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(57)【要約】
　一態様において、本開示は薄膜処理方法に関する。本
方法は、第１の選択された方向に薄膜を進める間、第１
レーザパルスと第２レーザパルスで薄膜の第１領域を照
射し、各レーザパルスは成形ビームを供給し、薄膜を部
分的に溶解するのに十分なフルエンスを持ち、第１領域
は再凝固および結晶化して第１の結晶化領域を形成する
。更に本方法は、第３レーザパルスと第４レーザパルス
で薄膜の第２領域を照射し、各レーザパルスは形成ビー
ムを供給し、薄膜を部分的に溶解するのに十分なフルエ
ンスを持ち、第２領域は再凝固および結晶化して第２の
結晶化領域を形成する。第１レーザパルスと第２レーザ
パルス間の時間間隔は、第１レーザパルスと第３レーザ
パルス間の時間間隔の半分未満である。
【選択図】図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の選択された方向に薄膜を進める間、第１レーザパルスと第２レーザパルスを用い
て前記薄膜の第１領域を照射し、各レーザパルスは成形ビームを供給し、前記薄膜を部分
的に溶解するのに十分なフルエンスを持ち、前記第１領域が再凝固および結晶化して第１
結晶化領域を形成すること；及び
　第３レーザパルスと第４レーザパルスを用いて前記薄膜の第２領域を照射し、各パルス
は成形ビームを供給し、前記薄膜を部分的に溶解するのに十分なフルエンスを持ち、前記
第２領域が再凝固および結晶化して第２結晶化領域を形成することを含み、
　前記第１レーザパルスと前記第２レーザパルス間の時間間隔は、前記第１レーザパルス
と前記第３レーザパルス間の時間間隔の半分未満である、
薄膜処理方法。
【請求項２】
　前記第１レーザパルスと前記第２レーザパルス間の前記時間間隔は、前記薄膜の単一の
溶解および凝固サイクル間の時間間隔より長い、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１レーザパルスと前記第２レーザパルスのそれぞれは、同じエネルギー密度を持
つ、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１レーザパルスと前記第２レーザパルスのそれぞれは、異なるエネルギー密度を
持つ、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１レーザパルスと前記第２レーザパルスのそれぞれは、前記薄膜の同程度の溶解
を達成する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１レーザパルスと前記第２レーザパルスのそれぞれは、前記薄膜の異なる程度の
溶解を達成する、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記薄膜は、既存の微結晶を欠いた非晶質シリコン膜を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１レーザパルスは、前記非晶質シリコン膜を溶解し、不完全なコア領域を持つ結
晶構造体を生成するのに十分なエネルギー密度を持つ、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２レーザパルスは、前記不完全なコア領域を再溶解し、均質微細粒子結晶膜を生
成するのに十分なエネルギー密度を持つ、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記薄膜は、非晶質シリコン膜を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記薄膜は、低圧化学蒸着、プラズマ促進化学蒸着、スパッタリング、および電子ビー
ム蒸着の一つを使って蒸着される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記薄膜は、処理されたシリコン膜を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記処理されたシリコン膜は、以下を含む方法により後で処理された既存の微結晶を欠
いた非晶質シリコンである請求項１２に記載の方法：
　第２の選択された方向に前記非晶質シリコン膜を進める間、前記非晶質シリコン膜を部
分的に溶解するのに十分なフルエンスを持つ広範囲のレーザパルスで前記非晶質シリコン
膜を照射すること。
【請求項１４】
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　前記広範囲のレーザパルスは、多数のレーザ源からのレーザパルスの連続的な重なりに
よって生成され、パルス間の遅延は、単一の溶解および凝固サイクルを誘起するほど十分
短い、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記非晶質シリコン膜は、プラズマ促進化学蒸着を介して得られる、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記広範囲のレーザパルスは、３００ｎｓ全幅半値より大きいパルス長を含む、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記処理されたシリコン膜は、以下を含む方法により処理されたシリコン膜である請求
項１２に記載の方法：
　第２の選択された方向に前記シリコン膜を進める間、前記シリコン膜を完全に溶解する
のに十分なフルエンスを持つレーザパルスで前記シリコン膜を照射すること。
【請求項１８】
　前記レーザパルスは、複数のレーザ源からのレーザパルスの重なりによって生成される
、
請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　第２の選択された方向に前記薄膜を進める間、第５レーザパルスと第６レーザパルスで
前記薄膜の第３領域を照射し、各レーザパルスは、形成ビームを供給し、前記薄膜を部分
的に溶解するのに十分なフルエンスを持ち、、前記第３領域は再凝固および結晶化して第
３の結晶化領域を形成すること、及び
　第７レーザパルスと第８レーザパルスで前記薄膜の第４領域を照射し、各パルスは、形
成ビームを供給し、前記薄膜を部分的に溶解するのに十分なフルエンスを持ち、前記第４
領域は再凝固および結晶化して第４の結晶化領域を形成することを含み、
　前記第５レーザパルスと前記第６レーザパルス間の時間間隔は、前記第５レーザパルス
と前記第７レーザパルス間の時間間隔の半分未満である、
請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第２の選択された方向は前記第１の選択された方向と逆であり、前記第３の領域は
前記第２の領域と重なり、前記第４の領域は前記第１の領域と重なる、請求項１９に記載
の方法。
【請求項２１】
　前記第２の選択された方向は、前記第１の選択された方向と同じであり、前記第３の領
域は前記第１の領域と重なり、前記第４の領域は前記第２の領域と重なる、請求項１９に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２の選択された方向に前記薄膜を進める前に、前記第１の選択された方向と垂直
な方向に前記薄膜を移動する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　各レーザパルスは、上部に均一なエネルギー密度を持つラインビームを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項２４】
　各レーザパルスは、フラッド照射パルスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　請求項１に記載の方法により処理された薄膜。
【請求項２６】
　請求項１に記載の方法により処理された薄膜を含む装置であって、前記装置は、前記薄
膜の複数の結晶化領域内に配置された複数の電子回路を含む装置。
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【請求項２７】
　前記装置は表示装置を含む、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　レーザパルスを生成するための一次および二次レーザ源と、
　基板上の薄膜を固定する作業台と、
　前記ビームパルスに対し前記薄膜を動かし、それにより前記薄膜の表面上の前記レーザ
ビームパルスの伝搬方向を生成するための台と、
　前記一次源からの第１レーザパルスによって照射される前記可動台に載せられた薄膜の
第１領域、前記二次源からの第２レーザパルスによって照射される前記薄膜の第２領域、
および前記一次源からの第３レーザパルスによって照射される前記薄膜の第３領域を提供
するために台に同期したレーザを発射するための処理命令を持つコンピュータを含み、
　処理命令は、前記第１、第２、および第３領域を照射するために、前記ビームパルスに
対し、伝搬方向で前記膜を動かすために含まれ、
　前記第１領域の中央と前記第２領域の中央間の距離は、前記第１領域の前記中央と前記
第３の中央間の距離の半分未満であり、
　前記第１、第２、および第３レーザパルスは、前記薄膜を部分的に溶解するのに十分な
フルエンスを持つ、
非周期的なレーザパルスを使用する薄膜処理システム。
【請求項２９】
　前記台は一定速度で移動する、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　既存の微結晶を欠いた非晶質シリコン膜を細かい粒子から成る膜に変換する方法であり
、前記方法は、
　前記非晶質シリコン膜を第１の選択された方向に進める間、前記非晶質シリコン膜を部
分的に溶解するのに十分なフルエンスを持つ広範囲のレーザパルスで前記非晶質シリコン
膜を照射し、
　前記細かい粒子から成る膜は前記膜の厚さより短い平均横方向寸法を持つ粒子を含む方
法。
【請求項３１】
　前記広範囲のレーザパルスは、３００ｎｓ全幅半値より大きいパルス長を含み、フラッ
ド照射パルスである、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記広範囲のレーザパルスは複数のレーザ源からのレーザパルスの遅延した重なりによ
って生成され、パルス間の前記遅延は単一の溶解および凝固サイクルを誘起するほど十分
短い、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記非晶質シリコン膜は、プラズマ促進化学蒸着を介して得られる、請求項３０に記載
の方法。
【請求項３４】
　基板上の半導体薄膜であって、前記薄膜は前記基板に隣接する底面に位置する底界面と
、前記底面の反対側の上面を持つ半導体薄膜を提供すること；及び
　前記膜の完全な溶解閾値の１．３倍より大きいエネルギー密度を持つレーザビームで前
記薄膜を照射することを含み、前記エネルギー密度は前記膜を完全に溶解するよう選択さ
れ、
　凝固の開始において、キャップ層が前記半導体膜の前記上面で表面界面を形成するため
に存在し、
　前記膜の照射および完全な溶解の後で、非均質核形成が前記上界面と前記底界面の両方
で発生し、
　冷却に際して、前記非均質核形成は前記膜の前記底面で低欠陥シリコン粒子を形成する
、
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薄膜処理方法。
【請求項３５】
　前記レーザビームは、８０ｎｓより大きいパルス継続時間を持つ、請求項３４に記載の
方法。
【請求項３６】
　前記レーザビームは、２００ｎｓより大きいパルス継続時間を持つ、請求項３４に記載
の方法。
【請求項３７】
　前記レーザビームは、４００ｎｓより大きいパルス継続時間を持つ、請求項３４に記載
の方法。
【請求項３８】
　前記半導体薄膜は、厚さ約１００ｎｍから約３００ｎｍ間のシリコン膜を含む、請求項
３４に記載の方法。
【請求項３９】
　前記基板はガラスを含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４０】
　前記基板は石英を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４１】
　前記粒子は小さな等軸晶を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４２】
　前記レーザビームの前記エネルギー密度は、前記局所的に完全に溶解する閾値の１．４
倍である、請求項３４に記載の方法。
【請求項４３】
　前記キャップ層は、照射前に前記薄膜の前記上面に薄膜を蒸着することによって形成さ
れる、請求項３４に記載の方法。
【請求項４４】
　前記キャップ層は、５０ｎｍより薄い厚さの酸化物層を含む、請求項４３に記載の方法
。
【請求項４５】
　前記キャップ層は、酸素化環境において前記薄膜を照射することによって形成される、
請求項３４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記酸素化環境は空気を含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記酸素化環境は酸素のみを含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４８】
　前記基板は絶縁膜によって覆われたパターン化された金属膜を含み、前記エネルギー密
度は前記薄膜の前記完全な溶解閾値の１．３倍より大きい、請求項３４に記載の方法。
【請求項４９】
　前記パターン化された金属膜はボトムゲートを含み、前記絶縁膜はゲート誘電体を含む
、請求項４８の方法によって作られたボトムゲートＴＦＴ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願への相互参照
　本出願は、米国特許第６１／２６４０８２号「拡張型エキシマレーザアニーリングシス
テムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ａｄｖａｎｃｅｄ
　Ｅｘｃｉｍｅｒ　Ｌａｓｅｒ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）」（２００９年１１月２４日出願
）、米国特許第６１／２８６６４３号「拡張型エキシマレーザアニーリングシステムおよ
び方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｘｃ
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ｉｍｅｒ　Ｌａｓｅｒ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）」（２００９年１２月１５日出願）、米国
特許第６１／２９１４８８号「拡張型エキシマレーザアニーリングシステムおよび方法（
Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｘｃｉｍｅｒ
　Ｌａｓｅｒ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）」（２００９年１２月３１日出願）、米国特許第６
１／２５７６５７号「部分溶解結晶化を通して低粒子内欠陥密度膜を用いる均一なサイズ
の小粒子多結晶性シリコンを得る方法（Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｏｂｔａｉｎｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｆｏｒｍｌｙ　Ｓｉｚｅｄ　Ｓｍａｌｌ　Ｇｒａｉｎ　Ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉ
ｎｅ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｗｉｔｈ　Ｌｏｗ　Ｉｎｔｒａｇｒａｉｎ　Ｄｅｆｅｃｔ－Ｄｅ
ｎｓｉｔｙ　Ｆｉｌｍｓ　Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｐａｒｔｉａｌ　Ｍｅｌｔ　Ｃｒｙｓｔａｌ
ｌｉｚａｔｉｏｎ）」（２００９年１１月３日出願）、米国特許第６１／２５７６５０号
「部分溶解結晶化を通して低粒子内欠陥密度膜を用いる均一なサイズの小粒子多結晶性シ
リコンを得る方法（Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｏｂｔａｉｎｉｎｇ　Ｕｎｉｆｏｒｍｌｙ　
Ｓｉｚｅｄ　Ｓｍａｌｌ　Ｇｒａｉｎ　Ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｉｌｉｃｏ
ｎ　Ｗｉｔｈ　Ｌｏｗ　Ｉｎｔｒａｇｒａｉｎ　Ｄｅｆｅｃｔ－Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｆｉｌ
ｍｓ　Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｐａｒｔｉａｌ　Ｍｅｌｔ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ）
」（２００９年１１月３日出願）、米国特許第６１／２９１，６６３号「拡張型単一走査
ＳＬＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｉｎｇｌｅ－Ｓｃａｎ　ＳＬＳ）」（２００９年１２月３
１日出願）、米国特許第６１／２９４，２８８号「連続発射ＳＬＳ（Ｓｅｑｕｅｎｔｉａ
ｌ　Ｆｉｒｉｎｇ　ＳＬＳ）」（２０１０年１月１２日出願）、米国特許第１２／７７６
７５６号「非周期的なパルスの連続的な横方向凝固のためのシステムおよび方法（Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｎｏｎ－Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　Ｐｕｌｓｅ　
Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）」（２０１０
年５月１０日出願）、国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０３３５６５号「非周期的な
パルスの連続的な横方向凝固のためのシステムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｎｏｎ－Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　Ｐｕｌｓｅ　Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ
　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）」（２０１０年５月４日出願）に対
する優先権を主張し、それらすべての開示をここに出典明示して、本明細書に組み入れる
。
【０００２】
　本明細書に記載するすべての特許、特許出願、特許公報、および公報は、それらすべて
をここに出典明示して、本明細書に組み入れる。本出願の教示と組み入れた文書の技術間
