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(57)【要約】
　位置が制御される結晶粒の領域を備える結晶半導体膜
と、位置が制御される結晶粒の位置を基準として規定さ
れる位置にある結晶半導体膜の中に位置するデバイスと
を含む、結晶膜の中の既知の位置に位置付けられる電子
デバイスに関係する方法および装置が説明される。この
方法は、各照射ステップが、膜のリソグラフィで画成さ
れる領域を少なくとも部分的に融解させ、横方向に結晶
化させ、横方向成長長さに垂直である少なくとも１つの
長い粒子境界を有する横方向に成長した結晶粒の領域を
得る、３つ以上の重複する照射ステップを使用して半導
体膜の少なくとも一部を照射することと、少なくとも１
つの長い粒子境界の位置を識別することと、長い粒子境
界の位置を基準にして規定される位置にある半導体膜の
中に電子デバイスを製造することとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横方向に成長した結晶粒の少なくとも１つの領域を備える半導体膜であって、前記粒子
は、少なくとも１組の実質的に平行な長い粒子境界と、隣接する長い粒子境界間に及ぶ複
数の横方向に成長した粒子とを備え、前記粒子は、約５０％を超える粒子が横方向成長長
さよりも長い長さを有する実質的に均一な粒子構造を有する、半導体膜と、
　結晶粒の少なくとも１つの長い粒子境界の位置を基準にして規定される位置にある前記
領域内に位置するデバイスと、
　を備える装置。
【請求項２】
　前記膜上の長い粒子境界の位置が、横方向成長長さの１０％未満の精度で知られている
、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記膜上の長い粒子境界の位置が、横方向成長長さの５％未満の精度で知られている、
請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記デバイスがトランジスタである、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　トランジスタが、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）であり、ＦＥＴのチャネルが長い粒
子境界を含まない位置にある領域の中に配置される請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　ＦＥＴが、ＦＥＴのソースまたはドレインが長い粒子境界を含まない位置にある領域の
中に配置される、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　ＦＥＴが、チャネルが既知の位置で長い粒子領域に交差する位置にある領域の中に配置
される請求項４に記載の装置。
【請求項８】
　複数の横方向に成長した結晶アイランドを備える半導体膜であって、前記アイランドが
少なくとも１つの長い粒子境界を備え、該長い粒子境界が、横方向成長長さより大きいア
イランド中心からの距離にあるアイランドの１つを取り囲み、アイランドの内部領域が実
質的に均一な膜厚を有する、半導体膜と、
　結晶アイランドの少なくとも１つの長い粒子領域の位置を基準にして規定される位置に
ある前記領域内に位置するデバイスと、
　を備える装置。
【請求項９】
　９０％を超えるアイランドが、同じ表面結晶学的な表面配向を有する、請求項８に記載
の装置。
【請求項１０】
　結晶学的な表面配向が、｛１００｝平面である、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　結晶粒配向が、｛１００｝極の約１５°の範囲内の｛１００｝表面配向を有するアイラ
ンド表面積の約９０％を備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　結晶学的な表面配向が｛１１１｝平面である、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　結晶粒配向が、｛１１１｝極の約１５°の範囲内の｛１１１｝表面配向を有するアイラ
ンド表面積の約９０％を備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記膜の上の長い粒子境界の位置が、横方向成長長さの２０％未満の精度で知られてい
る、請求項８に記載の装置。
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【請求項１５】
　前記膜の上の長い粒子境界の位置が、横方向成長長さの１０％未満の精度で知られてい
る、請求項８に記載の装置。
【請求項１６】
　前記デバイスがチャネルソースおよびドレインを備えるＦＥＴである、請求項８に記載
の装置。
【請求項１７】
　ＦＥＴが、ＦＥＴのチャネルが長い粒子境界を含まない位置にある領域の中に配置され
る、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　半導体膜の第１の領域を、リソグラフィで画成される、前記膜の第１の境界から制御式
超横方向成長を引き起こす第１セットの条件の元で第１の照射を行うことと、
　第１の領域に部分的にしか重複しない、前記膜の第２の領域を、リソグラフィで画成さ
れる、前記膜の中の第２の境界から制御された超横方向成長を引き出す第２セットの条件
の元で第２の照射を行うことと、
　前記第１の照射を行うことと、第２の照射を行うこととが、横方向成長長さよりも長い
長さおよび少なくとも１つの長い粒子境界を有する、横方向に成長した結晶粒を備える膜
を提供し、長い粒子境界の位置が横方向成長長さの２０％以内で知られており、
　長い粒子境界の位置を基準にして規定される位置にある半導体膜の中に電子デバイスを
製造することと、を含む装置を製造する方法。
【請求項１９】
　第１の領域、第２の領域、または両方の照射が、半導体膜をその厚さ全体で融解させる
、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　第１の照射および第２の照射のうちの少なくとも１つが投光照射である、請求項１８に
記載の方法。
【請求項２１】
　リソグラフィで画成される境界が、前記膜の少なくとも一部の上にリソグラフィでキャ
ップ層を形成することによって設けられる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　キャップが、下にある半導体膜を、リソグラフィで画成された場所で照射に露光するパ
ターンを有する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　リソグラフィで画成される境界が、前記膜の下に置かれる下部層によって設けられる、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
　下部層が熱吸収材料であり、半導体膜によって吸収される波長を使用する照射の間、リ
ソグラフィで画成された位置の、上にある半導体膜の温度が半導体膜の隣接領域の温度に
満たない、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　下部層が熱吸収材料である材料であり、半導体膜に対して透明な波長を使用する照射の
間、リソグラフィで画成された位置の、上にある半導体膜の温度が、半導体膜の隣接する
領域の温度を超えている、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　キャップ層が、照射のエネルギーに対して不透明である材料から構成される、請求項１
８に記載の方法。
【請求項２７】
　キャップ層が、照射のエネルギーに対して反射性である材料から構成される、請求項１
８に記載の方法。
【請求項２８】
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　キャップ層が、リソグラフィで画成されたドットまたはドットの列である、請求項１８
に記載の方法。
【請求項２９】
　前記照射が、
　リソグラフィで画成された第１のドット・キャップ層を取り囲む第１の領域を照射し、
第１のドットの下の領域が少なくとも部分的に固体のままである間に、第１の領域を融解
