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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャンバー内においてＢＣｌ３を含むガスをエッチングガスとして用い、ステージ上の
第１の基板上に形成された導電膜に対してプラズマエッチングを行なった後、
　前記第１の基板の代わりにダミー基板を前記ステージ上に設置し、
　ＢＯｘが残留物として付着している前記チャンバー内に含まれるガスをＣｌ２とフッ素
系ガスを混合したガスまたはＣｌ２で置換し、前記Ｃｌ２とフッ素系ガスを混合したガス
またはＣｌ２をプラズマ化して前記ＢＯｘを除去し、
　前記ダミー基板の代わりに前記第１の基板を前記ステージ上に設置し、
　ＢＯｘにプラズマ化が抑えられるガスをエッチングガスとして用い、前記第１の基板上
の導電膜に対してプラズマエッチングを行なうことを特徴とするプラズマエッチング方法
。
【請求項２】
　チャンバー内においてＢＣｌ３を含むガスをエッチングガスとして用い、ステージ上の
第１の基板上に形成された導電膜に対してプラズマエッチングを行なった後、
　前記第１の基板の代わりにダミー基板を前記ステージ上に設置し、
　ＢＯｘが残留物として付着している前記チャンバー内に含まれるガスをＣｌ２とフッ素
系ガスを混合したガスまたはＣｌ２で置換し、前記Ｃｌ２とフッ素系ガスを混合したガス
またはＣｌ２をプラズマ化して前記ＢＯｘを除去し、
　前記ダミー基板の代わりに前記第１の基板を前記ステージ上に設置し、



(2) JP 4131813 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

　ＳＦ６を含むガスをエッチングガスとして用い、前記第１の基板上の導電膜に対してプ
ラズマエッチングを行なうことを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項３】
　チャンバーの一部に石英が用いられており、なおかつ前記石英が前記チャンバー内に露
出しているプラズマエッチング方法であって、
　前記チャンバー内においてＢＣｌ３を含むガスをエッチングガスとして用い、ステージ
上の第１の基板上に形成された導電膜に対してプラズマエッチングを行なった後、
　前記第１の基板の代わりにダミー基板を前記ステージ上に設置し、
　ＢＯｘが残留物として付着している前記チャンバー内に含まれるガスをＣｌ２とフッ素
系ガスを混合したガスまたはＣｌ２で置換し、前記Ｃｌ２とフッ素系ガスを混合したガス
またはＣｌ２をプラズマ化して前記ＢＯｘを除去し、
　前記ダミー基板の代わりに前記第１の基板を前記ステージ上に設置し、
　ＢＯｘにプラズマ化が抑えられるガスをエッチングガスとして用い、前記第１の基板上
の導電膜に対してプラズマエッチングを行なうことを特徴とするプラズマエッチング方法
。
【請求項４】
　チャンバーの一部に石英が用いられており、なおかつ前記石英が前記チャンバー内に露
出しているプラズマエッチング方法であって、
　前記チャンバー内においてＢＣｌ３を含むガスをエッチングガスとして用い、ステージ
上の第１の基板上に形成された導電膜に対してプラズマエッチングを行なった後、
　前記第１の基板の代わりにダミー基板を前記ステージ上に設置し、
　ＢＯｘが残留物として付着している前記チャンバー内に含まれるガスをＣｌ２とフッ素
系ガスを混合したガスまたはＣｌ２で置換し、前記Ｃｌ２とフッ素系ガスを混合したガス
またはＣｌ２をプラズマ化して前記ＢＯｘを除去し、
　前記ダミー基板の代わりに前記第１の基板を前記ステージ上に設置し、
　ＳＦ６を含むガスをエッチングガスとして用い、前記第１の基板上の導電膜に対してプ
ラズマエッチングを行なうことを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項において、前記プラズマエッチングは、ＲＩＥエ
ッチング法、ＩＣＰエッチング法、ＥＣＲエッチング法、ヘリコン波エッチング法、ヘリ
カル共鳴エッチング法またはパルス変調エッチング法を用いることを特徴とするプラズマ
エッチング方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項において、前記フッ素系ガスはＣＦ４、ＳＦ６ま
たはＮＦ３であることを特徴とするプラズマエッチング方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項において、
　前記チャンバー内に含まれるガスの置換は、前記Ｃｌ２とフッ素系ガスを混合したガス
またはＣｌ２に更にＯ２を加えたガスで行ない、前記Ｃｌ２とフッ素系ガスを混合したガ
スまたはＣｌ２に更にＯ２を加えたガスをプラズマ化することを特徴とするプラズマエッ
チング方法。
【請求項８】
　島状の半導体膜上に形成されたゲート絶縁膜上に第１の導電膜及び第２の導電膜を順に
積層し、
　前記第１及び第２の導電膜をエッチングして、積層された第１の形状の第１の導電膜及
び第１の形状の第２の導電膜を形成し、
　ＢＯｘが残留物として付着しているプラズマエッチング装置のチャンバー内に含まれる
ガスをＣｌ２とフッ素系ガスを混合したガスまたはＣｌ２で置換し、
　前記Ｃｌ２とフッ素系ガスを混合したガスまたはＣｌ２をプラズマ化して前記ＢＯｘを
除去し、
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　前記プラズマエッチング装置において前記第１の形状の第１の導電膜及び前記第１の形
状の第２の導電膜を異方性エッチングすることで、積層された第２の形状の第１の導電膜
及び第２の形状の第２の導電膜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９】
　第１の基板上に島状の半導体膜を形成し、
　前記島状の半導体膜上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の導電膜及び第２の導電膜を順に積層し、
　プラズマエッチング装置のチャンバー内のステージ上に前記第１の基板を設置し、
　前記第１及び第２の導電膜をエッチングして、積層された第１の形状の第１の導電膜及
び第１の形状の第２の導電膜を形成し、
