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(57)【要約】
【課題】　半導体装置に於けるＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構
造の形成は、従来、ゲート電極をマスクにセルフアライ
ンで形成しているが、ゲート電極が２層構造となる場合
が多く、成膜工程とエッチング工程が複雑になる。また
ドライエッチング等のプロセスのみでＬＤＤ構造及びＧ
ＯＬＤ構造の形成を行っている為、トランジスタ構造が
全て同一構造となり、回路毎にＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構
造及びシングルドレイン構造を別々に形成することが困
難である。
【解決手段】　回折格子パターン或いは半透膜から成る
光強度低減機能を有する補助パターンを設置したフォト
マスク或いはレチクルをゲート電極形成用フォトリソグ
ラフィ工程に適用することにより、ドライエッチング及
びイオン注入工程を通し、回路毎にＧＯＬＤ構造及びＬ
ＤＤ構造及びシングルドレイン構造のトランジスタを簡
単に形成することができることを特徴としている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層上に絶縁膜を介して導電膜を形成し、
　前記導電膜上に、回折格子パターンを有するフォトマスク又はレチクルを用いて、中央
部より端部の膜厚が小さいレジストパターンを形成し、
　前記レジストパターンをマスクとして前記導電膜のエッチングを行って、中央部より端
部の膜厚が小さい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層に不純物元素を注入して、前記ゲート電極
の外側に対応する前記半導体層に第１の不純物領域、および前記ゲート電極の端部と重な
る前記半導体層に第２の不純物領域を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　半導体基板上に絶縁膜を介して導電膜を形成し、
　前記導電膜上に、回折格子パターンを有するフォトマスク又はレチクルを用いて、中央
部より端部の膜厚が小さいレジストパターンを形成し、
　前記レジストパターンをマスクとして前記導電膜のエッチングを行って、中央部より端
部の膜厚が小さい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基板に不純物元素を注入して、前記ゲート電
極の外側に対応する前記半導体基板に第１の不純物領域、および前記ゲート電極の端部と
重なる前記半導体基板に第２の不純物領域を形成することを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記回折格子パターンは、複数のスリット部を有することを特徴とする半導体装置の製
造方法。
【請求項４】
　半導体層上に絶縁膜を介して導電膜を形成し、
　前記導電膜上に、半透膜を有するフォトマスク又はレチクルを用いて、中央部より端部
の膜厚が小さいレジストパターンを形成し、
　前記レジストパターンをマスクとして前記導電膜のエッチングを行って、中央部より端
部の膜厚が小さい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層に不純物元素を注入して、前記ゲート電極
の外側に対応する前記半導体層に第１の不純物領域、および前記ゲート電極の端部と重な
る前記半導体層に第２の不純物領域を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　半導体基板上に絶縁膜を介して導電膜を形成し、
　前記導電膜上に、半透膜を有するフォトマスク又はレチクルを用いて、中央部より端部
の膜厚が小さいレジストパターンを形成し、
　前記レジストパターンをマスクとして前記導電膜のエッチングを行って、中央部より端
部の膜厚が小さい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基板に不純物元素を注入して、前記ゲート電
極の外側に対応する前記半導体基板に第１の不純物領域、および前記ゲート電極の端部と
重なる前記半導体基板に第２の不純物領域を形成することを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５において、
　前記フォトマスク又はレチクルは、前記半透膜と隣接する遮光部を有することを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　半導体層上に絶縁膜を介して導電膜を形成し、
　前記導電膜上に、光強度低減手段を有するフォトマスク又はレチクルを用いて、中央部
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より端部の膜厚が小さいレジストパターンを形成し、
　前記レジストパターンをマスクとして前記導電膜のエッチングを行って、中央部より端
部の膜厚が小さい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層に不純物元素を注入して、前記ゲート電極
の外側に対応する前記半導体層に第１の不純物領域、および前記ゲート電極の端部と重な
る前記半導体層に第２の不純物領域を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　半導体基板上に絶縁膜を介して導電膜を形成し、
　前記導電膜上に、光強度低減手段を有するフォトマスク又はレチクルを用いて、中央部
より端部の膜厚が小さいレジストパターンを形成し、
　前記レジストパターンをマスクとして前記導電膜のエッチングを行って、中央部より端
部の膜厚が小さい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基板に不純物元素を注入して、前記ゲート電
極の外側に対応する前記半導体基板に第１の不純物領域、および前記ゲート電極の端部と
重なる前記半導体基板に第２の不純物領域を形成することを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項９】
　請求項７又は請求項８において、
　前記レジストパターンをマスクとして前記ゲート電極のエッチングを行って、前記ゲー
ト電極の端部を後退させることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記レジストパターンの端部は、テーパー形状を有することを特徴とする半導体装置の
製造方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一項において、
　前記エッチングとして、ドライエッチングを行うことを特徴とする半導体装置の製造方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴと略記）及びＭＯＳトランジスタで構成された
回路を有する半導体装置の製造法に関するものである。半導体装置としては、例えばＴＦ
Ｔで構成された液晶ディスプレイ及びＥＬ（エレクトロルミネッセンス）ディスプレイ等
の電気光学装置があり、ＭＯＳトランジスタで構成されたＬＳＩがある。
【背景技術】
【０００２】
近年、ＴＦＴを利用したアクティブマトリクス型の液晶ディスプレイ技術が注目されてい
る。アクティブマトリクス表示はパッシブマトリクス表示に比べ、応答速度、視野角、コ
ントラストの点で有利な為、現在のノートパソコン、液晶テレビ等の主流になっている。
【０００３】
ＴＦＴは、非晶質シリコンまたは多結晶シリコンをチャネル層（チャネル形成領域）とす
るものが一般的である。特に低温プロセス（一般に６００℃以下）のみで製造される多結
晶シリコンＴＦＴは、低価格化、大面積化と同時に、電子または正孔が大きな電界移動度
を有する為、液晶ディスプレイに用いた場合、画素用トランジスタだけでなく周辺回路で
あるドライバーの一体化が達成できる特徴があり、各液晶ディスプレイメーカーで開発が
進められてきた。
【０００４】
しかし、多結晶シリコンＴＦＴの場合、連続駆動させると移動度やオン電流（ＴＦＴがオ
ン状態の場合に流れる電流）の低下及びオフ電流（ＴＦＴがオフ状態の場合に流れる電流
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）の増加等の信頼性上の劣化現象が観測されることがあり、信頼性上大きな問題となる場
合がある。この現象はホットキャリア現象と呼ばれており、ドレイン近傍の高電界により
発生したホットキャリアの仕業であることが知られている。
【０００５】
ところで、このホットキャリア現象は、最初にＭＯＳトランジスタに於いて発見された現
象である。この為、ホットキャリア対策として、これまで様々な基礎検討が行われてきて
おり、設計ルール１．５μｍ以下のＭＯＳトランジスタでは、ドレイン近傍の高電界によ
るホットキャリア現象の対策として、ＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ
）構造が採用されている。ＬＤＤ構造では、ゲート側壁のサイドウォールを利用してドレ
イン領域の端部に低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ－領域）を設け、チャネル形成領
域とドレイン領域の接合部における不純物濃度に傾斜を持たせることによりドレイン近傍
の電界集中を緩和している。
【０００６】
しかし、ＬＤＤ構造の場合、シングルドレイン構造に比べると、ドレイン耐圧はかなり向
上するが、低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ－領域）の抵抗が大きい為、ドレイン電
流が減少するという難点が有る。また、サイドウォールの真下に高電界領域が存在し、そ
こで衝突電離が最大になり、ホットエレクトロンがサイドウォールに注入される為、低濃
度不純物領域（ｎ－領域またはｐ－領域）が空乏化し、更に抵抗が増加するＬＤＤ特有の
劣化モードが問題になっている。チャネル長の縮小に伴い、以上の問題が顕在化してきた
為、０．５μｍ以下のＭＯＳトランジスタでは、この問題を克服する構造として、ゲート
電極の端部にオーバーラップして低濃度不純物領域（ｎ－領域）を形成するＧＯＬＤ（Ｇ
ａｔｅ－ｄｒａｉｎ　Ｏｖｅｒｌａｐｐｅｄ　　ＬＤＤ）構造が考案され採用されている
。
【０００７】
多結晶シリコンＴＦＴに於いても、ＭＯＳトランジスタと同様にドレイン近傍の高電界を
緩和する目的で、ＬＤＤ構造及びＧＯＬＤ構造の採用が検討されている。ＬＤＤ構造の場
合は、ゲート電極の外側領域に対応する多結晶シリコン層に低濃度不純物領域（ｎ－領域
またはｐ－領域）とその更に外側にソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ
＋領域またはｐ＋領域）を形成しており、オフ電流値を抑える効果は高いが、ドレイン近
傍の電界緩和によるホットキャリア対策効果は小さいという特徴がある。一方、ＧＯＬＤ
構造の場合は、ＬＤＤ構造の低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ－領域）がゲート電極
の端部とオーバーラップさせて形成されており、ＬＤＤ構造に比べホットキャリア対策効
果は大きいが、オフ電流値が大きくなるという点が難点である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　多結晶シリコンＴＦＴ及びＭＯＳトランジスタに於けるＬＤＤ構造とＧＯＬＤ構造のソ
ースドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）及びその内側の低
濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ－領域）の形成は、従来、ゲート電極をマスクにセル
フアラインで形成しており、フォトリソグラフィ工程の増加を抑制できる利点があるが、
ゲート電極を２層構造として形成させると、一層構造の場合より容易に作製できるため、
２層構造とする場合が多い。しかしながら、ゲート電極を２層構造とすると、成膜工程と
エッチング工程が複雑になるという課題がある。
【０００９】
　また、半導体装置には様々な回路が内包されており、回路によってはホットキャリア対
策効果に優れたＧＯＬＤ構造が適している場合もあれば、オフ電流値の小さいＬＤＤ構造
が適している場合もあり、場合によっては、シングルドレイン構造が適している場合もあ
る。ＬＤＤ構造及びＧＯＬＤ構造の形成は、ドライエッチング等のプロセスのみで形成す
る為、半導体装置におけるトランジスタの構造が全て同一構造となり、回路毎にシングル
ドレイン構造とＬＤＤ構造及びＧＯＬＤ構造を別々に形成することができないという課題
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がある。
【００１０】
　また、ＧＯＬＤ構造に於いては、低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ－領域）の長さ
が、基本的にサイドエッチング等のエッチングにより形成される第１層目のゲート電極膜
のみが存在する領域で決まる為、低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ－領域）の長さに
制約が生じ、またはその長さを十分に確保できない等の課題が有る。
【００１１】
　本発明は、上記課題を解決することのできる半導体装置の製造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】
【００１２】
　フォトリソグラフィ工程で使用されるゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルに
於いて、ゲート電極形成用マスクパターンの片側または両側の端部に、露光光の光強度を
低減する機能を有するパターン（本明細書中ではこのパターンを補助パターンと呼ぶ。）
を設置する。前記補助パターンでの露光光の光強度の低減機能を有する具体的パターンと
しては、露光装置の解像限界以下のラインおよびスペースから成るスリット部を有する回
折格子パターンと露光光の透過率を低減する半透膜が考えられる。回折格子パターンの場
合は、スリット（スペース）部のピッチとスリット幅を調整することにより、透過光の光
強度を調整することができる。一方の半透膜の場合は、半透膜の透過率を調整することに
より、透過光の光強度を調整することができる。
【００１３】
また、本発明の他の構成として、前記補助パターンでの透過率は一様でなく傾斜しており
、ゲート電極形成用マスクパターンからの距離に比例して、透過率が高濃度不純物領域に
近付くに従って徐々に増加する様に構成されている。この構成において、回折格子パター
ンは、スリット部のピッチとスリット幅の調整により透過光の光強度の調整が可能であり
、ゲート電極形成用マスクパターン端部からの距離に比例して、透過率を増加させる為、
スリット幅が徐々に大きくなる構造となっている。また、半透膜に於いては、半透膜の膜
