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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面を有する基板上に剥離層を形成する第１の工程と、
　前記剥離層を選択的に除去する第２の工程と、
　前記剥離層および前記基板上に接する下地絶縁層を形成する第３の工程と、
　前記剥離層と重なる下地絶縁層上に複数の薄膜集積回路を含む層を形成する第４の工程
と、
　前記複数の薄膜集積回路を覆う保護層を形成する第５の工程と、
　前記下地絶縁層を選択的に除去して、隣り合う薄膜集積回路の境界領域の剥離層を露呈
させる第６の工程と、
　前記露呈させた部分から前記剥離層をエッチングして、前記複数の薄膜集積回路の下方
に空間を形成する第７の工程と、
　前記複数の薄膜集積回路を、接着面を備える基体へ転置する第８の工程と、を有し、
　前記エッチングの進行方向は、一方向に制御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】
　絶縁表面を有する基板上に剥離層を形成する第１の工程と、
　前記剥離層を選択的に除去する第２の工程と、
　前記剥離層および前記基板上に接する下地絶縁層を形成する第３の工程と、
　前記剥離層と重なる下地絶縁層上に複数の薄膜集積回路を含む層を形成する第４の工程
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と、
　前記複数の薄膜集積回路を覆う保護層を形成する第５の工程と、
　前記下地絶縁層を選択的に除去して、隣り合う薄膜集積回路の境界領域の剥離層を露呈
させる第６の工程と、
　前記露呈させた部分から前記剥離層をエッチングして、前記複数の薄膜集積回路の下方
に空間を形成する第７の工程と、
　前記複数の薄膜集積回路を第１のラミネートフィルムへ転置した後、当該第１のラミネ
ートフィルムと第２のラミネートフィルムとで封止する第８の工程と、を有し、
　前記エッチングの進行方向は、一方向に制御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２において、前記第２の工程後の前記剥離層の上面形状は矩形であり、
前記第６の工程における前記下地絶縁層の選択的な除去により、前記剥離層の４辺のうち
の一辺が露呈され、他の３辺は前記下地絶縁層によって覆われたままであることを特徴と
する半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　絶縁表面を有する基板上に剥離層を形成する第１の工程と、
　前記剥離層を選択的に除去する第２の工程と、
　前記剥離層および前記基板上に接する下地絶縁層を形成する第３の工程と、
　前記剥離層と重なる下地絶縁層上に複数の薄膜集積回路を含む層を形成する第４の工程
と、
　前記複数の薄膜集積回路を覆う保護層を形成する第５の工程と、
　前記下地絶縁層を選択的に除去して、隣り合う薄膜集積回路の境界領域の剥離層を露呈
させる第６の工程と、
　前記露呈させた部分から前記剥離層をエッチングして、前記複数の薄膜集積回路の下方
に空間を形成する第７の工程と、
　前記複数の薄膜集積回路を、接着面を備える基体へ転置する第８の工程と、を有し、
　前記エッチングの進行方向は、対向する２方向に制御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５】
　絶縁表面を有する基板上に剥離層を形成する第１の工程と、
　前記剥離層を選択的に除去する第２の工程と、
　前記剥離層および前記基板上に接する下地絶縁層を形成する第３の工程と、
　前記剥離層と重なる下地絶縁層上に複数の薄膜集積回路を含む層を形成する第４の工程
と、
　前記複数の薄膜集積回路を覆う保護層を形成する第５の工程と、
　前記下地絶縁層を選択的に除去して、隣り合う薄膜集積回路の境界領域の剥離層を露呈
させる第６の工程と、
　前記露呈させた部分から前記剥離層をエッチングして、前記複数の薄膜集積回路の下方
に空間を形成する第７の工程と、
　前記複数の薄膜集積回路を第１のラミネートフィルムへ転置した後、当該第１のラミネ
ートフィルムと第２のラミネートフィルムとで封止する第８の工程と、を有し、
　前記エッチングの進行方向は、対向する２方向に制御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６】
　請求項４または５において、前記第２の工程後の前記剥離層の上面形状は矩形であり、
前記第６の工程における前記下地絶縁層の選択的な除去により、前記剥離層の４辺のうち
対向する２辺が露呈され、他の２辺は前記下地絶縁層によって覆われたままであることを
特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
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　請求項１乃至６のいずれか一において、前記第８の工程の後に、前記複数の薄膜集積回
路を個々に又は各組ごとに分断することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一において、フッ化ハロゲンを含む気体又は液体を用いて前
記剥離層をエッチングすることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一において、前記下地絶縁層として、フッ化ハロゲンを含む
気体又は液体と化学反応しない材料を用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一において、前記保護層として、フッ化ハロゲンを含む気体
又は液体と化学反応しない有機樹脂を用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】
　本発明は薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）で構成された回路を有する半導体装
置およびその作製方法に関する。例えば、液晶表示パネルに代表される電気光学装置や有
機発光素子を有する発光表示装置を部品として搭載した電子機器に関する。
【０００２】
　なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装
置全般を指し、電気光学装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装置である。
【背景技術】
【０００３】
