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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
超薄膜を熱的に処理するための方法であって、
　超薄膜の上部に２つの吸収トレースをパターン化するステップであって、前記２つの吸
収トレースは、セラミックから作製されており、前記薄膜は、基板の上部に位置する、ス
テップと、
　少なくとも１つの電磁パルスで前記２つの吸収トレースを照射し、前記２つの吸収トレ
ースを加熱するステップと、
　前記２つの吸収トレースからの熱によって、前記超薄膜を熱的に処理するステップと、
　を備える、方法。
【請求項２】
前記基板は、４５０℃未満の最大作業温度を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記２つの吸収トレースは、前記超薄膜よりも前記電磁パルスに吸収性である材料から作
製される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記超薄膜と前記基板との間に、熱拡散層を提供するステップをさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
前記電磁パルスは、閃光灯から提供される、請求項１に記載の方法。
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【請求項６】
前記電磁パルスは、指向性プラズマアークから提供される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
薄膜トランジスタを加工するための方法であって、
　超薄膜に隣接する２つの吸収トレースをパターン化するステップであって、前記２つの
吸収トレースは、セラミックから作製されており、前記薄膜は、基板の上部に位置する、
ステップと、
　少なくとも１つの電磁パルスで前記２つの吸収トレースを照射し、前記２つの吸収トレ
ースを加熱し、前記２つの吸収トレースからの熱によって、前記超薄膜を熱的に処理する
ステップと、
　前記２つの吸収トレースおよび前記超薄膜上に誘電層を蒸着させるステップと、
　前記誘電層の上部に伝導性トレースを蒸着させることによって、ゲートを形成するステ
ップと、
　を備える、方法。
【請求項８】
前記基板は、４５０℃未満の最大作業温度を有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記２つの吸収トレースは、前記超薄膜よりも前記電磁パルスに吸収性である材料から
作製される、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
前記超薄膜と前記基板との間に、熱拡散層を提供するステップをさらに含む、請求項７に
記載の方法。
【請求項１１】
前記熱拡散層と前記基板との間に、高温低熱伝導性膜を提供するステップをさらに含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記電磁パルスは、閃光灯から提供される、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
前記電磁パルスは、指向性プラズマアークから提供される、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
前記２つの吸収トレースは、前記薄膜トランジスタのソースおよびドレインを形成する、
請求項７～１３のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権の主張
　本願は、米国特許法§１１９（ｅ）（１）の下、２０１０年６月２日に出願された米国
仮特許出願第６１／３５０，７６５号への優先権を主張し、この米国仮特許出願の内容は
、本明細書中に参考として援用される。
【０００２】
　発明の背景
　１．技術分野
　本発明は、概して、基板上の薄膜を硬化させるための方法に関し、具体的には、低温基
板上の薄膜を熱的に処理するための方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　２．先行技術の説明
　一般に、熱処理とは、焼結、焼き鈍し、硬化、乾燥、結晶化、重合、化学反応開始およ
び変調、ドーパント送り込み、ガス抜き等を包含する。半導体薄膜の熱処理は、典型的に
