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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面を有する基板に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜の上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜の上に第１の導電性膜を形成し、
　前記第１の導電性膜を加工してゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に低濃度の不純物を添加した後、前記ゲー
ト絶縁膜および前記ゲート電極の上から基板全面を覆い、かつ、前記ゲート絶縁膜および
前記ゲート電極に接する第２の導電性膜を形成し、
　前記第２の導電性膜の上にサイドウォール形成用の絶縁性膜もしくは第３の導電性膜を
形成し、エッチングにより前記ゲート電極の側壁の前記第２の導電性膜で覆われた部分に
サイドウォールを形成し、
　前記ゲート電極と前記サイドウォールをマスクとして、前記第２の導電性膜および前記
ゲート絶縁膜を介して前記半導体膜に高濃度の不純物を添加し、
　前記サイドウォールを除去し、前記第２の導電性膜を除去することを特徴とする半導体
装置の作製方法。
【請求項２】
　絶縁表面を有する基板に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜の上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜の上に第１の導電性膜を形成し、
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　前記第１の導電性膜を加工してゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に低濃度の不純物を添加し、
　前記ゲート絶縁膜および前記ゲート電極の上から基板全面を覆うように、層間絶縁膜の
一部として用いられる絶縁性保護膜を形成し、
　前記絶縁性保護膜の上に基板全面を覆うように第２の導電性膜を形成し、
　前記第２の導電性膜の上にサイドウォール形成用の絶縁性膜もしくは第３の導電性膜を
形成し、エッチングにより前記ゲート電極の側壁の前記絶縁性保護膜および前記第２の導
電性膜で覆われた部分にサイドウォールを形成し、
　前記ゲート電極と前記サイドウォールをマスクとして、前記第２の導電性膜、前記絶縁
性保護膜、および前記ゲート絶縁膜を介して前記半導体膜に高濃度の不純物を添加し、
　前記サイドウォールを除去し、前記第２の導電性膜を除去することを特徴とする半導体
装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記エッチングはプラズマエッチングである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】
本発明は、半導体装置の作製方法に関し、特に自己整合的にＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄ
ｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）を形成する方法を用いた半導体装置の作製方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、画像表示装置の分野では、ガラスや石英のような透過性のある絶縁性基板上に画素
や駆動回路の他、メモリ回路やクロック発生回路等の論理回路を内蔵したシステムオンパ
ネルの開発が注目されている。駆動回路や論理回路には高速動作が要求され、これを実現
するためにはスイッチング速度の速いＴＦＴを透過性のある絶縁性基板上に作製する技術
の開発が必要となる。スイッチング速度の速いＴＦＴは、結晶欠陥が少ない半導体膜を用
いることや、素子寸法を微細化することによって作製される。
【０００３】
素子寸法が比例縮小則に従って微細化しても、信号速度や応答速度を維持するため、駆動
電圧は必ずしも比例縮小則に従って下げることができない。このため、ＭＯＳトランジス
タの素子寸法を微細化していくと、ドレイン近傍が高電界化する。これによってホットキ
ャリアと呼ばれる高いエネルギーをもったエレクトロンやホールが発生し、発生したホッ
トキャリアがゲート絶縁膜中に捕獲されたりすることにより閾値が変動するなどの劣化現
象が発生することが知られている。
【０００４】
このようなホットキャリアの発生を抑制するには、素子構造をＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｄｏ
ｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）構造にすることが有効である。ＬＤＤ構造は、チャネルと接する側
のドレイン端部に、低濃度の不純物領域（以後、ＬＤＤと略記）を設けることで形成され
る。低濃度の不純物としては、ｎチャネル型の素子の場合には、ｎ型不純物、ｐチャネル
型の素子の場合にはｐ型不純物を用いる。このようにチャネルとドレインの接合に不純物
濃度の傾斜をもたせることにより、ドレイン近傍の電界を緩和し、ホットキャリアの発生
を抑制する（例えば、非特許文献１参照）。
【０００５】
【非特許文献１】
岸野正剛著「現代　半導体デバイスの基礎」オーム社、１９９５年２月２５日、ｐ．２０
１－２０７
【０００６】
ホットキャリア起因の劣化現象は、ＭＯＳトランジスタだけではなく、ＴＦＴにおいても
発生する。そして、その抑制は、ＭＯＳトランジスタと同様に、ＴＦＴの素子構造をＬＤ
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Ｄ構造にすることにより可能である。
【０００７】
ここで、ＭＯＳトランジスタにおいて、一般的に用いられているＬＤＤ構造の形成方法を
、図１を用いて説明する。但し、ここでは素子分離する迄の工程及びＬＤＤ形成後の工程
については省略する。
【０００８】
素子分離した半導体膜１０２の上にゲート絶縁膜１０３を形成する。さらにゲート絶縁膜
１０３上にポリシリコンのゲート電極１０４を形成し、所望の形状に加工した後、低濃度
のイオンを半導体膜１０２に打ち込む。次に、ゲート電極１０４の上に等方的な段差被覆
性の良い酸化珪素膜１０５を成膜する。さらに、ゲート電極側壁にのみ酸化珪素膜１０５
が残るように垂直方向の異方性エッチングし、サイドウォール１０６を形成する。さらに
、サイドウォール１０６を貫通しないよう、高濃度のイオンを半導体膜１０２に打ち込み
、ソース（或いはドレイン）１０８を形成する。サイドウォール１０６の下部には、高濃
度のイオンは打ち込まれず、ＬＤＤ１０７となる。
【０００９】
上記のように、サイドウォールを利用することにより、パターニングを伴わない自己整合
的な方法でＬＤＤを形成する。素子寸法の微細化に伴い、パターニングのアライメント精