厚または透過率自体の調整により透過光の光強度の調整が可能であり、ゲート電極形成用
マスクパターン端部からの距離に比例して、半透膜の膜厚が徐々に薄くなるか、または半
透膜の透過率自体が徐々に増加する構造となっている。
【００１４】
また、本発明においてのフォトリソグラフィ工程で使用されるレジストはネガ型レジスト
が適用困難である為、当該ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルのパターン構成
は、ポジ型レジストを前提にしている。
【００１５】
　なお、ポジ型レジストとは、露光光の照射領域が現像液に可溶化するタイプのレジスト
のことで、ネガ型レジストとは、露光光の照射領域が現像液に不溶化するタイプのレジス
トのことである。
【００１６】
前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルを用いて露光する場合、ゲート電極形
成用マスクパターンの主パターンの領域は、遮光部である為に光強度はゼロであり、前記
補助パターンの更に外側の領域は透光部である為、光強度は１００％である。一方、遮光
部と透光部の境界領域である前記補助パターン領域では、光強度が１０～７０％の範囲で
調整されている。そして、前記ゲート電極形成用のフォトマスクまたはレチクルをフォト
リソグラフィ工程に適用することにより、現像後レジストパターンの片側または両側の端
部の現像後のレジスト膜厚が、通常のレジスト膜厚に比べ１０～６０％の範囲で薄く形成
される。従って、レジストパターンの両側の端部が薄く形成された場合には、凸形状のレ
ジストパターンが形成される。また、前記補助パターンでの透過率は一様でなく傾斜して
いる場合には、現像後レジストパターンの片側または両側の端部に於ける膜厚が、通常に
比べ１０～６０％の範囲内で薄く形成され、且つ端部に近付く程、レジスト膜厚が徐々に
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薄くなるテーパー形状領域を有したレジストパターン形状が形成されている。
【００１７】
　ところで、ステッパ等の縮小投影露光装置を使用する単波長露光は、露光光の位相が或
る程度揃っているパーシャルコヒーレント光である為、補助パターンとして半透膜を適用
すると、半透膜がハ－フトーン型位相シフタとして作用することが考えられる。この場合
は、隣接する露光光との間の位相が１８０°程度に反転しない様に半透膜の膜厚の調整に
注意が必要であり、できれば３６０°程度になる様に調整する。従って、縮小投影露光装
置に適用されるレチクルの場合には、補助パターンとして、半透膜を適用する上に於いて
、位相シフト量と透過率の両方を考慮して、半透膜の膜厚を調整する。
【００１８】
また、本発明のフォトリソグラフィ工程に於いては、ポジ型レジストのみを前提にしてい
ることは既に述べたが、ここではその理由について説明する。ネガ型レジストの場合はポ
ジ型レジストと逆に、ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルの主パターン領域が
透光部で、補助パターンの外側の領域が遮光部であり、補助パターン領域が光強度調整部
（光強度を１０～７０％程度の範囲で調整）のパターン構成となっている。前記パターン
構成を有するフォトマスクまたはレチクルを用いて、ネガ型レジストを露光した場合、補
助パターン領域にはレジストパターン形成に必要十分な露光エネルギーが照射されない為
、レジスト膜の上層部のみ露光された状態となり、下層部は未露光または露光不足の状態
となっている。この状態のネガ型レジストを現像した場合、当該領域のレジスト膜の上層
部は現像液に不溶であるが、下層部が現像液に可溶である為、レジスト膜の下層部のみを
レジスト残膜とする良好なパターン形成ができない。
【００１９】
上記理由の為、本発明のフォトリソグラフィ工程に於いては、ネガ型レジストは適用困難
であり、ポジ型レジストのみの適用となっている。
【００２０】
本明細書において開示する発明の構成１は、半導体層上に絶縁膜を介して導電膜を形成す
る第１の工程と、前記導電膜上に、回折格子パターンを有するフォトマスク又はレチクル
を使用して中央部より端部に膜厚の薄い領域を有するレジストパターンを形成する第２の
工程と、ドライエッチングを行って、中央部より端部に膜厚の薄い領域を有するゲート電
極を形成する第３の工程と、前記ゲート電極をマスクとして前記半導体層に不純物元素を
注入して、前記ゲート電極の外側の第１の不純物領域と、前記ゲート電極の膜厚の薄い領
域と重なる第２の不純物領域とを形成する第４の工程と、を有することを特徴としている
。
【００２１】
上記第２の工程において、片側または両側の端部のレジスト膜厚が薄くなったレジストパ
ターンを形成する。
【００２２】
上記第３の工程において、ドライエッチングを行う。ドライエッチング工程に於いて、レ
ジストパターン端部のレジスト膜厚の薄く形成された領域は、ゲート電極膜とレジスト膜
との選択比の問題で、徐々にエッチングされ、ドライエッチングの途中で下地のゲート電
極膜が露出し、この段階から当該領域のゲート電極膜のエッチングが進行し、ゲート電極
膜の残膜厚が初期膜厚の５～３０％程度の所定膜厚になる様にエッチングされる。この様
にして、ゲート電極の片側または両側の端部が薄くなった領域を有するゲート電極構造が
形成される。
【００２３】
上記第４の工程において、前記ゲート電極をマスクにｎ型不純物またはｐ型不純物をイオ
ン注入することにより、ゲート電極の外側に対応する下層領域にソース及びドレイン領域
となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）が形成され、当該ゲート電極の片側
または両側のゲート電極膜の薄くなった領域に対応する下層領域に低濃度不純物領域（ｎ
－領域またはｐ―領域）が形成される。この際、ゲート電極の膜厚の違いを考慮し、イオ
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ン注入時の加速電圧とイオン注入量を適宜選択することにより、高濃度不純物領域（ｎ＋
領域またはｐ＋領域）と低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ―領域）を同時に形成する
ことができる。
【００２４】
　ここで、イオン注入という用語の定義について、明確にする。世間一般では、質量分離
した不純物イオンの場合にイオン注入、質量分離しない不純物イオンの場合にはイオンド
ープの用語が適用されている。本明細書に於いては、イオン注入とイオンドープの用語の
使い分けは特に行わず、不純物イオンの質量分離に関係なく、イオン注入で代表している
。
【００２５】
また、他の発明の構成２は、半導体層上に絶縁膜を介して導電膜を形成する第１の工程と
、前記導電膜上に光強度低減手段を有するフォトマスク又はレチクルを使用して、中央部
より端部に膜厚の薄い領域を有するレジストパターンを形成する第２の工程と、第１のド
ライエッチングを行って、中央部より端部に膜厚の薄い領域を有するゲート電極を形成す
る第３の工程と、前記ゲート電極をマスクとして前記半導体層に不純物元素を注入して、
前記ゲート電極の外側に第１の不純物領域と前記ゲート電極の膜厚の薄い領域と重なる第
２の不純物領域とを形成する第４の工程と、第２のドライエッチングを行って、前記ゲー
ト電極の端部を後退させる第５の工程と、を有することを特徴としている。
【００２６】
　上記第２の工程において、レジストパターンの片側または両側のパターン端部に近付く
程、レジスト膜厚の薄くなったテーパー形状領域を有したレジストパターンを形成する。
【００２７】
　上記第３の工程において、第１のドライエッチングを行う。この所定時間のドライエッ
チング処理により、ゲート電極膜とレジスト膜との選択比の問題で、徐々にレジスト膜が
エッチングされる為、ドライエッチングの途中で、前記テーパー形状領域でのレジストパ
ターン端部のレジスト膜厚の薄い領域から下地のゲート電極膜が徐々に露出し、当該領域
の端部からゲート電極膜のエッチングが進行することになる。当該領域のゲート電極の膜
厚が初期膜厚の５～３０％程度の所定膜厚になる様にドライエッチングした後、片側また
は両側のゲート電極端部に近付く程、ゲート電極膜厚の薄くなるテーパー形状領域を有し
たゲート電極構造が形成される。尚、ゲート電極から露出している下地のゲート絶縁膜は
、ドライエッチングされ、ある程度薄くなっている。
【００２８】
　上記第４の工程において、前記ゲート電極をマスクにｎ型不純物元素またはｐ型不純物
元素の高濃度イオン注入することにより、ゲート電極の外側に対応する多結晶シリコン膜
または半導体基板にソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ
＋領域）が形成され、当該ゲート電極の片側または両側のゲート電極膜の薄くなったテー
パー形状領域に対応する多結晶シリコン膜または半導体基板に低濃度不純物領域（ｎ－領
域またはｐ―領域）が形成される。この際、ゲート電極の膜厚の違いを考慮し、イオン注
入時の加速電圧とイオン注入量を適宜選択することにより、ゲート電極の外側領域に対応
する多結晶シリコン膜または半導体基板に高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）
を形成し、またゲート電極の端部に於けるゲート電極膜厚の薄いテーパー形状領域に対応
する多結晶シリコン膜または半導体基板に低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ―領域）
を同時に形成することができる。尚、ゲート電極端部の前記テーパー形状領域では、ゲー
ト電極の端部に近付く程、ゲート電極膜厚が徐々に薄くなっている為、スルードープでイ
オン注入される低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ―領域）の不純物濃度には濃度勾配
が存在し、ゲート電極の端部即ちソース及びドレイン領域の端部に近付く程、徐々に不純
物濃度が高くなる傾向を有している。
【００２９】
　上記第５の工程において、第２のドライエッチングを行う。この所定時間のドライエッ
チング処理により、ゲート電極端部の前記テーパー形状領域はドライエッチングされる。
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その結果、テーパー形状領域のゲート電極膜厚は更に薄くなり、テーパー形状領域の端部
であるゲート電極端部は後退する。よって、濃度勾配を有した前記低濃度不純物領域（ｎ
－領域またはｐ―領域）は、ゲート電極とオーバーラップしている領域（Ｌｏｖ領域と定
義）とオーバーラップしてない領域（Ｌｏｆｆ領域と定義）に区分される。この際、ドラ
イエッチング処理条件を適宜変更することにより、ゲート電極の寸法を前記テーパー形状
領域の範囲内で自由に調整することができる。即ち、前記テーパー形状領域の範囲内で、
Ｌｏｖ領域の寸法とＬｏｆｆ領域の寸法を自由に調整することができる。また、ゲート電
極から露出した下地のゲート絶縁膜は、ドライエッチングにより更に薄くなっている。こ
の後、ゲート電極のドライエッチングマスクである不要なレジストパターンは、除去され
る。
【００３０】
　尚、Ｌｏｖ領域は、ホットキャリア対策に効果があり、Ｌｏｆｆ領域はオフ電流の抑制
に効果があることが知られている。ここで形成されたトランジスタはホットキャリア対策
に有効なＧＯＬＤ構造トランジスタであり、オフ電流の抑制に効果の有るＬｏｆｆ領域を
有している為、ある程度のオフ電流の抑制効果は期待されるが、オフ電流の抑制効果に限
って言うと、後述のＬＤＤ構造トランジスタの方が有利である。
【００３１】
以上はＧＯＬＤ構造トランジスタの形成方法について記載したものであるが、半導体装置
には様々な回路が内包されており、回路によってはホットキャリア対策効果に優れたＧＯ
ＬＤ構造トランジスタが適している場合もあれば、オフ電流値の小さいＬＤＤ構造トラン
ジスタが適している場合もある。また場合によっては、シングルドレイン構造トランジス
タが適している場合もある。よって、回路毎にＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造及びシングルド
レイン構造トランジスタを別々に形成する方法について、以下に記載する。
【００３２】
まず、発明の構成１においてＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造トランジスタを回路毎に別々に形
成する方法については、イオン注入工程からのプロセス変更で対応できる。ドライエッチ
ング工程が終了した後、第１のイオン注入工程を行うことにより、前記ゲート電極の外側
に対応する下層領域に低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ―領域）が形成される。次に
、ゲート電極を形成した際のドライエッチングマスクであるレジストパターンを除去する
。尚、前記レジストパターンの除去は、第１のイオン注入工程の前に行っても良い。次に
ＬＤＤ構造形成領域に於いては、前記ゲート電極を被覆する様に、新たにレジストパター
ンを形成する。次に第２のイオン注入を行うことにより、ソース及びドレイン領域となる
高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）を形成する。
【００３３】
この際、ＬＤＤ構造形成領域に於いては、ゲート電極を被覆しているレジストパターンを
マスクにイオン注入することにより、レジストパターンから露出した領域に対応する下層
領域にソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）が形
成される。ゲート電極の外側で且つレジストパターンの内側の領域に対応する下層領域に
は、既に第１のイオン注入工程により低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ―領域）が形
成されており、今回の高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）の形成により、ＬＤ
Ｄ構造トランジスタが形成される。
【００３４】
一方、ＧＯＬＤ構造形成領域に於いては、ゲート電極をマスクにイオン注入が行われるこ
とにより、ゲート電極から露出した領域に対応する下層領域にソース及びドレイン領域と
なる高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）が形成され、同時に当該ゲート電極の
片側または両側のゲート電極膜の薄くなった領域に対応する下層領域に低濃度不純物領域
（ｎ－領域またはｐ―領域）が形成される。ＧＯＬＤ構造トランジスタは、ゲート電極で
の端部の膜厚の違いを考慮し、イオン注入時の加速電圧とイオン注入量を適宜選択するこ
とにより、高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）と低濃度不純物領域（ｎ－領域
またはｐ―領域）を同時に形成することで実現できる。



