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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板表面の半導体膜にソースドライバ、ゲートドライバ及び画素が形成され、
　前記画素の上方の前記半導体膜に前記ソースドライバが配置され、
　前記画素の側方の前記半導体膜に前記ゲートドライバが配置される半導体装置の作製方
法において、
　前記基板の裏面側に反射層を有する反射体を配置し、
　前記基板の表面側から前記半導体膜にレーザビームを照射し、
　前記反射層により前記基板を透過した前記レーザビームを反射して、前記半導体膜に前
記レーザビームを照射し、
　前記反射体は、前記ゲートドライバ及び前記画素が形成される領域は、前記画素の上方
から下方に向かった複数のストライプの前記反射層が配置され、前記ソースドライバが形
成される領域は、前記画素の側方から他方の側方に向かった複数のストライプの前記反射
層が配置されていることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　基板表面の半導体膜にソースドライバ、ゲートドライバ及び画素が形成され、
　前記画素の上方の前記半導体膜に前記ソースドライバが配置され、
　前記基板の側方の前記半導体膜に前記ゲートドライバが配置される半導体装置の作製方
法において、
　前記基板の裏面側に反射層を有する反射体を配置し、
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　前記基板の表面側から前記半導体膜にレーザビームを照射し、
　前記反射層により前記基板を透過した前記レーザビームを反射して、前記半導体膜に前
記レーザビームを照射し、前記半導体膜を結晶化し、
　前記反射体は、前記ゲートドライバ及び前記画素が形成される領域は、前記画素の上方
から下方に向かった複数のストライプの前記反射層が配置され、前記ソースドライバが形
成される領域は、前記画素の側方から他方の側方に向かった複数のストライプの前記反射
層が配置されていることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記ゲートドライバ及び前記画素を形成する薄膜トランジスタは、前記画素の側方から
他方の側方に向かって、チャネル形成領域が形成されていることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記半導体膜は、前記ストライプの垂直方向に結晶化している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】
【技術分野】
【０００１】
 　本発明はレーザビームを用いた半導体膜のアニール（以下、レーザアニールという）
の方法およびそれを行なうためのレーザ照射装置（レーザと該レーザから出力されるレー
ザビームを被処理体まで導くための光学系を含む装置）に関する。また、前記レーザアニ
ールを工程に含んで作製された半導体装置及びその作製方法に関する。なお、ここでいう
半導体装置には、液晶表示装置や発光装置等の電気光学装置及び該電気光学装置を部品と
して含む電子装置も含まれるものとする。
【背景技術】
【０００２】
 近年、ガラス等の絶縁基板上に形成された半導体膜に対し、レーザアニールを施して、
結晶化させたり、結晶性を向上させる技術が広く研究されている。上記半導体膜には珪素
がよく用いられる。
【０００３】
 　ガラス基板は、従来よく使用されてきた合成石英ガラス基板と比較し、安価で加工性
に富んでおり、大面積基板を容易に作製できる利点を持っている。これが上記研究の行わ
れる理由である。また、結晶化に好んでレーザが使用されるのは、ガラス基板の融点が低
いからである。レーザは基板の温度を余り上昇させずに、半導体膜のみ高いエネルギーを
与えることが出来る。
【０００４】
 　結晶質半導体は多くの結晶粒から出来ているため、多結晶半導体膜とも呼ばれる。レ
ーザアニールを施して形成された結晶質半導体膜は、高い移動度を有するため、この結晶
質半導体膜を用いて薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を形成し、例えば、１枚のガラス基板上
に、画素部用と駆動回路用のＴＦＴを作製する、モノリシック型の液晶電気光学装置等に
盛んに利用されている。
【０００５】
 　また、出力の大きい、エキシマレーザ等のパルスレーザビームを、照射面において、
数ｃｍ角の四角いスポットや、長さ１０ｃｍ以上の線状となるように光学系にて加工し、
レーザビームを走査させて(あるいはレーザビームの照射位置を被照射面に対し相対的に
移動させて)、レーザアニールを行なう方法が量産性が高く工業的に優れているため、好
んで使用されている。
【０００６】
 　特に、線状ビームを用いると、前後左右の走査が必要なスポット状のレーザビームを
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用いた場合とは異なり、線状ビームの長尺方向に直角な方向だけの走査で照射面全体にレ
ーザ照射を行なうことが出来るた　め、量産性が高い。長尺方向に直角な方向に走査する
のは、それが最も効率の良い走査方向であるからである。この高い量産性により、現在レ
ーザアニール法にはパルス発振エキシマレーザビームを適当な光学系で加工した線状ビー
ムを使用することが、ＴＦＴを用いる液晶表示装置の製造技術の主流になりつつある。
【０００７】
 　しかし、レーザアニール法で作製される結晶質半導体膜は、複数の結晶粒が集合して
形成されており、その結晶粒の位置と大きさはランダムなものであった。ガラス基板上に
作製されるＴＦＴは素子分離のために、前記結晶質半導体を島状のパターニングに分離し
て形成している。その場合において、結晶粒の位置や大きさを指定して形成する事はでき
なかった。結晶粒内と比較して、結晶粒の界面（結晶粒界）は非晶質構造や結晶欠陥など
に起因する再結合中心や捕獲中心が無数に存在している。この捕獲中心にキャリアがト　
ラップされると、結晶粒界のポテンシャルが上昇し、キャリアに対して障壁となるため、
キャリアの電流輸送特性を低下することが知られている。チャネル形成領域の半導体膜の
結晶性は、ＴＦＴの特性に重大な影響を及ぼすが、結晶粒界の影響を排除して単結晶の半
導体膜で前記チャネル形成領域を形成することはほとんど不可能であった。
【０００８】
 　また、結晶粒の成長距離は、結晶化時間と成長速度の積に比例することが知られてい
る。ここで、結　晶化時間とは、半導体膜中に結晶核が生成されてから半導体膜の結晶化
が終了するまでの時間のことである　。また、半導体膜が溶融してから結晶化が終了する
までの時間を溶融時間とすると、溶融時間を延ばして、半導体膜の冷却速度を緩やかなも
のとすれば、結晶化時間が長くなり、大粒径の結晶粒を形成することができる。
【０００９】
 　結晶粒界の影響を排除して単結晶の半導体膜で前記チャネル形成領域を形成するため
に、レーザアニール法において、位置制御され、しかも大粒径の結晶粒を形成する様々な
試みがなされている。ここではまず、半導体膜にレーザビームを照射した後の前記半導体
膜の固化過程について説明する。
【００１０】
 　レーザビームの照射によって完全溶融した液体半導体膜中に固相核生成が発生するま
でにはある程度の時間が掛かり、完全溶融領域において無数の均一（あるいは不均一）核
生成が発生し、成長することで、前記液体半導体膜の固化過程は終了する。この場合に得
られる結晶粒の位置と大きさはランダムなものとなる。
【００１１】
 　また、レーザビームの照射によって前記半導体膜が完全溶融することなく、固相半導
体領域が部分的に残存している場合には、レーザビームの照射後、直ちに前記固相半導体
領域から結晶成長が始まる。既に述べたように、完全溶融領域において核生成が発生する
にはある程度時間が掛かる。そのため、完全溶融領域において核生成が発生するまでの間
に、前記半導体膜の膜面に対する水平方向（以下、ラテラル方向と呼ぶ）に結晶成長の先
端である固液界面が移動することで、結晶粒は膜厚の数十倍もの長さに成長する。このよ
うな成長は、完全溶融領域において無数の均一（あるいは不均一）核生成が発生すること
で終了する。以下、この現象をスーパーラテラル成長と言う。
【００１２】
 　非晶質半導体膜や多結晶半導体膜においても、前記スーパーラテラル成長が実現する
レーザビームのエネルギー領域は存在する。しかし、前記エネルギー領域は非常に狭く、
また、大結晶粒の得られる位置については制御できなかった。さらに、大結晶粒以外の領
域は無数の核生成が発生した微結晶領域、もしくは非晶質領域であった。
【００１３】
 　以上に説明したように、半導体膜が完全溶融するレーザビームのエネルギー領域でラ
テラル方向の温度勾配を制御する（ラテラル方向への熱流を生じさせる）ことが出来れば
、結晶粒の成長位置および成長方向を制御することが出来る。この方法を実現するために
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様々な試みがなされている。
【００１４】
 　例えば、コロンビア大のJames S. Im氏らは、任意の場所にスーパーラテラル成長を実
現させることの出来るSequential Lateral Solidification method（以下、ＳＬＳ法と言
う。）を示した。ＳＬＳ法は、１ショット毎にスリット状のマスクをスーパーラテラル成
長が行なわれる距離程度（約０．７５μｍ）ずらして、結晶化を行なうものである。
【００１５】
 　また、東工大の松村正清氏らは、第４７回応用物理学関係連合講演会において、位置
制御された大粒径の結晶粒を形成する方法について発表している。その方法は、非晶質珪
素膜中に上面形状が四角形である絶縁層を埋め込み、さらに、前記非晶質珪素膜上に絶縁
膜を形成する。レーザビームを照射する際には位相シフトマスクを用いて、前記レーザビ
ームのエネルギーに勾配を持たせ、前記絶縁層の上方はレーザビームのエネルギーが低い
照射になっている。つまり、前記絶縁層の下方の非晶質珪素膜は、前記絶縁層が遮光効果
および位相シフトマスクによるエネルギー勾配のため、レーザビームの照射後、最も速く
冷却し、結晶核が生成する。一方、他の領域の非晶質珪素膜はまだ溶融状態であるから、
前記結晶核は溶融領域へ成長して、位置制御された大粒径の結晶粒を形成するというもの
である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
 　レーザビームにも様々な種類があるが、一般的にはパルス発振型のエキシマレーザを
光源とするレーザビーム（以下、エキシマレーザビームという）を用いた結晶化が用いら
れている。エキシマレーザは出力が大きく、高周波数での繰り返し照射が可能であるとい
う利点を有し、さらにエキシマレーザビームは珪素膜に対しての吸収係数が高いという利
点を有する。
【００１７】
 　エキシマレーザビームを形成するには励起ガスとして、ＫｒＦ（波長２４８ｎｍ）や
ＸｅＣｌ（波長３０８ｎｍ）が用いられる。ところが、Ｋｒ（クリプトン）やＸｅ（キセ
ノン）といったガスは非常に高価であり、ガス交換の頻度が高くなると製造コストの増加
を招くという問題がある。
【００１８】
 　また、レーザ発振を行なうレーザチューブや発振過程で生成した不要な化合物を除去
するためのガス精製器などの付属機器の交換が２～３年に一度必要となる。これらの付属
機器は高価なものが多く、やはり製造コストの増加を招くという問題がある。
【００１９】
 　以上のように、エキシマレーザビームを用いたレーザ照射装置は確かに高い性能を持
っているが、メンテナンスに非常に手間がかかり、量産用レーザ照射装置としてはランニ
ングコスト（ここでは稼働に伴い発生する費用を意味する）が高いという欠点も併せ持っ
ている。
【００２０】
 　そこで、エキシマレーザに比較してランニングコストの低いレーザ照射装置およびそ
れを用いたレーザアニール方法を実現するために、固体レーザ（結晶ロッドを共振キャビ
ティとしたレーザビームを出力するレーザ）を用いる方法がある。
【００２１】
 　その理由として、現状の固体レーザは大出力であるが、出力時間は非常に短いことが
考えられる。固体レーザの励起方法はＬＤ（レーザダイオード）励起、フラッシュランプ
励起等がある。ＬＤ励起によって大出力を得るためには、ＬＤに大電流を流す必要がある
。そのため、ＬＤの寿命が短くなり、結果的にフラッシュランプ励起に比べてコストが高
くなる。このような理由により、ＬＤ励起の固体レーザは小出力の装置がほとんどであり
、現状では産業用の大出力レーザとしてはまだ開発段階にある。一方、フラッシュランプ
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は極めて強い光を出すことができるため、フラッシュランプによって励起されたレーザは
大出力となる。しかしながら、フラッシュランプ励起による発振は、瞬間的に投入された
エネルギーによって励起された電子が一気に放出するので、レーザの出力時間は非常に短
くなる。このように、現状の固体レーザは、大出力であるが、出力時間は非常に短くなっ
ている。そのため、固体レーザを用いたレーザ結晶化によって、エキシマレーザを用いた
レーザ結晶化を行なって形成される粒径と同程度、もしくはそれ以上の大きさの粒径の結
晶粒の形成を実現することは困難になっている。なお、本明細書中において、出力時間と
は１パルスにおける半値幅のことを言う。
【００２２】
 　ここで、代表的な固体レーザの１つであるＹＡＧレーザを用いて半導体膜の結晶化を
行なった。前記ＹＡＧレーザは、フラッシュランプ励起のものを用い、非線形光学素子に
より第２高調波に変調した後、長さ１０ｃｍ以上の線状となるように光学系にて加工して
珪素膜に照射した。前記ＹＡＧレーザを用いたレーザアニールによって形成された結晶粒
の粒径は、エキシマレーザを用いて形成される結晶粒と比較して、非常に小さかった。Ｙ
ＡＧレーザを用いて形成された結晶粒の様子を図６に示す。このような結晶粒を有する結
晶質半導体膜を用いてＴＦＴを作製すると、ＴＦＴの電気的特性に重要な影響を及ぼすチ
ャネル形成領域において多数の結晶粒界が存在することになり、前記電気的特性を低下さ
せる要因となる。固体レーザを用いたレーザアニールによって小さな結晶粒しか形成され
