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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上に半導体薄膜をパターン形成する工程と、
　前記半導体薄膜上に第１のゲート絶縁膜を介して高融点金属からなる第１のゲート電極
をパターン形成してｎチャネルＴＦＴを形成し、前記半導体薄膜上に第２のゲート絶縁膜
を介して高融点金属からなる第２のゲート電極をパターン形成してｐチャネルＴＦＴを形
成する工程と
　を含み、
　前記第１のゲート電極を、前記第２のゲート電極の膜厚と同じになるように、前記第２
のゲート電極と同時形成し、前記第１のゲート電極の形成された前記半導体薄膜に不純物
を導入した後、前記第１のゲート電極のみをエッチングして薄く加工して、前記第２のゲ
ート電極よりも薄く形成し、
　前記第１のゲート電極の膜厚を１００ｎｍ～５００ｎｍの範囲内の値に調節して、その
残留応力が前記半導体薄膜の面内方向において前記半導体薄膜の格子定数を増加させる方
向に３００ＭＰａ以上となるように形成し、前記半導体薄膜に前記残留応力に起因した引
張り応力を与え、その面方向の格子定数を前記引張り応力のない状態に比して増加した状
態に制御することを特徴とする薄膜半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　絶縁基板上に半導体薄膜をパターン形成する工程と、
　前記半導体薄膜上に第１のゲート絶縁膜を介して高融点金属からなる第１のゲート電極



(2) JP 5122818 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

をパターン形成してｎチャネルＴＦＴを形成し、前記半導体薄膜上に第２のゲート絶縁膜
を介して高融点金属からなる第２のゲート電極をパターン形成してｐチャネルＴＦＴを形
成する工程と
　を含み、
　前記第１のゲート電極を、前記第２のゲート電極の膜厚と同じになるように複数の金属
層を積層して、前記第２のゲート電極と同時形成し、前記第１のゲート電極の形成された
前記半導体薄膜に不純物を導入した後、前記第１のゲート電極のみについて少なくとも最
上層の前記金属層をエッチングして薄く加工して、前記第２のゲート電極よりも薄く形成
し、
　前記第１のゲート電極の膜厚を１００ｎｍ～５００ｎｍの範囲内の値に調節して、その
残留応力が前記半導体薄膜の面内方向において前記半導体薄膜の格子定数を増加させる方
向に３００ＭＰａ以上となるように形成し、前記半導体薄膜に前記残留応力に起因した引
張り応力を与え、その面方向の格子定数を前記引張り応力のない状態に比して増加した状
態に制御することを特徴とする薄膜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、薄膜半導体装置及びその製造方法に関し、特にアクティブマトリクス型の液
晶表示装置やＥＬパネル表示装置のデータドライバ、ゲートドライバ及び画素スイッチン
グ素子等として用いられる薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）に適用して好適な技術である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の更なる高性能化の要請が益々高まっており、薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ）においても、例えばシートコンピュータ等の実現へ向けて、更なる高移動度化が要
求されている。この高移動度化を実現する手法として、ポリシリコン薄膜の結晶粒径の拡
大や結晶性の向上、デバイス構造の改良等が進められている。デバイス構造の改良につい
ては、チャネル領域が形成されるポリシリコン薄膜に歪みを加えることが有効であると考
えられており、ポリシリコン薄膜に応力を及ぼすサイドウォールを形成する方法（特許文
献１参照）やゲート電極上に応力を有する膜を堆積する方法（特許文献２参照）などが既
に提案されている。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１，２で開示された方法では、通常のＴＦＴの製造プロセスに
ポリシリコン薄膜に歪みを加えるための構造物を形成する工程を追加する必要があり、製
造プロセスが煩雑化し、結果としてコスト増を招くという問題がある。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２０３９２５号公報
【特許文献２】特開２００１－６０６９１号公報
【発明の開示】
【０００５】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、半導体薄膜に歪みを与えるための
更なる工程を付加することなく、容易且つ確実に半導体薄膜に所望の歪みを与えて移動度
を向上させることを実現する信頼性の高い薄膜半導体装置及びその製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【０００６】
　本発明の薄膜半導体装置は、絶縁基板と、前記絶縁基板にパターン形成されてなる半導
体薄膜と、前記半導体薄膜上にゲート絶縁膜を介してパターン形成されてなるゲート電極
とを含み、前記ゲート電極は、その膜厚が１００ｎｍ～５００ｎｍの範囲内の値であり、
その面内方向において格子定数を増加させる方向に３００ＭＰａ以上の残留応力を有して
いる。このとき、前記半導体薄膜は、前記ゲート電極の前記残留応力に起因して引張り応
力を受け、その面方向の格子定数が前記引張り応力のない状態に比して増加した状態とな
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る。
【０００７】
　ここで、前記ゲート電極は、その膜厚が１００ｎｍ～３００ｎｍの範囲内の値とされて
なることが好ましい。
【０００８】
　本発明の薄膜半導体装置の製造方法は、絶縁基板上に半導体薄膜をパターン形成する工