は、高温環境において行なわれる。例えば、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）は、１１００℃
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で焼き鈍しされ、シリコンナノ粒子膜は、９００℃で焼結される。したがって、処理半導
体薄膜のための高温要件は、多くの場合、半導体薄膜を担持するための選択肢基板として
、焼成セラミックまたは石英等、高温基板の使用を余儀なくする。
【０００４】
　言うまでもなく、その比較的低コストのため、可能である場合、半導体薄膜を担持する
ための選択肢基板として、ホウケイ酸塩またはソーダ石灰等の低温基板の使用がより望ま
しい。さらにより望ましい基板材料は、そのコストがさらに低いため、プラスチック（す
なわち、ポリカーボネート、ポリイミド、ＰＥＴ、ＰＥＮ等）または紙であろう。
【０００５】
　しかしながら、炉等の平衡プロセスを提供することができる機器の使用は、低温基板上
で半導体薄膜を熱的に処理するための実行可能な選択肢ではない。これは、半導体薄膜の
全部ではないにしても、大部分を焼き鈍しおよび焼結するために要求される温度が、それ
ぞれ、約４５０℃および１５０℃である、ポリイミドおよびＰＥＴ等の低温基板の最大作
業温度より遥かに高いためである。
【０００６】
　本開示は、低温基板上で薄膜を熱的に処理するための方法を提供する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明の要旨
　本発明の好ましい実施形態によると、離間した２つの吸収トレースが、基板の上部に位
置する薄膜と接触される。パルス放射が、２つの吸収トレースを加熱するために利用され
、２つの吸収トレースからの熱が、続いて、薄膜の平面において、２つの吸収トレース間
の薄膜へと伝導され、薄膜を熱的に処理する。
【０００８】
　前述のプロセスは、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を加工するために使用されてもよい。
例えば、金属またはセラミックから成り得る、２つの吸収トレースは、ＴＦＴのソースお
よびドレインを形成するために使用することができ、半導体薄膜は、ＴＦＴの活性チャネ
ルを形成するために使用することができる。
【０００９】
　本発明のすべての特徴および利点は、以下に詳述される説明において、明白となるであ
ろう。
【００１０】
　本発明自体、ならびにその好ましい使用形態、さらなる目的、および利点は、付随の図
面と併せて熟読されることによって、例証的実施形態の以下の発明を実施するための形態
を参照することによって、最も理解されるであろう。
本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
超薄膜を熱的に処理するための方法であって、
　超薄膜の上部に２つの吸収トレースをパターン化するステップであって、上記薄膜は、
基板の上部に位置する、ステップと、
　少なくとも１つの電磁パルスで上記２つの吸収トレースを照射し、上記２つの吸収トレ
ースを加熱するステップと、
　上記２つの吸収トレースからの熱によって、上記超薄膜を熱的に処理するステップと、
　を備える、方法。
（項目２）
上記基板は、４５０℃未満の最大作業温度を有する、項目１に記載の装置。
（項目３）
上記２つの吸収トレースは、上記超薄膜よりも上記電磁パルスに吸収性である材料から作
製される、項目１に記載の方法。
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（項目４）
上記２つの吸収トレースは、金属から作製される、項目１に記載の装置。
（項目５）
上記２つの吸収トレースは、セラミックから作製される、項目１に記載の方法。
（項目６）
上記超薄膜と上記基板との間に、熱拡散層を提供するステップをさらに含む、項目１に記
載の方法。
（項目７）
上記電磁パルスは、閃光灯から提供される、項目１に記載の方法。
（項目８）
上記電磁パルスは、指向性プラズマアークから提供される、項目１に記載の方法。
（項目９）
薄膜トランジスタを加工するための方法であって、
　超薄膜に隣接する２つの吸収トレースをパターン化するステップであって、上記薄膜は
、基板の上部に位置する、ステップと、
　少なくとも１つの電磁パルスで上記２つの吸収トレースを照射し、上記２つの吸収トレ
ースを加熱し、上記２つの吸収トレースからの熱によって、上記超薄膜を熱的に処理する