　前記第１の基板の代わりにダミー基板を前記ステージ上に設置し、
　ＢＯｘが残留物として付着しているプラズマエッチング装置のチャンバー内に含まれる
ガスをＣｌ２とフッ素系ガスを混合したガスまたはＣｌ２で置換し、
　前記Ｃｌ２とフッ素系ガスを混合したガスまたはＣｌ２をプラズマ化して前記ＢＯｘを
除去し、
　前記ダミー基板の代わりに前記第１の基板を設置し、
　前記第１の形状の第１の導電膜及び前記第１の形状の第２の導電膜を異方性エッチング
することで、積層された第２の形状の第１の導電膜及び第２の形状の第２の導電膜を形成
することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項８又は９において、前記第２の形状の第１の導電膜は、前記第２の形状の第２の
導電膜よりも、チャネル長方向における幅が長いことを特徴とする半導体装置の作製方法
。
【請求項１１】
　請求項８乃至請求項１０のいずれか１項において、前記プラズマエッチング装置は、Ｒ
ＩＥエッチング法、ＩＣＰエッチング法、ＥＣＲエッチング法、ヘリコン波エッチング法
、ヘリカル共鳴エッチング法またはパルス変調エッチング法を用いていることを特徴とす
る半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項８乃至請求項１１のいずれか１項において、前記フッ素系ガスはＣＦ４、ＳＦ６

またはＮＦ３であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項８乃至請求項１２のいずれか１項において、
　前記チャンバー内に含まれるガスの置換は、前記Ｃｌ２とフッ素系ガスを混合したガス
またはＣｌ２に更にＯ２を加えたガスで行ない、前記ＢＯｘの除去は、前記Ｃｌ２とフッ
素系ガスを混合したガスまたはＣｌ２に更にＯ２を加えたガスをプラズマ化して行なうこ
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、プラズマエッチング装置のクリーニング方法及びプラズマエッチング方法に関
し、さらには該プラズマエッチング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】
半導体素子の微細化によって、該半導体素子を用いた半導体装置の小型化、軽量化、さら
には低消費電力化、高速化を推し進めることができる。しかし、半導体素子の１つである
薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の微細化には、ホットキャリア効果による信頼性の低下とい
う問題が伴う。
【０００３】
そこで従来から、ホットキャリア効果を抑えるための手段として、ＬＤＤ（Lightly Dope
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d Drain）構造が採用されている。ＬＤＤ構造とは、ソース／ドレイン領域とチャネル形
成領域との間に、ソース／ドレイン領域よりも不純物濃度の低い領域（ＬＤＤ領域）を設
ける構造である。
【０００４】
特にＬＤＤ領域がゲート絶縁膜を介してゲート電極と重なる構造（ＧＯＬＤ構造：Gate-d
rain　Overlapped　LDD構造）を有している場合、ドレイン近傍の高電界を緩和してホッ
トキャリア効果を効果的に防ぎ、信頼性の向上が図れることが知られている。なお本明細
書において、ＬＤＤ領域がゲート絶縁膜を介してゲート電極と重なる領域をＬｏｖ領域と
呼び、重ならない領域をＬｏｆｆ領域と呼ぶ。
【０００５】
ＬＤＤ領域の作製方法は既に幾つか提案されているが、マスクの数を増やさない作製方法
の１つとして、互いに幅の異なる２層のゲート電極を用い、セルフアラインで形成する方
法がある。この場合２層のゲート電極は下層と上層でチャネル長方向における幅が異なっ
ており、該ゲート電極は、一般的に条件の異なる２回のエッチング処理によって形成され
る。
【０００６】
図７（Ａ）に、チャネル長方向において幅が異なる２層のゲート電極を備えた、ＴＦＴの
構成を一例として示す。６００１は島状にパターニングされた半導体膜、６００２はゲー
ト絶縁膜、６００３はゲート電極に相当する。島状の半導体膜６００１とゲート電極６０
０３はゲート絶縁膜６００２を間に挟んで重なっている。ゲート電極６００３は上層６０
０３ａと下層６００３ｂで形成されており、互いに異なる材料が用いられている。
【０００７】
半導体膜６００１は、チャネル形成領域６００４と、ＬＤＤ領域６００５と、ソース／ド
レイン領域６００６とを有しており、ＬＤＤ領域６００５はチャネル形成領域６００４と
ソース／ドレイン領域６００６の間に設けられている。
【０００８】
また下層のゲート電極６００３ｂのチャネル長方向における幅Ｗｂは、上層のゲート電極
６００３ａのチャネル長方向における幅Ｗａよりも長くなるように、異方性エッチングで
形成されている。そしてＬＤＤ領域６００５は、この上層と下層のゲート電極の幅の差を
利用することで形成することが可能である。具体的には、ゲート絶縁膜６００２及び下層
のゲート電極６００３ｂを通り抜けて不純物が半導体膜に添加されるように、ドーピング
の際の加速速度を制御する。上記構成によって、半導体膜６００１の、下層のゲート電極
６００３ｂと重なっている部分のうち、上層のゲート電極６００３ａと重なっていない部
分に、優先的に不純物を添加させ、ＬＤＤ領域を形成することができる。
【０００９】
一般的に導電膜の異方性エッチングを行なうには、プラズマエッチング法が用いられる。
エッチングガスは導電膜の材料によって、適宜最適なものを選択する必要がある。
【００１０】
なおエッチングガスにＢＣｌ3を用いることについては、下記非特許文献１に記載されて
いる。
【００１１】
【非特許文献１】
Hiroki Kawada, "An In Situ Analysis of Residue Deposited on an Etching Chamber's
 Surface　壁面堆積膜のin situ分析", Plasma Science Symposium 2001/The 18th Sympo
sium on Plasma processing, 社団法人　応用物理学会、社団法人　プラズマ・核融合学