程と、前記半導体薄膜上にゲート絶縁膜を介してゲート電極をパターン形成する工程とを
含み、前記ゲート電極を、その膜厚を１００ｎｍ～５００ｎｍの範囲内の値に調節して、
その残留応力が面内方向において格子定数を増加させる方向に３００ＭＰａ以上となるよ
うに形成し、前記半導体薄膜に前記残留応力に起因した引張り応力を与え、その面方向の
格子定数を前記引張り応力のない状態に比して増加した状態に制御する。
【０００９】
　ここで、前記ゲート電極を、その膜厚を１００ｎｍ～３００ｎｍの範囲内の値に調節し
て、その残留応力が面内方向において格子定数を増加させる方向に３００ＭＰａ以上とな
るように形成することが好ましい。
【００１０】
　更に、前記ゲート電極を、その膜厚を１００ｎｍ～３００ｎｍの範囲内の値に、成膜時
の環境温度を２５℃～３００℃の範囲内の値にそれぞれ調節して、その残留応力が面内方
向において格子定数を大きくする方向に３００ＭＰａ以上となるように形成することがよ
り好適である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、成膜されたＭｏ膜の膜厚（ｎｍ）と残留応力（ＭＰａ）との関係につい
て調べた測定結果を示す特性図である。
【図２】図２は、ポリシリコン薄膜上にＭｏからなるゲート電極をパターン形成した状態
で、Ｍｏ膜からなるゲート電極の膜厚（ｎｍ）とラマンピーク（／ｃｍ）との関係につい
て調べた測定結果を示す特性図である。
【図３】図３は、各成膜温度において成膜されたＭｏ膜の膜厚（ｎｍ）と残留応力（ＭＰ
ａ）との関係について調べた測定結果を示す特性図である。
【図４Ａ】図４Ａは、ｎチャネルＴＦＴにおいて、Ｍｏを材料とするゲート電極の膜厚（
ｎｍ）と移動度 (ｃｍ２／Ｖ・ｓ)との関係について調べた測定結果を示す特性図である
。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ｐチャネルＴＦＴにおいて、Ｍｏを材料とするゲート電極の膜厚（
ｎｍ）と移動度 (ｃｍ２／Ｖ・ｓ)との関係について調べた測定結果を示す特性図である
。
【図５Ａ】図５Ａは、第１の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、第１の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、第１の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図５Ｄ】図５Ｄは、第１の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図５Ｅ】図５Ｅは、第１の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図５Ｆ】図５Ｆは、第１の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図６Ａ】図６Ａは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
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略断面図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図６Ｄ】図６Ｄは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図６Ｅ】図６Ｅは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図６Ｆ】図６Ｆは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図６Ｇ】図６Ｇは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図６Ｈ】図６Ｈは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図６Ｉ】図６Ｉは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図７Ａ】図７Ａは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法の変形例の主要工
程を示す概略断面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、第２の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法の変形例の主要工
程を示す概略断面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図８Ｅ】図８Ｅは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図８Ｆ】図８Ｆは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図８Ｇ】図８Ｇは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図８Ｈ】図８Ｈは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図８Ｉ】図８Ｉは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法を工程順に示す概
略断面図である。
【図９Ａ】図９Ａは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法の変形例の主要工
程を示す概略断面図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、第３の実施形態によるＣＭＯＳＴＦＴの製造方法の変形例の主要工
程を示す概略断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　－本発明の基本骨子－