ない理由として、既に述べたように、現状の固体レーザは大出力であるが、出力時間は非
常に短いことが考えられる。また、他の理由として、長さ１０ｃｍ以上の線状に加工する
と、結晶化に適したエネルギー密度より低いエネルギー密度しか得られていないことも考
えられる。もちろん、この場合の対策として、結晶化に適したエネルギー密度にまで集光
させたレーザビームを用いてレーザアニールを行なうことが考えられる。しかしながら、
ＹＡＧレーザによるレーザアニールにおいても、エキシマレーザでのレーザアニールと比
較して、少なくとも同程度の処理効率で行なうことが望ましい。そのためには、エキシマ
レーザのレーザビームの長さと同程度以上の線状ビームに加工する方が好ましい。
【００２３】
 　また、ＳＬＳ法は、マスクと基板との相対的な位置決めの技術にミクロンオーダーの
精密な制御が必要であり、通常のレーザ照射装置と比較して複雑な装置になってしまう。
さらに、大面積領域を有する液晶ディスプレイに適用されるＴＦＴの作製に用いるにはス
ループットに問題がある。
【００２４】
 　さらに、松村氏らの発表による方法では、レーザビームのエネルギー勾配を作るため
の位相シフトマスクを用いる必要性がある。そのため、位相シフトマスクと埋め込み絶縁
層との相対的な位置決めの技術に、ミクロンオーダーの精密な制御が必要であり、やはり
、通常のレーザ照射装置と比較して複雑な装置になる。
【００２５】
 　そこで、本発明は、従来に比較して、ランニングコストの低いレーザ照射装置および
それを用いたレーザアニール方法において、従来と同程度、もしくはそれ以上の大きさの
粒径の結晶粒を形成するためのレーザアニール方法を提供することを課題とする。また、
本発明は、結晶粒の位置とその大きさを制御した結晶質半導体膜を作製するためのレーザ
照射方法を提供することを課題とする。さらに、そのようなレーザ照射方法を用いて作製
された前記結晶質半導体膜をＴＦＴのチャネル形成領域に用いることにより、高速動作が
可能なＴＦＴを実現する。さらにそのようなＴＦＴを透過型の液晶表示装置やエレクトロ
ルミネッセンス材料を用いた表示装置などのさまざまな半導体装置に適用できる技術を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
 　図１～図４に、波長に対する反射率および透過率を示す。図１は１７３７ガラス基板
上に形成された非晶質珪素膜（膜厚５５ｎｍ）における波長に対する反射率および透過率
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であり、図２は１７３７ガラス基　板上に形成された結晶質珪素膜（膜厚５５ｎｍ）にお
ける波長に対する反射率および透過率であり、図３は１７３７ガラス基板における波長に
対する反射率および透過率であり、図４は合成石英ガラス基板における波長に対する反射
率および透過率である。
【００２７】
 　レーザアニールにおいて一般的に用いられているＸｅＣｌエキシマレーザ（波長３０
８ｎｍ）では、非晶質珪素膜に対する反射率は５４％、透過率は０％になっている。また
、結晶質珪素膜に対する反射率は５２％、透過率は０％になっている。一方、ＹＡＧレー
ザの第２高調波（波長５３２ｎｍ）では、非晶質珪素膜に対する反射率は２６％、透過率
は３８％になっている。また、結晶質珪素膜に対する反射率は３０％、透過率は４５％に
なっている。
【００２８】
 　図１および図２は１７３７ガラス基板を用いているが、図３より１７３７ガラス基板
の透過率は、２００～３８０ｎｍでは波長に比例して増加し、３８０ｎｍより長い波長で
は９０％以上の透過率となっている。波長３０８ｎｍにおける１７３７ガラス基板の透過
率は波長３８０ｎｍ以上の場合よりも低いが、波長３０８ｎｍにおける非晶質珪素膜およ
び結晶質珪素膜に対する透過率は０％になっているため、前記１７３７ガラス基板の影響
はほとんどないと考えて良い。また、波長５３２ｎｍでは１７３７ガラス基板における透
過率が９０％以上であるため、１７３７ガラス基板の影響はほとんどないと考えて良い。
【００２９】
 　さらに、合成石英ガラス基板上に半導体膜を形成した場合について考察する。図４よ
り、合成石英ガラス基板の透過率は、波長２００～８００ｎｍに対して常に９０％以上に
なっている。そのため、合成石英ガラス基板の影響は１７３７ガラス基板よりも考慮しな
くてよくなる。
【００３０】
 　以上のことから、ＹＡＧレーザの第２高調波は、ＸｅＣｌエキシマレーザに比べて、
非晶質半導体膜および結晶質半導体膜（いずれも膜厚５５ｎｍ）に対する反射率が低く、
透過率が高いことがわかる。つまり、非晶質珪素膜または結晶質半導体膜にレーザアニー
ルを行なうとき、ＸｅＣｌエキシマレーザではこれらの半導体膜を透過しないが、ＹＡＧ
レーザの第２高調波を用いれば透過することがわかる。また、ＹＡＧレーザの第２高調波
は１７３７ガラス基板および合成石英ガラス基板に対しても高い透過率を示す。
【００３１】
 　そこで本発明は、レーザアニールの低コスト化および前記レーザアニールによる結晶
化法で作製される結晶質半導体膜の結晶粒の大粒径化を実現するために、半導体膜が形成
されている基板（以下、半導体膜　基板と呼ぶ）の裏面側に、反射膜が形成されている基
板や反射率の高い材料で形成された反射板（以下、これらを反射体と呼ぶ）を設置して、
前記半導体膜基板の表面側（本明細書中では膜が形成されている面と定義する）からレー
ザビームを照射し、前記半導体膜基板を透過したレーザビームを前記反射体によって反射
させ、再び前記半導体膜基板に裏面側（本明細書中では膜が形成されている面と反対側の
面と定義する）からも照射することを特徴としている。このような照射方法にすることで
、半導体膜に対する実効的なエネルギー密度を向上させることができる。また、前記半導
体膜に対するレーザビームの出力時間を延ばすことができるため、前記半導体膜における
冷却過程を緩やかなものとし、大粒径の結晶粒を形成することができることを特徴として
いる。さらに、基板上に下地絶縁膜を形成させてから半導体膜を形成すると、レーザビー
ムの照射によって得られる熱を徐々に放熱して、前記半導体膜の冷却過程をさらに緩やか
なものとすることができる。もちろん、前記下地絶縁膜は、結晶化に用いるレーザビーム
の波長に対し、酸化珪素膜や酸化窒化珪素膜などの透過率の高い膜であるとする。さらに
、これまでよりレーザ発振器の出力を下げてレーザアニールを行なうことも可能となるこ
とから、ロッドの寿命を延ばすことができる。
【００３２】
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　また、位置制御された大粒径の結晶粒を形成するためには、半導体膜に温度分布を作る
ことが有効な手段の一つとして挙げられる。具体的には、半導体膜に対し、レーザビーム
の照射強度の分布を作る方法がある。
【００３３】
　そこで本発明は、レーザアニールによる結晶化法で作製される結晶質半導体膜の結晶粒
の位置制御および大粒径化を実現するために、半導体膜基板の下方に、所望の形状の反射
層が形成されている基板（反射体）を設置して、前記半導体膜基板の上方からレーザビー
ムを照射し、前記半導体膜基板を透過したレーザビームを前記反射体上の所望の形状の反
射層によって反射させ、再び前記半導体膜基板に下方から照射することで、半導体膜の冷
却過程を部分的に緩やかなものとすることを特徴としている。
【００３４】
　前記反射体上の反射層の形状を所望の形状とすることで、半導体膜において所望の領域
にのみ反射光を照射することができ、半導体膜中に温度分布を作ることができるので、結
晶粒の位置制御を実現することができる。また、結晶粒の成長距離は成長時間と成長速度
の積に比例する。そのため、冷却速度が緩やかとなり成長時間が長くなることで、大粒径
化を実現することができる。つまり、反射層の形状は結晶粒の成長距離を考慮した大きさ
にするのが望ましい。
【００３５】
 　前記反射体を形成する材料としては、耐熱性材料を用い、前記レーザビームに対する
反射率が高いものを用いることを特徴とする。図５に示すように、タングステン（Ｗ）、
タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）から選ばれた元素、または前記元素
を成分とする化合物或いは合金から形成してもよい。前記反射体として、基板上に反射膜
を形成してもよいし、反射率の高い材料で形成された反射体を使用してもよい。
【００３６】
 　前記反射体において、レーザビームが反射する面は平面でもよいし、曲面としてもよ
い。前記レーザビームは基板上に形成された半導体膜の表面またはその近傍で集光する。
また、前記レーザビームの一部は前記基板および前記半導体膜を透過し、反射体によって
反射されて前記半導体膜の裏面側からも照射する。その際、前記反射体においてレーザビ
ームが反射する面の形状が平面であると、前記反射体によって反射したレーザビームは前
記半導体膜の表面側から入射したレーザビームより拡がる場合がある。そのため、前記反
射体においてレーザビームが反射する面の形状を曲面とすれば、前記反射体によって反射
し、かつ、集光されたレーザビームを前記半導体膜の裏面側から照射することができ、前
記半導体膜に対する実効的なエネルギー密度をさらに高めることができる。前記曲面の曲
率は、レーザビームの状態や前記基板と前記反射体との距離等によって異なるので、実施
者が適宜決定すればよい。
【００３７】
 　また、半導体膜が形成された基板に該基板の表面側からレーザビームを照射する際、
前記基板および反射体は前記レーザビームに対して相対的に移動してもよいし、前記基板
のみが前記レーザビームおよび前記反射体に対して相対的に移動してもよい。
【００３８】
 　また、本発明において用いるレーザビームは、ＹＡＧレーザの第２高調波に限らない
。前記レーザビームは半導体膜および半導体膜が形成されている基板を透過することが必
須条件である。そこで、図２（Ｂ）および図３（Ｂ）より、前記レーザビームの波長は３
５０ｎｍ以上（好ましくは４００ｎｍ以上）であるとする。例えば、連続発振またはパル
ス発振の固体レーザ、気体レーザ、金属レーザを用いることができる。前記固体レーザと
して、連続発振またはパルス発振のＹＶＯ4レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ3レーザ、ガ
ラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザ等があ
り、前記気体レーザとして、連続発振またはパルス発振のＸｅＦエキシマレーザ、Ａｒレ
ーザ、Ｋｒレーザ、ＣＯ2レーザ等があり、前記金属レーザとして、連続発振またはパル
ス発振のヘリウムカドミウムレーザ、銅蒸気レーザ、金蒸気レーザ等が挙げられる。これ
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らのレーザから発振されるレーザビームを非線形光学素子を用いることにより、高調波に
変換して用いても良い。
【００３９】
　また、半導体膜として非晶質半導体膜や結晶質半導体膜があり、非晶質珪素膜のほかに
、非晶質珪素ゲルマニウム膜などの非晶質構造を有する化合物半導体膜を適用しても良い
。
【００４０】
　また、基板として、レーザ光に対して透光性を有するものであって、ガラス基板、石英
基板や、プラスチック基板、可撓性基板などを用いることができる。前記ガラス基板とし
て、バリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラスからなる
基板が挙げられる。また、可撓性基板とは、ＰＥＴ、ＰＥＳ、ＰＥＮ、アクリルなどから
なるフィルム状の基板のことであり、可撓性基板を用いて半導体装置を作製すれば、軽量
化が見込まれる。可撓性基板の表面、または表面および裏面にアルミ膜（ＡｌＯＮ、Ａｌ
Ｎ、ＡｌＯなど）、炭素膜（ＤＬＣ（ダイヤモンドライクカーボン）など）、ＳｉＮなど
のバリア層を単層または多層にして形成すれば、耐久性などが向上するので望ましい。
【００４１】
 　以上のように、本発明は、反射体を利用して、半導体膜の結晶化を行なうことで、大
粒径の結晶粒を有する結晶質半導体膜を形成することができる。また、前記反射体は１度
作製しておけば、何度でも利用することができる。
【００４２】
 　そして、大粒径の結晶粒を有する結晶質半導体膜を得ることにより、半導体装置の性
能を大幅に向上させうる。例えば、ＴＦＴを例に挙げると、結晶粒の粒径が大きくなるこ
とでチャネル形成領域に含まれうる結晶粒界の本数を少なくすることができる。即ち、チ
ャネル形成領域に結晶粒界が１本、好ましくは０本であるようなＴＦＴを作製することも
可能となる。また、個々の結晶粒は実質的に単結晶と見なせる結晶性を有することから、
単結晶半導体を用いたトランジスタと同等もしくはそれ以上の高いモビリティ（電界効果
移動度）を得ることも可能である。
【００４３】
 　さらに、キャリアが結晶粒界を横切る回数を極端に減らすことができるため、オン電
流値（ＴＦＴが　オン状態にある時に流れるドレイン電流値）、オフ電流値（ＴＦＴがオ
フ状態にある時に流れるドレイン電流値）、しきい値電圧、Ｓ値及び電界効果移動度のバ
ラツキを低減することも可能となる。
【発明の効果】
【００４４】
 　以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用するこ
とが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例１～７、または８、または９のどの
ような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。
 本発明の構成を採用することにより、以下に示すような基本的有意性を得ることが出来
る。
 （ａ）従来のＴＦＴの作製プロセスに完全に適合した、簡単な構成である。
 （ｂ）通常のレーザ照射装置をそのまま利用できる。
 （ｃ）レーザ照射装置のランニングコストを低減することができる。
 （ｄ）以上の利点を満たした上で、大粒径の結晶粒または位置制御した大粒径の結晶粒
を作製できる方法である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】（Ａ）非晶質珪素膜５５ｎｍにおける波長に対する反射率を示す図。 　　　 （