で矛盾がある場合には、本出願が優先する。
【背景技術】
【０００３】
　半導体加工の分野において、非晶質シリコン薄膜を多結晶膜に変換することについて、
様々な技術が説明されている。そのような技術の一つがエキシマレーザアニーリング（「
ＥＬＡ」）である。ＥＬＡは、限定されないが発熱に対し不耐性である基板（例えば、ガ
ラス、およびプラスチック）のような基板上に均一の結晶粒を持つ多結晶膜の生成を可能
にするパルスレーザ結晶化プロセスである。ＥＬＡシステムおよび処理の実施例は、本件
出願人による米国特許第２００９０３０９１０４号「結晶方位制御されたポリシリコン生
成システムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｒｅａｔ
ｉｎｇ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒａｐｈｉｃ－Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
ｌｅｄ　Ｐｏｌｙ－Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｆｉｌｍｓ）」（２００９年８月２０日出願）、米
国特許第２０１０００６５８５３号「縁領域を最小にするための基板上の膜領域のレーザ
結晶化プロセス処理およびシステム、およびそのような膜領域の構造（Ｐｒｏｃｅｓｓ　
ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｌａｓｅｒ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　ｏｆ　Ｆｉｌｍ　Ｒｅｇｉｏｎｓ　ｏｎ　ａ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｔ
ｏ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅ　Ｅｄｇｅ　Ａｒｅａｓ，　ａｎｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　
Ｓｕｃｈ　Ｆｉｌｍ　Ｒｅｇｉｏｎｓ）」（２００９年９月９日出願）、および米国特許
第２００７００１０１０４号「ライン型ビームを使用する基板上の膜領域のレーザ結晶化
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プロセス処理およびシステム、およびそのような膜領域の構造」（２００６年３月９日出
願）に記載される。
【０００４】
　従来のＥＬＡツールは、単一の走査において単位面積当たり多数のパルスを確立するた
めに、パルス間に多くの重複（例えば、９５パーセント）を含むサンプル表面上を低速度
で連続的に走査する単一のラインビームを使用する。したがって、ＥＬＡにおいて、膜領
域はエキシマレーザによって照射されることで膜は部分的に溶解し、その後、結晶化する
。膜の連続的で部分的な溶解は、細かい粒子から成る多結晶膜の形成をもたらすことがで
きるが、この方法は、パルス間のエネルギー変動、および／または不均一なビーム強度プ
ロファイルにより引き起こされ得る微細構造の不均一性がしばしば問題となる。多数のパ
ルスが均一な粒子サイズをもたらす累積効果を誘起するためだけでなく、短軸ビーム端の
影響を軽減するためにも必要とされる。ビームのビーム端部分において、エネルギーは次
第にゼロへ減少する。膜における位置に応じて、初期パルスエネルギーシーケンスにおけ
る位置依存の変化が生じ得る。そのような変化を後のＥＬＡ処理で除外することは容易で
はなく、画素の明るさにアーチファクト（すなわち、ムラ）が生じる可能性がある。図１
Ａは、ＥＬＡを用いて得られ得るランダム微細構造を例示する。Ｓｉ膜は複数回照射され
、均一な粒子サイズのランダムな多結晶膜を生成する。図１Ｂは、従来のＥＬＡ単一走査
を表し、ビーム１０１が膜１０４を走査する際の短軸におけるラインビーム１０１の断面
図を示す。ビーム１０１は矢印１０２の方向に進み、膜１０４の領域１０３は、ビーム１
０１が膜１０４を横断する際に複数のレーザパルスで照射され得る。
【０００５】
　更に、非常に高い処理能力で均一な粒子構造（「ＵＧＳ」）を得るために用いることが
できる結晶化方法およびツールが報告されている。例えば、そのようなシステムが米国特
許２００７００１０１０４号「ライン型ビームを用いる基板上の膜領域のレーザ結晶化プ
ロセスのための処理およびシステム、およびそのような膜領域の構造（Ｐｒｏｃｅｓｓｅ
ｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　Ｌａｓｅｒ　結晶化するａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　ｏｆ　Ｆｉｌｍ　Ｒｅｇｉｏｎｓ　ｏｎ　ａ　Ｓｕｂｓｔ率　Ｕｔｉｌｉｚ
ｉｎｇ　ａ　Ｌｉｎｅ－Ｔｙｐｅ　Ｂｅａｍ，　ａｎｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｏｆ　
Ｓｕｃｈ　Ｆｉｌｍ　Ｒｅｇｉｏｎｓ）」に開示されている。ＵＧＳは、結晶化されてい
る膜の完全溶解結晶化（「ＣＭＣ」）および／または部分溶解結晶化（「ＰＭＣ」）を含
み得る単一のパルス照射処理である。ＵＧＳ処理の更なる特徴は、画素薄膜トランジスタ
（「ＴＦＴ」）の列／行が存在する領域内のみで部分または完全な溶解が起こるように、
レーザパルスの位置が制御された発射である。パルス間のステッピング距離がラインビー
ムの幅を超えるとき、膜の照射されない領域（例えば、非晶質の成膜直後Ｓｉ）はそのよ
うな列間に残る。この選択領域結晶化（「ＳＡＣ」）処理は、したがって、単位面積当た
りパルスの平均数が１未満となり得るので、非常に高い処理能力を持つことができる。
【０００６】
　しかしながら、以前のツールはどれも、例えば、画素が低密度なテレビで使われるよう
な非常に大きな膜のＥＬＡにあまりよく最適化されていない。従来のＥＬＡは、画素位置
間のＳｉ基板を結晶化するために時間と資源が浪費される点において、そのような基板に
とって非効率的な処理である。、ＵＧＳツールはそれらの領域をとばすことを可能にする
が、得られた材料は典型的なＥＬＡ材料より大幅により多くの欠陥があり、典型的な放射
条件が使われた場合、材料の均一度も十分ではないだろう。
【発明の概要】
【０００７】
　レーザの位置制御された連続的な起動を用いる非周期的なパルス方法およびツールを記
載する。システムは、結晶化プロセスにおいて別個の非周期的なレーザパルスを生成する
ために複数のレーザを使って実現され得る。すなわち、各レーザパルスは別々の部分的な
溶解および凝固サイクルをもたらすという点で別個である。複数のレーザが、単一の走査
または複数の走査において膜の選択された領域に照射および結晶化するために、協働する
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ようにされたパルスシーケンスにおいて用いられる。
【０００８】
　一態様において、本開示は、第１の選択された方向に薄膜を進める間、第１レーザパル
スおよび第２レーザパルスを用いて薄膜の第１領域に照射し、各レーザパルスは成形ビー
ムを供給して、更に薄膜を部分的に溶解するのに十分なフルエンスを持つこと、第１領域
が再凝固および結晶化して第１の結晶化された領域を形成すること、薄膜の第２領域に第
３レーザパルスと第４レーザパルスを照射し、各パルスは成形ビームを供給して、更に薄
膜を部分的に溶解するのに十分なフルエンスを持つこと、および第２領域が再凝固および
結晶化して第２の結晶化された領域を形成することを含み、第１レーザパルスと第２レー
ザパルス間の時間間隔は、第１レーザパルスと第３レーザパルス間の時間間隔の半分未満
である、薄膜処理の方法に関する。
【０００９】
　いくつかの実施形態において、第１レーザパルスと第２レーザパルス間の時間間隔は、
薄膜の単一の溶解および凝固サイクル間の時間間隔より長い。いくつかの実施形態におい
て、第１レーザパルスと第２レーザパルスのそれぞれは同じエネルギー密度を持つ、第１
レーザパルスと第２レーザパルスのそれぞれは、異なるエネルギー密度を持つ、第１レー
ザパルスと第２レーザパルスは同程度の薄膜の溶解を実現する、および／または第１レー
ザパルスと第２レーザパルスのそれぞれは異なる程度の薄膜の溶解を実現する。いくつか
の実施形態において、薄膜は既存の微結晶を欠いた非晶質シリコン膜にであり得る。いく
つかの実施形態において、第１レーザパルスは非晶質シリコン膜を溶解し、欠陥コア領域
を持つ結晶構造体を生成するのに十分なエネルギー密度を持つ。いくつかの実施形態にお
いて、第２レーザパルスは、欠陥コア領域を再溶解して均一な微細粒子結晶膜を生成する
のに十分なエネルギー密度を持つ。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、薄膜は非晶質シリコン膜であり得る。いくつかの実施形
態において、薄膜は、低圧化学蒸着、プラズマ促進化学蒸着、スパッタリング、および電
子ビーム蒸着の一つを使って蒸着される。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、薄膜は処理されたシリコン膜であり得る。いくつかの実
施形態において、処理されたシリコン膜は、第２の選択された方向に非晶質シリコン膜を
進める間、非晶質シリコン膜を部分的に溶解するのに十分なフルエンスを持つ広範囲のレ
ーザパルスで非晶質シリコン膜を照射することを含む方法によって後に処理された既存の
微結晶を欠いた非晶質シリコン膜である。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、広範囲のレーザパルスは、複数のレーザ源からのレーザ
パルスの連続的な重なりによって生成され、パルス間の遅延は単一の溶解および凝固サイ
クルを誘起するだけ十分短い。いくつかの実施形態において、非晶質シリコン膜はプラズ
マ促進化学蒸着を介して得られる。いくつかの実施形態において、広範囲のレーザパルス
は、３００ｎｓ全幅半値より大きいパルス長を持ち得る。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、処理されたシリコン膜は、第２の選択された方向にシリ
コン膜を進める間、シリコン膜を完全に溶解するのに十分なフルエンスを持つレーザパル
スでシリコン膜を照射することを含む方法によって処理されたシリコン膜である。いくつ
かの実施形態において、レーザパルスは複数のレーザ源からのレーザパルスの重なりによ
って生成される。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、本方法は、第２の選択された方向に薄膜を進める間、第
５レーザパルスと第６レーザパルスで薄膜の第３領域を照射することを含み、各レーザパ
ルスは形成ビームを生成し、薄膜を部分的に溶解するのに十分なフルエンスを持ち、およ
び第３領域は再凝固および結晶化して第３結晶化領域を形成し、第７レーザパルスと第８
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レーザパルスで薄膜の第４領域を照射し、各パルスは形成ビームを生成し、薄膜を部分的
に溶解するのに十分なフルエンスを持ち、第４領域は再凝固および結晶化して第４結晶化
領域を形成し、第５レーザパルスと第６レーザパルス間の時間間隔は第５レーザパルスと
第７レーザパルス間の時間間隔の半分未満である。いくつかの実施形態において、第２の
選択された方向は第１の選択された方向と反対であり、第３領域は第２領域と重なり、第
４領域は第１領域と重なる。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、第２の選択された方向は第１の選択された方向と同じで
あり、第３領域は第１領域と重なり、第４領域は第２領域と重なる。いくつかの実施形態
において、本方法は第２の選択された方向に薄膜を進める前に第１の選択された方向に垂
直な方向に薄膜を移動することを含む。いくつかの実施形態において、各レーザパルスは
均一なエネルギー密度を持つ先頭部分を有するラインビームであり得る。いくつかの実施
形態において、各レーザパルスはフラッド照射パルスであり得る。
【００１６】
　本開示の他の態様は、上記方法によって処理された薄膜に関する。本開示の他の形態は
、上記方法によって処理された薄膜を持つ装置に関し、装置は薄膜の複数の結晶化領域内
に配置された複数の電子回路を含む。いくつかの実施形態において、装置は表示装置であ
り得る。
【００１７】
　一態様において、本開示はレーザパルスを生成する一次および二次レーザ源と、基板上
に薄膜を固定する作業面と、ビームパルスに対し薄膜を動かし、それによって薄膜の表面
上でレーザビームパルスの伝搬方向を生成する台と、一次源から第１レーザパルスによっ
て照射される可動台に載せられる薄膜の第１領域、二次源から第２レーザパルスによって
照射される薄膜の第２領域、および一次源から第３レーザパルスによって照射される薄膜
の第３領域を提供するために発するレーザと同期した台に対する命令を処理するコンピュ
ータとを含む非周期的なレーザパルスを使用する薄膜処理システムに関し、処理命令は、
第１、第２、および第３領域を照射するためにビームパルスに対して伝搬方向に膜を動か
すために提供され、第１領域の中央と第２領域の中央間の距離は第１領域の中央と第３領
域の中央間の距離の半分未満であり、第１、第２、第３レーザパルスは薄膜を部分的に溶
解するのに十分なフルエンスを持つ。いくつかの実施形態において、台は一定速度で動く
。
【００１８】
　本開示の他の態様は、既存の微結晶を欠いた非晶質シリコン膜を細かい粒子から成る膜
に変換する方法に関し、本方法は、第１の選択された方向に非晶質シリコン膜を進める間
、非晶質シリコン膜を部分的に溶解するのに十分なフルエンスを持つ広範囲のレーザパル
スで非晶質シリコン膜を照射することを含み、細かい粒子から成る膜は、膜の厚さより短
い平均横方向寸法を持つ粒子を持ち得る。いくつかの実施形態において、広範囲のレーザ
パルスは、３００ｎｓ全幅半値より大きいパルス長を持ち得、更に、フラッド照射パルス
である。いくつかの実施形態において、広範囲のレーザパルスは多数のレーザ源からのレ
ーザパルスの遅延した重なりによって生成され、パルス間の遅延は単一の溶解および凝固
サイクルを誘起するだけ十分短い。いくつかの実施形態において、非晶質シリコン膜はプ
ラズマ促進化学蒸着を介して得られる。
【００１９】
　本開示の他の態様は、基板上に半導体薄膜を提供し、薄膜は基板に隣接する底面に位置
する底界面と、底面と反対側の上面を持つことと、膜を完全に溶解する閾値の１．３倍大
きいエネルギー密度を持つレーザビームで薄膜を照射し、エネルギー密度は膜を完全に溶
解するよう選択されることとを含み、凝固の開始時、キャップ層が存在して半導体膜の上
面で表面界面を形成し、照射と膜の完全な溶解の後、非均質核形成が上界面と底界面の両
方で起こり、冷却時に非均質核形成により膜の底面で低欠陥シリコン粒子を形成する、薄
膜処理方法に関する。いくつかの実施形態において、レーザビームは８０ｎｓ、２００ｎ
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ｓまたは４００ｎｓより長いパルス継続時間を持つ。いくつかの実施形態において、半導
体薄膜は、厚さ約１００ｎｍから約３００ｎｍの間のシリコン膜を含む。いくつかの実施
形態において、基板はガラスまたは石英であり得る。いくつかの実施形態において、粒子
は小さな等軸晶であり得る。いくつかの実施形態において、レーザビームのエネルギー密
度は、局所的に完全に溶解する域値の１．４倍である。いくつかの実施形態において、キ
ャップ層は、照射前に薄膜上面に薄い層を蒸着することによって形成される。いくつかの
実施形態において、キャップ層は５０ｎｍ未満の厚さを持つ酸化物層であり得る。いくつ
かの実施形態において、キャップ層は、酸素化環境において薄膜に照射することによって
形成される。いくつかの実施形態において、酸素化環境は空気であり得る。いくつかの実
施形態において、酸素化環境は酸素のみであり得る。いくつかの実施形態において、基板
は絶縁膜によって覆われたパターン化された金属膜であり得、エネルギー密度は薄膜の完
全に溶解する閾値の１．３倍より大きい。一態様において、本開示は上記方法によって作
られたボトムゲート型ＴＦＴに関し、パターン化された金属膜はボトムゲートであり得、
絶縁膜はゲート誘電体であり得る。
【００２０】
　この非周期的なシステムおよび方法は、高処理能力ＥＬＡおよび選択領域結晶化を可能
にする。そのような処理は、アクティブマトリクス有機発光ダイオード（「ＡＭＯＬＥＤ
」）ＴＶおよび超高画質液晶表示装置（「ＵＤ－ＬＣＤ」）に対して要望される。これら
どちらの商品にとっても、非晶質シリコンは性能と安定性を欠き、一方、現在の低性能な
低温ポリシリコン（「ＬＴＰＳ」）技術は要求されるパネルサイズ（例えば、Ｇｅｎ８、
最大２．２＊２．５ｍ2）において費用競争力があるとは見なされない。
【００２１】
　以下の記述は以下の図面を参照するとより容易に理解される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】ＥＬＡを用いて得られ得るランダム微細構造を例示する。
【図１Ｂ】従来のＥＬＡ単一走査を表す。
【図２】図２Ａ－図２Ｃは本開示の一実施形態によるレーザパルスの例示的なエネルギー
プロファイルを表す。
【図２Ｄ】ワンショット照射プラズマ促進化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）非晶質シリコン膜を表
す。
【図３Ａ】本開示の一実施形態による、非周期的なパルスＥＬＡシステムを表す。
【図３Ｂ】本開示の一実施形態による、非周期的なパルスＥＬＡシステムで使われるサン
プルを表す。
【図４】本開示の一実施形態による、ビームパルスの例示的なプロファイルを示す。
【図５Ａ】本開示の一実施形態による、非周期的なパルスＥＬＡ処理を表す。
【図５Ｂ】本開示の実施形態による図５Ａにおける領域５９０の分解図である。
【図６】本開示の一実施形態による、非周期的なパルスＥＬＡ処理を表す。
【図７】本開示の一実施形態による、図５Ａに記載されたような第１の非周期的なパルス
走査を表し、膜の逆方向での第２走査も含む。
【図８】図８Ａは本開示の一実施形態による、一照射後の膜の結晶構造を表す。図８Ｂは
本開示の一実施形態による、図９Ａにおける結晶構造体の図である。図８Ｃは本開示の一
実施形態による、より高いエネルギー密度での一照射後であるが、まだＰＭＣレジーム内
の膜表面の原子間力顕微鏡（「ＡＦＭ」）走査を表す。図８Ｄは本開示の一実施形態によ
る図８Ｃにおける結晶構造体の図である。図８Ｅは本開示の一実施形態による、未溶解種
結晶から横方向結晶化に際して形成された円形領域を示す。
【図９】本開示の一実施形態による、薄膜の界面応答関数を表す。
【図１０】図１０Ａは本開示の一実施形態による、真空中における、３００ｎｍ酸化物層
を持つガラス基板上の１５０ｎｍ　ａ－Ｓｉに対するＦＴＲとＢＴＲを表す。図１０Ｂは
本開示の一実施形態に従い、図１０Ｂは真空での結果を表していないこと以外は図１０Ａ