会、日本学術振興会プラズマ材料科学第１５３委員会、平成１３年１月２４日～２６日、
SA2-2 第２４１－２４２頁
【００１２】
ちなみに上記非特許文献１には、プラズマエッチングにおいて、エッチングガスとしてＢ
Ｃｌ3を用いた場合、エッチング装置のチャンバー内に設けられた石英の表面にＢ2Ｏ3が
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付着することが記載されている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図７に示した工程に従ってＴＦＴを作製した場合、同じ条件でエッチングを行
なっても、複数あるロットのうち幾つかのロットにおいては、上層の導電膜の異方性エッ
チングが不充分となり、上層の導電膜の裾の部分が極端に長くなる「裾引き」と呼ばれる
現象が生じていた。
【００１４】
図８（Ａ）に、下層に裾引きが見られる２層の導電膜の、倍率２万の断面ＳＥＭ像を示す
。７２００はマスクとして用いたレジストであり、７２０１が上層、７２０２が下層の導
電膜に相当する。
【００１５】
なお図８（Ａ）に示した導電膜は、下層が３０ｎｍのＴａＮ、上層が３７０ｎｍのＷで形
成されている。そしてこれら２層の導電膜７２０１、７２０２は２回のエッチング処理が
施されている。エッチング処理は２回ともＩＣＰエッチング法を用いている。
【００１６】
１回目のエッチング処理は、Ｃｌ2とＣＦ4とＯ2を２５／２５／１０ｓｃｃｍの流量で供
給し、トータルの圧力を１．５Ｐａとした。またコイル型の電極に５００Ｗの高周波(１
３．５６ＭＨｚ)電力を投入し、基板側（試料ステージ）には１５０Ｗの高周波(１３．５
６ＭＨｚ)電力を投入した。その後、エッチングガスをＣｌ2とＣＦ4に変更し、流量をそ
れぞれ３０／３０ｓｃｃｍ、トータルの圧力を１．５Ｐａとした。またコイル型の電極に
５００Ｗの高周波(１３．５６ＭＨｚ)電力を投入し、基板側（試料ステージ）には１０Ｗ
の高周波(１３．５６ＭＨｚ)電力を投入した。
【００１７】
また２回目のエッチング処理は、Ｃｌ2とＳＦ6とＯ2を２５／２５／１０ｓｃｃｍの流量
で供給し、トータルの圧力を１．３Ｐａとした。またコイル型の電極に７００Ｗの高周波
(１３．５６ＭＨｚ)電力を投入し、基板側（試料ステージ）には１０Ｗの高周波(１３．
５６ＭＨｚ)電力を投入した。
【００１８】
図８（Ａ）に示したＳＥＭ像においてゲート電極の上層７２０１と下層７２０２の部分を
より詳しく観察するために、ゲート電極の端部における倍率４万の断面ＳＥＭ像を図８（
Ｂ）に示す。図８（Ｂ）において、ゲート電極の上層７２０１の一部７２０３がエッチン
グされずに残された状態にあり、ゲート電極の下層７２０２が裾引きとして残った部分７
２０３に覆われた状態であることがわかる。よって、ゲート電極の下層７２０２の下に形
成されるべきＬｏｖ領域において、不純物が十分に添加されずに、実際にＬｏｖ領域とし
て機能する領域のチャネル長方向における幅Ｗｏｖが短くなる。
【００１９】
図７（Ａ）に示したＴＦＴにおいて、裾引きが生じた場合の構成を、図７（Ｂ）に示す。
図７（Ｂ）において、上層のゲート電極６００３ａの裾の部分６００７が、エッチングさ
れきれずに残っている。そのため、上層のゲート電極６００３ａと下層のゲート電極６０
０３ｂの重なっている面積が増え、その分Ｌｏｖ領域の幅Ｗｏｖが短くなる。
【００２０】
そして、Ｌｏｖ領域の幅Ｗｏｖが短くなると、ドレイン電界の緩和が不充分になるためホ
ットキャリア効果が防げず、ＴＦＴの信頼性が確保されにくくなる。
【００２１】
本発明は上述した問題に鑑み、上述した裾引きと呼ばれる現象を防ぎ、なおかつロット間
におけるＴＦＴの信頼性のばらつきを抑えることができる、プラズマエッチング装置のク
リーニング方法、プラズマエッチング方法及び該プラズマエッチング方法を用いた半導体
装置の作製方法の提供を課題とする。
【００２２】
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【課題を解決するための手段】
本発明者は、裾引きが生じたロットと生じなかったロットとの間で作製条件の比較検討を
行なった結果、同一のエッチング装置において、エッチングガスにＢＣｌ3を用いてエッ
チング処理を行なった後に、ゲート電極の異方性エッチングを行うと、裾引きが発生する
ということを見出した。
【００２３】
表１に、前処理としてダミーの石英基板を各種エッチングガスを用いたプラズマに曝した
後、２層の導電膜を異方性エッチングした基板の、裾引きの有無を観察した結果を示す。
なお導電膜は下層にＴａＮ、上層にＷを用い、エッチングガスにはＳＦ6を用いた。そし
て誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）エッチング装置を用い、上層より遅い速度で下層が異方性
エッチングされる条件でエッチング処理を行なった。また裾引きの有無の判断はＳＥＭで
形状を観察するこにより行なった。
【００２４】
【表１】

【００２５】
また表１の処理を行なった基板のＳＥＭ像を図１に示す。図１において、破線は下層と上
層の導電膜の境目を示しており、レジストからの距離が長いほど、裾引きが著しく生じて
いることを意味する。なお図１（Ａ）は試料Ｎｏ．１に、図１（Ｂ）は試料Ｎｏ．２に、
図１（Ｃ）は試料Ｎｏ．３に、図１（Ｄ）は試料Ｎｏ．４に、図１（Ｅ）は試料Ｎｏ．５
に、図１（Ｆ）は試料Ｎｏ．６に、図１（Ｇ）は試料Ｎｏ．７に対応している。
【００２６】
表１と図１に示した結果から、ＢＣｌ3が裾引きの発生原因の１つであることがわかった
。
【００２７】
ＢＣｌ3はＡｌやＴｉのエッチングガスとして用いられており、ＴＦＴへの電気的な接続
を行なうＡｌの配線のエッチングに主に用いられている。本発明者は、該ＢＣｌ3をエッ
チングガスとして用いることでエッチング装置のチャンバー内に用いられている石英の表
面に付着したＢ2Ｏ3等のＢＯXが、次工程のエッチングガスの励起、解離などのプラズマ
への反応を妨げる一因になっていると推測される。
【００２８】
そこで本発明者は、ＢＣｌ3など石英表面にＢＯXが付着するエッチングガスを用いた後に
、石英をエッチングできるガス、例えばＣｌ2や、Ｃｌ2とＣＦ4などのフッ素系のガスの