　近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数～数百ｎｍ程度）を用
いて薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタは
ＩＣや電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に画像表示装置のスイッチ
ング素子として開発が急がれている。
【０００４】
　このような画像表示装置を利用したアプリケーションは様々なものが期待されているが
、特に携帯機器への利用が注目されている。現在、ガラス基板や石英基板が多く使用され
ているが、割れやすく、重いという欠点がある。また、大量生産を行う上で、ガラス基板
や石英基板は大型化が困難であり、不向きである。そのため、可撓性を有する基板、代表
的にはフレキシブルなプラスチックフィルムの上にＴＦＴ素子を形成することが試みられ
ている。
【０００５】
　しかしながら、プラスチックフィルムの耐熱性が低いためプロセスの最高温度を低くせ
ざるを得ず、結果的にガラス基板上に形成する時ほど良好な電気特性のＴＦＴを形成でき
ないのが現状である。そのため、プラスチックフィルムを用いた高性能な液晶表示装置や
発光素子は実現されていない。
【０００６】
　そこで、ガラス基板上に形成した素子を基板から剥離し、他の基材、例えばプラスチッ
クフィルムなどに転写する技術が提案されている。
【０００７】
本出願人は、特許文献１や特許文献２に記載の剥離および転写技術を提案している。
【０００８】
　また、ＩＣのような微小なデバイスにおいては、半導体ウェハを粘着シートに貼り付け
た状態でチップ単位に切断し、該切断された半導体素子を粘着シートからピックアップし
、ＩＣカード等を構成する回路基板に搭載して実装することが行われている。半導体ウェ
ハを用いているため、ピックアップ時において傷ついたり、割れやすい欠点を有していた
。
【特許文献１】特開平８－２８８５２２号公報
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【特許文献２】特開平８－２５０７４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　また、近年では、非接触で情報を記録し、且つ読み取りできる「非接触ＩＣタグ」（一
般的に非接触データキャリアとも呼ぶ）が物品や商品の情報管理、物流管理等に利用する
ことが検討されている。
【００１０】
　ＩＣカードや非接触ＩＣタグに用いる半導体チップの母体となる半導体ウェハは高価で
あり、大量生産には不向きである。
【００１１】
また、ガラス基板上に多数の電子部品素子を搭載し、個別に切断して製品とするマトリッ
クスタイプ（多数個取りタイプ）の製造方法が普及しつつある。大量生産上、大きな基板
に小さなデバイスを作製することが好ましい。
【００１２】
　また、基板上に薄膜からなる集積回路を形成し、基板から剥離する際、集積回路に亀裂
（クラックとも呼ぶ）が生じることがあった。
【００１３】
　そこで、本発明は、大面積のガラス基板上に薄膜からなる集積回路を形成した後、基板
から剥離を行い、接触、好ましくは非接触でデータの受信または送信が可能な微小なデバ
イスを大量に効率よく作製する方法を提供することを課題とする。特に薄膜からなる集積
回路は、非常に薄いため、搬送時に飛んでしまう恐れがあり、取り扱いが難しかった。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　集積回路にクラックが発生している写真を図１１（Ａ）に示す。亀裂が発生した集積回
路は、基板上に剥離層と、該剥離層上に半導体素子を含む被剥離層を設け、集積回路が設
けられている矩形領域の回り、即ち４方向から剥離層のみをエッチングして得られたもの
である。図１１（Ｂ）は亀裂の位置を示している。本発明者らは、亀裂の生じている位置
から判断して、亀裂の発生がエッチングの進行と関連していると考えた。本発明者らは、
４方向から剥離層がエッチングされて被剥離層が反り、各方向のエッチング進行の先端が
重なる部分で亀裂が生じていると考えている。被剥離層は、構成している各膜の応力の影
響で剥離層が除去されてしまうと、その部分から反ってしまっていた。従って、４方向か
ら剥離層が除去されると、それぞれ４方向に被剥離層が反ったままエッチングが進行し、
異なる方向に反った被剥離層の境界に亀裂が生じたと考えている。
【００１５】
　また、基板上に剥離層と、該剥離層上に半導体素子を含む被剥離層を設け、さらにもう
一枚の基板で被剥離層を固定した後、剥離層をエッチングで除去した場合には、上記亀裂
は生じない。これは、もう一枚の基板で被剥離層を固定しているため、被剥離層の反りが
抑えられたことが原因と考えられる。しかしながら、もう一枚の基板を用いると工程が増
加してしまい、さらに再度転写を行わなければならず、特に薄膜からなる集積回路は、非
常に薄いため、取り扱いが難しかった。
【００１６】
　そこで、本発明者らは、基板上に剥離層と、該剥離層上に集積回路を含む被剥離層を設
け、剥離層をエッチングで除去する際に、エッチングの進行を制御すれば集積回路への亀
裂の発生を防止できるということを見いだした。
【００１７】
　本発明は、エッチングの進行方向を一方向に固定し、エッチングの進行に合わせて被剥
離層の反りを一方向にすることで亀裂の発生を抑えるというものである。例えば、基板上
に設けた剥離層をパターニングして、下地絶縁層を形成し、基板と下地絶縁層とが接する
部分で固定させれば、基板と下地絶縁層とが接する部分はエッチングされないことを利用
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してエッチングの進行を制御することができる。また、他の方法として、集積回路の位置
と剥離層の露出部分の位置を設定することで、エッチングの進行を制御し、集積回路と重
ならない箇所に剥離層の一部を意図的に残存させて被剥離層を固定する方法でもよい。
【００１８】
　また、対向する２方向からエッチングを進行させてもよく、本発明はエッチングの進行
方向を対向する２方向に固定し、エッチングの進行に合わせて被剥離層の反りを２方向に
することで亀裂の発生を抑えるというものである。
【００１９】
　本明細書で開示する発明の構成は、
絶縁表面を有する基板上に剥離層を形成する第１の工程と、
前記剥離層を選択的に除去する第２の工程と、
前記剥離層および前記基板上に接する下地絶縁層を形成する第３の工程と、
前記剥離層と重なる下地絶縁層上に複数の薄膜集積回路を含む層を形成する第４の工程と
