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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁基板上に非晶質珪素膜を成膜し、
前記非晶質珪素膜でなる島状のパターンを形成することにより、前記パターンの縁の領
域に応力歪みまたは欠陥を形成し、
前記パターン形成後に、前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を
保持させ、
加熱処理をすることにより前記非晶質珪素膜を結晶化させ結晶性珪素膜を形成し、
前記結晶性珪素膜でなる前記パターンの縁の領域をエッチングすることを特徴とする半
導体装置の作製方法。
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【請求項２】
絶縁基板上に非晶質珪素膜を成膜し、
前記非晶質珪素膜でなる島状のパターンを形成することにより、前記パターンの縁の領
域に応力歪みまたは欠陥を形成し、
前記パターン形成後に、前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を
保持させ、
加熱処理をすることにより、前記非晶質珪素膜を結晶化させながら前記パターンの縁の
領域に前記金属元素を偏析させ、結晶性珪素膜を形成し、
前記結晶性珪素膜でなる前記パターンの縁の領域をエッチングすることを特徴とする半
導体装置の作製方法。
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【請求項３】
絶縁基板上に非晶質珪素膜を成膜し、
前記非晶質珪素膜でなる島状のパターンを形成することにより、前記パターンの縁の領
域に応力歪みまたは欠陥を形成し、
前記パターン形成後に、前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を
保持させ、
加熱処理をすることにより、前記非晶質珪素膜を結晶化させながら前記パターンの縁の
領域に前記金属元素を偏析させ、結晶性珪素膜を形成し、
前記結晶性珪素膜でなる前記パターンの縁の領域をエッチングし、
エッチングした前記結晶性珪素膜にレーザー照射することを特徴とする半導体装置の作
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製方法。
【請求項４】
絶縁基板上に非晶質珪素膜を成膜し、
前記非晶質珪素膜でなる島状のパターンを形成することにより、前記パターンの縁の領
域に応力歪みまたは欠陥を形成し、
前記パターン形成後に、前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を
保持させ、
加熱処理をすることにより、前記非晶質珪素膜を結晶化させながら前記パターンの縁の
領域に前記金属元素を偏析させ、結晶性珪素膜を形成し、
前記結晶性珪素膜でなる前記パターンの縁の領域をエッチングし、
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エッチングした前記結晶性珪素膜上にゲイト電極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５】
請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の前記珪素の結晶化を助長する金属元素は
、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一
種または複数種類であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の前記加熱処理は４５０℃〜７００℃の温
度で行われることを特徴とする半導体装置の作製方法。
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【請求項７】
請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の前記非晶質珪素膜は石英基板上に成膜さ
れており、前記加熱処理は８００℃〜１１００℃の温度で行われることを特徴とする半導
体装置の作製方法。
【請求項８】
請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の前記金属元素の拡散距離をＤとして、前
記結晶性珪素膜の中心部から前記結晶性珪素膜でなる前記パターンの縁の領域までの距離
ｄがｄ＝Ｄ／３０〜Ｄで示されることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
請求項８に記載の前記距離ｄはｄ＝０．２μｍ〜２μｍとすることを特徴とする半導体