　本発明者は、ＴＦＴを製造するに際して、半導体薄膜、例えばポリシリコン薄膜に歪み
（ポリシリコン薄膜の面方向の格子定数を増加させる歪み）を加えるための工程を付加す
ることなく、ゲート電極の形成工程のみにより、即ちゲート電極を形成することにより当
該ゲート電極の残留応力（面内方向において格子定数を増加させる方向の残留応力）を利
用してポリシリコン薄膜に歪みを加えることに想到し、これを実現すべく具体的手法につ
いて鋭意検討した。
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【００１３】
　一般的に、成膜条件により程度は若干異なるものの、高融点金属膜は強い残留応力を有
することが知られており、その程度は膜厚が減少するにつれて増加する。本発明者はこの
点に着眼して、高融点金属であるＭｏやＷ、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｒｅ、Ｒｕ等をゲート電極の材
料として利用し、その膜厚を主要なパラメータとして、他の成膜条件（後述の成膜温度を
含む）を同一に設定し、当該膜厚とポリシリコン薄膜に及ぼされる引張り応力との定量的
な関係について考察した。
【００１４】
　ここでは上記の高融点金属としてＭｏを例に採り、成膜されたＭｏ膜の膜厚（ｎｍ）と
残留応力（ＭＰａ）との関係について調べた。測定結果を図１に示す。このように、Ｍｏ
膜の膜厚と残留応力とは、前者が増加するにつれて後者が減少する略線形の関係にあるこ
とが判る。
【００１５】
　他方、ゲート電極の形成されたポリシリコン薄膜の歪み量を測定する手法として、ＴＦ
Ｔではガラス基板等の透明絶縁基板にポリシリコン薄膜を形成することから、基板裏面か
ら測定できるラマン分光法を採用した。そして、ガラス基板上にポリシリコン薄膜を形成
し、その上にゲート絶縁膜を介してＭｏからなるゲート電極をパターン形成した状態で、
Ｍｏ膜からなるゲート電極の膜厚（ｎｍ）とラマンピーク（／ｃｍ）との関係について調
べた。測定結果を図２に示す。上記したように、膜厚以外の他の成膜条件（後述の成膜温
度を含む）は図１の実験と同一に設定している。このように、ゲート電極の膜厚とラマン
ピークとは、前者が増加するにつれて後者も増加する関係にあることが判る。
【００１６】
　ゲート電極の残留応力に起因するポリシリコン薄膜の歪み量が大きいラマンピークは低
波数側にシフトするため、ゲート電極の膜厚が薄いほどポリシリコン薄膜の歪み量が増加
することになる。図２のように、ゲート電極の膜厚とラマンピークとの関係は線形ではな
く、膜厚を増加させるにつれてラマンピークは５１７／ｃｍ程度の値に漸近する。これは
、ゲート電極の膜厚がある程度大きいと、当該膜厚が変化してもラマンピークは殆ど５１
７／ｃｍ程度から変動しないことを意味する。図２から判断するに、ラマンピークの減少
が顕著となる、即ちポリシリコン薄膜の歪み量の増加が顕著となるのはゲート電極の膜厚
が概ね５００ｎｍ程度以下であると見なすのが妥当である。
【００１７】
　ポリシリコン薄膜の更なる大きな歪み量を得るには、ゲート電極の膜厚を例えば３００
ｎｍ程度以下とすれば良い。また、ゲート電極の薄膜化による影響（剥離等の虞れ）を防
止する観点からは、ゲート電極を１００ｎｍ以上とすることが望ましい。
【００１８】
　然るに、Ｍｏからなるゲート電極の膜厚が５００ｎｍ程度以下となる残留応力は、図１
から３００ＭＰａ程度以上であることが判る。この数値関係は、Ｍｏ以外の上記した他の
高融点金属でも同様であると考えられる。即ち、ゲート電極によりポリシリコン薄膜に大
きな歪みを与えるには、上記したゲート電極の薄膜化による影響も考慮すれば、ゲート電
極を膜厚１００ｎｍ以上５００ｎｍ以下、好ましくは１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の範
囲内の値として、３００ＭＰａ以上の残留応力を確保すれば良いことになる。
【００１９】
　このような成膜条件でゲート電極を形成することにより、他の工程を付加することなく
確実にポリシリコン薄膜に十分な歪みを与え、大きな移動度が得られるＴＦＴが実現する
。
【００２０】
　なお、ゲート電極による３００ＭＰａ以上の残留応力がポリシリコン薄膜に印加される
場合、ポリシリコン薄膜のラマン分光法によるラマンピークの波数が、ゲート電極の形成
される前の波数に対して低波数側に０．２／ｃｍ以上シフトする。
【００２１】
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　ポリシリコン薄膜に与えられる歪み量を決定する主要なパラメータはゲート電極の膜厚
であるが、膜厚以外で歪み量に対する特に影響の大きなパラメータとして、ゲート電極の
金属膜の成膜温度（ここではチャンバー内の環境温度）が重要であると考えられる。そこ
で、ゲート電極の膜厚に加えて成膜温度をパラメータとして採用し、各成膜温度において
成膜されたＭｏ膜の膜厚（ｎｍ）と残留応力（ＭＰａ）との関係について調べた。測定結
果を図３に示す。このように、成膜温度が低くなるほど、所定膜厚における残留応力が大
きくなる傾向にあることが判る。但し、成膜温度を変えても、Ｍｏ膜の膜厚と残留応力と
は、前者が増加するにつれて後者が減少する略線形の関係を保つ。
【００２２】
　上記の考察から、ＴＦＴの大きな移動度を得るために、ポリシリコン薄膜に十分な歪み
を与え得る指標としては、ゲート電極の残留応力を３００ＭＰａ以上に確保することであ
ると考えられる。然るに、成膜温度を残留応力のパラメータとして加え、図３で開示した
各成膜温度を実験的裏付けとして、成膜温度を２５℃以上３００℃以下の範囲内の値、ゲ
ート電極を膜厚１００ｎｍ以上５００ｎｍ以下、好ましくは１００ｎｍ以上３００ｎｍ以
下の範囲内の値にそれぞれ調節し、ゲート電極における３００ＭＰａ以上の残留応力を確
保すれば良いことになる。
【００２３】
　このように、パラメータをゲート電極の膜厚及び成膜温度の２種類に明確化し、これら
