
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　
　
　
　

　
【請求項２】
　
　
　

　
　

【請求項３】
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基板上に非晶質珪素膜を形成し、
前記非晶質珪素膜の表面に珪素の結晶化を助長させる金属元素を保持させ、
第１加熱処理を行い、前記非晶質珪素膜を結晶化して結晶性珪素膜を形成し、
マスクを用いて前記結晶性珪素膜に選択的に燐をドーピングし、
第２加熱処理を行い、前記燐が選択的にドーピングされた領域に前記金属元素をゲッタ

リングし、
前記マスクを用いて前記領域を除去することを特徴とする半導体装置の作製方法。

基板上に非晶質珪素膜を形成し、
前記非晶質珪素膜の表面の一部に珪素の結晶化を助長させる金属元素を保持させ、
第１加熱処理を行い、前記金属元素が保持された領域から結晶成長を行い、結晶性珪素

膜を形成し、
前記領域に燐をドーピングし、
第２加熱処理を行い、前記燐がドーピングされた前記領域に前記金属元素をゲッタリン

グすることを特徴とする半導体装置の作製方法。

基板上に非晶質珪素膜を形成し、
前記非晶質珪素膜上に、前記非晶質珪素膜の一部を露呈するマスクを形成し、



　

　

　
　

【請求項４】
　
　

【請求項５】
　
　

【請求項６】
　
　

【請求項７】
　請求項 において、
　 タンタル を含む材料 ことを
特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項 乃至請求項 のいずれか１項において、
　前記活性層中のチャネル領域における 金属元素の濃度は、５×１０１ ６ 原子／ｃｍ
３ 以下であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項 乃至請求項 のいずれか１項において、
　前 属元素 、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａ
ｕから選ばれた一種または複数種類 ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本明細書で開示する発明は、薄膜トランジスタの作製方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、非晶質珪素膜を活性層として利用した薄膜トランジスタ（以下ＴＦＴと記す）
が公知である。この非晶質珪素膜を活性層に利用したＴＦＴは、アクティブマトリクス型
の液晶表示装置に利用されている。
【０００３】
しかし、非晶質珪素膜を用いたＴＦＴは、その特性の低さ、Ｐチャネル型が実用にならな
い、といった要因からアクティブマトリクス回路への利用に限定さえれているのが現実で
なる。
【０００４】
他方、作製コストの削減や液晶パネルの小型化を目指すために周辺駆動回路を一体化した
アクティブマトリクス型の液晶表示が知られている。
【０００５】
この構成では、周辺駆動回路をもＴＦＴで構成するために、高速動作、Ｐチャネル型ＴＦ
Ｔの実現、といった課題がある。
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前記マスクを用いて前記非晶質珪素膜の前記一部に珪素の結晶化を助長させる金属元素
を保持させ、

