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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に下地保護膜を形成する下地保護膜形成工程と、
　前記下地保護膜上に半導体膜を形成する半導体膜形成工程と、
　前記半導体膜に固体発光素子を用いたレーザー光を照射して結晶性半導体膜を得る光照
射工程と、を有し、前記半導体膜の結晶成分における前記レーザー光の吸収係数よりも非
晶質成分における前記レーザー光の吸収係数のほうが大きいものであり、
　前記固体発光素子が発振する前記レーザー光が、前記半導体膜を完全に溶融しないエネ
ルギー密度であり、かつ前記半導体膜の厚み方向における成分の３分の２以上を溶融させ
るエネルギー密度であり、
　前記固体発光素子が発振する前記レーザー光が前記半導体膜を照射する照射領域の形状
が、幅をＷ、長さをＬとし、前記長さＬに対する前記幅Ｗの比（Ｌ／Ｗ）が１００以上の
長方形であり、
　前記光照射工程において、前記照射領域を各照射毎に幅方向にずらしつつ前記半導体膜
下部における光強度が入射光強度の三分の二以上となるように前記レーザー光を前記半導
体膜に照射し、前記照射領域をずらす量が一回の照射で成長する結晶の大きさ以下である
、ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記光照射工程が、前記半導体膜の少なくとも前記下地保護膜との界面部分を溶融しな
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いものである、ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記光照射工程が、前記レーザー光を繰り返し照射するものである、ことを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記固体発光素子が発振する前記レーザー光の前記半導体膜表面におけるレーザーエネ
ルギー密度の変動が５％未満である、ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記光照射工程が、前記レーザー光を前記半導体膜の所定領域に照射したあと、前記レ
ーザー光を前記所定領域の一部に重なるよう前記幅方向に移動して照射することを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記光照射工程が、前記半導体膜の一部を溶融させ、結晶粒を横成長させるものである
、ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記光照射工程が、前記レーザー光をパルス発振して照射するものである、ことを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記レーザー光の多結晶硅素中での吸収係数μｐＳｉが１０－３ｎｍ－１以上１０－２

ｎｍ－１以下であり、前記半導体膜の膜厚ｄと前記吸収係数μｐＳｉとが、０．４０５・
μｐＳｉ

－１＜ｄ＜０．６９３・μｐＳｉ
－１との関係式を満たしていることを特徴とす

る半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
前記レーザー光がＮｄ：ＹＡＧレーザー光の第二高調波であることを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
　本発明はアクティブマトリックス液晶表示装置等に適応される薄膜半導体装置の製造方
法に関する。
【０００２】
背景技術
　多結晶硅素薄膜トランジスタ（ｐ－Ｓｉ　ＴＦＴ）に代表される薄膜半導体装置を汎用
ガラス基板を使用し得る６００℃程度以下、或いは非晶質硅素薄膜トランジスタ（ａ－Ｓ
ｉ　ＴＦＴ）の製造温度と同程度の４２５℃程度以下の低温にて製造する場合、従来以下
の如き製造方法が取られて居た。まず基板上に半導体膜と成る非晶質硅素膜を５０ｎｍ程
度の厚みに低圧化学気相堆積法（ＬＰＣＶＤ法）で堆積する。次に此の非晶質膜にＸｅＣ
ｌエキシマレーザー（波長３０８ｎｍ）を照射して多結晶硅素膜（ｐ－Ｓｉ膜）とする。
ＸｅＣｌエキシマレーザー光の非晶質硅素と多結晶硅素中での吸収係数は其々０．１３９
ｎｍ－１と０．１４９ｎｍ－１と大きい為、半導体膜に入射したレーザー光の９割は表面
から１５ｎｍ以内で吸収される。又、非晶質硅素での吸収係数の方が多結晶硅素での吸収
係数よりも７％程小さくなって居る。その後、ゲート絶縁膜と成る酸化硅素膜を化学気相
堆積法（ＣＶＤ法）や物理気相堆積法（ＰＶＤ法）にて形成する。次にタンタル等でゲー
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ト電極を作成して、金属（ゲート電極）－酸化膜（ゲート絶縁膜）－半導体（多結晶硅素
膜）から成る電界効果トランジスタ（ＭＯＳ－ＦＥＴ）を構成させる。最後に層間絶縁膜
を此等の膜上に堆積し、コンタクトホールを開孔した後に金属薄膜にて配線を施して、薄
膜半導体装置が完成する。
【０００３】
　しかしながら此等従来の薄膜半導体装置の製造方法では、エキシマレーザー光のエネル
ギー密度制御が困難で、僅かなエネルギー密度の変動に依っても半導体膜質が同一基板内
に於いてすら大きなばらつきを示して居た。又、膜厚や水素含有量に応じて定まる閾値よ
りも照射エネルギー密度が僅かに大きく成った丈でも半導体膜には激しい損傷が入り、半
導体特性や製品歩留まりの著しい低下を招いて居た。斯うした事から基板内で均質な多結
晶半導体膜を得るには、レーザー光のエネルギー密度を最適値よりも可成り低く設定する
必要が有り、それ故に良好な多結晶薄膜を得るにはエネルギー密度の不足が否めなかった
。又、最適なエネルギー密度でレーザー照射を施しても、多結晶膜を構成する結晶粒を大
きくする事が困難で、膜中に多くの欠陥を残留させているのが実状であった。斯くした事
実に則し、従来の製造方法にてｐ－Ｓｉ　ＴＦＴ等の薄膜半導体装置を安定的に製造する
には、完成した薄膜半導体装置の電気特性を犠牲にせざるを得ないとの課題を有して居た
。
【０００４】
　そこで本発明は上述の諸事情を鑑み、その目的とする所は６００℃程度以下、理想的に
は４２５℃程度以下との低温工程にて優良な薄膜半導体装置を安定的に製造する方法を提
供する事に有る。
【０００５】
発明の開示
　本発明の概要を説明した後、本発明及び其の基礎原理と作用を詳細に説明する。
【０００６】
本発明の概要
　本発明は基板上に形成された硅素（Ｓｉ）を主体とする結晶性半導体膜を能動層として
用いて居る薄膜半導体装置の製造方法に於いて、基板上に下地保護膜と成る酸化硅素膜を
形成する下地保護膜形成工程と、此の下地保護膜上に硅素（Ｓｉ）を主体とした半導体膜
を形成する第一工程と、半導体膜にパルスレーザー光を照射する第二工程とを含み、此の
パルスレーザー光が多結晶硅素に於ける吸収係数よりも非晶質硅素に於ける吸収係数の方
が大きい事を以て其の特徴と為す。又、本発明はパルスレーザー光の多結晶硅素中での吸
収係数μｐＳｉが１０－３ｎｍ－１以上１０－２ｎｍ－１以下で有る事を以てしても其の
特徴と為す。その際に半導体膜を膜厚をｄ（ｎｍ）とすると、膜厚ｄと先の吸収係数μｐ

Ｓｉとは
　０．１０５・μｐＳｉ

－１＜ｄ＜０．６９３・μｐＳｉ
－１

　との関係式を満たして居るのが好ましい。より理想的には、
　０．４０５・μｐＳｉ

－１＜ｄ＜０．６９３・μｐＳｉ
－１

　との関係式を満たして居る事である。本発明を液晶表示装置等に適応するには、基板が
可視光に対して透明で有る事が望まれる。又、応用の如何に関わらず、基板がパルスレー
ザー光に対して略透明である事が望まれる。略透明で有るとはパルスレーザー光の基板に
於ける吸収係数が多結晶硅素に於ける吸収係数の十分の一程度以下で有る事を意味し、具
体的には基板に於ける吸収係数μＳｕｂが１０－４ｎｍ－１程度以下で有る。通常、先の
半導体膜の形成は化学気相堆積法（ＣＶＤ法）に依る堆積工程を含んで居る。化学気相堆
積法の中でも取り分け低圧化学気相堆積法（ＬＰＣＶＤ法）が適しており、更には高真空
型低圧化学気相堆積装置にて半導体膜が堆積されるのが理想的と言える。高真空型低圧化
学気相堆積装置とは典型的には半導体膜堆積直前の背景真空度が５×１０－７Ｔｏｒｒ以
下と成って居る物をさす。パルスレーザー光は固体発光素子にて形成されるのが好ましく
、特にパルスレーザー光がパルス発振を行うＮｄ：ＹＡＧレーザー光の第二高調波（ＹＡ
Ｇ２ωと略称する）で有る場合が最も優れて居る。ＹＡＧ２ωレーザー光を硅素を主体と
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した半導体膜に照射する場合、半導体膜の厚みは２５ｎｍ程度以上１６５ｎｍ程度以下が
好ましく、理想的には２５ｎｍ程度以上９５ｎｍ程度以下で有る。
【０００７】
　第二工程でレーザー光を照射する際のパルスレーザー光の半導体膜上での照射領域は幅
Ｗ（μｍ）で、長さＬ（ｍｍ）の線状乃至は略長方形状で有る。照射領域内ではパルスレ
ーザー光の照射エネルギー密度は長さ方向に略台形状に分布して居る。一方、幅方向の照
射エネルギー密度は略台形状乃至は略ガウス関数的に分布して居るのが好ましい。照射領
域の長さＬに対する幅Ｗの比（Ｌ／Ｗ）は１００以上で有る事が好ましく、理想的には１
０００以上と云える。パルスレーザー光の幅方向に於ける照射エネルギー密度の最大勾配
値は３ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１以上有るのが望ましい。斯うした特徴を有する照射領域
を各照射毎に幅方向にずらして行く事で基板全面のレーザー照射を完了させる。此の際に
半導体膜上の任意の一点が１０回程度以上８０回程度以下のパルスレーザー光照射を被る
様に第二工程を行うのが好ましい。
【０００８】
課題を解決するための手段
（１）基板上に下地保護膜を形成する下地保護膜形成工程と、前記下地保護膜上に半導体
膜を形成する半導体膜形成工程と、前記半導体膜に固体発光素子を用いたレーザー光を照
射して結晶性半導体膜を得る光照射工程と、を有し、前記半導体膜の結晶成分における前
記レーザー光の吸収係数よりも非晶質成分における前記レーザー光の吸収のほうが大きい
ものである、ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
（２）（１）に記載の半導体装置の製造方法において、前記光照射工程が、前記半導体膜
の前記下地保護膜との界面近傍部分を溶融しないものである、ことを特徴とする半導体装
置の製造方法。
（３）（１）または（２）に記載の半導体装置の製造方法において、前記光照射工程が、
前記レーザー光を繰り返し照射するものである、ことを特徴とする半導体装置の製造方法
。
（４）（１）ないし（３）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記固体
発光素子が発振する前記レーザー光の前記半導体膜表面におけるレーザーエネルギー密度
の変動が５％未満である、ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
（５）（１）ないし（４）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記固体
発光素子が発振する前記レーザー光が前記半導体膜を完全に溶融しないエネルギー密度で
あり、かつ、前記半導体膜の厚み方向における成分の３分の２以上を溶融させるエネルギ
ー密度である、ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
（６）（１）ないし（５）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記固体
発光素子が発振する前記レーザー光が前記半導体膜を照射する領域の形状が幅をＷ、長さ
をＬとする長方形である、ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
（７）（６）に記載の半導体装置の製造方法において、前記光照射工程が、前記レーザー
光を前記幅方向に移動させながら繰り返し照射する、ことを特徴とする半導体装置の製造
方法。
（８）（６）または（７）に記載の半導体装置の製造方法において、前記光照射工程が、
前記レーザー光を前記半導体膜の所定領域に照射したあと、前記レーザー光を前記所定領
域の一部に重なるよう前記幅方向に移動して照射することを特徴とする半導体装置の製造
方法。
（９）（１）ないし（８）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記光照
射工程が、前記半導体膜の一部を溶融させ、結晶粒を横成長させるものである、ことを特
徴とする半導体装置の製造方法。
（１０）（１）ないし（９）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記光
照射工程が、前記レーザー光を連続発振して照射するものである、ことを特徴とする半導
体装置の製造方法。
（１１）（１）ないし（９）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記光
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照射工程が、前記レーザー光をパルス発振して照射するものである、ことを特徴とする半
導体装置の製造方法。
（１２）（１）ないし（１１）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記
レーザー光の多結晶硅素中での吸収係数μｐＳｉが１０－３ｎｍ－１以上１０－２ｎｍ－