(9) JP 2012-89860 A 2012.5.10

10

20

30

40

50

【００３５】
尚、既にゲート電極から露出した領域には、第１のイオン注入工程により低濃度不純物が
注入されており、その上から第２のイオン注入工程である高濃度不純物が注入されること
になるが、ソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）の形成には特に
支障は起こらない。この後に、ＬＤＤ構造形成領域に形成された前記レジストパターンを
除去する。
【００３６】
次に、シングルドレイン構造トランジスタの形成法について、以下に記載する。シングル
ドレイン構造トランジスタの形成は簡単で、ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチク
ルに於ける光強度低減機能を有する補助パターンを設置しない場合に、シングルドレイン
構造トランジスタの形成が可能となる。光強度低減機能を有する補助パターンがない場合
は、レジストパターンとゲート電極が各々矩形形状となる為、上記の第１のイオン注入工
程と第２のイオン注入工程で注入される低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ―領域）と
高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）が当該ゲート電極の外側に対応する下層領
域で重なり、シングルドレイン構造トランジスタが形成される。なお、本発明で言及して
いる矩形形状とは４つの直角を持つ形に限定される必要はなく、台形形状も含む。さらに
矩形形状のようなもの、台形形状のようなものも含まれる。
【００３７】
既に記載したＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造トランジスタの形成法と上記のシングルドレイン
構造トランジスタの形成法を合わせることにより、回路毎にＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造と
シングルドレイン構造トランジスタを別々に形成することが可能となる。
【００３８】
また、発明の構成２において、ＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造トランジスタを回路毎に別々に
形成する方法について説明する。最初に、レジストパターンを形成する。この際、適用す
るフォトマスクまたはレチクルに於いて、ＧＯＬＤ構造形成領域とＬＤＤ構造形成領域に
対応するゲート電極形成用マスクパターンには光強度低減機能を有する補助パターンを設
置し、シングルドレイン構造形成領域に対応するゲート電極形成用マスクパターンには前
記補助パターンを設置しないパターン構成とする。この結果、ＧＯＬＤ構造形成領域とＬ
ＤＤ構造形成領域のレジストパターンには、端部に近付く程、レジスト膜厚の徐々に薄く
なるテーパー形状領域が形成され、シングルドレイン構造形成領域のレジストパターンに
は前記テーパー形状領域が存在せず、矩形形状のレジストパターンが形成される。
【００３９】
　尚、ＧＯＬＤ構造形成領域とＬＤＤ構造形成領域のレジストパターンに於ける前記テー
パー形状領域の寸法は、最終的に形成されるＧＯＬＤ構造及びＬＤＤ構造トランジスタに
於ける低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ―領域）の寸法を考慮し、当該マスクパター
ンの前記補助パターン領域の寸法を調整することにより、適切な長さに形成される。この
際、ＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造トランジスタの低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ―領
域）の寸法は、各々対応するマスクパターンに設置された前記補助パターン領域の寸法を
調整することにより、自由に設定可能である。またＧＯＬＤ構造形成領域とＬＤＤ構造形
成領域のレジストパターンに於ける前記テーパー形状領域の膜厚は、各々対応するマスク
パターンに設置された補助パターン領域の透過率を１０～７０％の範囲で調整することに
より、適切なレジスト膜厚（初期膜厚に対し１０～６０％の範囲）に形成される。
【００４０】
　次に第１のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理により
、ＧＯＬＤ構造形成領域とＬＤＤ構造形成領域に於いては、片側または両側のゲート電極
端部に近付く程、ゲート電極膜厚の薄くなるテーパー形状領域を有したゲート電極が形成
される。一方、シングルドレイン構造形成領域に於いては、矩形形状のゲート電極が形成
される。
【００４１】
　次に、前記ゲート電極をマスクにｎ型不純物の高濃度イオン注入を行う。ＧＯＬＤ構造
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形成領域とＬＤＤ構造形成領域に於いては、ゲート電極の外側に対応する多結晶シリコン
膜または半導体基板にソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域または
ｐ＋領域）が形成され、ゲート電極膜厚の薄い前記テーパー形状領域に対応する多結晶シ
リコン膜または半導体基板に低濃度不純物領域（ｎ－領域）が形成される。一方、シング
ルドレイン構造形成領域に於いては、ソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（
ｎ＋領域またはｐ＋領域）のみが形成される。
【００４２】
　次に、第２のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理によ
り、ＧＯＬＤ構造形成領域に於いては、ゲート電極端部の前記テーパー形状領域がドライ
エッチングされ、テーパー形状領域のゲート電極膜厚は更に薄くなり、テーパー形状領域
の端部であるゲート電極端部は後退する。ゲート電極端部がある程度後退するまでドライ
エッチング処理を行った後、前記低濃度不純物領域（ｎ－領域）は、ゲート電極とオーバ
ーラップしているＬｏｖ領域とオーバーラップしていないＬｏｆｆ領域に区分される。Ｌ
ＤＤ構造形成領域に於けるゲート電極の前記テーパー形状領域も、ＧＯＬＤ構造形成領域
の場合と同様にドライエッチングされる。一方、シングルドレイン構造形成領域のゲート
電極も同様にドライエッチングされるが、当該ゲート電極が矩形形状である為、下地のゲ
ート絶縁膜が更にエッチングされるだけである。この後、ゲート電極のドライエッチング
マスクである不要なレジストパターンは、除去される。
【００４３】
　尚、前記第２のドライエッチング処理及びドライエッチングのマスクであるレジストパ
ターンの除去が終了した段階で、ＬＤＤ構造形成領域に於けるゲート電極の前記テーパー
形状領域が残存している場合と消失している場合で、これからの処理プロセスが変化する
為、以下に別々に記載する。
【００４４】
　前記第２のドライエッチング処理による所定時間のドライエッチング後に、ＬＤＤ構造
形成領域に於けるゲート電極の前記テーパー形状領域が残存している場合は、前記テーパ
ー形状領域を選択的にドライエッチングし、前記テーパー形状領域を除去する必要がある
。この為、ＬＤＤ構造形成領域のみを開口する様に新規にレジストパターンを形成し、第
３のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理により、前記テ
ーパー形状領域は選択的に除去され、矩形形状のゲート電極が形成される。この結果、ゲ
ート電極の外側に対応する多結晶シリコン膜または半導体基板に、低濃度不純物領域（ｎ
－領域またはｐ－領域）と高濃度不純物領域（ｎ＋領域またはｐ＋領域）を有するＬＤＤ
構造トランジスタが形成される。この後、ドライエッチングマスクである前記レジストパ
ターンは、除去される。
【００４５】
　一方、前記第２のドライエッチング処理による所定時間のドライエッチング後に、ＬＤ
Ｄ構造形成領域に於けるゲート電極の前記テーパー形状領域が消失している場合は、ＬＤ
Ｄ構造形成領域のみを開口するレジストパターンの形成と第３のドライエッチング処理は
不要である。この場合は、前記第２のドライエッチング処理及びドライエッチングのマス
クであるレジストパターンの除去が終了した段階で、既にＬＤＤ構造トランジスタの形成
は完了していることになる。
【００４６】
　以上の製造工程により、半導体装置の回路毎にＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングルド
レイン構造トランジスタを別々に形成することができる。
【００４７】
　また、本発明の特徴は、半導体層上に絶縁膜を介して導電膜を形成する第１の工程と、
前記導電膜上に光強度低減手段を有するフォトマスク又はレチクルを使用して、中央部よ
り端部に膜厚の薄い領域を有するレジストパターンを形成する第２の工程と、第１のドラ
イエッチングを行って、中央部より端部に膜厚の薄い領域を有するゲート電極を形成する
第３の工程と、前記ゲート電極をマスクとして前記半導体層に不純物元素を注入して、前
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記ゲート電極の外側に第１の不純物領域と前記ゲート電極の膜厚の薄い領域と重なる第２
の不純物領域とを形成する第４の工程と、第２のドライエッチングを行って、前記ゲート
電極の端部を後退させる第５の工程と、を有することを特徴としている。
【００４８】
　薄い短部を有するレジストパターンは回折格子を持ったフォトマスクまたはレチクルを
使って形成され、あるいは、半透膜を持ったフォトマスクまたはレチクルで形成される。
【００４９】
本発明は、マスクパターンに光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極
形成用フォトマスクまたはレチクルをフォトリソグラフィ工程に適用することにより、エ
ッチング及びイオン注入工程を通し、簡単にＧＯＬＤ構造トランジスタから成る半導体装
置を作製可能とするものである。
【００５０】
　光強度低減手段の透過率と寸法を任意に設定可能である為、フォトリソグラフィ工程と
ドライエッチング工程を通して形成されるゲート電極の端部に於ける膜厚の薄くなったテ
ーパー形状領域の膜厚と寸法を調整することができる。この為、前記テーパー形状領域の
スルードープでイオン注入される低濃度不純物領域（ｎ－領域またはｐ－領域）の濃度分
布とチャネル方向寸法の最適化が可能となり、ＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造トランジスタの
性能の向上を図ることができる。
【００５１】
また、前記ＧＯＬＤ構造トランジスタから成る半導体装置の製造に於いて、イオン注入工
程を２回に分け、低濃度不純物用の第１のイオン注入工程を処理し、次にＬＤＤ構造形成
領域のみにゲート電極を被覆する様にレジストパターンを形成した後に、高濃度不純物用
の第２のイオン注入を処理する様にプロセスの変更を行うことにより、ＬＤＤ構造とＧＯ
ＬＤ構造トランジスタを回路毎に別々に形成可能とするものである。
【００５２】
また、前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルに於いて、任意のマスクパター
ンに光強度低減機能を有する補助パターンを設置することにより、半導体装置の回路パタ
ーン毎にシングルドレイン構造とＧＯＬＤ構造トランジスタを別々に形成することを可能
とするものである。
【００５３】
また、任意のマスクパターンに光強度低減手段を設置可能である為、半導体装置の回路毎
にＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングルドレイン構造のトランジスタを簡単に形成するこ
とができる。
【発明の効果】
【００５４】
本発明は、マスクパターンに光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極
形成用フォトマスクまたはレチクルをフォトリソグラフィ工程に適用することにより、エ
ッチング及びイオン注入工程を通し、簡単にＧＯＬＤ構造トランジスタから成る半導体装
置を製造可能とするものであり、半導体装置の性能向上と製造原価の低減に極めて有効で
ある。
【００５５】
また、前記ＧＯＬＤ構造トランジスタの製造に於いては、マスクパターンに設置する光強
度低減機能を有する補助パターンの寸法は任意の長さに設定可能である為、低濃度不純物
領域（ｎ－領域）のチャネル方向寸法も任意の長さに形成でき、ＧＯＬＤ構造トランジス
タの性能の向上に極めて有効である。
【００５６】
また、前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルを利用した半導体装置の製造に
於いて、イオン注入工程からのプロセスの変更により、オフ電流値の抑制効果の大きいＬ
ＤＤ構造とホットキャリア対策効果の大きいＧＯＬＤ構造トランジスタ、シングルドレイ
ン構造のトランジスタを回路毎に別々に形成可能である為、半導体装置の原価の低減と性
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能の向上に極めて有効である。
【００５７】
また、前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルを利用した半導体装置の製造に
於いて、任意のマスクパターンに光強度低減機能を有する補助パターンを設置することに
より、半導体装置の回路毎にシングルドレイン構造とＧＯＬＤ構造及びＬＤＤ構造のトラ
ンジスタを別々に形成可能である為、半導体装置の性能の向上に極めて有効である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンを
設置したゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルのマスクパターン構成。
【図２】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマスク
またはレチクルを利用したＧＯＬＤ構造多結晶シリコンＴＦＴの形成法。
【図３】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマスク
またはレチクルを利用したＧＯＬＤ構造及びＬＤＤ構造とシングルドレイン構造多結晶シ
リコンＴＦＴの回路毎形成法。
【図４】液晶ディスプレイ全体の回路構成。
【図５】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマスク
またはレチクルを利用した液晶ディスプレイ製造法（１）。
【図６】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマスク
またはレチクルを利用した液晶ディスプレイ製造法（２）。
【図７】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマスク
またはレチクルを利用した液晶ディスプレイ製造法（３）。
【図８】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマスク
またはレチクルを利用した液晶ディスプレイ製造法（４）。
【図９】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマスク
またはレチクルのマスクパターン構成。
【図１０】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマス
クまたはレチクルを適用したＧＯＬＤ構造多結晶シリコンＴＦＴの形成法。
【図１１】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマス
クまたはレチクルを適用したＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングルドレイン構造多結晶シ
リコンＴＦＴの回路毎形成法。
【図１２】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマス
クまたはレチクルを適用したＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングルドレイン構造多結晶シ
リコンＴＦＴの回路毎形成法（簡便プロセス）。
【図１３】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマス
クまたはレチクルを適用した液晶ディスプレイ製造法（１）。
【図１４】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマス
クまたはレチクルを適用した液晶ディスプレイ製造法（２）。
【図１５】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマス
クまたはレチクルを適用した液晶ディスプレイ製造法（３）。
【図１６】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマス
クまたはレチクルを適用した液晶ディスプレイ製造法（４）。
【図１７】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマス
クまたはレチクルを適用した液晶ディスプレイ製造法（５）。
【図１８】半導体装置の例を説明する図。
【図１９】半導体装置の例を説明する図。
【図２０】半導体装置の例を説明する図。
【図２１】光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマス
クまたはレチクルを利用したＧＯＬＤ構造及びＬＤＤ構造とシングルドレイン構造多結晶
シリコンＴＦＴの回路毎形成法。
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【発明を実施するための形態】
【００５９】
（実施形態１）
　回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有するゲート電極形成用フォ
トマスクまたはレチクルを利用したフォトリソグラフィ工程をＧＯＬＤ構造多結晶シリコ
ンＴＦＴの形成に適用した場合について、図１～図２に基づき記載する。
【００６０】
　最初に回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンを
設置したゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルの構成について、図１を用いて説
明する。
【００６１】
ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルに於けるマスクパターンの片側または両側
の端部に光強度低減機能を有する補助パターンを設置する。この補助パターンの具体例と
して、図１（Ａ）と図１（Ｂ）に露光装置の解像限界以下のラインおよびスペースから成
るスリット部を有する回折格子パターンの例を示す。尚、このフォトリソグラフィ工程で
使用されるレジストはネガ型レジストが適用困難である為、当該ゲート電極形成用フォト
マスクまたはレチクル１０１，１０５のパターン構成は、ポジ型レジストを前提にしてい
る。よって、ゲート電極形成用マスクパターンの主パターンの領域が遮光部１０２，１０
６で、光強度低減機能を有する補助パターンの領域がスリット部１０３，１０７で、補助
パターンの外側の領域が透光部１０４，１０８のパターン構成となっている。前記スリッ
ト部のスリットの方向は、スリット部１０３の様に主パターン（遮光部１０２）の方向と
平行でも、スリット部１０７の様に主パターン（遮光部１０６）の方向と垂直でも構わな
い（図１（Ａ）と図１（Ｂ））。
【００６２】
前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル１０１，１０５に露光光を照射した場
合、遮光部１０２，１０６の光強度はゼロであり、透光部１０４，１０８の光強度は１０
０％である。一方、露光装置の解像限界以下のラインおよびスペースから成る回折格子パ
ターンのスリット部１０３，１０７で構成される光強度低減機能を有する補助パターンの
光強度は、１０～７０％の範囲で調整可能となっており、その代表的光強度分布の例を光
強度分布１０９に示す。回折格子パターンに於ける前記スリット部１０３，１０７の光強
度の調整は、スリット部１０３，１０７のピッチ及びスリット幅の調整により実現してい
る（図１（Ｃ））。
【００６３】
次に補助パターンの具体例として、図１（Ｄ）に露光光の光強度を低減する機能を有する
半透膜の例を示す。ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル１１０に於けるゲート
電極形成用マスクパターンの主パターンの領域が遮光部１１１で、光強度低減機能を有す
る補助パターンの領域が半透膜から成る半透光部１１２で、その外側の領域が透光部１１
３である（図１（Ｄ））。
【００６４】
前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル１１０に露光光を照射した場合、遮光
部１１１及び透光部１１３の光強度は各々ゼロと１００％であり、半透膜から成る半透光
部１１２で構成される補助パターン領域の光強度は、１０～７０％の範囲で調整可能とな
っており、その代表的光強度分布の例を光強度分布１１４に示す（図１－Ｅ）。
【００６５】
次に回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有するゲート電極形成用フ
ォトマスクまたはレチクル１０１，１０５，１１０を利用したＧＯＬＤ構造多結晶シリコ
ンＴＦＴの形成法について、図２を用いて説明する。
【００６６】
回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンを設置した
前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル１０１，１０５，１１０をフォトリソ
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グラフィ工程に適用することにより、レジストパターンの片側または両側の端部に於いて
、現像後レジスト膜厚が通常に比べ、１０～６０％の範囲で薄くなった現像後レジストパ
ターン２０５ａを形成する（図２（Ａ））。
【００６７】
次に、前記現像後レジストパターン２０５ａをマスクに、ドライエッチング処理を行う。
本実施例ではエッチング条件として、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ
　Ｐｌａｓｍａ：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用い、エッチング用ガスにＣＦ４