を上記の範囲内で適宜調節することにより、更にきめ細かく、様々な成膜環境に応じて確
実にゲート電極残留応力を３００ＭＰａ以上の所望値に制御することができる。
【００２４】
　更にこの場合、ポリシリコン薄膜のチャネル領域となる部位において、その結晶粒径が
小さいと結晶粒界が多くなり、ゲート電極からの残留応力が緩和されてしまうことになる
。従って、ポリシリコン薄膜のチャネル領域となる部位の結晶粒径を大きく、具体的には
４００ｎｍ程度以上に形成することにより、ポリシリコン薄膜の十分な歪みが確保される
。
【００２５】
　続いて、本発明者は、ソース／ドレインがｎ型とされたｎチャネルＴＦＴ及びソース／
ドレインがｐ型とされたｐチャネルＴＦＴの各々について、Ｍｏを材料とするゲート電極
の膜厚（ｎｍ）と移動度（mobility：(ｃｍ２／Ｖ・ｓ)）との関係について調べた。測定
結果を図４Ａ，図４Ｂに示す。図４Ａに示すように、ｎチャネルＴＦＴではゲート電極の
膜厚を薄くするほど、具体的には５００ｎｍ程度以下とすることにより移動度が向上する
。その一方で、図４Ｂに示すように、ｐチャネルＴＦＴでは移動度はゲート電極の膜厚に
はさほど依存しない。ｐチャネルＴＦＴでは、例えばｐ型不純物として用いられるホウ素
（Ｂ）は、例えばｎ型不純物として用いられるリン（Ｐ）よりも軽く、ゲート電極が薄い
とＢをイオン注入した際にゲート電極を突き抜け、チャネル領域に達してしまう虞れがあ
るという問題がある。
【００２６】
　そこで、上記の事情を考慮して、本発明をｐチャネルＴＦＴ及びｎチャネルＴＦＴを備
えてなるＣＭＯＳ型のＴＦＴに適用するに際して、ゲート電極の膜厚を薄くするほど移動
度が向上するｎチャネルＴＦＴのゲート電極の膜厚をｐチャネルＴＦＴのそれよりも薄く
形成する。これにより、ｐチャネルＴＦＴに格別の不都合を生ぜしめることなく、ｎチャ
ネルＴＦＴにおいて特に性能向上を図ることができる。
【００２７】
　－本発明を適用した具体的な諸実施形態－
　以下、本発明をポリシリコンＴＦＴの構成及び製造方法に適用した具体的な諸実施形態
について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお説明の便宜上、ポリシリコンＴＦＴ
の構成をその製造方法と共に述べる。
【００２８】
　（第１の実施形態）
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　図５Ａ～図５Ｆは、第１の実施形態によるＣＭＯＳ型のポリシリコンＴＦＴ（以下、単
にＣＭＯＳＴＦＴと記す）の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
　先ず、図５Ａに示すように、透明絶縁基板、例えばガラス基板１上に膜厚４００ｎｍ程
度のＳｉＯ２からなるバッファー層２を介して、プラズマＣＶＤ法によりアモルファスシ
リコン薄膜３を例えば膜厚６５ｎｍ程度に成膜する。ここで、成膜時に成膜チャンバー内
に例えばＢ２Ｈ６ ガスを混入させることにより、アモルファスシリコン薄膜３中にホウ
素（Ｂ）をドープしている。
【００２９】
　続いて、図５Ｂに示すように、窒素雰囲気中において５５０℃程度で２時間程度の熱処
理を施し、アモルファスシリコン層３の脱水素化処理を行った後、このアモルファスシリ
コン薄膜３にフォトリソグラフィー及びドライエッチングを施し、各々所定のリボンパタ
ーンの一対のアモルファスシリコン薄膜３ａ，３ｂに加工する。
【００３０】
　続いて、図５Ｃに示すように、レーザアニールによりアモルファスシリコン薄膜３ａ，
３ｂを結晶化する。具体的には、例えば時間に対して連続的にエネルギーを出力するエネ
ルギービーム、ここでは半導体励起（ＬＤ励起）の固体レーザ（ＤＰＳＳレーザ）である
Ｎｄ：ＹＶＯ４レーザを用いて、出力６．５Ｗ、スキャン速度２０ｃｍ／秒の条件でアモ
ルファスシリコン薄膜３ａ，３ｂにレーザ光を照射し、アモルファスシリコン層３ａ，３
ｂを結晶化してポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに変換する。そして、リボンパターンのポリ
シリコン薄膜４ａ，４ｂにフォトリソグラフィー及びドライエッチングを施し、各々所定
のアイランドパターンに加工する。
【００３１】
　続いて、図５Ｄに示すように、プラズマＣＶＤ法により、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂ
上を覆うように全面に膜厚３０ｎｍ程度にＳｉＯ２膜５を成膜する。そして、スパッタ法
によりＳｉＯ２膜５上にゲート電極となる高融点金属膜、ここではＭｏ膜６を成膜する。
ここでは、特に膜厚及び成膜温度（スパッタチャンバー内の環境温度）を主要なパラメー
タとして残留応力が面内方向において格子定数を増加させる方向に３００ＭＰａ以上の所
定値となるように制御する。具体的には、圧力２×１０－３Ｔｏｒｒ、投入パワー（ＲＦ
パワー）３．５ｋＷ、スパッタガスをＡｒガスとして流量２０ｓｃｃｍ、チャンバー温度
を２５℃～３００℃、ここでは１７５℃程度の条件で、膜厚１００ｎｍ～５００ｎｍ（更
に好ましくは１００ｎｍ～３００ｎｍ）、ここでは１００ｎｍ程度にＭｏ膜６を成膜する
。
【００３２】
　続いて、図５Ｅに示すように、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂ上でそれぞれ電極形状とな
るようにＭｏ膜６及びＳｉＯ２膜５をフォトリソグラフィー及びドライエッチングにより
加工し、ＳｉＯ２膜５からなるゲート絶縁膜７を介したＭｏ膜６からなるゲート電極８ａ
，８ｂをパターン形成する。ゲート電極８ａ，８ｂは、上述のように特に膜厚及び成膜温
度を主要なパラメータとして制御することにより形成されたものであり、面内方向におい
て格子定数を増加させる方向に３００ＭＰａ以上の残留応力、ここでは６３０ＭＰａ程度
とされている。この残留応力により、少なくとも、これらゲート電極８ａ，８ｂの形成部