１以下であり、前記半導体膜の膜厚ｄと前記吸収係数μｐＳｉとが、０．４０５・μｐＳ

ｉ
－１＜ｄ＜０．６９３・μｐＳｉ

－１との関係式を満たしていることを特徴とする半導
体装置の製造方法。
（１３）（１）ないし（１２）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、前記
レーザー光がＮｄ：ＹＡＧレーザー光の第二高調波であることを特徴とする半導体装置の
製造方法。
【０００９】
本発明の詳細な説明
　本発明はガラスの歪点温度が５５０℃程度から６５０℃程度と云った低耐熱性ガラス基
板、或いは高耐熱性プラスティック基板等の各種透明基板上に形成された結晶性の半導体
膜を能動層として用いて居る薄膜半導体装置の製造方法に関わり、基板上に下地保護膜と
成る酸化硅素膜を形成する下地保護膜形成工程と、此の下地保護膜上に硅素（Ｓｉ）を主
体とした半導体膜を形成する第一工程と、斯様に形成された半導体膜にパルスレーザー光
を照射する第二工程とを含む。
【００１０】
　本願発明を液晶表示装置に適応する際には基板は可視光に対して透明で有る事が好まし
く、其れ以外に適応される際にも基板は少なくともパルスレーザー光に対して略透明で有
る事が望まれる。具体的にはパルスレーザー光に対する基板の吸収係数が、硅素に対する
吸収係数の十分の一程度以下で有る事が望ましい条件とされる。此は本願発明がパルスレ
ーザー光の半導体膜中での透過率を厳格に調整する技術を採用している為、基板に於ける
レーザー光の吸収係数が半導体膜に於ける吸収係数に対して十分に小さくなければ、基板
にレーザー光に依る損傷が入って仕舞うからである。後述する様に高品質な結晶性半導体
膜を得るにはパルスレーザー光の強度や波長、半導体膜の厚み等を最適化せねばならず、
それには基板がパルスレーザー光に対して略透明であらねばならない。実際、基板に於け
るパルスレーザー光の吸収係数が半導体膜に於ける吸収係数の十分の一程度以下で有れば
、基板内でレーザー光を吸収する層の厚みは半導体膜の厚みの十倍程度以上となる。斯う
して基板で光が吸収される体積が増大するので、其れに応じて熱容量も増し、基板の温度
上昇を比較的抑制する事が可能になる訳である。換言すれば基板や薄膜半導体装置に損傷
を与える事無く優良な薄膜半導体装置を作成するには、上述した光学特性条件を基板が満
たしている事が不可欠と云える。
【００１１】
　第二工程にて照射されるパルスレーザー光の波長λは３７０ｎｍ以上７１０ｎｍ以下で
有り、此の様な波長を有する光は多結晶硅素に於ける吸収係数よりも非晶質硅素に於ける
吸収係数の方が大きいとの特徴を示す。更に斯様なパルスレーザー光の内でも、レーザー
光の多結晶硅素中での吸収係数μｐＳｉが１０－３ｎｍ－１以上１０－２ｎｍ－１以下の
場合がより好ましい。パルスレーザー光の半導体膜上に於ける照射エネルギー密度は少な
くとも半導体膜の一部を溶融させるのに十分な強度で有らねばならない。
【００１２】
　第一工程では下地保護膜上に硅素（Ｓｉ）を主体とした半導体膜を形成する。半導体膜
としては硅素膜（Ｓｉ）や硅素ゲルマニウム膜（ＳｉｘＧｅ１－ｘ：０＜ｘ＜１）に代表
される半導体物質が使用され、硅素をその主構成元素（硅素原子構成比が８０％程度以上
）とする。基板は液晶表示装置に用いられる透明無アルカリガラス、或いはプラスティッ
クやセラミック等の絶縁性基板が用いられるのが通常だが、基板の耐熱性（ガラス基板の
場合は歪み点温度）が５５０℃程度以上有れば、其の種類に囚われない。此等の基板の表
面には半導体膜に対する下地保護膜として、酸化硅素膜が１００ｎｍ程度から１０μｍ程
度堆積されて居る。下地保護膜としての酸化硅素膜は単に半導体膜と基板との電気的絶縁
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性を取ったり、或いは基板が含有する不純物の半導体膜への拡散混入を防ぐにのみならず
、下地酸化膜と結晶性半導体膜との界面を良質な物とする。本願発明では、薄膜半導体装
置の半導体膜は１０ｎｍ程度から２００ｎｍ程度の厚みを有し、半導体膜の膜厚方向全域
に渡ってエネルギーバンドが曲がって居る場合（ＳＯＩの完全空乏化モデルに相当する）
が主たる対象とされる。斯様な状況下ではゲート絶縁膜と半導体膜との界面と共に、下地
保護膜と半導体膜との界面も電気伝導に無視出来ぬ関与を及ぼす。酸化硅素膜は半導体膜
と界面を成す際に界面捕獲準位を最も低減し得る物質で有るから、下地保護膜として適し
ている訳で有る。半導体膜は此の下地保護膜上に形成される。従って下地保護膜としては
半導体膜との界面に１０１２ｃｍ－２程度以下の界面準位を有する酸化硅素膜の使用が本
願では望まれる。更に本発明では、従来技術に比べて半導体膜の下部も高温に加熱される
傾向が強い為に、基板からの不純物拡散が生じ易い。此を防ぎ、高純度の半導体膜を用い
て優良なる薄膜半導体装置を本願発明にて作成するには、密度の高い稠密な酸化硅素膜を
下地保護膜として使用するのが不可欠である。この様な酸化硅素膜は、液温が２５±５℃
で濃度が１．６±０．２％の沸化水素（ＨＦ）酸水溶液に於けるエッチング速度が１．５
ｎｍ／ｓ以下となる物である。通常、下地保護膜はプラズマ化学気相堆積法（ＰＥＣＶＤ
法）や低圧化学気相堆積法（ＬＰＣＶＤ法）、スパッター法と云った気相堆積法で形成さ
れる。此等の内でも特に本願発明に適した下地保護膜を作成するには、ＰＥＣＶＤ法の中
でも電子サイクロトロン共鳴ＰＥＣＶＤ法（ＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ法）やヘリコンＰＥＣＶ
Ｄ法、リモートＰＥＣＶＤ法を利用する事が好ましい。又、工業用周波数（１３．５６Ｍ
Ｈｚ）や其の整数倍の周波数を用いた汎用のＰＥＣＶＤ法にて本願発明に適した酸化硅素
膜を得るには、原料物質としてＴＥＯＳ（Ｓｉ－（Ｏ－ＣＨ２ＣＨ３）４）と酸素（Ｏ２

）とを使用し、酸素流量をＴＥＯＳ流量の５倍以上に設定して酸化硅素膜を堆積すれば良
い。或いは原料物質としてモノシラン（ＳｉＨ４）と亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ）とを用い、希
釈気体としてヘリウム（Ｈｅ）乃至はアルゴン（Ａｒ）と云った希ガスを用いて、総気体
流量中の希ガスの割合を９０％程度以上（即ち総気体流量中の原料物質の割合を１０％程
度未満）として酸化硅素膜を堆積すれば良い。その際に基板温度は２８０℃以上で有る事
が望まれる。基板が高純度の石英から成る時には下地保護膜と石英基板とが兼用される事
も可能で有るが、表面状態を常に一定として半導体膜品質の変動を最小とするには、上述
の方法にて下地保護膜を形成するのが好ましい。
【００１３】
　下地保護膜上に非晶質状態又は多結晶状態に有る半導体膜が化学気相堆積法（ＣＶＤ法
）で、好ましくは高次シラン（ＳｉｎＨ２ｎ＋２：ｎ＝２，３，４）を原料気体の一種と
して用いて、堆積形成される。半導体膜堆積にはプラズマ化学気相堆積法（ＰＥＣＶＤ法
）や低圧化学気相堆積法（ＬＰＣＶＤ法）、常圧化学気相堆積法（ＡＰＣＶＤ法）、スパ
ッター法と云った各種気相堆積法が可能で有るが、高純度の半導体膜が容易に堆積される
との立場からは、其の内でも特に低圧化学気相堆積法（ＬＰＣＶＤ法）が適して居る。低
圧化学気相堆積法は高真空型低圧化学気相堆積装置にて行われる。此は半導体膜の純度を
高める事と、不純物に起因する結晶核の発生を最小として、本願発明で最終的に得られる
結晶性半導体膜を高純度で且つ大きな結晶粒から構成される様にする為で有る。取り分け
本願発明では、第二工程にて半導体膜を厚み方向で比較的均一に加熱して横方向への結晶
成長を促進させるので、不純物に起因する結晶核の発生を最小とするならば、大きな結晶
粒から成る多結晶半導体薄膜を容易に得る事が可能となる。高真空型とは半導体膜堆積直
前の成膜室に於ける背景真空度が５×１０－７Ｔｏｒｒ程度以下とし得る装置で有る。斯
様な高真空型低圧化学気相堆積装置は単に成膜室の気密性が優れて居るにのみならず、成
膜室に於ける排気速度が１００ｓｃｃｍ／ｍＴｏｒｒ（不活性ガスを１００ｓｃｃｍ成膜
室に流した時に得られる平衡圧力が１ｍＴｏｒｒと成る排気速度）程度以上の排気能力を
有して居る事が更に望まれる。斯うした高排気能力を有する装置では１時間程度との比較
的短時間で、基板等からの脱ガス流量を充分に低減せしめ、生産性を高く保って尚、高純
度半導体薄膜の堆積を可能とするからで有る。
【００１４】
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　非晶質硅素膜に代表される硅素を主体とする半導体膜は高次シラン（ＳｉｎＨ２ｎ＋２