度（±０．２μｍ程度）を超える範囲での加工が要求される場合が生じる。このような場
合、パターニングせず自己整合的に形成した方が精度良く形成できることがある。ＬＤＤ
の形成に於いても、自己整合的に形成した方が、加工精度が高いとき、上記のような方法
が用いられる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ＴＦＴに於いても、ＭＯＳトランジスタと同様の方法でＬＤＤを形成することは可能であ
る。しかしながら、ＴＦＴを形成する基板に石英等の絶縁性を有する材料を用いるため帯
電し易く、特にサイドウォールを形成するための異方性エッチングに於いてプラズマによ
る損傷を受け易い。プラズマによる損傷を受けた素子は、ゲート絶縁膜中に電位、半導体
層とゲート絶縁膜の界面に準位等を発生し、結果として閾値電圧が変動するといった不良
を生じる。
【００１１】
図２（Ａ）は、前述したような従来からのＬＤＤ形成方法を用い、石英基板上に形成した
ＴＦＴのチャネル長と閾値の関係を示したものである。これより、チャネル長が１μｍ以
下のＴＦＴになると、閾値電圧が、大きいもので約１０Ｖマイナス側に変動してしまうも
のがあることが分かる。
このようなＬＤＤ形成過程で生じるプラズマによる損傷は、主に異方性エッチング中、既
に所望の形状に加工され表面積が縮小したゲート電極に於いて、ゲート電極に蓄積される
電荷の放電が困難になった結果生じ、素子特性に重大な影響を与えるようになったものと
考えられる。従って、ＴＦＴの素子寸法が微細化しゲート電極の表面積が縮小、ゲート絶
縁膜厚が薄膜化する程、ゲート電極に蓄積される電荷密度が高くなりプラズマによる損傷
は大きくなる。また、異方性エッチングと同様に、荷電粒子を打ち込むドーピングにおい
ても、微細化した素子のゲート電極に蓄積された電荷による損傷が生じ得る。
【００１２】
しかしながら、論理演算回路用の素子として必須であるスイッチング速度の速いＴＦＴを
作製するために、又高集積化を図るために、素子寸法の微細化は益々必要とされている。
このため、加工精度が高いという自己整合的な手法の利点を生かし、且つプラズマプロセ
ス及びドーピングプロセスによる損傷が極力低減できるようなＬＤＤ構造ＴＦＴの作製方
法の開発が求められる。
【００１３】
本発明では、自己整合的にＬＤＤを形成でき、且つプラズマプロセス及びドーピングプロ
セスによる損傷を極力低減できる半導体装置の作製方法について提供することを課題とす
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る。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の半導体装置の作製方法は、導電性の保護膜を基板全面を覆うように形成した状態
で、ＬＤＤを形成することで、ＬＤＤ形成工程の異方性エッチングにおいてゲート電極中
に蓄積される電荷密度を低減し、プラズマによる損傷を極力低減することを特徴としてい
る。また同時に、ソース（或いはドレイン）を形成するための高濃度の不純物添加工程に
おける荷電粒子による損傷も極力低減できることも特徴としている。
【００１５】
本発明の半導体装置の作製方法は、ゲート絶縁膜の上に第１の導電性膜を形成し、前記第
１の導電性膜を加工してゲート電極を形成する工程と、前記ゲート電極をマスクとして前
記半導体膜に低濃度の不純物を添加する工程と、前記ゲート絶縁膜および前記ゲート電極
の上から基板全面を覆う第２の導電性膜を形成し、導電性保護膜を形成する工程と、前記
ゲート電極の側壁の前記導電性保護膜で覆われた部分にサイドウォールを形成する工程と
、前記ゲート電極と前記サイドウォールをマスクとして、前記半導体膜に高濃度の不純物
を添加する工程と、前記サイドウォールを除去する工程と、前記導電性保護膜を除去する
工程とを有することを特徴としている。
【００１６】
図３に示すように、絶縁性基板３０１上に素子分離した半導体膜３０２を形成した後、さ
らに半導体膜３０２の上にゲート絶縁膜３０３を形成する。
【００１７】
つぎにゲート絶縁膜３０３の上に第１の導電性膜を形成し、加工してゲート電極３０４を
形成する。
【００１８】
さらにゲート電極３０４をマスクとして半導体膜３０２に低濃度の不純物を添加し、低濃
度不純物領域３０５を形成する。
【００１９】
つぎに、ゲート絶縁膜３０３及びゲート電極３０４の上から、基板全面を覆うように導電
性膜を形成し、導電性保護膜３０６を形成する。導電性保護膜３０６の材料としては、ゲ
ート絶縁膜３０３およびゲート電極３０４と高選択比のあるエッチングが可能なものがよ
い。
【００２０】
つぎに、導電性保護膜３０６の上にサイドウォール形成用の絶縁成膜（或いは、導電性膜
でもよい。）３０７を形成する。
【００２１】
つぎに、絶縁成膜３０７を、垂直方向を主体とした異方性エッチングにより選択的にエッ
チングして加工し、ゲート電極３０４の側壁の導電性保護膜３０６で覆われた部分にサイ
ドウォール３０８を形成する。これにより、導電性保護膜３０６は、ゲート電極３０４の
側壁とサイドウォール３０８とに挟まれた状態となる。
【００２２】
サイドウォール形成のための異方性エッチングの際、基板全面を覆うように導電性保護膜
３０６が形成されている。従って、異方性エッチング中に発生する電荷は、主に導電性を
有する導電性保護膜３０６に蓄積される。また導電性保護膜３０６の表面積が非常に大き
い状態であるため、蓄積される電荷密度は非常に小さくなり、異方性エッチング中に生じ
るプラズマによる損傷を低減することができる。
【００２３】
つぎにゲート電極３０４とサイドウォール３０８をマスクとし、半導体膜３０２に高濃度
の不純物を添加し、ソース（或いはドレイン）３０９を形成する。このとき、サイドウォ
ール３０８の下方にある低濃度不純物領域３０５には、高濃度の不純物は添加されず、Ｌ
ＤＤ３１０となる。
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【００２４】
高濃度の不純物の添加後、不要になったサイドウォール３０８を選択的に除去し、さらに
導電性保護膜３０６を選択的に除去する。
【００２５】
このように、不純物の添加工程（ドーピングプロセス）においても、導電性保護膜３０６
は基板全面を覆った状態であり、表面積が非常に大きくなっているため、荷電粒子の発生
により、導電性保護膜３０６中に蓄積される電荷密度は非常に小さくなり、ドーピングプ
ロセスにより生じる損傷も低減することができる。
【００２６】
上記に述べたような方法を用いることにより、自己整合的にＬＤＤを形成した、且つプラ
ズマプロセス及びドーピングプロセスによる損傷を極力低減した半導体装置を作製できる
。
【００２７】
本発明の半導体装置の作製方法は、ゲート絶縁膜の上に第１の導電性膜を形成し、前記第
１の導電性膜を加工してゲート電極を形成する工程と、前記ゲート電極をマスクとして前
記半導体膜に低濃度の不純物を添加する工程と、前記ゲート絶縁膜および前記ゲート電極