第１加熱処理を行い、前記金属元素が保持された領域から結晶成長を行い、結晶性珪素
膜を形成し、

前記マスクを用いて前記領域に燐をドーピングし、
第２加熱処理を行い、前記燐がドーピングされた前記領域に前記金属元素をゲッタリン

グすることを特徴とする半導体装置の作製方法。

請求項１において、
前記領域を除去した後、前記結晶性珪素膜から活性層を形成することを特徴とする半導

体装置の作製方法。

請求項２または請求項３において、
前記ゲッタリングの後、前記結晶性珪素膜から活性層を形成することを特徴とする半導

体装置の作製方法。

請求項４または請求項５において、
前記活性層を用いて薄膜トランジスタを形成することを特徴とする半導体装置の作製方

法。

４乃至請求項６のいずれか１項
前記活性層上に、 またはチタン でなるゲイト電極を形成する

４ ７
前記

１ ８
記金 は

である



【０００６】
この課題を解決するための構成として、結晶性珪素膜を用いたＴＦＴが知られている。結
晶性珪素膜を得る方法としては、
（１）非晶質珪素膜を加熱処理に結晶化させる方法。
（２）非晶質珪素膜にレーザー光を照射することにより結晶化させる方法。
が主に知られている。
【０００７】
しかし、（１）の方法は、明確な多結晶状態が得られるのであるが結晶粒界が明確である
がゆえに電気特性にバラツキが生じやすいという問題がある。この問題は結晶粒界の位置
や状態を制御できないことに大きく関係する。
【０００８】
他方、（２）の方法は、一定の膜質の結晶性珪素膜を得ることができるが、生産性が悪く
、また結晶性がいま一つ良くないという問題がある。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
このような問題を解決する手段として、本発明者らは、非晶質珪素膜にニッケルを導入し
、しかる後に加熱処理を行うことにより、所定の膜質や電気的特性を有する結晶性珪素膜
を得ることができる技術を提案した。
【００１０】
しかし、ソース及びドレイン領域を形成する際に利用されるドーピング時の損傷のアニー
ルや活性層内に残留するニッケル元素の悪影響といった問題があり、この点に関する改善
が必要とされていた。
【００１１】
本明細書で開示する発明は、この点に関する問題を改善したＴＦＴの作製方法を提供する
ことを課題とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本明細書で開示する発明の一つは、
耐熱性材料でなるゲイト電極と、
珪素の結晶化を助長する金属元素を意図的に含有された珪素膜でなる活性層と、
を有し、
活性層中のソース及びドレイン領域には前記金属元素が他の領域に比較して高い濃度で存
在していることを特徴とする。
【００１３】
上記構成において、耐熱性金属としてタンタルまたはタンタルを主成分とする材料を利用
することができる。
【００１４】
珪素の結晶化を助長する金属元素としては、ニッケルが利用されることが最も好ましい。
【００１５】
上記構成においては、ソース及びドレイン領域における金属元素の濃度は、他の領域に比
較して２桁以上高くすることができ、そのことによりチャネル領域における当該金属元素
の濃度を低下させ、ＴＦＴの特性や信頼性を高めることができる。
【００１６】
より具体的には、チャネル領域における金属元素の濃度を５×１０ 1 6原子／ｃｍ 3  以下と
することができ、ＴＦＴの特性や信頼性を高めることができる。
【００１７】
また、ニッケル単体を用いた場合程の効果は得られないが、他の金属元素として、Ｆｅ、
Ｃｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種
類のものが利用することができる。またこの元素群にＮｉを加え、他の金属元素と併用す
るのでもよい。
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【００１８】
他の発明に構成は、
耐熱性材料でなるゲイト電極と、
珪素の結晶化を助長する金属元素を意図的に含有された珪素膜でなる活性層と、
を有した半導体装置の作製方法であって、
前記金属元素を利用して結晶性珪素膜でなる活性層を形成する工程と、
ソース及びドレインとなる領域に燐のドーピングを行う工程と、
５５０℃～７００℃の温度での加熱処理を行い活性層中の当該金属元素を前記燐がドーピ
ングされた領域にゲッタリングさせる工程と、
を有することを特徴とする。
【００１９】
【発明の実施の形態】