Ｂ）非晶質珪素膜５５ｎｍにおける波長に対する透過率を示す図。
【図２】（Ａ）結晶質珪素膜５５ｎｍにおける波長に対する反射率を示す図。 　　　 （
Ｂ）結晶質珪素膜５５ｎｍにおける波長に対する透過率を示す図。
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【図３】（Ａ）１７３７ガラス基板における波長に対する反射率を示す図。 　　　 （Ｂ
）１７３７ガラス基板における波長に対する透過率を示す図。
【図４】（Ａ）合成石英ガラス基板における波長に対する反射率を示す図。 　　　 （Ｂ
）合成石英ガラス基板における波長に対する透過率を示す図。
【図５】反射材料の例における波長に対する反射率を示す図。
【図６】ＹＡＧレーザを用いてレーザアニールを行なったときの結晶粒の一例を示す図。
【図７】本発明が開示する半導体膜基板の例を示す図。
【図８】本発明が開示するレーザアニールによる半導体膜の結晶化方法の例を示す図。
【図９】本発明が開示するレーザ照射方法により形成された結晶粒の一例を示す図。
【図１０】本発明が開示するレーザ照射方法により形成された結晶粒の一例を示す図。
【図１１】画素ＴＦＴ、駆動回路のＴＦＴの作製工程の例を示す断面図。
【図１２】画素ＴＦＴ、駆動回路のＴＦＴの作製工程の例を示す断面図。
【図１３】画素ＴＦＴ、駆動回路のＴＦＴの作製工程の例を示す断面図。
【図１４】画素部の画素を示す上面図。
【図１５】発光装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。
【図１６】（Ａ）発光装置の上面図。 　　　　 （Ｂ）発光装置の駆動回路及び画素部の
断面構造図。
【図１７】画素ＴＦＴ、駆動回路のＴＦＴの作製工程の例を示す断面図。
【図１８】アクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図１９】半導体装置の例を示す図。
【図２０】半導体装置の例を示す図。
【図２１】半導体装置の例を示す図。
【図２２】本発明が開示する反射体の作製方法の例を示す図。
【図２３】本発明が開示する半導体膜基板の例を示す図。
【図２４】本発明が開示するレーザアニールによる半導体膜の結晶化方法の例を示す図。
【図２５】ＹＡＧレーザを用いてレーザアニールを行なったときの結晶粒の一例を示す図
。
【図２６】本発明が開示する反射体上の反射層の配置の例を示す図。
【図２７】本発明が開示する反射体上の反射層の配置の例を示す図。
【図２８】線状ビームを形成する光学系の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
［実施形態１］
 　本発明の実施形態について、以下に図７および図８を用いて説明する。
【００４７】
 　まず、反射体の作製方法の一例について、図７（Ａ）を用いて説明する。図７（Ａ）
において、基板２０としては、ガラス基板や合成石英ガラス基板を用いる。また、処理温
度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。
【００４８】
 　そして、基板２０上に公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣＶ
Ｄ法等）により反射膜２１を成膜する。反射膜２１としては、結晶化の際に用いるレーザ
ビームの波長に対し、反射率が高く、かつ、処理温度に耐えうる耐熱性を有する膜が望ま
しい。結晶化に最適な反射率は、半導体膜の状態やレーザビームの波長等による。
【００４９】
 　以上のようにして、反射体を作製する。もちろん、基板上に反射膜を形成して反射体
を作製するのではなく、反射率の高い材料を用いた反射板を反射体としてもよい。これら
の反射体は１度作製すれば、何度でもレーザ照射する際に利用することができる。
【００５０】
 　次に、半導体膜基板の作製方法について、図７（Ｂ）を用いて説明する。図７（Ｂ）
において、基板３０として、透光性を有する基板が望ましく、ガラス基板や合成石英ガラ
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ス基板を用いるとよい。そして、基板３０上に下地絶縁膜３１および半導体膜３２を公知
の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣＶＤ法等）により形成しておく。
もちろん、下地絶縁膜３１を作製しなくてもよいが、下地絶縁膜３１に結晶化に用いるレ
ーザビームの波長に対し、酸化珪素膜や酸化窒化珪素膜などの透過率の高い膜を用いれば
、レーザビームの照射による保熱効果を有するので、半導体膜の冷却速度を緩やかなもの
にするのに有効である。
【００５１】
 　以上のようにして、半導体膜基板を作製する。
【００５２】
 　このような作製方法によって半導体膜基板および反射体を用意し、半導体膜の結晶化
を行なう。結晶化の工程ではまず、半導体膜が含有する水素を放出させておくことが好ま
しく、４００～５００℃で１時間程度の加熱処理を行ない含有する水素量を前記半導体層
に含まれる全原子数の５％以下にしてから結晶化させると膜表面の荒れを防ぐことが出来
るので良い。
【００５３】
 　そして、図８（Ａ）に示すように、半導体膜基板の裏面側に反射体を設置して、半導
体膜基板の表面側からレーザビーム４１を照射する。このとき、半導体膜基板と反射体と
を接して設置しても良い。また、レーザビーム４１としては、波長が３５０ｎｍ以上（好
ましくは４００ｎｍ以上）のものを用いる。例えば、ＹＡＧレーザ、ガラスレーザ、Ａｒ
レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＶＯ4レーザ等を用いれば良い。これらのレーザを用いる場合
には、レーザ発振器から放射されたレーザビームを光学系で線状に集光し半導体膜に照射
する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宣選択するものであるが、ＹＡＧレ
ーザの第２高調波を用いる場合にはパルス発振周波数１～３００Ｈｚとし、レーザーエネ
ルギー密度を３００～１０００ｍＪ／ｃｍ2(代表的には３５０～８００ｍＪ／ｃｍ2)とす
ると良い。そして幅１００～１０００μｍ、例えば４００μｍで線状に集光したレーザビ
ームを基板全面に渡って照射する。この時、線状ビームを重ね合わせて照射しても良く、
例えば重ね合わせ率（オーバーラップ率）を５０～９８％として行なってもよい。
【００５４】
 　半導体膜基板を透過したレーザビームは、反射膜によって反射されたレーザビーム４
２は、再び半導体膜３２を裏面側から照射する。レーザビーム４１、４２の照射により半
導体膜３２に対する実効的なエネルギー密度が高くなる。
さらに、前記半導体膜に対するレーザビームの実効的な出力時間が延長され、また下地絶
縁膜の保熱効果により、前記半導体膜の溶融状態からの冷却過程を緩やかなものにするこ
とができる。その結果、前記半導体膜において大粒径の結晶粒を形成することができる。
【００５５】
［実施形態２］
　実施形態１とは異なる本発明の他の構成について、以下に図２２～図２４を用いて説明
する。
【００５６】
　まず、反射体の作製方法について、図２２を用いて説明する。図２２において、基板２
２０としては、ガラス基板や合成石英ガラス基板を用いる。また、処理温度に耐えうる耐
熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。
【００５７】
　そして、基板２２０上に公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣＶ
Ｄ法等）により反射膜２２１を成膜する。反射膜２２１としては、結晶化の際に用いるレ
ーザビームの波長に対し、反射率が高く、かつ、処理温度に耐えうる耐熱性を有する膜が
望ましい。結晶化に最適な反射率は、半導体膜の状態やレーザビームの波長等による。
【００５８】
　そして、前記反射膜を所望の形状にパターニングして、複数の反射層２２２を形成する
。図２２（Ｂ）に、反射層が形成された基板の断面図と上面図を示す。
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反射層２２の幅や反射層２２２を形成する間隔は、形成される結晶粒の大きさを考慮して
形成するとよい。例えば、図２２（Ｂ）で示すように、上面形状がストライプ状である反
射層を周期的に形成する方法もある。このとき、反射層の幅は１～１０μｍとし、０．１
～１０μｍの間隔で形成するのが望ましい。
【００５９】
　以上のようにして、反射体を作製する。この反射体は１度作製すれば、何度でもレーザ
照射する際に利用することができる。
【００６０】
　次に、半導体膜基板の作製方法について、図２３を用いて説明する。図２３において、
基板２３０として、透光性を有する基板が望ましく、ガラス基板や合成石英ガラス基板を
用いるとよい。そして、基板２３０上に下地絶縁膜２３１および半導体膜２３２を公知の
手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣＶＤ法等）により形成しておく。下
地絶縁膜２３１は、結晶化に用いるレーザビームの波長に対し、酸化珪素膜や酸化窒化珪
素膜などの透過率の高い膜とする。
【００６１】
　以上のようにして、半導体膜基板を作製する。
【００６２】
　このような作製方法によって半導体膜基板および反射体を用意し、半導体膜の結晶化を
行なう。結晶化の工程ではまず、半導体膜が含有する水素を放出させておくことが好まし
く、４００～５００℃で１時間程度の加熱処理を行ない含有する水素量を前記半導体層に
含まれる全原子数の５％以下にしてから結晶化させると膜表面の荒れを防ぐことが出来る
ので良い。
【００６３】
　そして、図２４（Ａ）に示すように、半導体膜基板の下方に反射体を設置して、半導体
膜基板の上方からレーザビーム２４１を照射する。このとき、半導体膜基板と反射体とを
接して設置しても良い。また、レーザビーム２４１としては、波長が３５０ｎｍ以上（好
ましくは４００ｎｍ以上）のものを用いる。例えば、ＹＡＧレーザ、ガラスレーザ、Ａｒ
レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＶＯ4レーザ等を用いれば良い。これらのレーザを用いる場合
には、レーザ発振器から放射されたレーザビームを光学系で線状に集光し半導体膜に照射
する方法を用いると良い。
結晶化の条件は実施者が適宣選択するものであるが、ＹＡＧレーザの第２高調波を用いる
場合にはパルス発振周波数１～３００Ｈｚとし、レーザーエネルギー密度を３００～１０
００ｍＪ／ｃｍ2(代表的には３５０～８００ｍＪ／ｃｍ2)とすると良い。そして幅１００
～１０００μｍ、例えば４００μｍで線状に集光したレーザビームを基板全面に渡って照
射する。この時、線状ビームを重ね合わせて照射しても良い。例えば、重ね合わせ率（オ
ーバーラップ率）を５０～９８％として行なってもよい。
【００６４】
　半導体膜基板を透過したレーザビームは、反射層によって反射されたレーザビーム２４
２と、反射されないレーザビーム２４３になる。反射されたレーザビーム２４２は、再び
半導体膜２３２を部分的に照射する。
【００６５】
　レーザビーム２４１、２４２の照射により半導体膜２３２は完全溶融状態になる。前記
半導体膜２３２には、反射層によって反射されたレーザビーム２４２が照射された領域お
よび照射されない領域がある。このようなレーザビームの照射強度の分布により、前記半
導体膜において、図２４（Ｃ）に示すような温度の分布ができる。前記半導体膜において
、温度の低い領域は、温度の高い領域より早く冷却し、結晶核２４５が生成する。このと
き、温度の高い領域はまだ完全溶融状態である。完全溶融領域において結晶核が生成する
にはある程度時間が掛かる。そのため、完全溶融領域において結晶核が生成するまでの間
に、結晶成長の先端である固液界面がラテラル方向に移動し、前記結晶核２４５は大粒径
の結晶粒に成長する。このようにして、反射層の上方の半導体膜には大粒形の結晶粒が形
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成されることになる。つまり、反射層を所望の形状にすれば、半導体膜において任意の位
置に大粒径の結晶粒を形成することができる。
【００６６】
　また、レーザビーム２４１、２４２の照射により半導体膜２３２が完全溶融することな
く、固相半導体領域が部分的に残存している場合は、前記固相半導体領域から結晶成長が
始まる。この場合にも、やはり半導体膜において図２４（Ｃ）
に示すような温度の分布ができるので、図２４（Ｅ）に示すようにラテラル方向に結晶成
長し、位置制御された大粒径の結晶粒を形成することができる。
【００６７】
　このようにして、位置制御され、しかも大粒径の結晶粒を有する結晶質半導体膜２４６
を形成することができる。
【００６８】
 　以上の構成でなる本発明について、以下に示す実施例によりさらに詳細な説明を行な
うこととする。
【実施例１】
【００６９】
 本発明の実施例について、以下に図７および図８を用いて説明する。
【００７０】
 　まず、反射体の作製方法の一例について、図７（Ａ）を用いて説明する。図７（Ａ）
において、基板２０としては、ガラス基板や合成石英ガラス基板を用いる。また、処理温
度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。本実施例では、コーニン
グ社製１７３７基板ガラスを用いた。
【００７１】
　そして、基板２０上に公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣＶＤ
法等）により反射膜２１を成膜する。反射膜２１としては、結晶化の際に用いるレーザビ
ームの波長に対し、反射率が高く、かつ、処理温度に耐えうる耐熱性を有する膜が望まし
い。結晶化に最適な反射率は、半導体膜の状態やレーザビームの波長等による。本実施例
では、タンタル（Ｔａ）をスパッタ法により形成した。
【００７２】
 　以上のようにして、反射体を作製する。
【００７３】
 　次に、半導体膜基板の作製方法について、図７（Ｂ）を用いて説明する。基板３０と
して、透光性を有する基板が望ましく、ガラス基板や合成石英ガラス基板を用いるとよい
。本実施例では、コーニング社製１７３７基板ガラスを用いた。そして、基板３０上に下