位であるポリシリコン薄膜４ａ，４ｂのチャネル領域では、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂ
に引張り応力が印加され、その面方向の格子定数が引張り応力のない状態に比して増加し
た状態となる。
【００３３】
　続いて、図５Ｆに示すように、ポリシリコン薄膜４ａ側を覆うようにレジストマスク（
不図示）を形成し、ゲート電極８ｂをマスクとして、ポリシリコン薄膜４ｂにおけるゲー
ト電極８ｂの両側にｎ型不純物、ここではリン（Ｐ）をイオン注入し、ｎ型ソース／ドレ
イン９ｂを形成する。ここで、ポリシリコン薄膜４ｂ上にゲート絶縁膜７を介してゲート
電極８ｂが形成され、ゲート電極８ｂの両側にソース／ドレイン９ｂが形成されてなるｎ
チャネルＴＦＴ１０ｂの主要構成が完成する。
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【００３４】
　他方、レジストマスクを灰化処理等により除去した後、図５Ｆに示すように、ポリシリ
コン薄膜４ｂ側を覆うようにレジストマスク（不図示）を形成し、ゲート電極８ａをマス
クとして、ポリシリコン薄膜４ａにおけるゲート電極８ａの両側にｐ型不純物、ここでは
ホウ素（Ｂ）をイオン注入し、ｐ型ソース／ドレイン９ａを形成する。ここで、ポリシリ
コン薄膜４ａ上にゲート絶縁膜７を介してゲート電極８ａが形成され、ゲート電極８ａの
両側にソース／ドレイン９ａが形成されてなるｐチャネルＴＦＴ１０ａの主要構成が完成
する。
【００３５】
　しかる後、ｐチャネルＴＦＴ１０ａ及びｎチャネルＴＦＴ１０ｂを覆う層間絶縁膜の形
成や、ゲート電極８ａ，８ｂ及びソース／ドレイン９ａ，９ｂと導通するコンタクト孔及
び各種配線層の形成等を経て、本実施形態のＣＭＯＳＴＦＴを完成させる。
【００３６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに歪みを与え
るための更なる工程を付加することなく、容易且つ確実にポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに
所望の歪みを与えて移動度を向上させることが可能となり、高性能のＣＭＯＳＴＦＴが実
現する。
【００３７】
　（第２の実施形態）
　本実施形態では、第１の実施形態とほぼ同様のＣＭＯＳＴＦＴの構成及び製造方法を開
示するが、ｎチャネルＴＦＴのゲート電極の膜厚をｐチャネルＴＦＴのそれよりも薄く形
成する点で相違する。図６Ａ～図６Ｇは、第２の実施形態によるＣＭＯＳ型のポリシリコ
ンＴＦＴ（以下、単にＣＭＯＳＴＦＴと記す）の製造方法を工程順に示す概略断面図であ
る。なお、第１の実施形態と共通する構成部材等については同符号を記す。
【００３８】
　先ず、図６Ａに示すように、透明絶縁基板、例えばガラス基板１上に膜厚４００ｎｍ程
度のＳｉＯ２からなるバッファー層２を介して、プラズマＣＶＤ法によりアモルファスシ
リコン薄膜３を例えば膜厚６５ｎｍ程度に成膜する。ここで、成膜時に成膜チャンバー内
に例えばＢ２Ｈ６ ガスを混入させることにより、アモルファスシリコン薄膜３中にホウ
素（Ｂ）をドープしている。
【００３９】
　続いて、図６Ｂに示すように、窒素雰囲気中において５５０℃程度で２時間程度の熱処
理を施し、アモルファスシリコン層３の脱水素化処理を行った後、このアモルファスシリ
コン薄膜３にフォトリソグラフィー及びドライエッチングを施し、各々所定のリボンパタ
ーンの一対のアモルファスシリコン薄膜３ａ，３ｂに加工する。
【００４０】
　続いて、図６Ｃに示すように、レーザアニールによりアモルファスシリコン薄膜３ａ，
３ｂを結晶化する。具体的には、例えば時間に対して連続的にエネルギーを出力するエネ
ルギービーム、ここでは半導体励起（ＬＤ励起）の固体レーザ（ＤＰＳＳレーザ）である
Ｎｄ：ＹＶＯ４レーザを用いて、出力６．５Ｗ、スキャン速度２０ｃｍ／秒の条件でアモ
ルファスシリコン薄膜３ａ，３ｂにレーザ光を照射し、アモルファスシリコン層３ａ，３
ｂを結晶化してポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに変換する。そして、リボンパターンのポリ
シリコン薄膜４ａ，４ｂにフォトリソグラフィー及びドライエッチングを施し、各々所定
のアイランドパターンに加工する。
【００４１】
　続いて、図６Ｄに示すように、プラズマＣＶＤ法により、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂ
上を覆うように全面に膜厚３０ｎｍ程度にＳｉＯ２膜５を成膜する。そして、スパッタ法
によりＳｉＯ２膜５上にゲート電極となる高融点金属膜、ここではＭｏ膜１１を成膜する
。ここでは、特に膜厚及び成膜温度（スパッタチャンバー内の環境温度）を主要なパラメ
ータとして残留応力が面内方向において格子定数を増加させる方向に３００ＭＰａ以上の
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所定値となるように制御する。具体的には、圧力２×１０－３Ｔｏｒｒ、投入パワー（Ｒ
Ｆパワー）３．５ｋＷ、スパッタガスをＡｒガスとして流量２０ｓｃｃｍ、チャンバー温
度を２５℃～３００℃、ここでは１７５℃程度の条件で、膜厚１００ｎｍ～５００ｎｍ（
更に好ましくは１００ｎｍ～３００ｎｍ）、ここでは３００ｎｍ程度にＭｏ膜１１を成膜
する。
【００４２】
　続いて、図６Ｅに示すように、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂ上でそれぞれ電極形状とな
るようにＭｏ膜１１及びＳｉＯ２膜５をフォトリソグラフィー及びドライエッチングによ
り加工する。
【００４３】
　続いて、図６Ｆに示すように、図中左側であるポリシリコン薄膜４ａ側のみを覆うレジ
ストマスク１３を形成し、ポリシリコン薄膜４ｂ上のＭｏ膜１１のみをドライエッチング
し、当該Ｍｏ膜１１を膜厚１００ｎｍ程度に薄膜化する。この状態において、ポリシリコ
ン薄膜４ａ上にはゲート絶縁膜７を介したＭｏからなる膜厚３００ｎｍ程度のゲート電極