、
薄膜集積回路を覆う保護層を形成する第５の工程と、
下地絶縁層を選択的に除去して隣り合う薄膜集積回路の境界領域の剥離層を露呈させる第
６の工程と、
露呈させた部分から剥離層をエッチングして、前記薄膜集積回路の下方に空間を形成する
第７の工程と、
前記薄膜集積回路を、接着面を備える基体へ転置する第８の工程と、を有し、
前記エッチングは、前記下地絶縁層によってエッチングの進行方向を制御されることを特
徴とする半導体装置の作製方法である。
【００２０】
　また、もう一枚の基板を用いることなく、ヒートシールを行うことによってラミネート
が可能である点も本発明の特徴であり、他の発明の構成は、
絶縁表面を有する基板上に剥離層を形成する第１の工程と、
前記剥離層を選択的に除去する第２の工程と、
前記剥離層および前記基板上に接する下地絶縁層を形成する第３の工程と、
前記剥離層と重なる下地絶縁層上に複数の薄膜集積回路を含む層を形成する第４の工程と
、
薄膜集積回路を覆う保護層を形成する第５の工程と、
下地絶縁層を選択的に除去して隣り合う薄膜集積回路の境界領域の剥離層を露呈させる第
６の工程と、
露呈させた部分から剥離層をエッチングして、前記薄膜集積回路の下方に空間を形成する
第７の工程と、
前記薄膜集積回路を、第１のラミネートフィルムへ転置し、第２のラミネートフィルムと
でラミネートする第８の工程と、を有し、
前記エッチングは、前記下地絶縁層によってエッチングの進行方向を制御されることを特
徴とする半導体装置の作製方法である。
【００２１】
　また、上記各構成において、前記第８の工程の後に、前記薄膜集積回路を個々に又は各
組ごとに分断する第９の工程を有することによって、多面取りを実現することができる。
【００２２】
　また、上記各構成において、前記薄膜集積回路の上面形状は、矩形であり、前記露呈さ
せた剥離層の領域は、前記薄膜集積回路の一辺または対向する二辺と平行に位置している
ことを特徴としている。
【００２３】
　また、上記構成よりも工程を短縮するため、他の方法として、集積回路の位置と剥離層
の露出部分の位置を設定することで、エッチングの進行を制御し、集積回路と重ならない
箇所に剥離層の一部を意図的に残存させて被剥離層を固定する方法でもよく、他の発明の
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構成は、
絶縁表面を有する基板上に剥離層を形成する第１の工程と、
前記剥離層上に下地絶縁層を形成する第２の工程と、
前記剥離層上に第１の薄膜集積回路および第２の薄膜集積回路を含む層を形成する第３の
工程と、
第１の薄膜集積回路および第２の薄膜集積回路を覆う保護層を形成する第４の工程と、
第１の薄膜集積回路および第２の薄膜集積回路を囲む下地絶縁層を選択的に除去して剥離
層を露呈させる第５の工程と、
露呈させた部分から剥離層を部分的エッチングして、前記第１の薄膜集積回路および前記
第２の薄膜集積回路の下方に空間を形成し、且つ、第１の薄膜集積回路と第２の薄膜集積
回路との間に剥離層の一部を残存させる第６の工程と、
前記薄膜集積回路を、接着面を備える基体へ転置する第７の工程と、を有していることを
特徴とする半導体装置の作製方法である。
【００２４】
　また、上記各構成において、前記下地絶縁層は、フッ化ハロゲンを含む気体又は液体と
化学反応しない材料であることを特徴としている。即ち、前記下地絶縁層は、フッ化ハロ
ゲンを含む気体又は液体によるエッチングから薄膜集積回路を保護する役目を果たしてい
る。例えば、前記下地絶縁層の材料として、窒化珪素または酸化珪素を主成分とする無機
絶縁膜などを用いることができる。
【００２５】
　また、上記各構成において、前記保護層はフッ化ハロゲンを含む気体又は液体と化学反
応しない有機樹脂であることを特徴している。即ち、前記保護層は、フッ化ハロゲンを含
む気体又は液体によるエッチングから薄膜集積回路を保護する役目を果たしている。例え
ば、前記保護層の材料として、エポキシ樹脂やテフロン（登録商標）樹脂などを用いるこ
とができる。
【００２６】
　また、本明細書で剥離層とは、フッ化ハロゲンを含む気体又は液体によるエッチングで
除去される層を指しており、被剥離層とは、基板から剥離される薄膜集積回路を含む層を
指している。なお、被剥離層は、少なくとも薄膜集積回路を含む層を有し、さらに下地絶
縁層または保護層をも含ませた積層を被剥離層と呼んでもよい。
【００２７】
　なお、本明細書でラミネートフィルムとは、基材フィルムと接着性合成樹脂フィルムと
の積層フィルム、または２種類以上の積層フィルムを指す。基材フィルムとしては、ＰＥ
ＴやＰＢＴ等のポリエステル、ナイロン６、ナイロン６６等のポリアミド、また無機蒸着
フィルム、または紙類を用いればよい。また、接着性合成フィルムとしてはＰＥやＰＰ等
のポリオレフィン、アクリル系合成樹脂、エポキシ系合成樹脂などを用いればよい。ラミ
ネートフィルムはラミネート装置により、被処理体と熱圧着によりラミネートされる。な
お、ラミネート工程を行う前処理としてアンカーコート剤を塗布することが好ましく、ラ
ミネートフィルムと被処理体との接着を強固なものとすることができる。アンカーコート
剤としてはイソシアネート系などを用いればよい。
【００２８】
　また、本明細書でヒートシールとは、加熱圧着により封止することを指しており、フィ
ルム基材にパートコートされている接着剤層か、ラミネートフィルムの融点の低い最外層
または最内層を熱によって溶かし、加圧によって接着することを言う。
【００２９】
また、ＴＦＴ構造に関係なく本発明を適用することが可能であり、例えば、トップゲート
型ＴＦＴや、ボトムゲート型（逆スタガ型）ＴＦＴや、順スタガ型ＴＦＴを用いることが
可能である。また、シングルゲート構造のＴＦＴに限定されず、複数のチャネル形成領域
を有するマルチゲート型ＴＦＴ、例えばダブルゲート型ＴＦＴとしてもよい。
【００３０】



(7) JP 4801337 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

また、ＴＦＴの活性層としては、非晶質半導体膜、結晶構造を含む半導体膜、非晶質構造
を含む化合物半導体膜などを適宜用いることができる。さらにＴＦＴの活性層として、非
晶質と結晶構造（単結晶、多結晶を含む）の中間的な構造を有し、自由エネルギー的に安
定な第３の状態を有する半導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する結晶質な領
域を含んでいるセミアモルファス半導体膜（微結晶半導体膜、マイクロクリスタル半導体