(11) JP 2013-510443 A 2013.3.21

10

20

30

40

50

と同様である。
【図１１】図１１Ａは本開示の一実施形態による、１．３２ＣＭＴの空気中および１．４
ＣＭＴの真空中の３００ｎｍ酸化面層を持つ２００ｎｍ　ａ－Ｓｉ膜に対する、ナノ秒単
位の時間（ｘ軸）と正規化反射率値（ｙ軸）のグラフを表す。図１１Ｂは空気環境で得ら
れる微粒組織の画像である。図１１Ｃは真空環境で得られる微粒組織の画像である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本開示は、均一な多結晶膜を形成するために部分溶解結晶化および完全溶解結晶化を組
合せた、非周期的なパルスレーザ技術を用いるシステムおよび方法に関する。いくつかの
実施形態において、非周期的なパルスＥＬＡが既存の微結晶を欠いた非晶質成膜直後Ｓｉ
膜（例えば、低圧化学蒸着（ＬＰＣＶＤ）、プラズマ促進化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）、スパ
ッタリング、または電子ビーム蒸着によって得られる膜）から微細粒子均質結晶膜を生成
するために使われる。いくつかの実施形態において、微細粒子均質結晶膜の生成または非
周期的なパルス照射方法のための前駆体膜の生成のいずれにも、フラッド照射方法が使わ
れ得る。フラッド照射方法は、いかなる既存の微結晶をも欠いた非晶質シリコン膜（例え
ば、ＰＥＣＶＤ膜）が膜厚を超えた平均横方向寸法の粒子（すなわち、小さな柱状粒子）
を持つ微細粒子均質結晶膜に２ステップで変形される、ツーショット部分溶解処理であり
得る。フラッド照射方法は、いかなる既存の微結晶をも欠いた非晶質シリコン膜（例えば
、ＰＥＣＶＤ膜）が膜厚未満の平均横方向寸法の微細粒子均質結晶膜に変形される、延長
継続時間ワンショット部分溶解処理でもあり得る。フラッド照射方法は、膜の上と底の両
方に酸化物界面を持つあらゆる種類の非晶質シリコン膜が低欠陥の小さな等軸晶Ｓｉ膜に
変形される、完全溶解処理でもあり得る。
【００２４】
　レーザの位置制御された連続起動を用いる、非周期的なパルスＥＬＡ方法およびツール
が説明される。システムは複数のレーザを使って結晶化プロセスにおける個別の非周期的
なレーザパルスを生成するように実現され得、例えば、各レーザパルスは別々の部分的な
溶解および凝固サイクルを生じる点で個別であり、パルス間の間隔が同じではない点で非
周期的である。複数のレーザが協働するパルスシーケンスで使われ、単一の走査または複
数の走査において膜の選択された領域を照射および結晶化する。複数の走査が、例えば緊
密粒子サイズ分布を持つより均一な多結晶膜にをもたらすＥＬＡにおいて観測される複数
の照射の累積効果からの利益を得るために、関心領域において、より多数の溶解および凝
固サイクルに達することが望ましいだろう。
【００２５】
非周期的パルス
　レーザパルスの例示的なシーケンスを図２Ａから図２Ｃに表す。ｙ軸はエネルギー密度
を表し、ｘ軸は時間を表す。図２Ａは、従来のＥＬＡ処理において使われ得るレーザの周
期的なパルス率を表す。周期的なレーザ反復率は、時間領域において均等に間隔を空けた
レーザパルスパターンを結果としてもたらす。図２Ｂは、本明細書で開示される非周期的
なパルス生成の例を示し、第２パルス１０５は第１パルス１０６と近接した時間関係で発
生する。その後、第３パルス１０７が、第１パルス１０６と第２パルス１０５間の間隔よ
り異なる時間間隔で発生する。図２Ｃは、レーザパルスのパルス率とレーザパワー（エネ
ルギー密度）の両方が異なる場合の一実施形態を例示する。このように、照射された膜は
、非周期的なパルス率と可変的な照射エネルギーを経る。第１パルス１０６と第２パルス
１０５間の時間が比較的短いため、第１パルス１０６と第２パルス１０５によって照射さ
れる領域は重なりが増加する。
【００２６】
　第１パルス１０６と第２パルス１０５間の時間遅れは、第１パルス１０６と第３パルス
１０７間の時間間隔の半分未満になり得る。いくつかの実施形態において、第１パルス１
０６と第２パルス１０５間の時間間隔は、第１パルス１０６と第３パルス１０７間の時間
間隔の１０分の１未満、２０分の１未満、または１００分の１未満である。第１パルス１
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０６と第２パルス１０５間の時間遅れは、約３マイクロ秒から約１ミリ秒、約５マイクロ
秒から約５００マイクロ秒、および約１０マイクロ秒から約１００マイクロ秒であり得る
。
【００２７】
　このように、図２Ｂおよび図２Ｃは、２つの近接配置または２つのレーザパルスの「列
」を用いた非周期的なパルスパターンを表すが、３から５以上のレーザまたはレーザ空胴
に対応する、より多数の近接配置されたパルス（例えば、３から５以上）が用いられても
よい。そのような実施形態において、異なるレーザ（例えば、２つの異なるレーザエネル
ギー源または同じレーザエネルギー源の２つの異なるレーザキャリアからのレーザビーム
）からのより多くの近接配置されたパルスが使われると、対象領域は対応するより多くの
回数だけ照射される。例えば、ｎ個のレーザ源からのｎパルスがレーザパルスの列を形成
するために近接配置され得、単一の領域が単一の走査においてｎ回の照射を受ける。ビー
ムは従来のＥＬＡ処理と同様の幅を持ってもよい。
【００２８】
　パルス列中の２つの連続したパルスは同じエネルギー密度である必要はない。例えば、
膜が第１パルスによりまだ熱い場合、第２パルスは第１パルスよりも低いエネルギー密度
であり得る。同様に、より高いエネルギー密度が第１パルスに際しての光学性質の変化に
対する補正のために使われてもよい（非晶質シリコンは結晶シリコンよりもわずかに良好
にＵＶ光を吸収する）。従って、第２パルスのエネルギー密度に対して適切な選択をする
ことは、膜が同程度の溶解をするように、両方の効果と、可能性として他の要因を考慮し
得る。ここで、溶解の度合いは溶解の詳細とは無関係で溶解を測定することで理解される
。溶解の詳細は、前駆体の相（非晶質または結晶）、不均質性（例えば、一様に欠陥を有
するか、またはより大きくより良好な粒子によって囲まれた欠陥のあるコアを持っている
か）、および表面形状（滑らかか荒いか、例えば、光の波長と同様な周期性を持っている
）に関数として大幅に変化し得る。同程度の溶解は、したがって、第２パルス間の溶解の
広がりが第１パルスのそれ（例えば、膜の約８０パーセント）と同等である場合に達成さ
れる。より均一な多結晶膜をもたらす累積効果からの利益を目的とする複数の走査処理に
おいて、パルスのほとんどが、処理が最も効率的となるように、同程度の溶解をもたらす
ことが望まれる。
【００２９】
　したがって、図２Ｃに示すように、第１レーザパルスと第２レーザパルスは異なるエネ
ルギー密度を持ち得る。具体的には、図２Ｃは、第１レーザパルスが第２レーザパルスよ
りも小さいエネルギー密度を持つことを表す。しかしながら、いくつかの実施形態におい
て、第２レーザパルスが第１レーザパルスよりも小さいエネルギー密度を持つ。更に、複
数の走査処理において、第１パルスと第２パルスのエネルギー密度間のオフセットは異な
る走査において異なる、または無くてもよい。例えば、第１走査における第１および第２
パルス間のエネルギー密度のオフセットは、光学特性の変化に対する補正のために選択さ
れ得、一方、第２走査においてオフセットは温度に対する補正のために選択され得る。い
くつかの実施形態において、２つのパルスは異なるエネルギー密度を持ち得るにもかかわ
らず、第２のより低いエネルギーパルスが膜において、膜内の第１パルスからの残留熱に
よって、第１のより高いエネルギーパルスと同量の溶解をもたらし得る。
【００３０】
　一実施例において、本システムは、時間領域において近接配置された一連のパルスを生
成するために、複数のレーザ源からの起動協調されたパルスを使うことで非周期的なレー
ザパルスを生成する（例えばチューブのような複数のレーザ空胴を持つ単一のレーザ源を
使うことも可能である）。複数のレーザ源は、単一のレーザシステムに組み入れられても
よい。レーザシステムは、既定の方法で基板を照射する技術を制御するコンピュータを使
うコンピュータ制御システムであり、例えば、コンピュータは、レーザの発射、台の移動
、および１以上のレーザビームを生成するための１以上のレーザ空胴を制御する。各レー
ザビームは一つのレーザ源に対応する。各レーザビームは、単独のレーザまたは一つのレ
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ーザシステム内に格納された複数のレーザ空胴の一部であるレーザ空胴から生成され得る
。
【００３１】
　複数のレーザ空胴を持つツール（例えば、チューブ）は、米国特許第７，３６４，９５
２号「薄膜処理システムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ）」（２００８年４月２９日発行）に記
載されたように、（１）複数のパルスを同時に起動し後で組み合わせることによってパル
スエネルギーを増やすこと、（２）様々なチューブの起動を遅れさせ、後でそれらを組み
合わせることによってパルス継続時間を増やすこと、が以前に開示されている。すなわち
、パルスは変更された単一の溶解および凝固サイクルを提供するために組み合わされる。
非周期的なパルスＥＬＡは、別々の溶解／凝固サイクルにおいて様々なレーザのパルスを
使う点で異なる。しかしながら、パルスは、時間領域において十分近接しているので、台
が高速度で移動している間、それらが大幅な重なりを示す。
【００３２】
　更に、非周期的なパルスＥＬＡ方法およびツールは、電子機器に形成される膜の領域の
みを結晶化するために、膜の選択領域結晶化を行うためにも使われ得る。非周期的なパル
スＥＬＡ方法およびツールは選択領域結晶化を提供し、膜の第１領域での結晶成長をもた
らし、それに続くレーザの反復率によって決まる途切れ、そしてその後、２以上のレーザ
の第２パルス内の大幅な重なりを提供して、膜の第２領域での結晶成長をもたらす。レー
ザパルス間のタイミングは、以下に詳細に記載するように、照射された領域における非周
期的なレーザパルスシーケンスと大幅な重なりを起こす。そのような方法およびシステム
は、高処理能力のＥＬＡ処理で使用できる。
【００３３】
　選択領域結晶化において、膜は、（本明細書では記載しないが、後の処理において）電
子素子が作られる位置で結晶化する。しかしながら、すべての電子素子が等しく均一な、
または一様に等しい導電材料を必要とする訳ではない。例えば、小型ＴＦＴは、結晶均一
度に関して、大型ＴＦＴや大型コンデンサより更により多くを要求し得る。更に、電流駆
動で使われるＴＦＴは、スイッチングで使われるＴＦＴより良い均一度を必要とし得る。
したがって、結晶化される特定の領域の全領域のうち、一部分のみが高い結晶均一度と導
電率の領域を得るため多数のレーザパルスを用いて結晶化することが必要になり得、一方
、残部はより少ないパルスまたは単一のパルスで処理され得る。選択領域結晶化非周期的
パルスＥＬＡは、膜の選択された領域を走査するための枠組みを提供し、それによって処
理時間が減少する。
【００３４】
非周期的パルスＥＬＡ
　非周期的なＥＬＡシステムは、以下の特徴の一以上を有する。つまり、複数のレーザま
たはレーザチューブ、および短く連続するパルスを持つために後のパルスの起動を遅らせ
る手段のうち一以上を有する。システムは、レーザビームパルスが基板の特定の位置を照
射するようにパルスの起動を位置制御することも有する。時間的に近接配置された２つの
パルスのタイミングは、膜の照射された部分がパルス間で凝固されるようにすることが望
ましく、一方、位置制御は、例えば、画素ＴＦＴや回路の列を作るために、照射された領
域が基板上に適切に位置することを確実にする。レーザビームパルスは、パルスのシーケ
ンスが選択された領域と重なるのに十分なビーム幅を持つトップハットビームプロファイ
ルを持つことが更に望ましい。
【００３５】
　レーザ源の数は、処理能力、レーザのパワー、パネルのサイズ、画面のサイズ、システ
ム設計、およびツールメンテナンスのような様々な要因に基づいて選ばれ得る。レーザ数
を増やすと、一般的に、結晶化率を高める結果になるが、光学要素の数を増やす必要もあ
り、より複雑で費用のかかるシステム設計をもたらすだろう。また、レーザ数を増やすと
、例えば、チューブ交換等の作業がより頻繁に必要になるため、ツールの動作不能時間を
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増やすことにもなり得る。レーザの数に対する例示値は、３０、４０、５０インチ以上の
大きさの直径を持つ画面を作るために、２ｍ2およびできれば５から７．５ｍ2の大きさよ
り大きくなり得るガラスパネルを処理するためにそれぞれが約６００Ｗ以上の電力を持つ
２から４以上のレーザであり得る。
【００３６】
　非周期的なパルスＥＬＡツールは、従来のＥＬＡおよび／またはＵＧＳツールを超える
以下の利点を有し得る。
１．予め選択された領域への効率的な電力伝達：位置制御の効果により、画素ＴＦＴ／回
路間の領域が不必要に結晶化されることが無くなる。これはより高い有効結晶化率をもた
らす。
２．ビーム端に関連するアーチファクトの除去：ビーム端は画素ＴＦＴ／回路領域に当た
らないので、その中の結晶化領域がすべて全く同じパルスシーケンスを受ける。
３．パルスシーケンスの最適化：領域は、複数のレーザ源からのパルスシーケンスによっ
て、および多数の走査の間照射され、そのことによりシーケンスが最適化され得る（例え
ば、パルスエネルギー、パルス継続時間、パルスの余熱）。
４．走査間に垂直方向の変位を行うことによって、長軸上のビームの不均一性を軽減する
こと（短軸上のビームの不均一性も、走査内、または走査間に効果的な並行変位によって
軽減され得る。すなわち、関心領域に対するビームの横位置を移すことによって）。
【００３７】
　複数の走査が、非周期的なパルスＥＬＡにおいて、満足な材料均一度を得るために通常
は必要とされる。非周期的なパルスのＳＡＣ操作は、従来のＥＬＡより高い処理能力率を
もたらす。更に、許容可能な均一の結晶構造体を得るために必要とされる非周期的なパル
スＥＬＡでのパルス数は、従来のＥＬＡで要求される数よりも少なくなり得る。従来のＥ
ＬＡにおいて、ビーム端が関心領域と重なり、走査方向に沿って照射される領域の結晶構
造における変動をもたらす。結晶構造の変動については、例えば、ImとKimによる「Phase
 transformation mechanisms involved in excimer laser crystallization of amorphou
s silicon films, Appl. Phys. Lett. 63, (14)」（１９９３年１０月４日）で考察され
ており、粒子サイズの変動が部分的に溶解した低圧化学蒸着（「ＬＰＣＶＤ」）膜におけ
るエネルギー密度の関数として考察された。ＬＰＣＶＤ非晶質Ｓｉ膜は、エネルギー密度
とともに増える粒子サイズを持つ膜にさせる結晶化を引き起こす小さな微結晶を含むと見
られる、と説明されている。プラズマ促進化学蒸着（「ＰＥＣＶＤ」）膜において、溶解
および凝固処理は、更に、そのような微結晶の欠如によって複雑にされる。したがって、
結晶化に先立って、核形成処理を通じて結晶の形成が先行する。核形成密度が低い場合、
例えば、これは、図２Ｄに示すワンショット（すなわち、１つのレーザパルス）照射ＰＥ
ＣＶＤ非晶質Ｓｉ膜の縁で可視であるような円板状の結晶構造体をもたらすだろう。図２
Ｄは、ワンショットＰＥＣＶＤ非晶質Ｓｉ膜の縁領域１２０を示す。この縁領域１２０は