１２ａが、ポリシリコン薄膜４ｂ上にはゲート絶縁膜７を介したＭｏからなる膜厚１００
ｎｍ程度のゲート電極１２ｂがそれぞれ形成されている。
【００４４】
　ゲート電極１２ａ，１２ｂは、上述のように特に膜厚及び成膜温度を主要なパラメータ
として制御することにより形成されたものであり、面内方向において格子定数を増加させ
る方向に３００ＭＰａ以上の残留応力、ここではゲート電極１２ａが４７０ＭＰａ程度、
ゲート電極１２ｂが上記の薄膜化による効果が加わって６３０ＭＰａ程度とされている。
この残留応力により、少なくとも、これらゲート電極１２ａ，１２ｂの形成部位であるポ
リシリコン薄膜４ａ，４ｂのチャネル領域では、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに引張り応
力が印加され、その面方向の格子定数が引張り応力のない状態に比して増加した状態とな
る。
【００４５】
　続いて、図６Ｇに示すように、レジストマスク１３をそのままイオン注入のマスクとし
て用い、ポリシリコン薄膜４ｂ側においてゲート電極１２ｂをマスクとして、ポリシリコ
ン薄膜４ｂにおけるゲート電極１２ｂの両側にｎ型不純物、ここではリン（Ｐ）をイオン
注入し、ｎ型ソース／ドレイン９ｂを形成する。ここで、ポリシリコン薄膜４ｂ上にゲー
ト絶縁膜７を介してゲート電極１２ｂが形成され、ゲート電極１２ｂの両側にソース／ド
レイン９ｂが形成されてなるｎチャネルＴＦＴ１４ｂの主要構成が完成する。
【００４６】
　他方、レジストマスク１３を灰化処理等により除去した後、図６Ｈに示すように、ポリ
シリコン薄膜４ｂ側を覆うようにレジストマスク１５を形成し、ポリシリコン薄膜４ａ側
においてゲート電極１２ａをマスクとして、ポリシリコン薄膜４ａにおけるゲート電極１
２ａの両側にｐ型不純物、ここではホウ素（Ｂ）をイオン注入し、ｐ型ソース／ドレイン
９ａを形成する。そして、レジストマスク１５を灰化処理等により除去することにより、
図６Ｉに示すように、ポリシリコン薄膜４ａ上にゲート絶縁膜７を介してゲート電極１２
ａが形成され、ゲート電極１２ａの両側にソース／ドレイン９ａが形成されてなるｐチャ
ネルＴＦＴ１４ａの主要構成が完成する。
【００４７】
　しかる後、ｐチャネルＴＦＴ１４ａ及びｎチャネルＴＦＴ１４ｂを覆う層間絶縁膜の形
成や、ゲート電極１２ａ，１２ｂ及びソース／ドレイン９ａ，９ｂと導通するコンタクト
孔及び各種配線層の形成等を経て、本実施形態のＣＭＯＳＴＦＴを完成させる。
【００４８】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに歪みを与え
るための更なる工程を付加することなく、容易且つ確実にポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに
所望の歪みを与え、特にｎチャネルＴＦＴ１４ｂの移動度を向上させることが可能となり
、高性能のＣＭＯＳＴＦＴが実現する。
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【００４９】
　（変形例）
　ここで、第２の実施形態の変形例について説明する。
　図７Ａ，図７Ｂは、本変形例の主要工程を示す概略断面図である。
　先ず、図６Ａ～図６Ｅと同様の諸工程を実行する。
【００５０】
　続いて、図７Ａに示すように、図中左側であるポリシリコン薄膜４ａ側のみを覆うレジ
ストマスク１３を形成し、ポリシリコン薄膜４ｂ側においてＭｏ膜１１をマスクとして、
ポリシリコン薄膜４ｂにおけるＭｏ膜１１の両側にｎ型不純物、ここではリン（Ｐ）をイ
オン注入し、ｎ型ソース／ドレイン９ｂを形成する。
【００５１】
　続いて、図７Ｂに示すように、レジストマスク１３をそのままイオン注入のマスクとし
て用い、ポリシリコン薄膜４ｂ上のＭｏ膜１１のみをドライエッチングし、当該Ｍｏ膜１
１を膜厚１００ｎｍ程度に薄膜化する。この状態において、ポリシリコン薄膜４ａ上には
ゲート絶縁膜７を介したＭｏからなる膜厚３００ｎｍ程度のゲート電極１２ａが、ポリシ
リコン薄膜４ｂ上にはゲート絶縁膜７を介したＭｏからなる膜厚１００ｎｍ程度のゲート
電極１２ｂがそれぞれ形成されている。
【００５２】
　しかる後、図６Ｈ，図６Ｉと同様の諸工程を実行した後、ｐチャネルＴＦＴ１４ａ及び
ｎチャネルＴＦＴ１４ｂを覆う層間絶縁膜の形成や、ゲート電極１２ａ，１２ｂ及びソー
ス／ドレイン９ａ，９ｂと導通するコンタクト孔及び各種配線層の形成等を経て、本変形
例のＣＭＯＳＴＦＴを完成させる。
【００５３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに歪みを与え
るための更なる工程を付加することなく、容易且つ確実にポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに
所望の歪みを与え、特にｎチャネルＴＦＴ１４ｂの移動度を向上させることが可能となり
、高性能のＣＭＯＳＴＦＴが実現する。
【００５４】
　更に本変形例では、ｎチャネルＴＦＴ１４ｂ側において、Ｍｏ膜１１を未だゲート電極
１２ｂに加工する前に、厚い（ここでは３００ｎｍ程度）Ｍｏ膜１１をマスクとしてＰを
イオン注入する。ｎチャネルＴＦＴは、ｐチャネルＴＦＴほどイオン注入時の不純物突き
抜けの問題は深刻ではないが、ゲート電極１２ｂは１００ｎｍ程度と薄いため、ゲート電
極１２ｂをマスクとした場合に不純物突き抜けが問題視される虞れは否定できない。そこ
で本変形例のように、未だ厚いＭｏ膜１１の状態でこれをマスクとしてイオン注入するこ
とにより、工程数を増加・煩雑化させることなく、不純物突き抜けの発生を懸念すること
なくｎチャネルＴＦＴ１４ｂを形成することができる。
【００５５】
　（第３の実施形態）
　本実施形態では、第２の実施形態とほぼ同様のＣＭＯＳＴＦＴの構成及び製造方法を開
示するが、ｎチャネルＴＦＴのゲート電極の膜厚をｐチャネルＴＦＴのそれよりも薄くす
るに際して、ｐチャネルＴＦＴのゲート電極を２層に形成する点で相違する。図８Ａ～図