膜とも呼ばれる）も用いることができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明により半導体集積回路への亀裂などのダメージを低減することができる。
【００３２】
また、本発明のように、基板上に薄膜集積回路が保持された状態であれば、当該基板をそ
のまま搬送することができるため、搬送手段を含む量産装置に用いることができる。例え
ば、ラミネート装置に、薄膜集積回路が保持された基板を搬送すれば、当該薄膜集積回路
のラミネート処理を連続的に行うことができる。
【００３３】
　また、基板上に薄膜集積回路を形成し、その基板から剥離した後は、その基板を再利用
することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　本発明の実施形態について、以下に説明する。
【００３５】
　本発明では、ガラス基板をそのまま固定基板とすることで、剥離工程や転写工程におい
て、小さなサイズを有する集積回路がバラバラになることを防ぐ。この方法としては、以
下の３つの方法を挙げることができる。
【００３６】
　第１の方法は、基板上に設けた剥離層をパターニングして、下地絶縁層を形成し、基板
と下地絶縁層とが接する部分で固定させれば、基板と下地絶縁層とが接する部分はエッチ
ングされないことを利用する集積回路の固定方法である。
【００３７】
　また、第２の方法は、該剥離層上に半導体素子などのデバイス部を設けた後、部分的に
保護層（代表的には樹脂）を設けると、保護層を設けた箇所と重なる剥離層の部分は除去
されにくくなることを利用して、残存させた剥離層で固定する固定方法である。
【００３８】
　また、第３の方法は、集積回路の位置と剥離層の露出部分の位置を設定することで、エ
ッチングの進行を制御し、集積回路と重ならない箇所に剥離層の一部を意図的に残存させ
て被剥離層を固定する固定方法である。
【００３９】
　これらの固定方法により、ガラス基板をそのまま固定基板とすることで、剥離工程や転
写工程において、小さなサイズを有する集積回路がバラバラになることを防ぐことができ
る。本発明により、大きな基板に小さなデバイスを作製し、個々に取り扱うことが簡便と
なる。
【００４０】
以下に上記３つのうち、一つの方法を用いた本発明の実施形態について説明する。但し、
本発明は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその
形態及び詳細を様々に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、本発
明は以下に示す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、以下に
説明する本発明の構成において、同じものを指す符号は異なる図面間で共通して用いる。
【００４１】
（実施の形態１）
ここでは、本発明の半導体装置の作製方法について以下に説明する。
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【００４２】
まず、絶縁表面を有する基板１０上に剥離層１１ａを形成し、パターニングする。なお、
絶縁表面を有する基板１０とは、ガラス基板、石英基板、プラスチック基板、アクリル等
の可撓性を有する合成樹脂からなる樹脂基板、金属基板に相当する。また、剥離層１１ａ
は、珪素を含む層をスパッタリング法やプラズマＣＶＤ法等の公知の方法により形成する
。珪素を含む層とは、非晶質半導体層、非晶質状態と結晶質状態とが混在したセミアモル
ファス半導体層、結晶質半導体層に相当する。
【００４３】
　次いで、無機絶縁膜からなる下地絶縁層１２ａを形成する。下地絶縁層１２ａは、プラ
ズマＣＶＤ法やスパッタリング法等の公知の方法を用いて、酸化珪素、窒化珪素、酸化窒
化珪素、窒化酸化珪素等からなる単層膜、またはこれらの積層膜を形成する（図１（Ａ）
参照）。
【００４４】
　次いで、絶縁膜１２ａを下地膜とする被剥離層１３を形成する。次いで、スクリーン印
刷法または液滴吐出法により保護層１６を形成する（図１（Ｂ）参照）。図１（Ｂ）では
、第１の素子群を含む被剥離層と、第１の素子群を含む被剥離層に隣接する第２の素子群
を含む被剥離層とを示した例を示しているが、特に限定されず、基板１０には多数の素子
群が設けられており、最終的に個別に切断して製品とする。なお、第１の素子群を含む被
剥離層１３は、第１の層間絶縁層１３ａ、第２の層間絶縁層１３ｂ、複数のＴＦＴ１３ｃ
とアンテナとして機能する導電層とを含んでおり、最終的には第１の素子群を含む被剥離
層１３が一つのデバイスとなる。
【００４５】
　なお、この段階での上面図を図１（Ｃ）に示す。被剥離層１３を覆うように保護層１６
を形成すればよく、例えば、図１（Ｃ）に上面図の一例を示したように保護層１６は１つ
の素子群を囲む矩形形状とする。また、保護層１６は、ハロゲン化フッ素を含む気体又は
液体と化学反応しない材料であることが好ましい。ここでは保護層１６として、エポキシ
樹脂を用いてスクリーン印刷法により格子形状とする。
【００４６】
　次いで、レジストマスク１７を形成して、下地絶縁層のエッチングを行い、下地絶縁層
１２ｂを残存させるとともに、剥離層１１ａを露呈させる（図１（Ｄ）参照）。また、工
程を短縮するために、保護層をマスクとして自己整合的に下地絶縁層をエッチングしても
よい。
【００４７】
　次いで、エッチング剤を用いて、剥離層を除去する。なお、エッチング途中の断面図を
図１（Ｅ）に示す。図１（Ｅ）に示すように剥離層は露呈された部分から一方向にエッチ
ングされる。また、この段階での上面図を図１（Ｆ）に示す。また、図１（Ｅ）とは異な
る面で切断した断面図を図１（Ｇ）に示す。エッチング剤には、ハロゲン化フッ素を含む
気体又は液体を使用する。ハロゲン化フッ素を含む気体としては、例えば三フッ化塩素（
ＣｌＦ3）を使用する。エッチングが終了すると、残存している剥離層１１ｂが完全に除
去されて空間２２が形成される。
【００４８】
　エッチングが終了した断面図を図２（Ａ）に示す。被剥離層１３および保護層１６は、
下地絶縁層１２ｂと基板１０との接触部分で固定されている。即ち、エッチングの終了後
、被剥離層の３辺が下地絶縁層１２ｂで固定された状態となっている。剥離層のエッチン
グが進行しても下地絶縁層１２ｂで固定することによって、被剥離層１３の反りを抑え、
クラックの発生を抑制することができる。
【００４９】
　次いで、第１の接着性合成樹脂フィルム１８ａと第１の基材フィルム１９ａとの積層か
らなるラミネートフィルムに対して、第１の素子群を含む被剥離層と第２の素子群を含む