、非晶質Ｓｉ部分１２２と結晶Ｓｉ部分１２４の両方を持つ。しかしながら、非晶質Ｓｉ
と結晶Ｓｉ間の遷移領域１２６は鋭利な縁ではなく、結晶と非晶質材の混合物を含む不均
質領域である。したがって、第１照射後の膜の不均一性は、粒子サイズの変動および／ま
たは円板状の結晶構造体があることによって影響される。そのような不均一性は、後の放
射では容易に除外され得ない。従来のＥＬＡでは、１０以上もの数のパルスの後でさえ、
第１パルスビーム端のエネルギー密度勾配の効果は、まだ可視であり得る。したがって、
多数のパルスが、第１パルスビーム端の影響を消すために必要である。
【００３８】
　本明細書で開示されるように、非周期的なパルスＥＬＡを用いるＳＡＣでは、等しく均
一な結晶化膜を得るためのパルス数はより少なくなり得る。以下に更に詳しく記述するよ
うに、ラインビームの短軸中のエネルギープロファイルは、エネルギー密度が次第に変化
する前縁および後縁および比較的一定のエネルギーの中央の平らな領域を含む。本明細書
で使用される「ラインビーム」という語は、ビームの長さより大幅に短い幅を持つビーム
のことを言い、すなわち、ビームは大きなアスペクト比を持つ。従来のＥＬＡでは、ビー
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ム端は、材料不均一度の重大な源である。非周期的なパルスＥＬＡでは、ビーム端は関心
領域外に位置するため、関心領域が第１パルスのトップハット部分の部分で照射される。
更に、ビームのエネルギー密度は、材料均一度を所望のレベルに達するために必要なパル
スの数を減らすように、累積処理に対して最も均一な出発物質を生成するよう最適化され
得る。
【００３９】
非周期的パルスＥＬＡを実行するシステム
　図３Ａは、非周期的なパルスＥＬＡシステムを表す。システムは、例えば、３０８ｎｍ
（ＸｅＣｌ）、２４８ｎｍまたは３５１ｎｍで動作する複数のレーザパルス源１１０、１
１０’を含む。一連のミラー２０６、２０８、２１２は、ｙ方向に走査可能であるサンプ
ル台１８０にレーザビームを向ける。ビームは、例えば、約３６０ｍｍ、約４７０ｍｍ、
約７２０ｍｍまたは、１、２、またはそれ以上の走査におけるガラスパネルを処理するの
に適切ないかなる長さを持つラインビームの形に形成される。システムは、レーザビーム
の空間プロファイルを制御するために使われ得るスリット１４０およびスリット１４０の
反射を読み取るためのエネルギー密度測定器２１６のを含んでいてもよい。オプションの
シャッター２２８は、サンプルが無い場合、または照射が必要でない場合に、ビームをブ
ロックするために使われ得る。サンプル１７０は、処理のために台１８０上に配置され得
る。更に、ホモジェナイザーが、より均一なトップハットビームプロファイルを提供する
ために使われ得る。減衰器が使われ得る。ビームエネルギーは、レーザを直接制御するこ
とによって制御される。台１８０は、線形移動台であり得、横方向に移動する機能を持ち
得る。任意で、システムはパルスエクステンダー２１３およびミラー２１４を、延長継続
時間パルスを生成するために含み得る。
【００４０】
　サンプル移動台１８０は、好ましくは、平面ｙ方向に、ならびに任意でｘ方向およびｚ
方向にサンプル１７０を移動させるコンピューティング構成によって制御される。このよ
うにして、コンピューティング構成は、照射ビームパルスに対するサンプル１７０の相対
的な位置を制御する。照射ビームパルスの反復とエネルギー密度も、コンピューティング
構成によって制御される。当業者によって理解されるように、ビーム源１１０、１１０’
（例えば、パルスエキシマレーザ）の代わりに、照射ビームパルスは、以下に記載される
方法で、サンプル１７０の半導体（例えば、シリコン）薄膜の選択された領域を少なくと
も部分的に溶解するのに（および、可能性としてそれらの全厚さを通して完全に溶解する
のに）適切な短エネルギーパルスの他の既知な源によって生成され得る。そのような既知
の源は、パルス個体状レーザ、断続連続波レーザ、パルス電子ビーム、およびパルスイオ
ンビーム等であり得る。通常は、ビーム源１１０、１１０’によって生成される放射ビー
ムパルスは、サンプルレベルにおいて４００ｍＪ／ｃｍ2から１Ｊ／ｃｍ2または１．５以
上の範囲で、１０から３００ｎ秒の範囲内のパルス継続時間（ＦＷＨＭ）、および１０Ｈ
ｚから３００Ｈｚから６００Ｈｚまたは１．２ｋＨｚ以上の範囲内のパルス反復率でビー
ム強度を提供する。
【００４１】
　図３Ａの例示的なシステムは、以下に更に詳細に記載される方法で、サンプル１７０の
半導体薄膜を処理するために使われ得る。マスク／スリットが、結果として得られるマス
クされたビームパルス分布を定義するため、および、半導体薄膜の部分の隣接する部分お
よび縁領域そのようなマスクされたビームパルスによって照射され、その後、結晶化され
る際に、それらの部分の不均一度を減らすために、本開示の例示的なシステムによって使
われ得る。
【００４２】
　例えば、非周期的なパルスＥＬＡ処理のラインビームは、約１００未満から３００ミク
ロンから、約４００から６００ミクロン以上の幅を持ち得る。ＥＬＡビームのフルエンス
は、膜の完全な溶解を誘起しないよう選択される。従って、ＥＬＡビームは、所定の膜に
おける完全な溶解を誘起するフルエンス値より、約５パーセントから３０パーセント以上
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だけ低いフルエンスを持つ必要がある。完全な溶解を誘起するフルエンス値は、膜の厚さ
、およびパルスの継続時間に左右される。更に、ＥＬＡビームは、約３００Ｈｚから約６
００Ｈｚの比較的低い反復率を持ち得る。開示されたハイパワーレーザは、パルスがその
領域内で膜を溶解し得るように、パルス毎に、照射される領域の長さにわたって適切なエ
ネルギー密度を提供するのに十分なエネルギーを提供する。
【００４３】
　ＥＬＡラインビームは、JSW（株式会社日本製鋼所、日本、東京都品川区大崎一丁目１
１番１号　ゲートシティ大崎ウエストタワー）から入手可能なシステムで使われるような
、比較的低い周波数レーザ源から生成され得る。ＴＣＺから入手可能であるような高周波
数レーザは、パルス反復率およびＴＦＴや回路のピッチによって決定される、必要とされ
る走査速度が非常に高くなるので、非周期的なＥＬＡ処理にあまり適さない。
【００４４】
　図３Ｂに例示されるように、サンプル１７０の半導体薄膜１７５は、例えばガラス基板
１７２上に直接配置され得、それらの間の１以上の中間層１７７上に含み得る。半導体薄
膜１７５は、その少なくともある必要な領域が、それらの厚さ全体を通して少なくとも部
分的に、または完全に溶解され得る限り、１００オングストロームから１０，０００オン
グストローム間の厚さを持ち得る。
【００４５】
　本開示の例示的な実施形態において、半導体薄膜１７５は、シリコン（例えば、非晶質
シリコン薄膜）、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）等で組成され得、そ
れらすべては、低レベルの不純物を含むことが好ましい。半導体薄膜１７５のために他の
元素や半導体材料を使用することも可能である。半導体薄膜１７５のすぐ下に配置される
中間層１７７は、酸化シリコン（ＳｉＯ2）、窒化シリコン（Ｓｉ3Ｎ4）、および／また
は酸素、窒素、他の物質の混合物で組成され得る。
【００４６】
　ビームパルス２００の例示的なプロファイルを図４に示す。それは、図３Ａに例示され
たシステムの光学素子によっても形成され、および／またはマスクによっても生成され得
る、この例示的な実施形態において、ビームパルス２００のエネルギー密度は、完全に溶
解する閾値、すなわち、膜が完全に溶解するビームパルスのエネルギー密度より低いエネ
ルギー密度のプロファイル２２０を持つ。特に、このプロファイル２２０は、上部２０５
、前縁部分２１０、および後縁部分２１５を含む。この実施形態の上部２０５は、その中
のエネルギー密度がほぼ一定である幅Ｃにわたって広がる。幅Ｃは、１００ミクロンから
１ミリメートルの間になり得る。前縁部分２１０は、距離Ｄ１（例えば、５０ミクロンか
ら１００ミクロン間）にわたって広がることができ、後縁部分２１５は、距離Ｄ２（５０
マイクロメートルから１００マイクロメートル間）にわたって広がり得る。前縁部分２１
０は、エネルギー密度がほぼ一定の場合の点から結晶化閾値のより低い点、すなわち、膜
が結晶化するビームパルスのエネルギー密度まで広がるＤ１Ｐの長さを持つ部分を持つ。
同様に、後縁部分２１５は、結晶化閾値の点からエネルギー密度がほぼ一定の場合のより
高い点まで広がるＤ２Ｐの長さを持つ部分を持つ。上部２０５は、一般的に、ビームの「
トップハット」と称される。
【００４７】
　システムは、薄膜の複数の部分の同時走査を可能にする複数の投影レンズも含み得る。
薄膜の複数の部分の同時走査が可能なシステムは、米国特許第７，３６４，９５２号「薄
膜処理システムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ）」に開示されている。上記方法およびシステムは二
重のレーザ源を用いて記載されたが、追加のレーザも使われ得る。
【００４８】
　非周期的なレーザパルスパターンは、好ましくは、同じ反復率の複数のレーザのオフセ
ット発射によって得られる。上記のように、レーザは、コンピュータシステムによって制
御され、図２Ｂから図２Ｃに表されたパルスエネルギープロファイルを生成し得る。上記
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のように、開示された実施形態において、２つのレーザチューブが描写されているが、３
つ以上のレーザチューブを非周期的なパルスＥＬＡに用いることができる。例えば、それ
ぞれが別々のレーザパルスを発する３、４、５、それ以上のレーザチューブが、各走査の
間、膜の各部分上に３、４、５、それ以上におよぶ照射を提供するために使われ得る。
【００４９】
　膜１７０は、非晶質または多結晶性半導体膜、例えば、シリコン膜であり得る。膜は、
連続被膜、または不連続膜であり得る。例えば、膜が不連続膜である場合、リソグラフィ
ーでパターン化された膜、または選択的に蒸着された膜であり得る。膜が選択的に蒸着さ
れた膜であるなら、例えば、化学気相蒸着、スパッタリング、またはシリコンに基づくイ
ンクのインクジェットプリント等の溶液処理された薄膜を介してなされる。
【００５０】
非周期的パルスＥＬＡ方法
　図５Ａは、非周期的なパルスＥＬＡ処理を表す。図５Ａは、２つのレーザパルスの２組
によって照射された膜の例示的な図を示す。図において、第１の２つのレーザパルスはあ
る時間的に共に近接して発生し、遅延（その間基板が矢印９８０によって示される－ｙ方
向に動き続ける）の後で、第２の２つのレーザパルスも時間的に共に近接して発生する。
処理は少なくとも４つの照射ステップを含み、その照射ステップは、一次レーザからのパ
ルスに対応する２つの照射ステップ（ステップ１と３）、および二次レーザからのパルス
に対応する２つの照射ステップ（ステップ２と４）からなる。
【００５１】
　図５Ａは、図３Ａのシステムの光学素子によって形成された、および／またはマスクに
よってパターン化されたライン型ビーム１６４のパルスに対するサンプル１７０の薄膜１
７５の連続的な移動を例示する。図５Ｂは、図５Ａにおける領域５９０の分解図である。
サンプル１７０上に提供される半導体薄膜１７５の照射のこの例示的な図において、サン
プル１７０は、ライン型ビーム１６４の方向に対しマイナスｙ方向（矢印９８０）に移動
する。サンプル１７０が、ライン型ビーム１６４によって薄膜１７５の第１行５１０に示
されるような位置に、このような方法で移される場合、ビーム源１１０は、一次レーザ源
１１０からの第１ライン型ビームパルス４１０によって、半導体薄膜１７５の第１行５１
０で１以上の部分５１１から５１９を照射し、少なくとも部分的に溶解するために、コン
ピューティング構成によって発動される。図５に示す第１ライン型パルス４１０のプロフ
ァイルと長さは、図４に示すパルス２００のプロファイルと長さに実質的に対応する。第
１パルス４１０のトップハット部分２０５の幅Ｃが、領域９１０内の部分５１１から５１
９の全断面を照射し、部分的に溶解するのに十分広いことが好ましい。これらの部分は、
それらが画素を確定するために使われ得るようにするため、その中のある構造（例えば、
ＴＦＴ）に配置するよう指定され得る。部分的に溶解された再凝固部分は、小さな粒子領
域を含む可能性が高いであろうが、その中は比較的均一な物質を含む。溶解した部分５１
１から５１９は、再凝固し、結晶化し、それらがその中で均一な結晶粒成長をする。
【００５２】
　次に、二次レーザ源１１０’からの第２ラインビームパルス４１０は、薄膜１７５に照
射され、薄膜１７５の部分的な溶解を誘起する。第２ラインビームパルス４１０のトップ
ハット部分は、薄膜１７５の第２領域９２０に照射され、部分５１１―５１９の全断面を
部分的に溶解する。図５に示すように、領域９１０と領域９２０は、大幅な重なりを持ち
、第１結晶化領域９６０を形成する。開示した非周期的なパルスＥＬＡ処理において、第
１領域と第２領域間の重なりは、７０パーセント、８５パーセント、９０パーセント、９
５パーセント、または９９パーセントよりも大きくなり得る。
【００５３】
　上記のように第１行５１０がライン型パルス４１０と４１０’を使って照射され、部分
的に溶解した後、サンプル１７０は、（コンピューティング構成の制御を介して）マイナ
スｙ方向に移され、ビーム１６４が、サンプル１７０上に提供される半導体薄膜１７５の
第２行５２０に当たる。第１行５１０に関し、第２行５２０への到達に際し、一次レーザ
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源１１０が、第１行５１０の照射に関し、上記と実質的に同じ方法で、第２行５２０の領
域９４０内の１以上の部分５２１－５２９を照射、および少なくとも部分的に、または完
全に溶解する一次レーザから第３ライン型パルス４２０を生成するためにコンピューティ
ング構成によって発動される。その後、二次レーザ源１１０’からの第４ラインビームパ
ルス４２０が、薄膜１７５を照射し、部分５２１－５２９を含む薄膜１７５の部分的な溶
解を誘起する。第４ラインビームパルス４２０のトップハット部分は、薄膜１７５の第４
領域９５０を照射する。図５に示すように、第３領域９４０および第４領域９５０は、大
幅な重なりを持ち、第２結晶化領域９７０を形成する。開示した非周期的なパルスＥＬＡ
処理において、第１領域と第２領域間の重なりは、７０パーセント、８５パーセント、９
０パーセント、９５パーセント、または９９パーセントよりも大きくなり得る。
【００５４】
　サンプル１７０のこの移動は、（ライン型ビーム１６４の照射を、半導体薄膜１７５の
第１行５１０から第２行５２０へ動かすために）距離Ｄのにわたって行われる。距離Ｄを
介したサンプル１７０の移動は、サンプル１７０の他の行の間で行われるので、距離Ｄは
画素行周期、または画素ピッチと言うこともできる。
【００５５】
　ビーム１６４によるその照射に関するサンプル１７０の移動は、連続的に（例えば、止
まることなしに）行われ得る。コンピューティング構成がレーザ１１０、１１０’は制御
し、既定の周波数に基づいて対応するパルス４１０、４１０’、４２０、４２０’を生成
する。このようにして、薄膜１７５の各行５１０、５２０がパルスによって正確に照射さ
れるように、ライン型パルス４１０’、４１０、４２０’、４２０による半導体薄膜１７
５の照射に関し、サンプル１７０の連続移動の速度を確定することが可能である。例えば
、サンプル１７０の移動速度Ｖは、次の通りに定義することができる。Ｖ＝Ｄ＊ｆlaser