40

装置の作製方法。
【請求項１０】
請求項８または請求項９に記載の前記拡散距離ＤはＤ＝Ｄ０ｔ

ｅｘｐ（ΔＥ／ｋＴ）

（Ｄ０は定数、ｔは加熱時間、ΔＥは定数、ｋはボルツマン定数、Ｔは加熱温度）で示さ
れる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１乃至請求項１０のいずれか一項に記載の前記パターンの縁の領域にリンイオン
または酸素イオンを注入した後に前記加熱処理をす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１乃至請求項１１のいずれか一項に記載の前記パターンの形成はプラズマエッチ
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ングにより行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】
【産業上の利用分野】
本明細書で開示する発明は、結晶性を有する珪素薄膜の作製方法を示す。またこの結晶性
を有する珪素薄膜を用いた半導体装置の作製方法を示す。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ガラス基板や石英基板上に形成された非晶質珪素膜を結晶化させて結晶性珪素
膜を形成し、この結晶性珪素膜を用いて薄膜トランジスタを構成する技術が知られている
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。
【０００３】
この結晶性珪素膜を得る方法としては、プラズマＣＶＤ法等で成膜された非晶質珪素膜に
レーザー光を照射し、結晶性珪素膜に変成する方法と、プラズマＣＶＤ法等で成膜された
非晶質珪素膜に加熱処理を加え、結晶性珪素膜に変成する方法とに大別することができる
。
【０００４】
このような結晶性珪素膜を得る方法としては、特開平０６−２３２０５９号公報に記載さ
れた技術が公知である。この技術は、珪素の結晶化を助長する金属元素を利用することに
より、非晶質珪素膜をより低温で結晶化させるものである。
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本出願人らの研究によれば、上記珪素の結晶化を助長する金属元素を用いて結晶性珪素膜
を得、さらにこの結晶性珪素膜を用いて薄膜トランジスタを作製した場合、その特性にバ
ラツキが生じやすい傾向が確認されている。
【０００６】
本明細書で開示する発明は、珪素の結晶化を助長する金属元素を用いることによって結晶
性珪素膜を得る技術において、局所的に金属元素が集中して存在してしまうことがないよ
うな技術を提供することを課題とする。
【０００７】
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【課題を解決するための手段】
上記の金属元素が結晶性珪素膜中において集中して存在してしまうという問題について鋭
意研究を重ねた結果、以下に示す事項が確認されるに至った。
【０００８】
図２に示すのは、ニッケル元素を用いることによって結晶化された結晶性珪素膜の１μｍ
角におけるニッケル元素の固まりを観察した結果である。
【０００９】
図２に示すデータを得た結晶性珪素膜の作製方法について以下に説明する。まずガラス基
板上に５００Å厚の非晶質珪素膜をプラズマＣＶＤ法で成膜する。そしてその表面にニッ
ケル酢酸塩溶液を塗布する。この状態で非晶質珪素膜の表面にニッケル元素が接して保持
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された状態が実現される。そして図２中に記載されている加熱温度（図にはＳＰＣ温度と
記載）で４時間の加熱処理を加える。こうしてガラス基板上の結晶性珪素膜を得る。
【００１０】
図２に示す３種類のデータを得た試料の違いは、結晶性珪素膜を得るための加熱の温度で
ある。
【００１１】
図２に示すニッケル元素の固まりの観察方法は、得られた結晶性珪素膜をＦＰＭ（過水
とフッ酸の混合溶液）でエッチングすることによって、ニッケルの固まっている領域（こ
の領域はニッケルシリサイド化している）を除去し、この除去された孔の数を電子顕微鏡
によって数えることによって行った。
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【００１２】
このニッケルが固まっている領域を示す孔の状況を図３に示す。図３に示すのは、結晶性
珪素膜の表面をＦＰＭによってエッチングした後の状況を電子顕微鏡によって写した写真
である。
【００１３】
この観察方法は、ニッケル元素の固まりの数の絶対値を計測できるものではないが、その
相対的な数の評価を行うことができる。
【００１４】
図２に示すように、加熱処理の温度を高くする程、検出されるニッケルの固まりの数は少
なくなる。しかし、ＳＩＭＳ（２次イオン分析方法）で計測したところ、ニッケル元素の
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濃度は加熱処理時（ＳＰＣ時）の温度の違いによらずほとんど同じであることが確認され
ている。このことから、ニッケル元素の偏析は、加熱処理時の温度が高くなる程、一つ一
つの固まりが大きなものであることが予想される。
【００１５】
また、加熱処理の温度が高くなる程、ニッケル元素の拡散距離は大きくなることが判明し
ている。この拡散距離Ｄは、概略D0ｔexp(‑ ΔE/kT) によって表される。ここでD0は適当
な定数、ｔは加熱時間、ΔE は適当な定数、k はボルツマン定数、T は加熱温度（ＳＰＣ
温度）である。この式で示される傾向は、ニッケル元素だけではなく、他の金属元素につ
いてもいえることである。
【００１６】
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上式から明らかなように、加熱温度を高くすると指数関数的にニッケル元素の拡散距離は
大きくなる。一方、加熱温度が高くなる程ニッケル元素の固まりは大きくなる。
【００１７】
また本出願人らの研究によれば、応力歪が集中している領域には、ニッケル元素が集中し
やすいことが判明している。
【００１８】
以上述べた知見に基づいて本明細書に開示する発明はなされたものである。
本明細書で開示する発明の一つは、
絶縁表面を有する基板上に非晶質珪素膜を成膜する工程と、
前記非晶質珪素膜を所定のパターンにパターニングする工程と、
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前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させる工程と、
加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させ結晶性珪素膜に変成する工程と、
前記結晶性珪素膜のパターンの周囲をエッチングする工程と、
を有することを特徴とする。
【００１９】
また他の発明の構成は、
非晶質珪素膜の所定の領域に欠陥及び／または応力が集中した領域を形成する工程と、
前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させる工程と、
加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させる工程と、
前記所定の領域をエッチングする工程と、
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を有することを特徴とする。
【００２０】
また他の発明の構成は、
非晶質珪素膜の所定の領域に欠陥及び／または応力が集中した領域を形成する工程と、
前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させる工程と、
加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させると同時に前記所定の領域に前記金属元素
を偏析させる工程と、
前記所定の領域をエッチングする工程と、
を有することを特徴とする。
【００２１】
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上記各発明において、一般にガラス基板が用いられる場合は、加熱処理の温度を４５０
℃〜７００℃の温度とすることが好ましい。
【００２２】
また基板として石英基板を用いた場合には、加熱処理温度を８００℃〜１１００℃とする
ことが好ましい。特にこのように高い温度とすることは高い結晶性を得る上で非常に好ま
しい。
【００２３】
本明細書で開示する発明において利用できる珪素の結晶化を助長する金属元素としては、
Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種
または複数種類のものを用いることができる。
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【００２４】
この金属元素の導入方法としては、金属元素を含んだ溶液を用いることが好ましい。この
溶液を用いる方法は、当該金属元素を膜状に設けることができるので、非晶質珪素膜に表
面に均一に接して保持させることができるという有用性がある。
【００２５】
また、当該金属元素の濃度を調整することが容易であるという顕著な特徴を有する。珪素
の結晶化を助長する金属元素は、珪素膜中におけるその濃度を極力小さくすることが望ま
れる。従って、導入される金属元素の量を調整することは非常に重要な技術となる。
【００２６】
このような溶液を用いた方法について以下に示す。まず珪素の結晶化を助長する金属元素
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としてＮｉを利用する場合には、ニッケル化合物である臭化ニッケル、酢酸ニッケル、蓚
酸ニッケル、炭酸ニッケル、塩化ニッケル、沃化ニッケル、硝酸ニッケル、硫酸ニッケル
、蟻酸ニッケル、ニッケルアセチルアセトネ−ト、４−シクロヘキシル酪酸ニッケル、酸
化ニッケル、水酸化ニッケル、２−エチルヘキサン酸ニッケルからから選ばれた少なくと
も１種類の溶液を用いることができる。
【００２７】
また、Ｎｉを無極性溶媒である、ベンゼン、トルエン、キシレン、四塩化炭素、クロロホ
ルム、エ−テル、トリクロロエチレン、フロンから選ばれた少なくとも一つに含有させた
ものを用いることができる。
30