：ｎは２以上の整数）を原料気体の一種として堆積されるのが好ましい。価格や安全性を
考慮すると高次シランとしてはジシラン（Ｓｉ２Ｈ６）が最も適している。ジシランを低
圧化学気相堆積法に適応すると、４２５℃程度以下の低温にて高純度の非晶質硅素膜を０
．５ｎｍ／ｍｉｎ程度以上との比較的速い堆積速度にて得ることが出来る。本願発明に適
した良質な非晶質半導体膜を得るには、堆積温度と堆積速度の制御が重要となる。堆積温
度は４３０℃程度以下で、且つ堆積速度が０．６ｎｍ／ｍｉｎ程度以上と成る様にジシラ
ン流量や成膜時の圧力を定める必要がある。
【００１５】
　基板面積が２０００ｃｍ２程度以上有る大型基板を用いる場合には、ＬＰＣＶＤ法の使
用が困難と化す。其の様な状況下では、プラズマボックス型のＰＥＣＶＤ装置にて半導体
膜を堆積する。プラズマボックス型のＰＥＣＶＤ装置は、プラズマ処理を行う成膜室が其
れよりも大きな別の真空の部屋内に設置されて居るので、成膜室内の背景真空度を１×１
０－６Ｔｏｒｒ程度以下とし得る。背景真空度は高真空型ＬＰＧＶＤ装置に劣るものの、
半導体膜の堆積速度を３ｎｍ／ｍｉｎ程度以上と大きく出来るので、結果として不純物に
起因する結晶核の発生を最少とする高純度の半導体膜が得られる。ＰＥＣＶＤ法を本願発
明に適応するには、成膜室内の背景真空度を１×１０－６Ｔｏｒｒ程度以下として、且つ
半導体膜の堆積速度を３ｎｍ／ｍｉｎ程度以上となる条件にて半導体膜を堆積する。非晶
質膜堆積時の基板温度は２５０℃程度から４５０℃程度の間である。２５０℃程度よりも
温度が高ければ非晶質膜中に含有される水素量を８％程度以下と低減出来、第二工程の結
晶化を安定的に行うことが可能と成る。４５０℃程度よりも低ければ非晶質膜を構成する
非晶質粒が大きく成り、此の非晶質膜を結晶化した際に得られる多結晶膜を構成する結晶
粒も大きく出来る。理想的には３００℃程度から４００℃程度の間である。第二工程に於
けるレーザー結晶化を安定的に進めるには非晶質半導体膜内の水素量を好ましくは硅素に
対して５％程度未満とする。此の様に水素含有量の少ない硅素膜は堆積速度を２５ｎｍ／
ｍｉｎ以下とすれば成膜され得る。ＰＥＣＶＤ法を適応する場合には原料気体としてジシ
ランの他にモノシランを使用しても良い。
【００１６】
　此の様にして非晶質半導体膜又は多結晶半導体膜が得られた後に、第二工程として此等
半導体膜にパルスレーザー光を照射して非晶質半導体膜の結晶化、乃至は多結晶半導体膜
の再結晶化を進める。レーザー光としては連続発振の物も使用可能で有るが、パルス発振
のレーザー光の使用がより好ましい。其れは後述する様に、本願発明は結晶の横成長を促
進し、其の場合には連続発振よりは、一回の照射毎に適当な距離を移動し得るパルス発振
の方が大きな結晶粒から成る多結晶半導体薄膜が確実に得易いからで有る。半導体膜にレ
ーザー光を照射する際には波長λが３７０ｎｍ以上７１０ｎｍ以下のパルスレーザー光を
使用する。此等の光の非晶質硅素中及び多結晶硅素中での吸収係数を図１に示す。図１の
横軸は光の波長で、縦軸が吸収係数である。破線（Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｓｉｌｉｃｏｎ
）が非晶質硅素を表し、実線（Ｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎ）は多結晶硅素を表して居る。図
１から分かる様に、３７０ｎｍから７１０ｎｍの波長領域では光の吸収係数は多結晶硅素
中よりも非晶質硅素中での方が大きくなる。換言すれば光の多結晶硅素に於ける吸収係数
よりも非晶質硅素に於ける吸収係数の方が大きく成る様なパルスレーザー光を半導体膜に
照射する。例えば波長が約５３２ｎｍで有るＮｄドープＹＡＧレーザー光の第二高調波（
ＹＡＧ２ω光と略記する）の非晶質硅素での吸収係数μａＳｉと多結晶硅素での吸収係数
μｐＳｉは其々、
　μａＳｉ（ＹＡＧ２ω）＝０．０１７２３ｎｍ－１