ゲイト電極としてタンタルに代表される耐熱性金属を用いたＴＦＴにおいて、活性層をニ
ッケル元素を利用して結晶化させた珪素膜でもって構成する。この際、ソース／ドレイン
領域に燐のドーピングを行い、その後に５５０℃～７００℃の温度での加熱処理を施する
。
【００２０】
この加熱処理により、ソース／ドレイン領域にニッケル元素をゲッタリングさせることが
できるのと同時にソース／ドレイン領域のアニールを行わすことができる。
【００２１】
【実施例】
〔実施例１〕
本実施例では、Ｎチャネル型の薄膜トランジスタを作製する場合の例を示す。図１に本実
施例の作製工程を示す。
【００２２】
本実施例では、基板としてガラス基板１０１を用いる。このガラス基板は表面に図示しな
い酸化珪素膜を成膜したものを用いる。ここでは、ガラス基板として、コーニング１７３
７ガラス基板（歪点６６７℃）を用いる。
【００２３】
まずガラス基板１０１上に非晶質珪素膜１０２を減圧熱ＣＶＤ法によって、５０ｎｍの厚
さに成膜する。
【００２４】
次に成膜された非晶質珪素膜の表面にニッケル元素の導入を行う。ここでは、所定のニッ
ケル濃度に調整されたニッケル酢酸塩溶液を非晶質珪素膜１０２の表面に塗布することに
より、ニッケル元素の非晶質珪素膜への導入を行う。
【００２５】
こうして図１（Ａ）に示す状態を得る。次に６００℃、８時間の加熱処理を窒素雰囲気中
において行うことにより、非晶質珪素膜１０２を結晶化させ、結晶性珪素膜１０４を得る
。この結晶化は、ニッケル元素の作用により進行する。（図２（Ｂ））
【００２６】
この状態においては、結晶性珪素膜内に比較的高濃度（１０ 1 8原子／ｃｍ 3  程度以上）に
ニッケル元素が分布している。これは、結晶化がニッケル元素の拡散に従って進行するも
のである以上ある程度仕方のないことであるといえる。
【００２７】
結晶性珪素膜１０４を得たら、この結晶性珪素膜をパターニングすることにより、図示し
ないＴＦＴの活性層パターンを形成する。この活性層パターンには、ソース／ドレイン領
域、チャネル形成領域、高抵抗領域が形成される。
【００２８】
図示しない活性層を形成したら、ゲイト絶縁膜として酸化珪素膜１０５をプラズマＣＶＤ
法により、１００ｎｍの厚さに成膜する。（図２（Ｃ））
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【００２９】
なお、図２（Ｃ）において、１０８、１００、１０９、１１０の各領域で構成されるパタ
ーンが活性層である。
【００３０】
次に図示しないチタン膜をスパッタ法により４００ｎｍの厚さに成膜する。そしてこの図
示しないチタン膜をパターニングすることにより、１０６で示すパターンを得る。このパ
ターンがゲイト電極となる。
【００３１】
次に陽極酸化法により、チタン膜パターン１０６の露呈した表面に陽極酸化膜１０７を２
００ｎｍの厚さに成膜する。（図１（Ｃ））
【００３２】
この陽極酸化膜はゲイト電極の表面を電気的及び物理的に保護する機能を有している。ま
た、後の工程において、チャネル領域に隣接してオフセット領域と称される高抵抗領域を
形成するために機能する。
【００３３】
次にゲイト電極１０６、及びその周囲の陽極酸化膜１０７をマスクとして燐のドーピング
を行う。この燐は、ソース及びドレイン領域を決定するためのドーパントとしての役割と
、ニッケル元素をソース及びドレイン領域に集中させるためのゲンタリング材料としての
役割とを担っている。
【００３４】
燐のドーピングを行うことで、ソース領域１０８、ドレイン領域１００、チャネル形成領
域１０９、高抵抗領域１００が自己整合的に形成される。（図１（Ｃ））
【００３５】
次に再度の加熱処理を行う。この加熱処理は、活性層の全体にほぼ均一（全体として見れ
ば均一といえる）に分布したニッケル元素をソース領域１０８とドレイン領域１１０とに
集中させるために行う。
【００３６】
この加熱処理は、窒素雰囲気中において、６４０℃、１時間の条件で行う。この加熱処理
時の温度は、ガラス基板の耐熱性を考慮して決めればよい。ここでは、歪点が６６７℃で
あるガラス基板を用いるので、加熱温度を６４０℃とする。
【００３７】
一般に６００℃の温度では、ニッケル元素は盛んに移動するが、燐元素はほとんど移動し
ない。
【００３８】
また、燐とニッケルはＮｉＰ、ＮｉＰ 2  、Ｎｉ 2  Ｐ、・・・といような多様な結合状態を
有し、しかもそれらは非常に安定であるという事実がある。ここでは、燐とニッケルの結
合体を燐化ニッケルと総称する。
【００３９】