の上から基板全面を覆うように絶縁性膜を形成し、絶縁性保護膜を形成する工程と、前記
絶縁性保護膜の上に第２の導電性膜を形成し、導電性保護膜を形成する工程と、前記ゲー
ト電極の側壁の前記導電性保護膜および前記絶縁性保護膜で覆われた部分にサイドウォー
ルを形成する工程と、前記ゲート電極と前記サイドウォールをマスクとして、前記半導体
膜に高濃度の不純物を添加する工程と、前記サイドウォールを除去する工程と、前記導電
性保護膜を除去する工程とを有することを特徴としている。
【００２８】
例えば、前述したような半導体装置の作製において、ゲート電極と導電性保護膜に同一材
料、或いは高選択比のあるエッチングが不可能な材料を用いた場合、導電性保護膜を除去
するときに、ゲート電極も同時に除去されてしまう。
【００２９】
これを防ぐため、導電性保護膜と高選択比のあるエッチングが可能な絶縁性保護膜を、ゲ
ート電極と導電性の保護膜との間に形成する。
【００３０】
この絶縁性保護膜は、導電性の保護膜の除去後に除去してもよいが、除去せずそのまま層
間絶縁膜の一部として使用してもよい。
【００３１】
本発明の半導体装置の作製方法は、ゲート絶縁膜の上に第１の導電性膜を基板全面を覆う
ように形成し、導電性保護膜を形成する工程と、前記導電性保護膜の上に第２の導電性膜
を形成し、第２の導電性膜を加工してゲート電極を形成する工程と、前記ゲート電極をマ
スクとして前記半導体膜に低濃度の不純物を添加する工程と、前記ゲート電極の側壁にサ
イドウォールを形成する工程と、前記ゲート電極と前記サイドウォールをマスクとして、
前記半導体膜に高濃度の不純物を添加する工程と、前記サイドウォールを除去する工程と
、前記ゲート電極をマスクとして前記導電性保護膜を加工する工程とを有することを特徴
としている。
【００３２】
前述の半導体装置の作製方法においては、ゲート電極の形成後にゲート電極を覆うように
導電性保護膜を形成したが、ゲート電極の形成前に導電性保護膜を形成してもよい。
【００３３】
この場合について、図１４を用いて説明する。絶縁性基板２００１上に素子分離した半導
体膜２００２を形成した後、さらに半導体膜２００２の上にゲート絶縁膜２００３を形成
する。
【００３４】
つぎに、ゲート絶縁膜２００３の上に導電性膜を基板全面を覆うように形成し、導電性保
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護膜２００４を形成する。
【００３５】
つぎに、導電性保護膜２００４の上に、導電性保護膜２００４の材料とした導電性膜とは
異なる導電性膜を形成し、これを加工して、ゲート電極２００５を形成する。
【００３６】
つぎに、ゲート電極２００５をマスクとし、導電性保護膜２００４およびゲート絶縁膜２
００３を貫通するように、半導体膜２００２に低濃度の不純物を添加し、低濃度不純物領
域２００８を形成する。
【００３７】
つぎに、ゲート電極２００５を覆うように絶縁性膜（或いは、導電性膜）２０１０を形成
し、この絶縁性膜（或いは、導電性膜）を垂直方向を主体とした異方性エッチングにより
、選択的にエッチングして加工し、サイドウォール２００６を形成する。
【００３８】
サイドウォール形成のための異方性エッチングの際、基板全面を覆うように導電性保護膜
２００４が形成されている。従って、異方性エッチング中に発生する電荷は、主に導電性
を有する導電性保護膜２００４に蓄積される。また導電性保護膜２００４の表面積が非常
に大きい状態であるため、蓄積される電荷密度は非常に小さくなり、異方性エッチング中
に生じるプラズマによる損傷を低減することができる。
【００３９】
つぎに、ゲート電極２００５およびサイドウォール２００６をマスクとし、導電性保護膜
２００４およびゲート絶縁膜２００３を貫通するように、半導体膜２００２に高濃度の不
純物を添加し、ソース（或いは、ドレイン）２１１１を形成する。この時、先に形成され
た低濃度不純物領域２００８のうち、高濃度の不純物が形成されなかった領域はＬＤＤ２
００９となる。
【００４０】
つぎに、サイドウォール２００６を選択的にエッチングして除去し、さらにゲート電極２
００５をマスクとして導電性保護膜２００４をエッチングして加工する。加工後ゲート電
極２００５と積層された状態で残っている導電性保護膜２００４は、そのままゲート電極
の一部として使用する。
【００４１】
このように、不純物の添加工程（ドーピングプロセス）においても、導電性保護膜２００
４は基板全面を覆った状態であり、表面積が非常に大きくなっているため、荷電粒子の発
生により、導電性保護膜２００４中に蓄積される電荷密度は非常に小さくなり、ドーピン
グプロセスにより生じる損傷も低減することができる。
【００４２】
上記に述べたような方法を用いることにより、自己整合的にＬＤＤを形成した、且つプラ
ズマプロセス及びドーピングプロセスによる損傷を極力低減した半導体装置を作製できる
。
【００４３】
本発明の半導体装置の作製方法は、高濃度の不純物を添加する第７の工程後、前記ゲート
電極および前記サイドウォールをマスクとして前記導電性保護膜を加工する工程を有する
ことを特徴としている。
【００４４】
前述したゲート電極形成前に導電性保護膜を形成する工程を含む半導体装置の作製方法に
おいて、高濃度の不純物を添加後、サイドウォールを除去せずに、サイドウォールおよび
ゲート電極をマスクとして導電性保護膜を加工することにより、Ｇａｔｅ　Ｏｖｅｒｌａ
ｐｅｄ　ＬＤＤを形成することも可能である。この時、サイドウォールを絶縁性材料で形
成していれば、除去せず、そのまま層間絶縁膜の一部として使用できる。またサイドウォ
ールを導電性材料で形成している場合でも、そのままゲート電極の一部として使用するこ
とが出来る。
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【００４５】
【発明の実施の形態】
［実施の形態１］
本発明の実施の形態について、図４、５を用いて説明する。ここでは、自己整合的にＬＤ
Ｄを形成でき、且つプラズマによる損傷を極力低減できる作製方法を用いた、ＬＤＤ構造
ＴＦＴの作製方法について説明する。
【００４６】
図３、４は本発明におけるＬＤＤ構造ＴＦＴの作製工程を断面図によって表したものであ
る。
【００４７】
石英基板４０１上に、島状の半導体膜４０２を形成する。つぎに半導体膜４０２の上に膜
厚４０ｎｍの酸化珪素膜を成膜して、ゲート絶縁膜４０３を形成する。さらに、ゲート絶
縁膜４０３の上に膜厚１５０ｎｍの燐を含有した結晶質珪素膜（以後、ｎ＋ｐｏｌｙ－Ｓ
ｉ膜と略記する。）と、膜厚１５０ｎｍのタングステンシリサイド（ＷＳｉｘ）を積層し
て成膜した後、加工してゲート電極４０４を形成する。なお、ゲート電極４０４は、上記
以外のものでもよく、導電性を有する材料を一層、或いは二層以上の積層膜として形成し
たものを用いることができる。
【００４８】
つぎにｐチャネル型ＴＦＴとなる領域はレジストでマスクし、さらにゲート電極４０４を