　μｐＳｉ（ＹＡＧ２ω）＝０．００４２６ｎｍ－１

　と、非晶質硅素での吸収係数の方が多結晶硅素での吸収係数よりも４倍余りも大きく成
って居る。多結晶膜は微視的には結晶成分と非晶質成分とから構成されて居る。結晶成分
とは結晶粒内で積層欠陥等の欠陥が非常に少ない部位で、略単結晶状態に有る箇所と言え
る。一方、非晶質成分とは結晶粒界や結晶粒内の欠陥部等の構造秩序に乱れが見られる部
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位で、所謂非晶質状態に有る箇所と言える。レーザー光を照射して結晶化を進めるとの溶
融結晶化では、非溶融部が冷却固化過程時に於ける結晶成長の核と成る。高い構造秩序を
有する結晶成分が結晶成長核と成れば、其処から成長する結晶は矢張り高い構造秩序を有
する良質な結晶化膜と成る。此に反して、構造秩序の乱れた部位が結晶成長核と成れば、
積層欠陥等が冷却固化過程時に其処から成長するので、最終的に得られる結晶化膜は欠陥
等を含んだ低品質な物と化す。従って優良な結晶化膜を得るには、多結晶膜中の結晶成分
を溶融させずに此を結晶成長の核とし、非晶質成分を優先的に溶融させれば良い事に成る
。本願発明では、照射レーザー光の非晶質硅素に於ける吸収係数が多結晶硅素に於ける吸
収係数よりも大きいので、非晶質成分が結晶成分に比べて優先的に加熱される。具体的に
は結晶粒界や欠陥部が容易に溶融し、略単結晶状態に有る良質な結晶成分が結晶成長核と
成るので、欠陥部や不対結合対等が大幅に低減し、粒界も構造秩序の高い対応粒界が支配
的と成る。此の事は半導体膜の電気特性からすると、エネルギーバンド図に於ける禁制帯
中央部付近の捕獲準位密度を大きく減少させるとの効果をもたらす。又、斯様な半導体膜
を薄膜半導体装置の能動層（ソース領域やドレイン領域、チャンネル形成領域）に用いる
と、オフ電流値が小さく、急峻な閾値下特性を示し（サブスレーシュホールドスィング値
が小さく）、閾値電圧の低いトランジスタを得る事に成る。従来技術で此の様な優れた薄
膜半導体装置がなかなか製造出来なかったのは、溶融結晶化に適した波長を有するレーザ
ー光を使用しておらず、結晶成分も非晶質成分をも一緒に溶融させて居た事が原因の一つ
と云えよう。此処に述べた本願発明の原理が最も効果的に働くのは、多結晶硅素での吸収
係数の非晶質硅素での吸収係数に対する比（μｐＳｉ／μａＳｉ）が大きい時で有る。図
１を見ると、光の波長が４５０ｎｍ程度から６５０ｎｍ程度の時に此の比が大きく成る事
が分かる。従って本願発明の第二工程にて照射するパルスレーザー光の最も好ましい波長
は４５０ｎｍ程度以上６５０ｎｍ程度以下と云える。波長が４５０ｎｍの光の多結晶硅素
中での吸収係数μｐＳｉは１．１２７×１０－２ｎｍ－１で、波長が６５０ｎｍの光の多
結晶硅素中での吸収係数μｐＳｉは８．９×１０－４ｎｍ－１で有る。従って波長が４５
０ｎｍ程度以上６５０ｎｍ程度以下のパルスレーザー光を照射するとの第二工程は、パル
スレーザー光として多結晶硅素中での吸収係数μｐＳｉが大凡１０－３ｎｍ－１以上１０
－２ｎｍ－１以下となる物を用いて居る事になる。
【００１７】
　良質な多結晶半導体膜を得るにはレーザー光の発振安定性が最も重要なので、パルスレ
ーザー光は固体発光素子にて形成されるのが望ましい。（本願では此を固体レーザーと略
称する。）従来のエキシマガスレーザーでは、レーザー発振室内でのキセノン（Ｘｅ）や
塩素（Ｃｌ）などのガスの不均一性や、ガス自体の劣化或いはハロゲンに依る発振室内の
腐食等に起因して、発振強度のばらつきが５％程有り、更に発振角のばらつきも５％程度
認められた。発振角のばらつきは照射領域面積のばらつきをもたらすので、結果として半
導体膜表面でのエネルギー密度（単位面積あたりのエネルギー値）は総計で１０％以上も
変動して居り、此が優良なる薄膜半導体装置を製造する上での一つの阻害要因となってい
た。又、レーザー発振の長期安定性にも欠け、薄膜半導体装置のロット間変動をもたらし
ていた。此に対して固体レーザーには斯様な問題が存在し得ぬが故、レーザー発振は窮め
て安定で、半導体膜表面でのエネルギー密度の変動（平均値に対する標準偏差の比）を５
％程度未満とし得るので有る。本願発明をより効果的に実用するには、この様に半導体膜
表面でのレーザーエネルギー密度の変動が５％程度未満となる固体レーザーの使用が求め
られる。更に、固体レーザーの使用は薄膜半導体装置製造時に於けるロット間変動を最小
化するとの効果や、従来頻繁に行われて居た煩雑なガス交換作業から薄膜半導体装置の製
造を解放し、以て薄膜半導体装置を製造する際の生産性の向上や低価格化を導くとの効果
を有する。先の波長や吸収係数の要請と固体レーザーの要請とを同時に満たし得るのがネ
オジウム（Ｎｄ）を酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）と酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）と
の複酸化物に添加したネオジウム添加のイットリウムアルミニウムガーネット（Ｎｄ：Ｙ
ＡＧ）レーザー光の第二高調波（ＹＡＧ２ω光、波長５３２ｎｍ）である。従って、本願
発明の第二工程では半導体膜表面に於けるエネルギー密度の変動が５％程度未満のＹＡＧ
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２ω光を半導体膜に照射するのが最も適している。
【００１８】
　さて、半導体膜中では光は吸収され、入射光は指数関数的に其の強度を減衰させる。今
、入射光強度をＩ（０）とし、硅素を主体とした多結晶半導体膜中での表面からの距離を
ｘ（ｎｍ）、場所ｘでの強度をＩ（ｘ）とすると、此等の間には吸収係数μｐＳｉを用い
て次の関係が成り立つ。
　Ｉ（ｘ）／Ｉ（０）＝ｅｘｐ（－μｐＳｉ・ｘ）　　　（式１）
吸収係数μｐＳｉが１０－３ｎｍ－１の場合と１０－２ｎｍ－１の場合、及び本願発明の
パルスレーザー光として最も優れているＮｄ：ＹＡＧレーザー光の第二高調波（ＹＡＧ２
ω光）の場合と、従来技術のＸｅＣｌエキシマレーザー光の場合とで式１の関係を図２に
示す。硅素膜が効率的に加熱される為には入射光の少なくとも１０％程度は半導体膜によ
り吸収される必要があるので、図２中には其の条件となる０．９の位置に横点線を引いて
ある。又、光の強度は其の儘硅素に加えられる熱量を意味し、故に図２はレーザー光照射
時に於ける硅素膜中での温度分布をも表している事になる。出願人等の研究に依ると、従
来のエキシマレーザー照射で半導体膜の表面が激しく損傷を被る一方、其の下部では低品
質な半導体層が残り、其れが為優良なる多結晶半導体膜が得られぬ理由は、表面と下部と
の間に存在する大きな温度差に由来する。表面での損傷が生ぜず、且つ半導体膜の厚み方
向で略全体が比較的均一に溶融するのは、半導体膜下部に於ける光の強度が入射光強度の
半分程度以上の時である。此の条件を満たす時には表面と下部との温度差は小さくなる。
そこで図２には光の強度が表面の半分となる０．５の位置にも横点線を引いてある。従っ
て硅素を主体とした半導体膜が効果的に加熱され、且つ半導体膜に損傷が入らずに膜厚全
体で良好な結晶化が進む条件は、図２で０．９の横点線と０．５の横点線とに挟まれた領
域となる。従来技術のＸｅＣｌエキシマレーザー光は入射光の殆どが半導体膜表面にて吸
収されるので、レーザー結晶化に適した半導体膜厚は１ｎｍから４ｎｍと限られて居る事
が分かる。此に対して本願発明の条件では広い膜厚範囲にて良好な結晶化が行われる事に
なる。
【００１９】
　レーザー光を用いた溶融結晶化では、何れのレーザー光を用いようとも、温度勾配に沿
って結晶は成長する。一方、薄膜半導体装置で利用される半導体膜の厚みは、通常３０ｎ
ｍ程度から１００ｎｍ程度である。先にも述べた様に、従来のＸｅＣｌエキシマレーザー
光に依る結晶化では半導体膜表面の４ｎｍ程度以内で殆どの光が吸収され、表面近傍のみ
が加熱される事に起因して、半導体膜内では上下方向に急峻な温度勾配が生ずる（図３、
ａ－１）。此の為に結晶は半導体膜の下部から表面に向かって成長し、レーザー照射後に
得られる多結晶膜は小さな結晶粒から構成される傾向が強かった（図３、ａ－２）。（こ
の様に従来技術では下から上に向かって小さな結晶粒が沢山成長して居たので、半導体膜
中の不純物に起因する結晶核の存在は然程重要な問題ではなかった。）此に対して本願発
明では、溶融結晶化に最も適した吸収係数を有するレーザー光を照射するので、半導体膜
が膜厚方向で均一に加熱される。其の結果、レーザー照射領域の端部に於いては、温度勾
配が横方向に生じ（図３、ｂ－１）、結晶は上下方向よりも寧ろ横方向に成長し易くなる
。即ち、照射領域の端部には大きな結晶粒が成長する事になる（図３、ｂ－２）。照射領
域内の端部以外の場所でも上下方向の温度差が小さい為に、半導体膜下部での結晶核発生
確率が従来よりも著しく低減して、平均的には多結晶半導体膜を構成する結晶粒は従来よ
りも大きくなる。横方向への結晶成長が促進されるのは表面と下部との光強度が其れ程変
わらない時で、実験に依ると半導体膜下部に於ける光強度が入射光強度の三分の二程度以
上となる場合である。そこで図２には横成長が生じ易くなる条件の０．６６７の位置にも
横点線を描いてある。従って硅素を主体とした半導体膜が効果的に加熱され、且つ横成長
が生じて大きな結晶粒から成る多結晶半導体膜が形成される条件は、図２で０．９の横点
線と０．６６７の横点線とに挟まれた領域となる。無論、結晶粒を大きくするには此処に
述べた温度勾配の他に不純物に基付く結晶核を抑制せねばならないので、下地保護膜や第
一工程での半導体膜形成等にも前述の配慮が求められる。
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【００２０】
　図２を見ると、吸収係数が１０－３ｎｍ－１以上で１０－２ｎｍ－１以下で有っても総
ての半導体膜厚で優良なる多結晶膜が得られるのではない事が分かる。例えばＹＡＧ２ω
光（吸収係数μｐＳｉ＝４．２６×１０－３ｎｍ－１）では硅素膜が効果的に加熱される
のは半導体膜の厚みが２５ｎｍ程度以上の時であり、表面での損傷が無く膜厚全体が略溶
融するのは半導体膜の厚みが１６５ｎｍ程度以下の時で有る。又、横成長が生じて結晶粒
が大きく成るのは半導体膜厚が９５ｎｍ程度以下の時で有る。従って、ＹＡＧ２ωレーザ
ー光を硅素を主体とした半導体膜に照射する時に好ましい半導体膜の厚みは２５ｎｍ程度
以上１６５ｎｍ程度以下で、理想的には２５ｎｍ程度以上９５ｎｍ程度以下となる。此の
様に使用するレーザー光の多結晶硅素中での波長や吸収係数に応じて最適半導体膜厚は異
なって来る。具体的には硅素膜が効果的に加熱され、且つ表面損傷無しに膜厚全体が略溶
融するのは、式１でｘを半導体膜の厚みｄとして、Ｉ（ｄ）／Ｉ（０）が０．５と０．９
との間に有る条件に相当する。
　０．５＜Ｉ（ｄ）／Ｉ（０）＜０．９　　　（式２）
此の式２を式１を用いてｄに関して解くと、
　０．１０５・μｐＳｉ

－１＜ｄ＜０．６９３・μｐＳｉ　　　（式３）
との関係式が得られる。同様に、硅素膜が効果的に加熱され、且つ横成長が生じて結晶粒
が大きく成るのはＩ（ｄ）／Ｉ（０）が０．６６７と０．９との間に有る時だから、
　０．４０５・μｐＳｉ

－１＜ｄ＜０．６９３・μｐＳｉ　　　（式４）
との関係式が得られる。半導体膜の厚みｄと、此の半導体膜に照射するパルスレーザー光
の多結晶硅素中での吸収係数μｐＳｉとが、上述の式３乃至式４を満たして居る時には必
ず優良なる多結晶半導体薄膜が得られ、以て優れた薄膜半導体装置が製造される訳である
。
【００２１】
　上述の式３及び式４の関係を、図１に示した光の波長と吸収係数との関係を考慮して、
波長と硅素を主体とした半導体薄膜の厚みとの関係に描き直した物が図４で有る。図４の
三角印より上の領域で半導体薄膜は加熱され、丸印より下の領域には表面損傷が生ぜず半
導体膜の厚み方向で全体が比較的均一に溶融する照射エネルギー密度が存在し得る。又、
四角印より下の領域では上下の温度差が小さく成るので、結晶の横方向への成長が促進さ
れる。図４では更に丸印や四角印、三角印を其々直線で近似してある。此等の近似直線を
用いると、照射レーザー光の波長λが４４０ｎｍ以上７１０ｎｍ以下の場合、波長λと膜
厚ｄとが
　９．８×１０αＬ２（λ－４４０）＜ｄ＜５３×１０αＨ２（λ－４４０）　　　（式
５）
　但し、αＬ２＝４．９×１０－３　ｎｍ－１

　　　　αＨ２＝５．４×１０－３　ｎｍ－１

との関係式を満たして居れば、硅素を主体とした半導体薄膜は効率的に加熱され、且つ表
面に損傷が生ぜずに半導体膜の厚み方向で薄膜の略全体を溶融させ得る事になる。例えば
レーザー光としてＹＡＧ２ω光を用いる場合、波長が５３２ｎｍなので、此の条件を満た
す半導体膜厚は２８ｎｍから１６６ｎｍとなる。更に、膜厚ｄと波長λとが
　９．８×１０αＬ２（λ－４４０）＜ｄ＜３２×１０αＭ２（λ－４４０）　　　（式
６）
　但し、αＬ２＝４．９×１０－３　ｎｍ－１

　　　　αＭ２＝５．２×１０－３　ｎｍ－１

　との関係式を満たして居れば、硅素を主体とした半導体薄膜は効率的に加熱され、且つ
結晶の横方向への成長も促進されるのでより好ましい。ＹＡＧ２ω光をレーザー光として
用いるのならば、半導体膜厚が２８ｎｍから９６ｎｍの時に此の条件は満たされる。
【００２２】
　同様に照射レーザー光の波長λが３７０ｎｍ以上４４０ｎｍ以下の場合には、波長λと
膜厚ｄとが
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　２．４×１０αＬ１（λ－３７０）＜ｄ＜１１．２×１０αＨ１（λ－３７０）　　　
（式７）
　但し、αＬ１＝８．７×１０－３　ｎｍ－１

　　　　αＨ１＝９．６×１０－３　ｎｍ－１

　との関係式を満たして居れば、硅素を主体とした半導体薄膜は効率的に加熱され、且つ
表面に損傷が生ぜずに半導体膜の厚み方向で薄膜の略全体を溶融させ得る事になる。波長
λと膜厚ｄとが
　２．４×１０αＬ１（λ－３７０）＜ｄ＜６．０×１０αＭ１（λ－３７０）　　　（
式８）
　但し、αＬ１＝８．７×１０－３　ｎｍ－１

