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Formation of Si1-x-yGexSny on Insulator by using Solid-Phase Mixing of 
Ge1-zSnz/SOI Structures for Next-generation ULSI Applications
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 We have investigated the formation of a si1-x-yGexsny layer on insulator by using solid-phase mixing 
of heteroepitaxial Ge1-zsnz/si on insulator (sOi) structures. the solid-phase mixing of Ge/sOi structure 
generally requires the high temperature annealing as high as 1000ºc for the formation of si1-xGex on 
insulator. We found that the incorporation of sn into Ge realizes the reduction of the annealing 
temperature  lower  than  400ºc  for  the  formation  of  a  si1-x-yGexsny  layer.  the  morphology  of  the 
si1-x-yGexsny layer is uniform and the mosaicity is effectively reduced by annealing.

1．序　　論
　現代の高度情報化社会の発展は，継続的に進展する
超々大規模集積回路（ultra large scale integrated cir-

cuits：uLsi）の高集積化，高機能化によって支えられ
ている．uLsiを構成する基本素子であるシリコン（si）
系金属─絶縁物─半導体電界効果型トランジスタ（Metal-

oxide-semiconductor field effect transistor：MOsFEt）
は，スケーリング則に沿った微細化によって，高速化，
低消費電力化を実現してきた．しかし，近年，MOsFEt

の設計寸法は30nmにまで到達しており，物理的，技術
的，さらには経済的な要因から微細化のみによっては，
その持続的性能向上を維持できなくなっている．今後
は，従来材料の性能を越える様々な新規材料の導入に
よって，スケーリングのみに頼らない新しい性能向上技
術が求められている．
　例えば，MOsFEtの駆動電流特性向上のためには，
従来のsi材料以上の高いキャリア移動度を持つゲルマニ
ウム（Ge）のチャネル材料としての導入が検討されて
いる．加えて，現在実用化されている歪siチャネルの移
動度を超える高移動度実現の必要性から，si1-xGexバッ
ファ層などを介したGeチャネルへの結晶歪印加による
移動度向上技術も必要不可欠とされている1，2）．
　また，高速・低消費電力デバイス応用に向けて，短
チャネル効果抑制などの観点からは，si on insulator

（sOi），Ge on insulator（GOi）あるいはsi1-xGex on insu-

lator（sGOi）構造の開発も重要な課題の一つである3）．
従来，sGOi層の形成には，sOi基板上へのヘテロエピ
タキシャル成長や酸化濃縮法によるものが検討されてい
る4）．これらの方法は，si上のヘテロエピタキシャル
si1-xGex層に生じる結晶傾斜を伴ったドメイン形成（モ
ザイシティ）の影響やコスト低減のための薄膜化と高い
結晶性の両立などが課題となっている．我々は過去に
sOi基板上にGe層をエピタキシャル成長後，1000℃程
度の高温熱処理によって，si-Ge間の相互固相拡散を促
すことで，膜厚100 nm程度の薄膜において，モザイシ
ティの小さいsGOi構造を形成する手法を報告した5）．
　一方，我々は次世代のMOsFEt用材料としてGe1-x 

snxあるいはsi1-x-yGexsny混晶に注目している6–9）．snは
Geよりも大きな格子定数を持つ，siおよびGeと同じⅣ
族系元素であり，Ge1-xsnx混晶はsiあるいはGe基板上
にヘテロエピタキシャル成長が可能である6）．Geへの
snの添加によって，Ge1-xsnx/si界面反応の促進，混晶形
成温度の低減などの効果が期待される．今回，我々は
sOi上に成長したGe1-zsnz層を用いて，熱処理による固
相拡散，si1-x-yGexsny混晶層形成にについて検討を行っ
た．

2．実験方法
　基板として，sOi層膜厚44 nmのsiMOX（separation 

by implanted oxygen）基板を用いた．Ge1-xsnx層の成長
には超高真空分子線エピタキシー装置（Molecular beam 
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じ，各元素がミキシングした結果，単一のsi1-x-yGexsny