させることであって、前記融解した領域が固体と液体の間の界面から結晶化される、第１
の領域を照射することと、
　第１のドット・キャップ層を取り除くことと、
　第２のドット層をリソグラフィで付着することであって、第２のドット・キャップ層が
、第１の照射の横方向に結晶化された部分に重なる、第２のドット層をリソグラフィで付
着することと、
　リソグラフィで付着された第２のドット・キャップ層を取り囲む第２の領域を照射し、
第１のドットの下の領域が少なくとも部分的に固体のままである間に、第２の領域を融解
させることであって、前記融解した領域が固体と液体の間の界面から結晶化される、第２
の領域を照射することと、
　を含む請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　キャップ層が、下にある半導体膜の細長い領域を露光し、露光された領域が、半導体膜
の特徴的な横方向成長長さの２倍未満である少なくとも１つの寸法を有する形状を画成す
る、請求項１８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記照射ステップが、
　下にある膜の露光された細長い領域を完全に融解させるために、第１のキャップ層の下
の領域が少なくとも部分的に固体のままである間に、膜の少なくとも一部を照射すること
であって、融解した領域が固体と液体の間の界面から横方向に結晶化される、膜の少なく
とも一部を照射することと、
　第１のキャップ層を取り除くことと、
　第１の照射の横方向に結晶化された部分に重なる第２のキャップ層をリソグラフィで付
着することと、
　下にある膜の露光された細長い領域を完全に融解させるために、第１のキャップ層の下
の領域が少なくとも部分的に固体のままである間に、膜の少なくとも一部を照射すること
であって、融解した領域が固体と液体の間の界面から横方向に結晶化される、膜の少なく
とも一部を照射することと、
　を含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　長い粒子境界の位置が、リソグラフィで配置された境界の位置および粒子の横方向成長
長さによって指示される、請求項１８に記載の方法。
【請求項３３】
　膜の上の長い粒子境界の位置が、横方向成長長さの１０％未満の精度まで知られている
、請求項１８に記載の方法。
【請求項３４】
　膜の上の長い粒子境界の位置が、横方向成長長さの５％未満の精度まで知られている、
請求項１８に記載の方法。
【請求項３５】
　膜の上の長い粒子境界の位置が、横方向成長長さの２０％未満の精度まで知られている
、請求項２９に記載の方法。
【請求項３６】
　デバイスがＦＥＴを備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項３７】
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　半導体膜の下にヒートシンクを配置した前記膜を提供することであって、前記ヒートシ
ンクがリソグラフィ方法を使用して配置される、前記半導体膜を提供することと、
　ヒートシンクの上方に位置する膜領域を部分的にだけ融解させ、この部分的に融解した
領域に隣接する前記膜を完全に融解させるために十分なエネルギー密度で膜を照射するこ
とであって、融解した領域が部分的に融解した領域と液体の界面から横方向に結晶化され
る、膜を照射することと、
　横方向に結晶化された膜の一部を露光するパターンで膜の上にキャップ層を配置するこ
とと、
　露光した膜を、キャップ層の下にある領域が少なくとも部分的に固体でのままである間
に、その厚さ全体で融解させるために十分なエネルギー密度で膜を照射することであって
、融解した領域が、固体と液体の界面から横方向に結晶化する、膜を照射することと、
　を備える膜を加工する方法。
【請求項３８】
　半導体膜の一部を露光するパターンを有する膜の上方に、リソグラフィ方法を使用して
配置される第１のキャップ層を付着させた半導体膜を提供することと、
　膜の露光された部分を、第１のキャップ層の下の領域が少なくとも部分的に固体のまま
である間に、その厚さ全体で完全に融解させるために十分な第１のエネルギー密度で膜を
照射することであって、融解した領域が、部分的に融解した領域と液体の界面から横方向
に結晶化される、膜を照射することと、
　横方向に結晶化された膜の一部を露光するパターンで、膜の上に第２のキャップ層を配
置することと、
　膜の露光された部分を、第２のキャップ層の下の領域が少なくとも部分的に固体のまま
である間に、その厚さ全体で完全に融解させるために十分な第２のエネルギー密度で膜を
照射することであって、融解した領域が、部分的に融解した領域と液体の界面から横方向
に結晶化される、膜を照射することと、
　を含む、膜を加工する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、参照により全体として本明細書に組み込む、２００８年２月２９日に出願され
、「リソグラフィに基づく順次横方向結晶化（ＬＩＴＨＯＧＲＡＰＨＹ　ＢＡＳＥＤ　Ｓ
ＥＱＵＥＮＴＩＡＬ　ＬＡＴＥＲＡＬ　ＳＯＬＩＤＩＦＩＣＡＴＩＯＮ）」と題される同
時係属米国出願番号第６１／０３２７４４号に対して、特許法第１１９条（ｅ）の元で優
先権の利益を主張する。
【０００２】
　本明細書中に引用されるすべての特許、特許明細書および特許公報は、本明細書に説明
される発明日時点で、その中で当業者に知られているように最新技術をさらに完全に説明
するために、この参照により全体として本明細書に含まれる。
【背景技術】
【０００３】
　近年、アモルファス半導体膜または多結晶半導体膜を結晶化するため、またはアモルフ
ァス半導体膜または多結晶半導体膜の結晶性を改善するための多様な技法が調査されてき
た。このような結晶化された薄膜は、画像センサおよびアクティブマトリクス液晶ディス
プレイ（「ＡＭＬＣＤ」）装置等の多岐に渡る装置の製造に使用できる。後者では、薄膜
トランジスタ（「ＴＦＴ」）の規則的配列構造が適切な透明な基板上に製作され、各トラ
ンジスタがピクセルコントローラとしての機能を果たす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　シリコン膜等の半導体膜は、エキシマ・レーザ・アニーリング（「ＥＬＡ」）プロセス
および順次横方向結晶化（「ＳＬＳ」）プロセスを含む多様なレーザ加工を使用して液晶
ディスプレイ用に加工されてきた。ＳＬＳは、有機発光ダイオード（「ＯＬＥＤ」）デバ
イスおよびアクティブマトリックスＯＬＥＤ（ＡＭＯＬＥＤ）だけではなく、ＡＭＬＣＤ
デバイスで使用するための薄膜を加工するのによく適している。ＳＬＳの特長は、エキシ
マレーザ照射を使用して横方向の結晶の成長を制御することである。照射された領域が完
全に融解し、マスク化された領域とマスク化されていない領域の間の固相－液相界面で結
晶が開始すると、横方向成長が開始する。横方向成長長さ（ＬＧＬ）は、膜特性および照
射条件の関数である。従来のＳＬＳ技法では、横方向に成長した結晶領域の正確な位置選
定は可能ではなく、ＳＬＳ加工膜で作成されるデバイス特性のばらつきにつながっている
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願は、均一ポリシリコン膜またはさらに結晶粒が大きなシリコン膜を作成するための
リソグラフィ手順を説明する。また、本願は、配向制御された単結晶領域を作成するため
のリソグラフィ手順も説明する。
【０００６】
　一態様では、装置は、横方向に成長した結晶粒の少なくとも１つの領域を有する半導体
膜、およびその結晶粒の少なくとも１つの長い粒子境界を基準にして規定される位置にあ
る前記領域内に位置するデバイスを含む。粒子は、横方向成長の方向に垂直である少なく
とも１つの長い粒子境界を含み、実質的に均一な粒子構造を有し、粒子の約５０％以上が
その横方向成長長さよりも長い長さとなる実質的に均一な粒子構造を有する。
【０００７】
　一態様では、装置は、横方向に成長した結晶粒の少なくとも１つの領域を有する半導体
膜、およびその結晶粒の少なくとも１つの長い粒子境界を基準にして規定される位置にあ
る前記領域内に位置するデバイスを含む。粒子は、少なくとも１組の実質的に平行な長い
粒子境界、および横方向に成長し、隣接する長い粒子境界に跨る複数の粒子を含み、前記