混合ガスを用いてプラズマを励起し、チャンバー内の石英に付着しているＢＯXを除去（
クリーニング）することでプラズマ密度を常に一定に保つことができ、次のエッチング処
理における裾引きが抑えられるのではないかと考えた。
【００２９】
なお上述した本発明のクリーニング法は、プラズマを励起することで石英表面にＢＯXが
付着するエッチングガスを用いたあとに行えば良く、エッチングガスはＢＣｌ3に限定さ
れない。
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【００３０】
また、クリーニングに用いるガス（クリーニングガス）は、Ｃｌ2や、Ｃｌ2とＣＦ4の混
合ガスに限定されない。フッ素系のガスとして、ＣＦ4の他に例えばＳＦ6やＮＦ3等を用
いることができる。しかしＣＨＦ3などのように石英をエッチングすることはできるが、
石英の表面に新たにＣＦXなどの残留物を付着するようなクリーニングガスは好ましくな
い。また上述したクリーニングガスにＯ2を混ぜて使用しても良く、例えばＣｌ2とＳＦ6

とＯ2の混合ガスをクリーニングガスとして用いることも可能である。
【００３１】
また、導電膜のエッチングの際に、ゲート絶縁膜のプラズマに曝される部分が共にエッチ
ングされる傾向がある。このゲート絶縁膜の膜厚の減少量は、裾引きの発生と同様にロッ
トによって異なっていた。しかし、上述した方法を用いてＢＯXを除去することで、前処
理に用いたエッチングガスの種類に関わらず、エッチングの際のプラズマ密度を一定に保
つことができるので、ゲート絶縁膜の膜厚の減り方も一定に保つことができる。
【００３２】
図２に、エッチングよるゲート絶縁膜の膜厚の減少量を各ロットごとに示し、また併せて
ｘ－Ｒｓ管理図も示す。横軸はロットＮｏ.を示しており、グラフの横軸より上は膜厚の
減少量を、下はＲｓ（移動範囲）を示している。
【００３３】
測定は、５３ｎｍの非晶質珪素膜、１００ｎｍの窒化酸化珪素、第１の導電膜ＴａＮ、第
２の導電膜Ｗを順に積層し、第１の導電膜ＴａＮ及び第２の導電膜Ｗに等法性のエッチン
グ処理を施した試料と、該試料に等方性のエッチング処理を施した試料とを用いた。そし
て、エリプソメーターを用いて基板面内４９ポイントにおけるゲート絶縁膜の膜厚の平均
値を各試料ごとに求め、２つの試料における平均値の差分を、膜厚の減少量としてプロッ
トした。
【００３４】
異方性エッチングはＩＣＰエッチング法で行なった。具体的にはＣｌ2とＳＦ6とＯ2を１
２／２４／２４ｓｃｃｍの流量で混合したエッチングガスを１．３Ｐａの圧力とし、２５
ｓｅｃ行なった。またコイル型の電極に７００ＷのＲＦ(１３．５６ＭＨｚ)電力を投入し
、基板側（試料ステージ）には１０ＷのＲＦ(１３．５６ＭＨｚ)電力を投入した。
【００３５】
なお、ロット番号がＬｏｔ.２６より左のロットは全て本発明のクリーニング方法を用い
ておらず、Ｌｏｔ.２６を含めそれより右のロットは全て本発明のクリーニング方法を用
いている。なおクリーニングは、Ｌｏｔ.２６からＬｏｔ.３５まではＣｌ2を用い、処理
時間を約１０分とした。Ｌｏｔ.３６からＬｏｔ.４７までは、Ｃｌ2とＣＦ4を混合したガ
スを用いて約６分処理した後、クリーニングガスをＣｌ2に切り替えて約６分処理した。
【００３６】
またクリーニングを行なったロットについて、膜厚の減少量の３σ法で求めた上方管理限
界（ＵＣＬ）と下方管理限界（ＬＣＬ）と中心線（ＣＬ）を図２に示す。さらにクリーニ
ングを行なったロットについて、Ｒｓの３σ法で求めた上方管理限界（ＵＣＬ’）と中心
線（ＣＬ’）も併せてを図２に示す。
【００３７】
ＣＬは膜厚の減少量の平均値であり、ＵＣＬは、Ｒｓの平均値と係数２．６６を掛けた値
を、ＣＬの値に加えることで算出することができる。ＬＣＬは、Ｒｓの平均値と係数２．
６６を掛けた値を、ＣＬの値から差し引くことで得られる。またＣＬ’はＲｓの平均値で
あり、ＵＣＬ’はＣＬ’の値に係数３．２７を掛けることで得られる。
【００３８】
具体的に、クリーニングを行なったロットにおいて、膜厚の減少量のＵＣＬは１４．８０
５ｎｍ、ＬＣＬは７．８３５ｎｍであり、ＵＣＬ’は４．２８４ｎｍであった。
【００３９】
そして、クリーニングを行なったロットには裾引きが見られておらず、その膜厚の減少量
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は全て上記管理限界の範囲内に収まっている。
【００４０】
一方、クリーニングを行なっていないロットのうち、Ｌｏｔ.０１、Ｌｏｔ.０４、Ｌｏｔ
.１１、Ｌｏｔ.１４、Ｌｏｔ.１７、Ｌｏｔ.１９、Ｌｏｔ.２２、Ｌｏｔ.２３において裾
引きが見られており、これらのロットは全て上記管理限界の範囲から逸脱していることが
わかった。そして、クリーニングを行なっていないロットのうち、裾引きが見られていな
いロットは、Ｌｏｔ.０９を除いて全て上記管理限界内に収まっていることがわかった。
【００４１】
このことから、裾引きの発生とゲート絶縁膜の膜厚のばらつきの発生は別個に生じる現象
ではなく、共に同じ原因に由来する現象であることがわかる。
【００４２】
そして図２から、本発明のクリーニング方法を用いていないロットにおいては、ゲート絶
縁膜の膜厚の減少量がランダムであり、一方、本発明のクリーニング法を用いたロットに
おいては膜厚の減少量が比較的均一に保たれていることがわかる。これは、ロット間の膜
厚の減少量の変動を示すＲｓの平均値が、全ロットでは２．６５ｎｍ、クリーニングを行
なったロットのみでは１．３１ｎｍであることからもわかる。
【００４３】
そして、ゲート絶縁膜の膜厚の減少量は、全ロットでは平均１０．７４３ｎｍ、またクリ
ーニングを行なったロットのみでは平均１１．３２ｎｍであり、クリーニングを行なうこ
とでゲート絶縁膜がよりエッチングされやすくなっていることがわかる。
【００４４】
これは、クリーニングを行なうことでエッチングガスのプラズマへの反応を阻害する付着
物が、クリーニングによりチャンバー内の石英から除去されたため、プラズマ密度が比較
的一定に保たれていたためと考えられる。裏を返せば、クリーニングを行なわないと、各
ロットにおいて前処理で用いたエッチングガスの種類はまちまちであるため、異方性エッ