８Ｇは、第３の実施形態によるＣＭＯＳ型のポリシリコンＴＦＴ（以下、単にＣＭＯＳＴ
ＦＴと記す）の製造方法を工程順に示す概略断面図である。なお、第２の実施形態と共通
する構成部材等については同符号を記す。
【００５６】
　先ず、図８Ａに示すように、透明絶縁基板、例えばガラス基板１上に膜厚４００ｎｍ程
度のＳｉＯ２からなるバッファー層２を介して、プラズマＣＶＤ法によりアモルファスシ
リコン薄膜３を例えば膜厚６５ｎｍ程度に成膜する。ここで、成膜時に成膜チャンバー内
に例えばＢ２Ｈ６ ガスを混入させることにより、アモルファスシリコン薄膜３中にホウ
素（Ｂ）をドープしている。
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【００５７】
　続いて、図８Ｂに示すように、窒素雰囲気中において５５０℃程度で２時間程度の熱処
理を施し、アモルファスシリコン層３の脱水素化処理を行った後、このアモルファスシリ
コン薄膜３にフォトリソグラフィー及びドライエッチングを施し、各々所定のリボンパタ
ーンの一対のアモルファスシリコン薄膜３ａ，３ｂに加工する。
【００５８】
　続いて、図８Ｃに示すように、レーザアニールによりアモルファスシリコン薄膜３ａ，
３ｂを結晶化する。具体的には、例えば時間に対して連続的にエネルギーを出力するエネ
ルギービーム、ここでは半導体励起（ＬＤ励起）の固体レーザ（ＤＰＳＳレーザ）である
Ｎｄ：ＹＶＯ４レーザを用いて、出力６．５Ｗ、スキャン速度２０ｃｍ／秒の条件でアモ
ルファスシリコン薄膜３ａ，３ｂにレーザ光を照射し、アモルファスシリコン層３ａ，３
ｂを結晶化してポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに変換する。そして、リボンパターンのポリ
シリコン薄膜４ａ，４ｂにフォトリソグラフィー及びドライエッチングを施し、各々所定
のアイランドパターンに加工する。
【００５９】
　続いて、図８Ｄに示すように、プラズマＣＶＤ法により、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂ
上を覆うように全面に膜厚３０ｎｍ程度にＳｉＯ２膜５を成膜する。そして、スパッタ法
によりＳｉＯ２膜５上にゲート電極となる高融点金属膜、ここではＭｏ膜２１及びＴｉ膜
２２を積層成膜する。ここでは、特に膜厚及び成膜温度（スパッタチャンバー内の環境温
度）を主要なパラメータとして残留応力が面内方向において格子定数を増加させる方向に
３００ＭＰａ以上の所定値となるように制御する。
【００６０】
　具体的には、Ｍｏ膜２１については、圧力２×１０－３Ｔｏｒｒ、投入パワー（ＲＦパ
ワー）３．５ｋＷ、スパッタガスをＡｒガスとして流量２０ｓｃｃｍ、チャンバー温度を
２５℃～３００℃、ここでは１７５℃程度の条件で、Ｍｏ膜２１及びＴｉ膜２２の積層膜
厚が１００ｎｍ～５００ｎｍ（更に好ましくは１００ｎｍ～３００ｎｍ）となるように、
ここでは１００ｎｍ程度にＭｏ膜２１を成膜する。
【００６１】
　他方、Ｔｉ膜２２については、圧力２×１０－３Ｔｏｒｒ、投入パワー（ＤＣパワー）
２．０ｋＷ、スパッタガスをＡｒガスとして流量１２５ｓｃｃｍ、チャンバー温度を２５
℃～３００℃、ここでは１２５℃程度の条件で、Ｍｏ膜２１及びＴｉ膜２２の積層膜厚が
１００ｎｍ～５００ｎｍ（更に好ましくは１００ｎｍ～３００ｎｍ）となるように、ここ
では２００ｎｍ程度にＴｉ膜２２を成膜する。
【００６２】
　続いて、図８Ｅに示すように、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂ上でそれぞれ電極形状とな
るようにＴｉ膜２２、Ｍｏ膜２１及びＳｉＯ２膜５をフォトリソグラフィー及びドライエ
ッチングにより加工する。
【００６３】
　続いて、図８Ｆに示すように、図中左側であるポリシリコン薄膜４ａ側のみを覆うレジ
ストマスク１３を形成し、ポリシリコン薄膜４ｂ上のＭｏ膜２１をエッチングストッパー
としてＴｉ膜２２のみをドライエッチングし、当該Ｍｏ膜２１のみを残す。この場合、Ｍ
ｏとＴｉのエッチング速度の相違を利用し、Ｍｏ膜２１をエッチングストッパーとして用
いるため、例えば単層の高融点金属膜をドライエッチングして膜厚制御する場合に比して
、より容易にＭｏ膜２１のみを残した所期の膜厚（ここでは１００ｎｍ程度）を達成する
ことが可能となる。
【００６４】
　この状態において、ポリシリコン薄膜４ａ上にはゲート絶縁膜７を介したＭｏ及びＴｉ
が積層してなる膜厚３００ｎｍ程度のゲート電極２３ａが、ポリシリコン薄膜４ｂ上には
ゲート絶縁膜７を介したＭｏからなる膜厚１００ｎｍ程度のゲート電極２３ｂがそれぞれ
形成されている。
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【００６５】
　ゲート電極２３ａ，２３ｂは、上述のように特に膜厚及び成膜温度を主要なパラメータ
として制御することにより形成されたものであり、面内方向において格子定数を増加させ
る方向に３００ＭＰａ以上の残留応力、ここでは特にゲート電極２３ｂが上記の薄膜化に
よる効果が加わって６３０ＭＰａ程度とされている。この残留応力により、少なくとも、
これらゲート電極２３ａ，２３ｂの形成部位であるポリシリコン薄膜４ａ，４ｂのチャネ
ル領域では、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに引張り応力が印加され、その面方向の格子定
数が引張り応力のない状態に比して増加した状態となる。
【００６６】
　続いて、図８Ｇに示すように、レジストマスク１３をそのままイオン注入のマスクとし
て用い、ポリシリコン薄膜４ｂ側においてゲート電極２３ｂをマスクとして、ポリシリコ
ン薄膜４ｂにおけるゲート電極２３ｂの両側にｎ型不純物、ここではリン（Ｐ）をイオン
注入し、ｎ型ソース／ドレイン９ｂを形成する。ここで、ポリシリコン薄膜４ｂ上にゲー
ト絶縁膜７を介してゲート電極１２ｂが形成され、ゲート電極１２ｂの両側にソース／ド