粒子は、実質的に均一な粒子構造を有し、その粒子構造では粒子の約５０％以上が横方向
成長長さよりも長い長さとなる。
【０００８】
　一つまたは複数の実施形態では、膜上の長い粒子境界の位置は、横方向成長した長さの
１０％未満の精度で、または横方向成長した長さの５％未満の精度で知られている。
【０００９】
　一つまたは複数の実施形態では、デバイスはトランジスタであり、チャネルソースおよ
びドレインを備え、たとえばトランジスタは電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）であり、Ｆ
ＥＴのチャネルが長い粒子境界を含まない位置にある領域の範囲内に配置されるか、また
はＦＥＴは、ＦＥＴのソースまたはドレインが長い粒子境界を含まない位置にある領域内
に配置されるか、あるいはＦＥＴは、チャネルが既知の位置にある長い粒子境界に交差す
る位置にある領域内に配置される。
【００１０】
　一態様では、装置は、複数の横方向に成長した結晶アイランドを備える半導体膜、およ
びその結晶アイランドの少なくとも１つの長い粒子境界の位置を基準にして規定される位
置にある、前記領域に位置するデバイスを含む。アイランドは、少なくとも１つの長い粒
子境界を含み、その長い粒子境界は、横方向成長長さよりも長いアイランド中心から距離
にあるアイランドの１つを取り囲み、９０％を超えるアイランドは同じ結晶学的な表面配
向を有する。
【００１１】
　一つまたは複数の実施形態では、結晶学的な表面配向は｛１００｝平面であり、任意選
択で、結晶粒配向は、｛１００｝極の約１５°の範囲内の｛１００｝表面配向を有するア
イランド表面積の約９０％を備える。
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【００１２】
　一つまたは複数の実施形態では、結晶学的な表面配向は｛１１１｝平面であり、任意選
択で、結晶粒配向は、｛１１１｝極の約１５°の範囲内の｛１００｝表面配向を有するア
イランド表面積の約９０％を備える。
【００１３】
　一つまたは複数の実施形態では、膜上の長い粒子境界の位置は、横方向成長長さの２０
％未満の精度で知られているか、または膜上の長い粒子境界の位置は、横方向成長長さの
１０％未満の精度で知られている。
【００１４】
　一つまたは複数の実施形態では、デバイスはＦＥＴであり、チャネルソースおよびドレ
インを備え、ＦＥＴは、ＦＥＴのチャネルが長い粒子境界を含まない位置にある領域内に
定置される。
【００１５】
　一態様では、装置を製造する方法は、半導体膜の、リソグラフィで画成される第１の境
界から、制御された超横方向成長を生じさせる第１セットの条件下でその半導体膜の第１
の領域に第１の照射を行うことと、その半導体膜の、リソグラフィで画成される第２の境
界から、制御された超横方向成長を生じさせる第２セットの条件下で、第１の領域と部分
的にしか重複しないその半導体膜の第２の領域に第２の照射を行うことであって、前記第
１の照射および第２の照射により、横方向成長よりも長い長さとなり、少なくとも１つの
長い粒子境界を有する横方向に成長した結晶粒を備える膜が提供され、その長い粒子境界
の位置が横方向成長長さの２０％以内と知られている第１の照射を行うことと第２の照射
を行うことと、長い粒子境界の位置を基準にして規定される位置にある半導体膜で電子デ
バイスを製造することとを含む。
【００１６】
　一つまたは複数の実施形態では、第１の領域、第２の領域または両方の照射により半導
体膜がその厚さ全体で融解する。
【００１７】
　一つまたは複数の実施形態では、第１の照射および第２の照射の少なくとも一方の照射
が投光照射である。
【００１８】
　一つまたは複数の実施形態では、リソグラフィで画成される境界は、膜の少なくとも一
部分の上にキャップ層をリソグラフィで画成することにより提供される。
【００１９】
　一つまたは複数の実施形態では、キャップは、下にある半導体膜をリソグラフィで画成
される位置での照射にさらすパターンを有する。
【００２０】
　一つまたは複数の実施形態では、リソグラフィで画成される境界は、膜の下に配置され
る下層により設けられる。
【００２１】
　一つまたは複数の実施形態では、下層は熱吸収材であり、半導体膜により吸収される波
長を使用する照射中、リソグラフィで画成される位置での上を覆う半導体膜の温度は、半
導体膜の隣接領域の温度に満たない。
【００２２】
　一つまたは複数の実施形態では、下層は、熱吸収材である材料であり、半導体膜に対し
て透明である波長を使用する照射中、リソグラフィで画成される位置にある、上を覆う半
導体の温度は、半導体膜の隣接領域の温度を上回る。
【００２３】
　一つまたは複数の実施形態では、キャップ層は、照射エネルギーに対して不透明である
材料から構成される。
【００２４】
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　一つまたは複数の実施形態では、キャップ層は、照射エネルギーに対して反射性の材料
から構成される。
【００２５】
　一つまたは複数の実施形態では、キャップ層は、リソグラフィで画成される１つのドッ
トまたはドットの列である。
【００２６】
　一つまたは複数の実施形態では、照射は、第１のリソグラフィで画成されたドット・キ
ャップ層を取り囲む第１の領域を照射し、その第１のドットの下の領域が少なくとも部分
的に固体のままである間に第１の領域を融解させることであって、その融解した領域は固
体と液体の間の界面から横方向に結晶化される、第１の領域を照射することと、第１のド
ット・キャップ層を取り除くことと、第２のドット・キャップ層が第１の照射の横方向に
結晶化した部分と重複する、第２キャップ層をリソグラフィで付着することと、第２のリ
ソグラフィによって付着されたドット・キャップ層を取り囲む第２の領域を照射し、その
第２のドットの下の領域が少なくとも部分的に固体のままである間に第２の領域を融解さ
せることであって、その融解した領域は固体と液体の間の界面から横方向に結晶化される
、第２の領域を照射することとを含む。
【００２７】
　一つまたは複数の実施形態では、キャップ層は、下にある半導体膜の細長い領域を露呈
し、その露呈された領域は、半導体膜の特徴的な横方向成長長さの２倍未満である少なく
とも１つの寸法を有する形状を規定する。
【００２８】
　一つまたは複数の実施形態では、膜の上の長い粒子境界の位置が、横方向成長長さの２
０％未満の精度まで知られている。
【００２９】
　一つまたは複数の実施形態では、照射ステップは、膜の少なくとも一部を照射し、第１
のキャップ層の下の領域が少なくとも部分的に固形のままである間に、下にある膜の露呈
された細長い領域を完全に融解させることであって、その融解した領域は固体と液体の間
の界面から横方向に結晶化される、膜の少なくとも一部を照射することと、第１のキャッ
プ層を取り除くことと、第２のキャップ層が、第１の照射の横方向に結晶化された部分と
重複する、第２のキャップ層をリソグラフィで付着することと、膜の少なくとも一部を照
射し、第２のキャップ層の下の領域が少なくとも部分的に固形のままである間に、下にあ
る膜の露呈された細長い領域を完全に融解させることであって、その融解した領域が固体
と液体の界面から横方向に結晶化される、膜の少なくとも一部を照射することとを含む。
【００３０】
　一つまたは複数の実施形態では、長い粒子境界の位置は、リソグラフィで配置された境
界の位置及び粒子の横方向成長長さにより配向される。
【００３１】
　一つまたは複数の実施形態では、膜上の長い粒子境界の位置は、横方向成長長さの１０
％未満の精度まで、または横方向成長長さの５％未満の精度まで知られている。
【００３２】
　一つまたは複数の実施形態では、デバイスはＦＥＴを備える。
【００３３】
　別の態様では、膜を加工する方法は、リソグラフィ方法を使用して配置されるヒートシ
ンクが、半導体膜の下に配置される半導体膜を提供することと、ヒートシンクの上に位置
する膜領域を部分的にだけ融解させ、その部分的に融解した領域に隣接する膜を完全に融
解させるのに十分なエネルギー密度で膜を照射することであって、その融解した領域が部
分的に融解した領域と液体の界面から横方向に結晶化される、膜を照射することと、横方
向に結晶化された膜の一部を露呈するパターンで膜の上にキャップ層を配置することと、