【００２８】
珪素の結晶化を助長する金属元素としてＦｅ（鉄）を用いる場合には、鉄塩として知られ
ている材料、例えば臭化第１鉄（ＦｅＢｒ2 ６Ｈ2 Ｏ）、臭化第２鉄（ＦｅＢｒ3 ６Ｈ2
Ｏ）、酢酸第２鉄（Ｆｅ（Ｃ2 Ｈ3 Ｏ2)3xＨ2 Ｏ）、塩化第１鉄（ＦｅＣｌ2 ４Ｈ2 Ｏ）
、塩化第２鉄（ＦｅＣｌ3 ６Ｈ2 Ｏ）、フッ化第２鉄（ＦｅＦ3 ３Ｈ2 Ｏ）、硝酸第２鉄
（Ｆｅ（ＮＯ3)3 ９Ｈ2 Ｏ）、リン酸第１鉄（Ｆｅ3 （ＰＯ4)2 ８Ｈ2 Ｏ）、リン酸第２
鉄（ＦｅＰＯ4 ２Ｈ2 Ｏ）から選ばれたものを用いることができる。
【００２９】
また珪素の結晶化を助長する金属元素としてＣｏ（コバルト）を用いる場合には、その化
合物としてコバルト塩として知られている材料、例えば臭化コバルト（ＣｏＢｒ６Ｈ2 Ｏ
）、酢酸コバルト（Ｃｏ（Ｃ2 Ｈ3 Ｏ2)2 ４Ｈ2 Ｏ）、塩化コバルト（ＣｏＣｌ2 ６Ｈ2
Ｏ）、フッ化コバルト（ＣｏＦ2
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xＨ2 Ｏ）、硝酸コバルト（Ｃｏ（Ｎｏ3)2 ６Ｈ2 Ｏ）