チングの際のプラズマ密度が一定に保たれにくく、ゲート絶縁膜の膜厚がランダムになる
と考えられる。
【００４５】
なお、Ｃｌ2のみを用いてクリーニングを行なったロットよりも、Ｃｌ2とＣＦ4を混合し
たガスを用いてクリーニングを行なったロットの方が、膜厚のばらつきが小さく、より効
果的に付着物が除去されたことがわかる。
【００４６】
したがって本発明のクリーニング法を用いることで、ゲート絶縁膜の膜厚のばらつきを抑
えることができる。そして、ゲート絶縁膜を介して半導体膜に不純物をドーピングし、ソ
ース／ドレイン領域を形成する場合、ソース／ドレイン領域の不純物の濃度はゲート絶縁
膜の膜厚に左右される。よって、ゲート絶縁膜の膜厚のばらつきを抑えることで、ロット
間におけるＴＦＴの特性、具体的にはソース／ドレイン領域の不純物濃度のばらつきを抑
えることができる。
【００４７】
また本発明のクリーニング法を用いることで、異方性エッチングにおける裾引きと呼ばれ
る現象を防ぐことができる。よって、Ｌｏｖ領域の幅が短くなってホットキャリア効果が
起こるのを防ぐことができ、ＴＦＴの信頼性をより高め、なおかつロット間における信頼
性のばらつきを抑えることができる。
【００４８】
【発明の実施の形態】
次に、本発明のクリーニング法を用いた半導体装置の作製方法について説明する。
【００４９】
まず図３（Ａ）に示すように、基板７００１上に下地膜７００２を成膜する。基板７００
１には、例えばバリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基
板、石英基板、ＳＵＳ基板等を用いることができる。また、プラスチック等の可撓性を有
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する合成樹脂からなる基板は、一般的に上記基板と比較して耐熱温度が低い傾向にあるが
、作製工程における処理温度に耐え得るのであれば用いることが可能である。
【００５０】
下地膜７００２は基板７００１中に含まれるＮａなどのアルカリ金属やアルカリ土類金属
が、半導体膜中に拡散し、半導体素子の特性に悪影響を及ぼすのを防ぐために設ける。よ
ってアルカリ金属やアルカリ土類金属の半導体膜への拡散を抑えることができる酸化珪素
や、窒化珪素、窒化酸化珪素などの絶縁膜を用いて形成する。本実施の形態では、プラズ
マＣＶＤ法を用いて窒化酸化珪素膜を１０～４００ｎｍ（好ましくは５０～３００ｎｍ）
の膜厚になるように成膜した。
【００５１】
なお下地膜７００２は単層であっても複数の絶縁膜を積層したものであっても良い。また
ガラス基板、ＳＵＳ基板またはプラスチック基板のように、アルカリ金属やアルカリ土類
金属が多少なりとも含まれている基板を用いる場合、不純物の拡散を防ぐという観点から
下地膜を設けることは有効であるが、石英基板など不純物の拡散がさして問題とならない
場合は、必ずしも設ける必要はない。
【００５２】
次に下地膜上に島状の半導体膜７００３を形成する。島状の半導体膜７００３の膜厚は２
５～１００ｎｍ（好ましくは３０～６０ｎｍ）とする。なお島状の半導体膜７００３は、
非晶質半導体であっても良いし、多結晶半導体であっても良い。また半導体は珪素だけで
はなくシリコンゲルマニウムも用いることができる。シリコンゲルマニウムを用いる場合
、ゲルマニウムの濃度は０．０１～４．５atomic％程度であることが好ましい。
【００５３】
多結晶半導体を用いる場合、まず非晶質半導体を成膜し、該非晶質半導体を公知の結晶化
方法を用いて結晶化すれば良い。公知の結晶化方法としては、加熱器による加熱で結晶化
を行なう方法、レーザー光の照射で結晶化を行なう方法、触媒金属を用いて結晶化を行な
う方法、赤外光を用いて結晶化を行なう方法等が挙げられる。
【００５４】
例えばレーザ光を用いて結晶化する場合、パルス発振型または連続発振型のエキシマレー
ザー、ＹＡＧレーザー、ＹＶＯ4レーザー等を用いる。例えばＹＡＧレーザーを用いる場
合、半導体膜に吸収されやすい第２高調波の波長を用いる。そして発振周波数３０～３０
０ｋＨｚ、エネルギー密度を３００～６００ｍＪ／ｃｍ2(代表的には３５０～５００ｍＪ
／ｃｍ2)とし、任意のポイントに数ショットずつ照射できるように走査速度を設定すると
良い。
【００５５】
次に、島状の半導体膜７００３を覆うようにゲート絶縁膜７００４を成膜する。ゲート絶
縁膜は、後のゲート電極を形成するために行なうドライエッチングにおいて、その膜厚が
１０～２０ｎｍ程度減少するので、その減少分を考慮に入れて膜厚を設定するのが望まし
い。具体的には４０～１５０ｎｍ（より好ましくは６０～１２０ｎｍ）程度の厚さにゲー
ト絶縁膜を成膜する。
【００５６】
ゲート絶縁膜には、例えば酸化珪素、窒化珪素または窒化酸化珪素等を用いることができ
る。また成膜方法は、プラズマＣＶＤ法、スパッタ法などを用いることができる。例えば
、プラズマＣＶＤ法で酸化珪素でゲート絶縁膜を成膜する場合、ＴＥＯＳ（Tetraethyl O
rthosilicate）とＯ2を混合したガスを用い、反応圧力４０Pa、基板温度３００～４００
℃、高周波（１３．５６MHz）電力密度０．５～０．８W/cm2とし、成膜する。
【００５７】
また窒化アルミニウムをゲート絶縁膜として用いることができる。窒化アルミニウムは熱
伝導率が比較的高く、ＴＦＴで発生した熱を効率的に発散させることができる。またアル
ミニウムの含まれない酸化珪素や酸化窒化珪素等を形成した後、窒化アルミニウムを積層
したものをゲート絶縁膜として用いても良い。
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【００５８】
次に、ゲート絶縁膜７００４上に導電膜を成膜する。本実施の形態ではＴａＮからなる第
１の導電膜７００５を２０～１００ｎｍの厚さで、Ｗからなる第２の導電膜７００６を１
００～４００ｎｍの厚さで成膜する。
【００５９】
具体的に、第１の導電膜７００５に用いるＴａＮは、ターゲットに純度９９．９９％のＴ
ａを用い、チャンバー内の温度を室温、Ａｒの流量を５０ｍｌ／ｍｉｎ、Ｎ2の流量を１
０ｍｌ／ｍｉｎ、チャンバー内の圧力０．６Ｐａ、成膜電力１ｋＷとし、成膜速度約４０
ｎｍ／ｍｉｎで成膜した。また第２の導電膜７００６に用いるＷは、ターゲットに純度９