　　　　αＭ１＝１．０４×１０－２　ｎｍ－１

　との関係式を満たして居れば、硅素を主体とした半導体薄膜は効率的に加熱され、且つ
結晶の横方向への成長も促進されるのでより好ましい。
【００２３】
　優良なる結晶性半導体薄膜を得るにはパルスレーザー光の半導体膜上に於ける照射エネ
ルギー密度の制御も重要となる。換言すると優れた薄膜半導体装置を製造するには照射エ
ネルギー密度を適切な範囲内に制御せねばならない。まず溶融結晶化を進める為には、被
照射半導体膜の少なくとも一部が溶融するのに十分な強度をパルスレーザー光は有してお
らねばならない。此が半導体膜上に於けるパルスレーザー光照射エネルギー密度の適切な
範囲の最下限値である。（通常は最表面が溶融する照射エネルギー密度が此の値に相当す
るので、本願明細書では此を表面溶融エネルギー密度（ＥＳＭ）と略称する。）更に実験
に依ると、パルスレーザー光のエネルギー密度が被照射半導体膜の厚み方向に於ける体積
成分の３分の２程度以上を溶融させる時に窮めて良質な結晶性半導体膜が得られ、其れ故
に斯様な結晶性半導体膜を能動層として用いて居る薄膜半導体装置は優れた電気特性を示
す様になる。此は本願発明のパルスレーザー光が非晶質成分等の構造秩序の乱れた部位か
ら優先的に溶融させ、同時に高品質な結晶成分を選択的に残し、更には薄膜の厚み方向で
略均一に溶融を進める為、３分の２程度以上を溶融させれる工程を何回か繰り返す事で少
ない照射回数でも容易に良質な結晶化膜が得られるからで有る。従ってより好ましい下限
値は半導体膜の厚み方向に於ける体積成分の３分の２程度以上を溶融させる照射エネルギ
ー密度で有る。（此の照射エネルギー密度を本願明細書では２／３溶融エネルギー密度（
Ｅ２／３）と略称する。）
【００２４】
　適切な照射エネルギー密度には上限値も存在する。半導体膜表面でのレーザー光のエネ
ルギー密度が余りにも高いと、半導体薄膜は消失して仕舞うので、エネルギー密度は消失
（Ａｂｒａｓｉｏｎ）を引き起こす値よりも当然小さくなければならない。（消失が生ず
る照射エネルギー密度を本願明細書では消失エネルギー密度（ＥＡｂ）と略称する。）此
の値が最上限値となる。又、全面的な消失が生ぜずとも、半導体膜の厚み方向の全体が完
全に溶融して仕舞うと（此の照射エネルギー密度を本願明細書では完全溶融エネルギー密
度（ＥＣＭ）と略称する）、部分的な消失が発生し易く成る。此は薄膜半導体装置を作成
した際の欠陥を誘起して歩留まりを下げる要因と成り得るので、当然好ましくない。更に
は半導体膜の厚み方向全体が完全溶融すると、膜中で結晶核が爆発的に発生し、其れが故
レーザー照射後に得られる結晶化膜は微細な結晶粒から構成される事となる。斯う成ると
薄膜半導体装置の電気特性も優れぬ物と化す。従って、高歩留まりを以て優良な薄膜半導
体装置を製造するには、半導体膜表面でのパルスレーザー光のエネルギー密度は半導体膜
の厚み方向の全体が完全に溶融する値（ＥＣＭ）よりも低い事が望まれる。此が適切な照
射エネルギー密度に対する好ましい上限値となる。
【００２５】
　結局、波長λが３７０ｎｍ以上７１０ｎｍ以下のパルス発振する固体レーザー光を式５
から式８の関係を満たす厚みを有する硅素を主体とした半導体膜に照射して薄膜半導体装
置を作成する場合、固体レーザー光の半導体膜上に於ける望ましい照射エネルギー密度は
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表面溶融エネルギー密度（ＥＳＭ）以上消失エネルギー密度（ＥＡｂ）以下と成る。より
好ましくは表面溶融エネルギー密度（ＥＳＭ）以上完全溶融エネルギー密度（ＥＣＭ）以
下、或いは２／３溶融エネルギー密度（Ｅ２／３）以上消失エネルギー密度（ＥＡｂ）以
下、理想的には２／３溶融エネルギー密度（Ｅ２／３）以上完全溶融エネルギー密度（Ｅ

ＣＭ）以下と云える。具体的に固体パルスレーザー光がＮｄ：ＹＡＧレーザー光の第二高
調波で、透明基板上に形成された硅素を主体とする半導体膜の厚みが２８ｎｍ程度から９
６ｎｍ程度で有る場合の、半導体膜表面に於けるＹＡＧ２ωパルスレーザー光の照射エネ
ルギー密度（ｘ軸）と被照射半導体膜の溶融する体積成分（ｙ軸）との関係を図５に示す
。図５から分かる様に、斯様な条件下では
　ＥＳＭ＝１００ｍＪｃｍ－２

　ＥＣＭ＝８５０ｍＪｃｍ－２

　ＥＡｂ＝１５００ｍＪｃｍ－２

　で有るので、被照射半導体膜の厚み方向に於ける体積成分の３分の２が溶融する照射エ
ネルギー密度は
　Ｅ２／３＝６００ｍＪｃｍ－２

　となる。従って、ＹＡＧ２ω光の半導体膜上に於ける望ましい照射エネルギー密度は１
００ｍＪｃｍ－２程度以上１５００ｍＪｃｍ－２程度以下で、より好ましくは１００ｍＪ
ｃｍ－２程度以上８５０ｍＪｃｍ－２程度以下、或いは６００ｍＪｃｍ－２程度以上１５
００ｍＪｃｍ－２程度以下、理想的には６００ｍＪｃｍ－２程度以上８５０ｍＪｃｍ－２