被剥離層とをラミネート法により熱圧着させて、第１の素子群を含む被剥離層と第２の素
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子群を含む被剥離層を基板１０から剥離する（図２（Ｂ）参照）。図２（Ｂ）では、剥離
させる工程で下地絶縁層が２つに分断され、被剥離層と重なる部分は基板１０から剥離さ
れ、基板と接している部分は基板に残ったままとなっている例を示している。なお、下地
絶縁層を分断するのではなく、下地絶縁層と基板との界面で分離させてもよい。
【００５０】
　強度、加工作業性、コスト等の点からラミネートフィルムのトータル厚さは１５μｍ～
２００μｍのものを使用する。ここでは、ポリエチレン（２０μｍ）とポリエチレンフィ
ルム（４０μｍ）との積層で形成されたラミネートフィルム（トータル厚さ６０μｍ）を
用いる。
【００５１】
　熱圧着させる際には、素子群に含まれる素子を破壊しない範囲、好ましくは素子特性が
変化しない範囲で加熱温度と圧力を設定することが好ましい。また、保護層１６は、圧着
させる際に圧力を保護層１６の部分に集中させることができ、素子群に圧力が集中するこ
とを防ぐ効果もある。
【００５２】
　また、第１の接着性合成樹脂フィルムと第１の基材フィルムとの積層からなるラミネー
トフィルムに代えて、接着層を有する基材を用いてもよい。
【００５３】
　この段階で、図２（Ｂ）に示すように、第１の接着性合成樹脂フィルム１８ａと第１の
基材フィルム１９ａとの積層からなるラミネートフィルムに第１の素子群を含む被剥離層
と第２の素子群を含む被剥離層とが接着された状態を得ることができる。
【００５４】
　次いで、第２の接着性合成樹脂フィルム２０と第２の基材フィルム２１との積層からな
るラミネートフィルムに対して、第１の素子群を含む被剥離層と第２の素子群を含む被剥
離層とをラミネート法により熱圧着（約１００℃程度）させて封止を行う。ここでも、ポ
リエチレン（２０μｍ）とポリエチレンフィルム（４０μｍ）との積層で形成されたラミ
ネートフィルム（トータル厚さ６０μｍ）を用いる。なお、本実施の形態では、同じ種類
のラミネートフィルム２枚を用いて封止を行った例を示したが特に限定されず、２枚の異
なる種類のラミネートフィルムを封止に用いてもよい。
【００５５】
　また、第２の接着性合成樹脂フィルム２０と第２の基材フィルム２１との積層からなる
ラミネートフィルムに代えて、接着層を有する基材を用いて封止してもよい。
【００５６】
　最後に、個々に分断を行って図２（Ｃ）の状態を得ることができる。ラミネートフィル
ムと第１の素子群とは直接接しており、間に他の材料層を有していない。こうして、２枚
のラミネートフィルム（６０μｍ）で挟まれた非常に厚さの薄い半導体装置（合計膜厚は
第１の素子群の厚さ（３μｍ以下）＋１２０μｍ）を提供することができる。なお、図２
（Ｃ）では、ラミネートフィルムが曲がっている図面となっているが、実際は、第１の素
子群の厚さは３μｍ以下であるのに対し、ラミネートフィルムは１枚当たり６０μｍであ
るため、貼りあわされた２枚のラミネートフィルムは、ほとんど平坦である。
【００５７】
（実施の形態２）
　また、ここでは実施の形態１とは異なる作製方法を図３を用いて説明する。
【００５８】
　まず、実施の形態１と同様に、絶縁表面を有する基板３１０上に島状の剥離層３１１ａ
を形成する。次いで、実施の形態１と同様に、無機絶縁膜からなる下地絶縁層３１２ａを
形成する（図３（Ａ）参照）。
【００５９】
次いで、実施の形態１と同様に、絶縁膜３１２ａを下地膜とする被剥離層３１３を形成す
る。なお、第１の素子群を含む被剥離層３１３は、第１の層間絶縁層３１３ａ、第２の層
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間絶縁層３１３ｂ、複数のＴＦＴ３１３ｃとアンテナとして機能する導電層とを含んでお
り、最終的には第１の素子群を含む被剥離層３１３が一つのデバイスとなる。次いで、ス
クリーン印刷法または液滴吐出法により保護層３１６を形成する。なお、ここでは保護層
３１６の端部が剥離層３１１ａの端部よりも内側に位置するようにする（図３（Ｂ）参照
）。
【００６０】
　実施の形態１では、剥離層の一辺のみを露呈させた例を示したが、本実施の形態では対
向する２辺を露呈させた例を示す。
【００６１】
　なお、この段階での上面図を図３（Ｃ）に示す。被剥離層３１３の対向する２辺を覆う
ように保護層３１６を形成すればよく、例えば、図３（Ｃ）に上面図の一例を示したよう
に保護層３１６は１つの素子群と交差する矩形形状とする。また、保護層３１６は、ハロ
ゲン化フッ素を含む気体又は液体と化学反応しない材料であることが好ましい。
【００６２】
　次いで、レジストマスク３１７を形成して、エッチングを行い、下地絶縁層３１２ｂを
残存させるとともに、剥離層３１１ａを露呈させる（図３（Ｄ）参照）。また、工程を短
縮するために、保護層をマスクとして自己整合的に下地絶縁層をエッチングしてもよい。
【００６３】
　次いで、エッチング剤を用いて、剥離層を除去する。なお、エッチング途中の断面図を
図３（Ｅ）に示す。図３（Ｅ）に示すように剥離層は露呈された２辺の部分から中心に向
かう方向にエッチングされる。また、この段階での上面図を図３（Ｆ）に示す。また、図
３（Ｅ）とは異なる面で切断した断面図を図３（Ｇ）に示す。エッチング剤には、ハロゲ
ン化フッ素を含む気体又は液体を使用する。ハロゲン化フッ素を含む気体としては、例え
ば三フッ化塩素（ＣｌＦ3）を使用する。エッチングが終了すると、残存している剥離層
３１１ｂが完全に除去されて空間３２２が形成される。
【００６４】
　エッチングの終了後、実施の形態１では被剥離層の３辺が下地絶縁層で固定された状態
となっていたが、本実施の形態では被剥離層の２辺が下地絶縁層で固定された状態となっ
ている。剥離層のエッチングが進行しても下地絶縁層３１２ｂで固定することによって、
被剥離層３１３の反りを抑え、クラックの発生を抑制することができる。
【００６５】
　以降の工程は、実施の形態１と同一であるため、ここでは詳細な説明は省略する。実施
の形態１と同様に第１ラミネートフィルムに対して第１の素子群を含む被剥離層と第２の
素子群を含む被剥離層とをラミネート法により熱圧着させて、第１の素子群を含む被剥離
層と第２の素子群を含む被剥離層を基板３１０から剥離する。次いで、実施の形態１と同
様に第２ラミネートフィルムに対して、第１の素子群を含む被剥離層と第２の素子群を含
む被剥離層とをラミネート法により熱圧着（約１００℃程度）させて封止を行う。最後に
、個々に分断を行ってデバイスを完成させる。