から選ばれたものを用いることができる。
【００３０】
また珪素の結晶化を助長する金属元素としてＲｕ（ルテニウム）を用いる場合、その化合
物としてルテニウム塩として知られている材料、例えば塩化ルテニウム（ＲｕＣｌ3 Ｈ2
Ｏ）を用いることができる。
【００３１】
また珪素の結晶化を助長する金属元素としてＲｈ（ロジウム）を用いる場合、その化合物
としてロジウム塩として知られている材料、例えば塩化ロジウム（ＲｈＣｌ3 ３Ｈ2 Ｏ）
を用いることができる。
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【００３２】
また珪素の結晶化を助長する金属元素としてＰｄ（パラジウム）を用いる場合、その化合
物としてパラジウム塩として知られている材料、例えば塩化パラジウム（ＰｄＣｌ2 ２Ｈ
2

Ｏ）を用いることができる。

【００３３】
また珪素の結晶化を助長する金属元素としてＯｓ（オスニウム）を用いる場合、その化合
物としてオスニウム塩として知られている材料、例えば塩化オスニウム（ＯｓＣｌ3 ）を
用いることができる。
【００３４】
また珪素の結晶化を助長する金属元素としてＩｒ（イリジウム）を用いる場合、その化合
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物としてイリジウム塩として知られている材料、例えば三塩化イリジウム（ＩｒＣｌ3 ３
Ｈ2 Ｏ）、四塩化イリジウム（ＩｒＣｌ4 ）から選ばれた材料を用いることができる。
【００３５】
また珪素の結晶化を助長する金属元素としてＰｔ（白金）を用いる場合、その化合物とし
て白金塩として知られている材料、例えば塩化第二白金（ＰｔＣｌ4 ５Ｈ2 Ｏ）を用いる
ことができる。
【００３６】
また珪素の結晶化を助長する金属元素としてＣｕ（銅）を用いる場合、その化合物として
酢酸第二銅（Ｃｕ（ＣＨ3 ＣＯＯ）2 ）、塩化第二銅（ＣｕＣｌ2 ２Ｈ2 Ｏ）、硝酸第二
銅（Ｃｕ（ＮＯ3)2 ３Ｈ2 Ｏ）から選ばれた材料を用いることができる。
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【００３７】
また珪素の結晶化を助長する金属元素として金（Ａｕ）を用いる場合、その化合物として
三塩化金（ＡｕＣｌ3

xＨ2 Ｏ）、塩化金塩（ＡｕＨＣｌ4 ４Ｈ2 Ｏ）から選ばれた材料

を用いることができる。
【００３８】
【作用】
例えば図６に示すように、得ようとする結晶性珪素膜のパターン１００の周辺部１０８を
除去する。この１０８の領域には、パターン１０３を得た場合に形成される応力歪みや欠
陥がその周辺部１０６に集中している。そして１０６の領域には高い濃度で珪素の結晶化
を助長する金属元素が存在する。従って、この領域を除去することで、当該金属元素の影

