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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に剥離層を形成し、
前記剥離層上に絶縁膜を形成し、
前記絶縁膜上に第１のゲート絶縁膜を形成し、
前記第１のゲート絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、
前記非晶質半導体膜を結晶化して、前記第１のゲート絶縁膜上に結晶質半導体膜を形成
し、
前記結晶質半導体膜上に第２のゲート絶縁膜を形成し、
前記第２のゲート絶縁膜上に、前記結晶質半導体膜と重なる第２のゲート電極を形成し
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、
前記基板及び前記剥離層を前記絶縁膜から剥離し、
前記絶縁膜に開口部を形成して、前記第１のゲート絶縁膜の一部を露出させ、
前記露出した第１のゲート絶縁膜に接する第１のゲート電極を形成し、
前記結晶質半導体膜は、ソース領域と、ドレイン領域と、前記ソース領域と前記ドレイ
ン領域との間にチャネル形成領域と、を有し、
前記第１のゲート電極と前記第１のゲート絶縁膜とが接する領域は、前記チャネル形成
領域と重なることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
基板上に剥離層を形成し、
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前記剥離層上に絶縁膜を形成し、
前記絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、
前記非晶質半導体膜を結晶化して、前記絶縁膜上に結晶質半導体膜を形成し、
前記結晶質半導体膜上に第２のゲート絶縁膜を形成し、
前記第２のゲート絶縁膜上に、前記結晶質半導体膜と重なる第２のゲート電極を形成し
、
前記基板及び前記剥離層を前記絶縁膜から剥離し、
前記絶縁膜に開口部を形成して、前記結晶質半導体膜の一部を露出させ、
前記露出した結晶質半導体膜に接する第１のゲート絶縁膜を形成し、
前記第１のゲート絶縁膜に接する第１のゲート電極を形成し、
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前記結晶質半導体膜は、ソース領域と、ドレイン領域と、前記ソース領域と前記ドレイ
ン領域との間にチャネル形成領域と、を有し、
前記結晶質半導体膜と前記第１のゲート絶縁膜とが接する領域は、前記チャネル形成領
域と重なることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
基板上に剥離層を形成し、
前記剥離層上に絶縁膜を形成し、
前記絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、
前記非晶質半導体膜を結晶化して、前記絶縁膜上に結晶質半導体膜を形成し、
前記結晶質半導体膜上に第２のゲート絶縁膜を形成し、
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前記第２のゲート絶縁膜上に、前記結晶質半導体膜と重なる第２のゲート電極を形成し
、
前記基板及び前記剥離層を前記絶縁膜から剥離し、
前記絶縁膜に開口部を形成して、前記結晶質半導体膜の一部を露出させ、
前記露出した結晶質半導体膜を部分的に除去して、前記結晶質半導体膜に薄膜領域を形
成し、
前記薄膜領域に接する第１のゲート絶縁膜を形成し、
前記第１のゲート絶縁膜に接する第１のゲート電極を形成し、
前記結晶質半導体膜は、ソース領域と、ドレイン領域と、前記ソース領域と前記ドレイ
ン領域との間にチャネル形成領域と、を有し、
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前記薄膜領域と前記第１のゲート絶縁膜とが接する領域は、前記チャネル形成領域と重
なることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
絶縁膜と、
前記絶縁膜上に設けられた結晶質半導体膜と、
前記結晶質半導体膜上に設けられた第２のゲート絶縁膜と、
前記第２のゲート絶縁膜上に設けられ、かつ前記結晶質半導体膜と重なる第２のゲート
電極と、
前記絶縁膜に設けられ、かつ前記結晶質半導体膜と重なる開口部と、
前記結晶質半導体膜に設けられた第１の膜厚を有する第１の領域と、

40

前記結晶質半導体膜に設けられ、かつ前記開口部と重なり、かつ前記第１の膜厚より小
さい第２の膜厚を有する第２の領域と、
前記開口部及び前記第２の領域に接して設けられた第１のゲート絶縁膜と、
前記第１のゲート絶縁膜に接して設けられ、かつ前記第１のゲート絶縁膜を介して前記
第２の領域と重なる第１のゲート電極と、を具備し、
前記結晶質半導体膜は、ソース領域と、ドレイン領域と、前記ソース領域と前記ドレイ
ン領域との間にチャネル形成領域と、を有し、
前記第２の領域は前記チャネル形成領域と重なることを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、デュアルゲート薄膜トランジスタを有する半導体装置及びその作製方法に関
する。特には、下部ゲート電極に影響を受けることなく半導体膜を結晶化できる半導体装
置及びその作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
図１４は、従来のデュアルゲートＴＦＴ（Thin‑Film Transistor）を示す断面図である
。
このデュアルゲートＴＦＴは、基板本体１０Ａ、下部ゲート電極３３、下部ゲート絶縁
膜３４、半導体膜３５、第１及び第２絶縁層３６ａ、３６ｂからなる上部ゲート絶縁膜３
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６、上部ゲート電極３７及び層間絶縁膜３８を有し、半導体膜３５は、チャネル領域３５
ａ、低濃度ソース領域３５ｂと高濃度ソース領域３５ｄからなるソース領域３５ｘ、低濃
度ドレイン領域３５ｃと高濃度ドレイン領域３５ｅからなるドレイン領域３５ｙを備えて
いる。上部ゲート絶縁膜３６及び層間絶縁膜３８にはコンタクトホール１３，１４が設け
られており、このコンタクトホール１３，１４を介してデータ線６ａ及びソース線６ｂそ
れぞれが半導体膜３５の高濃度ソース領域３５ｄ及び高濃度ドレイン領域３５ｅに電気的
に接続されている。
【０００３】
このデュアルゲートＴＦＴの半導体膜３５の形成方法について図１５を参照しつつ説明
する。図１５（ａ）、（ｂ）は、図１４に示すデュアルゲートＴＦＴの半導体膜の形成方

20

法を説明する断面図である。
【０００４】
図１５（ａ）に示すように、表面を超音波洗浄等により清浄化したガラス基板等からな
る透光性を有する基板本体１０Ａを用意し、この基板本体１０Ａ全面に、スパッタリング
法等によりアルミニウム、タンタル、モリブデン、チタン、クロム等の金属、またはこれ
らの金属のいずれかを主成分とする合金等からなる遮光性を有する１０〜５００ｎｍの厚
みの導電膜７２を形成し、その後、この導電膜７２をフォトリソグラフィ法によりパター
ニングすることにより、基板本体１０Ａの上には遮光性を有する下部ゲート電極３３が形
成される。
【０００５】
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次いで、この下部ゲート電極３３を含む基板本体１０Ａ上に、プラズマＣＶＤ法等によ
り、酸化珪素（ＳｉＯ２）、窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）等からなる１０〜５０ｎｍの厚みの
下部ゲート絶縁膜３４を成膜する。
【０００６】
次いで、図１５（ｂ）に示すように、下部ゲート絶縁膜３４上に、プラズマＣＶＤ法等
により、非晶質シリコン（ａ−Ｓｉ）からなる１０〜１００ｎｍの厚みの非晶質半導体膜
７３を成膜する。次いで、この非晶質半導体膜７３にレーザー光を照射する等して加熱す
ることにより多結晶化し、多結晶シリコンからなる多結晶半導体膜２４とする。次いで、
フォトリソグラフィ法により多結晶半導体膜２４をパターニングし、島状の半導体膜３５
とする（例えば特許文献１参照）。
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【特許文献１】特開２００５‑７９２８３号公報（第４６段落〜第５１段落、図５、図６
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
ところで、上記従来のデュアルゲートＴＦＴでは、非晶質半導体膜７３にレーザー光を
照射した際、下部ゲート電極３３が熱を吸収することにより、非晶質半導体膜７３が均一
に結晶化されない可能性がある。これを回避する方法としては下部ゲート絶縁膜３４を厚
くすることが考えられる。しかし、下部ゲート絶縁膜３４を厚くすると下部ゲート電極３
３に印加する電圧を大きくしなければデュアルゲートＴＦＴが動作しなくなり、消費電力
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が増加してしまう。
【０００８】
また、上記従来のデュアルゲートＴＦＴでは、下部ゲート電極３３の両端の上方に位置
する非晶質半導体膜７３に段差が生じてしまう。このように段差のある非晶質半導体膜７
３を結晶化するために熱を加えたりレーザー光を照射すると、非晶質半導体膜が膜ストリ
ップを起こし易くなる。また、非晶質半導体膜を結晶化するために熱を加えたりレーザー
光を照射すると、溶融して液状化された非晶質半導体膜が段差により矢印のように下部ゲ
ート電極の脇へ流れ込み、多結晶半導体膜２４が不均一な形状になることが危惧される。
【０００９】
本発明は上記のような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、下部ゲート電
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極に影響を受けることなく半導体膜を結晶化できる半導体装置及びその作製方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題を解決するため、本発明に係る半導体装置の作製方法は、基板上に剥離層を形
成し、
前記剥離層上に絶縁膜を形成し、
前記絶縁膜上に下部ゲート絶縁膜を形成し、
前記下部ゲート絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、
前記非晶質半導体膜を結晶化することにより前記下部ゲート絶縁膜上に結晶質半導体膜
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を形成し、
前記結晶質半導体膜上に上部ゲート絶縁膜を形成し、
前記上部ゲート絶縁膜上に上部ゲート電極を形成し、
前記剥離層を前記絶縁膜から剥離し、
前記絶縁膜を加工することにより前記下部ゲート絶縁膜を露出させ、
前記露出した下部ゲート絶縁膜に接する下部ゲート電極を形成することを特徴とする。
【００１１】
上記半導体装置の作製方法によれば、基板上に剥離層を形成し、その上に下部ゲート絶
縁膜を形成し、この下部ゲート絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、この非晶質半導体膜
を結晶化した後に、絶縁膜から剥離層を剥離し、下部ゲート絶縁膜に接する下部ゲート電
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極を形成している。このため、非晶質半導体膜の下に下部ゲート電極が存在しない状態で
非晶質半導体膜を結晶化することができる。従って、下部ゲート電極に影響を受けること
なく半導体膜を結晶化することができる。
【００１２】
また、本発明に係る半導体装置の作製方法において、前記結晶質半導体膜はチャネル形
成領域を有しており、前記下部ゲート電極が前記下部ゲート絶縁膜に接する領域は、前記
チャネル形成領域に対応する領域の内側に位置していることも可能である。
また、本発明に係る半導体装置の作製方法において、前記結晶質半導体膜は、チャネル
形成領域及び該チャネル形成領域の外側に形成された低濃度不純物領域を有しており、前
記下部ゲート電極が前記下部ゲート絶縁膜に接する領域は、前記チャネル形成領域と前記
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低濃度不純物領域とに対応する領域の内側に位置していることも可能である。
【００１３】
本発明に係る半導体装置の作製方法は、基板上に剥離層を形成し、
前記剥離層上に絶縁膜を形成し、
前記絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、
前記非晶質半導体膜を結晶化することにより前記絶縁膜上に結晶質半導体膜を形成し、
前記結晶質半導体膜上に上部ゲート絶縁膜を形成し、
前記上部ゲート絶縁膜上に上部ゲート電極を形成し、
前記剥離層を前記絶縁膜から剥離し、
前記絶縁膜に開口部を形成することにより該開口部によって前記結晶質半導体膜を露出
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させ、
前記露出した結晶質半導体膜に接する下部ゲート絶縁膜を形成し、
前記下部ゲート絶縁膜に接する下部ゲート電極を形成することを特徴とする。
【００１４】
また、本発明に係る半導体装置の作製方法において、前記結晶質半導体膜はチャネル形
成領域を有しており、前記開口部によって前記結晶質半導体膜が露出した領域は、前記チ
ャネル形成領域に対応する領域の内側に位置していることも可能である。
また、本発明に係る半導体装置の作製方法において、前記結晶質半導体膜は、チャネル
形成領域及び該チャネル形成領域の外側に形成された低濃度不純物領域を有しており、前
記開口部によって前記結晶質半導体膜が露出した領域は、前記チャネル形成領域と前記低
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濃度不純物領域とに対応する領域の内側に位置していることも可能である。
【００１５】
本発明に係る半導体装置の作製方法は、基板上に剥離層を形成し、
前記剥離層上に絶縁膜を形成し、
前記絶縁膜上に非晶質半導体膜を形成し、
前記非晶質半導体膜を結晶化することにより前記絶縁膜上に結晶質半導体膜を形成し、
前記結晶質半導体膜上に上部ゲート絶縁膜を形成し、
前記上部ゲート絶縁膜上に上部ゲート電極を形成し、
前記剥離層を前記絶縁膜から剥離し、
前記絶縁膜を加工することにより前記結晶質半導体膜を露出させ、
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前記露出した結晶質半導体膜を加工することにより、前記結晶質半導体膜にその膜厚を
薄くした薄膜領域を形成し、
前記薄膜領域に接する下部ゲート絶縁膜を形成し、
前記下部ゲート絶縁膜に接する下部ゲート電極を形成することを特徴とする。
【００１６】
また、本発明に係る半導体装置の作製方法において、前記結晶質半導体膜はチャネル形
成領域を有しており、前記薄膜領域は、前記チャネル形成領域に対応する領域の内側に位
置していることが好ましい。
【００１７】
本発明に係る半導体装置は、絶縁膜と、