よって、上記加熱処理を行うことにより、図１（Ｄ）に示すように１０９、１１０の領域
から１０８、１１０の領域へとニッケル元素が移動した状態が得られる。
【００４０】
即ち、１０８及び１１０の領域において燐化ニッケルの濃度が増加し、それに従い１００
及び１０９の領域におけるニッケル濃度が相対的に低下する。
【００４１】
この状態は、ソース及びドレイン領域にニッケル元素がゲッタリングされた状態というこ
とができる。（図１（Ｄ））
【００４２】
上記加熱処理の段階でソース領域とドレイン領域の活性化も同時に行われる。即ち、ドー
ピング時に生じた結晶構造の損傷のアニールとドーパントの活性化とが同時に行われる。
【００４３】
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なお、ソース／ドレインに対するアニールを確実なものとするために上記加熱処理の後に
レーザーアニールを行ってもよい。
【００４４】
次に図１（Ｅ）に示すように層間絶縁膜として、窒化珪素膜１１３をプラズマＣＶＤ法に
よって１５０ｎｍの厚さに成膜し、さらにアクリル樹脂膜１１４を成膜する。アクリル樹
脂膜の膜厚は、最小の部分で７００ｎｍとなるようにする。
【００４５】
ここで樹脂膜を用いるのは、表面を平坦にすることができるからである。
【００４６】
アクリル以外には、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、エポキシ等の材料を用
いることができる。この樹脂膜は多層膜として構成しても良い。
【００４７】
次にコンタクトホールの形成を行い、ソース電極１１５、ドレイン電極１１６を形成する
。こうしてＮチャネル型のＴＦＴが完成する。（図１（Ｅ））
【００４８】
図１（Ｅ）に示すＴＦＴは、チャネル領域１０９とそこに隣接する高抵抗領域１００に存
在するニッケル元素をソース領域１０８とドレイン領域１１０にゲッタリングさせること
に特徴を有する。
【００４９】
チャネル領域１０９とそこに隣接する高抵抗領域１００は、ＴＦＴの動作に大きな影響を
与える存在であり、その領域にニッケル元素が存在していることはＴＦＴの動作に悪影響
を与える。
【００５０】
具体的には、特性不良、特性のバラツキ、信頼性の低下、といった諸問題を引き起こす。
【００５１】
他方、ソース／ドレイン領域は、その導電型や抵抗率が変化するわけではないので、ニッ
ケルが高濃度に含まれていてもＴＦＴの動作にはさほど影響はない。このことは、Ｎチャ
ネル型であってもＰチャネル型であっても同じである。
【００５２】
よって、本明細書に開示する発明を採用することでニッケル元素の影響がＴＦＴの動作に
悪影響を及ぼすことを抑制することができる。
【００５３】
〔実施例２〕
本実施例は、実施例１に示す作製工程を改良した場合の例を示す。本実施例では、ＴＦＴ
の活性層中のニッケル元素濃度を低減させるために活性層を形成する前の段階で活性層と
なる領域外にニッケル元素を除去する工程に関する。
【００５４】
図２の本実施例の作製工程を示す。まず図２（Ａ）に示すようにガラス基板１０１上に形
成された非晶質珪素膜１０２の表面に１０３で示すようにニッケル元素が接して保持され
た状態を得る。
【００５５】
本実施例では、ニッケル元素の導入方法として、実施例１と同様にニッケル酢酸塩溶液を
用いて行う。
【００５６】
次に加熱処理を行い、結晶性珪素膜１０４を得る。（図２（Ｂ））
【００５７】
次に酸化珪素膜でなるマスク２０１を形成する。（図２（Ｃ））
【００５８】
このマスク２０１は、燐のドーピングを選択的に行うために配置される。
【００５９】
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図２（Ｃ）に状態で燐のドーピングを行う。この工程において、２０２、２０３の領域に
燐がドーピングされる。また、２００の領域には燐はドーピングされない。
【００６０】
次に６３０℃、２時間の加熱処理を行う。この工程では、燐が選択的にドーピングされた
２０２、２０３の領域にニッケルがゲンタリングされる。即ち、図中の矢印で示されるよ
うに２００の領域から２０２、２０３の領域にニッケル元素が移動し、２００の領域では
ニッケル元素の濃度が低下し、２０２、２０３の領域ではニッケル元素の濃度が上昇する
現象が得られる。
【００６１】
次にマスク２０１を利用して露呈した珪素膜を除去する。即ち、ニッケルをゲッタリング
し、ニッケルを高濃度に含んだ領域を除去する。
【００６２】
さらにマスク２０１を除去し、再度新たにマスクを配置して、残存した珪素膜をパターニ
