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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともＩｎと、Ｇａと、Ｚｎと、を含む酸化物半導体膜のエッチング方法において
、炭化水素を含むガスでエッチングすることを特徴とする酸化物半導体膜のドライエッチ
ング方法。
【請求項２】
　前記エッチング時の前記炭化水素を含むガスの圧力は、０．６Ｐａ以上３．５Ｐａ以下
の範囲であることを特徴とする請求項１記載の酸化物半導体膜のドライエッチング方法。
【請求項３】
　前記エッチング時のＲＦパワー密度は、０．１Ｗ／ｃｍ２以上２０Ｗ／ｃｍ２以下の範
囲であることを特徴とする請求項１記載の酸化物半導体膜のドライエッチング方法。
【請求項４】
　前記酸化物半導体膜は、電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満である透明アモルフ
ァス酸化膜であることを特徴とする請求項１記載の酸化物半導体膜のドライエッチング方
法。
【請求項５】
　前記酸化物半導体膜の膜厚は、１ｎｍ以上２ｍｍ以下の範囲であることを特徴とする請
求項１記載の酸化物半導体膜のドライエッチング方法。
【請求項６】
　前記エッチング時の、前記酸化物半導体膜の表面温度は、－２０℃以上２００℃以下の
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範囲であることを特徴とする請求項１記載の酸化物半導体膜のドライエッチング方法。
【請求項７】
　前記エッチングプロセスに使用するガスは、炭化水素とＡｒの混合ガスであることを特
徴とする請求項１記載の酸化物半導体膜のドライエッチング方法。
【請求項８】
　前記炭化水素とＡｒの混合ガス中で、Ａｒの割合は５ｍｏｌ％以上８０ｍｏｌ％以下の
範囲であることを特徴とする請求項７記載の酸化物半導体膜のドライエッチング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｉｎと、Ｇａと、Ｚｎと、を含む酸化物（以後Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏと記す
）のドライエッチング方法に関する。更に詳しくは、半導体素子、半導体集積回路、電極
等の微細電子部品等の作製における酸化物半導体Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏのドライエッチン
グ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される半導体膜及び当該膜の成長条件についての
研究開発が行われている（特許文献１）。
【０００３】
　従来、製作したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される膜や、Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成さ
れる膜のパターニングはリフトオフ法で行なわれていた（非特許文献１、非特許文献２）
。
【０００４】
　ドライエッチングに関して、従来の透明酸化物導電性膜、例えば酸化亜鉛（ＺｎＯ）の
ドライエッチング処理にメタンを含むプロセスガスを用いたことが知られている（特許文
献２）。
【０００５】
　また、ガラス製基板上に成膜されたＩｎ２Ｏ３：Ｓｎ（ＩＴＯ）から成る透明導電性膜
にドライエッチング加工を施す際に、ＩＴＯ膜を加熱しながら、水素及び炭化水素の混合
ガスを用いた反応性ドライエッチングを用いることが知られている（特許文献３）。また
、ヨウ化水素を用いて、ＳｎＯ２、Ｉｎ２Ｏ３、ＺｎＯを主成分とした導電膜をドライエ
ッチングすることも知られている（特許文献４）。
【０００６】
　また、従来の半導体ドライエッチングでは、エッチング媒体としてフッ素系ガスがよく
用いられている。
【特許文献１】特開２００４－１０３９５７号公報
【特許文献２】特開平１１－３３５８７４号公報
【特許文献３】特開平３－７７２０９号公報
【特許文献４】特開平１０－８７３０１号公報
【非特許文献１】Ｋ．Ｎｏｍｕｒａ　ｅｔ．ａｌ，　Ｎａｔｕｒｅ，　ｖｏｌ　４３２，
　２５　Ｎｏｖ　２００４，　ｐ．４８８－４９２
【非特許文献２】Ｅ．Ｍ．Ｃ．Ｆｏｒｔｕｎａｔｏ　ｅｔ．ａｌ，　Ａｄｖａｎｃｅｄ　
Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，　２００５，　１７，　Ｎｏ．５，　ｐ．５９０－５９４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、前述したリフトオフ法には、高温でフォトレジストが融けて変形してしまうと