地絶縁膜３１および半導体膜３２を公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラ
ズマＣＶＤ法等）により形成しておく。下地絶縁膜３１は、結晶化に用いるレーザビーム
の波長に対し、酸化珪素膜や酸化窒化珪素膜などの透過率の高い膜とする。本実施例では
、プラズマＣＶＤ法により酸化窒化珪素膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝２７％、Ｎ＝２４
％、Ｈ＝１７％）５０ｎｍおよび酸化窒化珪素膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝５９％、Ｎ
＝７％、Ｈ＝２％）５０ｎｍを形成した後、続けて非晶質珪素膜５４ｎｍを形成した。
【００７４】
 　以上のようにして、半導体膜基板を作製する。
【００７５】
 　このような作製方法によって半導体膜基板および反射体を用意し、半導体膜の結晶化
を行なう。結晶化の工程ではまず、半導体膜が含有する水素を放出させておくことが好ま
しく、４００～５００℃で１時間程度の加熱処理を行ない含有する水素量を前記半導体層
に含まれる全原子数の５％以下にしてから結晶化させると膜表面の荒れを防ぐことが出来
るので良い。本実施例では、半導体膜基板を温度５００℃の窒素雰囲気中に１時間曝した
。
【００７６】
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 　そして、図８（Ａ）に示すように、半導体膜基板の裏面側に反射体を設置して、半導
体膜基板の表面側からレーザビーム４１を照射する。このとき、半導体膜基板と反射体と
を接して設置しても良い。また、レーザビーム４１としては、波長が３５０ｎｍ以上（好
ましくは４００ｎｍ以上）のものを用いる。例えば、ＹＡＧレーザ、ガラスレーザ、Ａｒ
レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＶＯ4レーザ等を用いれば良い。これらのレーザを用いる場合
には、レーザ発振器から放射されたレーザビームを光学系で線状に集光し半導体膜に照射
する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宣選択するものであるが、ＹＡＧレ
ーザの第２高調波を用いる場合にはパルス発振周波数１～３００Ｈｚとし、レーザーエネ
ルギー密度を３００～１０００ｍＪ／ｃｍ2(代表的には３５０～８００ｍＪ／ｃｍ2)とす
ると良い。そして幅１００～１０００μｍ、例えば４００μｍで線状に集光したレーザビ
ームを基板全面に渡って照射し、この時の線状ビームの重ね合わせ率（オーバーラップ率
）を５０～９８％として行なってもよい。
本実施例では、ＹＡＧレーザの第２高調波を用いて、レーザアニールを行なった。
【００７７】
 　半導体膜基板を透過したレーザビームは、反射膜によって反射されたレーザビーム４
２は、再び半導体膜３２を裏面側から照射する。レーザビーム４１、４２の照射により半
導体膜３２に対する実効的なエネルギー密度が高くなる。
さらに、前記半導体膜に対するレーザビームの実効的な出力時間が延長され、また下地絶
縁膜の保熱効果により、前記半導体膜の溶融状態からの冷却過程を緩やかなものにするこ
とができる。その結果、前記半導体膜において大粒径の結晶粒を形成することができる。
【００７８】
ここで、線状ビームを形成する光学系について図２８を用いて説明する。
【００７９】
　図２８で示す構成は極めて一般的なものであり、あらゆる前記光学系は図２８の構成に
準じている。この構成は、レーザ光の照射面における形状を線状に変換するだけでなく、
同時に、照射面におけるレーザ光のエネルギー均一化を果たすものである。
【００８０】
　レーザ７１から出たレーザ光は、シリンドリカルアレイレンズ７３により、レーザ光の
進行方向に対して直角方向に分割される。該方向を本明細書中では、第１の方向と呼ぶこ
とにする。前記第１の方向は、光学系の途中でミラーが入ったとき、前記ミラーが曲げた
光の方向に曲がるものとする。この構成では、７分割となっている。その後、シリンドリ
カルレンズ７４にて、レーザ光は照射面７９にて１つに合成される。これにより、線状ビ
ームの長尺方向のエネルギーの均一化がなされ、また線状ビームの長さが決定される。
【００８１】
　次に、図２８の側面図について説明する。レーザ７１から出たレーザ光は、シリンドリ
カルアレイレンズ７２ａと７２ｂにより、レーザ光の進行方向および前記第１の方向に直
角方向に分割される。前記方向を本明細書中では、第２の方向と呼ぶことにする。前記第
２の方向は、光学系の途中でミラーが入ったとき、前記ミラーが曲げた光の方向に曲がる
ものとする。この構成では、４分割となっている。これらの分割されたレーザ光は、シリ
ンドリカルアレイレンズ７４により、いったん１つのレーザ光にまとめられる。ミラー７
７で反射され、その後、ダブレットシリンドリカルレンズ７８により、照射面７９にて再
び１つのレーザ光に集光される。ダブレットシリンドリカルレンズとは、２枚のシリンド
リカルレンズで構成されているレンズのことを言う。これにより、線状ビームの短尺方向
のエネルギー均一化と短尺方向の長さが決定される。
【００８２】
　このようにして、照射面７９においてエネルギー分布の一様な線状ビームを形成するこ
とができ、照射面７９の裏面側に反射体８０を設置すれば、本発明を実施することができ
る。
【００８３】
　なお、上記光学系の母材は例えばＢＫ７や石英とすれば高い透過率が得られる。また、
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コーティングは、使用するレーザ光の波長に対する透過率が９９％以上得られるものを使
用すると良い。
【００８４】
　そして、本実施例により形成された結晶粒をＳＥＭにより５万倍にて観察した写真を図
９に示す。図９より、図６と比較して結晶粒の大粒径化が実現したことは明らかである。
【００８５】
 　このような結晶粒を有する結晶質半導体膜を用いてＴＦＴを作製すると、その電気的
特性は良好なものとなる。
【実施例２】
【００８６】
　本実施例では、実施例１とは異なる反射膜を用いて反射体を形成し、半導体膜のレーザ
アニールを行なった場合について説明する。
【００８７】
 　まず、反射体の作製方法について、図７（Ａ）を用いて説明する。図７（Ａ）におい
て、基板２０としては、ガラス基板や合成石英ガラス基板を用いる。
また、処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。
本実施例では、コーニング社製１７３７基板ガラスを用いた。
【００８８】
　そして、基板２０上に公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣＶＤ
法等）により反射膜２１を成膜する。反射膜２１としては、結晶化の際に用いるレーザビ
ームの波長に対し、反射率が高く、かつ、処理温度に耐えうる耐熱性を有する膜が望まし
い。結晶化に最適な反射率は、半導体膜の状態やレーザビームの波長等による。本実施例
では、Ａｌ－Ｓｉをスパッタ法により形成した。
【００８９】
 　以上のようにして、反射体を作製する。
【００９０】
 　半導体膜基板については実施例１と同様にして形成した。
【００９１】
 　このような作製方法によって半導体膜基板および反射体を用意し、半導体膜の結晶化
を行なう。結晶化の工程ではまず、半導体膜が含有する水素を放出させておくことが好ま
しく、４００～５００℃で１時間程度の加熱処理を行ない含有する水素量を前記半導体層
に含まれる全原子数の５％以下にしてから結晶化させると膜表面の荒れを防ぐことが出来
るので良い。本実施例では、半導体膜基板を温度５００℃の窒素雰囲気中に１時間曝した
。
【００９２】
 　そして、図８（Ａ）に示すように、半導体膜基板の裏面側に反射体を設置して、半導
体膜基板の表面側からレーザビーム４１を照射する。このとき、半導体膜基板と反射体と
を接して設置しても良い。また、レーザビーム４１としては、波長が３５０ｎｍ以上（好
ましくは４００ｎｍ以上）のものを用いる。例えば、ＹＡＧレーザ、ガラスレーザ、Ａｒ
レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＶＯ4レーザ等を用いれば良い。これらのレーザを用いる場合
には、レーザ発振器から放射されたレーザビームを光学系で線状に集光し半導体膜に照射
する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宣選択するものであるが、ＹＡＧレ
ーザの第２高調波を用いる場合にはパルス発振周波数１～３００Ｈｚとし、レーザーエネ
ルギー密度を３００～１０００ｍＪ／ｃｍ2(代表的には３５０～８００ｍＪ／ｃｍ2)とす
ると良い。そして幅１００～１０００μｍ、例えば４００μｍで線状に集光したレーザビ
ームを基板全面に渡って照射し、この時の線状ビームの重ね合わせ率（オーバーラップ率
）を５０～９８％として行なってもよい。
本実施例では、ＹＡＧレーザの第２高調波を用いて、レーザアニールを行なった。
【００９３】
 　半導体膜基板を透過したレーザビームは、反射膜によって反射されたレーザビーム４
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２は、再び半導体膜３２を裏面側から照射する。レーザビーム４１、４２の照射により半
導体膜３２に対する実効的なエネルギー密度が高くなる。
さらに、前記半導体膜に対するレーザビームの実効的な出力時間が延長され、また下地絶
縁膜の保熱効果により、前記半導体膜の溶融状態からの冷却過程を緩やかなものにするこ
とができる。その結果、前記半導体膜において大粒径の結晶粒を形成することができる。
本実施例により形成された結晶粒をＳＥＭにより５万倍にて観察した写真を図１０に示す
。図１０より、図６と比較して結晶粒の大粒径化が実現したことは明らかである。
【００９４】
 　このような結晶粒を有する結晶質半導体膜を用いてＴＦＴを作製すると、その電気的
特性は良好なものとなる。
【実施例３】
【００９５】
実施例１、実施例２とは異なる構成の本発明について、以下に図２２～図２４を用いて説
明する。
【００９６】
　まず、反射体の作製方法について、図２２を用いて説明する。図２２において、基板２
２０としては、ガラス基板や合成石英ガラス基板を用いる。また、処理温度に耐えうる耐
熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。本実施例では、コーニング社製１７３７
基板ガラスを用いた。
【００９７】
 そして、基板２２０上に公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣＶ
Ｄ法等）により反射膜２２１を成膜する。反射膜２２１としては、結晶化の際に用いるレ
ーザビームの波長に対し、反射率が高く、かつ、処理温度に耐えうる耐熱性を有する膜が
望ましい。結晶化に最適な反射率は、半導体膜の状態やレーザビームの波長等による。本
実施例では、タンタル（Ｔａ）をスパッタ法により形成した。
【００９８】
　そして、前記反射膜を所望の形状にパターニングして、複数の反射層２２２を形成する
。図２２（Ｂ）に、反射層が形成された基板の断面図と上面図を示す。
反射層２２２の幅や反射層２２２を形成する間隔は、形成される結晶粒の大きさを考慮し
て形成するとよい。本実施例では、結晶粒の大きさを３μｍと見積もり、反射層の幅を６
μｍとし、０．５μｍ間隔で形成した。
【００９９】
　以上のようにして、反射体を作製する。
【０１００】
　次に、半導体膜基板の作製方法について、図２３を用いて説明する。基板２３０として
、透光性を有する基板が望ましく、ガラス基板や合成石英ガラス基板を用いるとよい。本
実施例では、コーニング社製１７３７基板ガラスを用いた。そして、基板２３０上に下地
絶縁膜２３１および半導体膜２３２を公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプ
ラズマＣＶＤ法等）により形成しておく。下地絶縁膜２３１は、結晶化に用いるレーザビ
ームの波長に対し、酸化珪素膜や酸化窒化珪素膜などの透過率の高い膜とする。本実施例
では、プラズマＣＶＤ法により酸化珪素膜１５０ｎｍ形成した後、続けて非晶質珪素膜５
５ｎｍを形成した。
【０１０１】
　以上のようにして、半導体膜基板を作製する。
【０１０２】
　このような作製方法によって半導体膜基板および反射体を用意し、半導体膜の結晶化を
行なう。結晶化の工程ではまず、半導体膜が含有する水素を放出させておくことが好まし
く、４００～５００℃で１時間程度の加熱処理を行ない含有する水素量を前記半導体層に
含まれる全原子数の５％以下にしてから結晶化させると膜表面の荒れを防ぐことが出来る
ので良い。
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【０１０３】
　そして、図２４（Ａ）に示すように、半導体膜基板の下方に反射体を設置して、半導体
膜基板の上方からレーザビーム２４１を照射する。このとき、半導体膜基板と反射体とを
接して設置しても良い。また、レーザビーム２４１としては、波長が３５０ｎｍ以上（好
ましくは４００ｎｍ以上）のものを用いる。例えば、ＹＡＧレーザ、ガラスレーザ、Ａｒ
レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＶＯ4レーザ等を用いれば良い。これらのレーザを用いる場合
には、レーザ発振器から放射されたレーザビームを光学系で線状に集光し半導体膜に照射
する方法を用いると良い。
結晶化の条件は実施者が適宣選択するものであるが、ＹＡＧレーザの第２高調波を用いる
場合にはパルス発振周波数１～３００Ｈｚとし、レーザーエネルギー密度を３００～１０
００ｍＪ／ｃｍ2(代表的には３５０～８００ｍＪ／ｃｍ2)とすると良い。そして幅１００
～１０００μｍ、例えば４００μｍで線状に集光したレーザビームを基板全面に渡って照
射し、この時の線状ビームの重ね合わせ率（オーバーラップ率）を５０～９８％として行
なえばよい。本実施例では、ＹＡＧレーザの第２高調波を用いて、レーザアニールを行な
った。
【０１０４】
　半導体膜基板を透過したレーザビームは、反射層によって反射されたレーザビーム２４