ングする。こうして、図２（Ｅ）の２０４で示す珪素膜パターンを得る。
【００６３】
この珪素膜パターン２０４が後にＴＦＴの活性層となる。この珪素膜パターンは、ニッケ
ル元素がゲッタリングされ、その膜中濃度が低減されたものとなっている。
【００６４】
珪素膜パターン２０４を得たら、図１（Ｃ）～（Ｄ）に示す作製工程に従って、ＴＦＴを
作製する。
【００６５】
〔実施例３〕
本実施例は、実施例１に示す作製工程を利用してＰチャネル型のＴＦＴを作製する場合の
例を示す。
【００６６】
まず図１（Ａ）及び（Ｃ）に示す工程に従い、図１（Ｃ）に示す状態を得る。即ち、図１
（Ｃ）に示す状態で燐のドーピングを行う。この状態では、１０８及び１１０の領域に燐
がドーピングされる。
【００６７】
燐がドーピングされた段階で加熱処理を行い、図１（Ｄ）に示すようにニッケル元素を燐
がドーピングされた領域にゲッタリングさせる。
【００６８】
次に今度はボロンのドーピングを行う。ここでは、先に行われた燐のドーズ量よりも高い
ドーズ量でもってドーピングを行い、被ドーピング領域の導電型がＰ型となるようにする
。
【００６９】
こうして、Ｐ型を有するソース領域とドレイン領域を得る。後は、実施例１に示したのと
同じ工程に従ってＴＦＴを完成させる。
【００７０】
〔実施例４〕
本実施例は、逆スタガー型のＴＦＴを作製する場合の例を示す。図３に本実施例の作製工
程を示す。まずガラス基板３０１上にゲイト電極パターン３０２を形成する。（図３（Ａ
））
【００７１】
ゲイト電極３０２はチタン膜を成膜し、その膜をパターニングすることにより得る。
【００７２】
次にゲイト絶縁膜として酸化珪素膜３０３をプラズマＣＶＤ法でもって成膜する。さらに
減圧熱ＣＶＤ法により、非晶質珪素膜３０４を成膜する。
【００７３】
この状態でニッケル酢酸塩溶液を塗布し、３０５で示されるようにニッケル元素が表面に
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接して保持された状態を得る。
【００７４】
次に（Ｂ）に示すように酸化珪素膜でなるマスク３０９を形成する。ここでは、基板の裏
面側からの露光技術を用いて３０９で示す酸化珪素膜パターンを形成する。（図３（Ｂ）
）
【００７５】
次に燐のドーピングをプラズマドーピング法（またはイオン注入法）を用いて行い、３０
６、３０８の領域に燐をドーピングする。
【００７６】
この際、３０７の領域にはドーピングは行われない。なお、後に３０６の領域がソース領
域に３０８の領域がドレイン流域に３０７の領域がチャネル領域となる。（図３（Ｂ））
【００７７】
次に窒素雰囲気中において、６００℃、１時間の加熱処理を行うことにより、（Ｃ）の矢
印に示すようにニッケル元素が３０７の領域から３０６、３０８の領域に向かって移動す
る。即ち、パターン中のニッケル元素が３０６と３０８の領域にゲッタリングされる。（
図３（Ｃ））
【００７８】
その後、層間絶縁膜３０９、３１０を成膜し、さらにコンタクトホールを形成して、ソー
ス電極３１１及びドレイン電極３１２を形成する。こうしてボトムゲイト型のＴＦＴが完
成する。
【００７９】
〔実施例５〕
本実施例では、横成長と呼ばれる基板に平行な方向（珪素膜の面に平行な方向）に結晶成
長を行わせて結晶性珪素膜を得る場合の例を示す。
【００８０】
図４に本実施例の作製工程を示す。まずガラス基板４０１上に非晶質珪素膜４０２を減圧
熱ＣＶＤ法で成膜する。（図４（Ａ））
【００８１】
次に酸化珪素膜でもってマスク４０３を形成する。このマスクには、開口４０５が形成さ
れており、この部分で非晶質珪素膜４０２が露呈したものとなっている。
【００８２】
開口４０５は、図面の手前側から奥行き方向に向かって長手形状を有するスリット形状を
有している。（図４（Ｂ））
【００８３】
次にニッケル元素の導入を行う。ここでは、ニッケル酢酸塩溶液を塗布し、４０４で示さ
れるようにニッケル元素が表面に接して保持された状態を得る。
【００８４】
この状態においては、開口４０５の部分において、非晶質珪素膜４０２の表面にニッケル
元素が選択的に接して保持された状態が得られる。即ち、非晶質珪素膜４０２の一部分に
おいて長手形状にニッケル元素が接して保持された状態が得られる。（図４（Ｂ））
【００８５】
なお、ニッケル元素の導入方法としては、イオン注入法を利用してもよい。
【００８６】
次に５６０℃、１４時間の加熱処理を行う。この工程においては、開口４０５が形成され