いう課題がある。また、フォトレジストを除去する際に、被蒸着膜のパターン端が捲くれ
上がり、その後パターン端を渡る配線が断線しやすい、及び歩留まりが低いという課題も
ある。
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【０００８】
　また、フォトリソグラフィ法でパターニングされたフォトレジストはＲＩＥのエッチン
グマスクとして使われる。この場合、エッチング後にレジスト表面に不揮発性物が堆積さ
れ、超音波で洗浄しても除去されにくいという課題がある。
【０００９】
　そのため、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される膜を加工することが必要であり、再現
性が高く所望の形状を得るためにエッチング法が種々検討されている。エッチング法は化
学薬品に試料を浸漬させるウェットエッチングと気相のエッチング媒体を利用するドライ
エッチングに大別される。原理的にウェットエッチング法は等方的に進行するためにマス
ク下部の食い込み（アンダーカット）や、マスクと被加工膜の密着不良から生ずるパター
ンの欠落、エッチング液のしみ込み等の現象が発生するという問題点を有する。また、エ
ッチング残渣が浮遊し、デバイス上に残ってしまうという問題もある。そこで、エッチン
グ液を高頻度で交換する必要がある。そのことがエッチング液を大量消費することにつな
がる場合がある。
【００１０】
　一方、ドライエッチング法は、プラズマ中に生成される化学的に活性なイオンが直進性
を有するため、被加工物表面に対し垂直に入射して、加工形状がマスクパターンに忠実な
加工特性を持つという利点を有する。
【００１１】
　一般的なドライエッチング法としては、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ：Ｒｅａｃｔ
ｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ）法が用いられている。ＲＩＥの原理を簡単に述べると
、平行平板電極を持った真空容器内にエッチングガスを導入し、高周波電力を電極に印加
する。高周波電界で高速に加速された電子がエッチングガスを電離イオン化してプラズマ
状態となる。プラズマ中で発生した中性活性種（ラジカル）やイオンが基板表面にて反応
を起しエッチングが進む。主な反応メカニズムを挙げる。ひとつは活性種が吸着し二次生
成物ができ、脱離することによってエッチングが進む化学反応が支配的なエッチングであ
る。もうひとつは加速された正イオンが基板に衝突して物理的に掘られていくスパッタ効
果が支配的なエッチングである。
【００１２】
　しかし、前記の文献には、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏに対する明確なドライエッチングの開
示、実施例はない。また、ＣＦ４を用いてＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される膜をドラ
イエッチングすると、エッチングレートが２０オングストロム／分と低く、量産には不利
である。更には、一般に用いられる絶縁膜（例えば、ＳｉＮもしくはＳｉＯ）とのエッチ
ング選択比が低い。
【００１３】
　また、前記特許文献３に記載されたドライエッチング法では、ＩＴＯを加熱しない場合
、ＩＴＯ膜上にＩｎとカーボン系の堆積物が発生して、所定形状のパターンが得られにく
いという問題点がある。更に、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される膜に使用の可能性、
かつエッチング速度などについては記述が一切ない。
【００１４】
　従来のシリコンなどの半導体ドライエッチングでは、エッチング媒体としてフッ素系ガ
スをよく用いている。ＣＦ４を用いたＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される膜のドライエ
ッチングは、実験結果によると、エッチングレートが２０オングストロム／分と低く、量
産に不利である。更には、一般に絶縁膜使われるＳｉＮもしくはＳｉＯ等とのエッチング
選択比が低い。
【００１５】
　一方、ハロゲン系ガスでは、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜との反応生成物はＩｎ、Ｇａ、Ｚ
ｎのハロゲン化物、ＧａＦ３、ＧａＣｌ２、ＧａＣｌ３、ＧａＢｒ３、ＩｎＦ３、ＩｎＣ
ｌ、ＩｎＣｌ２、ＩｎＣｌ３、ＩｎＢｒ２、ＺｎＦ２、ＺｎＣｌ２などが考える。これら
のハロゲン化合物の沸点は、それぞれ１０００℃、５３５℃、２０１℃、２７９℃、１２