２と、反射されないレーザビーム２４３になる。反射されたレーザビーム２４２は、再び
半導体膜２３２を部分的に照射する。
【０１０５】
　レーザビーム２４１、２４２の照射により半導体膜２３２は完全溶融状態になる。前記
半導体膜２３２には、反射層によって反射されたレーザビーム２４２が照射された領域お
よび照射されない領域がある。このようなレーザビームの照射強度の分布により、前記半
導体膜において、図２４（Ｃ）に示すような温度の分布ができる。前記半導体膜において
、温度の低い領域は、温度の高い領域より早く冷却し、結晶核２４５が生成する。このと
き、温度の高い領域はまだ完全溶融状態である。完全溶融領域において結晶核が生成する
にはある程度時間が掛かる。そのため、完全溶融領域において結晶核が生成するまでの間
に、結晶成長の先端である固液界面がラテラル方向に移動し、前記結晶核２４５は大粒径
の結晶粒に成長する。このようにして、反射層の上方の半導体膜には大粒形の結晶粒が形
成されることになる。つまり、反射層を所望の形状にすれば、半導体膜において任意の位
置に大粒径の結晶粒を形成することができる。
【０１０６】
　このようにして、位置制御され、しかも大粒径の結晶粒を有する結晶質半導体膜２４６
を形成することができる。
【実施例４】
【０１０７】
本実施例では、反射体を作製して半導体膜基板の裏面側に設置して、半導体膜の結晶化を
行った例について説明する。
【０１０８】
　まず、反射体の作製方法について、図２２を用いて説明する。図２２において、基板２
２０として、コーニング社製１７３７基板ガラス基板を用いた。そして、基板２２０上に
ＣＶＤ法により窒化酸化珪素膜を５０ｎｍ形成し、続いてスパッタ法により、Ｗ膜を２０
０ｎｍ形成した。次いで、パターニングを行って、１０μｍおきに幅１０μｍのＷ膜が形
成された反射体を形成した。
【０１０９】
　次に、半導体膜基板の作製方法について、図２３を用いて説明する。基板３０として、
コーニング社製１７３７基板ガラスを用いた。そして、基板２３０上に下地絶縁膜２３１
としてＣＶＤ法により窒化酸化珪素膜を１００ｎｍ形成し、続いて半導体膜２３２として
ＣＶＤ法により非晶質珪素膜を５４ｎｍ形成した。
【０１１０】
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　このような作製方法によって半導体膜基板および反射体を用意し、半導体膜の結晶化を
行なう。結晶化の工程ではまず、半導体膜が含有する水素を放出させておくことが好まし
く、４００～５００℃で１時間程度の加熱処理を行ない含有する水素量を前記半導体層に
含まれる全原子数の５％以下にしてから結晶化させると膜表面の荒れを防ぐことが出来る
ので良い。本実施例では、５００℃で１時間の加熱処理を行った。
【０１１１】
　そして、図２４（Ａ）に示すように、半導体膜基板の下方に反射体を設置して、半導体
膜基板の上方からレーザビーム２４１を照射する。このとき、半導体膜基板と反射体とを
接して設置しても良い。本実施例では、１．１ｍｍの間隔を持たせた。また、レーザビー
ム２４１としては、波長が３５０ｎｍ以上（好ましくは４００ｎｍ以上）のものを用いる
。例えば、ＹＡＧレーザ、ガラスレーザ、Ａｒレーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＶＯ4レーザ等
を用いれば良い。これらのレーザを用いる場合には、レーザ発振器から放射されたレーザ
ビームを光学系で線状に集光し半導体膜に照射する方法を用いると良い。本実施例では、
ＹＡＧレーザの第２高調波を用いて、レーザアニールを行なった。
【０１１２】
　半導体膜基板を透過したレーザビームは、反射層によって反射されたレーザビーム２４
２と、反射されないレーザビーム２４３になる。反射されたレーザビーム２４２は、再び
半導体膜２３２を部分的に照射する。
【０１１３】
　このようにして、形成された結晶質半導体膜に対してセコエッチングを行ない、３万倍
にてＳＥＭ観察を行った結果について図２５に示す。図２５より、位置制御され、しかも
大粒径の結晶粒を有する結晶質半導体膜２４６を形成されていることがわかる。
【実施例５】
【０１１４】
 本実施例では、反射体における反射層の配置の例を図２６および図２７を用いて説明す
る。
【０１１５】
　まず、実施例１にしたがって、図２２（Ａ）の状態を得る。
【０１１６】
　そして、半導体膜においてＴＦＴのチャネル形成領域となる部分と、反射体における反
射層とが重なるように、反射膜をエッチングして反射層を形成する。（図２６（Ａ））こ
のように反射層を形成することで、レーザアニールによって半導体膜の結晶化を行なった
ときに、チャネル形成領域に大粒径の結晶粒が形成される。
【０１１７】
 また、半導体膜においてＴＦＴの活性領域となる部分と、反射体における反射層とが重
なるように、重なるように反射膜をエッチングして反射層を形成する。
（図２６（Ｂ）および（図２６（Ｃ））このように反射層を形成することで、レーザアニ
ールによって半導体膜の結晶化を行なったときに、活性領域に大粒径の結晶粒が形成され
る。
【０１１８】
　また、半導体膜基板において、ゲートドライバ２５１、ソースドライバ２５２および画
素２５４が形成される領域を考慮して、反射体において、図２７（Ａ）
や図２７（Ｃ）のように反射層２５４を形成する方法もある。
【０１１９】
　また、図２７（Ａ）で作製された反射体を９０度回転させて用いれば、図２７（Ｂ）の
ような配置となる。
【０１２０】
　以上のように、反射体における反射層の配置の方法はさまざまであるが、いずれの場合
においても、半導体膜基板の下方に反射体を設置して、前記半導体膜基板の上方からレー
ザビームを照射して半導体膜の結晶化を行なうと、所望の位置に大粒径の結晶粒を形成す
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ることができる。
【０１２１】
　なお、図２６および図２７は、反射層の配置の一例であって、反射層の配置の方法はこ
れらに限るものではなく、また、反射層は同じ幅、長さおよび間隔で形成しなくてもよい
。
【実施例６】
【０１２２】
 　本実施例ではアクティブマトリクス基板の作製方法について図１１～１４を用いて説
明する。
【０１２３】
　まず、反射体を作製する。反射体の基板３０３として、コーニング社製の７０５９ガラ
スや１７３７ガラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケ
イ酸ガラスなどのガラスからなる基板や石英基板を用いる。また、本実施例の処理温度に
耐えうる耐熱性が有するプラスチック基板を用いてもよい。本実施例では、１７３７ガラ
ス基板を用いた。前記基板３０３上に公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプ
ラズマＣＶＤ法等）により反射膜を成膜する。反射膜としては、結晶化の際に用いるレー
ザビームの波長に対し、反射率が高く、かつ、処理温度に耐えうる耐熱性を有する膜が望
ましい。結晶化に最適な反射率は、半導体膜の状態やレーザビームの波長等による。
本実施例では、タンタル（Ｔａ）をスパッタ法により形成した。
【０１２４】
　以上のようにして、反射体を作製することができる。（図１１（Ａ））
【０１２５】
 　次に、半導体膜基板を作製する。半導体膜基板の基板３００として、コーニング社製
の７０５９ガラスや１７３７ガラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラス、または
アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラスからなる基板や合成石英ガラス基板を用いる。ま
た、本実施例の処理温度に耐えうる耐熱性が有するプラスチック基板を用いてもよい。本
実施例では、コーニング社製の１７３７ガラス基板を用いた。
【０１２６】
 　次いで、基板３００上に酸化珪素膜、窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜
から成る下地膜３０１を形成する。本実施例では下地膜３０１として２層構造を用いるが
、前記絶縁膜の単層膜または２層以上積層させた構造を用いても良い。下地膜３０１の一
層目としては、プラズマＣＶＤ法を用い、ＳｉＨ4、ＮＨ3、及びＮ2Ｏを反応ガスとして
成膜される酸化窒化珪素膜３０１ａを１０～２００nm（好ましくは５０～１００nm）形成
する。本実施例では、膜厚５０ｎｍの酸化窒化珪素膜３０１ａ（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ
＝２７％、Ｎ＝２４％、Ｈ＝１７％）を形成した。次いで、下地膜３０１のニ層目として
は、プラズマＣＶＤ法を用い、ＳｉＨ4、及びＮ2Ｏを反応ガスとして成膜される酸化窒化
珪素膜３０１ｂを５０～２００ｎｍ（好ましくは１００～１５０nm）の厚さに積層形成す
る。本実施例では、膜厚１００ｎｍの酸化窒化珪素膜４０１ｂ（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ
＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％）を形成した。
【０１２７】
 　次いで、下地膜上に半導体膜３０２を形成する。半導体膜３０２は、非晶質構造を有
する半導体膜を公知の手段（スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、またはプラズマＣＶＤ法等）に
より、２５～８０ｎｍ（好ましくは３０～６０ｎｍ）の厚さで形成する。半導体膜の材料
に限定はないが、好ましくは珪素または珪素ゲルマニウム（ＳｉＧｅ）合金などで形成す
ると良い。本実施例では、プラズマＣＶＤ法を用い、５５ｎｍの非晶質珪素膜を成膜した
。
【０１２８】
 　このような方法により半導体膜基板および反射体を用意し、半導体膜の結晶化を行な
う。結晶化の工程ではまず、半導体膜が含有する水素を放出させておくことが好ましく、
４００～５００℃で１時間程度の加熱処理を行ない含有する水素量を前記半導体層に含ま
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れる全原子数の５％以下にしてから結晶化させると膜表面の荒れを防ぐことが出来るので
良い。
【０１２９】
 　そして、図１１（Ａ）に示すように、半導体膜基板の裏面側に反射体を設置して、半
導体膜基板の表面側からレーザビームを照射する。このとき、半導体膜基板と反射体とを
接して設置しても良い。また、レーザビームとしては、波長が３５０ｎｍ以上（好ましく
は４００ｎｍ以上）のものを用いる。例えば、ＹＡＧレーザ、ガラスレーザ、Ａｒレーザ
、ＹＬＦレーザ、ＹＶＯ4レーザ等を用いれば良い。これらのレーザを用いる場合には、
レーザ発振器から放射されたレーザビームを光学系で線状に集光し半導体膜に照射する方
法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宣選択するものであるが、ＹＡＧレーザの
第２高調波を用いる場合にはパルス発振周波数１～３００Ｈｚとし、レーザーエネルギー
密度を３００～１０００ｍＪ／ｃｍ2(代表的には３５０～８００ｍＪ／ｃｍ2)とすると良
い。そして幅１００～１０００μｍ、例えば４００μｍで線状に集光したレーザビームを
基板全面に渡って照射する。また、連続発振のＹＬＦレーザの第２高調波等を用いる場合
には、エネルギー密度を０．０１～１００ＭＷ／ｃｍ2程度（好ましくは０．１～１０Ｍ
Ｗ／ｃｍ2）とし、０．５～２０００ｃｍ／ｓ程度の速度でレーザ光に対して相対的に半
導体膜を移動させて照射するのが望ましい。本実施例では、ＹＡＧレーザの第２高調波を
光学系を用いて線状に加工して、レーザアニールを行なった。
【０１３０】
 　レーザビームの基板の表面側および裏面側からの照射により半導体膜に対する実効的
なエネルギー密度が高くなる。さらに、前記半導体膜に対するレーザビームの実効的な出
力時間が延長され、また下地絶縁膜の保熱効果により、前記半導体膜の溶融状態からの冷
却過程を緩やかなものにすることができる。その結果、前記半導体膜において大粒径の結
晶粒を形成することができる。
【０１３１】
　続いて、この結晶質半導体膜をフォトリソグラフィ法を用いたパターニング処理によっ
て、半導体層４０２～４０６を形成した。
【０１３２】
 　半導体層４０２～４０６を形成した後、ＴＦＴのしきい値を制御するために微量な不
純物元素（ボロンまたはリン）のドーピングを行なってもよい。
【０１３３】
 　次いで、半導体層４０２～４０６を覆うゲート絶縁膜４０７を形成する。ゲート絶縁
膜４０７はプラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用い、厚さを４０～１５０ｎｍとして珪
素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマＣＶＤ法により１１０ｎｍの厚さで
酸化窒化珪素膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％）で形成した。
もちろん、ゲート絶縁膜は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を含む絶縁
膜を単層または積層構造として用いても良い。
【０１３４】
 　また、酸化珪素膜を用いる場合には、プラズマＣＶＤ法でＴＥＯＳ（Tetraethyl Orth
osilicate）とＯ2とを混合し、反応圧力４０Pa、基板温度３００～４００℃とし、高周波
（１３．５６MHz）電力密度０．５～０．８W/cm2で放電させて形成することができる。こ
のようにして作製される酸化珪素膜は、その後４００～５００℃の熱アニールによりゲー
ト絶縁膜として良好な特性を得ることができる。
【０１３５】
 　次いで、図１１（Ｂ）に示すように、ゲート絶縁膜４０７上に膜厚１００～５００ｎ
ｍの導電膜４０８を形成する。本実施例では、膜厚４００ｎｍのＷ膜からなる導電膜４０
８を積層形成した。Ｗ膜は、Ｗのターゲットを用いたスパッタ法で形成した。その他に６
フッ化タングステン（ＷＦ6）を用いる熱ＣＶＤ法で形成することもできる。いずれにし
てもゲート電極として使用するためには低抵抗化を図る必要があり、Ｗ膜の抵抗率は２０
μΩｃｍ以下にすることが望ましい。Ｗ膜は結晶粒を大きくすることで低抵抗率化を図る