程度以下と云える。
【００２６】
　前述の横方向への結晶成長を促進し、更に其れを半導体装置にて有効に利用するには、
此処まで述べてきた条件の他にパルスレーザー光の半導体膜表面に於ける照射領域の形状
の制御も重要となる。例えば照射領域が図６－ａに示すように円形で、円の中心から外側
に向かってレーザー光強度が減少して居る場合（図６－ｂ）を考える。この時結晶は温度
の低い外周から高温の中心に向かって成長するので、各結晶粒は成長するに従い互いにぶ
つかり合い、決して大きな結晶粒は形成され得ない。加えて半導体装置のアクティブ領域
の方向（ＦＥＴならばソース・チャンネル・ドレインの方向、バイポーラトランジスタな
らばエミッター・ベース・コレクターの方向）をいずれに取ろうとも、アクティブ領域内
には必ず多くの結晶粒界が出現する事になり、斯うした照射領域形状にてレーザー照射を
行って薄膜半導体装置を作成しても、決して優れた半導体装置には成り得ない。此に対し
て本願発明では照射領域を幅Ｗ（μｍ）で、長さＬ（ｍｍ）の線状乃至は略長方形とする
（図７－ａ）。照射領域内の長さ方向に於ける断面（図７－ａ、Ａ－Ａ’断面）でのレー
ザー光照射エネルギー密度は照射領域の端部（図７－ｂ、±Ｌ／２付近）を除いて略一様
に分布している（図７－ｂ）。具体的には長さ方向の左右其々の端部５％を除いた、中央
部９０％以内でのエネルギー密度の変動（平均値に対する標準偏差の比）は５％程度未満
とされている。一方、照射領域内の幅方向に於ける断面（図７－ａ、Ｂ－Ｂ’断面）での
レーザー光照射エネルギー密度は略台形状を成すか（図８－ａ）、或いは略ガウス関数形
を成す（図８－ｂ）。幅方向断面が略ガウス関数形とは幅方向のレーザー光強度（図８－
ｂ）が実際にガウス関数で近似され得る分布形状にのみ成らず、其の強度が中心（図８－
ｂに於ける０点）から微分可能な関数にて端部領域（図８－ｂに於ける±Ｗ／２付近）へ
と滑らかに減少している分布形状をも含む。幅方向断面が略台形状（図８－ａ）の場合、
エネルギー密度分布の変動が５％程度未満となる中央平坦領域の割合は３０％程度から９
０％程度が好ましく、それ故に上下其々の端部領域（図８－ａ、±Ｗ／２付近）は５％程
度から３５％程度となる。例えば幅Ｗ＝１００μｍの場合、中央平坦領域は３０μｍ程度
から９０μｍ程度で有り、上下其々の端部領域は５μｍ程度から３５μｍ程度が望まれる
。
【００２７】
　本願発明の要点は結晶核やレーザー光の制御を通じて半導体膜の溶融結晶化時に横成長
を促進させる事に認められる。横成長を促進させるには、レーザー光源の選択やそれに適
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する半導体膜厚の決定と言った膜厚方向の結晶成長抑制の他に、膜の水平方向への成長制
御をも重要となる。具体的には線上乃至は長方形状のレーザー光照射領域の長さ（照射長
と略称する）Ｌに対する幅（照射幅と略称する）Ｗの比（Ｌ／Ｗ）と照射領域の走査方法
とを最適化させる事で、所望の方向への結晶成長が可能と化す。まず照射長Ｌに対する照
射幅Ｗの比（Ｌ／Ｗ）を１００程度以上とする。この比（Ｌ／Ｗ）が１００程度以上有れ
ば、各照射の際に温度勾配は照射領域の長さ方向には殆ど生ぜず、主として幅方向（図７
－ａ、Ｂ－Ｂ’方向）に生ずる事になる。その結果、結晶は照射領域の幅方向へと一次元
的な横成長を示すからで有る。照射幅Ｗは５μｍ程度から５００μｍ程度が望まれるから
、生産性を考慮すると理想的には比（Ｌ／Ｗ）は１０００程度以上が望まれる。次いで斯
様な形状の照射領域を各照射毎に幅方向にずらして行き、基板全面の走査を行う。各照射
毎に結晶は照射幅方向に成長して行くので、照射領域を幅方向にずらして行くと幾つかの
結晶粒が幅方向に繋がる事も可能となる。斯うした照射方法を採用する事で多結晶半導体
膜を構成する結晶粒は平均的に照射領域の幅方向（図７－ａ、Ｂ－Ｂ’方向）に大きく成
る。従って薄膜半導体装置のアクティブ領域の方向（ＭＯＳＦＥＴならばソース・ドレイ
ン方向、バイポーラトランジスタならばエミッター・コレクター方向）を照射幅方向に取
る事で、アクティブ領域内（ＭＯＳＦＥＴのチャンネル形成領域内、又はバイポーラトラ
ンジスタのエミッター・ベース接合領域とベース領域、及びベース・コレクター接合領域
）に結晶粒界が存在しない、或いは仮令結晶粒界が存在しても其の数が僅かと云った優れ
た薄膜半導体装置が実現されるので有る。
【００２８】
　レーザー照射領域を基板上で走査する際に各照射毎に照射領域をずらす量（此をずらし
量と略称する）は、一回の照射で成長する結晶の大きさ（此を結晶成長サイズと略称する
）以下とするのが望ましい。理想的なずらし量は結晶成長サイズの半分程度以下で有る。
斯うする事で各照射毎に結晶が繋がる確率が著しく増大し、照射領域の幅方向への結晶粒
径が大きく成るからである。レーザー光源としてＹＡＧ２ω光を利用した場合、結晶成長
サイズは通常１μｍ程度から３μｍ程度である。従ってずらし量が３μｍ程度以下ならば
結晶が繋がる可能性が生じ、２μｍ程度以下ならばその確率はより増大する。結晶成長サ
イズは常に３μｍ程度と決まっている訳ではなく、其れは成る確率関数に従って分布する
。結晶成長サイズは大きい値を取る事も有れば、同様に小さい値をも取り得る。結晶成長
サイズが１μｍ程度と小さい値であっても結晶粒を確実に繋げるには、換言すれば殆ど総
ての結晶成長サイズの値に対しても結晶粒を確実に繋げるには、ずらし量を１μｍ程度以
下とする。理想的には０．５μｍ程度以下で有る。ずらし量が０．１μｍ程度以下となる
と、ＹＡＧ２ω光を２０ｋＨｚとの高周波でパルス発振しても走査速度は２ｍｍ／ｓｅｃ
程度以下と遅くなって仕舞う。５００ｍｍと云った様な大型基板を処理するには、生産性
を考慮すると走査速度を２ｍｍ／ｓｅｃ程度以下と遅くする事は現実的ではない。従って
ずらし量の下限値は０．１μｍ程度と云える。結晶を繋げる事よりも生産性を優先させれ
ば、ずらし量の上限値は凡そ２５μｍで有る。
【００２９】
　優れた薄膜半導体装置を作成するには半導体膜上の任意の一点を照射するパルスレーザ
ー光の照射回数（照射回数と略称する）をも最適化する必要が有る。照射回数が１０回程
度未満だと多結晶半導体膜中の欠陥を効率的に低減出来ない。反対に８０回程度以上だと
気相から半導体膜への不純物混入や半導体膜表面の粗さの増大などをもたらして仕舞う。
取り分け照射回数が２００回程度以上となると表面が酷く荒れ、斯うした膜を利用して薄
膜半導体装置を作成してもゲートリーク等に依り半導体装置は丸で機能しない。結晶性半
導体膜中の欠陥を効率的に低減し、且つ半導体膜の表面を平滑に保って優良なる薄膜半導
体装置を製造するには、照射回数が１０回程度以上８０回程度以下となる様にレーザー照
射領域を基板上にて走査する。優れた半導体装置を確実に製造するには、照射回数が２０
回程度以上６０回程度以下となる様にパルスレーザー光を走査する。
【００３０】
　ずらし量と照射回数に最適値が存在するので、此等の値より最適な照射幅Ｗが定まる。
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照射幅Ｗはずらし量と照射回数との積で有る。ずらし量をｘ（μｍ）で、照射回数をｎ回
で表した時、照射幅Ｗ（μｍ）は、
　Ｗ（μｍ）＝ｘ（μｍ）×ｎ　　　（式９）
である。幅方向のレーザーエネルギー密度分布の如何に関わらず照射幅Ｗはレーザーエネ
ルギー密度の強度が最大値の半分になる点の幅（Ｆｕｌｌ　Ｗｉｄｔｈ　Ｈａｌｆ　Ｍａ
ｘｉｍｕｍ：ＦＷＨＭ）に相当する。ずらし量の好ましい範囲の最下限が０．１μｍ程度
であり、照射回数の好ましい最小値が１０回程度であるから、好ましい最小照射幅は１μ
ｍ程度となる。反対にずらし量の最大値が２５μｍ程度で照射回数の最大値が８０回程度
だから、好ましい最大照射幅は２０００μｍ程度と云える。より好ましい照射幅としては
、ずらし量が０．５μｍ程度で照射回数が１０回程度の時の５μｍ程度からずらし量が３
μｍ程度で照射回数が８０回程度の時の２４０μｍ程度の間で有る。ずらし量が１μｍ程
度で照射回数が２０回程度の時の、或いはずらし量が０．５μｍ程度で照射回数が４０回
程度の時の２０μｍ程度から、ずらし量が２μｍ程度で照射回数が６０回程度の時の１２
０μｍ程度の間が理想的な照射幅と云える。
【００３１】
　斯うした条件下に於ける望ましい発信周波数は走査速度が２ｍｍ／ｓｅｃ程度以上とな
る値である。パルスレーザー光の発信周波数ｆ（Ｈｚ）と走査速度ｖ（ｍｍ／ｓｅｃ）と
の関係は先のずらし量ｘ（μｍ）を用いて、
　ｖ（ｍｍ／ｓｅｃ）＝ｘ（μｍ）×１０－３×ｆ（Ｈｚ）　　　（式１０）
と表現されるから、望ましい発信周波数ｆ（Ｈｚ）は
　ｆ＞２×１０３／ｘ　　　（式１１）
で有る。ずらし量の好ましい範囲が０．１μｍ程度以上２５μｍ程度以下で有ったから、
式１１より発信周波数の好ましい範囲は０．０８ｋＨｚ程度以上２０ｋＨｚ程度以下とな
る。より好ましくは０．６７ｋＨｚ程度以上２０ｋＨｚ程度以下、理想的には１ｋＨｚ程
度以上２０ｋＨｚ程度以下と云える。式９と式１１より発信周波数ｆ（Ｈｚ）と照射回数
ｎ（回）、及び照射幅Ｗ（μｍ）との間には
　ｆ＞２×１０３×ｎ／ｘ　　　（式１２）
との関係が見いだされる。即ち、発信周波数と照射回数、及び照射幅とを式１２の条件を
満たす様に設定してパルスレーザー光を半導体膜に照射すると、高い生産性を以て優れた
品質の薄膜半導体装置が製造される。
【００３２】
　半導体膜の溶融結晶化時に結晶粒の幅方向への一次元的な横成長を促進させるもう一つ
の重要な要素は、照射領域の幅方向に於けるレーザーエネルギー密度の勾配（エネルギー
密度勾配と略称する）である。溶融結晶化時の結晶成長速度ｕ（ｘ）は半導体膜の温度勾
配ｄＴ（ｘ）／ｄｘに比例する。
　ｕ（ｘ）＝ｋ・ｄＴ（ｘ）／ｄｘ　　　（式１３）
但し此処でｋは速度定数で、Ｔ（ｘ）は半導体膜上の任意の点ｘに於ける半導体膜の温度
である。半導体膜の溶融時間をｔｍと表わすと、結晶成長サイズＬｃは結晶成長速度と溶
融時間ｔｍとの積にて表される。
　Ｌｃ＝ｕ×Ｌｃ＝ｋ・ｄＴ／ｄｘ・ｔｍ　　　（式１４）
速度定数ｋは一定で溶融時間も略一定であるから、結晶成長サイズは半導体膜の温度勾配
に比例する事になる。一方、半導体膜の温度は照射パルスレーザー光のエネルギー密度に
比例するから、結局、結晶成長サイズＬｃはエネルギー密度勾配ｄＥ／ｄｘに比例する。
　Ｌｃ∝ｄＥ／ｄｘ　　　（式１５）
結晶成長サイズを大きくするにはエネルギー密度勾配を大きくすれば良い訳である。出願
人等が行った実験結果に依ると、ＹＡＧ２ω光をパルスレーザー光として用いてガラス基
板上の半導体膜を溶融結晶化させた場合、エネルギー密度勾配の最大値が３ｍＪ・ｃｍ－

２・μｍ－１程度以上である３．０ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１程度から４．０ｍＪ・ｃｍ
－２・μｍ－１程度の時に照射幅方向への結晶成長サイズは１μｍ程度以上となった。又
、エネルギー密度勾配の最大値が１０ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１程度から２０Ｊ・ｃｍ－
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２・μｍ－１程度の時には照射幅方向への結晶成長サイズは２μｍ程度以上と増大した。
更にエネルギー密度勾配の最大値が３０ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１程度の時には照射幅方
向への結晶成長サイズは３μｍ程度となった。従って良質な結晶性半導体膜を得て優良な
る薄膜半導体装置を製造するにはエネルギー密度勾配の最大値を３ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ
－１程度以上とするのが好ましく、１０ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１程度から２０Ｊ・ｃｍ
－２・μｍ－１程度の間ならばより好ましく、理想的には３０ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１

程度以上である。
【００３３】
　本願発明に依ると所望の方向への一次元的な結晶成長を実現するには、照射レーザー光
の波長や吸収係数、更には半導体膜の厚みや純度等を最適化して厚み方向への結晶成長を
抑制し、その上で線状乃至は略長方形状をした照射領域の形状を整えて長さ方向への結晶
成長を抑制し、且つ幅方向へのエネルギー密度勾配を最適化して幅方向へのみ選択的に結
晶を成長させる。斯様な状況としてから照射領域を各照射毎に照射領域の幅方向に適当量
ずらして走査すれば、走査方向に結晶は繋がって行く。斯くして照射幅方向に対する結晶
粒長が増大し、且つ結晶内欠陥も少なく、表面も平滑で、而も純度も高いとの優れた結晶
性半導体薄膜が得られる。薄膜半導体装置の能動層の方向を照射領域の走査方向と平行と
すれば、能動層内を横断する結晶粒界数が著しく低減され、以て窮めて優良な薄膜半導体
装置が容易に製造されるに至る。
【００３４】
　以上詳述してきた様に、従来低品質でばらつきも大きかった結晶性半導体膜を、本願発
明では成膜方法や結晶化工程を工夫する事に依り、均一で高品質な結晶性半導体膜とする
事が出来る。これに依り薄膜トランジスタに代表される薄膜半導体装置の電気特性を著し
く向上させ、同時に薄膜半導体装置を低電圧にて動作させ、更には斯様な薄膜半導体装置
を安定的に製造し得るとの顕著な効果が認められる。
【００３５】
発明を実施するための最良の形態
　添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００３６】
（実施例１）
　図９（ａ）～（ｄ）はＭＯＳ型電界効果トランジスタを形成する薄膜半導体装置の製造
工程を断面で示した図で有る。本実施例１では基板１０１としてガラスの歪点温度が６５
０℃の無アルカリガラスを用いた。然るに此以外の基板で有っても、薄膜半導体装置製造
工程中の最高温度に耐えられるのならば、その種類や大きさは無論問われない。まず基板
１０１上に下地保護膜１０２と成る酸化硅素膜を堆積する。基板がセラミックス基板等で
半導体膜に取って望ましからざる不純物を含んでいる場合、酸化硅素膜堆積前に酸化タン
タル膜や窒化硅素膜等の第一の下地保護膜を堆積しても良い。本実施例１では基板１０１
上にプラズマ化学気相堆積法（ＰＥＣＶＤ法）で酸化硅素膜を２００ｎｍ程度堆積し、下
地保護膜１０２とした。酸化硅素膜はＥＣＲ－ＰＥＣＶＤにて以下の堆積条件で堆積され
た。
　　モノシラン（ＳｉＨ４）流量・・・６０ｓｃｃｍ
　　酸素（Ｏ２）流量・・・１００ｓｃｃｍ
　　圧力・・・２．４０ｍＴｏｒｒ
　　マイクロ波（２．４５ＧＨｚ）出力・・・２２５０Ｗ
　　印可磁場・・・８７５Ｇａｕｓｓ
　　基板温度・・・１００℃
　　成膜時間・・・４０秒
此の酸化膜の、液温が２５℃で濃度が１．６７％の沸化水素酸水溶液に於けるエッチング
速度は０．５ｎｍ／ｓで有った。
【００３７】
　斯様に形成された下地保護膜上に、第一工程として真性非晶質硅素膜を高真空型ＬＰＣ
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ＶＤ装置にて５０ｎｍ程度の膜厚に堆積した。高真空型ＬＰＣＶＤ装置はホット・ウォー
ル型で容積が１８４．５ｌ有り、基板挿入後の堆積可能領域の総面積は約４４０００ｃｍ
２で有る。成膜室に於ける最大排気速度は１２０ｓｃｃｍ／ｍＴｏｒｒで有る。堆積温度
は４２５℃で、半導体膜堆積前には此の温度にて１時間１５分間に渡る基板の加熱乾燥処
理が施された。乾燥熱処理の最中、基板が設置された成膜室には純度が９９．９９９９％
以上のヘリウム（Ｈｅ）を２００（ｓｃｃｍ）と純度が９９．９９９９％以上の水素（Ｈ