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００℃、６０８℃、５６０℃、６００℃、６３２℃、１２４３℃、４２８℃である。この
ように前記ハロゲン化合物は、反応生成物の沸点が高く、揮発性が低く、蒸気圧が低い。
従ってエッチング中の基板温度を高くしないと、反応生成物が脱離できず、再堆積してし
まって、エッチング室の汚染問題になる。更に、プラスチックフィルム樹脂基板を使用す
る場合、一般に当該樹脂基板は耐熱性が弱く、ハロゲンガスでエッチングすることは好ま
しくない。特にプラスチック樹脂基板はハロゲンガスのプラズマに対するエッチング耐性
が小さいので、基板表面が荒れ、凹凸が形成される場合がある。このように基板表面に凹
凸が形成されると、凹凸の段差によって配線が断線する場合があり、歩留まりが低下する
。
【００１６】
　そこで、本発明の目的は、以上の課題を解決し、加工精度が高いＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ
から構成される膜の加工方法を提供することにある。即ち本発明は、加工精度やエッチン
グレートが高く、炭化水素を含むエッチングガスを用いてＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成
される膜のドライエッチング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】
【００１７】
　本発明は上記の課題を解決することを目的として、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成され
る膜及びこれに関する膜の成長条件、エッチング条件に関する鋭意研究した結果完成に至
ったものである。
【００１８】
　本発明は、少なくともＩｎと、Ｇａと、Ｚｎと、を含む酸化物半導体膜のエッチング方
法において、炭化水素を含むガス雰囲気中でエッチングすることを特徴とするものである
。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によって、反応堆積物による悪影響を回避できる。その結果、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ
－Ｏから構成される膜のドライエッチングには確実な高エッチングレート、均一性、及び
プラズマ反応室のクリーニングを得ることが出来る。
【００２０】
　例えば基板上にＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される透明半導体酸化膜を薄膜トランジ
スタのチャネル層に用いるトランジスタ素子の製造工程において、再現性の良い実用的な
エッチングを行なうことが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明者らの知見によれば、炭化水素ガスでのエッチングではＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜
との反応性生成物は、次のものが考えられる。それは、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎとメチル基の化
合物、Ｉｎ（ＣＨ３）３、Ｉｎ（Ｃ２Ｈ５）３、Ｇａ（ＣＨ３）３、Ｇａ（Ｃ２Ｈ５）３

、Ｚｎ（ＣＨ３）２、Ｚｎ（Ｃ２Ｈ５）２などである。これらの有機金属化合物の沸点は
、それぞれ１３４．０℃、１８４．０℃、５５．７℃、１４３．０℃、４４．０℃、１１
７．６℃と低く揮発性が高く、蒸気圧が高い。エッチング中の基板温度は２００℃以上の
程度になっており、Ｉｎ（ＣＨ３）３、Ｇａ（ＣＨ３）３、Ｚｎ（ＣＨ３）２などといっ
た二次生成物は即座に基板から脱離するものと考えられる。つまり、前記化学反応効果が
支配的なエッチングメカニズムであることが推定される。
【００２２】
　炭化水素を含むドライエッチングガスを用いる場合、同ガスの好適な圧力条件は、０．
６Ｐａ以上３．５Ｐａ以下の範囲である。この圧力よりも低い場合には、ガス自体の排気
が主であり、放電を形成するのに十分な量のガス量を装置内に保つことができない。一方
、この圧力範囲よりも高い圧力条件にては、プラズマによって解離されない中性ガスが主
となり、解離されたイオンと衝突し、エッチング速度を低下させてしまう結果となる。更
に、問題とする不揮発性物質を多く発生しやすい状態にもなってしまう。
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【００２３】