とＣｌ２とを用い、それぞれのガス流量比を４０：４０（ｓｃｃｍ）とし、１．２Ｐａの
圧力でコイル型の電極に４５０ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨｚ）電力を投入し、基板側（試
料ステージ）にも２０ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨｚ）電力を投入してプラズマを生成し、
エッチングを行う。ドライエッチング工程に於いて、前記現像後レジストパターン２０５
ａから露出しているゲート電極膜２０４ａは、完全にエッチングされ、更に下層側に存在
する酸化窒化シリコン膜から成るゲート絶縁膜２０３ａが若干オーバーエッチングされる
までドライエッチング処理を行う。一方、前記現像後レジストパターン２０５ａの片側ま
たは両側の端部のレジスト膜厚が薄くなった領域は、ゲート電極膜２０４ａとの選択比の
問題で、レジスト膜が徐々にエッチングされ、ドライエッチングの途中で当該領域のレジ
スト膜が消失し、その下側のゲート電極膜２０４ａが露出し、この段階から当該領域のゲ
ート電極膜２０４ａのエッチングが進行し、その残膜厚が初期膜厚の５～３０％の所定膜
厚になる様にエッチングされる。
【００６８】
ここで、ドライエッチング工程に於けるレジストパターンの形状は、片側または両側の端
部のレジスト膜厚が薄くなった領域を有する現像後レジストパターン２０５ａから、最終
的にはドライエッチング後レジストパターン２０５ｂの形状に変化している。ドライエッ
チングにより、ゲート電極膜の片側または両側の端部が薄くなった領域を有するゲート電
極２０４ｂが形成され、前記ゲート電極２０４ｂから露出した領域に存在する下層膜であ
る酸化窒化シリコン膜から成るゲート絶縁膜２０３ｂは、オーバーエッチングにより薄く
なった形状になっている（図２（Ｂ））。
【００６９】
次に当該ゲート電極２０４ｂをマスクとして、ソース及びドレイン領域にｎ型不純物の高
濃度イオン注入を行う。片側または両側の端部が薄くなった領域を有するゲート電極２０
４ｂから露出した領域に対応する多結晶シリコン膜２０２に、ソース及びドレイン領域と
なる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）２０６が形成される。更に、当該ゲート電極２０４ｂ
の端部の膜厚が薄い領域に対応する多結晶シリコン膜２０２に低濃度不純物領域（ｎ－領
域）２０７が形成される。この際、前記高濃度不純物領域（ｎ＋領域）２０６と前記低濃
度不純物領域（ｎ－領域）２０７は、ゲート電極の膜厚の違いを考慮し、イオン注入時の
加速電圧とイオン注入量を適宜選択することにより、高濃度不純物領域（ｎ＋領域）２０
６と低濃度不純物領域（ｎ－領域）２０７を同時に形成することができる。尚、ドライエ
ッチング後レジストパターン２０５ｂは、イオン注入工程の前または後の工程のどちらで
除去しても良い（図２（Ｃ））。
【００７０】
尚、ここではＧＯＬＤ構造多結晶シリコンＴＦＴの形成法について記載したが、光強度低
減機能を有する補助パターンを設置した前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチク
ル１０１，１０５，１１０は、シリコン基板等の半導体基板を使用するＧＯＬＤ構造ＭＯ
Ｓ型トランジスタの形成にも、勿論適用可能である。この場合は、ソース及びドレイン領
域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）とゲート電極とオーバーラップしている低濃度不
純物領域（ｎ－領域）は、各々シリコン基板等の半導体基板に形成される。
【００７１】
（実施形態２）
　液晶ディスプレイ等の半導体装置には様々な回路が内包されており、回路によってはホ
ットキャリア対策効果に優れたＧＯＬＤ構造が適している場合もあれば、オフ電流値の小
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さいＬＤＤ構造が適している場合もあり、場合によっては、シングルドレイン構造が適し
ている場合もある。従って、回路毎にＧＯＬＤ構造及びＬＤＤ構造とシングルドレイン構
造の多結晶シリコンＴＦＴを別々に形成する必要がある。実施形態２に於いては、回路毎
にＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造及びシングルドレイン構造の多結晶シリコンＴＦＴを別々に
形成する方法について、図３に基づき記載する。尚、前記ゲート電極形成用フォトマスク
またはレチクル１０１，１０５，１１０（図１（Ａ），（Ｂ），（Ｄ））の構成について
は、既に実施形態１に記載している為、ここでは割愛する。
【００７２】
ここで使用する基板構造についてであるが、石英ガラス等から成るガラス基板３０１上に
所定膜厚の多結晶シリコン膜３０２と酸化窒化シリコン膜から成る所定膜厚のゲート絶縁
膜３０３と所定膜厚のゲート電極膜３０４が各々積層されている構造の基板を使用する。
前記構造の基板上に、回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有する補
助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル１０１，１０５，１
１０（図１（Ａ），（Ｂ），（Ｄ））を適用したフォトリソグラフィ工程を行い、ゲート
電極形成用の現像後レジストパターン３０５，３０６を形成する。なお、（Ａ－２）にお
けるレジストパターンは矩形状としてもよい。（図２１）
【００７３】
尚、ＧＯＬＤ構造形成領域４０１とＬＤＤ構造形成領域４０２に於いては、マスクパター
ンに回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンが設置
されている為、両側の端部のレジスト膜厚が通常に比べ、１０～６０％の範囲で薄くなっ
た現像後レジストパターン３０５が形成される。一方、シングルドレイン構造形成領域４
０３に於いては、マスクパターンに前記補助パターンがない為、通常の矩形形状の現像後
レジストパターン３０６が形成される（図３（Ａ））。
【００７４】
次に、前記現像後レジストパターン３０５，３０６をマスクにドライエッチング処理を行
う。ドライエッチング工程に於いて、ＧＯＬＤ構造形成領域４０１とＬＤＤ構造形成領域
４０２に於ける現像後レジストパターン３０５から露出しているゲート電極膜３０４、並
びにシングルドレイン構造形成領域４０３に於ける現像後レジストパターン３０６から露
出しているゲート電極膜３０４は、各々完全にエッチングされ、更に下層側に存在する酸
化窒化シリコン膜から成るゲート絶縁膜３０３が若干オーバーエッチングされるまでドラ
イエッチング処理を行う。
【００７５】
ＧＯＬＤ構造形成領域４０１とＬＤＤ構造形成領域４０２に於ける現像後レジストパター
ン３０５の両側端部のレジスト膜厚が薄くなった領域は、ゲート電極膜３０４との選択比
の問題で、レジスト膜が徐々にエッチングされ、ドライエッチングの途中で当該領域のレ
ジスト膜が消失し、その下側のゲート電極膜３０４が露出し、この段階から当該領域のゲ
ート電極膜３０４のエッチングが進行し、その残膜厚が初期膜厚の５～３０％の所定膜厚
になる様にエッチングされる。ここで、ドライエッチング工程に於けるレジストパターン
の形状は、現像後レジストパターン３０５から、最終的にドライエッチング後レジストパ
ターン３０７の形状に変化している。ドライエッチングにより、パターン両側の端部が薄
くなった領域を有するゲート電極３０８が形成され、前記ゲート電極３０８から露出した
領域に存在する下層膜である酸化窒化シリコン膜から成るゲート絶縁膜３０９は、オーバ
ーエッチングにより薄くなった形状になっている。
【００７６】
一方、シングルドレイン構造形成領域４０３に於ける現像後レジストパターン３０６をマ
スクにドライエッチングした場合、レジスト膜から露出した領域に存在する下層膜である
ゲート電極膜３０４は完全にエッチングされ、ゲート電極３１１が形成される。また、更
に下層膜である酸化窒化シリコン膜から成るゲート絶縁膜３０３が若干オーバーエッチン
グされるまでドライエッチング処理が行われることにより、オーバーエッチングにより薄
くなった形状のゲート絶縁膜３１２が得られる（図３（Ｂ））。
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【００７７】
次に、ドライエッチングにより形成されたゲート電極３０８，３１１をマスクに第１のイ
オン注入処理であるｎ型不純物の低濃度イオン注入を行い、ゲート電極３０８，３１１か
ら露出した領域に対応する多結晶シリコン膜３０２に低濃度不純物領域（ｎ－領域）３１
３，３１４を形成する（図３（Ｂ））。
【００７８】
次に、ドライエッチングのマスクとなった不要なドライエッチング後レジストパターン３
０７，３１０をレジスト除去する。もちろんｎ、前記低濃度イオン注入の前に、レジスト
パターン３０７，３１０を除去してもよい。そして、ＬＤＤ構造形成領域４０２に於いて
、ゲート電極３０８を覆う様に、レジストパターン３１５を新規に形成する（図３（Ｃ）
）。
【００７９】
次に、第２のイオン注入処理であるｎ型不純物の高濃度イオン注入を行う。この際、ＧＯ
ＬＤ構造形成領域４０１に於いては、ゲート電極３０８をマスクにイオン注入が行われる
ことにより、ゲート電極３０８から露出した領域に対応する多結晶シリコン膜３０２にソ
ース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）３１６が形成され、同時に当
該ゲート電極３０８の両側に存在するゲート電極膜の薄くなった領域に対応する多結晶シ
リコン膜３０２に低濃度不純物領域（ｎ－領域）３１７が形成される。ＧＯＬＤ構造多結
晶シリコンＴＦＴは、ゲート電極３０８に於ける端部の膜厚の違いを考慮し、イオン注入
時の加速電圧とイオン注入量を適宜選択することにより、高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
３１６と低濃度不純物領域（ｎ－領域）３１７を同時に形成することで実現できる。
【００８０】
尚、既にゲート電極３０８から露出した領域には、第１のイオン注入処理により低濃度不
純物領域（ｎ－領域）３１３が形成されており、その上から第２のイオン注入処理である
高濃度不純物が注入されることになるが、ソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領
域（ｎ＋領域）３１６の形成には特に支障は起こらない（図３（Ｄ））。
【００８１】
また、ＬＤＤ構造形成領域４０２に於いては、ゲート電極３０８を被覆しているレジスト
パターン３１５をマスクにイオン注入することにより、レジストパターン３１５から露出
した領域に対応する多結晶シリコン膜３０２にソース及びドレイン領域となる高濃度不純
物領域（ｎ＋領域）３１８が形成される。ゲート電極３０８の外側で且つレジストパター
ン３１５の内側の領域に対応する多結晶シリコン膜３０２には、既に第１のイオン注入処
理により低濃度不純物領域（ｎ－領域）３１９が形成されており、第２のイオン注入処理
による高濃度不純物領域（ｎ＋領域）３１８の形成と合わせて、ＬＤＤ構造多結晶シリコ
ンＴＦＴが構成される（図３（Ｄ））。
【００８２】
また、シングルドレイン構造形成領域４０３に於いては、ゲート電極３１１から露出した
領域に対応する多結晶シリコン膜３０２に、既に第１のイオン注入処理により低濃度不純
物領域（ｎ－領域）３１４が形成されているが、その上に重なる様に第２のイオン注入処
理により、高濃度不純物領域（ｎ＋領域）３２０が形成される。この様にシングルドレイ
ン構造多結晶シリコンＴＦＴは、ソース及びドレイン領域が高濃度不純物領域（ｎ＋領域
）３２０のみで形成される構造になっている（図３（Ｄ））。
【００８３】
尚、ここではＧＯＬＤ構造及びＬＤＤ構造とシングルドレイン構造の多結晶シリコンＴＦ
Ｔを別々に形成する方法について記載したが、光強度低減機能を有する補助パターンを設
置した前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル１０１，１０５，１１０は、シ
リコン基板等の半導体基板を使用する同構造のＭＯＳ型トランジスタの形成にも、勿論適
用可能である。この場合は、高濃度不純物領域（ｎ＋領域）及び低濃度不純物領域（ｎ－
領域）は、各々シリコン基板等の半導体基板に形成される。
【００８４】
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（実施形態３）
　回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有するゲート電極形成用フォ
トマスクまたはレチクルを利用したフォトリソグラフィ工程をＧＯＬＤ構造多結晶シリコ
ンＴＦＴの形成に適用した場合について、図９～１０に基づき記載する。最初に回折格子
パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電
極形成用フォトマスクまたはレチクルの構成について、図９を用いて説明する。
【００８５】
　ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクルに於けるマスクパターンの片側または両
側の端部に、マスクパターンからの距離に比例して透過率が徐々に増加する様に構成され
た光強度低減機能を有する補助パターンを設置する。図９－Ａと図９－Ｂには、この補助
パターンの具体例として、露光装置の解像限界以下のラインおよびスペースから成る複数
のスリット部を有する回折格子パターンの例を示しており、マスクパターンからの距離に
比例してスリット幅が徐々に大きくなる構造となっている。尚、このフォトリソグラフィ
工程で使用されるレジストはネガ型レジストが適用困難である為、当該ゲート電極形成用
フォトマスクまたはレチクル９０１，９０５のパターン構成は、ポジ型レジストを前提に
している。よって、ゲート電極形成用マスクパターンの主パターンの領域が遮光部９０２
，９０６で、光強度低減機能を有する補助パターンの領域がスリット部９０３、９０７で
、補助パターンの外側の領域が透光部９０４，９０８のパターン構成となっている。前記
スリット部のスリットの方向は、スリット部９０３の様に主パターン（遮光部９０２）の
方向と平行でも、スリット部９０７の様に主パターン（遮光部９０６）の方向と垂直でも
構わない（図９－Ａと図９－Ｂ）。
【００８６】
　前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル９０１，９０５に露光光を照射した
場合、遮光部９０２，９０６の光強度はゼロであり、透光部９０４，９０８の光強度は１
００％である。一方、露光装置の解像限界以下のラインおよびスペースから成る複数のス
リット部９０３，９０７を有する回折格子パターンで構成される光強度低減機能を有する
補助パターンの光強度は、１０～７０％の範囲でマスクパターンからの距離に比例して透
過率が増加する様に構成されており、その代表的光強度分布の例を光強度分布９０９に示
す。尚、回折格子パターンに於ける前記スリット部９０３，９０７の光強度の調整は、ス
リット部９０３，９０７のピッチ及びスリット幅の調整により実現している（図９－Ｃ）
。
【００８７】
　次の図９－Ｄには、補助パターンの具体例として、露光光の光強度を低減する機能を有
する半透膜の例を示しており、マスクパターンからの距離に比例して、半透膜の透過率が
徐々に増加する様に構成されている。ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル９１
０に於けるゲート電極形成用マスクパターンの主パターンの領域が遮光部９１１で、光強
度低減機能を有する補助パターンの領域が半透膜から成る半透光部９１２で、その外側の
領域が透光部９１３である（図９－Ｄ）。
【００８８】
　前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル９１０に露光光を照射した場合、遮
光部９１１及び透光部９１３の光強度は各々ゼロと１００％であり、半透膜から成る半透
光部９１２で構成される補助パターン領域の光強度は、１０～７０％の範囲でマスクパタ
ーンからの距離に比例して透過率が増加する様に構成されており、その代表的光強度分布
の例を光強度分布９１４に示す（図９－Ｅ）。
【００８９】
　次に回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有するゲート電極形成用
フォトマスクまたはレチクル９０１，９０５，９１０を利用したＧＯＬＤ構造多結晶シリ
コンＴＦＴの形成法について、図１０を用いて説明する。
【００９０】
　回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンを設置し
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た前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル９０１，９０５，９１０をフォトリ
ソグラフィ工程に適用することにより、レジストパターンの両側端部に於ける膜厚が、通
常と比較し１０～６０％の範囲内で薄く形成され、且つ端部に近付く程、レジスト膜厚が
徐々に薄くなったテーパー形状領域を有する現像後レジストパターン１００５が形成され
る（図１０－Ａ）。
【００９１】
　尚、前記現像後レジストパターン１００５のテーパー形状領域のレジスト膜厚は、テー
パー形状領域の端部に近付く程、薄くなっており、対応するマスクパターンに設置された
前記補助パターン領域の透過率を適宜調整することにより、自由に設定可能である。そし
て後工程である第１のドライエッチング処理及び第２のドライエッチング処理で形成され
るゲート電極のテーパー形状領域のエッチング残膜厚を考慮して、前記現像後レジストパ
ターン１００５のテーパー形状領域は適切なレジスト膜厚に形成される。また、前記現像
後レジストパターン１００５の前記テーパー形状領域の寸法は、対応するマスクパターン
に設置された前記補助パターン領域の寸法を調整することにより、自由に設定可能である
。そして現像後レジストパターン１００５の前記テーパー形状領域は、最終的に形成され
るＧＯＬＤ構造トランジスタに於ける低濃度不純物領域（ｎ－領域）の寸法を考慮して、
適切な長さに形成される（図１０－Ａ）。
【００９２】
　次に、前記現像後レジストパターン１００５をマスクに、第１のドライエッチング処理
を行う。この所定時間のドライエッチング工程に於いて、前記現像後レジストパターン１
００５から露出しているゲート電極膜１００４は、完全にエッチングされ、更に下層側に
存在するゲート絶縁膜１００３が若干オーバーエッチングされるまで、ドライエッチング
処理が行われる。一方、前記現像後レジストパターン１００５の端部に於けるレジスト膜
厚の薄くなったテーパー形状領域では、ゲート電極膜１００４とレジスト膜との選択比の
問題で、レジスト膜が徐々にエッチングされる為、ドライエッチングの途中で、前記テー
パー形状領域でのレジストパターン端部のレジスト膜厚の薄い領域から下地のゲート電極
膜１００４が徐々に露出し、当該領域の端部からゲート電極膜１００４のエッチングが進
行することになる。この為、当該領域のゲート電極膜１００４の残膜厚が初期膜厚の５～
３０％程度の所定膜厚になる様にドライエッチングした後、ゲート電極端部に近付く程、
ゲート電極膜厚の薄くなる構造のテーパー形状領域を有したゲート電極１００７が形成さ
れる。
【００９３】
　ここで、第１のドライエッチング工程に於けるレジストパターンの形状は、パターン端
部に近付く程、レジスト膜厚の薄くなったテーパー形状領域を有する現像後レジストパタ
ーン１００５から、最終的にはドライエッチング後レジストパターン１００６の形状に変
化している。このドライエッチングにより、ゲート電極端部に近付く程、膜厚の薄くなる
構造のテーパー形状領域を有するゲート電極１００７が形成され、前記ゲート電極１００
７から露出した領域に存在する下層膜であるゲート絶縁膜１００８は、オーバーエッチン
グにより、薄くなった形状に変化している（図１０－Ｂ）。
【００９４】
　次に前記ゲート電極１００７をマスクとして、ソース及びドレイン領域にｎ型不純物の
高濃度イオン注入を行う。ゲート電極１００７から露出した領域に対応する多結晶シリコ
ン膜１００２に、ソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１００９
が形成される。またゲート電極端部に近付く程、ゲート電極膜厚の薄くなる構造の前記テ
ーパー形状領域に対応する多結晶シリコン膜１００２には、低濃度不純物領域（ｎ－領域
）１０１０が形成される。この際、ゲート電極１００７の端部の前記テーパー形状領域で
は、ゲート電極１００７の端部に近付く程、ゲート電極膜厚が徐々に薄くなる構造となっ
ている為、スルードープでイオン注入される低濃度不純物領域（ｎ－領域）１０１０の不
純物濃度には濃度勾配が存在し、ゲート電極１００７の端部即ちソース及びドレイン領域
の端部に近付く程、徐々に不純物濃度が高くなる傾向を有している（図１０－Ｂ）。
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【００９５】
　尚、前記イオン注入に於ける注入条件は、ドーズ量が５×１０１４～５×１０１５ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ２及び加速電圧が６０～１００ｋＶである。また前記高濃度不純物領域（ｎ
＋領域）１００９に於いては１×１０２０～１×１０２２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３程度の不純
物がイオン注入され、前記低濃度不純物領域（ｎ－領域）１０１０に於いては１×１０１