30

前記絶縁膜上に形成された下部ゲート絶縁膜と、
前記下部ゲート絶縁膜上に形成され、非晶質半導体膜が結晶化された結晶質半導体膜と
、
前記結晶質半導体膜上に形成された上部ゲート絶縁膜と、
前記上部ゲート絶縁膜上に形成された上部ゲート電極と、
前記絶縁膜に形成され、前記下部ゲート絶縁膜下に位置された開口部と、
前記開口部内に形成され、前記下部ゲート絶縁膜に接して形成された下部ゲート電極と
、
を具備することを特徴とする。
【００１８】
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なお、上記半導体装置において、前記絶縁膜は平面上に形成されていることが好ましく
、この場合の平面は、例えばガラス基板などの表面に相当する程度の平面であることを意
味する。このような半導体装置によれば、平面上に絶縁膜を形成し、この絶縁膜上に下部
ゲート絶縁膜を形成し、この下部ゲート絶縁膜上に形成された非晶質半導体膜を結晶化し
ている。このため、非晶質半導体膜の形状を平面上に形成されたものとすることができ、
それにより、従来技術のように下部ゲート電極に影響を受けることなく半導体膜を結晶化
することができる。
また、絶縁膜が平面上に形成されていることが好ましいことは以下の半導体装置におい
ても同様である。
【００１９】
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本発明に係る半導体装置は、絶縁膜と、
前記絶縁膜上に形成され、非晶質半導体膜が結晶化された結晶質半導体膜と、
前記結晶質半導体膜上に形成された上部ゲート絶縁膜と、
前記上部ゲート絶縁膜上に形成された上部ゲート電極と、
前記絶縁膜に形成され、前記結晶質半導体膜下に位置された開口部と、
前記開口部内に形成され、前記結晶質半導体膜に接して形成された下部ゲート絶縁膜と
、
前記開口部内に形成され、前記下部ゲート絶縁膜に接して形成された下部ゲート電極と
、
を具備することを特徴とする。
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【００２０】
また、本発明に係る半導体装置において、前記結晶質半導体膜はチャネル形成領域を有
しており、前記下部ゲート電極が前記下部ゲート絶縁膜に接する領域は、前記チャネル形
成領域に対応する領域の内側に位置していることも可能である。
また、本発明に係る半導体装置において、前記結晶質半導体膜は、チャネル形成領域及
び該チャネル形成領域の外側に形成された低濃度不純物領域を有しており、前記下部ゲー
ト電極が前記下部ゲート絶縁膜に接する領域は、前記チャネル形成領域と前記低濃度不純
物領域とに対応する領域の内側に位置していることも可能である。
【００２１】
本発明に係る半導体装置は、絶縁膜と、
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前記絶縁膜上に形成され、非晶質半導体膜が結晶化された結晶質半導体膜と、
前記結晶質半導体膜上に形成された上部ゲート絶縁膜と、
前記上部ゲート絶縁膜上に形成された上部ゲート電極と、
前記絶縁膜に形成され、前記結晶質半導体膜下に位置された開口部と、
前記開口部に繋げられ、前記結晶質半導体膜内に形成された凹部と、
前記凹部上に形成され、前記結晶質半導体膜の膜厚が薄くされた薄膜領域と、
前記凹部内に形成され、前記薄膜領域に接して形成された下部ゲート絶縁膜と、
前記凹部内及び前記開口部内に形成され、前記下部ゲート絶縁膜に接して形成された下
部ゲート電極と、
を具備することを特徴とする。
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【００２２】
また、本発明に係る半導体装置において、前記結晶質半導体膜はチャネル形成領域を有
しており、前記薄膜領域は、前記チャネル形成領域に対応する領域の内側に位置している
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
以上説明したように本発明によれば、下部ゲート電極に影響を受けることなく半導体膜
を結晶化できる半導体装置及びその作製方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
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以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。但し、本発明は多くの異
なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなく
その形態および詳細を変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実
施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、実施の形態を説明するた
めの全図において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰
り返しの説明は省略する。
【００２５】
（実施の形態１）
図１〜図３は、本発明の実施の形態１による半導体装置の作製方法を示す断面図である
。
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【００２６】
まず、基板１０１上に剥離層１０２、絶縁膜１０７、下部ゲート絶縁膜１０３、半導体
膜１０４を積層させて形成する（図１（Ａ）参照）。剥離層１０２、絶縁膜１０７、下部
ゲート絶縁膜１０３及び半導体膜１０４は連続して形成することができる。連続して形成
することにより、大気に曝されないため不純物の混入を防ぐことができる。
【００２７】
基板１０１は、ガラス基板、石英基板、金属基板やステンレス基板、本工程の処理温度
に耐えうる耐熱性があるプラスチック基板等を用いるとよい。このような基板であれば、
その面積や形状に大きな制限はないため、例えば、１辺が１メートル以上であって、矩形
状のものを用いれば、生産性を格段に向上させることができる。
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【００２８】
なお、本工程では、剥離層１０２を基板１０１の全面に設けているが、必要に応じて、
基板１０１の全面に剥離層を設けた後に、選択的にエッチングして剥離層１０２を選択的
に設けてもよい。また、基板１０１に接するように剥離層１０２を形成しているが、必要
に応じて、基板１０１に接するように酸化珪素（ＳｉＯｘ）膜、酸化窒化珪素（ＳｉＯｘ
Ｎｙ）（ｘ＞ｙ）膜、窒化珪素（ＳｉＮｘ）膜、窒化酸化珪素（ＳｉＮｘＯｙ）（ｘ＞ｙ
）膜等の絶縁膜を形成し、当該絶縁膜に接するように剥離層１０２を形成してもよい。
【００２９】
剥離層１０２は、金属膜や金属膜と金属酸化膜の積層構造等を用いることができる。金
属膜としては、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（
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Ｔａ）、ニオブ（Ｎｂ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）
、亜鉛（Ｚｎ）、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミ
ウム（Ｏｓ）、イリジウム（Ｉｒ）から選択された元素または前記元素を主成分とする合
金材料若しくは化合物材料からなる膜を単層又は積層して形成する。また、これらの材料
は、スパッタリング法やプラズマＣＶＤ法等の各種ＣＶＤ法等を用いて形成することがで
きる。金属膜と金属酸化膜の積層構造としては、上述した金属膜を形成した後に、酸素雰
囲気化またはＮ２Ｏ雰囲気下におけるプラズマ処理、酸素雰囲気下またはＮ２Ｏ雰囲気下
における加熱処理を行うことによって、金属膜表面に当該金属膜の酸化物または酸化窒化
物を設けることができる。また、金属膜を形成した後に、オゾン水等の酸化力の強い溶液
で表面を処理することにより、金属膜表面に当該金属膜の酸化物又は酸化窒化物を設ける
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ことができる。
【００３０】
絶縁膜１０７は、スパッタリング法やプラズマＣＶＤ法等により、珪素の酸化物または
珪素の窒化物を含む膜を、単層又は積層で形成する。絶縁膜１０７が２層構造の場合、例
えば、１層目として窒化酸化珪素膜を形成し、２層目として酸化窒化珪素膜を形成すると
よい。絶縁膜１０７が３層構造の場合、１層目の絶縁膜として酸化珪素膜を形成し、２層
目の絶縁膜として窒化酸化珪素膜を形成し、３層目の絶縁膜として酸化窒化珪素膜を形成
するとよい。または、１層目の絶縁膜として酸化窒化珪素膜を形成し、２層目の絶縁膜と
して窒化酸化珪素膜を形成し、３層目の絶縁膜として酸化窒化珪素膜を形成するとよい。
絶縁膜１０７は、基板１０１からの不純物の侵入を防止するブロッキング膜として機能す
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る。
【００３１】
半導体膜１０４は、スパッタリング法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法等により、２
５〜２００ｎｍ（好ましくは３０〜１５０ｎｍ）の厚さで形成する。半導体膜１０４とし
ては、例えば、非晶質珪素膜を形成すればよい。
【００３２】
次に、非晶質半導体膜１０４にレーザー光を照射して結晶化を行う。なお、レーザー光
の照射と、ＲＴＡ又はファーネスアニール炉を用いる熱結晶化法、結晶化を助長する金属
元素を用いる熱結晶化法とを組み合わせた方法等により非晶質半導体膜１０４の結晶化を
行ってもよい。その後、得られた結晶質半導体膜を所望の形状にエッチング加工して、結
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晶質半導体膜１０４ａ、１０４ｂを形成し、当該半導体膜１０４ａ、１０４ｂを覆うよう
に上部ゲート絶縁膜１０５を形成した後、導電膜１０６を形成する（図１（Ｂ）参照）。
【００３３】
結晶質半導体膜１０４ａ、１０４ｂの作製工程の一例を以下に簡単に説明すると、まず
、プラズマＣＶＤ法を用いて、膜厚５０〜６０ｎｍの非晶質半導体膜１０４（例えば、非
晶質珪素膜）を形成する。次に、結晶化を助長する金属元素であるニッケルを含む溶液を
非晶質半導体膜上に保持させた後、非晶質半導体膜に脱水素化の処理（５００℃、１時間
）と、熱結晶化の処理（５５０℃、４時間）を行って結晶質半導体膜を形成する。その後
、レーザー発振器から発振したレーザー光を照射し、フォトリソグラフィ法を用いること
よって結晶質半導体膜１０４ａ、１０４ｂを形成する。なお、結晶化を助長する金属元素
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を用いる熱結晶化を行わずに、レーザー光の照射だけで非晶質半導体膜の結晶化を行って
もよい。
【００３４】
レーザー発振器から発振させるレーザー光としては、連続発振型のレーザー光（ＣＷレ
ーザー光）やパルス発振型のレーザー光（パルスレーザー光）を用いることができる。こ
こで用いることができるレーザー光は、Ａｒレーザー、Ｋｒレーザー、エキシマレーザー
などの気体レーザー、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、フォルステライト（Ｍｇ２ＳｉＯ４）
、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４、若しくは多結晶（セラミック）のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ
４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４に、ドーパントとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ

、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数種添加されているものを媒質とするレーザー、ガラス
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レーザー、ルビーレーザー、アレキサンドライトレーザー、Ｔｉ：サファイアレーザー、
銅蒸気レーザーまたは金蒸気レーザーのうち一種または複数種から発振されるものを用い
ることができる。このようなレーザー光の基本波、及びこれらの基本波の第２高調波から
第４高調波のレーザー光を照射することで、大粒径の結晶を得ることができる。例えば、
Ｎｄ：ＹＶＯ４レーザー（基本波１０６４ｎｍ）の第２高調波（５３２ｎｍ）や第３高調
波（３５５ｎｍ）を用いることができる。このときレーザーのパワー密度は０．０１〜１
００ＭＷ／ｃｍ２程度（好ましくは０．１〜１０ＭＷ／ｃｍ２）が必要である。そして、
走査速度を１０〜２０００ｃｍ／ｓｅｃ程度として照射する。なお、単結晶のＹＡＧ、Ｙ
ＶＯ４、フォルステライト（Ｍｇ２ＳｉＯ４）、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４、若しくは多結
晶（セラミック）のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４に、ドーパン
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トとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち１種または複数種添加
されているものを媒質とするレーザー、Ａｒイオンレーザー、またはＴｉ：サファイアレ
ーザーは、連続発振をさせることが可能であり、Ｑスイッチ動作やモード同期などを行う
ことによって１０ＭＨｚ以上の発振周波数でパルス発振をさせることも可能である。１０
ＭＨｚ以上の発振周波数でレーザー光を発振させると、半導体膜がレーザーによって溶融
してから固化するまでの間に、次のパルスが半導体膜に照射される。従って、発振周波数
が低いパルスレーザーを用いる場合と異なり、半導体膜中において固液界面を連続的に移
動させることができるため、走査方向に向かって連続的に成長した結晶粒を得ることがで
きる。
【００３５】
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導電膜１０６は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデ
ン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ニオブ（Ｎｂ）等か
ら選択された元素でなる膜、またはこれらの元素の窒化物でなる膜（代表的には、窒化タ
ンタル、窒化タングステン膜、窒化チタン膜）、または前記元素を組み合わせた合金膜（
代表的にはＭｏ−Ｗ合金、Ｍｏ−Ｔａ合金）、または前記元素のシリサイド膜（代表的に
はタングステンシリサイド膜、チタンシリサイド膜、ニッケルシリサイド膜）を用いるこ
とができる。また、導電膜１０６は、複数の導電膜を積層させた構造で設けてもよく、例
えば、膜厚が２０ｎｍ〜１００ｎｍの窒化タンタル膜と、膜厚が１００ｎｍ〜４００ｎｍ
のタングステン膜を順に積層させた構造で設けることができる。タングステンや窒化タン
タルは、耐熱性が高いため、導電膜を形成した後に、熱活性化を目的とした加熱処理を行
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うことができる。
【００３６】
次に、導電膜１０６を選択的にエッチングすることにより、半導体膜１０４ａ上に上部
ゲート絶縁膜１０５を介して導電膜１０６ａ、半導体膜１０４ｂ上に上部ゲート絶縁膜１
０５を介して導電膜１０６ｂを残存させるとともに、半導体膜が形成されていない領域に
おける上部ゲート絶縁膜１０５上に導電膜１０６ｃを残存させる（図１（Ｃ）参照）。導
電膜１０６ａ、１０６ｂは、後に完成するトランジスタにおいて上部ゲート電極として機
能しうる。また、導電膜１０６ｃは、配線として機能しうる。
【００３７】
次に、導電膜１０６ａ、１０６ｂをマスクとして、半導体膜１０４ａ、１０４ｂに不純
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物元素を導入し、半導体膜１０４ａ、１０４ｂに不純物領域１０８を形成する（図１（Ｄ
）参照）。
【００３８】
導入する不純物元素は、ｎ型の不純物元素又はｐ型の不純物元素を用いる。ｎ型の不純
物元素としては、リン（Ｐ）やヒ素（Ａｓ）等を用いることができる。ｐ型の不純物元素
としては、ボロン（Ｂ）やアルミニウム（Ａｌ）やガリウム（Ｇａ）等を用いることがで
きる。ここでは、半導体膜１０４ａ、１０４ｂにリン（Ｐ）を導入し、ｎ型の不純物領域
１０８を形成する場合について示す。
【００３９】
次に、上部ゲート絶縁膜１０５と導電膜１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃを覆うように、
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絶縁膜を形成する。絶縁膜は、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等により、珪素、珪
素の酸化物又は珪素の窒化物の無機材料を含む膜や、有機樹脂などの有機材料を含む膜を
、単層又は積層して形成する。次に、絶縁膜を、垂直方向を主体とした異方性エッチング
により選択的にエッチングして、導電膜１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃの側面に接する絶
縁膜１０９（サイドウォールともよばれる）を形成する（図１（Ｅ）参照）。絶縁膜１０
９は、後にＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ

Ｄｏｐｅｄ

ｄｒａｉｎ）領域を形成する際のドー

ピング用のマスクとして用いる。
【００４０】
次に、導電膜１０６ａ、１０６ｂ及び絶縁膜１０９をマスクとして用いて、半導体膜１
０４ａ、１０４ｂに不純物元素を導入することにより、チャネル形成領域１１０、第１の
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不純物領域１１０ｂ、第２の不純物領域１１０ｃを形成する（図２（Ａ）参照）。第１の
不純物領域１１０ｂはトランジスタのソース領域又はドレイン領域として機能し、第２の
不純物領域１１０ｃはＬＤＤ領域として機能しうる。また、第２の不純物領域１１０ｃに
含まれる不純物元素の濃度は、第１の不純物領域１１０ｂに含まれる不純物元素の濃度よ
り低くなるよう設ける。
【００４１】
本実施の形態では、第２の不純物領域１１０ｃを設けた構成を示したが、第２の不純物
領域１１０ｃを設けない構成としてもよい。この場合、絶縁膜１０９を設けない構成とす
ることができる。
【００４２】
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次に、導電膜１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃを覆うように絶縁膜１１１を形成し、当該
絶縁膜１１１上に薄膜トランジスタ１２０ａ、１２０ｂのソース電極又はドレイン電極と
して機能しうる導電膜１１２を形成する（図２（Ｂ）参照）。
【００４３】
絶縁膜１１１は、ＣＶＤ法、スパッタリング法、ＳＯＧ法、液滴吐出法、スクリーン印
刷法等により、珪素の酸化物や珪素の窒化物等の無機材料、ポリイミド、ポリアミド、ベ
ンゾシクロブテン、アクリル、エポキシ等の有機材料やシロキサン材料等により、単層ま
たは積層で形成する。また、絶縁膜１１１は積層構造としてもよく、例えば、１層目を窒
化酸化珪素膜で形成し、２層目を酸化窒化珪素膜で形成することができる。
【００４４】
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導電膜１１２は、フォトリソグラフィ法により絶縁膜１１１等をエッチングして、第１
の不純物領域１１０ｂを露出させるコンタクトホールを形成した後、当該コンタクトホー
ルを介して第１の不純物領域１１０ｂにおける半導体膜と電気的に接続するように導電膜
を形成し、当該導電膜を選択的にエッチングして形成する。なお、導電膜を形成する前に
、コンタクトホールにおいて露出した半導体膜１０４ａ、１０４ｂの表面にシリサイドを
形成してもよい。
【００４５】
導電膜１１２は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により、アルミニウム（Ａｌ）、タン
グステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッケル（
Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ネオ
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ジウム（Ｎｄ）、炭素（Ｃ）、シリコン（Ｓｉ）から選択された元素、又はこれらの元素
を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で、単層又は積層で形成する。アルミニウム
を主成分とする合金材料とは、例えば、アルミニウムを主成分としニッケルを含む材料、
又は、アルミニウムを主成分とし、ニッケルと、炭素と珪素の一方又は両方とを含む合金
材料に相当する。導電膜１１２は、例えば、バリア膜とアルミニウムシリコン（Ａｌ−Ｓ
ｉ）膜とバリア膜の積層構造、バリア膜とアルミニウムシリコン（Ａｌ−Ｓｉ）膜と窒化
チタン膜とバリア膜の積層構造を採用するとよい。なお、バリア膜とは、チタン、チタン
の窒化物、モリブデン、又はモリブデンの窒化物からなる薄膜に相当する。アルミニウム
やアルミニウムシリコンは抵抗値が低く、安価であるため、導電膜１１２を形成する材料
として最適である。また、上層と下層のバリア層を設けると、アルミニウムやアルミニウ
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ムシリコンのヒロックの発生を防止することができる。また、還元性の高い元素であるチ
タンからなるバリア膜を形成すると、結晶質半導体膜上に薄い自然酸化膜ができていたと
しても、この自然酸化膜を還元し、結晶質半導体膜と良好なコンタクトをとることができ
る。
【００４６】
次に、絶縁膜１１１、導電膜１１２を覆うように絶縁膜１１３を形成した後、薄膜トラ
ンジスタ１２０ａ、１２０ｂ等を含む素子形成層１１４を基板１０１から剥離する。具体
的には、絶縁膜１０７から剥離層１０２を剥離する（図２（Ｃ）参照）。
なお、本実施の形態では、素子形成層１１４を基板１０１から剥離しているが、これに
限定されるものではなく、基板１０１及び剥離層１０２を、研削処理、研磨処理又は化学
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処理によるエッチングを行うことにより除去しても良い。
【００４７】
この後、剥離により露出した素子形成層１１４を、図２（Ｃ）に示す状態と上下を逆に
して転置した後、素子形成層１１４の裏面側（ここでは、絶縁膜１０７の露出面側）から
加工して下部ゲート電極１１５ａ，１１５ｂ及び導電膜（配線）１１５ｃ〜１１５ｅを形
成する。なお、上記のように上下を逆にして転置しているため、後述する図３に示す工程
を説明する際には、図３とは上下関係を逆に説明する。
詳細には、絶縁膜１０７の露出面にフォトレジスト膜（図示せず）を塗布し、このフォ
トレジスト膜を露光、現像することにより、絶縁膜１０７の露出面にはレジストパターン
が形成される。このレジストパターンをマスクとして絶縁膜１０７をエッチングすること
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により、絶縁膜１０７には下部ゲート絶縁膜１０３を介してチャネル形成領域１１０上に
位置する開口部１０３ａ，１０３ｂが形成される。開口部１０３ａ，１０３ｂによって露
出される下部ゲート絶縁膜１０３は、チャネル形成領域１１０に対応する領域と同じかそ
れより内側にあって小さい領域である。
次いで、前記レジストパターンを剥離する。
【００４８】
次に、絶縁膜１０７の露出面にフォトレジスト膜（図示せず）を塗布し、このフォトレ
ジスト膜を露光、現像することにより、絶縁膜１０７の露出面にはレジストパターンが形
成される。このレジストパターンをマスクとして絶縁膜１０７、下部ゲート絶縁膜１０３
及び上部ゲート絶縁膜１０５をエッチングすることにより、絶縁膜１０７、下部ゲート絶
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縁膜１０３及び上部ゲート絶縁膜１０５には導電膜１０６ｃ上に位置する開口部１０３ｃ
が形成される。次いで、前記レジストパターンを剥離する。
【００４９】
次に、開口部１０３ａ〜１０３ｃ内及び絶縁膜１０７上に導電膜を形成した後、この導
電膜を選択的にエッチングすることにより、チャネル形成領域１１０上に下部ゲート絶縁
膜１０３を介して導電膜１１５ａ，１１５ｂを残存させ、導電膜１０６ｃ上に導電膜１１
５ｃを残存させ、絶縁膜１０７上に導電膜１１５ｄ，１１５ｅを残存させる（図３（Ａ）
参照）。導電膜１１５ａ，１１５ｂは、下部ゲート電極として機能しうる。また、導電膜
１１５ｃ，１１５ｄ，１１５ｅは、配線として機能しうる。下部ゲート電極として機能す
る導電膜１１５ａ，１１５ｂは、チャネル形成領域１１０と同じ大きさ又はチャネル形成
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領域１１０より小さい大きさであってチャネル形成領域１１０の内側に位置することが好
ましい。
【００５０】
前記導電膜は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン
（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ニオブ（Ｎｂ）等から
選択された元素でなる膜、またはこれらの元素の窒化物でなる膜（代表的には、窒化タン
タル、窒化タングステン膜、窒化チタン膜）、または前記元素を組み合わせた合金膜（代
表的にはＭｏ−Ｗ合金、Ｍｏ−Ｔａ合金）、または前記元素のシリサイド膜（代表的には
タングステンシリサイド膜、チタンシリサイド膜、ニッケルシリサイド膜）を用いること
ができる。また、前記導電膜は、複数の導電膜を積層させた構造で設けてもよく、例えば
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、膜厚が２０ｎｍ〜１００ｎｍの窒化タンタル膜と、膜厚が１００ｎｍ〜４００ｎｍのタ
ングステン膜を順に積層させた構造で設けることができる。タングステンや窒化タンタル
は、耐熱性が高いため、導電膜を形成した後に、熱活性化を目的とした加熱処理を行うこ
とができる。
上記のようにしてデュアルゲートＴＦＴを作製することができる。
【００５１】
次に、導電膜１１５ａ〜１１５ｅを覆うように絶縁膜１１６を形成し、当該絶縁膜１１
６上に配線として機能しうる導電膜１１７を形成する（図３（Ｂ）参照）。
【００５２】
絶縁膜１１６は、ＣＶＤ法、スパッタリング法、ＳＯＧ法、液滴吐出法、スクリーン印
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刷法等により、珪素の酸化物や珪素の窒化物等の無機材料、ポリイミド、ポリアミド、ベ
ンゾシクロブテン、アクリル、エポキシ等の有機材料やシロキサン材料等により、単層ま
たは積層で形成する。また、絶縁膜１１６は積層構造としてもよく、例えば、１層目を窒
化酸化珪素膜で形成し、２層目を酸化窒化珪素膜で形成することができる。
【００５３】
導電膜１１７は、フォトリソグラフィ法により絶縁膜１１６等をエッチングして、導電
膜１１５ｄ，１１５ｅを露出させるコンタクトホール１１６ａ，１１６ｂを形成した後、
当該コンタクトホール１１６ａ，１１６ｂを介して導電膜１１５ｄ，１１５ｅと電気的に
接続するように導電膜を形成し、当該導電膜を選択的にエッチングして形成する。
【００５４】
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導電膜１１７は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により、アルミニウム（Ａｌ）、タン
グステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッケル（
Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ネオ
ジウム（Ｎｄ）、炭素（Ｃ）、シリコン（Ｓｉ）から選択された元素、又はこれらの元素
を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で、単層又は積層で形成する。アルミニウム
を主成分とする合金材料とは、例えば、アルミニウムを主成分としニッケルを含む材料、
又は、アルミニウムを主成分とし、ニッケルと、炭素と珪素の一方又は両方とを含む合金
材料に相当する。導電膜１１７は、例えば、バリア膜とアルミニウムシリコン（Ａｌ−Ｓ
ｉ）膜とバリア膜の積層構造、バリア膜とアルミニウムシリコン（Ａｌ−Ｓｉ）膜と窒化
チタン膜とバリア膜の積層構造を採用するとよい。なお、バリア膜とは、チタン、チタン
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の窒化物、モリブデン、又はモリブデンの窒化物からなる薄膜に相当する。アルミニウム
やアルミニウムシリコンは抵抗値が低く、安価であるため、導電膜１１２を形成する材料
として最適である。また、上層と下層のバリア層を設けると、アルミニウムやアルミニウ
ムシリコンのヒロックの発生を防止することができる。また、還元性の高い元素であるチ
タンからなるバリア膜を形成すると、導電膜１１５ｄ，１１５ｅ上に薄い自然酸化膜がで
きていたとしても、この自然酸化膜を還元し、導電膜１１５ｄ，１１５ｅと良好なコンタ
クトをとることができる。
【００５５】
上記実施の形態１によれば、基板１０１上に剥離層１０２を形成し、その上にＴＦＴを
作製した後に、剥離層１０２から剥離して転置し、裏面側から加工して下部ゲート電極１
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１５ａ，１１５ｂを形成することにより、デュアルゲートＴＦＴを作製している。そのた
め、非晶質半導体膜１０４の下に下部ゲート絶縁膜と下部ゲート電極が存在しない状態で
非晶質半導体膜１０４を結晶化することができる。即ち、非晶質半導体膜１０４を結晶化
するときに下部ゲート絶縁膜と下部ゲート電極の影響を受けることがない。
【００５６】
また、上記実施の形態１では、両面に配線１０６ｃ，１１２，１１５ｃ〜１１５ｅ，１
１７を形成しているため、デバイスの面積を縮小することができる。
【００５７】
また、上記実施の形態１では、下部ゲート電極に電圧をかけることによりしきい値電圧
Ｖthをシフトさせる（調整する）こともできる。また、上部ゲート電極及び下部ゲート電
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極それぞれに電圧をかけることにより、上下でチャネルが形成され、その結果、大きなオ
ン電流を得ることができる。
【００５８】
（実施の形態２）
図４は、本発明の実施の形態２による半導体装置の作製方法を説明する断面図である。
図４に示す工程は、図３（Ａ）に示す工程に対応するものであり、図３と同一部分には同
一符号を付し、実施の形態１と異なる部分についてのみ説明する。
【００５９】
絶縁膜１０７に、下部ゲート絶縁膜１０３を介してチャネル形成領域１１０上に位置す
る開口部１０３ａ，１０３ｂを形成する。この開口部１０３ａ，１０３ｂによって露出す
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る下部ゲート絶縁膜１０３は、チャネル形成領域１１０に対応する領域より外側まで広が
っており、且つ、チャネル形成領域１１０と第２の不純物領域（ＬＤＤ領域）１１０ｃと
に対応する領域と同じかそれより内側にあって小さい領域である（図４参照）。
【００６０】
上記実施の形態２においても実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
【００６１】
（実施の形態３）
図５（Ａ），（Ｂ）は、本発明の実施の形態３による半導体装置の作製方法を説明する
断面図である。図５に示す工程は、図３（Ａ）に示す工程に対応するものであり、図３と
同一部分には同一符号を付し、実施の形態１と異なる部分についてのみ説明する。
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【００６２】
実施の形態１では、図１（Ａ）に示す工程で、剥離層１０２上に絶縁膜１０７を形成し
、この絶縁膜１０７上に下部ゲート絶縁膜１０３を形成し、この下部ゲート絶縁膜１０３
上に半導体膜１０４を形成しているが、本実施の形態では、実施の形態１でいう下部ゲー
ト絶縁膜１０３を下部ゲート絶縁膜として用いず単に絶縁膜として用いることとする。つ
まり、本実施の形態における図１（Ａ）に示す工程では、剥離層１０２上に絶縁膜１０７
を形成し、この絶縁膜１０７上に絶縁膜１０３を形成し、この絶縁膜１０３上に半導体膜
１０４を形成しているものとする。
【００６３】
絶縁膜１０７，１０３をエッチングすることにより、絶縁膜１０７，１０３にはチャネ
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ル形成領域１１０上に位置する開口部１０３ａ，１０３ｂ及び配線１０６ｃ上に位置する
開口部１０３ｃが形成される。開口部１０３ａ，１０３ｂによって露出される半導体膜は
、チャネル形成領域１１０に対応する領域と同じかそれより内側にあって小さい領域であ
る（図５（Ａ）参照）。
【００６４】
次に、絶縁膜１０７上及び開口部１０３ａ，１０３ｂ，１０３ｃ内に下部ゲート絶縁膜
１０３ｆを形成する（図５（Ａ）参照）。この下部ゲート絶縁膜１０３ｆの膜厚は、実施
の形態１における下部ゲート絶縁膜より薄いものである。
【００６５】
この後、下部ゲート絶縁膜１０３ｆ及び上部ゲート絶縁膜１０５をエッチングすること
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により、下部ゲート絶縁膜１０３ｆ及び上部ゲート絶縁膜１０５に開口部が形成され、こ
の開口部によって配線１０６ｃが露出される。次いで、下部ゲート絶縁膜１０３ｆ上及び
導電膜１０６ｃ上に、実施の形態１と同様の方法で下部ゲート電極１１５ａ，１１５ｂ及
び導電膜（配線）１１５ｃ〜１１５ｅを形成する。これにより、前記開口部内で導電膜１
１５ｃが配線１０６ｃに電気的に接続される（図５（Ｂ）参照）。このようにしてデュア
ルゲートＴＦＴを作製することができる。
【００６６】
上記実施の形態３においても実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
また、上記実施の形態３では、下部ゲート絶縁膜１０３ｆの膜厚を実施の形態１におけ
るそれより薄くしているため、実施の形態１に比べてデバイスの消費電力を低くすること
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ができる。
【００６７】
また、本実施の形態では、図５（Ａ）に示す工程で下部ゲート絶縁膜１０３ｆを形成し
ているのは、上述したように実施の形態１における下部ゲート絶縁膜より膜厚の薄い下部
ゲート絶縁膜１０３ｆを形成するためである。
【００６８】
詳細に説明すると、実施の形態１のように図１（Ａ）に示す工程で実施の形態３のよう
な膜厚の薄い下部ゲート絶縁膜を形成した場合、図３（Ａ）に示す工程で絶縁膜１０７に
開口部１０３ａ，１０３ｂを形成するためのエッチングを行った際に、前記開口部内の前
記膜厚の薄い下部ゲート絶縁膜がエッチング除去されてしまることがあるからである。
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これに対し、実施の形態３のように図５（Ａ）に示す工程で膜厚の薄い下部ゲート絶縁
膜１０３ｆを形成し、この下部ゲート絶縁膜１０３ｆ上に下部ゲート電極１１５ａ，１１
５ｂを形成した場合、前記膜厚の薄い下部ゲート絶縁膜１０３ｆを確実に形成することが
可能となる。
【００６９】
なお、本実施の形態３では、剥離層１０２上に絶縁膜１０７を形成し、この絶縁膜１０
７上に絶縁膜１０３を形成し、この絶縁膜１０３上に半導体膜１０４を形成するが、剥離
層１０２上に絶縁膜１０７を形成し、この絶縁膜１０７上に半導体膜１０４を形成するこ
とも可能である。即ち、絶縁膜１０３を形成しないことも可能である。
【００７０】