　また、高周波プラズマを利用してＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される膜のドライエッ
チングを行なう際に、室温でも不揮発性の堆積物を発生させることなく高速でドライエッ
チングを行なうことが可能である。　
【００２４】
　また、高いＲＦパワーで印加された電極はより高い運動エネルギを持つ正イオンに衝撃
され、物理的なスパッタ及び温度を高める効果がある。炭化水素を含むドライエッチング
ガスを用いることにより、好適なＲＦパワー密度条件は、０．１Ｗ／ｃｍ２以上２０ Ｗ
／ｃｍ２以下の範囲である。更に好ましくは、０．６Ｗ／ｃｍ２以上１０Ｗ／ｃｍ２以下
の範囲である。最も好ましくは、１．９Ｗ／ｃｍ２以上６Ｗ／ｃｍ２以下の範囲である。
このＲＦパワー密度よりも低い場合には、エッチング効果が小さく、問題とする不揮発性
炭化物を多く発生しやすい状態になる。ＲＦパワー密度２Ｗ／ｃｍ２以上の場合、不揮発
物は良好に除去できる。
【００２５】
　一方、このＲＦパワー密度範囲よりも高いＲＦパワー密度条件にては、プラズマの電子
温度が高く、フォトレジストの耐プラズマ性が弱くなり、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成
される膜を充分にエッチングするまで保つことができない。更に、プラスチック等の樹脂
基板を使用する場合、プラズマ温度が高く、耐熱性が弱い樹脂基板は軟化して形状が変化
する、或いは溶ける場合がある。
【００２６】
　また、前記Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される膜をエッチング時間が長いと、プラズ
マ温度が上昇するとともにプラズマ解離度を高め不揮発物の生成速度が急増する。炭化水
素を含むドライエッチングガスを用いること、および対フォトレジストのエッチング選択
比により、好適な前記酸化物半導体の膜厚条件は、１ｎｍ以上２ｍｍ以下の範囲である。
不揮発生成物の堆積を回避するため、更に好ましくは、５ｎｍ以上２００ｎｍ以下の範囲
である。この膜厚よりも低い場合には、エッチング装置のガス供給システム、プラズマ電
源などにより、短時間にうまく正確にガスを供給して、かつマッチングしてプラズマを励
起することは難しい。エッチング誤差が生じると、下地の基板はエッチングされる恐れが
あるため、特にプラスチック樹脂基板を使用する際に注意を要する。前記酸化物半導体膜
の膜厚は２００ｎｍ以下である限り、大量の不揮発物を発生させることなく効率的に除去
できる。
【００２７】
　前記Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される酸化物半導体膜の伝導度は温度に強く依存す
る。伝導度を安定させるため、低温でエッチングすることが好ましい。エッチング時間が
長いと、基板温度が上昇すると共に伝導度が高くなって、前記透明半伝導性酸化物アモル
ファス薄膜をチャネル層に用いたＴＦＴをオフ状態にすることが出来なくなる場合がある
。そのため、エッチングされる基板を冷媒で冷却することが必要である。ただし、過度な
冷却によって前記二次生成物が蒸発出来ずに、再び堆積することを防ぐため、上記のドラ
イエッチングプロセスにおいては、最適な温度範囲が存在する。以上の関係から、炭化水
素を含むドライエッチングガスを用いるときにおける、好適な基板表面温度の条件は、―
２０℃以上２００℃以下の範囲である。更に、安定なＴＦＴ動特性が得るため、更に好ま
しくは、１０℃以上１６０℃以下の範囲である。反応生成物の沸点を超えることが望まし
いが、耐熱性および耐プラズマ性が弱いプラスチック高分子樹脂基板に対しては、最も好
ましくは、２０℃以上８５℃以下の範囲である。このような温度範囲に設定することによ
り、プラズマ中にのイオン物理的な衝撃で十分なエッチングをすることができる。
【００２８】
　また、公知のフォトリソグラフィ法によりパターニングされたレジストをエッチングマ
スクとしてエッチングすることについて、そのパターニングされたレジストのハードベー
ク処理が非常に重要である。このハードベーク処理は、後に行なう反応性ドライエッチン
グ時のレジストのプラズマ耐性を向上させるためのものである。しかし、過度なベークを
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するとレジストが硬くなる。更にエッチング後にレジスト表面に不揮発性物が堆積され、
超音波で洗浄しても除去されにくいという問題が生じる。普段のポジレジストを用いる場
合、そのハードベークはベーク炉を用い９０～１４０℃程度の温度、かつ１０～３０分程
度の時間であることが好ましい。
【００２９】
　また、本発明において、プロセスガスすなわちエッチングガスは炭化水素と希釈用ガス