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ことができるが、Ｗ膜中に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害され高抵抗
化する。従って、本実施例では、高純度のＷ（純度９９．９９９９％）のターゲットを用
いたスパッタ法で、さらに成膜時に気相中からの不純物の混入がないように十分配慮して
Ｗ膜を形成することにより、抵抗率９～２０μΩｃｍを実現することができた。
【０１３６】
 　なお、本実施例では、導電膜４０８をＷとしたが、特に限定されず、いずれもＴａ、
Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｎｄから選ばれた元素、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で形成してもよい。また、リン等の不純物元素をドーピ
ングした結晶質珪素膜に代表される半導体膜を用いてもよい。また、ＡｇＰｄＣｕ合金を
用いてもよい。
【０１３７】
 　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４１０～４１５を形成
し、電極及び配線を形成するための第１のエッチング処理を行なう。
本実施例ではエッチング処理として、ＩＣＰ（Induct ively Coupled Plasma：誘導結合
型プラズマ）エッチング法を用い、エッチング用ガスにＣＦ4とＣｌ2とＯ2とを用い、そ
れぞれのガス流量比を２５：２５：１０（ｓｃｃｍ）とし、１Paの圧力でコイル型の電極
に５００WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行なった
。ここでは、松下電器産業（株）製のＩＣＰを用いたドライエッチング装置（Model  Ｅ
６４５－□ＩＣＰ）を用いた。基板側（試料ステージ）にも１５０WのＲＦ（13.56MHz）
電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この第１のエッチング処理に
よりＷ膜をエッチングして導電層の端部をテーパー形状とする。なお、ゲート絶縁膜上に
残渣を残すことなくエッチングするためには、１０～２０％程度の割合でエッチング時間
を増加させると良い。
【０１３８】
 　上記エッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすることに
より、基板側に印加するバイアス電圧の効果により導電層の端部がテーパー形状となる。
このテーパー部の角度は１５～４５°となる。４１６はゲート絶縁膜であり、導電層４０
８で覆われない領域は２０～５０nm程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。
【０１３９】
 　そして、レジストからなるマスクを除去せずに第１のドーピング処理を行ない、半導
体層にｎ型を付与する不純物元素を低濃度に添加する。（図１２（Ａ））ドーピング処理
はイオンドープ法、若しくはイオン注入法で行なえば良い。イオンドープ法の条件はドー
ズ量を１×１０12～５×１０15／ｃｍ2とし、加速電圧を３０～１２０ｋｅＶとして行な
う。本実施例ではドーズ量を１．５×１０14／ｃｍ2とし、加速電圧を８０ｋｅＶとして
行なった。ｎ型を付与する不純物元素として１５族に属する元素、典型的にはリン（Ｐ）
または砒素（Ａｓ）を用いるが、ここではリン（Ｐ）を用いた。この場合、導電層４１７
～４２１がｎ型を付与する不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的に低濃度不純物
領域３０６～３１０が形成される　。
【０１４０】
 　次いで、レジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストからなるマスク３２
０ａ～３２０ｅを形成して、図１２（Ｂ）に示すように、第２のドーピング処理を行なう
。この場合、第１のドーピング処理よりもドーズ量を上げて、３０～１２０ｋｅＶの加速
電圧で、ｎ型を付与する不純物元素を高濃度に添加する。高濃度不純物領域４２３ａ～４
２７ａには１×１０20～１×１０21／ｃｍ3の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素を添
加する。本実施例ではドーズ量を１．５×１０15／ｃｍ2とし、加速電圧を８０ｋｅＶと
して行なった。
こうして、高濃度不純物領域４２３ａ～４２７ａおよび低濃度不純物領域４２３ｂ～４２
７ｂが形成される。
【０１４１】
 　次いで、レジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストからなるマスク４４
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５ａ～４４５ｃを形成して第３のドーピング処理を行なう。（図１２（Ｃ））この第３の
ドーピング処理により、ｐチャネル型ＴＦＴの活性層となる半導体層に前記一導電型とは
逆の導電型を付与する不純物元素が添加された不純物領域４４６ａ、４４７ａを形成する
。導電層４１８、４２１を不純物元素に対するマスクとして用い、ｐ型を付与する不純物
元素を添加して自己整合的に不純物領域を形成する。本実施例では、不純物領域４４６ａ
、４４７ａはジボラン（Ｂ2Ｈ6）を用いたイオンドープ法で形成する。この第３のドーピ
ング処理の際には、ｎチャネル型ＴＦＴを形成する半導体層はレジストからなるマスク４
４５ａ～４４５ｃで覆われている。第１のドーピング処理及び第２のドーピング処理によ
って、不純物領域４４６ａ、４４７ａにはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが
、そのいずれの領域においてもｐ型を付与する不純物元素の濃度を２×１０20～２×１０
21／ｃｍ3となるようにドーピング処理することにより、ｐチャネル型ＴＦＴのソース領
域およびドレイン領域として機能するために何ら問題は生じない。
【０１４２】
 　以上までの工程で、それぞれの半導体層に不純物領域が形成される。
【０１４３】
 　次いで、レジストからなるマスク４４５ａ～４４５ｃを除去して第１の層間絶縁膜４
６１を形成する。（図１３（Ａ））この第１の層間絶縁膜４６１としては、プラズマＣＶ
Ｄ法またはスパッタ法を用い、厚さを１００～２００ｎｍとして珪素を含む絶縁膜で形成
する。本実施例では、プラズマＣＶＤ法により膜厚１５０ｎｍの酸化窒化珪素膜を形成し
た。もちろん、第１の層間絶縁膜４６１は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の
珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。
【０１４４】
 　次いで、図１３（Ａ）に示すように、加熱処理を行なって、半導体層の結晶性の回復
、それぞれの半導体層に添加された不純物元素の活性化を行なう。この加熱処理はファー
ネスアニール炉を用いる熱アニール法で行なう。熱アニール法としては、酸素濃度が１ｐ
ｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下の窒素雰囲気中で４００～７００℃、代表的には
５００～５５０℃で行なえばよく、本実施例では５５０℃、４時間の熱処理で活性化処理
を行なった。なお、熱アニール法の他に、レーザアニール法、またはラピッドサーマルア
ニール法（ＲＴＡ法）を適用することができる。レーザアニール法を用いる場合には、実
施例１乃至５で示した本発明を適用して行うこともできる。このとき、レーザとして、連
続発振またはパルス発振の固体レーザ、気体レーザ、金属レーザを用いることができる。
また、連続発振のレーザを用いる場合には、エネルギー密度を０．０１～１００ＭＷ／ｃ
ｍ2程度（好ましくは０．０１～１ＭＷ／ｃｍ2）とし、０．５～２０００ｃｍ／ｓ程度の
速度でレーザ光に対して相対的に半導体膜を移動させて照射するのが望ましい。また、パ
ルス発振のレーザを用いる場合には、エネルギー密度を５０～１０００ｍＪ／ｃｍ2(代表
的には１００～６００ｍＪ／ｃｍ2)とすると良い。
【０１４５】
 　また、第１の層間絶縁膜を形成する前に加熱処理を行なっても良い。ただし、用いた
配線材料が熱に弱い場合には、本実施例のように配線等を保護するため層間絶縁膜（珪素
を主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜）を形成した後で活性化処理を行なうことが好
ましい。
【０１４６】
 　さらに、３～１００％の水素を含む雰囲気中で、３００～５５０℃で１～１２時間の
熱処理を行ない、半導体層を水素化する工程を行なう。本実施例では水素を約３％の含む
窒素雰囲気中で４１０℃、１時間の熱処理を行なった。この工程は層間絶縁膜に含まれる
水素により半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段とし
て、プラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行なっても良い。
【０１４７】
 　また、活性化処理としてレーザアニール法を用いる場合には、上記水素化を行なった
後、エキシマレーザやＹＡＧレーザ等のレーザビームを照射することが望ましい。
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【０１４８】
 　次いで、第１の層間絶縁膜４６１上に無機絶縁膜材料または有機絶縁物材料から成る
第２の層間絶縁膜４６２を形成する。本実施例では、膜厚１．６μｍのアクリル樹脂膜を
形成したが、粘度が１０～１０００ｃｐ、好ましくは４０～２００ｃｐのものを用い、表
面に凸凹が形成されるものを用いた。
【０１４９】
 　本実施例では、鏡面反射を防ぐため、表面に凸凹が形成される第２の層間絶縁膜を形
成することによって画素電極の表面に凸凹を形成した。また、画素電極の表面に凹凸を持
たせて光散乱性を図るため、画素電極の下方の領域に凸部を形成してもよい。その場合、
凸部の形成は、ＴＦＴの形成と同じフォトマスクで行なうことができるため、工程数の増
加なく形成することができる。なお、この凸部は配線及びＴＦＴ部以外の画素部領域の基
板上に適宜設ければよい。
こうして、凸部を覆う絶縁膜の表面に形成された凸凹に沿って画素電極の表面に凸凹が形
成される。
【０１５０】
 　また、第２の層間絶縁膜４６２として表面が平坦化する膜を用いてもよい。
その場合は、画素電極を形成した後、公知のサンドブラスト法やエッチング法等の工程を
追加して表面を凹凸化させて、鏡面反射を防ぎ、反射光を散乱させることによって白色度
を増加させることが好ましい。
【０１５１】
 　そして、駆動回路５０６において、各不純物領域とそれぞれ電気的に接続する配線４
６３～４６７を形成する。なお、これらの配線は、膜厚５０ｎｍのＴｉ膜と、膜厚５００
ｎｍの合金膜（ＡｌとＴｉとの合金膜）との積層膜をパターニングして形成する。
【０１５２】
 　また、画素部５０７においては、画素電極４７０、ゲート配線４６９、接続電極４６
８を形成する。（図１３（Ｂ））この接続電極４６８によりソース配線（４４３ｂと４４
９の積層）は、画素ＴＦＴと電気的な接続が形成される。
また、ゲート配線４６９は、画素ＴＦＴのゲート電極と電気的な接続が形成される。また
、画素電極４７０は、画素ＴＦＴのドレイン領域４４２と電気的な接続が形成され、さら
に保持容量を形成する一方の電極として機能する半導体層４５８と電気的な接続が形成さ
れる。また、画素電極４７０としては、ＡｌまたはＡｇを主成分とする膜、またはそれら
の積層膜等の反射性の優れた材料を用いることが望ましい。
【０１５３】
 　以上の様にして、ｎチャネル型ＴＦＴ５０１とｐチャネル型ＴＦＴ５０２からなるＣ
ＭＯＳ回路、及びｎチャネル型ＴＦＴ５０３を有する駆動回路５０６と、画素ＴＦＴ５０
４、保持容量５０５とを有する画素部５０７を同一基板上に形成することができる。こう
して、アクティブマトリクス基板が完成する。
【０１５４】
 　また、本実施例で作製するアクティブマトリクス基板の画素部の上面図を図１４に示
す。なお、図１１～図１３に対応する部分には同じ符号を用いている。図１３中の鎖線Ａ
－Ａ’は図１４中の鎖線Ａ―Ａ’で切断した断面図に対応している。また、図１３中の鎖
線Ｂ－Ｂ’は図１４中の鎖線Ｂ―Ｂ’で切断した断面図に対応している。
【０１５５】
 なお、本実施例は実施例１乃至５のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である
。
【実施例７】
【０１５６】
 　本実施例では、本発明を用いて発光装置を作製した例について説明する。本明細書に
おいて、発光装置とは、基板上に形成された発光素子を該基板とカバー材の間に封入した
表示用パネルおよび該表示用パネルにＩＣを実装した表示用モジュールを総称したもので
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ある。なお、発光素子は、電場を加えることで発生するルミネッセンス（Electro Lumine
scence）が得られる有機化合物を含む層（発光層）と陽極層と、陰極層とを有する。また
、有機化合物におけるルミネッセンスには、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光
（蛍光）と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（リン光）があり、これらのうち
どちらか、あるいは両方の発光を含む。
【０１５７】
　なお、本明細書中では、発光素子において陽極と陰極の間に形成された全ての層を有機
発光層と定義する。有機発光層には具体的に、発光層、正孔注入層、電子注入層、正孔輸
送層、電子輸送層等が含まれる。基本的に発光素子は、陽極層、発光層、陰極層が順に積
層された構造を有しており、この構造に加えて、陽極層、正孔注入層、発光層、陰極層や
、陽極層、正孔注入層、発光層、電子輸送層、陰極層等の順に積層した構造を有している
こともある。
【０１５８】
 　図１５は本発明の発光装置の断面図である。図１５において、基板７００上に設けら