マスクとして、ｎチャネル型ＴＦＴとなる領域の半導体膜４０２にｎ型不純物である燐を
添加し、５×１０16～５×１０17ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の低濃度ｎ型不純物領域４０５を形
成する。
【００４９】
つぎにｎチャネル型ＴＦＴとなる領域はレジストでマスクし、さらにゲート電極４０４を
マスクとして、ｐチャネル型ＴＦＴとなる領域の半導体膜４０２にｐ型不純物であるボロ
ンを添加し、５×１０16～５×１０17ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の低濃度ｐ型不純物領域４０６
を形成する。
【００５０】
つぎに、ゲート電極４０４の上に、基板全体を覆うように膜厚２０～５０ｎｍの酸化珪素
膜を成膜し、絶縁性保護膜４０７を形成する。
【００５１】
つぎに、絶縁性保護膜４０７の上に、導電性を有するｎ＋ｐｏｌｙ－Ｓｉ膜を膜厚４０～
６０ｎｍ成膜し、導電性保護膜４０８を形成する。
【００５２】
つぎに、導電性保護膜４０８の上に、段差被覆性のよい酸化珪素膜を膜厚３００～５００
ｎｍで成膜し、サイドウォール膜４０９を形成する。さらにサイドウォール膜４０９を、
垂直方向を主体とした異方性エッチングにより選択的にエッチングして加工し、サイドウ
ォール４１０を形成する。
【００５３】
ここで、絶縁性保護膜４０７と、導電性保護膜４０８と、サイドウォール膜４０９の膜厚
の和がＬＤＤ長となる。但し、エッチングや成膜前の洗浄などによる膜厚の減少、などが
あれば、その分を先に述べた絶縁性保護膜４０７と、導電性保護膜４０８と、サイドウォ
ール膜４０９の膜厚の和から引いた値（或いは足した値）がＬＤＤ長となる。またこの時
、ゲート電極４０４側壁に当たる部分に形成されるサイドウォール膜が、ゲート電極４０
４の上面に形成されるサイドウォール膜とに差がある場合は、ゲート電極４０４の側壁に
形成されるサイドウォール膜の膜厚をＬＤＤ長を決定するためのサイドウォール膜４０９
の膜厚として採用する。
【００５４】
従って、所望のＬＤＤ長が得られるよう、絶縁性保護膜４０７、導電性保護膜４０８およ
びサイドウォール膜４０９の膜厚を適宜調整すればよく、上記に示した膜厚に限定する必
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要ない。但し、膜厚を決定するときは、絶縁性保護膜４０７に関しては、導電性保護膜除
去時のストッパーとしての機能を損なわない程度の膜厚であること、導電性保護膜に関し
ては、異方性エッチング時のプラズマによる損傷を抑制できる膜厚であること（即ち蓄積
される電荷密度が低く押さえられるような膜厚であること）等を考慮しなければならない
。また、後工程において、ゲート絶縁膜４０３、絶縁性保護膜４０７および導電性保護膜
４０８を貫通して、半導体膜４０２に不純物を添加するため、これが可能となる膜厚であ
ることも考慮する必要がある。
【００５５】
つぎに、ｐチャネル型ＴＦＴとなる領域はレジストでマスクし、さらにゲート電極４０４
およびサイドウォール４１０をマスクとして、ｎチャネル型ＴＦＴとなる領域の半導体膜
４０２にｎ型不純物である燐を添加し、１×１０19～１×１０21ａｔｏｍｓ／ｃｍ3のソ
ース（或いはドレイン）４１５を形成する。また、この時、サイドウォール４１０の下方
の、低濃度ｎ型不純物領域４０５はＬＤＤ４１１となる。
【００５６】
つぎに、ｎチャネル型ＴＦＴとなる領域はレジストでマスクし、さらにゲート電極４０４
およびサイドウォール４１０をマスクとして、ｐチャネル型ＴＦＴとなる領域の半導体膜
４０２にｐ型不純物であるボロンを添加し、１×１０19～１×１０21ａｔｏｍｓ／ｃｍ3

のソース（或いはドレイン）４１６を形成する。また、この時、サイドウォール４１０の
下方の、低濃度ｐ型不純物領域４０６はＬＤＤ４１１となる。
【００５７】
つぎに、サイドウォール４１０を、フッ酸含有溶液を用いて選択的にエッチングし除去す
る。
【００５８】
さらに導電性保護膜４０８を、テトラメチルハイドロオキサイド（ＴＭＡＨ）溶液を用い
て選択的にエッチングし除去する。この時、絶縁性保護膜４０７によって、ゲート電極４
０４を構成するｎ＋ｐｏｌｙ－Ｓｉ膜は保護されているため、ＴＭＡＨ溶液によってはエ
ッチングされない。
【００５９】
つぎに、絶縁性保護膜４０７を層間膜の一部として使用することとし、絶縁性保護膜４０
７の上に酸化珪素膜４０ｎｍを成膜して層間絶縁膜４１３を形成した後、熱活性化する。
さらにコンタクトホールを形成し、配線４１４を形成した後、水素化処理を施す。
【００６０】
以上のような工程を経て、自己整合的にＬＤＤを形成し、且つプラズマによる損傷を低減
したＬＤＤ構造のＴＦＴを形成できる。
【００６１】
図２（Ｂ）は、以上のような工程により作製したｎチャネル型ＴＦＴのチャネル長と閾値
電圧の関係を示したものである。これより、チャネル長が１．０μｍ以下のＴＦＴでも、
閾値電圧が１０Ｖも変動するような異常をきたす素子はみられず、従来技術を用いてＬＤ
Ｄ形成したＴＦＴ（図２（Ａ））よりも、良好な特性を示すことが分かる。
【００６２】
なお、図２（Ａ）、（Ｂ）において、測定したＴＦＴは全てｎチャネル型ＴＦＴであり、
ゲート幅は全て２０．０μｍ。測定条件は、ドレイン電圧を５Ｖとし、常温下でＶｇ－Ｉ
ｄ特性を測定した結果から閾値電圧を求めたものである。また同サイズのＴＦＴを、基板
内において９点ずつ測定している。また、従来技術を用いて作製したＴＦＴと、本発明の
作製方法を用いて作製したＴＦＴとに於いて、ＬＤＤ形成時の導電性保護膜および絶縁性
保護膜の有無のみがＴＦＴ作製工程に於いて異なる点であり、その他の半導体膜の形成方
法、層間膜形成工程（熱処理条件も含む）などは全て同一である。
【００６３】
このように、本発明の半導体装置の作製方法は、特にチャネル長が２．０μｍ未満の微細
なＴＦＴを作製するのに有効である。また、このような微細なＴＦＴを用いて作製する論
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理演算回路などの作製にも有効である。
【００６４】
［実施の形態２］
本発明の実施の形態について、図１５、１６を用いて説明する。ここでは、自己整合的に
ＬＤＤを形成でき、且つプラズマによる損傷を極力低減できる作製方法を用いた、ＬＤＤ
構造ＴＦＴの作製方法について説明する。
【００６５】
図１５、１６は本発明におけるＬＤＤ構造ＴＦＴの作製工程を断面図によって表したもの
である。
【００６６】
ガラス基板２２００上に、島状の半導体膜２２０１を形成する。つぎに半導体膜２２０１
の上に膜厚３０～６０ｎｍの酸化珪素膜を成膜して、ゲート絶縁膜２２１６を形成する。
さらに、ゲート絶縁膜２２１６の上に窒化タンタル（ＴａＮ）を膜厚２０～５０ｎｍで成
膜し、導電性保護膜２２０２を形成する。導電性保護膜２２０２としては、導電性膜で有
れば、ＴａＮ以外のものを用いてもよい。但し、ＴａＮの膜厚に関しては、後の工程で導