【００６６】
　本実施の形態は、実施の形態１に比べ、２方向からのエッチングとなるため、剥離層を
全部除去する時間を半分に短縮することができる。
【００６７】
　また、本実施の形態は実施の形態１と自由に組み合わせることができる。
【００６８】
（実施の形態３）
　また、ここでは実施の形態１および実施の形態２とは異なる作製方法を図４、および図
５を用いて説明する。
【００６９】
　実施の形態１および実施の形態２は、剥離層を島状に形成した例を示したが、本実施の
形態では、剥離層をパターニングしない例を示す。
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【００７０】
　まず、絶縁表面を有する基板４１０全面上に剥離層４１１ａを形成する。次いで、無機
絶縁膜からなる下地絶縁層４１２ａを形成する（図４（Ａ）参照）。
【００７１】
　次いで、絶縁膜４１２ａを下地膜とする被剥離層４１３を形成する。なお、第１の素子
群を含む被剥離層４１３は、第１の層間絶縁層４１３ａ、第２の層間絶縁層４１３ｂ、複
数のＴＦＴ４１３ｃとアンテナとして機能する導電層とを含んでおり、最終的には第１の
素子群を含む被剥離層４１３が一つのデバイスとなる。
【００７２】
　次いで、スクリーン印刷法または液滴吐出法により保護層４１６を形成する。なお、こ
こでは保護層４１６は第１の素子群を含む被剥離層と第２の素子群を含む被剥離層との両
方を覆うように形成する（図４（Ｂ）参照）。
【００７３】
実施の形態１及び実施の形態２では、被剥離層をパターニングすることでエッチングを制
御する例を示したが、本実施の形態ではクラックが発生すると予想される箇所と重ならな
いように、保護層の配置および被剥離層の配置を適宜設計する例を示す。
【００７４】
　次いで、保護層４１６をマスクとして下地絶縁層４１２ａを選択的にエッチングすると
ともに剥離層４１１ａを露呈させる（図４（Ｃ）参照）。
【００７５】
　なお、この段階での上面図を図５（Ａ）に示す。図５（Ａ）の実線Ａ－Ｂで切断した断
面図が図４（Ｃ）に相当する。
【００７６】
　次いで、エッチング剤を用いて、剥離層を除去する。なお、ここでのエッチングでは、
剥離層を全部除去するのではなく、エッチングを途中で止めて剥離層を一部残存させ、残
存させた部分で被剥離層を固定する。なお、エッチング終了後の断面図を図４（Ｄ）に示
す。エッチングは被剥離層を回り込むように行われる。一つの被剥離層は、一方向からエ
ッチングされるように被剥離層と保護層とが配置されている。
【００７７】
　なお、この段階での上面図を図５（Ｂ）に示す。図５（Ｂ）の実線Ｃ－Ｄで切断した断
面図が図４（Ｄ）に相当する。
【００７８】
　エッチングの終了後、実施の形態１及び実施の形態２では被剥離層が下地絶縁層で固定
された状態となっていたが、本実施の形態では被剥離層４１３が残存した剥離層４１１ｂ
で固定された状態となっている。剥離層のエッチングが進行してもクラックの発生しやす
い箇所には被剥離層が配置されていない。
【００７９】
　以降の工程は、実施の形態１と同一であるため、ここでは詳細な説明は省略する。実施
の形態１と同様に第１ラミネートフィルムに対して第１の素子群を含む被剥離層と第２の
素子群を含む被剥離層とをラミネート法により熱圧着させて、第１の素子群を含む被剥離
層と第２の素子群を含む被剥離層を基板４１０から剥離する。次いで、実施の形態１と同
様に第２ラミネートフィルムに対して、第１の素子群を含む被剥離層と第２の素子群を含
む被剥離層とをラミネート法により熱圧着（約１００℃程度）させて封止を行う。最後に
、個々に分断を行ってデバイスを完成させる。
【００８０】
　本実施の形態は、実施の形態１および実施の形態２に比べ、剥離層のパターニング工程
が不要となるため、工程数を短縮することができる。
【００８１】
　また、本実施の形態は実施の形態１または実施の形態２と自由に組み合わせることがで
きる。
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【００８２】
（実施の形態４）
本実施の形態では、薄膜集積回路の製造装置の例を示す。
【００８３】
図６（Ａ）～図６（Ｅ）には、送り出し用キャリア１４０１、第１基板移動用アーム１４
００、エッチング剤導入用チャンバー１４０５、エッチング剤導入口１４０６、エッチン
グ剤排出口１４０７、第２基板移動用アーム１４０８、ベルトコンベア１４１０、フィル
ムの送り出し用ロール１４１１、巻き取り用ロール１４１２、フィルム送り出し用ロール
１４１３、アライメント装置１４１４を示す。
【００８４】
図６（Ａ）に示すように、剥離層を除去する前の状態の薄膜集積回路を含む層は、送り出
し用キャリア１４０１から送り出し用エレベータ１４０２を用いて搬送される。このとき
、下地絶縁層により薄膜集積回路を含む層は固定され、ばらばらに分離することなく基板
を移動することができる。なお、この段階での基板１０は、剥離層の一部が露呈されてお
り、実施の形態１の図２（Ａ）に示した状態に相当する。
【００８５】
そして図６（Ｂ）に示すように、第１基板移動用アーム１４００を用いて、薄膜集積回路
を含む層が形成されている基板１０を挟み込んで持ち上げ、図６（Ｃ）に示すエッチング
剤導入用チャンバー１４０５へ設置する。また基板１０に形成された薄膜集積回路を下方
からすくい上げ、チャンバー１４０５の下部へ基板１０を端から入れることもできる。す
なわち、基板１０をチャンバー１４０５へ設置を可能とする手段であれば、第１基板移動
用アーム１４００に限定されない。
【００８６】
この状態で、エッチング剤導入口１４０６からエッチング剤を導入し、エッチング剤排出
口１４０７から排出する。エッチング剤は、露呈している箇所から剥離層を除去、即ち、
薄膜集積回路と基板との間に存在する剥離層を除去して空洞を形成する。
【００８７】
剥離層の除去を行った後、第２基板移動用アーム１４０８により図６（Ｅ）に示す装置場
所に基板を移動させる。このとき、下地絶縁層により薄膜集積回路を含む層は固定され、
ばらばらに分離することなく基板を移動することができる。
【００８８】
その後、フィルムの送り出し用ロール１４１１から送り出される、接着面を備えるフィル
ム、例えばスコッチテープ、タックウェルテープ（極薄片面テープ）、ダブルタックテー
プ（極薄両面テープ）を極薄フィルムへ貼り合わせたもの等に基板を押し付けることによ
って、薄膜集積回路のみを転置させる。このとき、接着面を備えるフィルムの接着強度は
、下地絶縁層と基板との密着強度より高くなるようにする。また、転置と同時に個々の薄