２）を１００（ｓｃｃｍ）導入し、成膜室の圧力は約２．５ｍＴｏｒｒに保たれた。乾燥
処理が終了し、半導体膜堆積直前の成膜室背景真空度は、４２５℃に於ける温度平衡条件
にて２．５×１０－７Ｔｏｒｒで有った。非晶質硅素膜堆積時には成膜室に純度９９．９
９％以上のジシラン（Ｓｉ２Ｈ６）を２００ｓｃｃｍの流量で供給し、堆積圧力は凡そ１
．１Ｔｏｒｒに保たれた。此の条件下で硅素膜の堆積速度は０．７７ｎｍ／ｍｉｎで有る
。
【００３８】
　次に第二工程として第一工程にて得られた真性非晶質硅素膜にパルス発振するＮｄ：Ｙ
ＡＧレーザー光の第二高調波を照射して溶融結晶化を行った。パルスレーザー光の時間半
値幅は約６０ｎｓで、発信周波数は２００Ｈｚで有った。レーザー光は幅方向に対して略
ガウス形であり、照射幅が２７０μｍで照射長が５ｍｍの線状に集光された。幅方向に対
するエネルギー密度勾配の最大値は３．７２ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１であった。此の線
状の光を各照射毎に２．５％づつ幅方向にずらして、基板上を走査した。ずらし量は６．
７５μｍとなり、半導体膜上の任意の一点は約４０回のレーザー照射を被って居る。レー
ザー光の照射エネルギー密度は７５０ｍＪ・ｃｍ－２で有る。半導体膜表面に於ける照射
エネルギー密度の平均値に対する変動は約４％で有った。本実施例１にて使用したＹＡＧ
２ωレーザー光では５０ｎｍの半導体膜の最表面のみを溶融させるエネルギー密度は１０
０ｍＪ・ｃｍ－２程度で有り、完全溶融させるエネルギー密度は８５０ｍＪ・ｃｍ－２程
度で有ったから、半導体膜の約８７％が溶融した事に成る。斯様にして得られた結晶性硅
素膜をパターニング加工して半導体膜の島１０３を形成した。トランジスタのソースドレ
イン方向とＹＡＧ２ωレーザー光の走査方向は略平行であった。（図９－ａ）
【００３９】
　次にパターニング加工された半導体膜の島１０３を被う様に酸化硅素膜１０４をＥＣＲ
－ＰＥＣＶＤ法にて形成した。此の酸化硅素膜は半導体装置のゲート絶縁膜として機能す
る。ゲート絶縁膜と成る酸化硅素膜堆積条件は堆積時間が２４秒と短縮された事を除いて
、下地保護膜の酸化硅素膜の堆積条件と同一で有る。但し、酸化硅素膜堆積の直前にはＥ
ＣＲ－ＰＥＣＶＤ装置内で基板に酸素プラズマを照射して、半導体の表面に低温プラズマ
酸化膜を形成した。プラズマ酸化条件は次の通りで有る。
　　酸素（Ｏ２）流量・・・１００ｓｃｃｍ
　　圧力・・・１．８５ｍＴｏｒｒ
　　マイクロ波（２．４５ＧＨｚ）出力・・・２０００Ｗ
　　印可磁場・・・８７５Ｇａｕｓｓ
　　基板温度・・・１００℃
　　処理時間・・・２４秒
【００４０】
　プラズマ酸化に依り凡そ３．５ｎｍの酸化膜が半導体表面に形成されて居る。酸素プラ
ズマ照射が終了した後、真空を維持した侭連続で酸化膜を堆積した。従ってゲート絶縁膜
と成る酸化硅素膜はプラズマ酸化膜と気相堆積膜の二者から成り、その膜厚は１２２ｎｍ
で有った。斯様にしてゲート絶縁膜堆積が完了した。（図９－ｂ）
【００４１】
　引き続いて金属薄膜に依りゲート電極１０５をスパッター法にて形成する。スパッター
時の基板温度は１５０℃で有った。本実施例１では７５０ｎｍの膜厚を有するα構造のタ
ンタル（Ｔａ）にてゲート電極を作成し、このゲート電極のシート抵抗は０．８Ω／□で
有った。次にゲート電極をマスクとして、ドナー又はアクセプターとなる不純物イオン１
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０６を打ち込み、ソース・ドレイン領域１０７とチャンネル形成領域１０８をゲート電極
に対して自己整合的に作成する。本実施例１ではＣＭＯＳ半導体装置を作製した。ＮＭＯ
Ｓトランジスタを作製する際にはＰＭＯＳトランジスタ部をアルミニウム（Ａｌ）薄膜で
覆った上で、不純物元素として水素中に５％の濃度で希釈されたフォスヒィン（ＰＨ３）
を選び、加速電圧８０ｋＶにて水素を含んだ総イオンを７×１０１５ｃｍ－２の濃度でＮ
ＭＯＳトランジスタのソース・ドレイン領域に打ち込んだ。反対にＰＭＯＳトランジスタ
を作製する際にはＮＭＯＳトランジスタ部をアルミニウム（Ａｌ）薄膜で覆った上で、不
純物元素として水素中に５％の濃度で希釈されたジボラン（Ｂ２Ｈ６）を選び、加速電圧
８０ｋＶにて水素を含んだ総イオンを５×１０１５ｃｍ－２の濃度でＰＭＯＳトランジス
タのソース・ドレイン領域に打ち込んだ。（図９－ｃ）イオン打ち込み時の基板温度は３
００℃で有る。
【００４２】
　次にＰＥＣＶＤ法でＴＥＯＳ（Ｓｉ－（ＯＣＨ２ＣＨ３）４）と酸素を原料気体として
、基板温度３００℃で層間絶縁膜１０９を堆積した。層間絶縁膜は二酸化硅素膜から成り
、その膜厚は凡そ５００ｎｍで有った。層間絶縁膜堆積後、層間絶縁膜の焼き締めとソー
ス・ドレイン領域に添加された不純物元素の活性化を兼ねて、窒素雰囲気下３５０℃にて
２時間の熱処理を施した。最後にコンタクト・ホールを開穴し、スパッター法で基板温度
を１８０℃としてアルミニウムを堆積し、配線１１０を作成して薄膜半導体装置が完成し
た。（図９－ｄ）
【００４３】
　この様にして作成した薄膜半導体装置の伝達特性を測定した。測定した半導体装置のチ
ャンネル形成領域の長さ及び幅は其々１０μｍで、測定は室温にて行われた。４個のＮＭ
ＯＳトランジスタのＶｄｓ＝８Ｖに於ける飽和領域より求めた平均の移動度は１１７ｃｍ
２・Ｖ－１・ｓ－１で有り、平均の閾値電圧は３．４１Ｖ、平均のサブスレーシュホール
ド・スイングは０．２６０Ｖ、閾値電圧とフラットバンド電圧とから求めた平均のアクセ
プター型捕獲準位密度は２．０５×１０１６ｃｍ－３で有った。又、４個のＰＭＯＳトラ
ンジスタのＶｄｓ＝－８Ｖに於ける飽和領域より求めた平均の移動度は６２ｃｍ２・Ｖ－

１・ｓ－１で有り、平均の閾値電圧は－０．８１Ｖ、平均のサブスレーシュホールド・ス
イングは０．３６８Ｖ、閾値電圧とフラットバンド電圧とから求めた平均のドナー型捕獲
準位密度は１．６２×１０１６ｃｍ－３で有った。此等の半導体装置は其の特性が基板内
で殆ど変動が無く、高性能半導体装置が均一に製造されて居た。此に対して従来技術で非
晶質硅素膜を堆積してエキシマ・レーザーで結晶化した比較例ではＮＭＯＳトランジスタ
の平均の移動度が３３ｃｍ２・Ｖ－１・ｓ－１、平均の閾値電圧が３．７０Ｖ、平均のサ
ブスレーシュホールド・スイングが０．６４６Ｖ、平均のアクセプター型捕獲準位密度が
２．６５×１０１６ｃｍ－３で、ＰＭＯＳトランジスタの平均の移動度が１６ｃｍ２・Ｖ
－１・ｓ－１、平均の閾値電圧が－７．０６Ｖ、平均のサブスレーシュホールド・スイン
グが０．６１７Ｖ、平均のドナー型捕獲準位密度は６．５５×１０１６ｃｍ－３で有った
。この例が示す様に本発明に依るとＮ型とＰ型の両半導体装置共に高移動度で低閾値電圧
を有し、且つ急峻なサブスレーシュホールド特性を示す良好な薄膜半導体装置が汎用ガラ
ス基板を使用し得る低温工程にて、簡便且つ容易に、又安定的に作成し得る。取り分け、
サブスレーシュホールド・スイング値から分かる様に禁制帯中央部付近の捕獲準位密度や
、ドナー型捕獲準位密度と云った獲準位密度を著しく低減するとの絶大なる効果を有し、
薄膜半導体装置を用いた回路の低電圧駆動を可能ならしめている。又、従来技術では移動
度が大きければ閾値電圧や捕獲準位密度も大きく成っていたが、本願発明に依ると、高移
動度と低閾値電圧や低捕獲準位密度を同時に実現出来るとの優れた効果をも認められる。
【００４４】
（実施例２）
　第二工程に於けるパルス発振するＮｄ：ＹＡＧレーザー光の第二高調波を半導体膜に照
射する工程を除いて、その他の製造工程は実施例１と全く同様として薄膜半導体装置を作
成した。本実施例２では幅２７０μｍで長さ５ｍｍの線状に集光されたＹＡＧ２ωパルス
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レーザー光を各照射毎に幅方向にずらす割合と、半導体膜上に於けるレーザー光照射エネ
ルギー密度との二点のみを実施例１から変更した。線状のレーザー光を照射毎に幅方向に
ずらす割合は５％と２．５％、１．２％、０．６％との四水準を選んだ。此に応じて半導
体膜上の任意の一点は其々約２０回、約４０回、約８３回、約２５０回のレーザー照射を
被る事になる。半導体膜上に於けるレーザー光の照射エネルギー密度は３００ｍＪ・ｃｍ
－２から８００ｍＪ・ｃｍ－２迄変化させた。其れに比例してレーザーエネルギー密度勾
配の最大値も１．４９ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１から３．９７ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１