ステップと、
　上記２つの吸収トレースおよび上記超薄膜上に誘電層を蒸着させるステップと、
　上記誘電層の上部に伝導性トレースを蒸着させることによって、ゲートを形成するステ
ップと、
　を備える、方法。
（項目１０）
上記基板は、４５０℃未満の最大作業温度を有する、項目９に記載の方法。
（項目１１）
、　上記２つの吸収トレースは、上記超薄膜よりも上記電磁パルスに吸収性である材料か
ら作製される、項目９に記載の方法。
（項目１２）
上記２つの吸収トレースは、金属から作製される、項目９に記載の方法。
（項目１３）
上記２つの吸収トレースは、セラミックから作製される、項目９に記載の方法。
（項目１４）
上記超薄膜と上記基板との間に、熱拡散層を提供するステップをさらに含む、項目９に記
載の方法。
（項目１５）
上記熱拡散層と上記基板との間に、高温低熱伝導性膜を提供するステップをさらに含む、
項目１４に記載の方法。
（項目１６）
上記電磁パルスは、閃光灯から提供される、項目９に記載の方法。
（項目１７）
上記電磁パルスは、指向性プラズマアークから提供される、項目９に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１ａ～１ｂは、本発明の一実施形態による、薄膜を熱的に処理するための方法
を描写する。
【図２】図２ａ～２ｂは、本発明の別の実施形態による、薄膜を熱的に処理するための方
法を描写する。
【図３】図３ａ～３ｂは、本発明の一実施形態による、低温基板上で超薄膜を熱的に処理
するための方法を描写する。
【図４】図４は、本発明の方法によって製造される、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を示す
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。
【図５】図５は、パルス放射に暴露される前およびその後のホウケイ酸ガラス上の子ビー
ムでコーティングされた非晶質シリコンのラマンスペクトルを示す。
【図６】図６は、本発明のパルス放射側方熱処理（ｌａｔｅｒａｌ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）方法の選択性を示す、グラフである。
【図７】図７は、図４からのＴＦＴのためのドレイン電流対ドレイン－ソース電圧を示す
、グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　好ましい実施形態の詳細な説明
　パルス放射熱処理技法を使用して、基板上の薄膜を熱的に処理する時、閃光灯、指向性
プラズマアーク（ＤＰＡ；ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｐｌａｓｍａ　ａｒｃ）、レーザ、マイク
ロ波、誘導加熱器、または電子ビームから放出されるパルス放射は、その基板にわたって
、薄膜を選択的に加熱する能力を有する。加えて、基板の熱容量は、薄膜のものより遥か
に大きく、加熱時間は、基板の熱平衡時間より遥かに短いため、基板は、熱処理直後に薄
膜を急速冷却するために、放熱板としての役割を果たすことができる。
【００１３】
　パルス放射熱処理は、その基板が、通常、熱平衡時に耐えることができるものより遥か
に高い温度まで薄膜を加熱可能にするが、そのような熱処理技法は、概して、薄膜を加熱
するために使用される放射を吸収する薄膜の能力に依存する。したがって、薄膜が、非常
に薄いおよび／または幾分透明である時、超薄膜は、典型的には、最小放射を吸収するた
め、パルス放射熱処理技法によって、超薄膜を直接熱的に処理することは、非常に困難で
ある。その結果、改良された方法が、超薄膜を熱的に処理するために要求される。
【００１４】
　次に、図面、特に、図１ａ－１ｂを参照すると、本発明の一実施形態による、超薄膜上
にパルス放射熱処理を提供するための方法が、描写される。最初に、超薄膜１２が、周知
の真空技法を介して、基板１４上に蒸着される。超薄膜１２はまた、基板１４上にコーテ
ィングまたは印刷されてもよい。超薄膜１２は、高密度膜または微粒子膜であることがで
きる。超薄膜１２の厚さは、好ましくは、１０ミクロン未満である。次に、吸収トレース
１１が、超薄膜１２上部に蒸着され、図１ａに示されるように、薄膜積層１０を形成する
。吸収トレース１１は、好ましくは、超薄膜１２よりパルス放射の吸収性がある、材料か
ら作製される。吸収トレース１１の実施例として、金属またはセラミックが挙げられる。