混晶層が形成されていることを示唆している．
　sn組成10.8%のGezsn1-z/sOi構造試料の熱処理前後に
おけるXRD二次元逆格子空間マッピング（two-dimen-

sional reciprocal space mapping：2DRsM）測定の結果
を，それぞれ図2（a）および2（b）に示す．今回，224 Bragg

回折点近傍の逆格子空間マップを測定した．熱処理前の
逆格子マップにおいては，Ge224逆格子点よりも原点に
近い位置に回折ピークが観測されており，Gezsn1-z層が
形成されていることがわかる．また，ピークは完全歪緩
和を示す軌跡の上に位置していることから，sOi上に形
成されたGezsn1-z層はほぼ歪緩和した状態であることも
わかる．回折ピークの形状は [110]方向に広がっており，
歪緩和に伴うGezsn1-z/sOi界面におけるミスフィット転
位形成が原因となり，Gezsn1-z層に微傾斜が生じている
ことが示唆される．
　次に図2（b）に示した熱処理後の試料の逆格子空間
マップにおいては，熱処理前のGezsn1-zに起因する回折
ピークは消失し，Ge224およびsi224逆格子点の間に単
一の回折ピークが観測される．これは，Gezsn1-z層と
sOi層とのミキシングの結果，si1-x-yGexsnyヘテロエピ
タキシャル層が形成されたことを示している．原子半径
の小さなsiがGezsn1-z層に混入することで混晶層の格子
定数が小さくなっている．
　比較のため，snを含まないGe/sOi構造試料に，同じ
400℃，60分間の熱処理を施した後のXRD-2DRsM測
定結果を図3に示す．熱処理後も回折ピークはGe224逆
格子点上に位置しており，Ge層とsOi層との間に固相反
応は生じていない．taokaらはsOi上にヘテロエピタキ

epitaxy：MBE）を用いた．siMOX基板を化学洗浄後，
MBE装置に導入し，850℃，15分間の真空中熱処理に
よって，si（001）清浄表面を形成した．その後，基板温
度150℃においてsOi上に膜厚200 nmのGezsn1-zヘテロ
エピタキシャル層を成長した．sn組成は0%から10.8%

とした．Geおよびsnの蒸着にはそれぞれknudsenセル
を用いた．試料を大気中に取り出した後，スパッタリン
グ装置を用いて膜厚100nmのsiO2キャップ層を形成し
た．その後，窒素雰囲気中において，400℃，1～180

分間の熱処理を試料に施した．
　形成された薄膜の結晶構造をX線回折（X-ray dif frac-

tion：XRD），透過電子顕微鏡（transmission electron 

microscopy：tEM），および走査電子顕微鏡（scanning 

electron microscopy：sEM）等を用いて評価した．

3．結果及び考察
　400℃，60分間の熱処理を施したsn組成10.8%の
Gezsn1-z/sOi構造試料の断面tEM像を図1に示す．埋め
込み酸化膜（Buried oxide：BOX）層上に単一の層が形
成されていることがわかる．これは，400℃の熱処理に
よってsOi層とGexsn1-x層との間に相互固相拡散が生

図２	 Gezsn1-z/sOi構造試料（sn組成：10.8%）の（a）熱処理前および（b）熱処理後におけるXRD二次元逆格子空間マップ．
 siおよびGe224 Bragg回折点近傍を測定した．

図１ 400℃，60分間の熱処理を施したGezsn1-z/sOi構造試料の断面
tEM像．初期sn組成は10.8%．
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シャル成長したGe層に1100℃の熱処理を施すことで界
面ミキシングを引き起こし，sGOi構造を形成できるこ
とを報告している5）．今回，Ge層への10%程度のsn導入
によって，固相反応温度が減少した結果，GOi形成より
もはるかに低い400℃という低温熱処理でsi1-x-yGexsny 

on insulator（sGtOi）構造を形成できることを実証し
た．
　また，熱処理後のGe/sOi試料で観察される回折ピー
クは [110]方向にブロードな形状となっているのに対し，
今回形成したsGtOi試料における回折点の形状は，熱
処理前の楕円形から対称性の良い円形に変化している．
これは，si1-x-yGexsny層の結晶微傾斜が低減してモザイ
シティが改善されていることを示唆している．熱処理に
よる混晶形成に伴って，モザイシティの原因となる界面
ミスフィット転位である60°転位や貫通転位が減少して
いるためと推測される．
　sn組成10.8%のGezsn1-z/sOi構造試料におけるXRD-

2DRsM測定結果より見積もられた面直方向の格子定数
の熱処理時間依存性を図4に示す．1分間の熱処理後で
既に格子定数がバルクGeよりも小さくなっており，si1-

x-yGexsny層が形成されていることがわかる．
　Ge-snおよびsi-snは共晶系のため，Geおよびsi中へ
のsnの平衡固溶限界はそれぞれ6×1019 atoms/cm3およ
び5×1020 atoms/cm3である 10）．そのため，si1-x-yGexsny