キャップ層の下の領域が少なくとも部分的に固形のままである間に、その露呈された膜を
その厚さ全体で完全に融解させるのに十分なエネルギー密度で膜を照射することであって
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、その融解した領域が固体と液体の界面から横方向に結晶化することとを含む。
【００３４】
　別の態様では、膜を加工する方法は、半導体膜の一部を露呈するパターンを有する、リ
ソグラフィ方法を使用して配置される第１のキャップ層がその膜の上に置かれる半導体膜
を提供することと、第１のキャップ層の下の領域が少なくとも部分的に固体のままである
間に、膜の露呈された部分をその厚さ全体で完全に融解させるのに十分な第１のエネルギ
ー密度で膜を照射することであって、その融解した領域が部分的に融解した領域と液体の
界面から横方向に結晶化される、膜を照射することと、横方向に結晶化された膜の一部を
露呈するパターンで膜上に第２のキャップ層を配置することと、その第２のキャップ層の
下の領域が少なくとも部分的に固体のままである間に、膜の露呈された部分をその厚さ全
体で完全に融解させるのに十分な第２のエネルギー密度で膜を照射することであって、そ
の融解した領域が部分的に融解した領域と液体の界面から横方向に結晶化される、膜を照
射することを含む。
【００３５】
　別の態様では、装置を製造する方法は、各照射ステップにより、膜のリソグラフィで画
成された領域を少なくとも部分的に融解させ、横方向に結晶化し、横方向成長長さに垂直
である少なくとも１つの長い粒子境界を有する横方向に成長した結晶粒の領域を取得する
、３つ以上の重複する照射ステップを使用して半導体膜の少なくとも一部を照射すること
と、少なくとも１つの長い粒子境界の位置を識別することと、その長い粒子境界の位置を
基準にして規定される位置にある半導体膜に電子デバイスを製造することを含む。
【００３６】
　本明細書で使用される「長い粒子境界」は、横方向に成長する粒子の別のセットとの衝
突によってなのか、それとも過冷却による核生成によってなのかに関わらず、膜領域内の
横方向の結晶成長の最前線が終了することにより形成される粒子境界である。長い境界は
、通常、横方向の粒子成長の方向に垂直であるが、必ずではない。留意されるこれに対す
る例外は、以下に詳しく説明する「ドット」キャップ層を使用する横方向成長である。
【００３７】
　本明細書で使用される「横方向に成長した結晶」または「横方向の結晶成長」は、完全
に融解した複数の領域が、ある完全に融解した領域と種晶を含む領域の間の界面で結晶す
ると開始する結晶の横方向の成長を指す。種晶を含む領域は、固体または部分的に融解し
ている場合がある。
【００３８】
　「少なくとも１つの長い粒子境界の位置を基準にして規定される位置」は、既知である
長い粒子境界の位置に基づいた膜上の位置を指す。
【００３９】
　「リソグラフィで制御される」は、結晶粒の照射および横方向成長で使用されるキャッ
プ層または他の要素を正確に位置付けるためにリソグラフィまたは他の高精度析出方法を
使用して、長い粒子境界等の形状構成物の位置を制御することを指す。その形状構成物の
実際の位置は、照射条件、温度、波長、パルス時間、エネルギー密度等だけではなく、膜
特徴、組成、厚さ等の関数でもある。
【００４０】
　「リソグラフィで画成される」は、たとえばキャップ層、下層またはヒートシンクを含
むリソグラフィで画成された形状構成物を有する膜と入射光エネルギーの相互作用によっ
て等、その位置および／または寸法がリソグラフィによって規定される膜の領域の特徴を
指す。
【発明の効果】
【００４１】
　これらの方法は、たとえばＴＦＴの配置等、デバイス加工に同等な精度で位置制御され
た結晶領域の配置を可能にする。さらに均一な微細構造を作成するために重複した横方向
成長を確実にするリソグラフィ技法が開発される。これらの方法は、これを行う上での柔
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軟性を提供する。
【００４２】
　説明のためだけに提示され、本発明を制限することを意図するものではない次の図面を
参照して、技術の多様な態様を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】表面上に正確に位置付けられたパターンを提供するためのポジ型フォトレジスト
およびネガ型フォトレジストの使用の概略図である。
【図２】制御式超横方向成長（Ｃ－ＳＬＧ）方法を使用して結晶化された膜の一部の平面
図であり、従来の技術による典型的なＣ－ＳＬＧ粒子微細構造を示す。
【図３】図３Ａ～図３Ｄは一つまたは複数の実施形態により、高精度デバイスを作成する
ために適したリソグラフィで制御される結晶化プロセスにおける連続ステップの断面図で
ある。
【図４】図４Ａ～図４Ｂは一つまたは複数の実施形態によるリソグラフィで結晶化された
半導体膜の上での位置配置の概略図である。
【図５Ａ－Ｂ】図５Ａ～図５Ｂは一つまたは複数の実施形態による２つの順次照射ステッ
プにおける照射に矩形または線のビーム露光領域を提供するキャップ層を使用するリソグ
ラフィ・プロセスの概略図を示す。
【図６】図６Ａ～図６Ｃは一つまたは複数の実施形態による３つの順次照射ステップにお
ける照射に矩形または線のビーム露光領域を提供するキャップ層を使用するリソグラフィ
・プロセスの概略図を示す。
【図７Ａ】一つまたは複数の実施形態により使用するためのドットマトリックス・リソグ
ラフィ・パターンの概略図である。
【図７Ｂ】図７Ａのドットマトリックス・リソグラフィ・パターンと使用するための照射
パターンの概略図である。
【図８】一つまたは複数の実施形態による順次照射ステップにおいて照射の不透明ドット
の形式でキャップ層を使用するリソグラフィ・プロセスの概略図である。
【図９】図９Ａ～図９Ｂは一つまたは複数の実施形態により半導体膜に正確に位置付けら
れた結晶領域を提供するためのリソグラフィで位置付けられたヒートシンクの使用の概略
図である。
【図１０】図１０Ａ～図１０Ｂは一つまたは複数の実施形態により半導体膜に正確に位置
付けられた結晶領域を提供するためのリソグラフィで位置付けられたヒートシンクの使用
の概略図である。
【図１１】フラッシュランプ照射システムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　精密装置に適した膜を作成するために、精密装置を作成し、膜の上に位置付けるために
使用される精度と同じ精度で、膜を結晶化し、マイクロ構造を作成する方法およびシステ
ムが提供される。精密装置は、多くの場合、精密なプロセス、たとえばリソグラフィ方法
を使用して作成される。高精度結晶化方法は、精密装置のサイズおよび位置と同じ尺度お
よび同じ精度で、粒子および粒子境界等の欠陥の位置およびサイズを制御する。このよう
な形状構成物の位置および寸法は、本明細書では「精密位置選定」と呼ばれる、マイクロ
メータ、サブマイクロメータ、およびナノメータの尺度まで知ることができる。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、高精度結晶化はリソグラフィ方法を使用する。リソグラフィ
・パターン化方法、および特にフォトリソグラフィは、細かい尺度で物質を構造化できる
。半導体業界で使用されているマイクロファブリケーション技法およびナノファブリケー
ション技法は、精密にウェハ上に配置される正確な寸法の非常に細かな形状構成物を提供
する。形状構成物の位置決め精度および寸法は、１０台からまたは５０台のナノメートル
範囲内まで知られている。長い粒子境界（横方向結晶成長の方向に垂直であるもの）の位
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置精度は、利用される結晶化方法の種類に応じて、結晶粒の横方向成長長さの約２０％未
満から約１０％未満、約５％の範囲に及ぶことがある。典型的な横方向成長長さは、約１
μｍから約４μｍに及ぶ。したがって、長い粒子境界の位置は、約１００ｎｍから約８０
０ｎｍほどのわずかな許容誤差の範囲内で正確に配置できる。最も典型的には、長い粒子
境界の位置は、約５０ｎｍから約３００ｎｍの許容誤差の範囲内で正確に配置できる。
【００４６】
　特に、フォトリソグラフィ・プロセスは、フォトレジストの部分を選択的に取り除き、