。ここで、ｆlaserは、各レーザの周波数である。したがって、距離Ｄが２００マイクロ
メートルでｆlaserが３００Ｈｚの場合、速度Ｖは約６ｃｍ／秒となり、一定速度となり
得る。
【００５６】
　ビーム１６４によるその照射に関し、サンプル１７０が連続的に移動する必要はないが
、一次レーザ源１１０および二次レーザ源１１０’の起動は、移動台１８０によって提供
される位置決め信号に基づいて制御され得る。この信号は、ライン型ビーム１６４による
その照射の位置に対するサンプル１７０の位置を指示し得る。そのような信号に関連づけ
られたデータに基づいて、コンピューティング構成は、レーザ源１１０、１１０’の起動
、およびサンプル１７０への移動を指示し、半導体薄膜１７０の特定の部分（例えば、行
）への効果的な照射を達成することができる。したがって、半導体薄膜１７５の少なくと
も一部への位置制御された照射は、ライン型ビーム１６４を使って達成され得る。
【００５７】
　４つの照射はすべて、領域を部分的に溶解し、その後、溶解した領域は、すぐに凝固し
て結晶化領域を形成する。第１領域９１０と第２領域９２０が重なる薄膜１７５の領域は
、第１結晶化領域９６０を形成する。第３領域９４０と第４領域９５０が重なる薄膜１７
５の領域は、第２結晶化領域９７０を形成する。
【００５８】
　第１および第２レーザパルスの膜速度および反復率（周波数）により、膜上の後の結晶
化領域の位置が決まる。１以上の実施形態において、第１および第２結晶化領域９６０、
９７０も重なり、その場合、膜がｙ方向に走査されると、膜表面全体が結晶化され得る。
【００５９】
　図５Ａに示すように、第１および第２結晶化領域９６０、９７０は重ならない。したが
って、非周期的なパルスシーケンスを、ある関心領域（例えば、ディスプレイやセンサ配
列のようなアクティブマトリクス装置内の画素ＴＦＴまたは回路５１１－５１９、および
ＲＦＲまたは回路５２１―５２９）のみを選択積に結晶化するために使うことができる。
このＳＡＣ実施形態において、第１および第２結晶化領域９６０、９７０間に重なりはな
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い。重なりがないので、サンプルが保持される台はより速い速度で動くことができ、マト
リクス型電子装置の周期を合わせるために、第１および第２結晶化領域９６０、９７０間
のスペースを増やす。台速度のそのような増加により、全体的な処理能力が大きく増加し
得る。例えば、ディスプレイの画素配列において、電子装置の密度はかなり低く、例えば
、数百マイクロメートル以上か、例えば、１ミリより大きいかそれ以上の画素ピッチを持
ち、処理能力の大きな増加は、それらの領域のみを結晶化することによって達成すること
ができる。したがって、台は、与えられたレーザパルス率に対しより速いスピードで動く
ことができ、膜上の選択された領域の完全な結晶化を達成する。ＳＡＣ非周期的なパルス
ＥＬＡ処理システムの処理能力に対する例示値は、本出願の実施例部分で参照される。し
たがって、非周期的なパルスＳＡＣの処理能力向上は、大型テレビの製造で必要となるよ
うな大きなパネル、例えば、Ｇｅｎ８パネル（約２．２０＊２．５０ｍ2）に対してより
競争力のある処理能力を可能にする。
【００６０】
　図６は、第１第３ラインビームパルス１０００、１０１０が第２第４ラインビームパル
ス１０２０、１０３０よりも低いエネルギー密度を持つこと以外、図５Ａに示す走査と同
様の走査を表す。この図は、図７Ｃに表されたエネルギー密度に対応する。エネルギー密
度は、完全な溶解閾値の約２０パーセントから約７０パーセントの範囲になり得る。一般
的に、非周期的なパルスＥＬＡにおいて、第１の溶解および凝固サイクルは、低欠陥密度
を持つ十分な均一度の材料となるＥＬＡでの累積処理の利益を得るように、最も均一な結
晶構造体を提供するように最適化され得る。例えば、第１パルスは、完全な溶解閾値より
高いエネルギー密度になり得る。例えば、そのようなより高いエネルギー密度は、単一の
溶解および凝固サイクルのみをもたらすために、２つの第１パルスを同時に発射すること
によって容易に達成され得る。同様に、２つの第１パルスは、特に、出発物質がＰＥＣＶ
Ｄ蒸着ａ－Ｓｉ膜である場合、さらに部分的に溶解した材料の均一度をもたらし得るより
長いパルス継続時間を持つ組み合わせられたパルスを形成するように、小さな遅延を伴っ
て引き起こされ得る。
【００６１】
　図７は、図５Ａに記載したような第１非周期的なパルス走査を表し、膜１１００の逆方
向への第２走査も含む。図７の第１走査において、領域１１１０、１１１２、１１１４、
１１１６、および１１１８が、第１方向１１２０に走査が続くと照射される。図５Ａに関
して説明したように、５つの領域１１１０、１１１２、１１１４、１１１６、および１１
１８のそれぞれは、第１ラインビームパルス１１２２によって照射された領域、および第
２ラインビームパルス１１２４によって照射された領域に対応する。各照射は、照射され
た領域の部分的な溶解と、その後、結晶化をもたらす。第１ラインビームパルス１１２２
によって照射された領域、および第２ラインビームパルス１１２４によって照射された領
域によって形成された重なり領域は、第１領域１１１０に対応する。膜の５つの領域すべ
てが第１走査で照射された後、膜はプラスｘ方向に移され、第２走査が第１走査と逆の方
向、つまり矢印１１３０の方向に起こる。複数の走査を行う従来のＥＬＡ技術は、国際公
開第２０１０／０５６９９０号「薄膜の結晶化システムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｈｉｎ　Ｆ
ｉｌｍｓ）」に開示されている。いくつかの実施形態において、膜は走査の前にｘ方向に
移動しない、または、膜は第１および第２走査の間にマイナスｘ方向に移され得る。図７
に示すように、第２走査は、照射された領域１１３２、１１３４、および１１３６等をも
たらす。この複数のパス走査により、より高い品質の結晶膜を提供できる。膜は、１、２
、３、４、５、またはそれ以上の回数、走査され得る。
【００６２】
　このように、非周期的なパルスＥＬＡシステムは、複数の走査を実行し、所望の回数の
パルスに達することを可能にし、例えば、４つのレーザチューブシステムは、５つの走査
処理で使われ、膜の単位面積当たり計２０パルスに達することができる。本技術により膜
の各部分に対するパルスエネルギーシーケンスの正確な制御が可能となる。例えば、非周
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期的なパルスＥＬＡにおいて、第１走査間のパルスの各列における第１パルスは、後の走
査より低いフルエンスであり得る。いくつかの実施形態において、表面に当たる最後のパ
ルスは、ＥＬＡ処理された膜の表面粗さを減少するために、表面の溶解を誘起するように
、より低いエネルギー密度である得る。さらに、画素ＴＦＴまたは回路やそれらのあらゆ
る部分の各部分は、ビーム端によるそれらの照射を完全に避けることができるので、全く
同じパルスエネルギー密度シーケンスを持ち得る。関心領域に当たるビーム端を避けるこ
とは、累積処理をより迅速に望ましい均一度を持つ材料に収束することができ、それによ
り、そのような材料に対する全パルス数は、従来のＥＬＡ処理に比較して少なくすること
ができるということを意味する。このように、本方法の利点は２つあり、それはつまり、
選択領域結晶化の結果としてパルスの平均数を減らすこと、およびビームの端による照射
を避けることにより第１パルス後の材料の初めの不均一度が少なくなるため、関心領域内
のパルス数を減らすことである。
【００６３】
　以前に述べられたＥＬＡ方法と比較して、非周期的なパルス選択領域結晶化ＥＬＡにお
けるビーム幅は、しばしばより狭くすることができ、結晶化される領域の幅と同じ程度広
いだけで十分である。したがって、余剰エネルギーが、ビーム長を増やすために使うため
に利用可能である。ビーム長をより長くすることは、より長い寸法の投影レンズ使うこと
で実現可能である。また、ビームパルスの走査間に膜内における複数の領域を同時に結晶
化するように、ビームを別々の光パスに分けることができる。走査に際して処理された領
域の長さを増やすことで、膜を完全に結晶化するよう要求される走査の全数を減らすこと
ができる。
【００６４】
　更に、選択領域結晶化非周期的パルスＥＬＡは、関心領域がビームの後縁によって照射
されないようにビームのトップハット部分を精密に整列するために使うことができる。理
想的には、関心領域の第１照射は、ビームのトップハット部分で行われるか、少なくとも
、膜の結晶化閾値を超える同様の全エネルギー密度であるラインビームの一部で行われる
べきである。このようにして、ビーム端が膜上の関心領域を照射しないように膜を選択的
に照射することによって、膜内の要求された微粒組織および均一度を生成するために必要
とされる走査の回数を減らすことができる。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、光学素子は、画素ＴＦＴまたは画素回路（または、少な
くとも、後で画素ＴＦＴまたは回路が製造される位置）の別の列にそれぞれ向けられた２
つ以上のラインビームにビームを分けるために使うことができる。このように行うことに
より、単位面積当たりパルス数が２倍の２つのラインビームにビームを分けて使うことで
、完全な結晶化に達するために必要な走査をより少なくすることを達成できる。多数の並
列ラインビームを、画素ＴＦＴ／回路の隣接する列に当てるために使うことができ、また
は、隣接しない列に影響を及ぼすために使うことができる。多数のラインビームは、ビー
ムを分割する周知の方法を使って生成でき、別々の光経路にそれらを向けることができる
。分割されたビームは、光パスの一部を通って、ともに進むために再結合することもでき
、例えば、投影レンズを通る場合、または分割後すぐにでも再結合することができる。分
割されたビームは、互いに並列に、および／または、互いに対しわずかにオフセットした
角度の下で、進むことができる。ビーム長を維持しながらビームを分割することは、約ｍ
分の一の幅を持つビームをもたらす（ｍはラインビームの数である）。
【００６６】
　非周期的なパルスＥＬＡ方法の特定のパラメータは、ビーム幅に左右され、次いでビー
ム幅は結晶化される領域の幅に左右され得る。例えば、アクティブマトリクス装置のサイ
ズは、ある画素寸法を示唆することができる。その画素寸法により、非周期的なＥＬＡ処
理能力の利点を活かす新しい画素レイアウトをもたらすことができる。例えば、６６０マ
イクロメートルの画素ピッチを持つ５５インチディスプレイは、３００マイクロメートル
程の広さの結晶化領域を必要とし得る。非周期的なＥＬＡ処理結晶化スキームを用いてよ
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り適切なレイアウトになるように画素寸法を更に縮め、設計を最適化することで、例えば
、１５０マイクロメートル以下にこの領域の寸法を減らすことができる。更に、最適化す
ることは、２つの隣接する列内の画素に対して異なるレイアウトを有することができ、単
一の照射内でそれらが重なることができるように、隣接する列のＴＦＴ／回路は互いによ
り近接して配置され得、その後、次に照射される領域に進む距離は更に長くなり得る。
【００６７】
　画素ＴＦＴ以外に、例えば行および列ドライバを作るために、ＴＦＴはディスプレイの
周辺部にあるのも望ましいだろう。行ドライバは、ビデオ信号を処理するためにより高い
性能を持つ必要があるだろう。いくつかの実施形態において、ＳＡＣは、ディスプレイの
周辺部に所望のドライバを統合するために、結晶化された材料の十分な領域を提供する。
別の実施形態において、非周期的なパルスＥＬＡの後、別の結晶化ステップが続き、ディ
スプレイの周辺部をより完全に結晶化することができる。このことは、これらの領域にお
いて従来の走査によるＥＬＡを実行することによって、同じレーザおよび光パスを使って
行うことができ得る。あるいは、このことは狭いラインビームの形状をした固体状レーザ
を使って、順次横方向結晶化（「ＳＬＳ」）またはＥＬＡを実行することができ得る。あ
るいは、２Ｄ投影放射ツールを使って、例えば、２ショットＳＬＳ（すなわち、米国特許
出願第１２／０６３，８１４号「高周波レーザを用いた薄膜の均一な連続的横方向結晶化
のためのシステムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｕｎ
ｉｆｏｒｍ　Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
ｏｆ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｈｉｇｈ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｌａｓｅｒ
ｓ）」（２００８年１０月３１日出願）に示される、単位面積当たり２つのレーザパルス
）、またはドットＳＬＳ（すなわち、米国特許第７，６４５，３３７号「結晶方位制御さ
れたポリシリコン膜の生成システムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　ｆｏｒ　Ｃｒｅａｔｉｎｇ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒａｐｈｉｃ－Ｏｒｉｅｎｔａｔ
ｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｐｏｌｙ－Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｆｉｌｍｓ）」（２０１０
年１月１２日発行）に示される、ドットパターンを持つマスクを用いるＳＬＳ）を実行す
ることができる。それらは、精密ステージから利点を得るために同じツールに統合するこ
とができる。本明細書で使われる、ｘショット処理は、膜の各対象領域をｘ回照査するこ
とを意味する。
【００６８】
　上記のように、選択領域結晶化は、例えば、行列型電子素子内等の関心領域のみを結晶
化することを含む。したがって、結晶化領域の位置は、行列型電子素子または回路内のノ
ードの位置に対して整列される必要がある。したがって、ＳＡＣを実現するために、サン
プル整列が実施されるべきである。サンプル整列のステップは、様々な技術によって達成
することができる。一つの技術において、サンプル配列は、電子素子を作る別の処理ステ
ップでサンプル位置を再現することができるような方法で、サンプルを配置する機能を更
に持つ結晶化システムを使って確立することができる。よく行われるの方法の一つは、結
晶化前、および結晶化プロセスが整列される前に検出された基準、または配列の印をパネ
ルが備えることである。一般に、そのようなサンプル整列の方法は、一般に、薄膜トラン
ジスタを作製するリソグラフィーの手順において用いられ、そこではそのような装置の様
々な機能をオーバーレイするのはサブミクロン精度である。ＳＡＣのサンプル整列は、リ
ソグラフィーほどの正確さは必要としない。例えば、結晶化領域は、どちら側でも数ミク
ロンまたは１０ミクロン以上関心領域よりも大きくすることができる。
【００６９】
　別の技術において、サンプル整列は、電子素子を作る前に結晶化領域の位置を検出する
ことによって確立される。その位置は、電子装置が配置される領域を検出することを通し
て得られる。その領域は、非晶質から結晶への変化が光学性質の変化に対する結果として
微視的に見ることができるので、検出することが可能である。
【００７０】
　サンプル配列のためのシステムは、基準を検出し、その基準に対して既知の位置にサン