30

響を排除した結晶性珪素膜１００を得ることができる。
【００３９】
また人為的に欠陥や応力が集中した領域を形成する場合に、当該金属元素の拡散距離Ｄを
考慮する。具体的には、最終的に得られるパターンの中心部と欠陥や応力が集中した領域
との距離ｄをｄ＝Ｄ／３０〜Ｄとすることによって、効果的に金属元素を前記欠陥や応力
が集中した領域に追いやることができる。特に薄膜トランジスタのチャネル形成領域から
前記金属元素を除去することができ、安定した動作をする薄膜トランジスタを得ることが
できる。
【００４０】
このように欠陥や応力が集中した領域を珪素の結晶化を助長する金属元素のゲッタリング
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領域とすることによって、結晶性珪素膜を用いた半導体装置の信頼性を高めることができ
る。
【００４１】
【実施例】
〔実施例１〕
以下の実施例においては、珪素の結晶化を助長する金属元素として、ニッケルを用いる
例を主に示す。これは、ニッケルを用いた場合に最もその効果を安定して得られるからで
ある。また、ニッケル以外に好ましい元素としては、パラジウム、白金、銅を挙げること
ができる。これらの元素を用いた場合には、ニッケルを用いる場合と同様な効果を得るこ
とができる。
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【００４２】
図１の本実施例の作製工程の概略を示す。まずガラス基板１０１上に下地膜として酸化珪
素膜１０２を３０００Åの厚さにプラズマＣＶＤ法またはスパッタ法で成膜する。この酸
化珪素膜１０２は、ガラス基板１０１からの不純物の拡散を防止する機能を有する。また
ガラス基板１０１と後に形成される珪素薄膜との間に生じる応力を緩和させる機能を有す
る。
【００４３】
次に酸化珪素膜上に図示しない非晶質珪素膜を５００Åの厚さにプラズマＣＶＤ法でも
って成膜する。次に最終的に得る薄膜トランジスタの活性層より大きめのパターンにパタ
ーニングを行い、非晶質珪素膜でなる島状のパターン１０３を形成する。（図１（Ａ））
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【００４４】
本実施例で用いた５００Å厚のプラズマＣＶＤ膜においては、５５０℃、４時間の条件に
おけるニッケル元素の最大の拡散距離はおよそ２μｍであることが判明している。そこで
図１を上面から見た状態を示す図６に示すｄの距離を２μｍとする。なお、ａで示される
距離は0.5 μｍとする。
【００４５】
このパターンの形成は垂直異方性を有するプラズマエッチングによって行うことが好まし
い。これはプラズマエッチングを行うと、島状に形成されるパターンの縁の領域にプラズ
マダメージにより応力歪みや欠陥が生じやすくなるからである。
【００４６】
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そして所定の濃度に調整されたニッケル酢酸溶液をスピンコート法で塗布し、ニッケル元
素１０４がパターニングされた非晶質珪素膜１０３の露呈した表面に接して保持された状
態とする。（図１（Ａ））
【００４７】
この状態で６００℃、４時間の加熱処理を行う。この加熱処理は、ガラス基板の耐えられ
る温度の範囲内においてなるべく高い温度とすることが望ましい。従って、石英基板を用
いた場合には、加熱の温度を８００〜１１００℃として結晶化を行わすことが望ましい。
【００４８】
この加熱処理を行うことにより、非晶質珪素膜のパターン１０３は結晶化される。また
この時、パターン１０３の周辺部にニッケル元素は拡散していき、その周辺部に集中する
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ことになる。このニッケル元素がパターン１０３の周辺部に集中する傾向は、加熱処理の
温度が高くなる程顕著なものとなる。
【００４９】
このニッケル元素の拡散に従って、非晶質珪素膜の結晶化が進行し、パターン１０３は結
晶性珪素膜１０５に変成される。
【００５０】
またこの時、プラズマダメージや応力歪みが集中しているパターンの縁の領域１０６には
、ニッケル元素が集中することになる。（図１（Ｂ））
【００５１】
次にレジストマスク１０７を用いて露呈した１０８の領域をエッチング除去する。即ち、
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ニッケル元素が集中している領域をエッチング除去する。このエッチング工程によって、
薄膜トランジスタの活性層１００が完成する。（図１（Ｃ））
【００５２】
ここで、図６に示すように除去される１０８の領域はａで示される寸法を２０μとする。
本実施例においては、ｄで示される寸法を２０μｍとし、図に示されるように１５μｍ×
３０μｍの矩形パターン１００を得る。このパターン１００が薄膜トランジスタを構成す
る活性層となる。
【００５３】
本実施例に示す構成においては、除去される１０８の領域にニッケルの集中している領域
１０６が存在するので、結果として１００で示される活性層中にはほとんどニッケル元素
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の固まりが存在しない状態とすることができる。
【００５４】
さらにスカンジウムを0.2 ｗｔ％を含有させたアルミニウム膜をスパッタ法または電子ビ
ーム蒸着法で成膜する。ここでスカンジウムを含有させるのは、後の工程においてアルミ
ニウムの異常成長によるヒロック（刺状あるいは針状の突起）の発生を抑制するためであ
る。
【００５５】
そしてこのアルミニウム膜をパターニングすることによって、ゲイト電極１１１を形成
する。次に電解溶液中においてゲイト電極１１１を陽極とした陽極酸化を行うことにより
、陽極酸化膜１１２を形成する。この陽極酸化膜１１２の膜厚は５００Åとする。この陽
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極酸化膜１１２は、ヒロックの発生を抑制するために非常に効果がある。またこの陽極酸
化膜１１２を厚く形成することにより、後の不純物イオンの注入工程において、オフセッ
トゲイト領域を形成することができる。（図１（Ｄ））
【００５６】
図１（Ｄ）の状態を得たら、Ｐ（リン）イオンの注入をプラズマドーピング法を用いて行
う。この工程ではゲイト電極１０８がマスクとなることによって、自己整合的にソース領
域１１３とチャネル形成領域１１４とドレイン領域１１５が形成される。（図１（Ｄ））