【００１５】
　薄膜積層１０が、光源１５によって、過渡的に（すなわち、パルス放射を介して）照射
されると、吸収トレース１１は、超薄膜１２の前に、選択的に加熱される。光源１５は、
閃光灯、指向性プラズマアーク（ＤＰＡ）、レーザ、マイクロ波発生器、誘導加熱器、ま
たは電子ビームであることができる。その結果、吸収トレース１１の真下およびそれに隣
接して位置する、超薄膜１２および基板１４内の面積（陰影面積）は、図１ｂに示される
ように、加熱された吸収トレース１１によって熱的に処理される。熱的に処理さされる超
薄膜１２内の距離ｄ１は、数十ミクロンであり得る。
【００１６】
　次に、図２ａ－２ｂを参照すると、本発明の別の実施形態による、超薄膜上にパルス放
射熱処理を提供するための方法が、例証される。最初に、超薄膜２３が、周知の真空技法
を介して、基板２４上に蒸着される。超薄膜２３はまた、基板２４上にコーティングまた
は印刷することができる。超薄膜２３は、高密度膜または微粒子膜であることができる。
超薄膜２３の厚さは、好ましくは、１０ミクロン未満である。次に、吸収トレース２１、
２２が、超薄膜２３上に蒸着され、図２ａに示されるように、薄膜積層２０を形成する。
図１ａにおける吸収トレース１１と同様に、吸収トレース２１、２２は、好ましくは、超
薄膜２３よりパルス放射の吸収性がある材料から作製される。吸収トレース２１、２２の
実施例として、金属またはセラミックが挙げられる。吸収トレース２１、２２は、超薄膜
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２３の上部に形成されるように示されるが、吸収トレース２１、２２は、代わりに、超薄
膜２３の真下に形成することができる。
【００１７】
　光源２５からのパルス放射への暴露に応じて、吸収トレース２１、２２は、超薄膜２３
にわたって、選択的に加熱される。吸収トレース２１、２２からの熱は、次いで、図２ｂ
に示されるように、吸収トレース２１、２２の真下および／またはそれに隣接する超薄膜
２３の面積に伝導される。図２ｂでは、吸収トレース２１、２２間に位置する超薄膜２３
内の面積ｄ２が、熱的に処理されることになる。吸収トレース２１と２２との間（すなわ
ち、面積ｄ２）で熱的に処理することができる間隙距離は、概して、２つの吸収トレース
２１、２２によって伝導される熱の重複がああるため、図１ｂからのｄ１より大きく、好
ましくは、１００ミクロン未満である。さらに、吸収トレース２１と２２との間に位置す
る超薄膜２３内の面積は、２つの吸収トレース２１、２２から伝導される熱の重複によっ
て、熱的に処理されるため、超薄膜２３は、１つのみの吸収トレース（図１ｂにおけるよ
うに）に隣接する薄膜の面積より均位置に処理される傾向となる。
【００１８】
　図１ａ－１ｂにおける基板１４および図２ａ－２ｂにおける基板２４は、好ましくは、
高温基板である。しかしながら、超薄膜の熱処理はまた、吸収トレースの適用前または後
に、熱拡散膜を適用することによって、低温基板（すなわち、１５０℃以下の最大作業温
度）上で行なうことができる。熱拡散膜の熱伝導性は、低温基板のものより高いため、熱
は、吸収トレースが加熱された後、低温基板の代わりに、超薄膜および熱拡散膜の平面に
おいて、選択的に伝導される。熱拡散膜はまた、低温基板を保護するための熱遮蔽層とし
ても作用する。加えて、超薄膜の平面における熱の選択的伝導は、吸収トレースを相互に
載置することができる距離を増加させる。その結果、より低いエネルギー光パルスを使用
して、超薄膜を処理することができ、したがって、プロセスは、低温基板により影響を持
たなくなる。熱拡散膜は、概して、超薄膜より厚く、概して、吸収トレースを加熱するた
めに使用される光に対して透過性である。
【００１９】
　次に、図３ａ－３ｂを参照すると、本発明の一実施形態による、低温基板上で超薄膜を
熱的に処理するための方法が、例証される。最初に、熱拡散膜３５が、周知の真空技法を
介して、基板３４上に蒸着される。熱拡散膜３５は、基板３４上にコーティングまたは印
刷されてもよい。超薄膜３３は、次いで、周知の真空技法を介して、熱拡散膜３５の上部
に蒸着される。超薄膜３３は、熱拡散膜３５上にコーティングまたは印刷されてもよい。
超薄膜３３は、高密度膜または微粒子膜であることができる。超薄膜３３の厚さは、好ま
しくは、１０ミクロン未満である。次に、吸収トレース３１、３２が、超薄膜３３上に蒸