40

（実施の形態４）
図６（Ａ），（Ｂ）は、本発明の実施の形態４による半導体装置の作製方法を説明する
断面図である。図６（Ａ），（Ｂ）に示す工程は、図５（Ａ），（Ｂ）に示す工程に対応
するものであり、図５と同一部分には同一符号を付し、実施の形態３と異なる部分につい
てのみ説明する。
【００７１】
絶縁膜１０７，１０３の開口部１０３ａ，１０３ｂによって露出される半導体膜は、チ
ャネル形成領域１１０に対応する領域より外側まで広がっており、且つ、チャネル形成領
域１１０と第２の不純物領域（ＬＤＤ領域）１１０ｃとに対応する領域と同じかそれより
内側にあって小さい領域である（図６（Ａ）参照）。
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【００７２】
上記実施の形態４においても実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
【００７３】
（実施の形態５）
図７（Ａ），（Ｂ）は、本発明の実施の形態５による半導体装置の作製方法を説明する
断面図である。図７（Ａ），（Ｂ）に示す工程は、図５（Ａ），（Ｂ）に示す工程に対応
するものであり、図５と同一部分には同一符号を付し、実施の形態３と異なる部分につい
てのみ説明する。
【００７４】
絶縁膜１０７，１０３、上部ゲート絶縁膜１０５及び結晶質半導体膜をエッチングする
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ことにより、絶縁膜１０７，１０３及び結晶質半導体膜にはチャネル形成領域１１０上に
位置する開口部１０３ａ，１０３ｂが形成され、絶縁膜１０７，１０３及び上部ゲート絶
縁膜１０５には配線１０６ｃ上に位置する開口部１０３ｃが形成される。前記開口部１０
３ａ，１０３ｂそれぞれによって露出された結晶質半導体膜は、その膜厚が薄くされた薄
膜領域１１０ａが形成される（図７（Ａ）参照）。
【００７５】
詳細には、まず結晶質半導体膜と導電膜１０６ｃとにエッチング選択比のある条件でエ
ッチングを行うことにより絶縁膜１０７，１０３及び上部ゲート絶縁膜１０５をエッチン
グし、続いて、導電膜１０６ｃと絶縁膜とにエッチング選択比のある条件でエッチングを
行うことにより結晶質半導体膜をエッチングする。これにより、開口部１０３ａ〜１０３

20

ｃが形成される。開口部１０３ａ，１０３ｂによって露出された結晶質半導体膜の薄膜領
域１１０ａは、チャネル形成領域１１０に対応する領域と同じかそれより内側にあって小
さい領域である（図７（Ａ）参照）。
【００７６】
次に、絶縁膜１０７上及び開口部１０３ａ〜１０３ｃ内に下部ゲート絶縁膜１０３ｆを
形成する。この下部ゲート絶縁膜１０３ｆの膜厚は、実施の形態１における下部ゲート絶
縁膜より薄いものである。
【００７７】
この後、下部ゲート絶縁膜１０３ｆをエッチングすることにより、下部ゲート絶縁膜１
０３ｆに開口部が形成され、この開口部によって配線１０６ｃが露出される。次いで、下
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部ゲート絶縁膜１０３ｆ上及び導電膜１０６ｃ上に、実施の形態１と同様の方法で下部ゲ
ート電極１１５ａ，１１５ｂ及び導電膜（配線）１１５ｃ〜１１５ｅを形成する。これに
より、前記開口部内で導電膜１１５ｃが配線１０６ｃに電気的に接続される（図７（Ｂ）
参照）。このようにしてデュアルゲートＴＦＴを作製することができる。
【００７８】
上記実施の形態５においても実施の形態３と同様の効果を得ることができる。
また、上記実施の形態５では、チャネル形成領域１１０に対応する領域の結晶質半導体
膜に、その膜厚を薄くした薄膜領域１１０ａを形成することにより、Ｓ値を小さくするこ
とができ、その結果、実施の形態３に比べてデバイスの消費電力を低くすることができる
40

。
【００７９】
また、上記実施の形態５では、上記のように膜厚を薄くした薄膜領域１１０ａを形成す
ることにより、上下の反転チャネルが重なりあい易くなり、ドレインからソースへの電界
の侵入を減少させ、短チャネル効果を抑制することができる。なお、この短チャネル効果
を抑制するという効果は、薄膜領域１１０ａを形成した本実施の形態において得られ易く
なるものであるが、実施の形態１〜４においても結晶質半導体膜の膜厚などの条件によっ
ては得ることができるものである。
【００８０】
（実施の形態６）
実施の形態６では、上記実施の形態１〜５で示した半導体装置の使用形態の一例につい
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て説明する。具体的には、非接触でデータの入出力が可能である半導体装置の適用例に関
して図８及び図９を参照して以下に説明する。非接触でデータの入出力が可能である半導
体装置は利用の形態によっては、ＲＦＩＤタグ、ＩＤタグ、ＩＣタグ、ＩＣチップ、ＲＦ
タグ、無線タグ、電子タグまたは無線チップともよばれる。
【００８１】
半導体装置８０は、非接触でデータを交信する機能を有し、高周波回路８１、電源回路
８２、リセット回路８３、クロック発生回路８４、データ復調回路８５、データ変調回路
８６、他の回路の制御を行う制御回路８７、記憶回路８８およびアンテナ８９を有してい
る（図８（Ａ））。高周波回路８１はアンテナ８９より信号を受信して、データ変調回路
８６より受信した信号をアンテナ８９から出力する回路であり、電源回路８２は受信信号

10

から電源電位を生成する回路であり、リセット回路８３はリセット信号を生成する回路で
あり、クロック発生回路８４はアンテナ８９から入力された受信信号を基に各種クロック
信号を生成する回路であり、データ復調回路８５は受信信号を復調して制御回路８７に出
力する回路であり、データ変調回路８６は制御回路８７から受信した信号を変調する回路
である。また、制御回路８７としては、例えばコード抽出回路９１、コード判定回路９２
、ＣＲＣ判定回路９３および出力ユニット回路９４が設けられている。なお、コード抽出
回路９１は制御回路８７に送られてきた命令に含まれる複数のコードをそれぞれ抽出する
回路であり、コード判定回路９２は抽出されたコードとリファレンスに相当するコードと
を比較して命令の内容を判定する回路であり、ＣＲＣ回路は判定されたコードに基づいて
送信エラー等の有無を検出する回路である。

20

【００８２】
次に、上述した半導体装置の動作の一例について説明する。まず、アンテナ８９により
無線信号が受信される。無線信号は高周波回路８１を介して電源回路８２に送られ、高電
源電位（以下、ＶＤＤと記す）が生成される。ＶＤＤは半導体装置８０が有する各回路に
供給される。また、高周波回路８１を介してデータ復調回路８５に送られた信号は復調さ
れる（以下、復調信号）。さらに、高周波回路８１を介してリセット回路８３およびクロ
ック発生回路８４を通った信号及び復調信号は制御回路８７に送られる。制御回路８７に
送られた信号は、コード抽出回路９１、コード判定回路９２およびＣＲＣ判定回路９３等
によって解析される。そして、解析された信号にしたがって、記憶回路８８内に記憶され
ている半導体装置の情報が出力される。出力された半導体装置の情報は出力ユニット回路
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９４を通って符号化される。さらに、符号化された半導体装置８０の情報はデータ変調回
路８６を通って、アンテナ８９により無線信号に載せて送信される。なお、半導体装置８
０を構成する複数の回路においては、低電源電位（以下、ＶＳＳ）は共通であり、ＶＳＳ
はＧＮＤとすることができる。
【００８３】
このように、リーダ／ライタから半導体装置８０に信号を送り、当該半導体装置８０か
ら送られてきた信号をリーダ／ライタで受信することによって、半導体装置のデータを読
み取ることが可能となる。
【００８４】
また、半導体装置８０は、各回路への電源電圧の供給を電源（バッテリー）を搭載せず
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電磁波により行うタイプとしてもよいし、電源（バッテリー）を搭載して電磁波又は電源
（バッテリー）により各回路に電源電圧を供給するタイプとしてもよい。
【００８５】
上記実施の形態１〜５で示した作製方法を高周波回路８１、電源回路８２、リセット回
路８３、クロック発生回路８４、データ復調回路８５、データ変調回路８６、制御回路８
７、記憶回路に適用することによって、半導体装置を得ることができる。
【００８６】
次に、非接触でデータの入出力が可能な半導体装置の使用形態の一例について説明する
。表示部３２１０を含む携帯端末の側面には、リーダ／ライタ３２００が設けられ、品物
３２２０の側面には半導体装置３２３０が設けられる（図８（Ｂ））。品物３２２０が含
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む半導体装置３２３０にリーダ／ライタ３２００をかざすと、表示部３２１０に品物の原
材料や原産地、生産工程ごとの検査結果や流通過程の履歴等、更に商品の説明等の商品に
関する情報が表示される。また、商品３２６０をベルトコンベアにより搬送する際に、リ
ーダ／ライタ３２４０と、商品３２６０に設けられた半導体装置３２５０を用いて、該商
品３２６０の検品を行うことができる（図８（Ｃ））。このように、システムに半導体装
置を活用することで、情報の取得を簡単に行うことができ、高機能化と高付加価値化を実
現する。
【００８７】
また、上述した非接触データの入出力が可能である半導体装置における信号の伝送方式
は、電磁結合方式、電磁誘導方式またはマイクロ波方式等を用いることができる。伝送方

10

式は、実施者が使用用途を考慮して適宜選択すればよく、伝送方式に伴って最適なアンテ
ナを設ければよい。
【００８８】
例えば、半導体装置における信号の伝送方式として、電磁結合方式または電磁誘導方式
（例えば１３．５６ＭＨｚ帯）を適用する場合には、磁界密度の変化による電磁誘導を利
用するため、アンテナとして機能する導電膜を輪状（例えば、ループアンテナ）、らせん
状（例えば、スパイラルアンテナ）に形成する。
【００８９】
また、半導体装置における信号の伝送方式として、マイクロ波方式（例えば、ＵＨＦ帯
（８６０〜９６０ＭＨｚ帯）、２．４５ＧＨｚ帯等）を適用する場合には、信号の伝送に