【００５７】
ここではＰイオンを注入することによって、Ｎチャネル型の薄膜トランジスタを作製する
例を示す。しかし、Ｂイオンの注入を行えば、Ｐチャネル型の薄膜トランジスタを作製す
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ることができる。
【００５８】
次に層間絶縁膜として酸化珪素膜１１６を７０００Åの厚さにプラズマＣＶＤ法で成膜
する。さらにコンタクトホールの形成を行い、チタン膜とアルミニウム膜とチタン膜との
積層膜でもって、ソース電極１１７とドレイン電極１１８とを形成する。こうして図１（
Ｅ）に示す薄膜トランジスタを完成させる。
【００５９】
本実施例の作製工程を採用した場合、活性層１００にニッケル元素が集中して存在する領
域が形成されることを抑制することができるので、ニッケル元素の存在による不都合を抑
えることができる。
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【００６０】
〔実施例２〕
本実施例は、実施例１に示す工程に組み合わせて、さらにレーザー光の照射を行い、より
高い結晶性を得る構成に関する。また本実施例では石英基板を用いる例を示す。
【００６１】
図４に本実施例の作製工程を示す。まず図１に示す工程と同様にして、石英基板４０１上
に下地膜として酸化珪素膜１０２を成膜する。ここでは、石英基板と後に形成される珪素
膜との間に働く応力の緩和を行うために酸化珪素膜１０２を５０００Åの厚さに成膜する
。
【００６２】
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次に非晶質珪素膜を減圧熱ＣＶＤ法で１０００Åの厚さに成膜する。次にパターニングを
行うことによって、島状のパターン１０３を形成する。（図４（Ａ））
【００６３】
そしてニッケル酢酸塩溶液をスピンコート法によって塗布し、１０４で示されるようにニ
ッケル元素が膜状に非晶質珪素膜でなる島状のパターン１０３の表面に接して保持された
状態とする。（図４（Ａ））
【００６４】
そして８５０℃、４時間の加熱処理を行い、非晶質珪素膜でなる島状のパターン１０３を
結晶性珪素膜に変成する。この工程においては、加熱の温度が高いので、実施例１の場合
に比較して、ニッケル元素がパターンの周辺部により集中する。（図４（Ｂ））
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【００６５】
こうして結晶性珪素膜１０５とニッケル元素が集中して存在している領域１０６を得るこ
とができる。そして、レジストマスク１０７を用いて、パターンの周辺部１０６をエッチ
ング除去する。この工程でニッケル元素が集中的に存在している領域が選択的に除去され
る。（図４（Ｃ））
【００６６】
そしてレジストマスク１０７を取り除くことによって、薄膜トランジスタの活性層を構成
する島状のパターンを有した結晶性珪素膜４０２を得る。この４０２で示される領域は図
４（Ｂ）の１０９で示される領域に相当する。
【００６７】
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次に図４（Ｄ）に示すようにレーザー光の照射を行う。このレーザー光の照射を行うこと
で、島状のパターンを有した結晶性珪素膜４０２の結晶性をさらに高くすることができる
。
【００６８】
また本実施例においては、レーザー光の照射を行った後にさらに８００℃、２時間の加熱
処理を行う。この加熱処理を行うことで、レーザー光の照射に際して生じた膜中の欠陥を
減少させることができる。（図４（Ｅ））
【００６９】
なお、この再度の加熱処理を行わなくても十分に結晶性の高い結晶性珪素膜を得ることが
できる。従って、作製工程を簡略化させたい場合には、この加熱処理工程を省略してもよ
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い。
【００７０】
このように結晶性珪素膜でなる活性層４０２を得た後、図１に示した工程に示すような工
程に従って、活性層４０２を用いた薄膜トランジスタを作製する。
【００７１】
〔実施例３〕
本実施例は、図４に示す工程において、レーザー光の照射の代わりに加熱処理を行う構成
に関する。図５に本実施例の作製工程を示す。まず石英基板４０１上に下地膜として酸化
珪素膜１０２を５０００Åの厚さにプラズマＣＶＤ法で成膜する。次に図示しない非晶質
珪素膜を１０００Åの厚さに減圧熱ＣＶＤ法で成膜する。
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【００７２】
次にこの非晶質珪素膜をパターニングして図５（Ａ）に示すように島状のパターン１０３
を形成する。さらにニッケル酢酸塩溶液をスピンコート法で塗布して１０４で示されるよ
うにニッケル元素を膜状に設ける。（図５（Ａ））
【００７３】
そして８５０℃、４時間の加熱処理を加えることにより、結晶性珪素膜１０９を得る。
この状態においては、結晶性珪素膜１０９の周辺１０６にニッケル元素が集中して存在し
ている。（図５（Ｂ））
【００７４】
次にレジストマスク１０７を配置して図５（Ｃ）に示すように１０８の領域をエッチング
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除去する。この際、多少の余裕をみて１０９の領域も少しエッチングする。
【００７５】
こうして図５（Ｄ）に示すように結晶性を有する珪素膜でなる島状のパターン１１０を得
る。このパターン１１０は後に薄膜トランジスタの活性層となる。
【００７６】
本実施例では図５に示す状態において、再度の加熱処理を行う。この加熱処理によって、
島状のパターン１１０の結晶性をさらに高めることができる。なお、この加熱処理の後に
さらにレーザー光や強光の照射を行ってもよい。
【００７７】
〔実施例４〕
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本実施例は、最終的に薄膜トランジスタの活性層７０１となる領域の周囲の非晶質珪素膜
に開口を形成し、この開口が形成された領域に珪素の結晶化を助長する金属元素を偏析さ
せることを特徴とする。
【００７８】
本実施例を実施するには、まずプラズマＣＶＤ法や減圧熱ＣＶＤ法でもって、適当な絶
縁表面を有する基板上に非晶質珪素膜７００を成膜する。次いで非晶質珪素膜の一部を７
０２で示されるようにエッチング除去し、開口を形成する。この開口の形状は矩形状に限