着され、図３ａに示されるように、薄膜積層３０を形成する。図２ａにおける吸収トレー
ス２１、２２同様に、吸収トレース３１、３２は、好ましくは、超薄膜３３よりパルス放
射の吸収性がある材料から作製される。吸収トレース３１、３２の実施例として、金属ま
たはセラミックが挙げられる。
【００２０】
　吸収トレース３１、３２は、超薄膜３３の上部に形成されるように示されるが、吸収ト
レース３１、３２は、超薄膜３３の真下に形成することができる。熱拡散膜３５は、超薄
膜３３の真下に形成するように示されるが、熱拡散膜３５は、超薄膜３３または吸収トレ
ース３１、３２の上部に形成することができる。
【００２１】
　光源３５からのパルス放射への暴露に応じて、吸収トレース３１、３２は、超薄膜３３
および熱拡散膜３５にわたって、選択的に加熱される。吸収トレース３１、３２からの熱
は、次いで、図３ｂに示されるように、吸収トレース３１、３２の真下および／またはそ
れに隣接する超薄膜３３および熱拡散膜３５の面積に伝導される。図３ｂでは、吸収トレ
ース３１、３２間に位置する超薄膜３３および熱拡散膜３５内の面積ｄ３が、熱的に処理
されることになる。吸収トレース３１と３２との間で熱的に処理することができる間隙距
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離は、好ましくは、１００ミクロン未満である。
【００２２】
　熱拡散膜３５に好適な数多くの材料が存在する。ＰＥＴ等の低温基板に対しては、それ
らの材料として、高温ポリマー（ポリイミド等）あるいはスパッタ金属酸化物またはスピ
ンオンガラス（ＳＯＧ）等の無機コーティングが挙げられ得る。ポリイミド等のより高温
の基板に対しては、熱拡散膜３５のためのより好適な材料として、スパッタ金属酸化物ま
たはＳＯＧ等の無機コーティングが挙げられる。熱拡散膜３５は、超薄膜の透過性を維持
するために、幾分、透過性であって、依然として、選択的加熱を生じさせることが好まし
い。熱拡散膜３５の要求される厚さは、その熱特性、下層低温基板の厚さおよび熱特性、
超薄膜３３の所望の処理温度、吸収トレース３１、３２の寸法および間隔、ならびに入力
放射加熱プロファイルの関数である。
【００２３】
　熱拡散膜を高温基板に適用するアプローチの１つは、最初に、高温基板より低い熱伝導
性を有するポリマーコーティングを高温基板に適用後、熱拡散膜を適用するものである。
本実践は、熱伝導性基板内への熱の拡散を妨害し、超薄膜を処理可能にする。ポリマーコ
ーティングの代替は、熱処理の間、より高い温度に耐えることができるように、高温低熱
伝導性無機膜を使用するものである。
【００２４】
　高温低熱伝導性無機膜を達成するための方法の１つは、ＳＯＧを使用することによって
、無機膜を多孔性にし、それを多孔性粒子で装填するものである。例えば、そのような無
機膜は、ＳＯＧ内に装填されたシリカエアロゲルナノ粒子を使用することによって、作製
することができる。結果として生じた無機膜は、ほぼＰＥＴ（すなわち、０．２４Ｗ／ｍ
－°Ｋ）程度（または、それよりさらに低い）熱伝導性を有すると考えられる。エアロゲ
ル粒子は、ＳＯＧマトリクスを有するため、無機膜は、典型的エアロゲル膜より遥かに耐
性がある。
【００２５】
　超薄膜の熱処理は、パルス放射の電力および長さを変動させることによって、調整する
ことができる。複数のパルスは、パルス反復周波数を調節するのに伴って、同様に使用す
ることができる。パルスの形状は、パルス幅変調を使用して変更され、加熱プロファイル
をさらに調節することができる。パルス長が、低温基板の熱平衡時間より短い、すなわち
、低温基板の平面に垂直である時、より強い熱勾配およびより高いピーク温度を生成する
ことができ、それによって、吸収トレースに隣接する超薄膜を選択的に加熱する。超薄膜
内の温度は、吸収トレースからより離れた領域と比較して、吸収トレース近傍において、
より極端に処理される。さらに、パルス放射は、ピーク処理温度を基板の最大平衡作業温
度より大きくする。例えば、１５０ミクロン厚のＰＥＴは、約３５ｍｓにおけるその厚さ
にわたって、熱的に平衡化する。したがって、より強い熱処理勾配ならびにより高いピー
ク温度は、１０ｍｓパルスによってより、３００μｓパルスによって、低温基板に損傷を
及ぼすことなく、生成することができる。１００ｍｓパルスは、依然として、吸収トレー
ス間に位置する超薄膜を加熱することができるが、維持することができるピーク温度は、