電性膜２２０２およびゲート絶縁膜２２１６を貫通して半導体膜２２０１に不純物を添加
するため、不純物が貫通可能な膜厚を選択しなければならない。
【００６７】
つぎに、導電性保護膜２２０２の上にタングステン（Ｗ）を膜厚３００～６００ｎｍで成
膜し、さらにパターニングおよびエッチングにより加工してゲート電極２２０３を形成す
る。ここで、ゲート電極２２０３の材料としては、導電性膜であればタングステン以外で
もよい。但し、後の工程でゲート電極２２０３をマスクとして導電性保護膜２２０２をエ
ッチングするため、導電性保護膜２２０２とゲート電極２２０３は異なる材料にしておく
必要がある。
【００６８】
つぎにｐチャネル型ＴＦＴとなる領域はレジストでマスクし、さらにゲート電極２２０３
をマスクとして、導電性保護膜２２０２およびゲート絶縁膜２２１６を貫通させて、ｎチ
ャネル型ＴＦＴとなる領域の半導体膜２２０１にｎ型不純物である燐を添加し、５×１０
16～５×１０17ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の低濃度ｎ型不純物領域２２０４を形成する。
【００６９】
つぎにｎチャネル型ＴＦＴとなる領域はレジストでマスクし、さらにゲート電極２２０３
をマスクとして、導電性保護膜２２０２およびゲート絶縁膜２２１６を貫通させて、ｐチ
ャネル型ＴＦＴとなる領域の半導体膜２２０１にｐ型不純物であるボロンを添加し、５×
１０16～５×１０17ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の低濃度ｐ型不純物領域２２０５を形成する。
【００７０】
つぎに、ゲート電極２２０３の上から、基板全体を覆うように段差被覆性のよい酸化珪素
膜を膜厚４００～６００ｎｍで成膜し、サイドウォール膜２２０６を形成する。さらにサ
イドウォール膜２２０６を、垂直方向を主体とした異方性エッチングにより選択的にエッ
チングして加工し、サイドウォール２２０７を形成する。サイドウォール膜２２０６とし
ては、酸化珪素膜以外のものでもよく、また絶縁性膜以外に導電性膜でもよい。但し、選
択的なエッチングが可能なように、ゲート電極２２０３および導電性保護膜２２０２と異
なる材料にする必要がある。
【００７１】
ここで、サイドウォール膜２２０６の膜厚がＬＤＤ長となる。従って、所望のＬＤＤ長が
得られるよう、サイドウォール膜２２０６の膜厚を適宜調整すればよく、上記に示した膜
厚の範囲に限定する必要ない。
【００７２】
つぎに、ｐチャネル型ＴＦＴとなる領域はレジストでマスクし、さらにゲート電極２２０
３およびサイドウォール２２０６をマスクとして、導電性保護膜２２０２およびゲート絶
縁膜２２１６を貫通させて、ｎチャネル型ＴＦＴとなる領域の半導体膜２２０１にｎ型不
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純物である燐を添加し、１×１０19～１×１０21ａｔｏｍｓ／ｃｍ3のソース（或いはド
レイン）２２０８を形成する。また、この時、サイドウォール２２０６の下方の、低濃度
ｎ型不純物領域２２０４はＬＤＤ２２０９となる。
【００７３】
つぎに、ｎチャネル型ＴＦＴとなる領域はレジストでマスクし、さらにゲート電極２２０
３およびサイドウォール２２０６をマスクとして、導電性保護膜２２０２およびゲート絶
縁膜２２１６を貫通させて、ｐチャネル型ＴＦＴとなる領域の半導体膜２２０１にｐ型不
純物であるボロンを添加し、１×１０19～１×１０21ａｔｏｍｓ／ｃｍ3のソース（或い
はドレイン）２２１０を形成する。また、この時、サイドウォール２２０７の下方の、低
濃度ｐ型不純物領域２２０５はＬＤＤ２２１１となる。
【００７４】
つぎに、サイドウォール２２０６を、フッ酸含有溶液を用いて選択的にエッチングして除
去する。
【００７５】
つぎに、ゲート電極２２０３をマスクとして導電性保護膜２２０２を選択的にエッチング
する。このとき、エッチングされずにゲート電極２２０３と積層された状態で残った導電
性保護膜２２１５は、そのままゲート電極として用いる。
【００７６】
つぎに、ゲート電極２２０３の上に酸化珪素膜４０ｎｍを成膜して層間絶縁膜２２１４を
形成した後、熱活性化する。さらにコンタクトホールを形成し、配線２２１３を形成した
後、水素化処理を施す。
【００７７】
以上のような工程を経て、自己整合的にＬＤＤを形成し、且つプラズマによる損傷を低減
したＬＤＤ構造のＴＦＴを形成できる。以上に述べたような本発明の半導体装置の作製方
法は、特にチャネル長が２．０μｍ未満の微細なＴＦＴを作製するのに有効である。また
、このような微細なＴＦＴを用いて作製する論理演算回路などの作製にも有効である。
【００７８】
【実施例】
[実施例１]
【００７９】
本発明の半導体装置の作製方法を用いることで、自己整合的にＬＤＤを形成し、且つプラ
ズマによる損傷を極力低減したＬＤＤ構造のｎチャネル型ＴＦＴおよびｐチャネル型ＴＦ
Ｔを作製できる。また、本発明の半導体装置の作製方法は、特に微細なＴＦＴを作製する
のに有効であり、スイッチング速度が速い微細なＴＦＴが必要とされる、論理演算回路を
作製するのに有効である。本実施例では、本発明の半導体装置の作製方法を用いて作製し
たＬＤＤ構造のＴＦＴを用いた論理演算回路と、液晶表示装置等を作成するのに必要な画
素ＴＦＴと駆動回路用のＴＦＴとを同一基板上に作製する方法について図６～１０を用い
て説明する。また、これを用いることにより、同一基板上にＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）が組み込まれた周辺回路と、ディスプレイとが一体化し
たシステムオンパネル等が作製できる。
【００８０】
また、本実施例では、論理演算回路用としてチャネル長１．０μｍ　　、ＬＤＤ長０．５
μｍのＬＤＤ構造ＴＦＴ（以下、論理演算回路用ＴＦＴと略記する。）、液晶表示装置の
画素駆動用としてチャネル長４．５μｍ、ＬＤＤ長２．０μｍのＬＤＤ構造ＴＦＴ（以下
、画素ＴＦＴと略記する。）、液晶表示装置の駆動回路用として、チャネル長８．０μｍ
、ＬＤＤ長０．５μｍ、Ｇａｔｅ　Ｏｖｅｒｌａｐｅｄ　ＬＤＤ長が２．０μｍのＴＦＴ
（以下、駆動回路用ＴＦＴと略記）を同一基板上に形成する。
【００８１】
石英基板７０１上に非晶質珪素膜７０２（図示しない）を膜厚６４ｎｍで形成した後、非
晶質珪素膜７０２の方面に触媒金属元素であるニッケル（Ｎｉ）を添加する。Ｎｉの添加
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は、Ｎｉ含有溶液を、常温下で、スピン法によって非晶質珪素膜７０２に添加することに
よって行う。
【００８２】
つぎに、６００℃、１２時間の熱処理を施して、非晶質珪素膜７０２を固相成長法により
結晶化し、結晶質珪素膜１００１（図示しない）を形成する。
【００８３】
つぎに、結晶質珪素膜１００１の上に酸化珪素膜を膜厚５０ｎｍで形成した後、加工して
ゲッタリングマスク１００２を作製する。ゲッタリングマスク１００２により、ＴＦＴと