れたスイッチングＴＦＴ６０３は図１３（Ｂ）のｎチャネル型ＴＦＴ５０３を用いて形成
される。したがって、構造の説明はｎチャネル型ＴＦＴ５０３の説明を参照すれば良い。
【０１５９】
 　なお、本実施例ではチャネル形成領域が二つ形成されるダブルゲート構造としている
が、チャネル形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もしくは三つ形成されるトリ
プルゲート構造であっても良い。
【０１６０】
 　基板７００上に設けられた駆動回路は図１３（Ｂ）のＣＭＯＳ回路を用いて形成され
る。従って、構造の説明はｎチャネル型ＴＦＴ５０１とｐチャネル型ＴＦＴ５０２の説明
を参照すれば良い。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート
構造もしくはトリプルゲート構造であっても良い。
【０１６１】
 　また、配線７０１、７０３はＣＭＯＳ回路のソース配線、７０２はドレイン配線とし
て機能する。また、配線７０４はソース配線７０８とスイッチングＴＦＴのソース領域と
を電気的に接続する配線として機能し、配線７０５はドレイン配線７０９とスイッチング
ＴＦＴのドレイン領域とを電気的に接続する配線として機能する。
【０１６２】
 　なお、電流制御ＴＦＴ６０４は図１３（Ｂ）のｐチャネル型ＴＦＴ５０２を用いて形
成される。従って、構造の説明はｐチャネル型ＴＦＴ５０２の説明を参照すれば良い。な
お、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造もしくはトリプル
ゲート構造であっても良い。
【０１６３】
 　また、配線７０６は電流制御ＴＦＴのソース配線（電流供給線に相当する）
であり、７０７は後工程で形成される画素電極７１０と電気的に接続する電極である。
【０１６４】
 　７１０は無機絶縁膜材料または有機絶縁物材料から成る第３の層間絶縁膜である。ま
た、第２の層間絶縁膜７１０として表面が平坦化する膜を用いてもよい。
【０１６５】
 　そして、画素部において、電極７０６と電気的に接続する画素電極７１１を形成する
。なお、７１１は、透明導電膜からなる画素電極（発光素子の陽極）
である。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化　スズとの化合物、酸化インジウム
と酸化亜鉛との化合物、酸化亜鉛、酸化スズまたは酸化インジウムを用いることができる
。また、前記透明導電膜にガリウムを添加したものを用いても良い。
【０１６６】
 　画素電極７１１を形成後、図１５に示すようにバンク７１２を形成する。バンク７１
２は１００～４００ｎｍの珪素を含む絶縁膜もしくは有機樹脂膜をパターニングして形成
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すれば良い。なお、バンク７１２は絶縁膜であるため、成膜時における素子の静電破壊に
は注意が必要である。本実施例ではバンク７１２の材料となる絶縁膜中にカーボン粒子や
金属粒子を添加して抵抗率を下げ、静電気の発生を抑制する。この際、抵抗率は１×１０
6～１×１０12Ωｍ（好ましくは１×１０8～１×１０10Ωｍ）となるようにカーボン粒子
や金属粒子の添加量を調節すれば良い。
【０１６７】
 　画素電極７１１の上には発光層７１３が形成される。なお、図１５では一画素しか図
示していないが、本実施例ではＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の各色に対応した発光層を
作り分けている。また、本実施例では蒸着法により低分子系有機発光材料を形成している
。具体的には、正孔注入層として２０ｎｍ厚の銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）膜を設け、
その上に発光層として７０ｎｍ厚のトリス－８－キノリノラトアルミニウム錯体（Ａｌｑ

3）膜を設けた積層構造としている。Ａｌｑ3にキナクリドン、ペリレンもしくはＤＣＭ１
といった蛍光色素を添加することで発光色を制御することができる。
【０１６８】
　但し、以上の例は発光層として用いることのできる有機発光材料の一例であって、これ
に限定する必要はまったくない。発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わ
せて発光層（発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層）を形成すれば良い
。例えば、本実施例では低分子系有機発光材料を発光層として用いる例を示したが、中分
子系有機発光材料や高分子系有機発光材料を用いても良い。なお、本明細書中において、
昇華性を有さず、かつ、分子数が２０以下または連鎖する分子の長さが１０μｍ以下の有
機発光材料を中分子系有機発光材料とする。また、高分子系有機発光材料を用いる例とし
て、正孔注入層として２０ｎｍのポリチオフェン（ＰＥＤＯＴ）膜をスピン塗布法により
設け、その上に発光層として１００ｎｍ程度のパラフェニレンビニレン（ＰＰＶ）膜を設
けた積層構造としても良い。なお、ＰＰＶのπ共役系高分子を用いると、赤色から青色ま
で発光波長を選択できる。また、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を
用いることも可能である。これらの有機発光材料や無機材料は公知の材料を用いることが
できる。
【０１６９】
 　次に、発光層７１３の上には導電膜からなる陰極７１４が設けられる。本実施例の場
合、導電膜としてアルミニウムとリチウムとの合金膜を用いる。勿論、公知のＭｇＡｇ膜
（マグネシウムと銀との合金膜）を用いても良い。陰極材料としては、周期表の１族もし
くは２族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を用いれば
良い。
【０１７０】
 　この陰極７１４まで形成された時点で発光素子７１５が完成する。なお、ここでいう
発光素子７１５は、画素電極（陽極）７１１、発光層７１３及び陰極７１４で形成された
ダイオードを指す。
【０１７１】
 　発光素子７１５を完全に覆うようにしてパッシベーション膜７１６を設けることは有
効である。パッシベーション膜７１６としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪
素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いる。
【０１７２】
 この際、カバレッジの良い膜をパッシベーション膜として用いることが好ましく、炭素
膜、特にＤＬＣ（ダイヤモンドライクカーボン）膜を用いることは有効である。ＤＬＣ膜
は室温から１００℃以下の温度範囲で成膜可能であるため、耐熱性の低い発光層７１３の
上方にも容易に成膜することができる。また、ＤＬＣ膜は酸素に対するブロッキング効果
が高く、発光層７１３の酸化を抑制することが可能である。そのため、この後に続く封止
工程を行なう間に発光層７１３が酸化するといった問題を防止できる。
【０１７３】
 　さらに、パッシベーション膜７１６上に封止材７１７を設け、カバー材７１８を貼り
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合わせる。封止材７１７としては紫外線硬化樹脂を用いれば良く、内部に吸湿効果を有す
る物質もしくは酸化防止効果を有する物質を設けることは有効である。また、本実施例に
おいてカバー材７１８はガラス基板や合成石英ガラス基板やプラスチック基板（プラスチ
ックフィルムも含む）の両面に炭素膜（好ましくはダイヤモンドライクカーボン膜）を形
成したものを用いる。
【０１７４】
 　こうして図１５に示すような構造の発光装置が完成する。なお、バンク７１２を形成
した後、パッシベーション膜７１６を形成するまでの工程をマルチチャンバー方式（また
はインライン方式）の成膜装置を用いて、大気解放せずに連続的に処理することは有効で
ある。また、さらに発展させてカバー材７１８を貼り合わせる工程までを大気解放せずに
連続的に処理することも可能である。
【０１７５】
 　さらに、図１５を用いて説明したように、ゲート電極に絶縁膜を介して重なる不純物
領域を設けることによりホットキャリア効果に起因する劣化に強いｎチャネル型ＴＦＴを
形成することができる。そのため、信頼性の高い発光装置を実現できる。
【０１７６】
 　また、本実施例では画素部と駆動回路の構成のみ示しているが、本実施例の製造工程
に従えば、その他にも信号分割回路、Ｄ／Ａコンバータ、オペアンプ、γ補正回路などの
論理回路を同一の絶縁体上に形成可能であり、さらにはメモリやマイクロプロセッサをも
形成しうる。
【０１７７】
 　さらに、発光素子を保護するための封止（または封入）工程まで行なった後の本実施
例の発光発光装置について図１６を用いて説明する。なお、必要に応じて図１５で用いた
符号を引用する。
【０１７８】
 　図１６（Ａ）は、発光素子の封止までを行なった状態を示す上面図、図１６（Ｂ）は
図１６（Ａ）をＣ－Ｃ’で切断した断面図である。点線で示された８０１はソース側駆動
回路、８０６は画素部、８０７はゲート側駆動回路である。また、９０１はカバー材、９
０２は第１シール材、９０３は第２シール材であり、第１シール材９０２で囲まれた内側
には封止材９０７が設けられる。
【０１７９】
 　なお、９０４はソース側駆動回路８０１及びゲート側駆動回路８０７に入力される信
号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるＦＰＣ（フレキシブルプリントサー
キット）９０５からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここではＦＰＣしか図
示されていないが、このＦＰＣにはプリント配線基盤（ＰＷＢ）が取り付けられていても
良い。本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにＦＰＣもしくは
ＰＷＢが取り付けられた状態をも含むものとする。
【０１８０】
 　次に、断面構造について図１６（Ｂ）を用いて説明する。基板７００の上方には画素
部８０６、ゲート側駆動回路８０７が形成されており、画素部８０６は電流制御ＴＦＴ６
０４とそのドレインに電気的に接続された画素電極７１１を含む複数の画素により形成さ
れる。また、ゲート側駆動回路８０７はｎチャネル型ＴＦＴ６０１とｐチャネル型ＴＦＴ
６０２とを組み合わせたＣＭＯＳ回路（図１４参照）を用いて形成される。
【０１８１】
 　画素電極７１１は発光素子の陽極として機能する。また、画素電極７１１の両端には
バンク７１２が形成され、画素電極７１１上には発光層７１３および発光素子の陰極７１
４が形成される。
【０１８２】
 　陰極７１４は全画素に共通の配線としても機能し、接続配線９０４を経由してＦＰＣ
９０５に電気的に接続されている。さらに、画素部８０６及びゲート側駆動回路８０７に



(26) JP 5331778 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

含まれる素子は全て陰極７１４およびパッシベーション膜７１６で覆われている。
【０１８３】
 　また、第１シール材９０２によりカバー材９０１が貼り合わされている。なお、カバ
ー材９０１と発光素子との間隔を確保するために樹脂膜からなるスペーサを設けても良い
。そして、第１シール材９０２の内側には封止材９０７が充填されている。なお、第１シ
ール材９０２、封止材９０７としてはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、第１
シール材９０２はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。さらに
、封止材９０７の内部に吸湿効果をもつ物質や酸化防止効果をもつ物質を含有させても良
い。
【０１８４】
 　発光素子を覆うようにして設けられた封止材９０７はカバー材９０１を接着するため
の接着剤としても機能する。また、本実施例ではカバー材９０１を構成するプラスチック
基板９０１aの材料としてＦＲＰ（Fiberglass-Reinforced Plastics）、ＰＶＦ（ポリビ
ニルフロライド）、マイラー、ポリエステルまたはアクリルを用いることができる。
【０１８５】
 　また、封止材９０７を用いてカバー材９０１を接着した後、封止材９０７の側面（露
呈面）を覆うように第２シール材９０３を設ける。第２シール材９０３は第１シール材９
０２と同じ材料を用いることがで　きる。
【０１８６】
 　以上のような構造で発光素子を封止材９０７に封入することにより、発光素子を外部
から完全に遮断することができ、外部から水分や酸素等の発光層の酸化による劣化を促す
物質が侵入することを防ぐことができる。従って、信頼性の高い発光表示装置が得られる
。
【０１８７】
 なお、本実施例は実施例１乃至５のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である
。
【実施例８】
【０１８８】
 　本実施例では、アクティブマトリクス基板のＴＦＴ構造が異なる他の例を挙げ、液晶
表示装置を作製する方法について図１７および図１８を用いて説明する。
【０１８９】
 図１７に示すアクティブマトリクス基板は、ｎチャネル型ＴＦＴ５０１とｐチャネル型
ＴＦＴ５０２を有するＣＭＯＳ回路部とｎチャネル型ＴＦＴ５０３から成るサンプリング
回路とを有する駆動回路５０６と、画素ＴＦＴ５０４と保持容量５０５を有する画素部５
０７とが形成されている。駆動回路５０６のＣＭＯＳ回路のＴＦＴはシフトレジスタ回路
やバッファ回路などを形成し、サンプリング回路のＴＦＴは基本的にはアナログスイッチ
で形成する。
【０１９０】
 これらのＴＦＴは基板８０８に下地膜８０９を形成したのち、前記下地膜上の半導体層
にチャネル形成領域やソース領域、ドレイン領域及びＬＤＤ領域などを設けて形成する。
下地膜は実施例１～実施例３と同様に形成し、半導体層は実施例１～実施例３と同様に本
発明を用いて形成する。
【０１９１】
 ゲート絶縁膜８１１上に形成するゲート電極８１２～８１６は第１の導電層および第２
の導電層からなる積層構造となっているが、端部がテーパー形状となるように形成するこ
とに特徴がある。この形状は少なくとも３回のエッチングによって形成され、それぞれの