膜集積回路の切り離しが行われる。なお、図６（Ｅ）は、転置後の状態を示しており、基
板と接する下地絶縁層の一部は転置されず、基板に残存したままとなる。
【００８９】
なお接着面を備えるフィルムには、アンテナが形成されていてもよい。またアンテナの間
隔と、薄膜集積回路の間隔が異なる場合、伸展性フィルムにアンテナを形成し、フィルム
を引っ張りながらアンテナと薄膜集積回路を貼り合わせてもよい。
【００９０】
その後、フィルム送り出し用ロール１４１３より、保護膜として機能するフィルム（保護
フィルム）、例えばラミネート加工用フィルム、スコッチテープ、タックウェルテープ（
極薄片面テープ）、ダブルタックテープ（極薄両面テープ）を極薄フィルムへ貼り合わせ
たもの等が送り出される。これらの保護フィルムは、エッチングガスに対する耐性を有し
、熱耐性が強いことが望まれる。そしてアライメント装置１４１４、例えばＣＣＤカメラ
により、貼り合わせのアライメントを制御し、薄膜集積回路に保護フィルムを貼り合わせ
る。
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【００９１】
最後に、巻き取り用ロール１４１２に完成した薄膜集積回路が巻き取られる。
【００９２】
その後、物品へ実装するときに薄膜集積回路を切断する。そのため、巻き取り用ロール１
４１２に巻き取られた状態で薄膜集積回路の移動、又は取引を行なうことができる。その
結果、５ｍｍ四方（２５ｍｍ2）以下、好ましくは０．３ｍｍ四方（０．０９ｍｍ2）～４
ｍｍ四方（１６ｍｍ2）の微少な薄膜集積回路が、ばらばらに分離することなく、簡便な
作製、移動、又は取引を行なうことができる。
【００９３】
　本実施の形態は、実施の形態１、実施の形態２、または実施の形態３と自由に組み合わ
せることができる。
【００９４】
（実施の形態５）
本実施の形態では実施の形態４で示した製造装置とは異なる製造装置を示す。実施の形態
４では基板を第２基板移動用アームで押し付ける例であったが、本実施の形態ではロール
を用いる。
【００９５】
図７には、送り出し用キャリア１２０１、送り出し用エレベータ１２０２、ベルトコンベ
ア１２０３、転置用ローラー１２０４、フィルムの送り出し用ロール１２０５、取り出し
用キャリア１２０６、取り出し用エレベータ１２０７、ローラー１２０８ａ、１２０８ｂ
、１２０８ｃ、１２０８ｄ、動作評価用装置１２０９、フィルム送り出し用ロール１２１
０、アライメント装置１２１１、巻き取り用ロール１２１２を示す。なおフィルムの送り
出し用ロール１２０５からは、薄膜集積回路の上面に対して接着面を備えるもの、所謂テ
ープが送り出される。
【００９６】
図７に示したように、剥離層が除去された薄膜集積回路を有する基板１０は、送り出し用
キャリア１２０１から搬送され、ベルトコンベア１２０３上に配置される。なお、この段
階での基板１０は、剥離層の一部が露呈されており、実施の形態１の図２（Ａ）に示した
状態に相当する。
【００９７】
　そしてベルトコンベア１２０３で運ばれた基板は、接着面を備える転置用ローラー１２
０４に押しつけられ、下地絶縁層上に設けられた薄膜集積回路のみが転置される。このよ
うな転置用ローラー１２０４は、シリコン系樹脂、又はフッ素系樹脂により形成すること
ができる。具体的には、シリコーンゴム、パーフロロエラストマー、フルオンアフラス、
テフロン（登録商標）ゴム等により形成することができる。特に、パーフロロエラストマ
ー、フルオンアフラスは、耐熱性、耐薬品性の高く好ましい。
【００９８】
このとき、転置用ローラー１２０４の接着強度は、基板と下地絶縁層との密着強度より高
くなるように設定する。そして、下地絶縁層上に設けられた薄膜集積回路のみを基板から
転置し、基板１０はそのままベルトコンベア１２０３により移動する。
【００９９】
その後、フィルムの送り出し用ロール１２０５から、接着面を備えるフィルム、例えばス
コッチテープ、タックウェルテープ（極薄片面テープ）、ダブルタックテープ（極薄両面
テープ）を極薄フィルムへ貼り合わせたもの等が送り出される。これらのフィルムは、エ
ッチングガスに対する耐性を有し、熱耐性が強いことが望まれる。そして、ローラー１２
０８ａにより、転置された薄膜集積回路に接着面を備えるフィルムを貼り合わせることが
できる。
【０１００】
なお、接着面を備えるフィルムには、アンテナが形成されていてもよい。その場合、ロー
ラー１２０８ａの近傍にアライメント装置を設けるとよい。またアンテナの間隔と、薄膜
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集積回路の間隔が異なる場合、伸展性フィルムにアンテナを形成し、フィルムを引っ張り
ながらアンテナと薄膜集積回路を貼り合わせてもよい。
【０１０１】
フィルムが貼り合わされた薄膜集積回路は、ローラー１２０８ｂ等により、動作評価用装
置１２０９を通過する。このとき薄膜集積回路の動作を確認することができる。例えば、
動作評価用装置としてリーダ＼ライタ装置を用い、アンテナが実装された薄膜集積回路が
搬送されてくると、所定の信号を記録し、当該信号を返信するか否かによって動作を確認
することができる。
【０１０２】
このとき、例えば、７３００×９２００ｍｍ2のガラス基板を用いて薄膜集積回路を形成
すると、１ｍｍ四方のＩＤタグが約６７２０００個作製することができるため、動作確認
は、ランダムに選択された薄膜集積回路に対して行なう。
【０１０３】
その後、保護フィルム送り出し用ロール１２１０より、保護膜として機能するフィルム（
保護フィルム）、例えばラミネート加工用フィルム、スコッチテープ、タックウェルテー
プ（極薄片面テープ）、ダブルタックテープ（極薄両面テープ）を極薄フィルムへ貼り合
わせたもの等が送り出される。これらの保護フィルムは、エッチングガスに対する耐性を
有し、熱耐性が強いことが望まれる。そしてアライメント装置１２１１、例えばＣＣＤカ
メラにより、貼り合わせのアライメントを制御し、薄膜集積回路に保護フィルムを貼り合
わせる。
【０１０４】
最後に、巻き取り用ロール１２１２に完成した薄膜集積回路が巻き取られる。
【０１０５】
その後、物品へ実装するときに薄膜集積回路を個々に切断する。そのため、巻き取り用ロ
ール１２１２に巻き取られた状態で薄膜集積回路の移動、又は取引を行なうことができる
。その結果、５ｍｍ四方（２５ｍｍ2）以下、好ましくは０．３ｍｍ四方（０．０９ｍｍ2

）～４ｍｍ四方（１６ｍｍ2）の微少な薄膜集積回路がばらばらに分離することなく、簡
便な作製、移動、又は取引を行なうことができる。
【０１０６】
　本実施の形態は、実施の形態１乃至４のいずれか一と自由に組み合わせることができる