(22) JP 2013-510443 A 2013.3.21

10

20

30

40

50

プルを整列する自動化システムを有することができる。例えば、システムは、膜上の基準
を検出可能な光検出器の移動を制御し、その光検出器に応答するためのコンピューティン
グ構成を有することができる。この光検出器は、例えば、ＣＣＤカメラであり得る。
【００７１】
ＰＥＣ　ＶＰ非晶質Ｓｉ膜の均一な部分溶解結晶化
　上記のように、部分溶解結晶化技術は、シリコン膜を結晶化するために１以上の照射を
使うものであり、少なくとも最後のパルスが膜の完全な溶解を誘起しない。いくつかの実
施形態において、部分的な溶解フラッド照射方法を、微細粒子均質結晶膜を生成するため
、あるいは非周期的なパルス照射方法のための、前駆体膜を生成するために用いることが
できる。部分的な溶解フラッド照射方法は、ツーショットの部分的溶解処理であり得、そ
こで、いかなる既存の微結晶をも欠いた非晶質シリコン膜（例えば、ＰＥＣＶＤ膜）は、
２ステップで、膜厚を超える平均横方向寸法を持つ粒子を有する微細粒子均質結晶膜に変
形される。部分的な溶解フラッド照射方法は、延長継続時間ワンショット部分的溶解処理
でもあり得、ここでは、いかなる既存の微結晶をも欠いた非晶質シリコン膜（例えば、Ｐ
ＥＣＶＤ膜）は、膜厚より短い平均横方向寸法を持つ粒子を有する微細粒子均質結晶膜に
変形される。
【００７２】
　James Im教授は研究で、超横方向成長（「ＳＬＧ」）が、「ほぼ完全な溶解」が起こり
、低粒内欠陥密度を持つ粒子の横方向成長が結果として生じる（Im他、APL63、p1993　１
９９３年）方法による完全な溶解閾値に近いエネルギー密度でのワンショット照射処理に
おいて、発生し得ることを示した。そのような材料は、１００ｃｍ2／Ｖｓを超える移動
性を持つＴＦＴを生成するために使われ得る。しかしながら、本材料のＴＦＴ均一度は悪
く、それは、粒子サイズが、（１）パルスエネルギー密度、（２）前駆体膜の不均一性、
および（３）完全な非晶質膜が使われた場合の結晶核形成処理の確率論的な性質、に対し
大きく依存するるためである。しかしながら、このＳＬＧレジームにおける複数の照射は
、より均一なサイズの粒子をもたらすことができる。これは、照射する光の波長と整合す
る膜の周期的な表面粗さの形成によって可能になり、自己安定化処理をもたらす。この手
法は、ＥＬＡとして商業化されており、最も一般的にはラインビームを用いる。上記のよ
うに、ＥＬＡ処理は累積処理であり、ほぼ完全な溶解レジームにおける複数の放射に起因
して、初めの不均一な多結晶膜をより均一な状態に収束する。しかしながら、ＥＬＡ処理
は、初めの多結晶性状態が均一である場合、より効果的となり得る。
【００７３】
　上記のように、より均一な多結晶膜は、関心領域はビームの端で照射されないＵＧＳシ
ステム、または非周期的なパルスＥＬＡシステムを使うことで得ることができる。しかし
ながら、ビームのトップハット部分で最初に照射される領域でさえ、前駆体膜の不均一性
により不均一度の影響を受け、完全な非晶質膜の場合、結晶核形成処理の確率論的な性質
の影響を受け得る。本開示は、上記のＥＬＡ処理（従来のもの、および非周期的なパルス
の両方）の効率を増すために有益になり得る、均一な初期の結晶化された多結晶膜を生成
するために部分溶解結晶化を行う方法およびシステムに関する。別の実施形態において、
高められた均一度を有する得られたＰＭＣ材料は、更なるＥＬＡ処理なしに薄膜電子素子
を生成するために、それ自体を使うことができる。これは、より低い性能の薄膜装置（例
えば、１００ｃｍ2／Ｖｓ、または１０ｃｍ2／Ｖｓ程低い）で十分だが、膜の均一度が依
然として重要である状況において有益であり得る。
【００７４】
　部分溶解結晶化（すなわち、完全溶解に近い閾値未満のエネルギー密度での結晶化）は
、ImとKimによる「非晶質シリコン膜のエキシマレーザ結晶化に関する相数変換機構（Ｐ
ｈａｓｅ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ｉｎｖｏｌｖｅｄ　
ｉｎ　ｅｘｃｉｍｅｒ　ｌａｓｅｒ　ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｍｏｒ
ｐｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｆｉｌｍｓ）」（Appl. Phys. Lett. 63　１９９３年１０
月４日）において、ＬＰＣＶＤを使って蒸着される非晶質Ｓｉ膜について述べられている
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。この研究は、ＬＰＣＶＤ　Ｓｉ膜は完全な非晶質ではなく、結晶化の種結晶となる小さ
な微結晶が膜の中に存在することを示す。微結晶の高い密度のため、微結晶間の横方向の
空間は極めて小さく、結晶成長は膜の平面に垂直な方向に主として発生する。非常に小さ
な大きさの粒子は、均一なＴＦＴを作るために、この材料を魅力あるものにする。ＬＰＣ
ＶＤ膜のそのようなワンショット結晶化は、更にレーザパルスのステージに同期させた放
射を可能にするフラッド照射ツールを用いて実施されるＵＧＳ方法と称されるものの一つ
である（二次源投影システムを使用する米国特許第２００６－００３０１６４　Ａｌ号「
膜領域の縁領域および構造を最小化するための基板上の膜領域のレーザ結晶化プロセスの
ための処理および方法（Ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｌａｓｅｒ　
ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｏｆ　ｆｉｌｍ　ｒｅｇｉｏ
ｎｓ　ｏｎ　ａ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｔｏ　ｍｉｎｉｍｉｚｅ　ｅｄｇｅ　ａｒｅａｓ
，　ａｎｄ　ａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ｓｕｃｈ　ｆｉｌｍ　ｒｅｇｉｏｎｓ）」
、および、ラインビームＥＬＡシステムを使用する米国特許第２００７－００１０１０４
　Ａｌ号「膜領域のライン型ビームおよび構造を用いた基板上の膜領域のレーザ結晶化プ
ロセスのための処理およびシステム（Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆ
ｏｒ　ｌａｓｅｒ　ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｏｆ　ｆ
ｉｌｍ　ｒｅｇｉｏｎｓ　ｏｎ　ａ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｕｔｉｌｉｚｉｎｇ　ａ　ｌ
ｉｎｅ－ｔｙｐｅ　ｂｅａｍ，　ａｎｄ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｏｆ　ｓｕｃｈ　ｆｉ
ｌｍ　ｒｅｇｉｏｎｓ）」参照）。可能性として、これは、非常に高い処理能力を持つＬ
ＴＰＳ装置を作る方法となり得る。現在、そのような装置は、非晶質シリコンが不十分な
性能レベル（ｎチャンネルＵＧＳ　ＴＦＴに対して３０または更に５０ｃｍ2／Ｖｓまで
に比べ、ｎチャンネルａ－Ｓｉ　ＴＦＴに対して約１ｃｍ2／Ｖｓ）にあると判断される
ＵＤ－ＬＣＤ　ＴＶ商品（例えば、約２０００＊４０００画素、４８０Ｈｚ、および８０
”）に対して考えられている。
【００７５】
　非常に小さな柱状粒子を持つＰＭＣ材料の微粒組織は、この部分的な溶解エネルギー密
度レジームでは一般的に決して達成されるものではない。研究により、現在理解されてい
るような部分溶解結晶化は、小粒子の均一なＬＴＰＳ　ＴＦＴの製造で再現的に使われ得
ないことが示されている。Mariucci等（Thin Solid Films 427 (2003) 91-95）は、例え
ば、非常に不均質で部分的に非常に不完全な材料（横方向の成長を通してより大きくより
良好な粒子によって囲まれた不完全なコア）が得られることを示した。
【００７６】
　図８Ａは、ＰＭＣレジームの低端における一照射後の膜表面のＡＦＭ走査を表す。これ
は横方向の成長を示す大きな突起、および凝固に際してＳｉの膨張による対応する横方向
のマスフローによって囲まれた円板状の構造を示す。図８Ｂは、図８Ａにおける結晶構造
体の図である。８Ｂにおける結晶構造体は、不完全なコア８００を持つ。この構造は、横
方向結晶化の種結晶を作り、円板状の構造によりもたらされる低密度の核形成現象の結果
である。最初の成長状態は、均衡状態からかけ離れている。したがって、結晶は非常に不
完全である。成長前面が互いに進むにつれて、十分な熱が発せられ、膜にかなりの再加熱
を引き起こす。この再加熱は、より低い欠陥密度の横方向成長をもたらし得る。
【００７７】
　図８Ｃは、より高いエネルギー密度での一照射後だが、まだＰＭＣレジーム内の膜表面
のＡＦＭ走査を表す。図８Ｄは、図８Ｃの結晶体構造の図である。ここで、より高いエネ
ルギー密度放射から導入された更なる熱は、相転移の最初のステージにおいて形成された
不完全なコア領域の再溶解をもたらす。不完全なコア領域の溶解閾値は、低欠陥密度外環
のものより低く、したがって、優先的に溶解する。それらエネルギー密度の再成長は、外
環から種結晶を入れられ、内側へ向かうだろう。この種結晶を入れることで、凝固に際し
てのＳｉの膨張により、中央に小さな突起ができる。これら突起は、図８ＣのＡＦＭ走査
において見ることができる。不完全なコア領域の再溶解は、より均一な膜をもたらし得る
。図８Ｄは、膜のほぼ完全な溶解のために十分なエネルギー密度で得られる結晶体構造の
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図である。図８Ｅは、未溶解種結晶からの横方向結晶化に際して形成された円形領域を示
す。
【００７８】
　不完全なコア領域の二次溶解は、レーザパルスの時間的なプロファイルによって影響さ
れ得る。例えば、Coherent社（Santa Clara, CA）から入手可能なエキシマレーザは、強
度のピークを示す時間的プロファイルを持つ傾向がある。第１ピークは、膜の最初の爆発
的な結晶化を引き起こし得、一方、第２ピークは、最初のステージの間に形成された不完
全なコア領域の選択的な再溶解をもたらし得る。レーザの時間的プロファイルは、時間と
ともに可変であることで知られ、特に、レーザガスの老化に伴う。最終的に、時間ととも
に、第３の強度ピークが発現し得る。このように、コアの再溶解後の材料がより均一にな
り得る一方、レーザツールからの多くのパルスに関して容易に再生可能にはならない。他
のレーザは単一の強度ピークのみを持ち得、同じパルス内の再溶解の詳細は、おそらく異
なるだろう。
【００７９】
　この微粒組織の再現性を向上するための方法の一つは、膜を２度照射することである。
第１パルスは不完全なコア材料を得るために最適化され得、一方、第２パルスは再溶解の
ために最適化され得、このように、コア領域を良好にするする。これは、２回の走査、ま
たはステージを次の位置に進める前に、２つのパルスが各位置に照射されるステップおよ
び照射手順を使って行われ得る。
【００８０】
　本開示は、より効率的な方法、つまり、単一の走査でのこのような２部分照射部分溶解
結晶化プロセスを提供するシステムに関する。非周期的なパルスＥＬＡシステムは、２部
分処理の第１レーザパルスを生成するために使われ、大きな粒子を持つが、膜全体の均一
度が低い中間の微粒組織を得ることができ、一方、第２パルスは、中間の微粒組織を良好
するために使われ、最終的な均一な膜を生成する。このように、本方法は第２パルスを遅
延起動すること（および、可能性として第１または第２パルスのフルエンス制御）で、再
溶解したコア領域の最適化されたエネルギー密度窓を得ることを教示する。遅延された起
動は以前にも提案されているが、ここでは、パルス継続時間延長を模倣し、ミラーによる
光損失を無くす。パルスを近接しており、重ねることができるので、これは、第２パルス
の到達に際して、膜が完全には冷やされず、あるいは完全に凝固されることさえ無いこと
を意味し、エネルギー密度のより効率的な利用をもたらす。更に、第１および第２パルス
のエネルギー密度は、同じであり得るか、または異なり得る。しかしながら、第２パルス
の到達前に、膜は完全には冷やされ得ないので、膜は、第１パルスと比較して第２パルス
からの異なる密度の溶解にみまわれ得る。
【００８１】
　通常は、初めの膜は、厚さ約４０ｎｍから１００ｎｍ、または２００ｎｍまでのＳｉＯ

2被覆ガラス、石英、または酸化Ｓｉウェハ上のＳｉ膜である。一般的に、膜が薄くなる
ほど蒸着時間が少なくなり、所望のレベルの溶解に達するために必要なエネルギー密度が
低くなるので好ましい。パルスは、約３０ｎｓ　ＦＷＨＭ以上、または例えば、３００ｎ
ｓ　ＦＷＨＭ以上までのパルス継続時間を持つことができる。一般的に、パルスがより短
くなると、熱が少なくなるため下の基板への影響が少なくなり、より高い処理能力を確立
できるため、Ｓｉ膜の溶解はより効率的になる。膜は、部分的な溶解エネルギー密度範囲
全体にわたって照射され得る。
【００８２】
　別の実施形態において、（ＰＥＣＶＤを使って得られるような）微結晶欠陥膜を使用し
ながら、円板状の領域が完全に回避される。円板状の領域は、核形成密度を増やすことに
よって避けることができる。核形成密度を高めることで、垂直の結晶化プロセスをもたら
すことができ、横方向成長と横方向マスフローの減少が結果としてもたらされる。核形成
密度を高めることは、パルス継続時間を長くすることで、非晶質Ｓｉ溶解はよりゆっくり
と前に進むので、パルス継続時間をより長くするようシフトすることにより達成され得る
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。図９に示す界面応答関数（「ＩＲＦ」）で見られるように、（その温度に関し固体－液
体界面の速度について述べている）このことは、それらの温度が結晶Ｓｉ溶解温度Ｔx