８～１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３程度の不純物がイオン注入されている。
【００９６】
　次に前記ゲート電極１００７をマスクとして、第２のドライエッチング処理を行う。こ
の所定時間のドライエッチング処理により、ゲート電極１００７の端部のテーパー形状領
域はエッチングされ、テーパー形状領域のゲート電極膜厚は更に薄くなり、テーパー形状
領域の端部は後退する。この結果、ゲート電極１００７はゲート電極１０１１の形状に変
化し、濃度勾配を有した前記低濃度不純物領域（ｎ－領域）１０１０は、ゲート電極１０
１１とオーバーラップしているＬｏｖ領域１０１０ａとオーバーラップしてないＬｏｆｆ
領域１０１０ｂに区分される。この際、ドライエッチング処理条件を適宜変更することに
より、ゲート電極１００７の前記テーパー形状領域の範囲内で、ゲート電極１０１１の寸
法を自由に調整することができる。即ち、ゲート電極１００７の前記テーパー形状領域の
範囲内で、Ｌｏｖ領域１０１０ａの寸法とＬｏｆｆ領域１０１０ｂの寸法を自由に調整す
ることができる。また、ゲート電極１０１１から露出した下地のゲート絶縁膜１０１２は
、ドライエッチングにより更に薄くなっている。この後、ゲート電極１０１１のドライエ
ッチングマスクである不要なレジストパターン１００６は、除去される（図１０－Ｃ）。
もちろん、前記高濃度イオン注入の前に、レジストパターン１００６を除去してもよい。
【００９７】
　尚、ここではＧＯＬＤ構造多結晶シリコンＴＦＴの形成法について記載したが、光強度
低減機能を有する補助パターンを設置した前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチ
クル９０１，９０５，９１０は、シリコン基板等の半導体基板を使用するＧＯＬＤ構造Ｍ
ＯＳ型トランジスタの形成にも、勿論適用可能である。この場合は、高濃度不純物領域（
ｎ＋領域）と低濃度不純物領域（ｎ－領域）は、シリコン基板等の半導体基板に形成され
る。
【００９８】
（実施形態４）
　液晶ディスプレイ等の半導体装置には様々な回路が内包されており、回路によってはホ
ットキャリア対策効果に優れたＧＯＬＤ構造が適している場合もあれば、オフ電流値の小
さいＬＤＤ構造が適している場合もあり、場合によっては、シングルドレイン構造が適し
ている場合もある。従って、回路毎にＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングルドレイン構造
の多結晶シリコンＴＦＴを別々に形成する必要がある。実施形態４に於いては、回路毎に
ＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングルドレイン構造の多結晶シリコンＴＦＴを別々に形成
する方法について、図１１に基づき記載する。
【００９９】
　尚、本実施形態では、第２のドライエッチング処理後に於けるＬＤＤ構造形成領域１５
０２のゲート電極１１２３にエッチング残膜であるテーパー形状領域が残存している場合
について例示しており、次工程のＬＤＤ構造形成領域１５０２のみを開口する為のレジス
トパターン形成と第３のドライエッチング処理が必要な場合について記載している。また
、前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル９０１，９０５，９１０（図９－Ａ
，Ｂ，Ｄ）の構成については、既に実施形態１に記載している為、ここでは割愛する。
【０１００】
　本実施形態で使用する基板構造は、ガラス基板１１０１上に所定膜厚の多結晶シリコン
膜１１０２と所定膜厚のゲート絶縁膜１１０３と所定膜厚のゲート電極膜１１０４が各々
積層されている構造の基板を使用する。前記構造の基板上に、回折格子パターンまたは半
透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマ
スクまたはレチクル９０１，９０５，９１０（図９－Ａ，Ｂ，Ｄ）を適用したフォトリソ
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グラフィ工程を行い、現像後レジストパターン１１０５，１１０６，１１０７を形成する
。ここで、１１０５における補助パターンの幅と１１０６における補助パターンの幅は異
なっているが、もちろん同じ幅であっても良い。
【０１０１】
　この際、適用する前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル９０１，９０５，
９１０に於いて、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２に対応す
るゲート電極形成用マスクパターンには光強度低減機能を有する補助パターンを設置し、
シングルドレイン構造形成領域１５０３に対応するゲート電極形成用マスクパターンには
前記補助パターンを設置しないパターン構成とする。この結果、ＧＯＬＤ構造形成領域１
５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２の現像後レジストパターン１１０５，１１０６には
、端部に近付く程、レジスト膜厚の徐々に薄くなるテーパー形状領域が形成され、シング
ルドレイン構造形成領域１５０３の現像後レジストパターン１１０７には前記テーパー形
状領域が存在せず、矩形形状の現像後レジストパターン１１０７が形成される（図１１－
Ａ）。
【０１０２】
　尚、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２に於ける現像後レジ
ストパターン１１０５，１１０６の前記テーパー形状領域のレジスト膜厚は、テーパー形
状領域の端部に近付く程、薄くなっており、各々対応するマスクパターンに設置された前
記補助パターン領域の透過率を適宜調整することにより、自由に設定可能である。そして
後工程である第１のドライエッチング処理及び第２のドライエッチング処理で形成される
ゲート電極のテーパー形状領域のエッチング残膜厚を考慮して、現像後レジストパターン
１１０５，１１０６の前記テーパー形状領域は適切なレジスト膜厚に形成される。また、
ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２に於ける現像後レジストパ
ターン１１０５，１１０６の前記テーパー形状領域の寸法は、各々対応するマスクパター
ンに設置された前記補助パターン領域の寸法を調整することにより、自由に設定可能であ
る。そして現像後レジストパターン１１０５，１１０６の前記テーパー形状領域は、最終
的に形成されるＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造トランジスタに於ける各低濃度不純物領域（ｎ
－領域）の寸法を考慮して、適切な長さに形成される。
【０１０３】
　本実施形態では、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２に於け
る現像後レジストパターン１１０５，１１０６のテーパー形状領域のレジスト膜厚が同等
で、且つＧＯＬＤ構造形成領域１５０１の現像後レジストパターン１１０５の場合と比較
し、ＬＤＤ構造形成領域１５０２の現像後レジストパターン１１０６に於けるテーパー形
状領域が寸法的に小さい場合を例示している（図１１－Ａ）。
【０１０４】
　次に、第１のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理によ
り、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２に於いては、ゲート電
極端部に近付く程、ゲート電極膜厚の薄くなる構造のテーパー形状領域を有したゲート電
極１１１１，１１１２が形成される。この際、ゲート電極１１１１，１１１２のテーパー
形状領域の残膜厚は、初期膜厚の５～３０％程度の所定膜厚になる様にドライエッチング
処理される。一方のシングルドレイン構造形成領域１５０３に於いては、矩形形状のゲー
ト電極１１１３が形成される。尚、ドライエッチングのマスクとなったレジストパターン
は、現像後レジストパターン１１０５，１１０６，１１０７の形状から各々ドライエッチ
ング後レジストパターン１１０８，１１０９，１１１０の形状に変化している。また、ゲ
ート電極１１１１，１１１２，１１１３から露出した領域のゲート絶縁膜の形状は、エッ
チングにより薄くなっており、各々ゲート絶縁膜１１１４，１１１５，１１１６の形状に
変化している（図１１－Ｂ）。
【０１０５】
　次に、前記ゲート電極１１１１，１１１２，１１１３をマスクにｎ型不純物の高濃度イ
オン注入を行う。ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２に於いて