20

用いる電磁波の波長を考慮してアンテナとして機能する導電層の長さ等の形状を適宜設定
すればよく、例えば、アンテナとして機能する導電膜を線状（例えば、ダイポールアンテ
ナ）、平坦な形状（例えば、パッチアンテナ）またはリボン型の形状等に形成することが
できる。また、アンテナとして機能する導電膜の形状は線状に限られず、電磁波の波長を
考慮して曲線状や蛇行形状またはこれらを組み合わせた形状で設けてもよい。なお、アン
テナとして機能する導電膜をどのような形状に設けた場合であっても、上記実施の形態で
示したように、素子群を貼り合わせて設ける際に素子群に加わる圧力をモニタリングして
素子群に過度の圧力が加わらないように制御することにより素子群の破損等を防止するこ
とができる。
【００９０】
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アンテナとして機能する導電膜は、ＣＶＤ法、スパッタリング法、スクリーン印刷やグ
ラビア印刷等の印刷法、液滴吐出法、ディスペンサ法、メッキ法等を用いて、導電性材料
により形成する。導電性材料は、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、銀（Ａｇ）、
銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）ニッケル（Ｎｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、タンタ
ル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）から選択された元素、又はこれらの元素を主成分とする
合金材料若しくは化合物材料で、単層構造又は積層構造で形成する。
【００９１】
例えば、スクリーン印刷法を用いてアンテナとして機能する導電膜を形成する場合には
、粒径が数ｎｍから数十μｍの導電体粒子を有機樹脂に溶解または分散させた導電性のペ
ーストを選択的に印刷することによって設けることができる。導電体粒子としては、銀（
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Ａｇ）、金（Ａｕ）、銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ
）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）およびチタン（Ｔｉ）等のいずれか一つ以上
の金属粒子やハロゲン化銀の微粒子、または分散性ナノ粒子を用いることができる。また
、導電性ペーストに含まれる有機樹脂は、金属粒子のバインダー、溶媒、分散剤および被
覆材として機能する有機樹脂から選ばれた一つまたは複数を用いることができる。代表的
には、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の有機樹脂が挙げられる。また、導電膜の形成に
あたり、導電性のペーストを押し出した後に焼成することが好ましい。例えば、導電性の
ペーストの材料として、銀を主成分とする微粒子（例えば粒径１ｎｍ以上１００ｎｍ以下
）を用いる場合、１５０〜３００℃の温度範囲で焼成することにより硬化させて導電膜を
得ることができる。また、はんだや鉛フリーのはんだを主成分とする微粒子を用いてもよ
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く、この場合は粒径２０μｍ以下の微粒子を用いることが好ましい。はんだや鉛フリーは
んだは、低コストであるといった利点を有している。
【００９２】
なお、上述した以外にも可撓性を有する半導体装置の用途は広範にわたり、非接触で対
象物の履歴等の情報を明確にし、生産・管理等に役立てる商品であればどのようなものに
も適用することができる。例えば、紙幣、硬貨、有価証券類、証書類、無記名債券類、包
装用容器類、書籍類、記録媒体、身の回り品、乗物類、食品類、衣類、保健用品類、生活
用品類、薬品類及び電子機器等に設けて使用することができる。これらの例に関して図９
を用いて説明する。
【００９３】

10

紙幣、硬貨とは、市場に流通する金銭であり、特定の地域で貨幣と同じように通用する
もの（金券）、記念コイン等を含む。有価証券類とは、小切手、証券、約束手形等を指す
（図９（Ａ））。証書類とは、運転免許証、住民票等を指す（図９（Ｂ））。無記名債券
類とは、切手、おこめ券、各種ギフト券等を指す（図９（Ｃ））。包装用容器類とは、お
弁当等の包装紙、ペットボトル等を指す（図９（Ｄ））。書籍類とは、書物、本等を指す
（図９（Ｅ））。記録媒体とは、ＤＶＤソフト、ビデオテープ等を指す（図９（Ｆ））。
乗物類とは、自転車等の車両、船舶等を指す（図９（Ｇ））。身の回り品とは、鞄、眼鏡
等を指す（図９（Ｈ））。食品類とは、食料品、飲料等を指す。衣類とは、衣服、履物等
を指す。保健用品類とは、医療器具、健康器具等を指す。生活用品類とは、家具、照明器
具等を指す。薬品類とは、医薬品、農薬等を指す。電子機器とは、液晶表示装置、ＥＬ表
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示装置、テレビジョン装置（テレビ受像機、薄型テレビ受像機）、携帯電話機等を指す。
【００９４】
紙幣、硬貨、有価証券類、証書類、無記名債券類等に半導体装置８０を設けることによ
り、偽造を防止することができる。また、包装用容器類、書籍類、記録媒体等、身の回り
品、食品類、生活用品類、電子機器等に半導体装置８０を設けることにより、検品システ
ムやレンタル店のシステムなどの効率化を図ることができる。乗物類、保健用品類、薬品
類等に半導体装置８０を設けることにより、偽造や盗難の防止、薬品類ならば、薬の服用
の間違いを防止することができる。半導体装置８０の設け方としては、物品の表面に貼っ
たり、物品に埋め込んだりして設ける。例えば、本ならば紙に埋め込んだり、有機樹脂か
らなるパッケージなら当該有機樹脂に埋め込んだりするとよい。可撓性を有する半導体装
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置を用いることによって、紙等に設けた場合であっても、上記実施の形態で示した構造を
有する半導体装置を用いて半導体装置を設けることにより、当該半導体装置に含まれる素
子の破損等を防止することができる。
【００９５】
このように、包装用容器類、記録媒体、身の回り品、食品類、衣類、生活用品類、電子
機器等に半導体装置を設けることにより、検品システムやレンタル店のシステムなどの効
率化を図ることができる。また乗物類に半導体装置を設けることにより、偽造や盗難を防
止することができる。また、動物等の生き物に埋め込むことによって、個々の生き物の識
別を容易に行うことができる。例えば、家畜等の生き物にセンサーを備えた半導体装置を
埋め込むことによって、生まれた年や性別または種類等はもちろん体温等の健康状態を容
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易に管理することが可能となる。
【００９６】
なお、本実施の形態は、本明細書の他の実施の形態で示した半導体装置の構成や作製方
法と組み合わせて行うことができる。つまり、上記実施の形態１〜５で示した半導体装置
の構成を本実施の形態で示した半導体装置に適用することができる。
【００９７】
（実施の形態７）
本実施の形態では、上記実施の形態６で示した非接触でデータの入出力が可能である半
導体装置の作製方法に関して図１０〜図１３を参照して説明する。なお、本実施の形態で
は、薄膜トランジスタ等の素子を一度支持基板（仮基板）に設けた後、可撓性を有する基
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板に転置して半導体装置を作製する場合に関して説明する。
【００９８】
まず、基板３０１の一表面に絶縁膜３０２を介して剥離層３０３を形成し、続けて下地
膜として機能する絶縁膜３０４と下部ゲート絶縁膜１０３と半導体膜３０５（例えば、非
晶質シリコンを含む膜、非晶質半導体膜）を積層して形成する（図１０（Ａ）参照）。な
お、絶縁膜３０２、剥離層３０３、絶縁膜３０４、下部ゲート絶縁膜１０３及び半導体膜
３０５は、連続して形成することができる。
【００９９】
基板３０１は、上記実施の形態１で示した基板１０１と同様のものを用いればよい。
【０１００】

10

絶縁膜３０２、絶縁膜３０４は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等を用いて、酸化シリコ
ン膜、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜等を用いて形成する。
例えば、絶縁膜３０２又は絶縁膜３０４を２層構造とする場合、第１層目の絶縁膜として
窒化酸化シリコン膜を形成し、第２層目の絶縁膜として酸化窒化シリコン膜を形成すると
よい。また、第１層目の絶縁膜として窒化シリコン膜を形成し、第２層目の絶縁膜として
酸化シリコン膜を形成してもよい。
【０１０１】
剥離層３０３は、上記実施の形態１で示した剥離層１０２と同様のものを用いればよい
。また、下部ゲート絶縁膜１０３は、上記実施の形態１で用いたものと同様のものを用い
ればよい。
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【０１０２】
非晶質半導体膜３０５は、スパッタリング法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法等によ
り、２５〜２００ｎｍ（好ましくは３０〜１５０ｎｍ）の厚さで形成する。
【０１０３】
次に、非晶質半導体膜３０５にレーザー光を照射して結晶化を行う。なお、レーザー光
の照射と、ＲＴＡ又はファーネスアニール炉を用いる熱結晶化法、結晶化を助長する金属
元素を用いる熱結晶化法とを組み合わせた方法等により非晶質半導体膜３０５の結晶化を
行ってもよい。その後、得られた結晶質半導体膜を所望の形状にエッチングして、半導体
膜３０５ａ〜半導体膜３０５ｆを形成し、当該半導体膜３０５ａ〜３０５ｆを覆うように
ゲート絶縁膜３０６を形成する（図１０（Ｂ）参照）。
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【０１０４】
ゲート絶縁膜３０６は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等を用いて、酸化シリコン、窒化
シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン等の絶縁材料を用いて形成する。例えば
、ゲート絶縁膜３０６を２層構造とする場合、第１層目の絶縁膜として酸化窒化シリコン
膜を形成し、第２層目の絶縁膜として窒化酸化シリコン膜を形成するとよい。また、第１
層目の絶縁膜として酸化シリコン膜を形成し、第２層目の絶縁膜として窒化シリコン膜を
形成してもよい。
【０１０５】
なお、本実施の形態では、半導体膜３０５ｆを容量素子の電極として利用するため、当
該半導体膜３０５ｆに不純物元素を導入する。具体的には、ゲート絶縁膜３０６の形成前
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または形成後に、半導体膜３０５ａ〜３０５ｅをレジストで覆い、イオンドープ法または
イオン注入法により半導体膜３０５ｆにｎ型またはｐ型の不純物元素を選択的に導入する
ことができる。ｎ型の不純物元素としては、リン（Ｐ）やヒ素（Ａｓ）等を用いることが
できる。ｐ型の不純物元素としては、ボロン（Ｂ）やアルミニウム（Ａｌ）やガリウム（
Ｇａ）等を用いることができる。ここでは、ｎ型の不純物元素であるリン（Ｐ）を用い、
半導体膜３０５ｆに選択的に導入する。
【０１０６】
次に、ゲート絶縁膜３０６上に、第１の導電膜と第２の導電膜とを積層して形成する。
ここでは、第１の導電膜は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により、２０〜１００ｎｍの
厚さで形成する。第２の導電膜は、１００〜４００ｎｍの厚さで形成する。第１の導電膜
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と第２の導電膜は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデ
ン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ニオブ（Ｎｂ）等か
ら選択された元素又はこれらの元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で形成す
る。または、リン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコンに代表される半導体材
料により形成する。第１の導電膜と第２の導電膜の組み合わせの例を挙げると、窒化タン
タル膜とタングステン膜、窒化タングステン膜とタングステン膜、窒化モリブデン膜とモ
リブデン膜等が挙げられる。タングステンや窒化タンタルは、耐熱性が高いため、第１の
導電膜と第２の導電膜を形成した後に、熱活性化を目的とした加熱処理を行うことができ
る。また、２層構造ではなく、３層構造の場合は、モリブデン膜とアルミニウム膜とモリ
10