mに
関しより過冷却されることを意味する。図９のＩＲＦは、ｘ軸に温度を、ｙ軸に結晶前線
の速度を示す。凝固領域はグラフのプラスｙ領域、溶解領域はグラフのマイナスｙ領域で
ある。点線は非晶質シリコンに対応し、実線は結晶シリコンに対応する。
【００８３】
　このように、遅い溶解性質を持つロングパルス９００に対し、核形成は迅速に始まり、
非晶質Ｓｉ　ＩＲＦカーブ上のポイント９０５によって示されるような深過冷却状態で始
まる。古典的な核形成理論から、深過冷却がより高い核形成率をもたらすことが周知であ
る。このように、多数の核が短時間に形成され、それら核が成長を始めるにつれて融合熱
が放出されることにより、膜が再熱を始める前に形成される（再熱現象と称される現象で
ある）。核形成のこの高密度により、核形成成長は垂直方向に発生するので、領域内の横
方向成長が実質的に除去される。大幅な横方向成長は、低均質構造、および平らでない膜
表面を生成し得る。このように、膜上の単位時間当たりのエネルギーを低くする継続時間
の長いパルスを使うことによって、膜は、（いくつかの）ＬＰＣＶＤ膜を使って得られる
ものと同様に得られ、そこでは、高密度の微結晶が予め存在する。
【００８４】
　ショートパルス９１０を使うと、溶解は迅速に前進し、過冷却は減らせる。この条件は
、ＩＲＦ上の９１５に模式的に対応する。過冷却は、ロングパルスで照査された膜を使う
よりも低くなるが、より低い率にあるにもかかわらず、核形成には依然としてまだ十分で
ある。したがって、かなりの再熱現状が発生し別の核形成が止まる温度まで膜の更なる発
熱をもたらす前の短い時間間隔で、より少ない核が形成される。核形成密度がより低くな
るので、これらの種類の膜は、より多くの横方向成長にみまわれ、不均一な結晶成長をも
たらす。
【００８５】
　通常のなエキシマレーザパルスは、ショートパルスシナリオを可能にするために十分短
くなり得るが、（約３００ｎｓ　ＦＷＨＭパルスを生成するために）８ｘパルスエクステ
ンダーを使うと、パルスは、ロングパルスシナリオに移るために十分長く生成することが
できる。あるいは、長いパルスは、短いシーケンスでそれぞれが発射される複数のレーザ
チューブを使って生成され、単一の溶解および凝固サイクルを誘起することができる。
【００８６】
　したがって、均一の結晶膜は、遅い溶解性質を持つロングパルスを使うことによる単一
パルス部分溶解処理を通じて得ることが可能である。この膜は、従来の、または非周期的
なパルスＥＬＡ処理に対する前駆体膜として使うことができる。
【００８７】
完全溶解結晶化
　別の形態において、完全な溶解レジームにおける照射は、微細粒子均質結晶膜を生成す
るために、または後の累積ＥＬＡ処理を有利にする、最初に結晶化された多結晶膜を生成
するために使われる。完全溶解結晶化（ＣＭＣ）は、ワンショット照射がＳｉ膜の完全な
溶解に使われ、その後、その膜が核形成を通して結晶化する技術である（米国特許第１０
／５２５，２８８号「実質的な均一度を提供するための基板上の膜領域のレーザ結晶化プ
ロセスのための処理およびシステム、およびそのような膜領域の構造（Ｐｒｏｃｅｓｓ　
ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｌａｓｅｒ　ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ　ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　ｏｆ　ｆｉｌｍ　ｒｅｇｉｏｎｓ　ｏｎ　ａ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｔ
ｏ　ｐｒｏｖｉｄｅ　ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ　ｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ，　ａｎｄ　ａ　
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ｓｕｃｈ　ｆｉｌｍ　ｒｅｇｉｏｎｓ）」参照）。ＣＭＣは
、レーザパルスのステージ同期放射を更に可能にするフラッド照射ツールを用いて実行さ
れるＵＧＳ方法と称されるものの一つである（２Ｄ投影システムを使用する、米国特許第
１０／５２５，２９７号「縁領域を最小化するための基板上の膜領域のレーザ結晶化プロ
セスのための処理および方法、およびそのような膜領域の構造（Ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ
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　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｌａｓｅｒ　ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　ｏｆ　ｆｉｌｍ　ｒｅｇｉｏｎｓ　ｏｎ　ａ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｔｏ　ｍ
ｉｎｉｍｉｚｅ　ｅｄｇｅ　ａｒｅａｓ，　ａｎｄ　ａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ｓ
ｕｃｈ　ｆｉｌｍ　ｒｅｇｉｏｎｓ）」、およびラインビームＥＬＡシステムを使用する
、米国特許第１１／３７３，７７２号「ライン型ビームを用いる基板上の膜領域のレーザ
結晶化プロセスのための処理およびシステム、およびそのような膜領域の構造（Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｅｓ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　ｌａｓｅｒ　ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔ
ｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｏｆ　ｆｉｌｍ　ｒｅｇｉｏｎｓ　ｏｎ　ａ　ｓｕｂｓ
ｔｒａｔｅ　ｕｔｉｌｉｚｉｎｇ　ａ　ｌｉｎｅ　－ｔｙｐｅ　ｂｅａｍ，　ａｎｄ　ｓ
ｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｏｆ　ｓｕｃｈ　ｆｉｌｍ　ｒｅｇｉｏｎｓ）」参照）。
【００８８】
　本開示されたＣＭＣ方法は、薄膜における非均質核形成が低欠陥小等軸晶Ｓｉ膜の形成
をもたらすことに焦点を当てる。システムは、例えば、膜の完全な溶解閾値よりも１．３
から１．４倍大きい高エネルギー密度パルスを使用する。本処理は、大気中、または酸素
を含むいかなる大気中でも実行され得る。本処理は、厚さ約５０ｎｍ未満の酸化表面層ま
たはギャップ層を持つ膜を使って実行することができる。システムは、ＳｉＯ2ガラス、
石英ウェハ上の（１００ｎｓから３００ｎｓの範囲の）比較的薄いＳｉ膜と合わせて、約
８０ｎｓから約５００ｎｓ（例えば、２００ｎｓまたは４００ｎｓ）の比較的長いパルス
継続時間を使用する。先行技術で教示される均質の核形成シナリオの代わりに、ある所望
の非均質核形成シナリオを誘起する処理のパラメータを選択することによって、核形成は
、膜と酸化表面層間の界面および膜と基板間の界面で達成することができる。上記のパラ
メータにより、低欠陥密度結晶を形成することができる。
【００８９】
　本開示のＣＭＣ方法は、非常に高い処理能力を持つ低性能ＬＴＰＳ装置を作るために使
うことができる。現在、そのような装置は、非晶質シリコンが不十分な性能レベル（ｎチ
ャンネルＵＧＳ　ＴＦＴに対して３０または更に５０ｃｍ2／Ｖｓまでに比べ、ｎチャン
ネルａ－Ｓｉ　ＴＦＴに対して約１ｃｍ2／Ｖｓ）にあると考えられるＵＤ－ＬＣＤ　Ｔ
Ｖ商品（例えば、約２０００＊４０００画素、４８０Ｈｚ、８０インチ）に対して考えら
れている。
【００９０】
　完全な溶解は、放射条件およびサンプル構成に応じて様々な核形成を誘起された微粒組
織をもたらすことが知られており、処理の記述はS. Hazair等による「Nucleation-lnitia
ted Solidification of Thin Si Films」Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 979 (2007
)」で見出すことができる。これら微粒組織の多くは、大きな程度の不均一性（可変粒子
サイズ、非常に不完全な領域）によって特徴づけられ、低い機器の均一度をもたらす。例
えば、Hazairの論文のテーマは、不完全なコア領域が低欠陥密度「花弁形状粒子」の輪に
よって囲まれる花状粒子（ｆｉｇ－Ｓｉ）の形成である。
【００９１】
　しかしながら、特にある微粒組織はこれに対する例外と考えられ、それはS.R. Stiffle
r、M.O. Thompson、およびP.S. PeercyによりPhys. Rev. Lett. 60, 2519 (1988)に初め
に記載された。この微粒組織は、膜の厚さ全体に分散された均一な粒子から成り、非常に
低い粒子内欠陥密度を持つ。そのような微粒組織は、良い素子均一度をもたらすことが期
待され、程良い装置性能レベルを可能にし得る。これは、ボトムゲートＴＦＴに対して更
に真であり、なぜなら、小粒子Ｓｉを作る他の多くの方法（析出技術を含む）と違い、底
にある／底の近くにある結晶は、低欠陥密度でサイズがより大きい。しかしながら、この
微粒組織の形成後のメカニズムについて、問題は残っているため、この再現性を得るため
の条件が必要とされる。
【００９２】
　小さな等軸晶Ｓｉ（ｓｅｇ－Ｓｉ）は、Stifflerによって均質核形成、すなわち、界面
のみではなく、液体の大部分全体における固体の核形成の結果として説明された。Stiffl
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erは、前面反射および膜のコンダクタンスにおける同時降下を示す過度反射（「ＴＲ」）
データおよび過度コンダクタンス（「ＴＣ」）データの組合せに基づいて結論づけた。こ
れは、膜の大部分全体の核形成を示すものとして論じられた。２０年間、これは、膜の大
部分内の（すなわち、表面、または底界面に面していない）粒子の存在を説明するために
受け入れられたモデルであった。最近では、ＴＲ研究に基づいて、Stifflerのモデルが不
正確であることが発見された。
【００９３】