(21) JP 2012-89860 A 2012.5.10

10

20

30

40

50

は、ゲート電極１１１１，１１１２の外側に対応する多結晶シリコン膜１１０２にソース
及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１１１７，１１１９が形成され、
ゲート電極膜厚の薄い前記テーパー形状領域に対応する多結晶シリコン膜１１０２に低濃
度不純物領域（ｎ－領域）１１１８，１１２０が形成される。シングルドレイン構造形成
領域１５０３に於いては、ゲート電極１１１３の外側に対応する多結晶シリコン膜１１０
２にソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１１２１のみが形成さ
れる（図１１－Ｂ）。
【０１０６】
　次に、第２のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理によ
り、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１に於いては、ゲート電極１１１１の端部の前記テーパ
ー形状領域がドライエッチングされ、テーパー形状領域のゲート電極膜厚は更に薄くなり
、テーパー形状領域の端部であるゲート電極１１１１の端部は後退し、ゲート電極１１２
２が形成される。そして前記低濃度不純物領域（ｎ－領域）１１１８は、ゲート電極１１
２２とオーバーラップしているＬｏｖ領域１１１８ａとオーバーラップしていないＬｏｆ
ｆ領域１１１８ｂに区分される。ＬＤＤ構造形成領域１５０２に於けるゲート電極１１１
２の前記テーパー形状領域も、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１の場合と同様にドライエッ
チングされ、エッチング残膜であるテーパー形状領域を有するゲート電極１１２３が形成
される。これに対し、シングルドレイン構造形成領域１５０３のゲート電極１１１３も同
様にドライエッチング処理が行われ、ゲート電極１１２４が形成されるが、当該ゲート電
極１１１３が矩形形状である為、下地のゲート絶縁膜１１１６が更にエッチングされ、薄
くなるだけである。この後、ゲート電極１１２２，１１２３，１１２４のドライエッチン
グマスクである不要なレジストパターンは、除去される（図１１－Ｃ）。もちろん、前記
高濃度イオン注入の前に、不要なレジストパターンを除去してもよい。
【０１０７】
　次に、ＬＤＤ構造形成領域１５０２に於けるゲート電極１１２３のエッチング残膜であ
る前記テーパー形状領域が残存している為、前記テーパー形状領域を選択的に除去する必
要がある。よって、ＬＤＤ構造形成領域１５０２のみを開口する様に、新規にレジストパ
ターン１１２５～１１２７を形成する（図１１－Ｄ）。
【０１０８】
　次に、第３のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理によ
り、ＬＤＤ構造形成領域１５０２に於けるゲート電極１１２３の前記テーパー形状領域は
選択的にエッチング除去され、矩形形状のゲート電極１１２８が形成される。この結果、
多結晶シリコン膜に形成された低濃度不純物領域（ｎ－領域）１１２０とゲート電極１１
２８はオーバーラップしない構造となり、ＬＤＤ構造トランジスタが形成される。この後
、ドライエッチングマスクである前記レジストパターン１１２５～１１２７は、除去され
る（図１１－Ｅ）。
【０１０９】
　尚、ここではＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングルドレイン構造の多結晶シリコンＴＦ
Ｔの形成法について記載したが、光強度低減機能を有する補助パターンを設置した前記ゲ
ート電極形成用フォトマスクまたはレチクル９０１，９０５，９１０は、シリコン基板等
の半導体基板を使用する同構造のＭＯＳ型トランジスタの形成にも、勿論適用可能である
。この場合は、高濃度不純物領域（ｎ＋領域）と低濃度不純物領域（ｎ－領域）は、シリ
コン基板等の半導体基板に形成される。
【０１１０】
　以上の製造工程により、回路毎にＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングルドレイン構造の
薄膜トランジスタを別々に形成することができる。
【０１１１】
（実施形態５）
　実施形態５では、回路毎にＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングルドレイン構造の薄膜ト
ランジスタを別々に形成する方法に於いて、ＬＤＤ構造形成領域１５０２のみを開口する
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為のレジストパターン形成と第３のドライエッチング処理が不要な工程簡略化プロセスに
ついて、図１２に基づき記載する。
【０１１２】
　本実施形態で使用する基板構造は、ガラス基板１２０１上に所定膜厚の多結晶シリコン
膜１２０２と所定膜厚のゲート絶縁膜１２０３と所定膜厚のゲート電極膜１２０４が各々
積層されている構造の基板を使用する。前記構造の基板上に、回折格子パターンまたは半
透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンを設置したゲート電極形成用フォトマ
スクまたはレチクル９０１，９０５，９１０（図９－Ａ，Ｂ，Ｄ）を適用したフォトリソ
グラフィ工程を行い、現像後レジストパターン１２０５，１２０６，１２０７を形成する
。
【０１１３】
　この際、適用する前記ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル９０１，９０５，
９１０に於いて、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２に対応す
るゲート電極形成用マスクパターンには光強度低減機能を有する補助パターンを設置し、
シングルドレイン構造形成領域１５０３に対応するゲート電極形成用マスクパターンには
前記補助パターンを設置しないパターン構成とする。この結果、ＧＯＬＤ構造形成領域１
５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２の現像後レジストパターン１２０５，１２０６には
、端部に近付く程、レジスト膜厚の徐々に薄くなったテーパー形状領域が形成され、シン
グルドレイン構造形成領域１５０３の現像後レジストパターン１２０７には前記テーパー
形状領域が存在せず、矩形形状の現像後レジストパターン１２０７が形成される（図１２
－Ａ）。
【０１１４】
　本実施形態では、第２のドライエッチング処理後に於いて、ＬＤＤ構造形成領域１５０
２の当該ゲート電極にエッチング残膜であるテーパー形状領域が残存しない様にする為、
ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１に於ける現像後レジストパターン１２０５と比較し、ＬＤ
Ｄ構造形成領域１５０２に於ける現像後レジストパターン１２０６のテーパー形状領域の
レジスト膜厚が相対的に薄くなる様に構成されている（図１２－Ａ）。
【０１１５】
　次に、第１のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理によ
り、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２に於いては、ゲート電
極端部に近付く程、ゲート電極膜厚の薄くなる構造のテーパー形状領域を有したゲート電
極１２１１，１２１２が形成される。この際、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構
造形成領域１５０２のゲート電極１２１１，１２１２に於けるテーパー形状領域の残膜厚
は、初期膜厚の５～３０％程度の所定膜厚になる様にドライエッチング処理されており、
またゲート電極１２１２に於けるテーパー形状領域の残膜厚は、ゲート電極１２１１に比
べ、相対的に薄くなっている。一方のシングルドレイン構造形成領域１５０３に於いては
、矩形形状のゲート電極１２１３が形成される。尚、ドライエッチングのマスクとなった
レジストパターンは、現像後レジストパターン１２０５，１２０６，１２０７の形状から
各々ドライエッチング後レジストパターン１２０８，１２０９，１２１０の形状に変化し
ている。また、ゲート電極１２１１，１２１２，１２１３から露出した領域のゲート絶縁
膜の形状は、エッチングにより薄くなっており、各々ゲート絶縁膜１２１４，１２１５，
１２１６の形状に変化している（図１２－Ｂ）。
【０１１６】
　次に、前記ゲート電極１２１１，１２１２，１２１３をマスクにｎ型不純物の高濃度イ
オン注入を行う。ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１とＬＤＤ構造形成領域１５０２に於いて
は、ゲート電極１２１１，１２１２の外側に対応する多結晶シリコン膜１２０２にソース
及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１２１７，１２１９が形成され、
ゲート電極膜厚の薄い前記テーパー形状領域に対応する多結晶シリコン膜１２０２に低濃
度不純物領域（ｎ－領域）１２１８，１２２０が形成される。シングルドレイン構造形成
領域１５０３に於いては、ゲート電極１２１３の外側に対応する多結晶シリコン膜１２０
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２にソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１２２１のみが形成さ
れる（図１２－Ｂ）。
【０１１７】
　次に、第２のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理によ
り、ＧＯＬＤ構造形成領域１５０１に於いては、ゲート電極１２１１の端部の前記テーパ
ー形状領域がドライエッチングされ、テーパー形状領域のゲート電極膜厚は更に薄くなり
、テーパー形状領域の端部であるゲート電極１２１１の端部は後退し、ゲート電極１２２
２が形成される。そして前記低濃度不純物領域（ｎ－領域）１２１８は、ゲート電極１２
２２とオーバーラップしているＬｏｖ領域１２１８ａとオーバーラップしていないＬｏｆ
ｆ領域１２１８ｂに区分される。またＬＤＤ構造形成領域１５０２の場合、第１のドライ
エッチング処理後に於いて、ゲート電極１２１２のテーパー形状領域の残膜厚が相対的に
薄い為、第２のドライエッチング処理により、前記テーパー形状領域は完全にエッチング
除去され、矩形形状のゲート電極１２２３が形成される。このゲート電極１２２３は前記
低濃度不純物領域（ｎ－領域）１２２０とオーバーラップしない構造となっており、ＬＤ
Ｄ構造トランジスタが形成される。これに対し、シングルドレイン構造形成領域１５０３
のゲート電極１２１３も同様にドライエッチング処理が行われ、ゲート電極１２２４が形
成されるが、ゲート電極１２１３が矩形形状である為、下地のゲート絶縁膜１２１６が更
にエッチングされ、薄くなるだけである。この後、ゲート電極１２２２，１２２３，１２
２４のドライエッチングマスクであるレジストパターンは、除去される（図１２－Ｃ）。
もちろん、前記高濃度イオン注入の前に、レジストパターンを除去してもよい。
【０１１８】
　以上の工程簡略化した製造工程により、回路毎にＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造とシングル
ドレイン構造の薄膜トランジスタを別々に形成することができる。
【０１１９】
上記の実施形態１乃至５で説明した本発明について、以下に記載する実施例で更に詳細な
説明を行うこととする。
【実施例１】
【０１２０】
　回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンを設置し
たフォトマスクまたはレチクル１０１，１０５，１１０（図１（Ａ），（Ｂ），（Ｄ））
をゲート電極形成用のフォトリソグラフィ工程に適用し、ＧＯＬＤ構造及びＬＤＤ構造多
結晶シリコンＴＦＴで構成されるアクティブマトリクス型液晶ディスプレイの製造法につ
いて、図４～図８を用いて詳細に説明する。尚、実施形態２に於いては、ＧＯＬＤ構造と
ＬＤＤ構造及びシングルドレイン構造の多結晶シリコンＴＦＴを別々に形成する方法につ
いて記載したが、本実施例に於いては、ＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造の多結晶シリコンＴＦ
Ｔで構成される液晶ディスプレイの製造法について記載する。
【０１２１】
最初に、液晶ディスプレイ全体の回路構成を図４に示す。液晶ディスプレイは、画素領域
５０１と画素領域５０１を駆動する為の周辺回路で構成されている。周辺回路は、シフト
レジスタ回路５０２，５０６とレベルシフタ回路５０３，５０７とバッファ回路５０４，
５０８とサンプリング回路５０５で構成されている。周辺回路であるシフトレジスタ回路
５０２，５０６とレベルシフタ回路５０３，５０７とバッファ回路５０４，５０８には、
ホットキャリア対策効果に優れたＧＯＬＤ構造の多結晶シリコンＴＦＴが使われており、
一方、画素領域５０１と周辺回路の一部であるサンプリング回路５０５にはオフ電流値を
抑える効果に優れたＬＤＤ構造の多結晶シリコンＴＦＴが使われている（図４）。
【０１２２】
前記回路構成の液晶ディスプレイの製造法について、以下に図５～図８を用いて具体的に
記載する。
【０１２３】
最初に、ガラス基板６０１上にプラズマＣＶＤ法により、各々組成比の異なる第１層目の
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酸化窒化シリコン膜６０２ａを５０ｎｍと第２層目の酸化窒化シリコン膜６０２ｂを１０
０ｎｍの膜厚で堆積し、下地膜６０２を成膜する。尚、ここで用いるガラス基板６０１と
しては、石英ガラスまたはバリウムホウケイ酸ガラスまたはアルミノホウケイ酸ガラス等
が有る。次に前記下地膜６０２（６０２ａと６０２ｂ）上にプラズマＣＶＤ法により、非
晶質シリコン膜５５ｎｍを堆積した後、ニッケル含有溶液を非晶質シリコン膜上に保持さ
せた。この非晶質シリコン膜を脱水素化処理（５００℃にて１時間）した後、熱結晶化（
５５０℃にて４時間）を行い、更にレーザーアニール処理により多結晶シリコン膜とした
。次にフォトリソグラフィ工程及びエッチング工程により、この多結晶シリコン膜をパタ
ーニングし、半導体層６０３～６０７を形成した。この際、半導体層６０３～６０７を形
成した後、ＴＦＴのＶｔｈを制御する為の不純物元素（ボロンまたはリン）のドーピング
を実施しても構わない。次に半導体層６０３～６０７を覆う様に、プラズマＣＶＤ法によ
り１１０ｎｍ厚の酸化窒化シリコン膜から成るゲート絶縁膜６０８を形成し、更にゲート
絶縁膜６０８上に４００ｎｍ厚のＴａＮ膜から成るゲート電極膜６０９をスパッタ法によ
り堆積した（図５（Ａ））。
【０１２４】
次に露光光の透過率を低減する機能を有するラインおよびスペースから成る回折格子パタ
ーンまたは半透膜で構成される補助パターンを設置したフォトマスクまたはレチクル１０
１，１０５，１１０（図１（Ａ），（Ｂ），（Ｄ））をゲート電極形成用のフォトリソグ
ラフィ工程に適用し、両側が薄くなった形状のゲート電極形成用の現像後レジストパター
ン６１０ａ～６１５ａを形成する（図５（Ｂ））。
【０１２５】
次にゲート電極形成用の前記現像後レジストパターン６１０ａ～６１５ａをマスクに、Ｔ
ａＮ膜から成る４００ｎｍ厚のゲート電極膜６０９のドライエッチング処理を行う。ドラ
イエッチング後のゲート電極の形状は両側の端部が薄くなった凸型形状で、薄い領域の膜
厚が初期膜厚４００ｎｍの５～３０％程度（好ましくは７～８％程度、３０ｎｍ程度）に
なる様にエッチングされ、ゲート電極６１７～６２２が形成される。この際、ドライエッ
チング工程に於けるレジストパターンの形状は、両側の端部のレジスト膜厚が薄く形成さ
れた現像後レジストパターン６１０ａ～６１５ａから、レジスト膜厚の薄い領域が消失し
たドライエッチング後レジストパターン６１０ｂ～６１５ｂの形状に変化している。また
、ゲート電極６１７～６２２から露出した領域の酸化窒化シリコン膜から成るゲート絶縁
膜６０８は、ドライエッチングにより薄くなった形状のゲート絶縁膜６１６に変化してい
る。
【０１２６】
次にドライエッチング後レジストパターン６１０ｂ～６１５ｂを除去せずに、第１のイオ
ン注入処理であるｎ型不純物の低濃度イオン注入を行い、ゲート電極６１７～６２２から
露出した領域に対応する半導体層６０３～６０７に低濃度不純物領域（ｎ－領域）６２３
～６２７を形成する。この際のイオン注入条件はｎ型不純物としてリン（Ｐ）を用い、ド
ーズ量が３×１０１２　～３×１０１３ａｔｏｍｓ／ｃｍ２及び加速電圧が６０～１００
ｋＶの条件で処理した（図６（Ａ））。
【０１２７】
次に、ドライエッチング後レジストパターン６１０ｂ～６１５ｂを除去する。この後、画
素ＴＦＴ７０４をＬＤＤ構造にする為、当該領域に存在するゲート電極６２０を覆う様に
、第２のイオン注入処理のマスクとなるレジストパターン６２８を形成する。もちろん、
前記低濃度イオン注入の前に、レジストパターン６１０ｂ～６１５ｂを除去してもよい。
【０１２８】
そして、第２のイオン注入処理であるｎ型不純物の高濃度イオン注入を行う。イオン注入
条件としては、ドーズ量が５×１０１４～５×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２で、加速電圧
が６０～１００ｋＶの条件でイオン注入する。
【０１２９】
この際、ＬＤＤ構造形成領域の画素領域７０７である画素ＴＦＴ７０４の領域に於いては
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、ゲート電極６２０を被覆しているレジストパターン６２８をマスクにイオン注入するこ
とにより、レジストパターン６２８から露出した領域に対応する半導体層６０６にソース
及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）６３２が形成される。ゲート電極
６２０の外側で且つレジストパターン６２８の内側の領域に対応する半導体層６０６には
、既に第１のイオン注入処理により低濃度不純物領域（ｎ－領域）６２６が形成されてお
り、第２のイオン注入処理による高濃度不純物領域（ｎ＋領域）６３２の形成と合わせて
、ＬＤＤ構造多結晶シリコンＴＦＴが形成される。
【０１３０】
一方、ＧＯＬＤ構造形成領域である周辺回路の駆動回路７０６に於いては、ゲート電極６
１７～６１９をマスクにイオン注入が行われることにより、ゲート電極６１７～６１９か
ら露出した領域に対応する半導体層６０３～６０５にソース及びドレイン領域となる高濃
度不純物領域（ｎ＋領域）６２９～６３１が形成され、同時に当該ゲート電極６１７～６
１９の両側に存在するゲート電極膜の薄くなった領域に対応する半導体層６０３～６０５
に低濃度不純物領域（ｎ－領域）６３４～６３６が形成される。この様に、ゲート電極６
１７～６１９に於ける両側の膜厚の違いを考慮し、イオン注入時の加速電圧とイオン注入
量を適宜選択することにより、高濃度不純物領域（ｎ＋領域）６２９～６３１と低濃度不
純物領域（ｎ－領域）６３４～６３６を同時に形成し、ＧＯＬＤ構造多結晶シリコンＴＦ
Ｔを形成することができる。
【０１３１】
尚、画素領域７０７の保持容量７０５に於いても、ゲート電極６２１（容量形成領域の為
、正確にはゲート電極でなく単なる電極）をマスクに第２のイオン注入処理が行われる為
、ゲート電極６２１の膜厚の違いを利用し、半導体層６０７に高濃度不純物領域（ｎ＋領
域）６３３と低濃度不純物領域（ｎ－領域）６３７が同時に形成され、構造的にはＧＯＬ
Ｄ構造と類似の構造が形成されているが、多結晶シリコンＴＦＴの形成領域でない為、Ｇ
ＯＬＤ構造ではない（図６（Ｂ））。
【０１３２】
次に新規のフォトリソグラフィ工程を行うことにより、駆動回路７０６に於けるｐチャネ
ル型ＴＦＴ７０２領域と画素領域７０７に於ける保持容量７０５領域をレジスト開口させ
、その他の領域はレジストパターン６３８～６４０で被覆する様にパターニングする。
【０１３３】
前記レジストパターン６３８～６４０をマスクに第３のイオン注入処理であるｐ型不純物
の高濃度イオン注入を行う。この際、ｐチャネル型ＴＦＴ７０２領域には、ゲート電極６
１８をマスクに前記一導電型とは逆の導電型を付与する不純物元素であるボロン（Ｂ）等
のｐ型不純物がイオン注入され、ゲート電極６１８から露出した領域に対応する半導体層
６０４にソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｐ＋領域）６４１とゲート電
極６１８の両側の膜厚が薄い領域に対応する半導体層６０４に低濃度不純物領域（ｐ－領
域）６４３が形成され、ＧＯＬＤ構造多結晶シリコンＴＦＴが形成される。第３のイオン
注入領域は、第１及び第２のイオン注入によりｎ型不純物であるリン（Ｐ）が既にイオン
注入されているが、ｐ型不純物であるボロン（Ｂ）の濃度が２×１０２０～２×１０２１