へと変化する。実施例１と同様、半導体膜表面に於けるＹＡＧ２ω光照射エネルギー密度
の平均値に対する変動は約４％で、ＥＳＭは１００ｍＪ・ｃｍ－２程度で有り、ＥＣＭは
８５０ｍＪ・ｃｍ－２程度で有った。
【００４５】
　斯うして作成された薄膜半導体装置の電気特性を図１０から図１５に示す。これらの図
の横軸（ｘ軸）は何れもＹＡＧ２ω光の半導体膜表面に於ける照射エネルギー密度を表し
、縦軸（ｙ軸）は対応する電気特性を表す。又、参考の為に従来技術に相当するエキシマ
レーザーで得られた最も良い結果をも黒丸（ＫｒＦ　Ｅｘｃｉｍｅｒ　２０　ｓｈｏｔｓ
）にて示して有る。
【００４６】
　図１０及び図１１はＮＭＯＳ及びＰＭＯＳのサブスレシュホールドスイングを示してい
る。照射エネルギー密度が５５０ｍＪ・ｃｍ－２程度を越えると、即ち半導体膜の厚み方
向に於ける体積成分の６０％程度以上が溶融すると、従来よりも閾値下特性を改善出来る
事が分かる。更に６００ｍＪ・ｃｍ－２程度以上の時（半導体膜の厚み方向に於ける体積
成分の６７％程度以上が溶融した時）には、従来よりも著しく特性が改善され、而も良好
な特性を示すエネルギー密度範囲が完全溶融直前の８００ｍＪ・ｃｍ－２程度迄と広がっ
て居る事が確認出来る。
【００４７】
　図１２及び図１３はアクセプター型捕獲準位とドナー型捕獲準位のエネルギー密度依存
性を示して居る。図１０や図１１と同じ傾向に加えて、照射エネルギー密度が６５０ｍＪ
・ｃｍ－２程度を越えると、即ち半導体膜の厚み方向に於ける体積成分の７３％程度以上
が溶融すると、ドナー型捕獲準位を従来の３分の１程度以下に迄低減し得るとの顕著な効
果が認められて居る。
【００４８】
　図１４及び図１５はＮＭＯＳ及びＰＭＯＳの移動度に関するグラフで有る。照射エネル
ギー密度が６５０ｍＪ・ｃｍ－２程度を越えると、即ち半導体膜の厚み方向に於ける体積
成分の７３％程度以上が溶融すると、ＮＭＯＳもＰＭＯＳも共に非常に大きな移動度が得
られる。
【００４９】
　本実施例２が示す様に、半導体膜の厚み方向に於ける体積成分の６０％程度以上が溶融
すると従来よりも優れた薄膜半導体装置を容易に製造する事が可能となり、６７％程度以
上が溶融すると捕獲準位密度を著しく低減し、更に７３％程度以上が溶融すると、低閾値
電圧と高移動度とが両立するとの優れた効果が生ずる事が理解されよう。
【００５０】
（実施例３）
　第二工程に於けるパルス発振するＮｄ：ＹＡＧレーザー光の第二高調波を半導体膜に照
射する工程を除いて、その他の製造工程は実施例１と全く同様として薄膜半導体装置を作
成した。本実施例３では幅方向に対して略ガウス型を為す照射幅６０μｍで照射長１０ｍ
ｍの線状に集光されたＹＡＧ２ωパルスレーザー光を半導体膜に照射した。照射回数は４
０回で、従ってずらし量は１．５μｍとなる。生産性を考慮した好ましい発信周波数は１
３３４Ｈｚ以上である。幅方向に於けるエネルギー密度勾配の最大値は１６．１ｍＪ・ｃ
ｍ－２・μｍ－１であった。照射レーザーエネルギー密度は６００ｍＪ・ｃｍ－２とした
。これ以外の条件は総て実施例１と全く同一として薄膜半導体装置を作成した。得られた
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Ｎ型薄膜半導体装置のＶｄｓ＝８Ｖに於ける飽和領域より求めた平均の移動度は１５９ｃ
ｍ２・Ｖ－１・ｓ－１で有り、又Ｐ型薄膜半導体装置のＶｄｓ＝－８Ｖに於ける飽和領域
より求めた平均の移動度は７０ｃｍ２・Ｖ－１・ｓ－１で有った。実施例１及び実施例２
の図１４と図１５の結果と比較すると、同じ照射レーザーエネルギー密度であっても、ず
らし量が小さくなり、エネルギー密度勾配の最大値が大きくなった事実を反映して、より
優れたトランジスタが作成されて居る事が理解される。
【００５１】
（実施例４）
　第二工程に於けるパルス発振するＮｄ：ＹＡＧレーザー光の第二高調波を半導体膜に照
射する工程とゲート絶縁膜の厚みとを除いて、その他の製造工程は実施例１と全く同様と
して薄膜半導体装置を作成した。本実施例４ではゲート絶縁膜の厚みを６０ｎｍとした。
又、半導体膜を照射するＹＡＧ２ω光は幅方向に対して略ガウス型を為す照射幅５０μｍ
で照射長１０ｍｍの線状に集光された。照射回数は４０回で、従ってずらし量は１．２５
μｍとなる。生産性を考慮した好ましい発信周波数は１６００Ｈｚ以上である。照射レー
ザーエネルギー密度は３００ｍＪ・ｃｍ－２から９００ｍＪ・ｃｍ－２迄の間で１００ｍ
Ｊ・ｃｍ－２毎に設定された。其れに応じて幅方向に於けるエネルギー密度勾配の最大値
も１１．２５ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１から３３．７５ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１へと変
化する。これ以外の条件は総て実施例１と全く同一として薄膜半導体装置を作成した。得
られたＮ型薄膜半導体装置（チャンネル長５μｍ、チャンネル幅１０μｍ）のＶｄｓ＝５
Ｖに於ける飽和領域より求めた平均の移動度、及びＹＡＧ２ω光のエネルギー密度勾配の
最大値を図１６に掲げる。
【００５２】
　図１６ではレーザーエネルギー密度が６００ｍＪ・ｃｍ－２を越えるとエネルギー密度
勾配の最大値も２０ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１を越え、移動度も１７１ｃｍ２・Ｖ－１・
ｓ－１と急増している事が示されている。照射エネルギー密度が、半導体膜の体積成分の
３分の２が溶解するＥ２／３＝６００ｍＪ・ｃｍ－２以上となり、同時にエネルギー密度
勾配の最大値が２０ｍＪ・ｃｍ－２・μｍ－１を越えると、急激に半導体特性が良くなる
事が理解されよう。更にレーザーエネルギー密度が完全溶融するＥＣＭ＝８５０ｍＪ・ｃ
ｍ－２を越える９００ｍＪ・ｃｍ－２であっても、移動度は１８８ｃｍ２・Ｖ－１・ｓ－

１と良好な値を示している事が分かる。此は完全溶融に依り半導体膜中に核がランダムに
発生しても、複数回のレーザー照射の最後にエネルギー密度勾配の最大値が３０ｍＪ・ｃ
ｍ－２・μｍ－１を越える照射が行われる為、照射領域の幅方向への結晶成長が生じるか
らである。従来のエキシマレーザー照射では完全溶融条件ＥＣＭを越えると、トランジス
タ特性は激しく劣化する。此とは対照的に本願発明では多少完全溶融条件を越えても、優
良な薄膜半導体装置が作成されている。換言すれば優れた半導体装置を製造する条件範囲
が窮めて広い事を意味し、優良なる半導体装置を安定的に製造し得るのである。実際に図
１６からはレーザーエネルギー密度が６００ｍＪ・ｃｍ－２から９００ｍＪ・ｃｍ－２へ
と３００ｍＪ・ｃｍ－２もの広い製造条件範囲に渡って高移動度の薄膜半導体装置が作成
されている。
【００５３】
　以上のように、本発明の薄膜半導体装置の製造方法に依ると、安価なガラス基板の使用
が可能である低温プロセスを用いて高性能な薄膜半導体装置を容易に且つ安定的に製造す
ることができる。従って本発明をアクティブ・マトリックス液晶表示装置の製造に適用し
た場合には、大型で高品質な液晶表示装置を容易にかつ安定的に製造することができる。
更に他の電子回路の製造に適用した場合にも高品質な電子回路を容易にかつ安定的に製造
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は光の波長と半導体に於ける吸収係数との関係を説明した図。
【図２】図２は半導体膜厚と膜中での光強度との関係を説明した図。
【図３】図３は本願発明の原理を説明した図。
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【図４】図４は本願発明の範囲を説明する波長と半導体膜厚との関係図。
【図５】図５は本願発明の一例のエネルギー密度と体積成分との関係図。
【図６】図６はレーザー光の照射形状を説明した図。
【図７】図７は本願発明のレーザー光の照射形状を説明した図。
【図８】図８は本願発明のレーザー光の照射形状を説明した図。
【図９】図９は本願発明の製造工程を説明した図。
【図１０】本願発明の効果を説明した図。
【図１１】本願発明の効果を説明した図。
【図１２】本願発明の効果を説明した図。
【図１３】本願発明の効果を説明した図。
【図１４】本願発明の効果を説明した図。
【図１５】本願発明の効果を説明した図。
【図１６】本願発明の効果を説明した図。
【符号の説明】
　１０１は基板で、１０２は下地保護膜、１０３は半導体膜の島、１０４は酸化硅素膜、
１０５はゲート電極、１０６は不純物イオン、１０７はソース・ドレイン領域、１０８は
チャネル形成領域、１０９は層間絶縁膜、１１０は配線。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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