９．９９％のＷを用い、チャンバー内の温度を２３０℃、Ａｒの流量を１００ｍｌ／ｍｉ
ｎ、チャンバー内の圧力１．５Ｐａ、成膜電力６ｋＷとし、成膜速度約３９０ｎｍ／ｍｉ
ｎで成膜した。
【００６０】
次にマスク７００７を形成し、図３（Ｂ）に示すように第１の導電膜７００５及び第２の
導電膜７００６をエッチングする（第１のエッチング処理）。本実施の形態ではＩＣＰ（
Inductively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用いて行なった。エ
ッチングガスとしてＣｌ2とＣＦ4とＯ2をを混合したガスを用い、チャンバー内のエッチ
ングガスの圧力を１．０Ｐａとする。そして、コイル型の電極に５００Ｗ、１３．５６Ｍ
Ｈｚの高周波（ＲＦ）電力を投入し、プラズマを生成する。また基板が載置されたステー
ジ（下部電極）に１５０Ｗ、１３．５６ＭＨｚの高周波（ＲＦ）電力を投入し、これによ
り基板に自己バイアス電圧が印加される。その後、エッチングガスをＣｌ2とＣＦ4に変更
し、トータルの圧力を１．０Ｐａとした。またコイル型の電極に５００Ｗの高周波(１３
．５６ＭＨｚ)電力を投入し、基板側（試料ステージ）には２０Ｗの高周波(１３．５６Ｍ
Ｈｚ)電力を投入した。
【００６１】
ＣＦ4とＣｌ2をエッチングガスとして用いると、第１の導電膜７００５であるＴａＮと、
第２の導電膜７００６であるＷのエッチングレートがほぼ等しくなり、共に同じ程度エッ
チングされる。
【００６２】
この第１のエッチング処理により、下層７００８ａと上層７００８ｂとで構成された、第
１の形状の導電膜７００８が形成される。なおこの第１のエッチング処理において、下層
７００８ａと上層７００８ｂの側面がややテーパー状になる。また導電膜の残渣を残さな
いようにエッチングすると、ゲート絶縁膜７００４の第１の形状の導電膜７００８で覆わ
れていない表面が５～１０ｎｍ程度エッチングされることがある。
【００６３】
次に、図３（Ｃ）に示すように、ＩＣＰエッチング装置において第２のエッチング処理を
行ない、第１の形状の導電膜７００８をエッチングするが、その前に本発明ではＩＣＰエ
ッチング装置のチャンバー内のクリーニングを行なう。
【００６４】
本実施の形態では、例えば石英基板などのダミーの基板を、ステージに載置しチャンバー
内のクリーニングを行なう。そして、クリーニング用のクリーニングガスとして、Ｃｌ2

またはＣｌ2とＣＦ4を混合したガスを用いる。例えばＣｌ2を用いる場合、流量を８０ｓ
ｃｃｍとし、Ｃｌ2とＣＦ4を用いる場合は流量をそれぞれ４０ｓｃｃｍとする。
【００６５】
そしてチャンバー内のクリーニングガスの圧力を０．５～３Ｐａ（好ましくは１．０～２
Ｐａ）とし、コイル型の電極に高周波電力を投入してプラズマを発生させ、１２０ｓｅｃ
程度クリーニングを行なう。本実施の形態では、コイル型の電極に４５０W、１３．５６
ＭＨｚの高周波電力を投入し、プラズマを生成する。また基板が載置されたステージ（下
部電極）に１００W、１３．５６ＭＨｚの高周波電力を投入し、ダミーの基板に自己バイ
アス電圧を印加する。
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【００６６】
クリーニングを行なう時間、各電極に投入する高周波電力のパワーは、チャンバー内の石
英に付着したＢＯXの量に依存するので、実施者が適宜適した値に設定するのが望ましい
。
【００６７】
次に図３（Ｃ）に示すように、第１のエッチング処理で表面がエッチングされて幅が小さ
くなったマスク７００７を用い、第１の形状の導電膜７００８をエッチング（第２のエッ
チング処理）する。第２のエッチング処理でも第１のエッチング処理と同じくＩＣＰエッ
チング法を用いる。エッチングガスはＳＦ6、Ｃｌ2、Ｏ2を混合したガスを用い、チャン
バー内のエッチングガスの圧力を１．３Ｐａとする。そして、コイル型の電極に７００Ｗ
、１３．５６ＭＨｚの高周波電力を投入し、プラズマを生成する。また基板が載置された
ステージ（下部電極）に１０Ｗ、１３．５６ＭＨｚの高周波電力を投入し、これにより基
板に自己バイアス電圧が印加される。
【００６８】
ＳＦ6とＣｌ2を混合したガスにＯ2を加えることで、Ｗのエッチングレートが増加し、ま
た第１の形状の導電膜７００８の下層７００８ｂを形成しているＴａＮのエッチングレー
トが極端に低下するため、選択比をとることができる。
【００６９】
第２のエッチング処理によって、第２の形状の導電膜７０１０（下層を７０１０ａ、上層
を７０１０ｂとする）が形成される。ゲート電極７０１０の上層７０１０ｂのチャネル長
方向における幅は、下層７００８ｂの幅よりも短くなっている。２の形状の導電膜７０１
０はゲート電極として機能する。また、第２のエッチング処理によって、ゲート絶縁膜７
００４のゲート電極７０１０で覆われていない表面が５～１０ｎｍ程度エッチングされる
。
【００７０】
本発明のクリーニング法は、全てのロットにおいて実施する必要はなく、ＢＣｌ3などの
チャンバー内の石英にＢＯXが付着するようなエッチングガスを用いた後の工程にのみ、
行なうようにすれば良い。しかし図２からもわかるように、エッチング処理の前に必ず実
施するようにすることで、よりＲｓの値を小さく抑え、ゲート絶縁膜の膜厚のばらつきを
抑えることができる。よって本実施の形態では第２のエッチング処理の前に本発明のクリ
ーニング法を実施するが、第１のエッチング処理の前に併せて実施するようにしても良い
。
【００７１】
次に図３（Ｃ）に示すように、ゲート電極７０１０をマスクとして用い、島状の半導体膜
７００３にｎ型の導電性を付与する不純物を添加する（第１のドーピング処理）。ドーピ
ングはイオン注入法で行なう。ドーピングは、ドーズ量を１×１０13～５×１０14ａｔｏ
ｍｓ／ｃｍ2、加速電圧を４０～８０ｋＶとして行う。ｎ型を付与する不純物元素は、ド
ナーとして機能するＰ、Ａｓ、Ｓｂ等の５族原子やＳ、Ｔｅ、Ｓｅ等の６族原子を用いる
が、本実施の形態ではＰを用いる。
【００７２】
なお本実施の形態ではｎチャネル型のＴＦＴの作製工程について示しているが、ｐチャネ
ル型のＴＦＴの場合は、アクセプターとして機能するＢ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ等の３族原子