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３となる様にイオン注入される為、ｐチャネル型多結晶シリコンＴＦＴ
のソース及びドレイン領域として機能することができる。
【０１３４】
尚、保持容量７０５領域についても、ｐチャネル型ＴＦＴ７０２と同様に、対応する半導
体層６０７に高濃度不純物領域（ｎ＋領域）６４２と低濃度不純物領域（ｎ－領域）６４
４が形成され、構造的にはＧＯＬＤ構造と類似の構造が形成されているが、多結晶シリコ
ンＴＦＴの形成領域でない為、ＧＯＬＤ構造ではない（図７（Ａ））。
【０１３５】
次に前記レジストパターン６３８～６４０を除去した後、プラズマＣＶＤ法により１５０
ｎｍ厚の酸化窒化シリコン膜から成る第１の層間絶縁膜６４５を堆積させる。更に、半導
体層６０３～６０７に注入された各不純物元素を熱活性化処理する為、５５０℃で４時間
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の熱アニール処理を行う。尚、本実施例では、ＴＦＴのオフ電流値の低下及び電界効果移
動度の向上の為、不純物元素の熱活性化処理と同時に、半導体層６０３～６０７の結晶化
の際に触媒として使用したニッケル（Ｎｉ）を高濃度のリン（Ｐ）を含む不純物領域６２
９～６３３でゲッタリングすることにより、チャネル形成領域となる半導体層中のニッケ
ル（Ｎｉ）濃度の低減を実現している。この様な方法で製造したチャネル形成領域を有す
る多結晶シリコンＴＦＴは、結晶性が良好で高い電界効果移動度を有する為、オフ電流値
の低下等の良好な電気特性を示すことができる。前記熱活性化処理は、第１の層間絶縁膜
６４５を堆積する前に行っても構わないが、ゲート電極６１７～６２２の配線材料の耐熱
性が弱い場合には、本実施例の様に層間絶縁膜を堆積した後に熱活性化処理を行う方が好
ましい。次に、水素を３％含有する窒素雰囲気中で４１０℃で１時間の熱処理を行うこと
により、半導体層６０３～６０７のダングリングボンドを終端させる為の水素化処理を行
う（図７（Ｂ））。
【０１３６】
次に酸化窒化シリコン膜から成る第１の層間絶縁膜６４５上に１．６μｍ厚のアクリル樹
脂膜から成る有機絶縁材料である第２の層間絶縁膜６４６を成膜する。その後、フォトリ
ソグラフィ工程とドライエッチング工程により、ソース配線として機能するゲート電極６
２２及び第１と第３のイオン注入領域である不純物領域６２９，６３１，６３２，６４１
，６４２に接続する為のコンタクトホールを形成する（図８（Ａ））。
【０１３７】
次に駆動回路７０６に於ける各不純物領域６２９，６３１，６４１と各々電気的に接続す
る為の金属配線６４７～６５２を形成する。また画素部７０７に於ける接続電極６５３，
６５５，６５６とゲート配線６５４を前記金属配線６４７～６５２と同時に形成する。尚
、金属配線材料としては、５０ｎｍ厚のＴｉ膜と５００ｎｍ厚のＡｌ－Ｔｉ合金膜の積層
膜を適用している。接続電極６５３は、ソース配線として機能するゲート電極６２２と画
素ＴＦＴ７０４とを不純物領域６３２を介して電気的に接続する為のものである。接続電
極６５５は画素ＴＦＴ７０４の不純物領域６３２と電気的に接続しており、接続電極６５
６は保持容量７０５の不純物領域６４２と電気的に接続している。ゲート配線６５４は、
画素ＴＦＴ７０４の複数のゲート電極６２０を電気的に接続する為のものである。次に、
ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔｉ－Ｏｘｉｄｅ）等の透明導電膜を８０～１２０ｎｍの厚さで
堆積し、フォトリソグラフィ工程とエッチング工程により、画素電極６５７を形成する。
画素電極６５７は、画素ＴＦＴ７０４のドレイン領域である不純物領域６３２と接続電極
６５５を介して電気的に接続され、更に保持容量７０５を形成する一方の電極として機能
する不純物領域６４２と接続電極６５６を介して電気的に接続される（図８（Ｂ））。
【０１３８】
以上の様にして、ｎチャネル型ＴＦＴ７０１、ｐチャネル型ＴＦＴ７０２、ｎチャネル型
ＴＦＴ７０３を有する駆動回路７０６と、画素ＴＦＴ７０４、保持容量７０５とを有する
画素領域７０７で構成される液晶ディスプレイを製造することができる。
【実施例２】
【０１３９】
　回折格子パターンまたは半透膜から成る光強度低減機能を有する補助パターンを設置し
たフォトマスクまたはレチクル９０１，９０５，９１０（図９－Ａ，Ｂ，Ｄ）をゲート電
極形成用のフォトリソグラフィ工程に適用し、ＧＯＬＤ構造とＬＤＤ構造の多結晶シリコ
ンＴＦＴで構成されるアクティブマトリクス型液晶ディスプレイの製造法について、図１
３～図１７を用いて詳細に説明する。
【０１４０】
　尚、本実施例では、第２のドライエッチング処理後に於いて、ＬＤＤ構造形成領域のゲ
ート電極１７３５（図１４－Ｂ）にエッチング残膜であるテーパー形状領域が残存してい
る場合について例示しており、次工程のＬＤＤ構造形成領域のみを開口する為のレジスト
パターン形成と第３のドライエッチング処理が必要な場合について記載している。
【０１４１】
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　最初に、ガラス基板１７０１上にプラズマＣＶＤ法により、各々組成比の異なる第１層
目の酸化窒化シリコン膜１７０２ａを５０ｎｍと第２層目の酸化窒化シリコン膜１７０２
ｂを１００ｎｍの膜厚で堆積し、下地膜１７０２を成膜する。尚、ここで用いるガラス基
板１７０１としては、石英ガラスまたはバリウムホウケイ酸ガラスまたはアルミノホウケ
イ酸ガラス等が有る。次に前記下地膜１７０２（１７０２ａと１７０２ｂ）上にプラズマ
ＣＶＤ法により、非晶質シリコン膜５５ｎｍを堆積した後、ニッケル含有溶液を非晶質シ
リコン膜上に保持させた。この非晶質シリコン膜を脱水素化処理（５００℃で１時間）し
た後、熱結晶化（５５０℃で４時間）を行い、更にレーザーアニール処理により多結晶シ
リコン膜とした。次にフォトリソグラフィ工程及びエッチング工程により、この多結晶シ
リコン膜をパターニングし、半導体層１７０３～１７０７を形成した。この際、半導体層
１７０３～１７０７の形成後に、ＴＦＴのＶｔｈを制御する為の不純物元素（ボロンまた
はリン）のドーピングを実施しても構わない。次に半導体層１７０３～１７０７を覆う様
に、プラズマＣＶＤ法により１１０ｎｍ厚の酸化窒化シリコン膜から成るゲート絶縁膜１
７０８を形成し、更にゲート絶縁膜１７０８上に４００ｎｍ厚のＴａＮ膜から成るゲート
電極膜１７０９をスパッタ法により堆積した（図１３－Ａ）。
【０１４２】
　次に、露光光の光強度を低減する機能を有するラインおよびスペースから成る回折格子
パターンまたは半透膜で構成される補助パターンを設置したフォトマスクまたはレチクル
をゲート電極形成用のフォトリソグラフィ工程に適用し、現像後レジストパターン１７１
０ａ～１７１３ａを形成する（図１３－Ｂ）。また、レジストパターン１７１４ａ、１７
１５ａは、補助パターンを設置しないフォトマスク又はレチクルにより形成する。
【０１４３】
　この際、駆動回路１８０６の領域はＧＯＬＤ構造形成領域に該当し、画素領域１８０７
での画素ＴＦＴ１８０４の領域はＬＤＤ構造形成領域に該当する為、適用する前記ゲート
電極形成用フォトマスクまたはレチクルに於いて、対応するマスクパターンには光強度低
減機能を有する補助パターンが設置される。また、画素領域１８０７の領域に於いて、単
なる電極として機能する電極パターンに対応するマスクパターンには、補助パターンを設
置する必要がない為、前記補助パターンが設置されないパターン構成となっている。この
結果、ＧＯＬＤ構造形成領域の現像後レジストパターン１７１０ａ～１７１２ａ及びＬＤ
Ｄ構造形成領域の現像後レジストパターン１７１３ａには、端部に近付く程、レジスト膜
厚の徐々に薄くなるテーパー形状領域が形成される。尚、ＧＯＬＤ構造形成領域の現像後
レジストパターン１７１０ａ～１７１２ａ及びＬＤＤ構造形成領域の現像後レジストパタ
ーン１７１３ａに於ける前記テーパー形状領域の寸法は、最終的に形成されるＧＯＬＤ構
造及びＬＤＤ構造トランジスタに於ける低濃度不純物領域（ｎ－領域）の寸法を考慮し、
当該マスクパターンの前記補助パターン領域の寸法を調整することにより、適切な長さに
形成される。本実施例では、ＧＯＬＤ構造形成領域の現像後レジストパターン１７１０ａ
～１７１２ａと比較し、ＬＤＤ構造形成領域の現像後レジストパターン１７１３ａに於け
る前記テーパー形状領域の寸法が小さい場合について例示した。一方の現像後レジストパ
ターン１７１４ａ～１７１５ａは単なる電極を形成する為のレジストパターンである為、
前記テーパー形状領域は存在せず、矩形形状のレジストパターンが形成される（図１３－
Ｂ）。
【０１４４】
　次に前記現像後レジストパターン１７１０ａ～１７１５ａをマスクに、第１のドライエ
ッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理により、ＧＯＬＤ構造形成領
域の現像後レジストパターン１７１０ａ～１７１２ａ及びＬＤＤ構造形成領域の現像後レ
ジストパターン１７１３ａをマスクとしてエッチングした結果、ゲート電極端部に近付く
程、ゲート電極膜厚の薄くなる構造のテーパー形状領域を有したゲート電極１７１７～１
７２０が形成される。この際、ゲート電極１７１７～１７２０のテーパー形状領域の残膜
厚は、初期膜厚４００ｎｍの５～３０％程度（好ましくは７～８％程度、３０ｎｍ程度）
になる様にエッチング処理される。一方の矩形形状の現像後レジストパターン１７１４ａ
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～１７１５ａをマスクとしてドライエッチングした結果、矩形形状の電極１７２１～１７
２２が形成される。尚、ドライエッチング工程に於けるレジストパターンの形状は、現像
後レジストパターン１７１０ａ～１７１５ａからドライエッチング後レジストパターン１
７１０ｂ～１７１５ｂの形状に変化している。また、ゲート電極１７１７～１７２０及び
電極１７２１～１７２２から露出した領域の酸化窒化シリコン膜から成るゲート絶縁膜１
７０８は、ドライエッチングにより薄くなった形状のゲート絶縁膜１７１６に変化してい
る（図１４－Ａ）。
【０１４５】
　次に、ゲート電極１７１７～１７２０及び電極１７２１～１７２２をマスクに、第１の
イオン注入処理であるｎ型不純物の高濃度イオン注入を行う。半導体層１７０３～１７０
５に於いて、ＧＯＬＤ構造形成領域のゲート電極１７１７～１７１９の外側に対応する領
域にソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１７２３～１７２５が
形成され、ゲート電極膜厚の薄い前記テーパー形状領域に対応する領域には、低濃度不純
物領域（ｎ－領域）１７２８～１７３０が形成される。また、半導体層１７０６に於いて
、ＬＤＤ構造形成領域のゲート電極１７２０の外側に対応する領域にソース及びドレイン
領域となる高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１７２６が形成され、ゲート電極膜厚の薄い前
記テーパー形状領域に対応する領域には、低濃度不純物領域（ｎ－領域）１７３１が形成
される。一方、保持容量１８０５の領域である半導体層１７０７に於いて、電極１７２１
の外側に対応する領域には高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１７２７のみが形成される。こ
の際、イオン注入条件はｎ型不純物としてリン（Ｐ）を用い、ドーズ量が５×１０１４～
５×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２及び加速電圧が６０～１００ｋＶの条件で処理した。ま
た注入される実際の不純物濃度は、高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１７２３～１７２６で
１×１０２０～１×１０２２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３程度、低濃度不純物領域（ｎ－領域）１
７２８～１７３１で１×１０１８～１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３程度である（図１４
－Ａ）。
【０１４６】
　次に、第２のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理によ
り、ＧＯＬＤ構造形成領域に於けるゲート電極１７１７～１７１９の端部の前記テーパー
形状領域はエッチングされ、テーパー形状領域のエッチング残膜厚は更に薄くなり、テー
パー形状領域の端部は後退し、ゲート電極１７３２～１７３４が形成される。そして前記
低濃度不純物領域（ｎ－領域）１７２８～１７３０は、ゲート電極１７３２～１７３４と
オーバーラップしているＬｏｖ領域１７２８ａ～１７３０ａとオーバーラップしていない
Ｌｏｆｆ領域１７２８ｂ～１７３０ｂに区分される。ＬＤＤ構造形成領域に於けるゲート
電極１７２０の前記テーパー形状領域も、ＧＯＬＤ構造形成領域の場合と同様にドライエ
ッチングされ、エッチング残膜であるテーパー形状領域を有するゲート電極１７３５が形
成される。一方の矩形形状の電極１７２１～１７２２も同様にドライエッチング処理が行
われ、電極１７３６～１７３７が形成されるが、電極の形状に大きな変化は認められない
。この後、ゲート電極１７３２～１７３５及び電極１７３６～１７３７のドライエッチン
グマスクである不要なレジストパターンは、除去される（図１４－Ｂ）。もちろん、前記
高濃度イオン注入の前に、不要なレジストパターンを除去してもよい。
【０１４７】
　次に、ＬＤＤ構造形成領域に於ける前記ゲート電極１７３５のエッチング残膜であるテ
ーパー形状領域が残存している為、前記テーパー形状領域を選択的に除去する必要がある
。この為、ＬＤＤ構造形成領域のみを開口する様に、新規にレジストパターン１７３９～
１７４２を形成する（図１５－Ａ）。
【０１４８】
　次に、第３のドライエッチング処理を行う。この所定時間のドライエッチング処理によ
り、ＬＤＤ構造形成領域に於けるゲート電極１７３５の前記テーパー形状領域は選択的に
エッチング除去され、矩形形状のゲート電極１７４３が形成される。この結果、半導体層
１７０６に形成された低濃度不純物領域（ｎ－領域）１７３１とゲート電極１７４３はオ



(29) JP 2012-89860 A 2012.5.10

10

20

30

40

50

ーバーラップしない構造となり、ＬＤＤ構造トランジスタが形成される。この後、ドライ
エッチングマスクである前記レジストパターン１７３９～１７４２は、除去される（図１
５－Ｂ）。
【０１４９】
　次に、駆動回路１８０６に於けるｐチャネル型ＴＦＴ１８０２の領域と画素領域１８０
７に於ける保持容量１８０５の領域をレジスト開口させる為の新規のフォトリソグラフィ
処理をおこない、レジストパターン１７４４～１７４６を形成する（図１６－Ａ）。
【０１５０】
　前記レジストパターン１７４４～１７４６をマスクに、第２のイオン注入処理であるｐ
型不純物の高濃度イオン注入を行う。この際、ｐチャネル型ＴＦＴ１８０２の領域には、
ゲート電極１７３３をマスクに前記一導電型とは逆の導電型を付与する不純物元素のｐ型
不純物であるボロン（Ｂ）等がイオン注入される。そして半導体層１７０４に於いて、ゲ
ート電極１７３３の外側に対応する領域にソース及びドレイン領域となる高濃度不純物領
域（ｐ＋領域）１７４７が形成され、ゲート電極１７３３の端部のゲート電極膜厚が薄く
なったテーパー形状領域に対応する領域に低濃度不純物領域（ｐ－領域）１７４８が形成
される。第２のイオン注入領域には、第１のイオン注入により、ｎ型不純物であるリン（
Ｐ）が既にイオン注入されているが、ｐ型不純物であるボロン（Ｂ）の濃度が２×１０２