なる領域はマスクされる。ゲッタリングマスク１００２をマスクとして、アルゴン（Ａｒ
）を結晶質珪素膜１００１に添加し、さらに７００℃、１２時間の熱処理を施す。これに
より、Ａｒを添加した領域にＮｉがゲッタリングされる。ゲッタリングマスク１００２（
図示しない）をマスクとして、Ｎｉがゲッタリングされた領域（即ち、Ａｒが添加された
領域）の結晶質珪素膜をエッチングにより除去し、ゲッタリングが完了した結晶質珪素膜
１００３（図示しない）を形成する。
【００８４】
つぎに、ＵＶオゾン処理（２００℃、２ｍｉｎ）により結晶質珪素膜１００３の表面に数
ｎｍの薄い酸化膜を形成した後、さらに酸化珪素膜を膜厚２０ｎｍで形成する。さらに、
結晶質珪素膜１００３の３％の塩化水素（ＨＣｌ）を含む酸素（Ｏ2）雰囲気中で、９５
０℃での熱処理を施し、結晶質珪素膜１００３を酸化し、薄膜化する。酸化後、不要にな
った酸化膜は、フッ酸含有溶液にて除去する。また、結晶質珪素膜１００３においては、
酸化と同時に、高温の熱処理による結晶性の改善効果もある。
【００８５】
つぎにＴＦＴの閾値電圧を制御するために、結晶質珪素膜１００３全体にボロンを添加す
る。
【００８６】
さらに、パターニングおよびエッチングにより、結晶質珪素膜１００３を所望の形状に加
工して、素子分離した半導体膜７０３を形成する。
【００８７】
つぎに、半導体膜７０３の上に酸化珪素膜を膜厚４０ｎｍで成膜し、ゲート酸化膜７０４
を形成する。
【００８８】
つぎに駆動回路用ＴＦＴのｎチャネル型ＴＦＴのＧａｔｅ　Ｏｖｅｒｌａｐｅｄ　ＬＤＤ
を形成するための低濃度のｎ型不純物添加をする。パターニングにより、駆動回路用ｎチ
ャネル型ＴＦＴ以外の全てをマスクし、さらに駆動回路用ｎチャネル型ＴＦＴのチャネル
領域となる部分もマスクした後、半導体膜７０３に１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の燐を
添加して低濃度ｎ型不純物領域７０５を形成する。
【００８９】
つぎに駆動回路用ＴＦＴのｐチャネル型ＴＦＴのＧａｔｅ　Ｏｖｅｒｌａｐｅｄ　ＬＤＤ
を形成するための低濃度のｐ型不純物添加をする。パターニングにより、駆動回路用ｐチ
ャネル型ＴＦＴ以外の全てをマスクし、さらに駆動回路用ｐチャネル型ＴＦＴのチャネル
領域となる部分もマスクした後、半導体膜７０３に１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｍ3のボロ
ンを添加して低濃度ｐ型不純物領域７０６を形成する。
【００９０】
つぎに、ゲート絶縁膜７０４の上に燐が添加された結晶質珪素膜（ｎ＋ｐｏｌｙ－Ｓｉ）
を膜厚１５０ｎｍで成膜し、さらに、その上からタングステンシリサイド（ＷＳｉｘ）膜
を膜厚１５０ｎｍで成膜した後、パターニングおよびエッチングにより所望の形状に加工
して、ゲート電極７０７を形成する。従ってゲート電極７０７は、ｎ＋ｐｏｌｙ－Ｓｉと
ＷＳｉｘの二層の導電性膜が積層された構造となっている。なお、ゲート電極７０７は、
一層の導電性膜、或いは二層以上の導電性膜が積層された構造でもよく、材料についても
、導電性を有するものであれば上記に示したもの以外で構わない。
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【００９１】
また、この時、駆動回路用ＴＦＴにおいては、ゲート電極７０７と低濃度ｎ型不純物領域
７０５（或いは低濃度ｐ型不純物領域７０６）がチャネル長方向に約２．０μｍ重なる領
域が形成され、これがそれぞれ、駆動回路用ｎチャネル型ＴＦＴのＧａｔｅ　Ｏｖｅｒｌ
ａｐｅｄ　ＬＤＤ２００２および駆動回路用ｐチャネル型ＴＦＴのＧａｔｅ　Ｏｖｅｒｌ
ａｐｅｄ　ＬＤＤ２００４となる。
【００９２】
つぎに、駆動回路用ＴＦＴ及び論理演算回路用ｐチャネル型ＴＦＴをレジストでマスクし
た後、ゲート電極７０７をマスクとして、論理演算回路用ｎチャネル型ＴＦＴおよび画素
ＴＦＴの半導体膜７０３に低濃度のｎ型不純物を添加して、低濃度ｎ型不純物領域７０８
を形成する。本実施例では、ｎ型不純物として燐を１×１０17ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の濃度
で添加した。
【００９３】
つぎに、駆動回路用ＴＦＴ、画素ＴＦＴ及び論理演算回路用ｎチャネル型ＴＦＴをレジス
トでマスクした後、ゲート電極７０７をマスクとして、論理演算回路用ｐチャネル型ＴＦ
Ｔの半導体膜７０３に低濃度のｐ型不純物を添加して、低濃度ｐ型不純物領域７０９を形
成する。本実施例では、ｐ型不純物としてボロンを１×１０17ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の濃度
で添加した。
【００９４】
つぎに、ゲート電極７０７の上に、基板全面を覆うように酸化珪素膜を膜厚４０ｎｍで成
膜し、絶縁性保護膜７１０を形成する。さらに絶縁性保護膜７１０の上にｎ＋ｐｏｌｙ－
Ｓｉ膜を膜厚５０ｎｍで成膜し、導電性保護膜７１１を形成する。
【００９５】
つぎに、導電性保護膜７１１の上に段差被覆性のよい酸化珪素膜を膜厚４００ｎｍで成膜
し、サイドウォール膜７１２を形成する。さらに、垂直方向を主体とした異方性エッチン
グによって、サイドウォール膜７１２を選択的にエッチングして加工し、サイドウォール
７１３を形成する。
【００９６】
つぎに、駆動回路用ｐチャネル型ＴＦＴおよび論理演算回路用ｐチャネル型ＴＦＴおよび
画素ＴＦＴのソース（或いはドレイン）となる領域以外の領域をレジストでマスクした後
、ゲート電極７０７、サイドウォール７１３絶縁性保護膜７１０，および導電性保護膜７
１１をマスクとして、高濃度のｎ型不純物を論理演算回路用ｎチャネル型ＴＦＴ、画素Ｔ
ＦＴ、および駆動回路用ｎチャネル型ＴＦＴの半導体膜７０３に添加し、ｎ型のソース（
或いはドレイン）７１４を形成する。本実施例では、１×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の燐
を添加した。また、この時、ＬＤＤ２００１、２００５およびも同時に形成される。また
、画素ＴＦＴは２．０μｍのＬＤＤが形成されるように、ゲート電極７０７の側壁から２
．０μｍがマスクされている。
【００９７】
つぎに、駆動回路用ｎチャネル型ＴＦＴおよび論理演算回路用ｎチャネル型ＴＦＴおよび
画素ＴＦＴとなる領域以外の領域をレジストでマスクした後、ゲート電極７０７、サイド
ウォール７１３絶縁性保護膜７１０，および導電性保護膜７１１をマスクとして、高濃度
のｐ型不純物を論理演算回路用ｐチャネル型ＴＦＴ、および駆動回路用ｐチャネル型ＴＦ
Ｔの半導体膜７０３に添加し、ｐ型のソース（或いはドレイン）７１５を形成する。本実
施例では、１×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｍ3のボロンを添加した。また、この時、ＬＤＤ２
００３、２００６も同時に形成される。
【００９８】
このように、本実施例に於いては、駆動回路用ＴＦＴのＧａｔｅ　Ｏｖｅｒｌａｐｅｄ　