。
【０１０７】
（実施の形態６）
本発明により作製される薄膜集積回路は、複数の素子と、アンテナとして機能する導電層
とを有する。複数の素子とは、例えば、薄膜トランジスタ、容量素子、抵抗素子、ダイオ
ード等に相当する。
【０１０８】
薄膜集積回路２１０は、非接触でデータを交信する機能を有し、当該薄膜集積回路２１０
が含む複数の素子は様々な回路を構成する。例えば、電源回路２１１、クロック発生回路
２１２、データ復調／変調回路２１３、制御回路２１４、インターフェイス回路２１５、
メモリ２１６、データバス２１７、アンテナ（アンテナコイルともよぶ）２１８等を有す
る（図８参照）。
【０１０９】
電源回路２１１は、アンテナ２１８から入力された交流信号を基に、上記の各回路に供給
する各種電源を生成する回路である。クロック発生回路２１２は、アンテナ２１８から入
力された交流信号を基に、上記の各回路に供給する各種クロックを生成する回路である。
データ復調／変調回路２１３は、リーダライタ２１９と交信するデータを復調／変調する
機能を有する。制御回路２１４は、例えば、中央処理ユニット（ＣＰＵ、Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やマイクロプロセッサ（ＭＰＵ、ＭｉｃｒｏＰｒｏ
ｃｅｓｓｏｒ　Ｕｎｉｔ）等に相当し、他の回路を制御する機能を有する。アンテナ２１
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８は、電磁界或いは電波の送受信を行う機能を有する。リーダライタ２１９は、薄膜集積
回路との交信、制御及びそのデータに関する処理を制御する。
【０１１０】
なお、薄膜集積回路が構成する回路は上記構成に制約されず、例えば、電源電圧のリミッ
タ回路や暗号処理専用ハードウエアといった他の構成要素を追加した構成であってもよい
。
【０１１１】
　本実施の形態は、実施の形態１乃至５のいずれか一と自由に組み合わせることができる
。
【０１１２】
（実施の形態７）
本発明により作製される薄膜集積回路の用途は広範にわたるが、例えば、紙幣、硬貨、有
価証券類、無記名債券類、証書類（運転免許証や住民票等、図９（Ａ）参照）、包装用容
器類（包装紙やボトル等、図９（Ｂ）参照）、記録媒体（ＤＶＤソフトやビデオテープ等
、図９（Ｃ）参照）、乗物類（自転車等、図９（Ｄ）参照）、身の回り品（鞄や眼鏡等、
図９（Ｅ）参照）、食品類、衣類、生活用品類、電子機器等に設けて使用することができ
る。電子機器とは、液晶表示装置、ＥＬ表示装置、テレビジョン装置（単にテレビ、テレ
ビ受像機、テレビジョン受像機とも呼ぶ）及び携帯電話等を指す。
【０１１３】
　本発明により薄膜集積回路を非常に薄くすることができるため、証書類（運転免許証や
住民票等、図９（Ａ）参照）の写真と重ねて薄膜集積回路２１０を配置することができ、
有用である。
【０１１４】
なお、薄膜集積回路は、物品の表面に貼ったり、物品に埋め込んだりして、物品に固定さ
れる。例えば、本なら紙に埋め込んだり、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。紙幣、硬貨、有価証券類、無記名債券類、証書類等に薄膜集
積回路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、記録媒
体、身の回り品、食品類、衣類、生活用品類、電子機器等に薄膜集積回路を設けることに
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。乗物類に
薄膜集積回路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。
【０１１５】
また、薄膜集積回路を、物の管理や流通のシステムに応用することで、システムの高機能
化を図ることができる。例えば、表示部２９４を含む携帯端末の側面にリーダライタ２９
５を設けて、物品２９７の側面に薄膜集積回路２９６を設ける場合が挙げられる（図１０
（Ａ）参照）。この場合、リーダライタ２９５に薄膜集積回路２９６をかざすと、表示部
２９４に物品２９７の原材料や原産地、流通過程の履歴等の情報が表示されるシステムに
なっている。また、別の例として、ベルトコンベアの脇にリーダライタ２９５を設ける場
合が挙げられる（図１０（Ｂ）参照）。この場合、物品２９７の検品を簡単に行うことが
できる。
【０１１６】
　本実施の形態は、実施の形態１乃至６のいずれか一と自由に組み合わせることができる
。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明により、６００ｍｍ×７２０ｍｍ、６８０ｍｍ×８８０ｍｍ、１０００ｍｍ×１
２００ｍｍ、１１００ｍｍ×１２５０ｍｍ、１１５０ｍｍ×１３００ｍｍ、またはこれら
以上の基板サイズのガラス基板上に小さな多数の電子部品素子を搭載し、個別に切断して
製品とするマトリックスタイプ（多数個取りタイプ）の製造方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
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【図１】本発明の薄膜集積回路の作製方法を説明する断面図および上面図。
【図２】本発明の薄膜集積回路の作製方法を説明する断面図。
【図３】本発明の薄膜集積回路の作製方法を説明する断面図および上面図。
【図４】本発明の薄膜集積回路の作製方法を説明する断面図。
【図５】本発明の薄膜集積回路の作製方法を説明する上面図。
【図６】薄膜集積回路の製造装置を示した図である。
【図７】薄膜集積回路の製造装置を示した図である。
【図８】薄膜集積回路を説明する図。
【図９】薄膜集積回路の使用形態について説明する図。
【図１０】薄膜集積回路の使用形態について説明する図。
【図１１】集積回路にクラックが発生している写真および亀裂の位置を示す図。
【符号の説明】
【０１１９】
１０：基板
１１ａ：剥離層
１１ｂ：剥離層の一部
１２ａ：下地絶縁層
１２ｂ：一部除去された下地絶縁層
１３：第１の素子群を含む被剥離層
１３ａ：第１の層間絶縁層
１３ｂ：第２の層間絶縁層
１３ｃ：複数のＴＦＴ
１６：保護層
１７：レジストマスク
１８ａ：第１の接着性合成樹脂
１８ｂ：分断後の第１の接着性合成樹脂
１９ａ：第１のラミネートフィルム
１９ｂ：分断後の第１のラミネートフィルム
２０：分断後の第２の接着性合成樹脂
２１：分断後の第２のラミネートフィルム
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