
（半導体装置の製造方法）
　図５（ａ）及び（ｂ）は、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す概略図
である。図６は、第２の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す要部断面図である
。
【００４３】
　まず、図５（ａ）に示すように、第１の実施の形態における図２Ａ（ａ）～図２Ｂ（ｄ
）に示す工程までを行う。
【００４４】
　次に、図５（ｂ）及び図６に示すように、イオン注入法等によりエクステンション領域
１４０を形成する。次に、必要な工程を経て所望の半導体装置を得る。
【００４５】
　エクステンション領域１４０の形成方法は、例えば、ゲート側壁２２があることから、
第１の実施の形態と同様のエクステンション領域１４０を形成するためには、導電性不純
物のドーズ量と加速条件が第１の実施の形態の値と比べて大きくなる。そのため、高濃度
領域２４０の範囲が、第１の実施の形態と比べて深くなる。
【００４６】
（第２の実施の形態の効果）
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法では、ゲート側壁２２を残したまま、エクス
テンション領域１４０を形成するので、ゲート側壁２２を除去する工程を減らすことがで
きる。また、エピタキシャル層２４に形成される高濃度領域２４０が、第１の実施の形態
と比べてより深さ方向に深く形成されるので、さらに寄生抵抗を下げることができる。
【００４７】
［第３の実施の形態］
　第３の実施の形態は、ゲート側壁２２をエッチングし、ゲート側壁２２下のナノワイヤ
１４を露出させてからエクステンション領域１４０を形成する点で上記の各実施の形態と
異なっている。
【００４８】
（半導体装置の製造方法）
　図７（ａ）～（ｃ）は、第３の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す要部断面
図である。
【００４９】
　まず、図７（ａ）に示すように、第１の実施の形態における図２Ａ（ａ）～図２Ｂ（ｄ
）に示す工程までを行う。
【００５０】
　次に、図７（ｂ）に示すように、ドライエッチング法又は薬液処理により、ゲート側壁
２２をナノワイヤ１４の一部が露出するようにエッチングする。
【００５１】
　次に、図７（ｃ）に示すように、イオン注入法等によりエクステンション領域１４０を
形成する。次に、必要な工程を経て所望の半導体装置を得る。
【００５２】
　エクステンション領域１４０は、例えば、ナノワイヤ１４が露出する部分が、露出しな
い部分より深く形成される。
【００５３】
（第３の実施の形態の効果）
　本実施の形態に係る半導体装置の製造方法では、ナノワイヤ１４がゲート側壁２２下に
一部露出するので、容易にエクステンション領域１４０を形成することができる。
【００５４】
　なお、本発明は、上記した実施の形態に限定されず、本発明の技術思想を逸脱あるいは
変更しない範囲内で種々の変形及び組み合わせが可能である。
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【００５５】
　例えば、第１の実施の形態におけるゲート側壁２２の除去後のエクステンション領域１
４０の形成、又は第３の実施の形態におけるゲート側壁２２の一部を除去した後のエクス
テンション領域１４０の形成は、例えば、気相拡散法によるプラズマドーピング、エキシ
マレーザを用いたドーピング、又は瞬間気相拡散法によるドーピング等による方法によっ
て行われても良い。
【符号の説明】
【００５６】
１…トランジスタ、１０…半導体基板、１２…ＢＯＸ層、１４…ナノワイヤ、１６…ゲー
ト絶縁膜、１８…ゲート電極、２０…ハードマスク、２２…ゲート側壁、２４…エピタキ
シャル層、１４０…エクステンション領域、２４０…高濃度領域

【図１】 【図２Ａ】
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【図５】 【図６】



(10) JP 2011-199105 A 2011.10.6

【図７】



(11) JP 2011-199105 A 2011.10.6

【図４】



(12) JP 2011-199105 A 2011.10.6

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100137523
            弁理士　出口　智也
(74)代理人  100124372
            弁理士　山ノ井　傑
(74)代理人  100146123
            弁理士　木本　大介
(74)代理人  100144967
            弁理士　重野　隆之
(72)発明者  村野　仁彦
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  齋藤　真澄
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  森　伸二
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  水島　一郎
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
Ｆターム(参考) 5F110 AA26  CC10  DD05  DD13  EE02  EE03  EE04  EE08  EE09  EE32 
　　　　 　　        EE45  FF02  FF22  GG01  GG02  GG12  GG22  GG25  GG44  HJ01 
　　　　 　　        HJ04  HJ13  HJ23  HK08  HK09  HK10  HK34  HM02  HM15  QQ02 
　　　　 　　        QQ19 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