パターン形状構成物のパターンおよび位置が精密に知られるマスキングされた表面を生成
するために使用される。マスク・セット、つまり半導体製造のフォトリソグラフィ・ステ
ップのための形状を規定する一連の電子データは、シリコン膜の結晶化において使用する
ためのマスク・パターンを規定するために使用される。マスキングされた表面は、パター
ン形状構成物のパターンおよび位置も精密に知られる膜上の結晶化領域を提供するために
照射できる。
【００４７】
　このプロセスを実証する例示的なフォトグラフィ方法が図１に示される。結晶化のため
のシリコン薄膜を準備するために、基板１００上の非晶質のまたは結晶性が低いシリコン
薄膜１１０がフォトレジスト１２０の層で覆われる。フォトレジストの上に転写されるパ
ターンを含むマスク１３０が、フォトレジスト層の上に配置される。ポジ型フォトレジス
トとネガ型フォトレジストの、少なくとも２種類の一般的なフォトレジストがある。ポジ
型レジストの場合、レジストは、下にある材料がどこで取り除かれるのかに関わりなく、
紫外線で露光される。これらのレジストでは、紫外線に露光することにより、レジストが
現像液の中でさらに溶けやすくなるようにレジストの化学構造が変化する。露光されたレ
ジストは、次いで現像液溶液により洗い流され、下にあるむき出しの材料のウィンドウを
残す。したがって、マスクはウェハ上に残らなければならないパターンの正確なコピーを
含んでいる。ネガ型レジストは、ちょうど逆に作用する。紫外線に露光することにより、
ネガ型レジストは重合化され、より溶けにくくなる。したがって、ネガ型レジストはどこ
で露光されても、表面上に残り、現像液溶液は露光されていない部分だけを取り除く。し
たがってネガ型フォトレジストに使用されるマスクは、転写されるパターンの逆のもの（
写真の「ネガ」）を含んでいる。通常、フォトレジスト自体が、照射中にその完全性を維
持するために必要な熱安定性を備えていると仮定し、カバー層として使用できる。フォト
レジストは、その強度および熱抵抗を増すために焼成できる。他の実施形態では、フォト
レジストは、シリコン表面へのカバー層の転写のためのパターンとして機能できる。たと
えば、金属化膜がカバー層として使用される場合、金属層を薄膜表面上に付着し、フォト
レジストを取り除き、下にある露光された薄膜を明らかにすることができる。
【００４８】
　技術はフォトリソグラフィに関して論じられているが、薄膜表面上に精密に位置付けら
れたパターン化した層を作成する他の方法が使用できることが認識される。明示的に述べ
られない限り、フォトリソグラフィの使用は、精密位置選定のパターン化した層を生成す
る既知の方法のどれかで置換できる。また、以下の説明から、方法がシリコン薄膜の結晶
化に制限されず、任意の薄膜に対して実践できることが明らかになる。続く説明のために
、特に留意されない限り、これらの方法は任意のこのような材料に使用できる。
【００４９】
　膜の照射は、関心のある膜を融解させるまたは部分的に融解させるためのエネルギー密
度を有するパルス光源を用いて実施される。パルス光源は、大きな表面、および好ましく
は表面全体をカバーできる発散光源または投光光源である場合がある。照射は、通常、投
光照射プロセスであり、その結果基板表面の大きな面積を単一パルスで照射できる。たと
えばガラス・パネル等の基板上の膜全体を同時に加工できることもあり得る。したがって
、マルチパルス動作は、結晶学的な特性を改善するために使用され、たとえばレーザベー
スの再結晶化で使用される大きな基板領域をカバーするために走査様式で使用することは
必要とされない。
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【００５０】
　一つまたは複数の実施形態では、照射源はパルスエキシマレーザである。パルス単位の
高エネルギー・エキシマレーザが、浅い接合を作成するための超高速熱アニール処理（Ｒ
ＴＡ）のために現在検討されている。パルス単位の高エネルギーにより、１パルスでチッ
プ全体を放射できる。
【００５１】
　他の実施形態では、たとえば～８００ｎｍでパルス・レージングが可能であるダイオー
ドレーザが使用できる。高出力ダイオードレーザは、電力効率がよく、高い発散比を有し
、高出力ダイオードレーザを高い面積被覆率に適応するようにする。
　他の実施形態では、フラッシュランプを使用できる。フラッシュランプは、ウェハ全体
またはガラス・パネルも加工できるようにする。理想的な光源は特定の用途しだいである
。フラッシュランプは、より安価な処理、より長い横方向成長であるがおそらくより欠陥
のある横方向成長、および表面粗度の増加をもたらす一方で、基板および（３Ｄ－ＩＣで
は電子デバイスである可能性がある）下にある構造により負担をかける。表面粗度は、化
学機械研磨（ＣＭＰ）で削減できる。
【００５２】
　フラッシュ・レーザアニール処理は、たとえば４００から８００ｎｍの幅広い波長範囲
で白色光を生じさせるためにフラッシュランプを使用する。フラッシュランプは、非常に
短い期間、強い非干渉性のフルスペクトル白色光を生じさせるガス入り放電ランプである
。フラッシュランプアニール処理装置は表面照射に白色光エネルギーを使用し、その表面
照射では、基板上に光のエネルギーを向けるために、たとえば図１１に示されるような楕
円形の反射体を使用して光が合焦される。図１１は、反射装置９１０を備えたフラッシュ
ランプ・リアクタ９００を表す簡略化した側面図である。フラッシュランプ・リアクタは
、支持材９３０の上に位置する一列のフラッシュランプ９２０を含んでよく、目標領域９
５０はこの２つの間に位置する。反射装置９１０は、フラッシュランプの上方に配置され
てよく、種々の量の放射９６０をフラッシュランプから、目標領域の表側のさまざまな部
分に向かって反射し返す。目標領域は、基板（ウェハ）を受け入れるように適応されてよ
い。
【００５３】
　ランプ電力は、マイクロ秒からミリ秒の規模の明確なフラッシュ・パルスの形成を可能
にする一連のコンデンサおよびインダクタ（不図示）によって供給される。典型的なフラ
ッシュランプでは、最高３～５Ｊ／ｃｍ2（５０μｓの放電の間）または１～２０ｍｓの
放電の間に５０～６０Ｊ／ｃｍ2の範囲の光エネルギー密度を得ることができる。例示的
な実施形態では、光エネルギー密度は約２～１５０Ｊ／ｃｍ2の場合がある。フラッシュ
ランプアニール処理は、たとえば１０μｓ～１００ｍｓ等の、数十マイクロ秒と数十ミリ
秒の間の単一の光フラッシュによる固体表面の高速加熱を可能にする。薄膜結晶化の質に
影響を及ぼすフラッシュランプの変数は、入射光のエネルギー強度、ならびにパルス期間
および（一定の滞留時間、つまり融解の期間を生じさせる）光の形状を含む。
【００５４】
　一つまたは複数の実施形態では、制御式超横方向成長（Ｃ－ＳＬＧ）を使用する融解に
より引き起こされる横方向成長の精密位置選定のために融解キャッピング層を使用できる
。Ｃ－ＳＬＧ方法では、入射光により引き起こされる融解の位置および程度が制御され、
フォトリソグラフィで適用されたキャッピング層を使用して膜の特定の領域に制限される
。キャッピング層は、薄膜の精密に位置選定された領域を融解にさらすパターンを含む。
融解領域が冷たくなり、固体化すると、結晶粒が、従来の多結晶膜よりも無作為にではな
くその領域内で横方向に成長する。
【００５５】
　図２は、Ｃ－ＳＬＧを使用して結晶化された領域２０２を含む膜２００の一部の平面概
略図である。Ｃ－ＳＬＧの間、処理された領域２０２は融解し、融解された領域２０２と
融解されていない領域２２０、２２０’の間の固相線－液相線界面２０５、２０５’で固
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化が開始する。結晶粒２１０は、境界２０５と２０５’から開始して、処理された領域２
０２の中心に向かい横方向に成長し、固化の方向に垂直に長い粒子境界を形成する中心線
２３０で遭遇する。各セクションは、粒子境界２１３で分けられる結晶粒子２１０を含む
。粒子が横方向に内向きに成長すると、２２５と記される閉塞不良が、たとえば別の粒子
境界と交わることによって生じることがある。各セクションの幅は、各セクションの最大
粒子の典型的な水平幅でもある横方向成長長さ（ＬＧＬ）により画成される。ＬＧＬの値