た領域から矢印４０６で示されるように横成長が行われる。　横成長は、１００μｍ以上
の長さに渡って行わすことができる。（図４（Ｃ））
【００８７】
この加熱処理は、５７０℃～５８０℃程度以下の温度で行うことが好ましい。これは、上
記温度以上の温度での加熱処理を行うと、横成長以外の結晶成長、即ちニッケルの作用に
よらない単なる加熱による結晶成長が進行し、横成長が阻害されてしまうからである。
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【００８８】
こうして横成長領域を有する珪素膜４０７が得られる。（図４（Ｃ））
【００８９】
次に酸化珪素膜でなるマスク４０３を除去し、さらに露呈した珪素膜をパターニングする
ことにより、図４（Ｄ）の４０８で示す珪素膜のパターンを得る。
【００９０】
こうして得られた珪素膜パターン４０８は、結晶成長した方向に結晶構造が柱状に連なっ
た特異な構造を有している。この結晶成長方向とチャネル領域におけるキャリアの移動方
向とを合わせた構成とすることにより、高い移動度を有するＴＦＴを得ることができる。
【００９１】
この横成長技術は、結晶粒界の状態を制御できる技術として非常に有効なものである。即
ち、多結晶状態の珪素膜を用いた場合、ＴＦＴの特性は結晶粒界の存在状態により大きく
左右されるのであるが、横成長技術を用いた場合は、結晶粒界の存在状態を制御できるの
で、その存在によるＴＦＴ特性の悪影響を抑制することができる。このことは、多数のＴ
ＦＴを作製する場合に各ＴＦＴの特性をそろえる上で重要なこととなる。
【００９２】
図４（Ｄ）の４０８で示す珪素膜パターンを得たら、図１（Ｃ）以下の作製工程に従って
ＴＦＴを作製すればよい。
【００９３】
〔実施例６〕
本実施例は、実施例５に示した横成長技術に燐のドーピングによるニッケルのゲッタリン
グ技術を組み合わせたものである。
【００９４】
図５に本実施例の作製工程を示す。まず図５（Ａ）に示すようにガラス基板４０１上に非
晶質珪素膜４０２を成膜する。
【００９５】
次に開口４０５を有する酸化珪素膜でなるマスク４０３を配置し、さらにニッケル酢酸塩
溶液を塗布し、４０４で示されるようにニッケル元素が表面に接して保持された状態を得
る。
【００９６】
次に加熱処理を行い、４０６で示す横成長を行わせる。こうして結晶性珪素膜４０７を得
る。（図５（Ｃ））
【００９７】
次にマスク４０３を利用して燐のドーピングをプラズマドーピング法（またはイオン注入
法）を用いて行う。この工程においては、４１０で示される領域に燐のドーピングが行わ
れる。
【００９８】
次に６２０℃、１時間の加熱処理を窒素雰囲気中において行う。この工程において、矢印
４０９で示されるようにニッケル元素の移動が発生し、燐がドーピングされた４１０の領
域にニッケル元素が集中する。即ち、加熱処理を施すことにより、（Ｃ）で示す結晶成長
工程において拡散したニッケル元素が４１０の領域にゲッタリングされる。（図５（Ｄ）
）
【００９９】
次に得られた珪素膜をパターニングしてＴＦＴの活性層４０８を得る。後は実施例１に示
した工程に従いＴＦＴを完成させる。
【０１００】
〔実施例７〕
本実施例では、他の実施例で示すようなＴＦＴを用いた装置の例を示す。図６に各種半導
体装置の例を示す。これらの半導体装置は、ＴＦＴを少なくとも一部に用いている。
【０１０１】
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図６（Ａ）に示すのは、携帯型の情報処理端末である。この情報処理端末は、本体２００
１にアクティブマトリクス型の液晶ディスプレイまたはアクティブマトリクス型のＥＬデ
ィスプレイを備え、さらに外部から情報を取り込むためのカメラ部２００２を備えている
。
【０１０２】
カメラ部２００２には、受像部２００３と操作スイッチ２００４が配置されている。
【０１０３】
情報処理端末は、今後益々その携帯性を向上させるために薄く、また軽くなるもと考えら
れている。
【０１０４】
このような構成においては、アクティブマトリクス型のディスプレイ２００５が形成され
た基板上周辺駆動回路や演算回路や記憶回路がＴＦＴでもって集積化されることが好まし
い。
【０１０５】
図６（Ｂ）に示すのは、ヘッドマウントディスプレイである。この装置は、アクティブマ
トリクス型の液晶ディスプレイやＥＬディスプレイ２１０２を本体２１０１に備えている
。また、本体２１０１は、バンド２１０３で頭に装着できるようになっている。
【０１０６】
図６（Ｃ）に示すのは、投影型の液晶表示装置であって、フロントプロジェクション型と