　代わりに本ＴＲ研究は、ｓｅｇ－Ｓｉが、不完全なコア領域の容積測定の再熱現象、再
溶解、再凝固が続く非均質核形成（すなわち、界面において）の結果であると仮定したモ
デルを提供する。したがって、このシナリオの最初のステージは、ｆｉｇ－Ｓｉに至るも
のと同等であり、その違いは、不完全なコア領域が、再溶解し、低欠陥密度粒子で再凝固
しｓｅｇ－Ｓｉを形成することである。
【００９４】
　Stifflerのデータについて、微粒組織の特徴は、上面図平面ＳＥＭ　ＴＥＭおよびＡＦ
Ｍ画像に基づいている。しかしながら、これは、ＴＲデータの全特徴を説明するには不十
分であった。特に、Stifflerのモデルは、真空雰囲気において行われレーザ照射前の自然
表面ＳｉＯ2層の除去を伴う実験で観察され得る前側ＴＲ（「ＦＴＲ」）における降下前
の裏側ＴＲ（「ＢＴＲ」）における降下を説明できなかった。
【００９５】
　現在、断面図のＴＥＭ微粒組織特徴と共に底面図平面に基づき、そのようなＴＲ降下は
、上向きに成長するように見え、膜の上側でより大きくなる底領域近くのより小さな粒子
を持つ微粒組織をもたらすことが結論づけられている。他方、ＢＴＲとＦＴＲ両方のほぼ
同時の降下は、Stifflerによって最初に観測された（および、均一なＴＦＴを作るために
最も最適であると更に考えられた）ようなｓｅｇ－Ｓｉの形成にとって必要（だが十分で
はない）条件である。
【００９６】
　一般的に、非均質核形成は、膜の底界面でのみ生じると理解されている。前側ＴＲにお
ける降下は、膜の上界面での（すなわち、表面での／表面近くでの）核形成の発現に対応
する。それから、（前後ＴＲ両側でのＴＲ信号の同時降下によって立証されるように）膜
の両側における核形成の同時発現は、膜に戻された潜熱のおよそ２倍の量をもたらすので
、不完全なコア領域の更により効果的／広範な再溶解／再凝固をもたらす。表面における
／表面近くでの核形成は、界面があることを必要とする。そのような界面は、例えば、（
天然）酸化物を用いて成すことができる。そのような酸化膜は、照射前に存在することが
できる、または、酸素が存在する場合に放射の間に形成することができる。雰囲気に依存
して、核形成のために適切な界面の形成を引き起こすことことができる他の表面反応が起
こることが可能である。更に、（例えば、天然酸化物の除去による）そのような最上層無
しに、および（例えば、真空下での放射による）放射の間そのような最上層の形成能力無
しには、実際に、表面核形成は起こらず、Stifflerによって観測された様なｓｅｇ－Ｓｉ
も形成されなかった、ということが発見された。最後に、比較的低いエネルギー密度にお
いて照射されたいくつかのサンプルにおいて、同時ＴＲ信号降下が観察されたが、Stiffl
erのｓｅｇ－Ｓｉは観察されなかった。これは、上界面での核形成を介して形成された固
体の完全な再溶解の結果であり得ると、現在考えられている。更に、１００ｎｍより薄い
膜でも同時ＴＲ降下を見ることができるが、しかしながら、膜の容積における潜熱の量は
、不完全なコア領域の効果的／広範な再溶解／再凝固をもたらすために不十分であること
が明らかである。
【００９７】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、最近のＴＲ研究の結果を表す。図１０Ａは、真空における
表面酸化物層のないガラス基板上の１５０ｎｍ　ａ－Ｓｉに対するＦＴＲおよびＢＴＲを
表す。グラフの最下ライン１４００は膜が受けた照射である。上のラインは、ＣＭＴの様
々な値に対する反射値である。図１０Ａのｘ軸は、ナノ秒単位の時間であり、ｙ軸は、反
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射の正規化数である。図１０Ｂは図１０Ａと同様だが、図１０Ｂは空気内での結果を表す
。図１０Ｂは、ＢＴＲ信号が、ＦＴＲ信号がＢＴＲと同時に降下を始めると思われる１．
３８ＣＭＴのエネルギー密度下でＦＴＲにおける降下前に降下する（一連の信号はレーザ
信号より上の、グラフ内の下側に配置した）ことを示す。このように、真空ではないシナ
リオにおいてでさえ、ｓｅｇ－Ｓｉ微粒組織を得るために、より高いエネルギーが必要と
なる。図１０Ａおよび図１０Ｂに示すように、固体と液体間での反射の違いはとても大き
いので、ＴＲデータから、固体から液体への転移、およびその逆の開始を区別することが
できる。非均質核形成は、ＦＴＲとＢＴＲデータの両方、および結果として生じる微粒組
織（図１１Ｂに示す）の考慮して推定し得る。図１１Ａは、１．３２ＣＭＴ１５００の空
気内の２００　ｎｍ　ａ－Ｓｉ膜、および１．４ＣＭＴ１５１０の真空での２００ｎｍ　
ａ－Ｓｉ膜に対するナノ秒単位の時間（ｘ軸）と正規化された反射値（ｙ軸）のグラフを
表す。図１１Ｂは、空気環境において得られた微粒組織の画像である。図１１Ｃは、真空
環境において得られた微粒組織の画像である。２つの図から理解できるように、図１１Ｂ
は、膜厚１５２０全体にわたるより大きな結晶を示す。図１１Ｃは、膜の表面近くで、品
質の良い結晶を示すが、基板１５４０との界面近くは質の低い小さな結晶を示している。
このように、真の３Ｄ　ｓｅｇ－Ｓｉは、表面での反応が表面ならびに底界面で非均質核
形成に対する酸化物層を形成するように起こり得る空気内で得られ、非均質核形成が底界
面でのみ起こり得る真空内では得られないことが理解され得る。
【００９８】
　本方法は、ボトムゲートＴＦＴの製造への特別な関心対象であり、というのも、小粒子
Ｓｉ製造の他の多くの方法（析出技術を含む）と違い、底での／底近くでの結晶は低欠陥
密度およびより大きなサイズを持つからである。このように、典型的なボトムゲートＬＴ
ＰＳ　ＴＦＴは、低移動性の影響を受け、おそらく、高漏洩電流の影響も受ける。ボトム
ゲートＴＦＴの製造は、Ｓｉ膜の下にあり、絶縁層（ゲート誘電体）によってそれから分
けられたパターン化された金属膜（ゲート）の変形を必要とする。レーザ照射の間、その
ような金属膜は、ヒートシンクとして動作し、局所的に完全な溶解閾値（ＣＭＴ）エネル
ギー密度の変化をもたらす。ｓｅｇ－Ｓｉ変形に達する条件は、ＣＭＴにおけるこの局所
的な移動が考慮されるならば、同じままであることが分かる。例えば、１００ｎｍ厚酸化
膜によりシリコン膜から分離した１００ｎｍ厚金属に対し、完全な溶解閾値内での変化は
、通常は、１５パーセントから２０パーセント高くなるだろう。このように、ｓｅｇ－Ｓ
ｉ変形のための一つの条件は、局所的ＣＭＴの１．３から１．４倍のエネルギー密度で照
射することである。エネルギー密度を凝集や剥離の間にヒートシンクを持たない周りの膜
に損傷を負わせるほど高くしすぎないことに注意しなければならない。例えば、１００ｎ
ｍ金属ゲートの上部の１００ｎｍ厚酸化膜の上部にある１００ｎｍ厚の膜に対し、膜は、
膜の損傷閾値未満である局所的完全溶解閾値の１．４倍、または完全溶解閾値の約１．６
１から１．６８倍の間で照射され得る。
【００９９】
　Stifflerが用いた実験条件は、本処理の条件とはいくらか明確に異なるものである。St
ifflerはより短いレーザパルス（本開示の約８０ｎｓに対して３０ｎｓ）を使い、より熱
伝導性のある基板（ＳＯＩ（Ｓｉ基板上の薄い２５０ｎｍ　ＳｉＯ2上のＳｉ膜）または
サファイア上のＳｉ）も用いた。一般的に、均質核形成は、非常に迅速な急冷が必要とな
る。ガラス基板とより長いパルスを有する本開示処理の条件は、急冷はより遅くなるので
、均質核形成の可能性を減らし、非均質核形成の可能性を増す。Stifflerが用いた酸化膜
の厚さは、急速冷却を避けるために十分ではない。したがって、ガラス基板は、Stiffler
の構成よりかなり遅い冷却をもたらす。このように、本方法は、Stifflerの材料が、何が
起こるかについての正しい理解によって得られた有用で実用的な条件を実現する。
【０１００】
　本開示の実施形態に関して作成されたサンプルは、ＳｉＯ2被覆ガラス、石英（または
、酸化されたＳｉウェハ）上の１００から３００ｎｍＳｉ膜を含んだ。エキシマレーザに
基づくシステム（３０８ｎｍ）を、様々なパルス継続時間（３０～２５０ｎｓ　ＦＷＨＭ
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定を使って分析が行われた。照射される材料の特徴づけは、ＴＥＭを用いて行った。Ｙｉ
ｋａｎｇの「Vacuum Experiment Update: Microstructure analysis」（２００９年９月
２日）も参照すること。
【実施例】
【０１０１】
　大型ＴＶにとって、画素ピッチは６６０マイクロメートルになり得る。６００Ｈｚレー
ザを用いると、このように、走査速度は約４０ｃｍ／ｓになり得る。そのような条件は、
６０パーセント光学効率と仮定する約６４０ｍＪ／ｃｍ2のパルスに対して１００μｍ＊
７５ｃｍに形成された０．８Ｊパルスを用いて達成され得る。そこで、４チューブレーザ
をもちいると、５つの重なった走査が、完全な結晶化を達成するために必要とされる。２
．２＊２．５ｍ2パネルに対して、結晶化時間は、（３つの並列走査）＊（２５０ｃｍ／
４０ｃｍ／ｓ）＊（５つの重なった走査）＝９３．７５秒である。５秒の加減速時間、並
列走査間の１０秒、および６０秒の取付けおよび取出し時間をとる。そうすると、総処理
時間は、約９５＋５＊５＋２＊１０＋６０＝２００秒である。より控えめとしても、５分
の処理時間が仮定され得る。すなわち、それは６０／５＊２４＊３０＝約８．５ｋパネル
／月に等しい。
【０１０２】
　従来の２０ショット、すなわち、膜の単位面積当たり２０レーザパルスのＥＬＡ処理は
、４００μｍ＊７５ｃｍビームを得るために、４つのレーザチューブの同時起動が必要と
なろう。そうすると、２０ショットに対し、走査速度は、１．２ｃｍ／秒となり、結晶化
時間は、３＊（２５０／１．２）＝６２５秒となろう。総処理時間は、加減速時間を無視
すると、ここで、６２５＋２＊１０＋６０＝７０５秒となる。より控えめとしても、１２
．５分の処理時間が仮定され得、処理能力は、すなわち、約３．４ｋパネル／月である。
【０１０３】
　本発明の実施例が示され、記載されたが、本発明の範囲から逸脱することなしに様々な
変更及び修正を行えることは当業者にとって実に明らかであろう。例として、選択した方
向へ薄膜を進めることは、レーザビームの静止状態に維持し、膜をレーザ源に対して動か
すことにより、ならびに膜が静止し、ビームが動く実施形態により実現され得ることが理
解される。
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