エッチングによって形成されたゲート電極の形状を利用して、半導体層に不純物を導入し
ている。
【０１９２】
　具体的には、第１のエッチング処理によって端部がテーパー形状となった第１の形状の
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ゲート電極をマスクとし、自己整合的に第１のドーピング処理を行なって、高濃度不純物
領域を形成する。次に、第２の導電層を選択的にエッチングして、第２の形状のゲート電
極を形成する。前記第２の形状のゲート電極における第１の導電層のテーパー形状の部分
を利用して、第２のドーピング処理を行ない、低濃度不純物領域を形成する。そして、ｎ
チャネル型ＴＦＴを作製する半導体層にマスクを設け、ｐチャネル型ＴＦＴおよび画素部
における第１の導電層を選択的にエッチングして、第３の形状のゲート電極を形成する。
そして、前記第３の形状のゲート電極をマスクとして、ゲート絶縁膜をエッチングする。
続いて、ｎチャネル型ＴＦＴおよび画素部にマスクを設け、第３のドーピング処理を行な
う。この第３のドーピング処理により、ｐチャネル型ＴＦＴの活性層となる半導体層に前
記一導電型とは逆の導電型を付与する不純物元素が添加された不純物領域を形成する。
【０１９３】
 　第２の形状のゲート電極の第１の導電層のテーパー形状の部分を利用して形成される
ＬＤＤ領域はｎチャネル型ＴＦＴの信頼性を向上させるために設け、これによりホットキ
ャリア効果によるオン電流の劣化を防止する。このＬＤＤ領域はイオンドープ法により当
該不純物元素のイオンを電界で加速して、ゲート電極の端部及び該端部の近傍におけるゲ
ート絶縁膜を通して半導体膜に添加する。
【０１９４】
 　このようにして、ｎチャネル型ＴＦＴ５０１にはチャネル形成領域８６３の外側にＬ
ＤＤ領域８３３、ソース領域またはドレイン領域８１９が形成され、ＬＤＤ領域８３３は
ゲート電極８１２と重なるように形成されている。ｎチャネル型ＴＦＴ５０３も同様な構
成とし、チャネル形成領域８６５、ゲート電極と重なるＬＤＤ領域８３５、ソース領域ま
たはドレイン領域８２１から成っている。一方、ｐチャネル型ＴＦＴ５０２は、チャネル
形成領域８６４の外側にＬＤＤ領域８４６、ソース領域またはドレイン領域８４５、８４
４から成っている。
【０１９５】
 　画素部５０７において、ｎチャネル型ＴＦＴで形成される画素ＴＦＴはオフ電流の低
減を目的としてマルチゲート構造で形成され、チャネル形成領域８６６の外側にＬＤＤ領
域８３６、ソース領域またはドレイン領域８２２が設けられている。また、保持容量５０
５は半導体層と、ゲート絶縁膜８１１と同じ層で形成される絶縁層と、容量配線８１６と
から形成されている。前記半導体層には不純物元素が添加されていて、抵抗率が低いこと
により容量配線に印加する電圧を低く抑えることができる。
【０１９６】
 　層間絶縁膜は酸化珪素、窒化珪素、または酸化窒化珪素などの無機材料から成り、５
０～５００nmの厚さの第１の層間絶縁膜８５１と、ポリイミド、アクリル、ポリイミドア
ミド、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）などの有機絶縁物材料から成る第２の層間絶縁膜８
５２とで形成する。このように、第２の層間絶縁膜を有機絶縁物材料で形成することによ
り、表面を良好に平坦化させることができる。また、有機樹脂材料は一般に誘電率が低い
ので、寄生容量を低減することができる。しかし、吸湿性があり保護膜としては適さない
ので、第１の層間絶縁膜８５１と組み合わせて形成することが好ましい。
【０１９７】
 　その後、所定のパターンのレジストマスクを形成し、それぞれの半導体層に形成され
たソース領域またはドレイン領域に達するコンタクトホールを形成する。コンタクトホー
ルの形成はドライエッチング法により行なう。この場合、エッチングガスにＣＦ4、Ｏ2、
Ｈｅの混合ガスを用い有機樹脂材料から成る第２の層間絶縁膜８５２をまずエッチングし
、その後、続いてエッチングガスをＣＦ4、Ｏ2として第１の層間絶縁膜８５１をエッチン
グする。
【０１９８】
 　そして、導電性の金属膜をスパッタ法や真空蒸着法で形成し、レジストマスクパター
ンを形成し、エッチングによってソース領域及びドレイン配線８５３～８５７と、画素電
極８６２、ゲート配線８６０、接続配線８５９を形成する。このようにして、アクティブ
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マトリクス基板を形成することができる。
【０１９９】
 そして、図１７のアクティブマトリクス基板上、少なくとも画素電極８６２上に配向膜
５６７を形成しラビング処理を行なう（図１８）。なお、本実施例では配向膜５６７を形
成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパターニングすることによって基板間隔を
保持するための柱状のスペーサ５７２を所望の位置に形成した。また、柱状のスペーサに
代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。
【０２００】
 　次いで、対向基板５６９を用意する。次いで、対向基板５６９上に着色層５７０、５
７１、平坦化膜５７３を形成する。赤色の着色層５７０と青色の着色層５７２とを重ねて
、遮光部を形成する。また、赤色の着色層と緑色の着色層とを一部重ねて、遮光部を形成
してもよい。
【０２０１】
 　このように、ブラックマスク等の遮光層を形成することなく、各画素間の隙間を着色
層の積層からなる遮光部で遮光することによって工程数の低減を可能とした。
【０２０２】
 　次いで、平坦化膜５７３上に透明導電膜からなる対向電極５７６を少なくとも画素部
に形成し、対向基板の全面に配向膜５７４を形成し、ラビング処理を施した。
【０２０３】
 　そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシ
ール材５６８で貼り合わせる。シール材５６８にはフィラーが混入されていて、このフィ
ラーと柱状スペーサによって均一な間隔を持って２枚の基板が貼り合わせられる。その後
、両基板の間に液晶材料５７５を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。
液晶材料５７５には公知の液晶材料を用いれば良い。このようにして図１８に示す反射型
液晶表示装置が完成する。
そして、必要があれば、アクティブマトリクス基板または対　向基板を所望の形状に分断
する。さらに、対向基板のみに偏光板（図示しない）を貼りつけた。そして、公知の技術
を用いてＦＰＣを貼りつけた。
【０２０４】
 　以上のようにして作製される液晶表示パネルは各種電子機器の表示部として用いるこ
とができる。
【０２０５】
 なお、本実施例は実施例１乃至５のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である
。
【実施例９】
【０２０６】
 　本発明を適用して、本願発明を実施して形成されたＣＭＯＳ回路や画素部は様々な電
気光学装置（アクティブマトリクス型液晶ディスプレイ、アクティブマトリクス型ＥＣデ
ィスプレイ、アクティブマトリクス型発光ディスプレイ）
に用いることが出来る。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電子機器全てに
本発明を実施出来る。
【０２０７】
 　その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、ヘッ
ドマウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、カーナビゲーション、カーステレ
オ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電
子書籍等）などが挙げられる。それらの例を図１９、図２０及び図２１に示す。
【０２０８】
 　図１９（Ａ）はパーソナルコンピュータであり、本体２００１、画像入力部２００２
、表示部２００３、キーボード２００４等を含む。本発明により作製される半導体装置を
表示部２００３に適用することで、本発明のパーソナルコンピュータが完成する。
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【０２０９】
 　図１９（Ｂ）はビデオカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、音声入力部２
１０３、操作スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０６等を含む。本発明
により作製される半導体装置を表示部２１０２に適用することで、本発明のビデオカメラ
が完成する。
【０２１０】
 　図１９（Ｃ）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体２２０
１、カメラ部２２０２、受像部２２０３、操作スイッチ２２０４、表示部２２０５等を含
む。本発明により作製される半導体装置を表示部２２０５に適用することで、本発明のモ
バイルコンピュータが完成する。
【０２１１】
 　図１９（Ｄ）はゴーグル型ディスプレイであり、本体２３０１、表示部２３０２、ア
ーム部２３０３等を含む。本発明により作製される半導体装置を表示部２３０２に適用す
ることで、本発明のゴーグル型ディスプレイが完成する。
【０２１２】
 　図１９（Ｅ）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプ
レーヤーであり、本体２４０１、表示部２４０２、スピーカ部２４０３、記録媒体２４０
４、操作スイッチ２４０５等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてＤＶＤ（Ｄ
ｉｇｔｉａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）
、ＣＤ等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行なうことができる。
本発明により作製される半導体装置を表示部２４０２に適用することで、本発明の記録媒
体が完成する。
【０２１３】
 　図１９（Ｆ）はデジタルカメラであり、本体２５０１、表示部２５０２、接眼部２５
０３、操作スイッチ２５０４、受像部（図示しない）等を含む。本発明により作製される
半導体装置を表示部２５０２に適用することで、本発明のデジタルカメラが完成する。
【０２１４】
 　図２０（Ａ）はフロント型プロジェクターであり、投射装置２６０１、スクリーン２
６０２等を含む。本発明により作製される半導体装置を投射装置２６０１の一部を構成す
る液晶表示装置２８０８やその他の駆動回路に適用することで、本発明のフロント型プロ
ジェクターが完成する。
【０２１５】
 　図２０（Ｂ）はリア型プロジェクターであり、本体２７０１、投射装置２７０２、ミ
ラー２７０３、スクリーン２７０４等を含む。本発明により作製される半導体装置を投射
装置２７０２の一部を構成する液晶表示装置２８０８やその他の駆動回路に適用すること
で、本発明のリア型プロジェクターが完成する。
【０２１６】
 　なお、図２０（Ｃ）は、図２０（Ａ）及び図２０（Ｂ）中における投射装置２６０１
、２７０２の構　造の一例を示した図である。投射装置２６０１、２７０２は、光源光学
系２８０１、ミラー２８０２、２８０４～２８０６、ダイクロイックミラー２８０３、プ
リズム２８０７、液晶表示装置２８０８、位相差板２８０９、投射光学系２８１０で構成
される。投射光学系２８１０は、投射レンズを含む光学系で構成される。本実施例は三板
式の例を示したが、特に限定されず、例えば単板式であってもよい。また、図２０（Ｃ）
中において矢印で示した光路に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルム
や、位相差を調節するためのフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０２１７】
 　また、図２０（Ｄ）は、図２０（Ｃ）中における光源光学系２８０１の構造の一例を
示した図である。本実施例では、光源光学系２８０１は、リフレクター２８１１、光源２
８１２、レンズアレイ２８１３、２８１４、偏光変換素子２８１５、集光レンズ２８１６
で構成される。なお、図２０（Ｄ）に示した光源光学系は一例であって特に限定されない
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。例えば、光源光学系に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位
相差を調節するフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０２１８】
 　ただし、図２０に示したプロジェクターにおいては、透過型の電気光学装置を用いた
場合を示しており、反射型の電気光学装置及び発光装置での適用例は図示していない。
【０２１９】
 　図２１（Ａ）は携帯電話であり、本体２９０１、音声出力部２９０２、音声入力部２
９０３、表示部２９０４、操作スイッチ２９０５、アンテナ２９０６等を含む。本発明に
より作製される半導体装置を表示部２９０４に適用することで、本発明の携帯電話が完成
する。
【０２２０】
 　図２１（Ｂ）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体３００１、表示部３００２、３０
０３、記憶媒体３００４、操作スイッチ３００５、アンテナ３００６等を含む。本発明に
より作製される半導体装置を表示部３００２、３００３に適用することで、本発明の携帯
書籍が完成する。
【０２２１】
 　図２１（Ｃ）はディスプレイであり、本体３１０１、支持台３１０２、表示部３１０
３等を含む。本発明により作製される半導体装置を表示部３１０３に適用することで、本
発明のディスプレイが完成する。本発明のディスプレイは特に大画面化した場合において
有利であり、対角１０インチ以上（特に３０インチ以上）のディスプレイには有利である
。

【図１】 【図２】
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