称される装置である。
【０１０７】
この装置は、本体２２０１内に備えられた光源原２２０２からの光を反射型の液晶表示装
置２２０３で光学変調し、光学系２２０４で拡大してスクリーン２２０５に画像を投影す
る機能を有している。
【０１０８】
このような構成において、光学系２２０４はコストの関係からなるべく小型化することが
求められている。そしてそれに対応して表示装置２２０３も小型化することが求められて
いる。
【０１０９】
アクティブマトリクス型のフラットパネルディスプレイを小型化した場合、アクティブマ
トリクス回路を駆動する周辺駆動回路をもアクティブマトリクス回路と同じ基板上に集積
化することが求められる。
【０１１０】
これは、アクティブマトリクス回路が小型化した場合、周辺駆動回路を構成する回路を外
付けのＩＣでもって構成してもそれを装着することが困難になるからである。
【０１１１】
よって、表示装置２２０３には、同一の基板上にアクティブマトリクス回路と周辺駆動回
路とをＴＦＴでもって集積化する構成が採用される。
【０１１２】
ここでは、液晶表示装置２５０３として反射型のものを用いる例を示した。しかし、ここ
に透過型の液晶表示装置を用いてもよい。この場合、光学系を異なるものとなる。
【０１１３】
図６（Ｄ）に示すのは、携帯電話である。この装置は、本体２３０１にアクティブマトリ
クス型の液晶表示装置２３０４、操作スイッチ２３０５、音声入力部２３０３、音声出力
部２３０２、アンテナ２３０６を備えている。
【０１１４】
また、最近は、（Ａ）に示す携帯型情報処理端末と（Ｄ）に示す携帯電話とを組み合わせ
たような構成も商品化されている。
【０１１５】
図６（Ｅ）に示すのは、携帯型のビデオカメラである。これは、本体２４０１に受像部２
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４０６、音声入力部２４０３、操作スイッチ２４０４、アクティブマトリクス型の液晶デ
ィスプレイ２４０２、バッテリー２４０５を備えている。
【０１１６】
図６（Ｆ）に示すのは、リアプロジェクシン型の液晶表示装置である。この構成は、本体
２５０１に投影用のスクリーンを備えた構造となっている。表示は、光源２５０２からの
光を偏光ビームスプリッタ２５０４で分離し、この分離された光を反射型の液晶表示装置
２５０３で光学変調し、この光学変調された画像を反射してリフレクター２５０５、２５
０６で反射し、それをスクリーン２５０７に投影するものである。
【０１１７】
ここでは、液晶表示装置２５０３として反射型のものを用いる例を示した。しかし、ここ
に透過型の液晶表示装置を用いてもよい。この場合、光学系を変更すればよい。
【０１１８】
本明細書で開示する発明は、各種デジタル回路や高周波モジュール回路、演算回路やＣＰ
Ｕ回路等に利用することができる。
【０１１９】
【発明の効果】
本明細書で開示する発明を採用すると、ソース／ドレイン領域への金属元素のゲッタリン
グの際にソース／ドレイン領域のアニールも同時に行われ、またニッケル元素をチャネル
領域から除去することができる。そして高い生産性と高い特性を有するＴＦＴを得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　薄膜トランジスタの作製工程を示す図。
【図２】　薄膜トランジスタの作製工程を示す図。
【図３】　薄膜トランジスタの作製工程を示す図。
【図４】　結晶性珪素膜の作製工程を示す図。
【図５】　結晶性珪素膜の作製工程を示す図。
【図６】　結晶性珪素膜の作製工程を示す図。
【符号の説明】
１０１　　　　　ガラス基板
１０２　　　　　非晶質珪素膜
１０３　　　　　表面に接して保持されたニッケル元素
１０４　　　　　結晶性珪素膜
１０６　　　　　タンタルでなるゲイト電極
１０７　　　　　陽極酸化膜（酸化タンタル膜）
１０８　　　　　ソース領域
１００　　　　　高抵抗領域（オフセット領域）
１０９　　　　　チャネル形成領域
１１０　　　　　ドレイン領域
１１１　　　　　ニッケルの移動方向
１１２　　　　　ニッケルの移動方向
１１３　　　　　層間絶縁膜（窒化珪素膜）
１１４　　　　　層間絶縁膜（アクリル樹脂膜）
１１５　　　　　ソース電極
１１６　　　　　ドレイン電極
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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