ブデン膜の積層構造を採用するとよい。
【０１０７】
次に、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスクを形成し、ゲート電極と
ゲート線を形成するためのエッチング処理を行って、半導体膜３０５ａ〜３０５ｆの上方
にゲート電極３０７を形成する。ここでは、ゲート電極３０７として、第１の導電膜３０
７ａと第２の導電膜３０７ｂの積層構造で設けた例を示している。
【０１０８】
次に、ゲート電極３０７をマスクとして半導体膜３０５ａ〜３０５ｆに、イオンドープ
法またはイオン注入法により、ｎ型の不純物元素を低濃度に添加し、その後、フォトリソ
グラフィ法によりレジストからなるマスクを選択的に形成して、ｐ型の不純物元素を高濃
度に添加する。ここでは、ｎ型の不純物元素であるリン（Ｐ）を用い、１×１０１５〜１
１９

×１０
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／ｃｍ

３

の濃度で含まれるように半導体膜３０５ａ〜３０５ｆにゲート電極３

０７をマスクとして選択的に導入し、ｎ型の不純物領域３０８を形成する。続いて、半導
体膜３０５ａ、３０５ｂ、３０５ｄ、３０５ｆをレジストで覆い、ｐ型の不純物元素であ
るボロン（Ｂ）を、１×１０１９〜１×１０２０／ｃｍ３の濃度で含まれるように選択的
に半導体膜３０５ｃ、３０５ｅに導入し、ｐ型の不純物領域３０９を形成する（図１０（
Ｃ）参照）。
【０１０９】
続いて、ゲート絶縁膜３０６とゲート電極３０７を覆うように、絶縁膜を形成する。絶
縁膜は、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等により、シリコン、シリコンの酸化物又
はシリコンの窒化物の無機材料を含む膜や、有機樹脂などの有機材料を含む膜を、単層又
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は積層して形成する。次に、絶縁膜を、垂直方向を主体とした異方性エッチングにより選
択的にエッチングして、ゲート電極３０７の側面に接する絶縁膜３１０（サイドウォール
ともよばれる）を形成する。絶縁膜３１０は、ＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ

Ｄｏｐｅｄ

ｄ

ｒａｉｎ）領域を形成する際のドーピング用のマスクとして用いる。
【０１１０】
続いて、フォトリソグラフィ法により形成したレジストからなるマスクと、ゲート電極
３０７および絶縁膜３１０をマスクとして用いて、半導体膜３０５ａ、３０５ｂ、３０５
ｄ、３０５ｆにｎ型の不純物元素を高濃度に添加して、ｎ型の不純物領域３１１を形成す
る。ここでは、ｎ型の不純物元素としてリン（Ｐ）を用い、１×１０１９〜１×１０２０
／ｃｍ３の濃度で含まれるように半導体膜３０５ａ、３０５ｂ、３０５ｄ、３０５ｆに選
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択的に導入し、不純物領域３０８より高濃度のｎ型の不純物領域３１１を形成する。
【０１１１】
以上の工程により、デュアルゲートの一方のゲート電極が形成されたまでのｎチャネル
型薄膜トランジスタ３００ａ、３００ｂ、３００ｄと、ｐチャネル型薄膜トランジスタ３
００ｃ、３００ｅと、容量素子３００ｆが形成される（図１０（Ｄ）参照）。
【０１１２】
ｎチャネル型薄膜トランジスタ３００ａは、ゲート電極３０７と重なる半導体膜３０５
ａの領域にチャネル形成領域が形成され、ゲート電極３０７及び絶縁膜３１０と重ならな
い領域にソース領域又はドレイン領域を形成する不純物領域３１１が形成され、絶縁膜３
１０と重なる領域であってチャネル形成領域と不純物領域３１１の間に低濃度不純物領域
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（ＬＤＤ領域）が形成されている。また、ｎチャネル型薄膜トランジスタ３００ｂ、３０
０ｄも同様にチャネル形成領域、低濃度不純物領域及び不純物領域３１１が形成されてい
る。
【０１１３】
ｐチャネル型薄膜トランジスタ３００ｃは、ゲート電極３０７と重なる半導体膜３０５
ｃの領域にチャネル形成領域が形成され、ゲート電極３０７と重ならない領域にソース領
域又はドレイン領域を形成する不純物領域３０９が形成されている。また、ｐチャネル型
薄膜トランジスタ３００ｅも同様にチャネル形成領域及び不純物領域３０９が形成されて
いる。なお、ここでは、ｐチャネル型薄膜トランジスタ３００ｃ、３００ｅには、ＬＤＤ
領域を設けていないが、ｐチャネル型薄膜トランジスタにＬＤＤ領域を設けてもよいし、
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ｎチャネル型薄膜トランジスタにＬＤＤ領域を設けない構成としてもよい。
【０１１４】
次に、半導体膜３０５ａ〜３０５ｆ、ゲート電極３０７等を覆うように、絶縁膜を単層
または積層して形成し、当該絶縁膜上に薄膜トランジスタ３００ａ〜３００ｅのソース領
域又はドレイン領域を形成する不純物領域３０９、３１１、容量素子３００ｆの一方の電
極と電気的に接続する導電膜３１３を形成する（図１１（Ａ）参照）。絶縁膜は、ＣＶＤ
法、スパッタリング法、ＳＯＧ法、液滴吐出法、スクリーン印刷法等により、シリコンの
酸化物やシリコンの窒化物等の無機材料、ポリイミド、ポリアミド、ベンゾシクロブテン
、アクリル、エポキシ等の有機材料やシロキサン材料等により、単層または積層で形成す
る。ここでは、当該絶縁膜を２層で設け、１層目の絶縁膜３１２ａとして窒化酸化シリコ
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ン膜で形成し、２層目の絶縁膜３１２ｂとして酸化窒化シリコン膜で形成する。また、導
電膜３１３は、薄膜トランジスタ３００ａ〜３００ｅのソース電極又はドレイン電極を形
成しうる。なお、シロキサン材料とは、Ｓｉ−Ｏ−Ｓｉ結合を含む材料に相当する。シロ
キサンは、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される。置換基とし
て、少なくとも水素を含む有機基（例えばアルキル基、芳香族炭化水素）が用いられる。
置換基として、フルオロ基を用いることもできる。または置換基として、少なくとも水素
を含む有機基と、フルオロ基とを用いてもよい。
【０１１５】
なお、絶縁膜３１２ａ、３１２ｂを形成する前、または絶縁膜３１２ａ、３１２ｂのう
ちの１つまたは複数の薄膜を形成した後に、半導体膜の結晶性の回復や半導体膜に添加さ
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れた不純物元素の活性化、半導体膜の水素化を目的とした加熱処理を行うとよい。加熱処
理には、熱アニール、レーザーアニール法またはＲＴＡ法などを適用するとよい。
【０１１６】
導電膜３１３は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により、アルミニウム（Ａｌ）、タン
グステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッケル（
Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ネオ
ジウム（Ｎｄ）、炭素（Ｃ）、シリコン（Ｓｉ）から選択された元素、又はこれらの元素
を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で、単層又は積層で形成する。アルミニウム
を主成分とする合金材料とは、例えば、アルミニウムを主成分としニッケルを含む材料、
又は、アルミニウムを主成分とし、ニッケルと、炭素とシリコンの一方又は両方とを含む
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合金材料に相当する。導電膜３１３は、例えば、バリア膜とアルミニウムシリコン（Ａｌ
−Ｓｉ）膜とバリア膜の積層構造、バリア膜とアルミニウムシリコン（Ａｌ−Ｓｉ）膜と
窒化チタン（ＴｉＮ）膜とバリア膜の積層構造を採用するとよい。なお、バリア膜とは、
チタン、チタンの窒化物、モリブデン、又はモリブデンの窒化物からなる薄膜に相当する
。アルミニウムやアルミニウムシリコンは抵抗値が低く、安価であるため、導電膜３１３
を形成する材料として最適である。また、上層と下層のバリア層を設けると、アルミニウ
ムやアルミニウムシリコンのヒロックの発生を防止することができる。また、還元性の高
い元素であるチタンからなるバリア膜を形成すると、結晶質半導体膜上に薄い自然酸化膜
ができていたとしても、この自然酸化膜を還元し、結晶質半導体膜と良好なコンタクトを
とることができる。
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【０１１７】
次に、導電膜３１３を覆うように、絶縁膜３１４を形成し、当該絶縁膜３１４上に、薄
膜トランジスタ３００ａのソース電極又はドレイン電極を形成する導電膜３１３と電気的
に接続する導電膜３１６を形成する。導電膜３１６は、上述した導電膜３１３で示したい
ずれかの材料を用いて形成することができる。
【０１１８】
続いて、導電膜３１６にアンテナとして機能する導電膜３１７が電気的に接続されるよ
うに形成する（図１１（Ｂ）参照）。
【０１１９】
絶縁膜３１４は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により、酸化シリコン、窒化シリコン
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、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン等の酸素または窒素を有する絶縁膜やＤＬＣ（ダ
イヤモンドライクカーボン）等の炭素を含む膜、エポキシ、ポリイミド、ポリアミド、ポ
リビニルフェノール、ベンゾシクロブテン、アクリル等の有機材料またはシロキサン樹脂
等のシロキサン材料からなる単層または積層構造で設けることができる。
【０１２０】
導電膜３１７は、ＣＶＤ法、スパッタリング法、スクリーン印刷やグラビア印刷等の印
刷法、液滴吐出法、ディスペンサ法、メッキ法等を用いて、導電性材料により形成する。
導電性材料は、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（
Ａｕ）、白金（Ｐｔ）ニッケル（Ｎｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、タンタル（Ｔａ）、モリ
ブデン（Ｍｏ）から選択された元素、又はこれらの元素を主成分とする合金材料若しくは
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化合物材料で、単層構造又は積層構造で形成する。
【０１２１】
例えば、スクリーン印刷法を用いてアンテナとして機能する導電膜３１７を形成する場
合には、粒径が数ｎｍから数十μｍの導電体粒子を有機樹脂に溶解または分散させた導電
性のペーストを選択的に印刷することによって設けることができる。導電体粒子としては
、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム
（Ｐｄ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）およびチタン（Ｔｉ）等のいずれか一
つ以上の金属粒子やハロゲン化銀の微粒子、または分散性ナノ粒子を用いることができる
。また、導電性ペーストに含まれる有機樹脂は、金属粒子のバインダー、溶媒、分散剤お
よび被覆材として機能する有機樹脂から選ばれた一つまたは複数を用いることができる。
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代表的には、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の有機樹脂が挙げられる。また、導電膜の
形成にあたり、導電性のペーストを押し出した後に焼成することが好ましい。例えば、導
電性のペーストの材料として、銀を主成分とする微粒子（例えば粒径１ｎｍ以上１００ｎ
ｍ以下）を用いる場合、１５０〜３００℃の温度範囲で焼成することにより硬化させて導
電膜を得ることができる。また、はんだや鉛フリーのはんだを主成分とする微粒子を用い
てもよく、この場合は粒径２０μｍ以下の微粒子を用いることが好ましい。はんだや鉛フ
リーのはんだは、低コストであるといった利点を有している。
【０１２２】
次に、導電膜３１７を覆うように絶縁膜３１８を形成した後、薄膜トランジスタ３００
ａ〜３００ｅ、容量素子３００ｆ、導電膜３１７等を含む層（以下、「素子形成層３１９
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」と記す）を基板３０１から剥離する。ここでは、レーザー光（例えばＵＶ光）を照射す
ることによって、薄膜トランジスタ３００ａ〜３００ｅ、容量素子３００ｆを避けた領域
に開口部を形成後（図１１（Ｃ）参照）、基板３０１から素子形成層３１９を剥離するこ
とができる。なお、素子形成層３１９を剥離する際に、水等の液体で濡らしながら行うこ
とによって、静電気により素子形成層３１９に設けられた薄膜トランジスタの破壊を防止
することができる。また、素子形成層３１９が剥離された基板３０１を再利用することに
よって、コストの削減をすることができる。
【０１２３】
絶縁膜３１８は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により、酸化シリコン、窒化シリコン
、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン等の酸素または窒素を有する絶縁膜やＤＬＣ（ダ
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イヤモンドライクカーボン）等の炭素を含む膜、エポキシ、ポリイミド、ポリアミド、ポ
リビニルフェノール、ベンゾシクロブテン、アクリル等の有機材料またはシロキサン樹脂
等のシロキサン材料からなる単層または積層構造で設けることができる。
【０１２４】
本実施の形態では、レーザー光の照射により素子形成層３１９に開口部を形成した後に
、当該素子形成層３１９の一方の面（絶縁膜３１８の露出した面）に第１のシート材３２
０を貼り合わせた後、基板３０１から素子形成層３１９を剥離する（図１２（Ａ）参照）
。
【０１２５】
次に、素子形成層３１９の他方の面（剥離により露出した面）からレーザー光を照射し
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てレーザーアニールを行うことによって、半導体膜３０５ａ〜３０５ｆの活性化を行う（
図１２（Ｂ）参照）。なお、レーザーアニールと同時に熱処理を行ってもよい。
【０１２６】
また、レーザーアニールを行う前に、例えば、窒化珪素膜を露出した素子形成層３１９
の他方の面に形成した後、窒素雰囲気下で加熱処理を行うことによって、半導体膜３０５
ａ〜３０５ｆに脱水素化処理を行ってもよい。脱水素化処理により、レーザー照射時に水
素が突沸して半導体膜の結晶状態を乱すことを防ぐことができる。半導体膜３０５ａ〜３
０５ｆに脱水素化処理を行った後にレーザーアニールを行うことによって、半導体膜の結
晶状態をより良くすることが可能となる。
なお、本実施の形態では、図１２(Ｂ)に示す工程でレーザーアニールを行っているが、
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図１２(Ｂ)の工程は必ずしも必要ではなく、この工程を省略することも可能である。
【０１２７】
次に、絶縁膜３０４の露出面にフォトレジスト膜（図示せず）を塗布し、このフォトレ
ジスト膜を露光、現像することにより、絶縁膜３０４の露出面にはレジストパターンが形
成される。このレジストパターンをマスクとして絶縁膜３０４をエッチングすることによ
り、絶縁膜３０４には下部ゲート絶縁膜１０３を介してチャネル形成領域上に位置する開
口部３０４ａ〜３０４ｅ及び容量素子に位置する開口部３０４ｆが形成される。開口部３
０４ａ〜３０４ｅによって露出される下部ゲート絶縁膜１０３は、チャネル形成領域に対
応する領域と同じかそれより内側にあって小さい領域である。次いで、前記レジストパタ
ーンを剥離する。
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【０１２８】
次に、開口部３０４ａ〜３０４ｆ内及び絶縁膜３０４上に導電膜を形成した後、この導
電膜を選択的にエッチングすることにより、チャネル形成領域上に下部ゲート絶縁膜１０
３を介して導電膜３２２ａ〜３２２ｅを残存させ、容量素子の導電膜３２２ｆを残存させ
る（図１３参照）。導電膜３２２ａ〜３２２ｅは、下部ゲート電極として機能しうる。ま
た、導電膜３２２ｆは、容量素子の電極として機能しうる。下部ゲート電極として機能す
る導電膜３２２ａ〜３２２ｅは、チャネル形成領域と同じ大きさ又はチャネル形成領域よ
り小さい大きさであってチャネル形成領域の内側に位置することが好ましい。
【０１２９】
前記導電膜は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン
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（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ニオブ（Ｎｂ）等から
選択された元素でなる膜、またはこれらの元素の窒化物でなる膜（代表的には、窒化タン
タル、窒化タングステン膜、窒化チタン膜）、または前記元素を組み合わせた合金膜（代
表的にはＭｏ−Ｗ合金、Ｍｏ−Ｔａ合金）、または前記元素のシリサイド膜（代表的には
タングステンシリサイド膜、チタンシリサイド膜、ニッケルシリサイド膜）を用いること
ができる。また、前記導電膜は、複数の導電膜を積層させた構造で設けてもよく、例えば
、膜厚が２０ｎｍ〜１００ｎｍの窒化タンタル膜と、膜厚が１００ｎｍ〜４００ｎｍのタ
ングステン膜を順に積層させた構造で設けることができる。タングステンや窒化タンタル
は、耐熱性が高いため、導電膜を形成した後に、熱活性化を目的とした加熱処理を行うこ
とができる。
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上記のようにしてデュアルゲートＴＦＴを作製することができる。
【０１３０】
次に、導電膜３２２ａ〜３２２ｆを覆うように絶縁膜３２３を形成する（図１３参照）
。
【０１３１】
絶縁膜３２３は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により、酸化シリコン、窒化シリコン
、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン等の酸素または窒素を有する絶縁膜やＤＬＣ（ダ
イヤモンドライクカーボン）等の炭素を含む膜、エポキシ、ポリイミド、ポリアミド、ポ
リビニルフェノール、ベンゾシクロブテン、アクリル等の有機材料またはシロキサン樹脂
等のシロキサン材料からなる単層または積層構造で設けることができる。
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【０１３２】
絶縁膜３２３上に、第２のシート材３２１を貼り合わせた後、加熱処理と加圧処理の一
方又は両方を行って第２のシート材３２１を貼り合わせる（図１３参照）。第１のシート
材３２０、第２のシート材３２１として、ホットメルトフィルム等を用いることができる
。
【０１３３】
また、第１のシート材３２０、第２のシート材３２１として、静電気等を防止する帯電
防止対策を施したフィルム（以下、帯電防止フィルムと記す）を用いることもできる。帯
電防止フィルムとしては、帯電防止可能な材料を樹脂中に分散させたフィルム、及び帯電
防止可能な材料が貼り付けられたフィルム等が挙げられる。帯電防止可能な材料が設けら
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れたフィルムは、片面に帯電防止可能な材料を設けたフィルムであってもよいし、両面に
帯電防止可能な材料を設けたフィルムであってもよい。さらに、片面に帯電防止可能な材
料が設けられたフィルムは、帯電防止可能な材料が設けられた面をフィルムの内側になる
ように層に貼り付けてもよいし、フィルムの外側になるように貼り付けてもよい。なお、
帯電防止可能な材料はフィルムの全面、あるいは一部に設けてあればよい。ここでの帯電
防止可能な材料としては、金属、インジウムと錫の酸化物（ＩＴＯ）、両性界面活性剤や
陽イオン性界面活性剤や非イオン性界面活性剤等の界面活性剤用いることができる。また
、他にも帯電防止材料として、側鎖にカルボキシル基および４級アンモニウム塩基をもつ
架橋性共重合体高分子を含む樹脂材料等を用いることができる。これらの材料をフィルム
に貼り付けたり、練り込んだり、塗布することによって帯電防止フィルムとすることがで
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きる。帯電防止フィルムで封止を行うことによって、商品として取り扱う際に、外部から
の静電気等によって半導体素子に悪影響が及ぶことを抑制することができる。
【０１３４】
なお、本実施の形態で示した半導体装置の構成は、様々な形態をとることができる。つ
まり、本実施の形態では、図３（Ａ）に示す半導体装置とほぼ同様の構成を採用している
が、これに限定されるものではなく、他の構成の半導体装置を採用することも可能である
。例えば、図３（Ｂ）に示す半導体装置の構成と同様の構成を採用しても良いし、実施の
形態２〜５のいずれかの半導体装置の構成を採用しても良い。
【０１３５】
なお、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱し
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ない範囲内で種々変更して実施することが可能である。例えば、上述した実施の形態を相
互に組み合わせて実施することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】（Ａ）〜（Ｅ）は、本発明の実施の形態１による半導体装置の作製方法を示す断
面図である。
【図２】（Ａ）〜（Ｃ）は、本発明の実施の形態１による半導体装置の作製方法を示すも
のであり、図１（Ｅ）の次の工程を示す断面図である。
【図３】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の実施の形態１による半導体装置の作製方法を示すも
のであり、図２（Ｃ）の次の工程を示す断面図である。
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【図４】本発明の実施の形態２による半導体装置の作製方法を説明する断面図である。
【図５】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の実施の形態３による半導体装置の作製方法を説明す
る断面図である。
【図６】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の実施の形態４による半導体装置の作製方法を説明す
る断面図である。
【図７】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の実施の形態５による半導体装置の作製方法を説明す
る断面図である。
【図８】本発明の半導体装置の使用形態の一例を示す図である。
【図９】本発明の半導体装置の使用形態の一例を示す図である。
【図１０】本発明の半導体装置の作製方法の一例を示す図である。
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【図１１】本発明の半導体装置の作製方法の一例を示す図である。
【図１２】本発明の半導体装置の作製方法の一例を示す図である。
【図１３】本発明の半導体装置の作製方法の一例を示す図である。
【図１４】従来のデュアルゲートＴＦＴを示す断面図である。
【図１５】（ａ）、（ｂ）は、図１４に示すデュアルゲートＴＦＴの半導体膜の形成方法
を説明する断面図である。
【符号の説明】
【０１３７】
８０

半導体装置

８１

高周波回路

８２

電源回路

８３

リセット回路

８４

クロック発生回路

８５

データ復調回路

８６

データ変調回路

８７

制御回路

８８

記憶回路

８９

アンテナ

９１

コード抽出回路

９２

コード判定回路

９３

ＣＲＣ判定回路

９４

出力ユニット回路
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１０１

基板

１０２

剥離層

１０３

下部ゲート絶縁膜

１０３ａ〜１０３ｃ
１０３ｆ
１０４

開口部

下部ゲート絶縁膜
半導体膜

１０４ａ，１０４ｂ

結晶質半導体膜

上部ゲート絶縁膜

１０６

導電膜
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１０５

１０６ａ，１０６ｂ
１０６ｃ

導電膜（上部ゲート電極）

導電膜（配線）

１０７

絶縁膜

１０８

低濃度不純物領域

１０９

絶縁膜

１１０

チャネル形成領域

１１０ｂ
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