は、処理された領域２０２の幅のほぼ半分である。ＬＧＬは、過冷却液体中の固体の無作
為な核生成により横方向の固化が停止される前に典型的な粒子が成長できる最大長である
最大値ＬＧＬmaxによっても制限される。ＬＧＬmaxは、膜および入射光の特徴、たとえば
膜の厚さおよび組成、ならびに融解温度に依存する。したがって、典型的なＣ－ＳＬＧ方
法では、処理された領域の幅はＬＧＬmaxの二倍を超えてはならない。
【００５６】
　結晶化方法は、粒子の平均サイズを増大し、処理された領域の中の不良数を減少するこ
とによって、処理された膜の質を高める。それにも関らず、これらの改良は依然として制
限されている。たとえば、処理された領域では、結晶化境界の近くに、依然として比較的
に高密度で閉塞不良が含まれることがある。さらに、Ｃ－ＳＬＧの処理された膜の粒子の
サイズは均一ではない。代わりに、閉塞粒子のサイズは、多くの場合、持続性のある粒子
のサイズに比してはるかに小さい。さらに、持続性のある粒子でさえ、長さは、それ自体
最大値ＬＧＬmaxを有するＬＧＬの値により制約される。最後に、閉塞粒子の存在のため
に、粒子境界の密度は均一ではない。結晶化プロセスでの単一の横方向成長ステップを特
徴とするＣ－ＳＬＧでは、５０％を超える粒子が閉塞している、あるいは横方向成長の全
体の長さに渡らない。
【００５７】
　無作為に位置付けられた閉塞粒子の数を削減するために、いくつかの実施形態は、各ス
テップで成長する結晶粒が、以前のステップで形成される粒子境界と重複するように、リ
ソグラフィで配置されたキャップ層を使用する連続結晶化ステップを活用する。反復のた
びに、新規に処理された領域が、以前処理された領域と部分的に重複するように、処理さ
れた領域の位置を移動できる。連続ステップは、閉塞粒子の数を削減し、精密装置に適切
な結晶学的な領域を形成するより均一の粒子構造を生じさせる。重複は、適切に選択する
と、不良の数、特に閉塞粒子境界数を削減することができ、以前の反復で生成された粒子
を拡張することもできる。一つまたは複数の実施形態では、５０％を超えるまたは７５％
を超えるまたは９０％を超える粒子が、横方向成長長さに見合う粒子長さとなっている。
つまり粒子は閉塞していない。
【００５８】
　図３Ａ～図３Ｄは、一つまたは複数の実施形態により、精密装置を作成するために適し
たリソグラフィで制御される結晶化プロセスの連続ステップの断面図を示す。投光光源ま
たは発散光源の使用と合わせて、膜の広い領域をカバーできるリソグラフィ・キャップ層
を使用すると、高品質の膜が数ステップで提供される。
【００５９】
　図３Ａは、第１のステップの間にリソグラフィで加工される膜の断面を示す。シリコン
層３００は、リソグラフィで位置決めされたキャップ層３１０、３１０‘で覆われる。キ
ャップ層３１０、３１０’は、高い精度で位置決めされる。たとえば、ウェハ上でのそれ
らの位置は、１０～１００ｎｍまたは約１０～５０ｎｍの範囲内まで制御される。キャッ
プ層で覆われたシリコン層は、次いで、矢印３２５で示されるように、たとえばパルスレ
ーザビームまたはパルスフラッシュランプを用いて、上から照射される。レーザビームの
エネルギー密度は、照射を受けるシリコン膜３００のセクション３３０、３３０‘が融解
する一方、キャップ層３１０、３１０‘により直接的な照射から保護されるシリコン膜３
００のセクション３２０、３２０‘が融解しないように選ばれる。
【００６０】
　キャッピング層は、複数の開口部のある連続膜である場合がある。キャップ層は、多岐
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に渡る材料から作ることができ、反射性、吸収性、または両方とすることができる。キャ
ップ層は、従来のフォトレジスト材料から作ることができる。キャップ層は、フォトレジ
ストを炭素黒鉛に変換するための焼成ステップが後に続く従来のフォトレジスト材から作
ることができる。キャップ層は、照射の高エネルギー条件に対して耐性がある他の材料か
ら作ることもできる。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、キャップ層は、入射放射線に対して非吸収性であるか、また
は不透明である場合がある。他の実施形態では、キャップ層は、入射放射線に対して反射
性である。吸収材料は、入射放射線を吸収し、加熱する傾向がある。熱は、結晶化プロセ
スで下にある膜に伝えることができる。反射性材料または不透明の材料は、下にある材料
を入射放射線から保護し、その結果下にある材料は周囲の露光されている領域よりも冷た
い。キャッピング層は、反射性である場合、任意の反射性材料、たとえばアルミニウム等
の金属素材から構成される場合がある。金属拡散を防ぐために、ＳｉＯ2等の薄い障壁層
を、金属を含むキャップ層と膜の間に配置することが所望される場合がある。一般的には
、それは下にある膜の融解閾値を移動する必要がある。通常、図３に説明されるように、
これは上方向の移動であるが、言うまでもなく、たとえば単色光（つまり、ランプではな
くレーザ）使用時に反射防止膜を使用する場合、それは下方向への移動となることがある
。
【００６２】
　図３Ｂは、照射プロセスにより生成される液相線－固相線から横方向の結晶化が開始す
るときの、第２のステップの間のリソグラフィで加工された膜の断面を示す。放射線がな
い場合、融解したセクション３３０と３３０‘は冷たくなり、固体セクション３２０、３
２０’とのその境界から開始し、（矢印３４５で示されるように）横方向に結晶化し、垂
直な粒子境界３５０で終了する結晶化されたセクション３４０、３４０‘を形成する。こ
こまでは、プロセスは、リソグラフィ・キャップが使用される単一ステップのＣ－ＳＬＧ
プロセスに類似している。
【００６３】
　さらに別の実施形態では、システムは、フラッシュランプまたはダイオードレーザから
のより長い波長の放射線を吸収できる、１つまたは複数の下にある吸収体層を有すること
ができる。これらの吸収体層は、薄膜と基板の間、または基板の下に配置できる。それら
はより長い波長の放射線を優先的に吸収するため、吸収体層は最初に加熱し、放射線から
の熱エネルギーを膜に移し、融解を引き起こす。一方、膜の他の領域は、より短い波長の
光だけで加熱され、固体のままとなることができる。フラッシュランプは広いスペクトル
光を提供するため、この構成は、フラッシュランプ放射線の完全なエネルギースペクトル
の最も効率的な捕捉を実現し、Ｓｉに対して透明である放射線の捕捉も可能にできる。こ
れらの吸収層は、熱吸収材料、たとえばモリブデン等の金属を含む物質から構成できる。
したがって、前記実施形態は、非パターン化光源を使用して横方向成長の領域の位置を正
確に画成する方法を提供する。
【００６４】
　次のステップでは、第１のキャップ層が、たとえば炭素を取り除くための酸素プラズマ
または金属膜を取り除くための湿式化学エッチング等の当業者に既知の方法を使用して取
り除かれる。
【００６５】
　図３Ｃは、第３のステップの間の断面を示す。このステップでは、シリコン層３００は
、結晶化されたセクション３４０、３４０‘のそれぞれの中心セクション３６５、３６５
’を覆う、第２のリソグラフィで位置決めされたキャップ層３６０、３６０‘で覆われる
。膜は、再度上から照射される。放射線が、キャップ層３６０、３６０’によって覆われ
ていないセクション３７０、３７０‘を融解する。キャップ層３６０、３６０’によって
覆われていない以前結晶化されたセクション３４０、３４０‘のそれらの部分だけではな
く結晶化されていないセクション３２０、３２０’も融解し、横方向に再固体化する。



(15) JP 2011-515834 A 2011.5.19

10

20

30

40

50

【００６６】
　結果として得られる膜は、５０％を超える、または７５％を超える、または９０％を超
える、横方向成長長さに見合った長さの閉塞されていない粒子を有する細長い横方向に成
長した層３８０を有する。さらに、キャッピング層および結果として得られる横方向の結
晶成長は精度をもって、つまり、キャッピング層の既知の位置の１０～５０ｎｍ範囲内で
の配置で行われるため、長い粒子境界３９０も精度をもって知られる。長い粒子境界、つ
まり結晶成長方向に垂直な粒子境界の配置の精度は、１０ｎｍから８００ｎｍ、または１
００から４００ｎｍ、または１００から２００ｎｍの範囲内まで知られる。以下に詳しく