混晶層からは過剰なsnが析出する傾向がある．ここで，
今回形成されたsi1-x-yGexsny混晶層のsn組成について考
察する．熱処理によってGezsn1-z層のsn原子がすべて析
出し，si1-wGew層が形成されたと仮定する．はじめに形
成したGe0.892sn0.108層に含まれるGe量とsOi層のsi量

とを考慮すると，snなしで形成されるsi1-wGew層のGe

組成は78.2%と予想できる．一方で，XRD-2DRsM測
定で観測された回折点位置は，si1-wGew層の形成を仮定
した場合には，Ge組成89%に対応する．すなわち，観
測された結晶層の格子定数は予想よりも大きな値になっ
ている．したがって，一定量のsnが格子置換位置に存
在し，格子定数を増大させていることが推測される．
XRDの結果から，およそ2%のsnがsi1-x-yGexsny層中に
取り込まれていることが推計された．そのため，余剰の
8%のsnは局所的に析出して，sn結晶粒を形成してい
るものと考えられる．

4．結　　論
　sOi基板上に形成したヘテロエピタキシャルGezsn1-z

層に400℃の低温熱処理を施すことでsi1-x-yGexsny混晶
層を形成できることを実証した．従来のGe/sOi構造へ
の熱処理によるsGOi構造形成には1000℃程度の高温が
必要であるのと比較して，その熱処理温度を大きく低減
できた．このsi1-x-yGexsny混晶層をバッファ層として用い
れば，圧縮歪Ge層を形成可能であり，正孔移動度の高い
pMOsFEtへの応用が期待できる．また，si1-x-yGexsny

混晶層はsi，Geおよびsnの組成を個別に制御すること
で，同一の格子定数を保ったままで，エネルギーバンド
構造を変調できることが知られており11），光学デバイス
への応用も期待できる．今後は，siおよびGe組成の制
御による格子定数差の補償を利用したsn析出の抑制，
転位構造の解明による結晶性の向上，エネルギーバンド
構造やキャリア移動度などの電子物性解明などを進めて
いきたい．

参考文献
01) s. takagi, t. tezuka, t. irisawa, s. Nakaharai, t. Maeda, t. 

Numata, k. ikeda, and N. sugiyama: Mater. Sci. Eng. B 135 

(2006) 250.

図３	 400℃，60分間の熱処理を施したGe/sOi構造試料のXRD二
次元逆格子空間マップ．

図４ Gezsn1-z/sOi構造試料における面直方向の格子定数の熱処理
時間依存性．



172 次世代 uLsiに向けた固相拡散法を用いた si1-x-yGexsny on insulator構造の形成

02) R.  Pillarisetty,  B.  chu-kung,  s.  corcoran,  G.  Dewey,  J. 

kavalieros, h. kennel, R. kotlyar, V. Le, Lionberger, M. Metz, 

N. Mukherjee, J. Nah, W. Rachmady, M. Radosavljevic, u. 

shah, s. taft, h. then, N. zelick, R chau: Int. Electron 

Dev. Meeting (IEDM2010), san Francisco, usa, Dec. 2010.

03) t. Mizuno, s. takagi, N. sugiyama, h. satake, a. kurobe, 

a. toriumi: IEEE Electron Dev. Lett. 21 (2000) 230.

04) t. tezuka, N. sugiyama, t. Mizuno, s. takagi: VLSI Tech-

nol. Symp. (2002) p.96.

05) N. taoka, a. sakai, s. Mochizuki, O. Nakatsuka, M. Ogawa 

s. zaima: Thin Solid Films  508 (1996) 147.

06) s. takeuchi, a. sakai, k. Yamamoto, O. Nakatsuka, M. 

Ogawa, s. zaima: Semicond. Sci. Tech. 22 (2007) s231.

07) s. takeuchi, Y. shimura, O. Nakatsuka, s. zaima, M. Ogawa, 

a. sakai: Appl. Phys. Lett. 92 (2008) 231916.

08) Y. shimura, N. tsutsui, O. Nakatsuka, a. sakai, s. zaima: 

Jpn. J. Appl. Phys. 48 (2009) 04c130-1-4.

09) O. Nakatsuka, N. tsutsui, Y. shimura, s. takeuchi, a. sakai, 

s. zaima: Jpn. J. Appl. Phys. 49 (2010) 04Da10.

10) Semiconductor – Basic Data 2nd Revised Edition, edited by 

O. Madelung (springer, Berlin, 1996).

11) Y.Y. Fang, J. Xie, J. tolle, R. Roucka, V.R. D’costa, a.V. 

chizmeshya, J. Menendez, J. kouvetakis: J. Am. Chem. Soc. 

130 (2008) 16095.