ＬＤＤ、および画素ＴＦＴのＬＤＤは自己整合的ではなく、パターニングによって形成さ
れているが、いずれもパターニングのアライメント精度（±０．２μｍ程度）よりも、非
常に大きい２．０μｍのサイズのものであるため問題なく、また約２．０μｍの酸化珪素
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膜を成膜、エッチングしてサイドウォールを形成するよりも簡便におこなえる。このよう
に、求められるサイズ毎に、自己整合的な形成方法とパターニングによる形成方法を適宜
使い分ければよい。さらに、本実施例では、駆動回路用ＴＦＴのＧａｔｅ　Ｏｖｅｒｌａ
ｐｅｄ　ＬＤＤのサイズと、画素ＴＦＴのＬＤＤのサイズをいずれも２．０μｍとしてい
るが、必ずしもこのサイズに限定する必要はなく、実施者が必要とするＴＦＴ特性、ある
いはＴＦＴの信頼性が得られるように調整すればよい。また、本実施例では、駆動回路用
ＴＦＴはＧａｔｅ　ｏｖｅｒｌａｐｅｄ　ＬＤＤとＬＤＤの両方がついた構造となってい
るが、これは、駆動回路用ＴＦＴのように素子サイズの大きい、また駆動電圧が大きいＴ
ＦＴにおいては、ＬＤＤだけではなく、Ｇａｔｅｏｖｅｒｌａｐｅｄ　ＬＤＤも形成した
場合の方が、ホットキャリア劣化に対して良好な信頼性を得られるとの理由から選択した
形状であり、必ずしもこれに限定する必要はない。
【００９９】
また、絶縁性保護膜７１０、導電性保護膜７１１およびサイドウォール膜７１２の膜厚の
和が、ＬＤＤ長となる。本実施例では、絶縁性保護膜７１０、導電性保護膜７１１および
サイドウォール膜７１２を、それぞれ４０ｎｍ、５０ｎｍ、４００ｎｍで積層しているた
めＬＤＤ長が約０．５μｍで自己整合的に形成される。但し、ＬＤＤ長についても、必ず
しも０．５μｍにする必要はなく、実施者が所望のＴＦＴ特性（或いは信頼性）を得られ
るよう、適宜決めればよい。また絶縁性保護膜７１０、導電性保護膜７１１およびサイド
ウォール膜７１２の膜厚についても、上記の膜厚に限定する必要は無く、実施者が適宜調
整すればよい。
【０１００】
つぎに、サイドウォール７１３をフッ酸含有溶液を用いて常温で除去する。さらに、導電
性保護膜７１１を液温約４５℃のＴＭＡＨ溶液を用いて除去する。また絶縁性保護膜７１
０は除去せず、そのまま層間絶縁膜の一部として用いる。
【０１０１】
つぎに、絶縁性保護膜７１０の上に酸化珪素膜を膜厚４０ｎｍで成膜し、層間絶縁膜７１
６を形成した後、９５０℃、３０ｍｉｎの熱処理による活性化を行う。
【０１０２】
つぎに、層間絶縁膜７１６の上に窒化酸化珪素膜を９００ｎｍ成膜し、層間絶縁膜７１７
を形成する。
【０１０３】
つぎに、パターニングおよびエッチングによりコンタクトホールを形成し、さらにチタン
（Ｔｉ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）を順に積層し
たのち、パターニングおよびエッチングにより配線７１８を形成する。さらにＩＴＯ（Ｉ
ｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）を成膜した後、パターニングおよびエッチングにより
加工し、画素電極７１９を形成する。本実施例では、配線７１８と画素電極７１９とが積
層した領域を設け、コンタクトホールを介するのではなく直接電気的な接続している。
【０１０４】
以上のような工程を経て、論理演算回路用ＴＦＴ、画素ＴＦＴ、および駆動回路用ＴＦＴ
を同一基板上に形成する。本実施例に於いては、論理演算回路用ｐチャネル型ＴＦＴをＬ
ＤＤ構造として形成しているが、必ずしもこれに限定する必要はない。ｎチャネル型ＴＦ
Ｔと比較して、電子移動度の低いｐチャネル型ＴＦＴでは、シングルドレイン構造でもチ
ャネル長を大きくすることでホットキャリア起因の劣化を抑制できる場合もあるからであ
る。
【０１０５】
また本実施例では述べてはいないが、必要に応じて洗浄および熱処理などの工程を加える
。また、層間絶縁膜の形成、配線の形成を、さらに繰り返し行い、多層配線構造としても
よい。また、層間絶縁膜として、表面の凹凸を平坦化できるような、塗布による酸化珪素
膜の形成を行ってもよい。
【０１０６】
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本実施例では、ＴＦＴを形成するための基板として石英を用いているが、ガラスやプラス
チックを材料としたものを用いることも可能である。その際は、使用する基板材料が耐え
うる温度条件下で全ての工程を行えるよう、熱処理条件或いは成膜条件を適宜変更する必
要がある。
【０１０７】
[実施例２]
実施例１で作製したＴＦＴアレイ基板を用いることにより、同一基板上にＣＰＵ（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）が組み込まれた周辺回路と、ディスプレイ
とが一体化した液晶表示装置が作製できる。これにより、液晶表示装置の多機能化、コン
パクト化ができる。以下、図１１、１２を用いて説明する。
【０１０８】
実施例１に従い作製したＴＦＴアレイ基板８０１のＴＦＴを形成した側に配向膜８０２ａ
を形成する。配向膜８０２ａの形成はオフセット印刷法を用いる。配向膜８０２ａの材料
にはポリイミド樹脂用いるが、この他、ポリアミック系樹脂などを用いてもよい。次に配
向膜８０２ａにラビング処理を施し、液晶分子がある一定のプレチルト角をもって配向す
るようにする。
【０１０９】
次に対向基板８１０を作製する。基板８１１上に遮光膜８１２を形成する。遮光膜８１２
は、金属クロムを成膜し、フォトリソおよびエッチングにより形成する。遮光膜８１２の
上に画素電極８１３を形成する。画素電極８１３は透明導電膜であるＩＴＯを成膜し、フ
ォトリソおよびエッチングにより形成する。遮光膜８１２と画素電極８１３の間にカラー
フィルター８１４を設ける場合は、遮光膜８１２の上に目的の色の着色樹脂をスピンコー
ト法により塗布し、露光および現像して形成する。赤、青、緑の三色のカラーフィルター
８１４ａ～８１４ｃ（ここでは図示しない）、各々に対して前記カラーフィルター形成工
程を繰り返す。カラーフィルター８１４と遮光膜８１２の段差を埋めて平坦化する目的の
保護膜８１５を形成する。保護膜８１５はカラーフィルターの上からアクリルを塗布して
形成する。アクリルの他に平坦化可能な材料を用いてもよい。カラーフィルターを設けな
い場合は保護膜８１５は無くてもよい。
【０１１０】
このようにして作製した対向基板に配向膜８０２ｂを形成する。ＴＦＴアレイ基板上に形
成したときと同様に、配向膜８０２ｂの形成はオフセット印刷法を用いる。配向膜８０２
ｂの材料にはポリイミド樹脂用いるが、この他、ポリアミック系樹脂などを用いてもよい
。次に配向膜８０２ｂにラビング処理を施し、液晶分子がある一定のプレチルト角をもっ
て配向するようにする。さらに対向基板とＴＦＴアレイと接着するために、対向基板側に
シール剤（図示しない）を塗布した後、対向基板８１０をオーブンで加熱し前記シール剤