との混合物が使用され、希釈用ガスとしてはヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、
キセノン、水素等あるが、特にアルゴン（Ａｒ）を使用することが好ましい。これらの希
釈用ガスはプラズマ安定作用、及びＩｎ、Ｇａ、Ｚｎ、Ｏ、Ｃ等が重合して堆積するのを
防止する作用を有している。特に、異方性エッチング性能を向上させることが期待される
。炭化水素にアルゴンを混ぜるドライエッチングガスを用いることにより、好適なアルゴ
ン割合の条件は、５ｍｏｌ％以上８０ｍｏｌ％以下の範囲である。更に好ましくは、２０
ｍｏｌ％以上７５ｍｏｌ％以下の範囲である。
【００３０】
　このアルゴン割合範囲よりも低い場合には、問題とする不揮発性炭化物を多く発生しや
すい状態にもなってしまう。一方、このアルゴン割合範囲よりも高い条件にては、炭化水
素ガスを希釈し、エッチングマスクとするフォトレジストとのエッチング選択比が大幅に
低下して、厚いＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される膜を充分にエッチングすることがで
きない場合がある。更に、プラスチック等の樹脂基板を使用する場合、正のイオンが樹脂
基板に衝突するため、耐熱性および耐プラズマ性が弱い樹脂基板はエッチングされやすい
状態にもなってしまう。本発明者らの知見では、前記炭化水素とＡｒの混合ガス中でＡｒ
の割合は２０ｍｏｌ％から７５ｍｏｌ％の範囲とすることにより、前記ＴＦＴの製造歩留
まりが良好であることが分かった。
【００３１】
　また、水素ガスを混入させることも可能である。しかし、大量の水素ガスを混合させる
場合には炭化水素ガスの希釈率が大きくなるため、炭化水素ガスの持つドライエッチング
性能を低下させる場合がある。好適な量としては、炭化水素ガス当量以下である。更に好
ましくは、水素の割合が２５％～４５％である。当該の範囲では、エッチング速度はあま
り低下せず、前記不揮発性生成物の堆積を低減出来る。これは、水素の還元効果でエッチ
ングされる原子の再堆積確率がより低いからであると考えられる。なお、本発明を前記Ｉ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される酸化物半導体膜を活性層として用いる半導体素子の加
工工程に採用することによって生産歩留まりを著しく向上させることができる。特に大面
積な基板の場合では有効である。
【００３２】
　なお、前記半導体素子の活性層はスパッタ法、蒸着法、ＣＶＤ法、エピタキシャル成長
法、光励起堆積法、パルスレーザー蒸着法、イオンプレーディング法から選ばれる薄膜形
成法にて作製することができる。量産性の観点からは、スパッタ法が最も適している。
【００３３】
　なお、前記アモルファス透明酸化膜薄膜の材料については、Ｓｎ、Ａｌ、Ｓｂ、Ｃｄ、
Ｇｅ、Ｐ、Ａｓ、Ｎ、Ｍｇなどの不純物のうちの一種以上を、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから
構成される化合物に添加することが可能である。
【００３４】
　また、前記アモルファス透明酸化膜薄膜の電気抵抗を高めるための不純物イオンを意図
的に添加せず、酸素ガスを含む雰囲気中で成膜することが好ましい形態である。
【００３５】
　また、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成されるアモルファス透明酸化膜薄膜を活性層に用
いたＴＦＴを作製することを目的として、前記酸化物半導体膜はＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏか
ら構成され、電子キャリア濃度は１０１８／ｃｍ３未満であることが好ましい。更に、同
じ理由で前記透明アモルファス酸化膜の電子キャリア濃度が１０９／ｃｍ３以上であるこ
とが好ましい。
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　なお、パルスレーザー堆積法（ＰＬＤ：Ｐｕｌｓｅｄ　Ｌａｓｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ）、反応性固層エピタキシャル成長法（Ｒ－ＳＰＥ：Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｓｏｌｉｄ
－Ｐｈａｓｅ　Ｅｐｉｔａｘｙ）などの製法で作製されるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏもある。
そしてそれから構成される単結晶性、多結晶性（Ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ）膜も