や、Ｚｎ等の２族元素を添加する。
【００７３】
第１のドーピング処理により、自己整合的に第１の不純物領域７００９が形成される。第
１の不純物領域７００９には１×１０18～１×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の濃度範囲でｎ
型を付与する不純物元素が添加されている。
【００７４】
次に図３（Ｄ）に示すように、ゲート電極７０１０の上層７０１０ｂをマスクとして第２
のドーピング処理を行う。第２のドーピング処理では、ゲート電極７０１０の下層７０１
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０ａを不純物が通過するように、第１のドーピング処理よりも加速電圧を高くする。そし
て第２のドーピング処理によりＬＤＤ領域を形成するので、第１のドーピング処理よりも
ｎ型の不純物のドーズ量を下げる。具体的には、加速電圧を６０～１２０ｋＶとし、ドー
ズ量を１×１０13～１×１０15ａｔｏｍｓ／ｃｍ2とする。
【００７５】
続いて、第２のドーピング処理より加速電圧を下げて第３のドーピング処理を行って図３
（Ｄ）の状態を得る。第３のドーピング処理は、加速電圧を５０～１００ｋＶとし、ドー
ズ量を１×１０15～１×１０17ａｔｏｍｓ／ｃｍ2とする。第２のドーピング処理および
第３のドーピング処理により、ゲート電極７０１０の下層７０１０ｂと重なる第２の不純
物領域７０１２と、第１の不純物領域７００９に不純物がさらに添加されることで形成さ
れる第３の不純物領域７０１３とが形成される。第２の不純物領域７０１２には１×１０
18～５×１０19ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素を添加され、
第３の不純物領域７０１３には１×１０19～５×１０21ａｔｏｍｓ／ｃｍ3の濃度範囲で
ｎ型を付与する不純物元素が添加される。
【００７６】
第２の不純物領域７０１２は第３の不純物領域７０１３の内側に形成されており、第２の
不純物領域７０１２はＬＤＤ領域、第３の不純物領域７０１３はソース／ドレイン領域と
して機能する。
【００７７】
図４（Ａ）に、図３（Ｄ）に示したＴＦＴの、ＬＤＤ領域７０１２近傍の拡大図を示す。
図４（Ａ）に示すように、ＬＤＤ領域７０１２は、ゲート電極７０１０の下層７０１０ａ
と重なっており、Ｌｏｖ領域として機能する。
【００７８】
もちろん、適当な加速電圧にすることで、第２のドーピング処理および第３のドーピング
処理は１回のドーピング処理で、低濃度不純物領域および高濃度不純物領域を形成するこ
とも可能である。
【００７９】
そして第２のドーピング処理が終了したら、島状の半導体膜に添加された不純物元素を活
性化するために熱処理を行なう。この工程はファーネスアニール炉を用いる熱アニール法
、レーザーアニール法、またはラピッドサーマルアニール法（ＲＴＡ法）を用いることが
できる。例えば熱アニール法で活性化を行なう場合、酸素濃度が１ｐｐｍ以下、好ましく
は０．１ｐｐｍ以下の窒素雰囲気中で、４００～７００℃（好ましくは５００～６００℃
）で行う。
【００８０】
さらに、３～１００％の水素を含む雰囲気中で、３００～４５０℃で１～１２時間の熱処
理を行い、島状の半導体膜を水素化する工程を行う。この工程は熱的に励起された水素に
より半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段として、プ
ラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。
【００８１】
また活性化処理は、厚さ１００～２００ｎｍ程度の珪素を含む酸化珪素、窒化珪素、酸化
窒化珪素などの絶縁膜を形成してから行なっても良い。
【００８２】
上記一連の工程によってＴＦＴを形成することができる。なお、第１及び第２のエッチン
グ処理によって、ゲート絶縁膜７００４の膜厚は、ゲート電極７０１０で覆われていない
表面がトータルで１０～２０ｎｍ程度エッチングされる。本発明のクリーニング法を行な
うことで、ゲート絶縁膜のエッチングされる厚さＷｄのロットのばらつきを抑え、ＴＦＴ
の特性のばらつきをも抑えることができる。
【００８３】
また本実施の形態では、ＬＤＤ領域７０１２全体がゲート電極７０１０の下層７０１０ａ
と重なっているので、ＬＤＤ領域７０１２はＬｏｖ領域として機能するが、本発明はこれ
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に限定されない。例えば、第１のエッチング処理と第２のエッチング処理の間にドーピン
グ処理を行なってソース／ドレイン領域を形成し、なおかつ第２のエッチング処理で下層
をチャネル長方向において短くなるようにエッチングすることで、図４（Ｂ）に示すよう
に、ゲート電極の下層７１１２と重なるＬｏｖ領域７１１１ａと重ならないＬｏｆｆ領域
７１１１ｂを両方形成することができる。
【００８４】
なお本実施の形態では第１の導電膜としてＴａＮ、第２の導電膜としてＷを用いたが、ゲ
ート電極の材料はこれに限定されない。ゲート電極には、Ｔａ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、
Ｃｕから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金もしくは化合物で形成する。
例えば１層目がＴａで２層目がＷ、または１層目がＴａＮで２層目がＡｌ、１層目がＴａ
Ｎで２層目がＣｕといった組み合わせも考えられる。また１層目と２層目のいずれか一方
にＡｇＰｄＣｕ合金を用いても良い。
【００８５】
また導電膜は２層に限定されず、単層や３層以上の導電膜であっても良い。例えば、Ｗ、
ＡｌとＳｉの合金（Ａｌ－Ｓｉ）、ＴｉＮを順次積層した３層構造としてもよい。また、
Ｗの代わりに窒化タングステンを用いてもよいし、ＡｌとＳｉの合金（Ａｌ－Ｓｉ）に代
えてＡｌとＴｉの合金膜（Ａｌ－Ｔｉ）を用いてもよいし、ＴｉＮに代えてＴｉを用いて
もよい。ただし、複数の導電膜を成膜する場合、各導電膜でゲート電極のチャネル長方向
における幅に差を持たせたいならば、互いにエッチングの選択比のとれる材料を用いる。