説明するように、１００～２００ｎｍの精度の長い粒子境界の配置により、下にある粒子
構造の性質に関する知識をもって任意の所望される位置に配置することが可能になる。
【００６７】
　リソグラフィ・マスクは、一般的にこの分野で知られている任意の種類の結晶化成長ま
たは伸長を実現するために任意の構成で使用できる。例として、キャップ層は、矩形また
は縞等の複数の細長い開口部を設けることができる。一連の照射を実施でき、その中でキ
ャップ層は以前照射した膜の一部に重なるように再配置される。結果として生じる膜は、
少なくとも１組の実質的に平行な長い粒子境界および隣接する長い粒子境界に及ぶ複数の
細長い粒子を備える位置制御された結晶粒子の領域を提供できる。矩形の領域を画成し、
垂直の粒子境界に及ぶ、水平に配置される細長い粒子の隣接する列を生じさせるキャップ
層を使用する一連の３階の照射が、図５Ａ～図５Ｂに示されている。図５Ａでは、矩形の
形状構成物を露光したキャッピング層を通る照射により、融解および横方向成長にさらさ
れる３つの露光領域が提供される。キャッピング層は、ウェハ全体のすべて、またはかな
りの部分を覆うことができる。露光された矩形の形状構成物が第１のキャッピング層の形
状構成物に部分的に重複するように、第１のキャッピング層が取り除かれ、第２のキャッ
ピング層が付着される。下にある膜は照射され、融解および横方向結晶成長を引き起こし
、長い粒子境界に垂直に通る細長い粒子を生じさせる。この方法は、より滑らかな表面を
もった、それ以外の場合にはＣ－ＳＬＧで可能となるより長い粒子を成長させる。初期の
露光領域がさらに離れて置かれ、図６Ａ～図６Ｃに提示される「短い走査方向性をもつ」
つまり３ショット・プロセス例により示されるように、追加の照射ステップが追加される
と、なおさらに長い粒子成長が可能である。結晶の順次横方向成長の詳細は、参照により
本明細書に組み込む米国特許第６５５５４９９号に記載される。これらの融解作用及び横
方向成長作用のそれぞれで、結晶化の最前線は、粒子成長の方向に垂直に通る長い粒子境
界で終了する。融解した領域の位置は、膜および照射条件に基づいてキャッピング層およ
び結晶化により精密に規定され、その結果１００～２００ｎｍの範囲内まで長い粒子境界
の位置を予測することができる。このような場合、長い粒子境界の位置は、横方向成長長
さの約５～１０％の間で変化する場合がある。
【００６８】
　他の実施形態では、キャップ層は小さな不透明な領域、つまり「ドット」であり、取り
囲む領域は完全に融解できる。図７Ａは、領域つまり「ドット」７００が不透明で、露光
膜７１０上に精密に、たとえばリソグラフィによって配置されている例示的なキャップ層
を示す。結晶は不透明な中心から横方向に成長する。照射時、ドット７００によって覆わ
れた領域以外のすべてが融解し、固体アイランドが横方向結晶成長のためのシーディング
部位としての機能を果たす。ドットのサイズおよび位置は、横方向に成長した領域が連続
照射の間で重複するように選択される。結晶の特徴的な横方向成長長さの範囲内の距離に
以後の「ドット」キャップ層を位置付けることによって、結晶化された領域は単一結晶の
質に近づくことができる。一実施形態では、「ドット」キャップ層は、図７Ｂに示される
ように辺が結晶の特徴的な横方向成長長さ未満である仮想正方形の４つの角に位置する。
さらに多くのまたはさらに少ないドットを使用する他の照射パターンも、検討される。実
施する必要があるリソグラフィ・ステップ数を削減することが望ましく、多くの場合、パ
ターン化および照射の３つのステップで十分とすることができる。
【００６９】
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　３つのステップを使用する照射パターンが、図８に示されている。ドット照射プロセス
では、図８Ａに示されるようなドット８１０の列は、膜８００上にリソグラフィで付着さ
れ、照射される。単一ドットについて図８Ｂに示されるように、ドットの下の領域は固体
境界を提供し、その境界から種晶が結晶の横方向成長を開始できる。アイランドは、（成
長が方向性をもつ、矩形領域について前述された状況とは対照的に）融解していない領域
から放射状に離れて成長する。ドット間の分離距離が横方向成長長さの２倍を超える場合
、結晶が小さな粒子の多結晶シリコン領域で分離される結晶構造が形成される。分離距離
が核生成を回避するために横方向成長長さ以下である場合、結晶アイランドが互いに接し
、正方形のグリッドを形成する結晶構造が形成される。アイランドが（ドットの正方形ア
レイから成り立つパターン化層のために）正方形グリッドの中で成長する場合、長い境界
は円ではなく正方形に近似し、したがってそれは横方向成長に垂直ではない。第１のキャ
ップは次いで取り除かれ、第２のキャップ８２０が、図８Ｃに示されるように、第１の位
置からある距離離間した位置で付着される。照射、融解、および横方向成長の後、粒子境
界数は削減される（隣接するドット間に十分な空間がある場合には、結晶アイランドのサ
イズが大きくなる場合もある）。第３の、最後のドット８３０がリソグラフィで付着され
、照射される。３つのキャップ層の付着および照射の後、（その後取り除かれる）中心キ
ャップ層を取り囲む長い粒子境界８４０を有する結晶アイランドが形成される。アイラン
ドは、実質的には平面的な底部界面を有し、実質的に均一な厚さを有し、厚さの変動は（
たとえばＬＧＬの１０％分または２０％分、長い粒子境界から離れた）内部領域の５０％
未満または２５％未満である。長い粒子境界に形成される突出部は、たとえば最高１００
％または２００％までもの、さらに大きな厚さの変動性を示す場合がある。表面平滑度は
、化学機械研磨（ＣＭＰ）を使用して大幅に高めることができ、たとえば内部領域の１０
％未満または５％未満の変動まで膜厚の均一性をさらに改善する。アイランドは、単一粒
子形成のために、無作為な結晶学的な表面配向を有する傾向がある。アイランドの欠陥は
、表面の結晶学的な配向に依存することが判明しており、特殊なケースは、それぞれ低密
度の対の境界および平面的な欠陥が実質的にはない｛１００｝および｛１１１｝である。
同じ表面配向の複数のアイランドを生成する上で効果的である方法は、米国特許公報番号
第２００６／０１０２９０１号に説明されており、通常、９０％を超える結晶アイランド
が、たとえば｛１００｝表面配向の１５°範囲内等、実質的に同じ結晶学的な表面配向を
もつ。ドットパターンを使用する結晶の順次横方向成長の詳細は、参照して本明細書に組
み込む、米国特許番号第７，３１１，７７８号および米国特許公報番号第２００６／０１
０２９０１号に記載されている。
【００７０】
　単一粒子の場合の長い粒子境界は、平行した長い粒子境界での精度と同じレベルでは決
定されない。参照して本明細書に組み込む、同時係属米国特許公報番号第２００６／０１
０２９０１号に説明されるように、結果として得られる単一結晶のアイランドは、異なる
結晶学的な粒子配向から構成されることがあり、各配向は異なる形状をもつ結晶アイラン
ドを生成する。したがって、たとえばおもに｛１００｝表面配向をもつアイランドは、形
状が正方形となる可能性があるアイランドを生じさせるファセット成長を生じさせること
ができる。一方、おもに｛１１１｝表面配向をもつアイランドは、形状が六角形となる可
能性があるファセット成長を生じさせることができる。このような場合、長い粒子境界の
位置は、横方向成長長さの約１０～２０％の間で変化することがある。
【００７１】
　精密装置を使用するいくつかの用途では、精密装置はあらゆる欠陥の存在に耐えること
はできない。いくつかの欠陥に耐えることができる他のいくつかの用途は、欠陥の位置の
数が異なる装置間で変化する場合に発生することがある性能の均一性の欠如に耐えること
はできない。他方、いくつかの精密装置、たとえば３Ｄ集積回路等の顕微鏡装置は、欠陥
の存在に全く耐えることはできないか、またはそれらは装置によってカバーされないそれ
らの欠陥の数または位置の変動に耐えられない場合がある。リソグラフィで配置された結
晶化された薄膜は、粒子境界および他の欠陥を基準にして、膜内にデバイスを精密に配置
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するために使用できる。
【００７２】