ある。それら結晶性膜のエッチング速度は非晶質（アモルファス）膜の速度より著しく低
く、エッチングされた表面の粗さが大きい。本発明は、結晶性膜のエッチングに効果があ
る。
【００３７】
　また、本発明において好適な炭化水素は、プラズマによってアルキル基のラジカル及び
イオンを生成し透明酸化半導体膜中の金属をガス化出来るものであれば、他のものでも良
い。例えば、エタン（Ｃ２Ｈ６）、プロパン（Ｃ３Ｈ８）、ブタン（Ｃ４Ｈ１０）、エチ
レン（Ｃ２Ｈ４）、プロピレン（Ｃ３Ｈ６）、又は、アセチレン（Ｃ２Ｈ２）などを用い
ても同様な効果を期待できる。
【００３８】
　また、プラズマによってハロゲン元素のラジカル及びイオンを生成し酸化半導体膜中の
金属をガス化出来るものであれば、様々のプラズマ発生源は本発明に適用できる。例えば
、平行平板型（容量結合型）の反応性イオンエッチング装置（ＲＩＥ、Ｒｅａｃｔｉｖｅ
　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ）、高周波誘導結合プラズマ（ＩＣＰ、Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌ
ｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ）エッチング装置がある。他にも、マイクロ波プラズ
マエッチング装置（ＥＣＲ、　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏｎ　Ｒｅｓｏｎａｎ
ｃｅ）、マグネトロン（Ｍａｇｎｅｔｒｏｎ）プラズマエッチング装置、バレル型（Ｂａ
ｒｒｅｌ）プラズマエッチング装置もある。又はダウンフロー型（Ｄｏｗｎ　Ｆｌｏｗ）
エッチング装置などを用いても同様な効果を期待できる。
【実施例】
【００３９】
　以下では、本発明のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される膜のドライエッチング方法の
具体的実施例を説明する。なお、以下の実施例は本発明の範囲内の好ましい条件により説
明している。しかし、本発明はこれらによって何ら限定されるものではない。
【００４０】
　先ず、実験用試料を以下に説明するような手順により作製した。膜厚１００ｎｍの熱Ｓ
ｉ酸化膜が付くＳｉ基板（厚さ５２５ｍｍ）を下地として使用する。下記の表１に示すよ
うな条件で、反応スパッタ法を用い９００ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜を形成した。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
　なお、前記の膜厚は９００ｎｍであったが、実際エッチングされた深さは３５０ｎｍ以
下であった。特に、不揮発性物の堆積を回避するため、出来るだけ、エッチングされる膜
厚は２００ｎｍ以下であることが好ましい。なお、このスパッタ製膜法により、Ｉｎ－Ｇ
ａ－Ｚｎ－Ｏ４組成を有する多結晶焼結体をターゲットとして、基板上に微結晶を含むＩ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系アモルファス酸化物半導体薄膜を堆積させた。更に、前記Ｉｎ－Ｇ
ａ－Ｚｎ－Ｏ系薄膜の入射Ｘ線回折（入射角０．５度）を行ったところ、明瞭な回折ピー
クは認められなかったことから、作製したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系薄膜はアモルファスで
あるといえる。
【００４３】
　次に、このＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜上に公知のフォトリソグラフィ法によりライ幅及び
スペース幅が各々３ｍｍであるライン・アンド・スペースのレジストパターンを形成した
。使用したレジストはＣｌａｒｉａｎｔ社のポジレジストＡＺ１５００（２０ｃｐ）であ
る。このレジスト付きＳｉ基板を、ベーク炉を用い１２０℃程度の温度で１０～３０分程
度ハードベークして、実験用試料を作製した。なお、このハードベーク処理は、後に行な
う反応性ドライエッチング時のレジストのプラズマ耐性を向上させるためのものである。
【００４４】
　次に、このような試料上にレジストパターンから露出しているＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜
を、炭化水素を含むエッチングガスでドライエッチングした。使用したドライエッチング
装置はアネルバ社（現キヤノンアネルバ社）のＬ－２０１Ｄ－Ｌエッチング装置である。
それは一般的な容量結合型の１３．５６ＭＨｚの高周波電源を用いて、カソード電極に基