【００８６】
なお、導電膜の材料によって、適宜最適なエッチングガスを選択することが重要である。
【００８７】
なお上記プラズマエッチングはＩＣＰエッチング法に限定されない。例えば、ＥＣＲ（El
ectron Cyclotron Resonance：電子サイクロトロン共鳴）エッチング法、ＲＩＥエッチン
グ法、ヘリコン波エッチング法、ヘリカル共鳴エッチング法、パルス変調エッチング法や
その他のプラズマエッチング法を用いていても良い。
【００８８】
本発明のクリーニング法を用いることで、異方性エッチングにおける裾引きと呼ばれる現
象を防ぐことができる。よって、Ｌｏｖ領域の幅が短くなることでホットキャリア効果が
起こるのを防ぐことができ、ＴＦＴの信頼性をより高め、なおかつロット間における信頼
性のばらつきを抑えることができる。
【００８９】
なお本発明は、集積回路や半導体表示装置に代表される半導体装置の作製方法に用いるこ
とができる。具体的に例を挙げると、液晶表示装置、有機発光素子に代表される発光素子
を各画素に備えた発光装置、ＤＭＤ（Digital Micromirror Device）、ＰＤＰ（Plasma D
isplay Panel）、ＦＥＤ（Field Emission Display）等の作製に用いることができる。
【００９０】
【実施例】
以下、本発明の実施例について説明する。
【００９１】
（実施例１）
本実施例では、裾引きが現れていないと判断した２層の導電膜の、断面のＳＥＭ像を示す
。
【００９２】
なお図５に示した導電膜は、下層５０１が３０ｎｍのＴａＮ、上層５０２が３７０ｎｍの
Ｗで形成されている。そしてこれら２層の導電膜５０１、５０２には２回のエッチング処
理が施されている。エッチング処理は２回ともＩＣＰエッチング法を用いている。そして
、１回目のエッチング処理は、Ｃｌ2とＣＦ4を３０／３０ｓｃｃｍの流量で供給し、トー
タルの圧力を１．５Ｐａとした。またコイル型の電極に５００ＷのＲＦ(１３．５６ＭＨ
ｚ)電力を投入し、基板側（試料ステージ）には１５０ＷのＲＦ(１３．５６ＭＨｚ)電力
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を投入した。また２回目のエッチング処理は、Ｃｌ2とＳＦ4とＯ2を１２／２４／２４ｓ
ｃｃｍの流量で供給し、トータルの圧力を１．３Ｐａとした。またコイル型の電極に７０
０ＷのＲＦ(１３．５６ＭＨｚ)電力を投入し、基板側（試料ステージ）には１０ＷのＲＦ
(１３．５６ＭＨｚ)電力を投入した。
【００９３】
なお５０３はレジストで形成されたマスクに相当する。
【００９４】
図５に示したＳＥＭ像では、破線５０４で囲んだ上層５０２の裾の部分において、裾引き
が見られていない。
【００９５】
（実施例２）
本実施例では、ＩＣＰエッチング装置の構成と、チャンバー内において石英が用いられて
いる箇所について説明する。
【００９６】
図６に本実施例のＩＣＰエッチング装置の構成を示す。６０１はチャンバー（反応室）で
あり、被処理物である基板６０２が載置されるステージ６０３が備えられている。
【００９７】
またチャンバー６０１には、チャンバー６０１内へのエッチングガスまたはクリーニング
ガスの供給を行なうためのガス供給口６０７と、チャンバー６０１内の排気を行なうため
の排気口６０８が設けられている。ガス供給口６０７にはエッチングガスまたはクリーニ
ングガスの供給手段が、排気口６０８には真空ポンプ等の排気手段が連結されている。
【００９８】
６０６はコイル型の電極（アンテナ）、また６０９は石英板であり、高周波電源６０５か
ら電極６０６に電力が供給されることで誘電磁界が発生し、該誘電磁界は石英板を透過し
てチャンバー内に印加されている。この誘電磁界によって電子が加速され、プラズマが生
成される。
【００９９】
またステージ６０３は高周波電源６０４から高周波電力が投入されるようになっており、
下部電極として機能している。高周波電源６０４からの高周波電力の投入によって、基板
６０２へ自己バイアス電圧を印加することができる。
【０１００】
図６に示したＩＣＰエッチング装置では石英板６０９がチャンバー内に露出しており、Ｂ
Ｃｌ3等をエッチングガスとして用いることで、該露出している面にＢＯXが付着する。本
発明のクリーニング法を用いることで、石英板に付着しているこれらのＢＯXを除去する
ことができ、チャンバー内のプラズマ密度が該ＢＯXによって低下するのを防ぐことがで
きる。
【０１０１】
【発明の効果】
本発明のクリーニング法を用いることで、プラズマエッチング装置内のＢＯX等の残留物
を除去することができる。また、本発明のプラズマエッチング法を用いることで、異方性
エッチングにおける裾引きと呼ばれる現象を防ぐことができる。そして本発明の半導体装
置の作製方法を用いることで、裾引きによってＬｏｖ領域の幅が短くなるのを抑え、ホッ
トキャリア効果が起こるのを防ぐことができ、ＴＦＴの信頼性をより高め、なおかつロッ
ト間における信頼性のばらつきを抑えることができる。さらにゲート絶縁膜の膜厚のばら
つきを抑えることができ、よってロット間におけるＴＦＴの特性、具体的にはソース／ド
レイン領域の不純物濃度のばらつきを抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　表１の処理を行なった基板のＳＥＭ像。
【図２】　　エッチングよるゲート絶縁膜の膜厚の減少量を各ロットごとに示す図と、ｘ
－Ｒｓ管理図。



(15) JP 4131813 B2 2008.8.13

【図３】　　本発明のクリーニング法を用いた半導体装置の作製方法を示す図。
【図４】　　図３（Ｄ）に示したＴＦＴの、ＬＤＤ領域７０１２近傍の拡大図。
【図５】　　裾引きが現れていないと判断した２層の導電膜の、断面のＳＥＭ像。
【図６】　　ＩＣＰエッチング装置の構成を示す図。
【図７】　　チャネル長方向において幅が異なる２層のゲート電極を備えた、ＴＦＴの構
成を示す図。
【図８】　　下層に裾引きが見られる２層の導電膜のＳＥＭ像。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】
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