０～２×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３となる様に高濃度にイオン注入される為、ｐチャネ
ル型ＴＦＴ１８０２のソース及びドレイン領域として機能することができる。尚、保持容
量１８０５の形成領域である半導体層１７０７に於いても、電極１７３６の外側に対応す
る領域に高濃度不純物領域（ｐ＋領域）１７４９が形成され、構造的にはシングルドレイ
ン構造のｐチャネル型多結晶シリコンＴＦＴと同様の構造が形成されるが、保持容量１８
０５として機能する領域である為、シングルドレイン構造多結晶シリコンＴＦＴにはなっ
ていない（図１６－Ａ）。
【０１５１】
　次に前記レジストパターン１７４４～１７４６を除去した後、プラズマＣＶＤ法により
１５０ｎｍ厚の酸化窒化シリコン膜から成る第１の層間絶縁膜１７５０を堆積させる。更
に、半導体層１７０３～１７０７に注入された不純物元素（ｎ型不純物とｐ型不純物）を
熱活性化処理する為、５５０℃で４時間の熱アニール処理を行う。尚、本実施例では、不
純物元素の熱活性化処理と同時に、オフ電流値の低下と電界効果移動度の向上を目的とし
て、半導体層１７０３～１７０７を結晶化する際に使用した触媒のニッケル（Ｎｉ）を不
純物領域１７２３～１７２７に含まれている高濃度のリン（Ｐ）でゲッタリングしている
。このゲッタリング処理により、チャネル形成領域となる半導体層中のニッケル（Ｎｉ）
濃度の低減を達成している。この方法で製造したチャネル形成領域を有する多結晶シリコ
ンＴＦＴは、結晶性が良好な為、高い電界効果移動度を有し、オフ電流値の低下等の良好
な電気特性を示すことができる。前記熱活性化処理は、第１の層間絶縁膜１７５０を堆積
する前に行っても構わないが、ゲート電極１７３２～１７３４，１７４３と電極１７３６
～１７３７の配線材料の耐熱性が弱い場合には、本実施例の様に、層間絶縁膜を堆積した
後に熱活性化処理を行う方が望ましい。次に水素を３％含有する窒素雰囲気中で４１０℃
で１時間の水素化処理を行うことにより、半導体層１７０３～１７０７のダングリングボ
ンドを終端させる（図１６－Ｂ）。
【０１５２】
　次に酸化窒化シリコン膜から成る第１の層間絶縁膜１７５０の上に、１．６μｍ厚のア
クリル樹脂膜から成る有機絶縁材料の第２の層間絶縁膜１７５１を成膜する。その後、フ
ォトリソグラフィ処理とドライエッチング処理により、第２の層間絶縁膜１７５１にコン
タクトホールを形成する。この際、このコンタクトホールは、ソース配線として機能する
電極１７３７と不純物領域１７２３，１７２５，１７２６，１７４７，１７４９に接続す
る様に形成される（図１７－Ａ）。
【０１５３】
　次に、駆動回路１８０６の不純物領域１７２３，１７２５，１７４７と電気的に接続す
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る為の金属配線１７５２～１７５７を形成する。また前記金属配線１７５２～１７５７と
同時に、画素領域１８０７の接続電極１７５８，１７６０，１７６１とゲート配線１７５
９を形成する。尚、金属配線材料は、５０ｎｍ厚のＴｉ膜と５００ｎｍ厚のＡｌ－Ｔｉ合
金膜の積層膜で構成されている。接続電極１７５８は、不純物領域１７２６を介して、ソ
ース配線として機能する電極１７３７と画素ＴＦＴ１８０４を電気的に接続する為に形成
されている。接続電極１７６０は、画素ＴＦＴ１８０４の不純物領域１７２６と電気的に
接続されており、接続電極１７６１は保持容量１８０５の不純物領域１７４９と電気的に
接続されている。ゲート配線１７５９は、画素ＴＦＴ１８０４の複数のゲート電極１７４
３を電気的に接続する為に形成されている。次に、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔｉ－Ｏｘｉ
ｄｅ）等の透明導電膜を８０～１２０ｎｍの厚さで堆積し、フォトリソグラフィ処理とエ
ッチング処理により、画素電極１７６２を形成する。画素電極１７６２は、接続電極１７
６０を介して、画素ＴＦＴ１８０４のソースドレイン領域である不純物領域１７２６と電
気的に接続されており、更に接続電極１７６１を介して、保持容量１８０５の不純物領域
１７４９と電気的に接続される（図１７－Ｂ）。
【０１５４】
　以上の製造工程により、ｎチャネル型ＴＦＴ１８０１とｐチャネル型ＴＦＴ１８０２と
ｎチャネル型ＴＦＴ１８０３を含有している駆動回路１８０６と、画素ＴＦＴ１８０４と
保持容量１８０５を含有している画素領域１８０７で構成される液晶ディスプレイを製造
することができる。
【実施例３】
【０１５５】
　本発明を適用して、様々な電気光学装置（アクティブマトリクス型液晶表示装置、アク
ティブマトリクス型発光装置、アクティブマトリクス型ＥＣ表示装置）
を作製することができる。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んださまざまな電
子機器に本発明を適用できる。
【０１５６】
　その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、ヘッド
マウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、カーナビゲーション、カーステレオ
、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電子
書籍等）などが挙げられる。それらの例を図１８、図１９及び図２０に示す。
【０１５７】
　図１８（Ａ）はパーソナルコンピュータであり、本体３００１、画像入力部３００２、
表示部３００３、キーボード３００４等を含む。本発明を表示部３００３に適用すること
ができる。
【０１５８】
　図１８（Ｂ）はビデオカメラであり、本体３１０１、表示部３１０２、音声入力部３１
０３、操作スイッチ３１０４、バッテリー３１０５、受像部３１０６等を含む。本発明を
表示部３１０２に適用することができる。
【０１５９】
　図１８（Ｃ）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体３２０１
、カメラ部３２０２、受像部３２０３、操作スイッチ３２０４、表示部３２０５等を含む
。本発明は表示部３２０５に適用できる。
【０１６０】
　図１８（Ｄ）はゴーグル型ディスプレイであり、本体３３０１、表示部３３０２、アー
ム部３３０３等を含む。本発明は表示部３３０２に適用することができる。
【０１６１】
　図１８（Ｅ）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレ
ーヤーであり、本体３４０１、表示部３４０２、スピーカ部３４０３、記録媒体３４０４
、操作スイッチ３４０５等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてＤＶＤ（Ｄｉ
ｇｔｉａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲ
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ームやインターネットを行うことができる。本発明は表示部３４０２に適用することがで
きる。
【０１６２】
　図１８（Ｆ）はデジタルカメラであり、本体３５０１、表示部３５０２、接眼部３５０
３、操作スイッチ３５０４、受像部（図示しない）等を含む。本発明を表示部３５０２に
適用することができる。
【０１６３】
　図１９（Ａ）はフロント型プロジェクターであり、投射装置３６０１、スクリーン３６
０２等を含む。本発明は投射装置３６０１の一部を構成する液晶表示装置３８０８やその
他の駆動回路に適用することができる。
【０１６４】
　図１９（Ｂ）はリア型プロジェクターであり、本体３７０１、投射装置３７０２、ミラ
ー３７０３、スクリーン３７０４等を含む。本発明は投射装置３７０２の一部を構成する
液晶表示装置３８０８やその他の駆動回路に適用することができる。
【０１６５】
　なお、図１９（Ｃ）は、図１９（Ａ）及び図１９（Ｂ）中における投射装置３６０１、
３７０２の構造の一例を示した図である。投射装置３６０１、３７０２は、光源光学系３
８０１、ミラー３８０２、３８０４～３８０６、ダイクロイックミラー３８０３、プリズ
ム３８０７、液晶表示装置３８０８、位相差板３８０９、投射光学系３８１０で構成され
る。投射光学系３８１０は、投射レンズを含む光学系で構成される。本実施例は三板式の
例を示したが、特に限定されず、例えば単板式であってもよい。また、図１９（Ｃ）中に
おいて矢印で示した光路に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、
位相差を調節するためのフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０１６６】
　また、図１９（Ｄ）は、図１９（Ｃ）中における光源光学系３８０１の構造の一例を示
した図である。本実施例では、光源光学系３８０１は、リフレクター３８１１、光源３８
１２、レンズアレイ３８１３、３８１４、偏光変換素子３８１５、集光レンズ３８１６で
構成される。なお、図１９（Ｄ）に示した光源光学系は一例であって特に限定されない。
例えば、光源光学系に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相
差を調節するフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０１６７】
　ただし、図１９に示したプロジェクターにおいては、透過型の電気光学装置を用いた場
合を示しており、反射型の電気光学装置及び発光装置での適用例は図示していない。
【０１６８】
　図２０（Ａ）は携帯電話であり、本体３９０１、音声出力部３９０２、音声入力部３９
０３、表示部３９０４、操作スイッチ３９０５、アンテナ３９０６等を含む。本発明を表
示部３９０４に適用することができる。
【０１６９】
　図２０（Ｂ）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体４００１、表示部４００２、４００
３、記憶媒体４００４、操作スイッチ４００５、アンテナ４００６等を含む。本発明は表
示部４００２、４００３に適用することができる。
【０１７０】
　図２０（Ｃ）はディスプレイであり、本体４１０１、支持台４１０２、表示部４１０３
等を含む。本発明は表示部４１０３に適用することができる。本発明のディスプレイは特
に大画面化した場合において有利であり、対角１０インチ以上（特に３０インチ以上）の
ディスプレイには有利である。
【０１７１】
　以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、さまざま分野の電子機器に適用すること
が可能である。また、本実施例の電子機器は実施形態１乃至５および実施例１～２のどの
ような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。
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【符号の説明】
【０１７２】
１０１　：ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル
１０２　：遮光部
１０３　：スリット部（回折格子パターン）
１０４　：透光部
１０５　：ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル
１０６　：遮光部
１０７　：スリット部（回折格子パターン）
１０８　：透光部
１０９　：光強度分布
１１０　：ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル
１１１　：遮光部
１１２　：半透光部（半透膜）
１１３　：透光部
１１４　：光強度分布
 
２０１　：ガラス基板
２０２　：多結晶シリコン膜
２０３ａ：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
２０３ｂ：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
２０４ａ：ゲート電極膜
２０４ｂ：ゲート電極
２０５ａ：現像後レジストパターン
２０５ｂ：ドライエッチング後レジストパターン
２０６　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
２０７　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
 
３０１　：ガラス基板
３０２　：多結晶シリコン膜
３０３　：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
３０４　：ゲート電極膜
３０５　：現像後レジストパターン
３０６　：現像後レジストパターン
３０７　：ドライエッチング後レジストパターン
３０８　：ゲート電極
３０９　：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
３１０　：ドライエッチング後レジストパターン
３１１　：ゲート電極
３１２　：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
３１３　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
３１４　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
３１５　：レジストパターン
３１６　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
３１７　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
３１８　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
３１９　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
３２０　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
 
４０１　：ＧＯＬＤ構造形成領域
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４０２　：ＬＤＤ構造形成領域
４０３　：シングルドレイン構造形成領域
 
５０１　：画素領域
５０２　：シフトレジスタ回路
５０３　：レベルシフタ回路
５０４　：バッファ回路
５０５　：サンプリング回路
５０６　：シフトレジスタ回路
５０７　：レベルシフタ回路
５０８　：バッファ回路
 
６０１　：ガラス基板
６０２　：下地膜
６０２ａ：第１層目の酸化窒化シリコン膜
６０２ｂ：第２層目の酸化窒化シリコン膜
６０３　～６０７　：半導体層
６０８　：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
６０９　：ゲート電極膜（ＴａＮ膜）
６１０ａ～６１５ａ：現像後レジストパターン
６１０ｂ～６１５ｂ：ドライエッチング後レジストパターン
６１６　：ゲート絶縁膜
６１７　～６２２　：ゲート電極
６２３　～６２７　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
６２８　：レジストパターン
６２９　～６３３　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
６３４　～６３７　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
６３８　～６４０　：レジストパターン
６４１　～６４２　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
６４３　～６４４　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
６４５　：第１の層間絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
６４６　：第２の層間絶縁膜（アクリル樹脂膜）
６４７　～６５２　：金属配線
６５３　：接続電極
６５４　：ゲート配線
６５５　～６５６　：接続電極
６５７　：画素電極（ＩＴＯ等）
 
７０１　：ｎチャネル型ＴＦＴ
７０２　：ｐチャネル型ＴＦＴ
７０３　：ｎチャネル型ＴＦＴ
７０４　：画素ＴＦＴ
７０５　：保持容量
７０６　：駆動回路
７０７　：画素領域
 
９０１　：ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル
９０２　：遮光部
９０３　：スリット部（回折格子パターン）
９０４　：透光部
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９０５　：ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル
９０６　：遮光部
９０７　：スリット部（回折格子パターン）
９０８　：透光部
９０９　：光強度分布
９１０　：ゲート電極形成用フォトマスクまたはレチクル
９１１　：遮光部
９１２　：半透光部（半透膜）
９１３　：透光部
９１４　：光強度分布
 
１００１　：ガラス基板
１００２　：多結晶シリコン膜
１００３　：ゲート絶縁膜
１００４　：ゲート電極膜
１００５　：現像後レジストパターン
１００６　：ドライエッチング後レジストパターン
１００７　：ゲート電極（第１のドライエッチング処理後）
１００８　：ゲート絶縁膜（第１のドライエッチング処理後）
１００９　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１０１０　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１０１０ａ：Ｌｏｖ領域
１０１０ｂ：Ｌｏｆｆ領域
１０１１　：ゲート電極（第２のドライエッチング処理後）
１０１２　：ゲート絶縁膜（第２のドライエッチング処理後）
 
１１０１　：ガラス基板
１１０２　：多結晶シリコン膜
１１０３　：ゲート絶縁膜
１１０４　：ゲート電極膜
１１０５　～１１０７　：現像後レジストパターン
１１０８　～１１１０　：ドライエッチング後レジストパターン
１１１１　～１１１３　：ゲート電極（第１のドライエッチング処理後）
１１１４　～１１１６　：ゲート絶縁膜（第１のドライエッチング処理後）
１１１７　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１１１８　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１１１８ａ：Ｌｏｖ領域
１１１８ｂ：Ｌｏｆｆ領域
１１１９　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１１２０　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１１２１　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１１２２　～１１２４　：ゲート電極（第２のドライエッチング処理後）
１１２５　～１１２７　：レジストパターン
１１２８　：ゲート電極（第３のドライエッチング処理後）
 
１２０１　：ガラス基板
１２０２　：多結晶シリコン膜
１２０３　：ゲート絶縁膜
１２０４　：ゲート電極膜
１２０５　～１２０７　：現像後レジストパターン
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１２０８　～１２１０　：ドライエッチング後レジストパターン
１２１１　～１２１３　：ゲート電極（第１のドライエッチング処理後）
１２１４　～１２１６　：ゲート絶縁膜（第１のドライエッチング処理後）
１２１７　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１２１８　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１２１８ａ：Ｌｏｖ領域
１２１８ｂ：Ｌｏｆｆ領域
１２１９　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１２２０　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１２２１　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１２２２　～１２２４　：ゲート電極（第２のドライエッチング処理後）
 
１３０１　：ガラス基板
１３０２　：多結晶シリコン膜
１３０３　：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
１３０４　：ゲート電極膜
１３０５　：現像後レジストパターン
１３０６　：現像後レジストパターン
１３０７　：ドライエッチング後レジストパターン
１３０８　：ゲート電極
１３０９　：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
１３１０　：ドライエッチング後レジストパターン
１３１１　：ゲート電極
１３１２　：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
１３１３　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１３１４　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１３１５　：レジストパターン
１３１６　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１３１７　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１３１８　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１３１９　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１３２０　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
 
１４０１　：ＧＯＬＤ構造形成領域
１４０２　：ＬＤＤ構造形成領域
１４０３　：シングルドレイン構造形成領域
 
１５０１　：ＧＯＬＤ構造形成領域
１５０２　：ＬＤＤ構造形成領域
１５０３　：シングルドレイン構造形成領域
 
１７０１　：ガラス基板
１７０２　：下地膜
１７０２ａ：第１層目の酸化窒化シリコン膜
１７０２ｂ：第２層目の酸化窒化シリコン膜
１７０３　～１７０７　：半導体層（多結晶シリコン膜）
１７０８　：ゲート絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
１７０９　：ゲート電極膜（ＴａＮ膜）
１７１０ａ～１７１５ａ：現像後レジストパターン
１７１０ｂ～１７１５ｂ：ドライエッチング後レジストパターン
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１７１６　：ゲート絶縁膜（第１のドライエッチング処理後）
１７１７　～１７２０　：ゲート電極（第１のドライエッチング処理後）
１７２１　～１７２２　：電極（第１のドライエッチング処理後）
１７２３　～１７２７　：高濃度不純物領域（ｎ＋領域）
１７２８　～１７３１　：低濃度不純物領域（ｎ－領域）
１７２８ａ～１７３０ａ：Ｌｏｖ領域
１７２８ｂ～１７３０ｂ：Ｌｏｆｆ領域
１７３２　～１７３５　：　ゲート電極（第２のドライエッチング処理後）
１７３６　～１７３７　：電極（第２のドライエッチング処理後）
１７３８　：ゲート絶縁膜（第２のドライエッチング処理後）
１７３９　～１７４２　：レジストパターン
１７４３　：ゲート電極（第３のドライエッチング処理後）
１７４４　～１７４６　：レジストパターン
１７４７　：高濃度不純物領域（ｐ＋領域）
１７４８　：低濃度不純物領域（ｐ－領域）
１７４９　：高濃度不純物領域（ｐ＋領域）
１７５０　：第１の層間絶縁膜（酸化窒化シリコン膜）
１７５１　：第２の層間絶縁膜（アクリル樹脂膜）
１７５２　～１７５７　：金属配線
１７５８　：接続電極
１７５９　：ゲート配線
１７６０　～１７６１　：接続電極
１７６２　：画素電極（ＩＴＯ等）
 
１８０１　：ｎチャネル型ＴＦＴ
１８０２　：ｐチャネル型ＴＦＴ
１８０３　：ｎチャネル型ＴＦＴ
１８０４　：画素ＴＦＴ
１８０５　：保持容量
１８０６　：駆動回路
１８０７　：画素領域
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