を仮硬化させる。仮硬化後、対向基板の画素電極を形成した側にプラスチック球のスペー
サー８１６を散布する。
【０１１１】
ＴＦＴアレイ基板８０１のＴＦＴを形成している側と対向基板８１０の画素電極を形成し
ている側とが向き合うようにして、両基板を精度よく張り合わせ液晶パネル８１７を作製
する。シール剤中にはフィラー（図示しない）が混入されており、フィラーとスペーサー
により両基板を均一な間隔をもって張り合わすことができる。
【０１１２】
張り合わせた基板のうち不要な部分をせん断して、所望のサイズの液晶パネル８１７基板
にする。液晶パネル８１７の内部に液晶材料８１８を注入する。パネル内部全体に液晶材
料８１８を満たした後、封止剤（図示しない）によって完全に封止する。
【０１１３】
図１２は液晶パネル８１７の上面図である。画素部９０１の周辺に走査信号駆動回路９０
２ａと画像信号駆動回路９０２ｂが設けられている。さらに、ＣＰＵやメモリなどの論理
演算回路９０２ｃが設けられている。駆動回路は接続配線群９０３によって外部入出力端
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子群９０４と接続されている。画素部９０１では走査信号駆動回路８０２ａから延在する
ゲート配線群と画像信号駆動回路９０２ｂから延在するデータ配線群がマトリクス状に交
差して画素を形成し、各画素にはそれぞれ画素ＴＦＴと保持容量、画素電極が設けられて
いる。シール剤９０５は、ＴＦＴアレイ基板９０８上の画素部９０１および走査信号駆動
回路９０２ａ、画像信号駆動回路９０２ｂ、論理演算回路９０２ｃの外側であり、且つ外
部入力端子９０４よりも内側の部分に形成する。液晶パネル８１７の外側では、フレキシ
ブルプリント配線板（FPC: Flexible　Printed　Circuit）９０９が外部入出力端子９０
４に接続しており、接続配線群９０３によりそれぞれの駆動回路に接続している。外部入
出力端子９０４はデータ配線群と同じ導電性膜から形成される。フレキシブルプリント配
線板９０６はポリイミドなどの有機樹脂フィルムに銅配線が形成されており、異方性導電
性接着剤で外部入出力端子９０４と接続する。
【０１１４】
液晶パネル８１７の対向基板側に、対向基板に最も近い液晶層の液晶分子のディレクタ方
向と同じ方向の直線偏光が入射するように偏光板と位相差板を取り付ける。またパネルの
ＴＦＴ基板側に、ＴＦＴ基板に最も近い液晶層の液晶分子のディレクタ方向と同じ方向の
光が出射するように偏光板と位相差板を取り付ける。
【０１１５】
以上のような方法で、同一基板上にＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）が組み込まれた周辺回路と、ディスプレイとが一体化した液晶表示装置を作成す
る。本実施例では述べていないが必要に応じて洗浄及び熱処理の工程を加える。
【０１１６】
［実施例３］
本発明の半導体装置の作製方法を用いることにより、表示画面（ディスプレイ）とＣＰＵ
が組み込まれた周辺回路とが一体化したシステムオンパネルが作製できる。これにより、
ディスプレイの生産や検査工程が短縮され低コスト化が図れる。また、ディスプレイの多
機能化、コンパクト化を実現できる。
【０１１７】
図１３に、本発明の半導体装置の作製方法を用いて作製したシステムオンパネルを搭載し
た電子機器の例を示す。
【０１１８】
図１３は、携帯情報端末の図であり、本体１４３１にはシステムオンパネル（表示部）１
４３３と、外部インターフェイス１４３５と、操作ボタン１４３４等が設けられている。
また操作用の付属品としてスタイラス１４３２がある。このように携帯情報端末にシステ
ムオンパネル１４３３を搭載することにより、コンパクト機能性を維持したまま、さらに
情報処理機能を多機能化することができる。
【０１１９】
［実施例４］
本発明の半導体装置の作製方法は、ＴＦＴの作製工程だけでなくバルクのシリコンウエハ
やＳＯＩウエハを用いて作製するＭＯＳトランジスタの作製工程にも適用可能である。こ
の場合について以下に説明する。
【０１２０】
ＬＯＣＯＳ（Local　Oxidation　of　Silicon）やＳＴＩ（Shallow　Trench　Isolation
）等により素子分離したバルクのシリコンウエハ（或いは、ＳＯＩウエハ）上にゲート酸
化膜を形成する。
【０１２１】
ゲート絶縁膜形成後は、実施の形態１または実施の形態２に於けるゲート絶縁膜４０３ま
たはゲート絶縁膜２２１６の形成以降の工程に従ってゲート電極、ＬＤＤ、ソース（或い
はドレイン）、層間絶縁膜、配線などを形成し、ＭＯＳトランジスタを作製する。
【０１２２】
但し、熱処理条件などは実施の形態１または実施の形態２に記載した条件に限らず適宜変
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【０１２３】
【発明の効果】
本発明の半導体装置の作製方法を用いることにより、自己整合的であり、且つプラズマに
よる損傷を抑制した方法でＬＤＤ構造の素子を作製できる。このような作製方法は、特に
自己整合的な方法によるＬＤＤの形成が必要で、またゲート電極の表面積が小さくなるこ
とによってプラズマあるいはドーピングからの損傷がより大きくなるような微細化ＴＦＴ
の作製に有効である。また、本発明の半導体装置の作製方法は、ＴＦＴのみならずＭＯＳ
トランジスタや、ＭＯＳトランジスタによって形成されるＬＳＩの作製にも適用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術におけるＬＤＤ形成工程の断面図。
【図２】ＴＦＴのチャネル長と閾値電圧の関係図。
【図３】本発明におけるＬＤＤ形成工程の断面図。
【図４】ＬＤＤ構造ＴＦＴ作製工程の断面図。
【図５】ＬＤＤ構造ＴＦＴ作製工程の断面図。
【図６】論理演算回路用ＴＦＴ、液晶表示装置の駆動回路用ＴＦＴ及び画素ＴＦＴを同一
基板上に作製するＴＦＴアレイ基板作製工程断面図。
【図７】論理演算回路用ＴＦＴ、液晶表示装置の駆動回路用ＴＦＴ及び画素ＴＦＴを同一
基板上に作製するＴＦＴアレイ基板作製工程断面図。
【図８】論理演算回路用ＴＦＴ、液晶表示装置の駆動回路用ＴＦＴ及び画素ＴＦＴを同一
基板上に作製するＴＦＴアレイ基板作製工程断面図。
【図９】論理演算回路用ＴＦＴ、液晶表示装置の駆動回路用ＴＦＴ及び画素ＴＦＴを同一
基板上に作製するＴＦＴアレイ基板作製工程断面図。
【図１０】論理演算回路用ＴＦＴ、液晶表示装置の駆動回路用ＴＦＴ及び画素ＴＦＴを同
一基板上に作製するＴＦＴアレイ基板作製工程断面図。
【図１１】液晶表示装置の一部の断面図。
【図１２】液晶表示装置全体の上面図。
【図１３】本発明の半導体装置の作製方法を用いた液晶表示装置を搭載した電子機器。
【図１４】本発明におけるＬＤＤ形成工程の断面図。
【図１５】ＬＤＤ構造ＴＦＴ作製工程の断面図。
【図１６】ＬＤＤ構造ＴＦＴ作製工程の断面図。
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