　デバイスによってカバーされる（粒子境界等の境界間欠陥、ならびに双晶形成、積み重
ね障害および結晶点欠陥等の粒子内欠陥を含むと考えられる）欠陥数は、そのデバイスの
サイズおよび位置に依存する可能性がある。より小型のデバイスの性能は、デバイスに含
まれる欠陥数によって強い影響を受ける。小型デバイスの場合、各デバイスがカバーする
粒子境界数は、相対的に大きな割合で変化し、膜のほぼ周期的な微細構造に対するデバイ
スの位置の変動も小さい。
【００７３】
　図４は、長い粒子境界４２０がリソグラフィ結晶化技法を使用して精密に知られている
結晶化された表面の平面図である。跨る粒子境界４１０の位置は部分的には再結晶化プロ
セスにより決定されるので、それらの粒子境界は精密に知られていない。しかしながら、
図３Ａ～図３Ｄ、図５Ａ～図５Ｂ、図６Ａ～図６Ｃおよび図７に示されるような複数の照
射型法を使用すると、粒子境界および包含、双晶形成等の欠陥の数を改善、たとえば削減
できる。さらに、欠陥のようなデバイスに与えるマイナス影響は、デバイスが横方向の粒
子および跨る粒子境界４１０の方向で電子移動度を促進するように設計されている場合に
、最小限に抑えることができる。図４Ａでは、デバイス４３０はＴＦＴのチャネル領域で
ある。このチャネルは２つの長い粒子境界４２０の間の領域に配置され、ソース「Ｓ」と
ドレイン「Ｄ」の間の電子の流れは跨る粒子境界４１０に平行である。対照的に、図４Ｂ
に示されるデバイス４４０は、水平粒子境界に跨り、電子移動度の削減を立証する。微細
構造は、投影マスクを使用する従来のＳＬＳ方法または本リソグラフィ技法のどちらかに
よって得ることができる。ただし、従来のＳＬＳを用いると、デバイスは微細構造に関し
て無作為に配置されるが、現在の方法は、デバイスをウェハ上のどこでも正確に配置でき
るようにする。一つまたは複数の実施形態では、デバイスは結晶化された領域４３０の中
に全体的に配置されるか、またはデバイス４４０のように長い粒子境界に跨る可能性があ
る。デバイスは、たとえばホットキャリア劣化を削減するために、１つの端縁を粒子境界
に重ねて配置することもできる。このようなデバイスを確実に且つ正確に所望される位置
に配置する能力は、結晶化された膜の長い粒子境界を正確に配置できるリソグラフィ結晶
化から生じる。
【００７４】
　例示的なデバイスは、３Ｄ集積回路用トランジスタを含み、ＴＦＴはパターン化された
Ｓｉ膜から作られ、ＳＯＩ（シリコン・オン・インシュレータ）ＭＯＳＦＥＴは絶縁体上
の連続Ｓｉ膜から作られる。（ＴＦＴとＭＯＳ等のバイポーラトランジスタ、電界効果ト
ランジスタを含む）トランジスタも検討される。膜がＴＦＴを作るために使用される場合
、膜の部分はエッチングで除去され、おそらく長い粒子境界の大部分がエッチングで除去
される。最も通常は、いくつかの長い粒子境界が残されるが、ドット・キャップ層処理の
場合には、長い粒子境界は、アイランドを必ずしもこれ以上囲まないことがある。たとえ
ば、アイランドの２つの辺で、長い粒子境界はエッチングで除去される。
【００７５】
　平均すると、より大きなデバイスは、デバイスごとにほぼ等しい数の欠陥をカバーし、
デバイス間の性能で著しい変動性を示さない。しかしながら、それにも関らずデバイスの
配置は性能に影響を及ぼす。サイズがより大きいため、そのデバイスによってカバーされ
る粒子境界数の変動は、それらの粒子境界の総数と比して小さい。他方、それらの粒子境
界のそのデバイスに対する位置は、粒子に対するデバイスの位置決めに基づいて変わるこ
とがある。たとえば、デバイスは、（図４に示される向きを使用する）１つの水平粒子境
界が、たとえばトランジスタのドレインの位置である場合がある、チャネル内部で、デバ
イス端縁に非常に近接して位置するように位置決めできる。このような粒子境界は、ドレ
インまたはソースの位置から離れた、デバイスの真中に位置する粒子境界よりもはるかに
デバイスの性能に影響を及ぼすことがある。
【００７６】
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　他の実施形態は、半導体膜の融解および結晶化を、結晶領域の正確な位置選定を実現す
るように指示するキャップ層以外の要素のリソグラフィによる配置を利用することがある
。例として、照射されたシリコン膜から熱を選択的に引き出す、ヒートシンク等の要素は
、粒子成長が進行し、部分的に融解した領域から完全に融解した領域の中に横方向に伸長
できるように、（ヒートシンクが不在である場合）完全に融解するまたは（ヒートシンク
に接してまたは近接する場合）融解しないまたは部分的に融解する膜内に精密に位置選定
された領域を生成するために使用できる。デバイス内にリソグラフィで配置される第２の
要素を使用することによって、結晶粒子成長を拡張するか、または既存の流水の質を改善
する以後の照射を実施できる。
【００７７】
　図９は、この原則を説明する金属ゲート８１０を含む電子デバイス８００の断面図であ
る。このデバイスは、シリコン等の従来の基板上に金属ゲートを含む。金属ゲートは、任
意の従来の物質から作成されてよく、以後付着される材料との相互作用を妨げるために、
バッファまたは拡散層８１５で覆うことができる。シリコン層８２０は、所望される厚さ
まで金属ゲート上に配置される。基板は、次いで、シリコン層を、金属ゲート上方を除く
どこででもその厚さ全体で融解させるエネルギー密度、パルス期間および（矢印８３０に
よって示される）照射強度で照射できる。金属ゲートは、金属ゲートと直接節足するシリ
コンから熱を引き出すためのヒートシンクとしての機能を果たし、その結果隣接するシリ
コンは部分的にのみ融解する８４０。照射がやめられると、部分的に融解したシリコンが
図９Ａの矢印８５０で示されるようにシリコン層の横方向成長に種晶を与える。横方向成
長は、シリコンが、核生成８５５が発生する点まで冷たくなるまで続行する。金属ゲート
上方の残りのシリコン領域は、図９Ｂに示されるようにリソグラフィで位置選定された第
２のキャップ層８６０を使用して結晶化できる。このキャップ層は、以前の照射からの横
方向に成長した結晶の少なくとも端縁をカバーするために配置される。露光された領域は
、次いで、金属情報でさえその厚さ全体でシリコン層を融解させるために十分な（矢印８
７０で示されるような）エネルギー密度、パルス期間、および照射強さで二度目に照射さ
れる。このとき、横方向成長はキャップ層端縁で開始され、図９Ｂの矢印８８０で示され
るように中心に向かって広がる。
【００７８】
　図１０Ａ～図１０Ｄは、半導体膜の融解および結晶化を指示するキャップ層以外の要素
のリソグラフィによる配置を利用できる。図１０Ａに示されるように、アモルファス・シ
リコン層１０００が、絶縁領域１０２０およびヒートシンク１０３０を有するリソグラフ
ィで構造化された基板１０１０の上に付着される。アモルファス・シリコン層は、次いで
、膜により吸収される光エネルギーの投光照射で照射される。膜は絶縁領域の上にある領
域１０４０でその厚さを通して融解し、図１０Ｂに示されるように、ヒートシンクは膜か
ら熱を引き離すので、ヒートシンクの上にある領域１０５０では部分的にしか融解しない
。照射がやめられると、部分的に融解したシリコンが、図１０Ａの矢印１０６０によって
示されるようにシリコン層の横方向成長に種晶を提供する。結晶化の最前線が会う長い粒
子境界１０６５が形成される。アモルファス・シリコン・キャッピング層１０７０が、次
いで、図１０Ｃに示されるように部分的に融解した領域１０５０を露光されたままにしな
がら、長い粒子境界１０６５の上にある位置にあるシリコン層の上にリソグラフィで配置
される。膜は、次いで、アモルファス・シリカ・キャップがその厚さ全体で融解するよう
に、第１の照射よりも高いエネルギー密度である第２の照射にさらされる。しかしながら
、下にあるシリコン１０８０は完全に融解せず、横方向結晶成長のための種晶としての機
能を果たす。
【００７９】
　本発明の説明および実施形態を検討すると、当業者は、変更および同等な置換が、本発
明の本質から逸脱することなく本発明を実施する上で実行できることを理解する。したが
て、本発明は、上記に明示的に説明した実施形態により制限されることを意図しておらず
、以下の請求項によってのみ制限される。
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