板を設置することにより行なうＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ）方
式である。試料をチャンバーに入れ、真空引きを行なった。２×１０－４Ｐａ以下の十分
な真空度が得られた後に、各ガスを流してプラズマを励起し、様々な条件にてエッチング
を行なった。
【００４５】
　エッチングを終了して各試料のレジストをアセトンで剥離し、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜
のパターンを測定、観察した。エッチングされた段差はＴｅｎｃｏｒ社の段差計で測定し
て、ドライエッチング速度を正確に算出した。以下は各々の実験条件により、適切なエッ
チング条件が分かった。
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【００４６】
　実験１には圧力依存性について調べた。実験条件は室温、純ＣＨ４流量３８．７ｓｃｃ
ｍ、ＲＦパワー１００Ｗ（２．２Ｗ／ｃｍ２）である。検討を行なった結果について、図
１に示す。横軸はチャンバー圧力で、縦軸はエッチング速度である。図１にエッチング速
度の負値は堆積物の生成速度である。この実験結果により、圧力３．５Ｐａ以下の場合、
不揮発性の堆積物を発生させることなく良好にドライエッチング出来ることが分かった。
ただし、本実験のエッチング装置では、圧力０．６Ｐａ以下の場合、プラズマが励起され
にくくなることが分かった。反応圧力が低いほど、前記堆積物の生成が抑制されるので、
より低い圧力でプラズマさえ励起できれば、他の真空能力がいいエッチング装置でも良い
。
【００４７】
　圧力３．５Ｐａ以上の場合、不揮発性の堆積物が発生してしまって、アセトンで除去し
にくくなる。というのも、圧力が高いほど堆積速度が高くなるからである。堆積物の成分
はＥＤＸで分析し、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜と近い成分を確認した。そのため、実際にエ
ッチング進行しながら、飛ばされた原子が再堆積と考える。以上の実験結果により、最も
好ましい圧力条件は０．６Ｐａから３．５Ｐａの範囲であることがわかった。
【００４８】
　実験２にはＲＦパワーについて調べた。実験条件は室温、純ＣＨ４流量３８．７ｓｃｃ
ｍ、チャンバー圧力２．６Ｐａである。検討を行なった結果について、図２に示す。横軸
はＲＦパワーで、縦軸はエッチング速度である。図２のエッチング速度の負値は堆積物の
生成速度である。図２によりＲＦパワー９０Ｗ以上の場合、不揮発性の堆積物を発生させ
ることなく確実にドライエッチングがされることが分かった。ＲＦパワー９０Ｗ以下の場
合、不揮発性の堆積物が発生してしまう。ＲＦパワーが高い場合、プラズマ中のイオンが
より高い運動エネルギを持ち、再堆積効果により物理的な衝撃の効果が大きいと考えられ
る。ちなみに、本実験のエッチング装置は、印加された電極の直径が３インチであって、
ＲＦパワー９０Ｗは約２Ｗ／ｃｍ２のＲＦパワー密度である。以上の実験結果により、最
も好ましいＲＦパワー密度条件は２Ｗ／ｃｍ２以上範囲であることがわかった。
【００４９】
　実験３では純ＣＨ４流量について調べた。実験条件は室温、ＲＦパワー１００Ｗ（２．
２Ｗ／ｃｍ２）、チャンバー圧力１．６Ｐａである。検討を行なった結果について、図３
に示す。横軸はＣＨ４流量で、縦軸はエッチング速度である。図３によりＣＨ４流量２３
ｓｃｃｍ以下の場合、プラズマが励起されにくいので、データが得られない。ＣＨ４流量
２３ｓｃｃｍ以上なら、不揮発性の堆積物を発生させることなく確実にドライエッチング
がされることが分かった。図３によりＣＨ４流量２８ｓｃｃｍ以上の場合は、表面反応律
速の範囲で、ＣＨ４流量２８ｓｃｃｍ以下の場合は供給律速の範囲と考えられる。前記の
堆積物を回避するため、出来るだけ供給律速の範囲内でエッチングを行なうことが好まし
い。本エッチング装置の場合、ＣＨ４流量２８ｓｃｃｍ以下が好ましい状態である。その
値もエッチング装置の真空能力により変わる。
【００５０】
　実験４には水素ガス添加効果について調べた。実験条件は室温、ＲＦパワー１００Ｗ（
２．２Ｗ／ｃｍ２）、チャンバー圧力１．６Ｐａ、全ガス流量３８．７ｓｃｃｍである。
ＣＨ４に水素ガスを添加してエッチングを行なった結果について、図４に示す。横軸は水
素ガスの割合（Ｈ２流量／（ＣＨ４流量+Ｈ２流量））で、縦軸はエッチング速度である
。その混合ガスにおけるＨ２の割合が約４５％超えると、プラズマが励起されにくいので
、データが得られなかった。従って、Ｈ２が４５％以上の場合、Ｈ２の濃度が増えると共
にエッチング速度が落ちていくと考えられる。全体を見ると、ＣＨ４に水素ガスを添加す