らず、円形形状やスリット状であってもよい。
【００７９】
ここでは珪素の結晶化を助長する金属元素としてニッケルを用いる例を説明する。上記の
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開口を形成したら、所定の濃度に調整したニッケル酢酸塩溶液を塗布し、ニッケル元素が
膜状に非晶質珪素膜７００に接して保持された状態とする。
【００８０】
そして、加熱処理を施すことにより、非晶質珪素膜７００を結晶化させる。この時、７０
２で示される開口部分にニッケル元素が集中することになる。これは、開口７０２の領域
に欠陥や応力歪が集中して存在しているからである。
【００８１】
本実施例に示すような構成は、金属元素の拡散距離を大きくでき、しかもパターンの寸法
の小さい場合に有効である。例えば、石英基板を用いて、微細な集積回路を構成する場合
に利用することが有効である。
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【００８２】
図７においてｃに示す距離も
ｃ＝Ｄ／３０〜Ｄ
Ｄ＝Ｄ0 ｔexp(ΔE/kＴ)
で示される条件を満足する必要がある。ただし一般にはＤに示す金属元素の拡散距離を実
測で求めることが簡便である。
【００８３】
ここでＤは最大の拡散距離であるが、最低の拡散距離はこの数十分の１程度となる。この
最低の拡散距離よりも上記ｃで示される距離を小さくとると、ニッケル元素を完全に排除
した構成とすることができる。具体的にはｃの値を５μｍ以下にすると、ニッケル濃度を
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非常に小さくすることができる。上記Ｄの値は、出発膜の成膜条件や成膜方法、さらには
加熱方法によって大きくことなる。一般的にはＤの値として１μｍ〜５μｍとなる。よっ
てｄの値としては、２μｍ以下、好ましくは１μｍ以下とすることが好ましい。
【００８４】
〔実施例５〕
本実施例の作製工程の概略を図８に示す。図８に示す作製工程においては、基板として石
英基板を用いる例を示す。まず石英基板８０１上に下地膜として酸化珪素膜８０２を５０
００Åの厚さにプラズマＣＶＤ法で成膜する。次に図示しない非晶質珪素膜を７０００Å
の厚さに成膜する。そしてパターニングを行うことにより、図８（Ａ）の８０３に示すパ
ターンを形成する。
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【００８５】
次に所定の濃度に調整したニッケル酢酸塩溶液を塗布し、ニッケル元素が８０４で示さ
れるように膜状に設けられた状態とする。（図８（Ａ））
【００８６】
次に９５０℃、４時間の加熱処理を加えることにより、結晶性珪素膜８０５を得る。（
図８（Ｂ））
【００８７】
次に等方性のエッチング手段を利用して、８０５で示す島状の形状を有した結晶性珪素膜
の表面をエッチングする。この工程で厚さが１５００Åの結晶性珪素膜８０６を得る。（
図８（Ｃ））
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【００８８】
次に９５０℃の温度で熱酸化を行い、島状の結晶性珪素膜８０６の露呈した表面に厚さ
５００Åの熱酸化膜８０８を形成する。こうして、薄膜トランジスタに利用できる結晶性
珪素膜で構成される活性層８０６を得る。（図８（Ｄ））
【００８９】
〔実施例６〕
本実施例は、珪素の結晶化を助長する金属元素の除去効果をさらに高めた構成に関する。
図９に本実施例の作製工程を示す。まずガラス基板９０１上に下地膜として酸化珪素膜９
０２を３０００Åの厚さに成膜する。
【００９０】
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次に非晶質珪素膜をプラズマＣＶＤ法で５００Åの厚さに成膜する。さらにこれをパター
ニングすることにより、９０３で示される島状の領域を形成する。そして所定の濃度に調
整されたニッケル酢酸塩溶液をスピンコート法で塗布し、ニッケル元素を９０４で示され
るように膜状に設ける。（図９（Ａ））
【００９１】
次にレジストマスク９０５を配置し、Ｐ（リン）イオンの注入を行う。この工程において
、Ｐイオンは９０６で示される領域に注入される。このＰイオンの注入によって９０６で
示される領域には欠陥が高い密度で形成される。また９０７で示される領域にはＰイオン
は注入されない。（図９（Ｂ））
【００９２】
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次にレジストマスク９０５を取り除き、５５０℃、４時間の加熱処理を行う。この工程で
非晶質珪素膜の全体は結晶化する。この時、９０３で示されるパターンの縁周辺部に存在
する９０６の領域にニッケル元素は集中する。この作用は、パターンの縁であること、９
０６の領域に金属元素のゲッタリング作用を有するＰ（リン）が注入されていること、さ
らにＰイオンの注入によって、９０６の領域に欠陥が高密度に形成されていること、によ
って生じる。
【００９３】
次に図９（Ｃ）に示すように新たなレジストマスク９０８を配置し、露呈した珪素の膜の
領域をエッチングする。こうしてニッケル元素を除去した島状の結晶性珪素膜でなる領域
９０９を得ることができる。なおここではリンイオンを用いたが、酸素イオンを用いても
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よい。（図９（Ｄ））
【００９４】
【発明の効果】
予めパターニングされた非晶質珪素膜のパターンを珪素の結晶化を助長する金属元素を利
用した加熱処理によって結晶化させ、さらに当該金属元素の集中しているパターンの周辺
領域を除去することにより、当該金属元素の集中した部分の少ないまたはない結晶性珪素
膜のパターンを得ることができる。
【００９５】
即ち、珪素の結晶化を助長する金属元素を用いることによって結晶性珪素膜を得る技術に
おいて、局所的に金属元素が集中して存在してしまうことがないような技術を得ることが
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できる。
【００９６】
そして、本明細書で開示する発明を利用することにより、薄膜トランジスタの特性を向上
させることができる。また得られる薄膜トランジスタの作製歩留りを高めることができる
。また得られる薄膜トランジスタの特性を安定させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】

薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図２】

結晶性珪素膜中の単位面積中に含まれるニッケル元素の固まりの数を示すグラ

フ図。
【図３】

結晶性珪素膜表面の結晶構造を示す顕微鏡写真。
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【図４】

薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図５】

薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図６】

結晶性珪素膜のパターニングの状態を示す上面図。

【図７】

結晶性珪素膜のパターニングの状態を示す上面図。

【図８】

薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図９】

薄膜トランジスタの作製工程を示す図。
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【符号の説明】
１０１

ガラス基板

１０２

下地膜（酸化珪素膜）

１０３

島状にパターニングされた非晶質珪素膜のパターン

１０４

膜状に設けられたニッケル元素

１０５

島状の形状を有した結晶性珪素膜のパターン

１０６

ニッケル元素が偏析した領域

１０７

レジストマスク

１０８

エッチング除去される領域

１００

結晶性珪素膜でなる活性層

１１０

島状のパターン

１１１

ゲイト電極

１１２

陽極酸化膜

１１３

ソース領域

１１４

チャネル形成領域

１１５

ドレイン領域

１１６

層間絶縁膜（酸化珪素膜）

１１７

ソース電極

１１８

ドレイン電極

４０１

石英基板

４０２

結晶性珪素膜でなる活性層

７００

非晶質珪素膜

７０１

活性層となるべき領域

７０２

非晶質珪素膜に形成された開口

８０１

石英基板

８０２

酸化珪素膜

８０３

非晶質珪素膜

８０４

膜状に設けられたニッケル元素

８０５

結晶性珪素膜

８０６

活性層

８０８

ゲイト絶縁膜

10

20

30

(13)
【図１】

【図２】

【図３】
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