１５０℃のその最大平衡作業温度に非常に近い。要するに、より長いパルスの低温基板に
損傷を及ぼすことなく、超薄膜内で達成することができる最大ピーク温度は、短いパルス
のもの未満であるが、側方処理長も、対応して、より長くなる。超薄膜の熱処理は、通常
、性質上、アレニウス的である、すなわち、熱処理は、概して、処理温度×時間の指数関
数に関連するため、より短いパルスは、低温基板に損傷を及ぼすことなく、より長いパル
スより効果的に超薄膜を処理することができる。
【００２６】
　吸収トレースの厚さ、幅、および間隔ならびに超薄膜と下層の厚さおよび熱特性もまた
、パルス放射による暴露に応じて、超薄膜によって見られる加熱プロファイルに寄与する
。
【００２７】
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　本発明の方法は、特に、放射吸収性ではない、超薄膜を処理することができる。これは
、特に、その低コストおよび高性能のため、非常に望ましい、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
）の加工に関連する。
【００２８】
　次に、図４を参照すると、前述のパルス放射熱処理技法によって製造されたＴＦＴ４０
が、描写される。示されるように、薄誘電層４４が、超薄膜４３に隣接して位置する、２
つの吸収トレース４１および４２の上部に載置される。伝導性トレース４５は、誘電層４
４ならびに吸収トレース４１および４２の上部に位置する。吸収トレース４１、４２は、
電気的に伝導性であって、それぞれ、ＴＦＴのソースおよびドレインを形成する。伝導性
トレース４５は、ＴＦＴのゲートを形成する。熱的に処理された超薄膜４３内の吸収トレ
ース４１と４２との間に位置する面積は、ＴＦＴの活性チャネルを形成する、半導体であ
る。図４に示されるように、硬化面積（陰影面積）は、ゲート酸化物およびゲートを含む
。しかしながら、ゲート酸化物およびゲートは両方とも、超薄膜４３の硬化後に適用され
る。
【００２９】
　超薄膜４３は、主に、吸収トレース４１と４２との間に硬化される。したがって、ソー
スおよびドレインは、非常に大きな面積上に、パターン化（または、印刷）することがで
き、超薄膜４３はさらに、基板４６全体にわたって、コーティングすることができる。硬
化半導体は、概して、非硬化物より高い伝導性を有する、すなわち、半導体が、主に、Ｔ
ＦＴのチャネル内に硬化されることになるという事実のため、半導体の寄生容量は、低減
される。位置合わせおよび限界寸法に対する必要性の低減は、ひとまとめにして、前述の
ＴＦＴを完全に印刷することができることを意味する。
【００３０】
　ＴＦＴ４０等のＴＦＴを作製するための方法の実施例は、以下に説明される。ＴＦＴを
作製する時、マイクロ結晶シリコン（μｘ－Ｓｉ）は、より高い移動性を有し、したがっ
て、ＴＦＴのより高速切替を可能にするため、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）より半導体と
して望ましい。通常、ａ－Ｓｉを蒸着後、熱焼き鈍しを行い、ａ－Ｓｉをμｘ－Ｓｉに変
換する方が、μｘ－Ｓｉを直接蒸着するより容易である。例えば、５００μｍホウケイ酸
ウエハ上のａ－Ｓｉの２００ｎｍ膜は、６５０Ｖの閾値電圧および１００μｓのパルス長
において、Ｐｕｌｓｅ　Ｆｏｒｇｅ（登録商標）３３００システム（Ｎｏｖａ　Ｃｅｎｔ
ｒｉｘ（Ａｕｓｔｉｎ、Ｔｅｘａｓ）製）からの光パルスを使用することによって、μｘ
－Ｓｉに変換することができる（Ｎ２パージを伴う）。光パルスは、約３．５Ｊ／ｃｍ２

の放射暴露に対応する、約３５ｋＷ／ｃｍ２の強度を有する。
【００３１】
　次に、図５を参照すると、前述の光パルスに暴露される前および後、ホウケイ酸ガラス
上に電子ビームスパッタコーティングされた２００ｎｍ　ａ－Ｓｉ膜のラマンスペクトル
が、例証される。ａ－Ｓｉ膜は、光パルスによって焼き鈍しされ、μｘ－Ｓｉに変換され
る。光パルスは、２００ｎｍ　ａ－Ｓｉコーティングが、放出された光の一部のみ吸収す
るという事実を克服する必要がある。
【００３２】
　同一のホウケイ酸ウエハが、金接点ソース／ドレインラインによってパターン化され、
種々の幅（５～５０μｍ）および分離（５～５０μｍ）の最終的ＴＦＴを形成する。全ト
レースは、５ｍｍ長である。金パターン化後、ホウケイ酸ウエハにわたって、前述の２０
０ｎｍのａ－Ｓｉの同一の散布電子ビームスパッタ蒸着が行なわれる。ホウケイ酸ウエハ