ることにより、エッチング速度は純ＣＨ４でのエッチング速度より遅くなる。ただし、そ
の混合ガスの水素の割合が２５％～４５％の範囲では、エッチング速度はあまり低下せず
、前記不揮発性物の堆積を低減出来、実際の生産では好ましい範囲である。それは、水素
の還元効果、かつエッチングされる原子の再堆積確率がより低いからであると考えられる
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。
【００５１】
　以上の実験結果により、次のことが分かった。即ち、本実施例において、チャンバー圧
力を３．５Ｐａ以下及びＲＦパワーを９０Ｗ以上（約２Ｗ／ｃｍ２）にすることは、不揮
発性の堆積物を発生させることなく確実にドライエッチングするための、二つの必須条件
であることである。
【００５２】
　実験５ではＡｒガス添加効果について調べた。実験条件は室温、ＲＦパワー１５０Ｗ（
３．３Ｗ／ｃｍ２）、チャンバー圧力１．６Ｐａ、全ガス流量２８ｓｃｃｍである。検討
を行なった結果を図５に示す。横軸はＡｒガスの割合（Ａｒ流量／（ＣＨ４流量+Ａｒ流
量））で、縦軸はエッチング速度である。図５で分かるように、Ａｒの割合が５０％以下
の場合、エッチング速度は大体一定となる。Ａｒの割合が６０％の場合、最大のエッチン
グ速度が得られた。Ａｒの割合が６０％以上の場合、エッチング速度はＡｒ割合が増える
と共に落ちる。Ａｒの割合が８０％以上の場合、純ＣＨ４でエッチングするより速度が低
く、かつ対レジストの選択比が急減することより、それは好ましくない状態であると考え
られる。
【００５３】
　更に、上記実験５のデータに従い、前記透明半伝導性酸化物アモルファス薄膜をチャネ
ル層に用いたＴＦＴを作製した。前記炭化水素とＡｒの混合ガス中でのＡｒの割合が５ｍ
ｏｌ％以上であれば、前記ＴＦＴの製造歩留まりがほぼ１００％であることが分かった。
【００５４】
　実験５では、不揮発性の堆積物が発生することは一切なかった。なお、Ａｒを添加する
ことにより、プラズマは安定し、エッチングの後にレジストを剥離させやすくなることも
分かった。
【００５５】
　また、上記全てのプロセスでは、基板を意図的に加温せず、加熱機構の温度を室温（約
２０～２４℃）に設定した。具体的には、基板ホルダー内部は室温の冷却水を流せて、で
きるだけ室温に近いエッチングを行なった。そこで、テスト用の基板表面にサーモラベル
（日油技研工業）を用いて温度測定を行った所、ＲＦパワー１００Ｗでエッチング時間１
８分間後に温度は約８５℃まで上昇することが分かった。これは本発明のエッチングプロ
セスにおける最高温度であったことが確認された。本実施例においては、エッチング過程
は全て室温から８５℃の範囲に行なった。
【００５６】
　なお、上記の実験にエッチングマスクとして使われたレジストのエッチング状況も調べ
た。純ＣＨ４プラズマに長い時間に暴露されても、レジストの膜厚はほぼ変わらないで、
非常に高い対レジストの選択比（約１００程度）が得られることが分かった。ただし、ア
ルゴンを混ぜる場合、対レジストの選択比は急激に低下する。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明によれば、基板上に成膜されたＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏから構成される酸化物半導
体膜のドライエッチングプロセスができ、基板上に安定かつ均一な電気特性を持つ半導体
素子を提供が可能となる。
【００５８】
　例えば、柔らかいプラスチックフィルム上に透明酸化物膜をＴＦＴの活性層に用いるＴ
ＦＴを始めとして、フレキシブル・ディスプレイの画素ドライバや、認証用のＩＣカード
や商品ＩＤタグなどの分野にも応用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明方法の実施例における圧力とエッチング速度との関係を示す特性値グラフ
である。
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【図２】本発明方法の実施例におけるＲＦパワーとエッチング速度との関係を示す特性値
グラフである。
【図３】本発明方法の実施例におけるＣＨ４流量とエッチング速度との関係を示す特性値
グラフである。
【図４】本発明方法の実施例における水素ガス割合とエッチング速度との関係を示す特性
値グラフである。
【図５】本発明方法の実施例におけるＡｒガス割合とエッチング速度との関係を示す特性
値グラフである。

【図１】

【図２】

【図３】
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