レイン９ｂが形成されてなるｎチャネルＴＦＴ２４ｂの主要構成が完成する。
【００６７】
　他方、レジストマスク１３を灰化処理等により除去した後、図８Ｈに示すように、ポリ
シリコン薄膜４ｂ側を覆うようにレジストマスク１５を形成し、ポリシリコン薄膜４ａ側
においてゲート電極２３ａをマスクとして、ポリシリコン薄膜４ａにおけるゲート電極２
３ａの両側にｐ型不純物、ここではホウ素（Ｂ）をイオン注入し、ｐ型ソース／ドレイン
９ａを形成する。そして、レジストマスク１５を灰化処理等により除去することにより、
図８Ｉに示すように、ポリシリコン薄膜４ａ上にゲート絶縁膜７を介してゲート電極２３
ａが形成され、ゲート電極２３ａの両側にソース／ドレイン９ａが形成されてなるｐチャ
ネルＴＦＴ２４ａの主要構成が完成する。
【００６８】
　しかる後、ｐチャネルＴＦＴ２４ａ及びｎチャネルＴＦＴ２４ｂを覆う層間絶縁膜の形
成や、ゲート電極２３ａ，２３ｂ及びソース／ドレイン９ａ，９ｂと導通するコンタクト
孔及び各種配線層の形成等を経て、本実施形態のＣＭＯＳＴＦＴを完成させる。
【００６９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに歪みを与え
るための更なる工程を付加することなく、容易且つ確実にポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに
所望の歪みを与え、特にｎチャネルＴＦＴ２４ｂの移動度を向上させることが可能となり
、高性能のＣＭＯＳＴＦＴが実現する。
【００７０】
　（変形例）
　ここで、第３の実施形態の変形例について説明する。
　図９Ａ，図９Ｂは、本変形例の主要工程を示す概略断面図である。
　先ず、図８Ａ～図８Ｅと同様の諸工程を実行する。
【００７１】
　続いて、図９Ａに示すように、図中左側であるポリシリコン薄膜４ａ側のみを覆うレジ
ストマスク１３を形成し、ポリシリコン薄膜４ｂ側においてＴｉ膜２２及びＭｏ膜２１を
マスクとして、ポリシリコン薄膜４ｂにおけるＭｏ膜１１の両側にｎ型不純物、ここでは
リン（Ｐ）をイオン注入し、ｎ型ソース／ドレイン９ｂを形成する。
【００７２】
　続いて、図９Ｂに示すように、レジストマスク１３をそのままイオン注入のマスクとし
て用い、ポリシリコン薄膜４ｂ上のＭｏ膜２１をエッチングストッパーとしてＴｉ膜２２
のみをドライエッチングし、当該Ｍｏ膜２１のみを残す。この場合、ＭｏとＴｉのエッチ
ング速度の相違を利用し、Ｍｏ膜２１をエッチングストッパーとして用いるため、例えば
単層の高融点金属膜をドライエッチングして膜厚制御する場合に比して、より容易にＭｏ
膜２１のみを残した所期の膜厚（ここでは１００ｎｍ程度）を達成することが可能となる
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【００７３】
　この状態において、ポリシリコン薄膜４ａ上にはゲート絶縁膜７を介したＭｏ及びＴｉ
が積層してなる膜厚３００ｎｍ程度のゲート電極２３ａが、ポリシリコン薄膜４ｂ上には
ゲート絶縁膜７を介したＭｏからなる膜厚１００ｎｍ程度のゲート電極２３ｂがそれぞれ
形成されている。
【００７４】
　しかる後、図６Ｈ，図６Ｉと同様の諸工程を実行した後、ｐチャネルＴＦＴ２４ａ及び
ｎチャネルＴＦＴ２４ｂを覆う層間絶縁膜の形成や、ゲート電極２３ａ，２３ｂ及びソー
ス／ドレイン９ａ，９ｂと導通するコンタクト孔及び各種配線層の形成等を経て、本変形
例のＣＭＯＳＴＦＴを完成させる。
【００７５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに歪みを与え
るための更なる工程を付加することなく、容易且つ確実にポリシリコン薄膜４ａ，４ｂに
所望の歪みを与え、特にｎチャネルＴＦＴ２４ｂの移動度を向上させることが可能となり
、高性能のＣＭＯＳＴＦＴが実現する。
【００７６】
　更に本変形例では、ｎチャネルＴＦＴ２４ｂ側において、未だＴｉ膜２２をエッチング
除去してゲート電極２３ｂを形成する前に、厚い（ここでは３００ｎｍ程度）Ｔｉ膜２２
及びＭｏ膜２１をマスクとしてＰをイオン注入する。ｎチャネルＴＦＴは、ｐチャネルＴ
ＦＴほどイオン注入時の不純物突き抜けの問題は深刻ではないが、ゲート電極２３ｂは１
００ｎｍ程度と薄いため、ゲート電極２３ｂをマスクとした場合に不純物突き抜けが問題
視される虞れは否定できない。そこで本変形例のように、未だ厚いＴｉ膜２２及びＭｏ膜
２１の状態でこれをマスクとしてイオン注入することにより、工程数を増加・煩雑化させ
ることなく、不純物突き抜けの発生を懸念することなくｎチャネルＴＦＴ１２ｂを形成す
ることができる。
【００７７】
　なお、本発明は上記の第１～第３の実施形態や諸変形例に限定されるものではない。例
えば、第２及び第３の実施形態やこれらの変形例において、ｐチャネルＴＦＴのゲート電
極の膜厚をｎチャネルＴＦＴのゲート電極の膜厚よりも薄く形成するようにしても良い（
即ちこの場合、図６Ａ～図６Ｉ、図７Ａ，図７Ｂ、図８Ａ～図８Ｉ、図９Ａ，図９Ｂにお
いて、左右の図示が逆となる。）。特に、図７Ａ，図７Ｂ、図９Ａ，図９Ｂの各変形例に
対応して、ｐチャネルＴＦＴのゲート電極の膜厚をｎチャネルＴＦＴのゲート電極の膜厚
よりも薄く形成する場合、ｐチャネルＴＦＴではイオン注入時の不純物突き抜けの問題は
深刻である。この場合に、厚い高融点金属膜（Ｍｏ膜、またはＭｏ膜及びＴｉ膜）が電極
形状に形成された状態でイオン注入することにより、工程数を増加・煩雑化させることな
く、不純物突き抜けの発生を懸念することなくｐチャネルＴＦＴを形成することができる
。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明によれば、半導体薄膜に歪みを与えるための更なる工程を付加することなく、容
易且つ確実に半導体薄膜に所望の歪みを与えて移動度を向上させることを実現する信頼性
の高い薄膜半導体装置が実現する。
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