は、次いで、遥かに低い電圧（すなわち、２５０μｓに対して５５０Ｖ）において、前述
のＰｕｌｓｅ　Ｆｏｒｇｅ（登録商標）３３００システムを介して、処理される。放射電
力は、２４ｋＷ／ｃｍ２、であって、放射暴露は、５．９Ｊ／ｃｍ２であった。本レベル
の電力は、ａ－Ｓｉをμｘ－Ｓｉに変換するための前述の閾値強度を下回ることに留意さ
れたい。金は、光パルスを非常に吸収するため、より多くのエネルギーが、それらの場所
で吸収される。
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　次に、図６を参照すると、本発明のパルス放射熱処理方法の選択性が、例証される。グ
ラフは、２つの異なる金ライン対幅（５０μｍおよび２０μｍ）と、金トレース間の同一
間隔（５０μｍ）との間の薄シリコン膜のラマンスペクトルの比較を示す。グラフは、５
０μｍトレース間の幅が、μｘ－Ｓｉに変換された一方、２０μｍ幅トレース間の空間は
、変換されていないことを示す。同様に、ウエハの残り上のシリコン膜も、変換されてい
ない。本技法は、金パターン化トレース間のみ、ａ－Ｓｉをμｘ－Ｓｉに変換し、その他
のいずれの場所においても、自動位置合わせを達成しない。
【００３４】
　吸収トレース間のａ－Ｓｉからμｘ－Ｓｉへの選択的変換が達成された後、ＴＦＴ素子
は、誘電層として、スピンオンチタン酸バリウムストロンチウム（ＢＳＴ）セラミックを
使用して、加工することができる。本誘電材料は、比較的に高誘電定数ｋ（約３００）を
有し、低ゲート電圧において、高電場をＴＦＴの電界効果チャネルに付与可能にする。銀
ゲート金属が、ＢＳＴゲート誘電層上に真空蒸着され、ＴＦＴを完成させる。
【００３５】
　電気試験は、ドレイン電流が、正のゲート電圧を印加することによって、向上すること
ができる可動化を判定するために、ＴＦＴ上で行なうことができる。μｘ－Ｓｉは、若干
、ｎ－型であるため、正のゲート電圧は、チャネル内の電子濃度を向上させ、増加したド
レイン電流（Ｉｄ）をもたらすはずである。
【００３６】
　次に、図７を参照すると、図４からのＴＦＴ４０のためのドレイン電流（Ｉｄ）対ドレ
イン－ソース電圧（Ｖｄｓ）を示す、グラフが、例証される。正のゲート電圧（Ｖｇ）で
は、ドレイン電流（Ｉｄ）は、向上され、電界効果ＴＦＴに対して予想される、飽和形状
を有することに留意されたい。負のゲート電圧において観察される線形Ｉ－Ｖ特色は、Ｔ
ＦＴ４０が、負のゲート電圧が印加される時、通常のレジスタのように挙動していること
を示す。この理由は、本時点では分かっていないが、ソースおよびドレイン接点からの正
孔注入によるものであり得る。本効果は、存在する場合、通常、正孔注入を「阻止」する
ために、接点領域を好適にドープすることによって、低減／排除される。
【００３７】
　要約すると、側方に位置付けられた金属ソース－ドレイン接点による、ａ－Ｓｉ薄膜の
パルス光焼き鈍しの使用は、ソース－ドレイン接点間の領域内において、マイクロ結晶状
態まで「閾値下」焼き鈍しを行なうことができる。マイクロ（および、ナノ）結晶シリコ
ン膜は、薄膜素子の性能を向上させる、高キャリア移動度および他の望ましい特徴を有す
るため、これは、マイクロ電子機器産業にとって、大きな利益を有する。さらに、ソース
／ドレイン接点間の領域内のａ－Ｓｉのみ変換することができるため、ａ－Ｓｉの周囲領
域を高抵抗非晶質状態のまま残し、したがって、素子速度を制限し、電力損失を増加させ
る、寄生容量として、そのような悪影響を制限するために、パターン化、または別様に、
絶縁を要求しない。
【００３８】
　説明されたように、本発明は、低温基板上で薄膜を熱的に処理するための方法を提供す
る。本発明の方法はまた、最小位置合わせによって、ＴＦＴをトップゲート構成（すなわ
ち、上部にゲート）において製造可能にする。２つの吸収トレースは、ＴＦＴのソースお
よびドレインを形成する。ゲート酸化物およびゲートの適用前に、薄膜材料が、選択的に
、２つの吸収トレース間で熱的に処理される。本発明の方法は、ＴＦＴのチャネル内に材
料を精密に蒸着させる必要なく、薄膜材料を選択的に硬化させる効果を有する。
【００３９】
　本発明は、特に、好ましい実施形態を参照して、図示および説明されたが、当業者は、
発明の精神および範囲から逸脱することなく、形態および詳細に、種々の変更を行っても
よいことを理解するであろう。
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