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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の単結晶シリコン基板表面に第１の絶縁膜を形成する工程と、
　第２の単結晶シリコン基板表面に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜を介して前記第１の単結晶シリコン基板全面に第１のイオンをドープ
して前記第１の単結晶シリコン基板内に第１の脆化層を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜を介して第２のイオンをドープして前記第２の単結晶シリコン基板内
に選択的に第２の脆化層を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜および前記第２の絶縁膜を介して、前記第１の単結晶シリコン基板と
前記第２の単結晶シリコン基板とを貼り合わせる工程と、
　第１の加熱処理により、前記第１の脆化層から前記第１の単結晶シリコン基板の一部を
はく離して、前記第２の単結晶シリコン基板に、前記第１の絶縁膜および前記第２の絶縁
膜を介して、第１の単結晶シリコン膜を形成する工程と、
　前記第１の単結晶シリコン膜上に第３の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の単結晶シリコン基板であって、前記第２の脆化層が形成されていない領域を
除去する工程と、
　前記第３の絶縁膜を介して、ベース基板と前記第２の単結晶シリコン基板とを貼り合わ
せる工程と、
　第２の加熱処理により、前記第２の脆化層から前記第２の単結晶シリコン基板の一部を
はく離して前記ベース基板に、前記第１の絶縁膜および前記第２の絶縁膜を介して、第２
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の単結晶シリコン膜を形成する工程と、
　前記第２の単結晶シリコン膜を選択的に除去して、島状の第２の単結晶シリコン膜を形
成するとともに、前記第１の絶縁膜および前記第２の絶縁膜の一部を除去して、前記第１
の単結晶シリコン膜を露出させる工程と、
　前記第１の単結晶シリコン膜を選択的に除去して、島状の第１の単結晶シリコン膜を形
成する工程と、を有し、
　前記第１の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１００）である場合には、前記第
２の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１１０）であり、
　前記第１の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１１０）である場合には、前記第
２の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１００）であり、
　前記第２のイオンのドーズ量は前記第１のイオンのドーズ量よりも少なく、
　前記第２の加熱処理の温度は前記第１の加熱処理の温度よりも高いことを特徴とする半
導体装置の作製方法。
【請求項２】
　第１の単結晶シリコン基板表面に第１の絶縁膜を形成する工程と、
　第２の単結晶シリコン基板表面に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜上であって、前記第２の単結晶シリコン基板の周縁部を全て覆う第１
のマスクを形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜を介して前記第１の単結晶シリコン基板全面に第１のイオンをドープ
して前記第１の単結晶シリコン基板内に第１の脆化層を形成する工程と、
　前記第１のマスクを用いて、前記第２の絶縁膜を介して第２のイオンをドープして前記
第２の単結晶シリコン基板内に選択的に第２の脆化層を形成する工程と、
　前記第１のマスクを除去する工程と、
　前記第１の絶縁膜および前記第２の絶縁膜を介して、前記第１の単結晶シリコン基板と
前記第２の単結晶シリコン基板とを貼り合わせる工程と、
　第１の加熱処理により、前記第１の脆化層から前記第１の単結晶シリコン基板の一部を
はく離して、前記第２の単結晶シリコン基板に、前記第１の絶縁膜および前記第２の絶縁
膜を介して、第１の単結晶シリコン膜を形成する工程と、
　前記第１の単結晶シリコン膜上に第３の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第３の絶縁膜上であって、前記第２の脆化層を全て覆う第２のマスクを形成する工
程と、
　前記第２のマスクを用いて、前記第３の絶縁膜の周縁部、前記第１の絶縁膜の周縁部、
前記第２の絶縁膜の周縁部および前記第２の単結晶シリコン基板の前記周縁部を除去する
工程と、
　前記第３の絶縁膜を介して、ベース基板と前記第２の単結晶シリコン基板とを貼り合わ
せる工程と、
　第２の加熱処理により、前記第２の脆化層から前記第２の単結晶シリコン基板の一部を
はく離して前記ベース基板に、前記第１の絶縁膜および前記第２の絶縁膜を介して、第２
の単結晶シリコン膜を形成する工程と、
　前記第２の単結晶シリコン膜を選択的に除去して、島状の第２の単結晶シリコン膜を形
成するとともに、前記第１の絶縁膜および前記第２の絶縁膜の一部を除去して、前記第１
の単結晶シリコン膜を露出させる工程と、
　前記第１の単結晶シリコン膜を選択的に除去して、島状の第１の単結晶シリコン膜を形
成する工程と、を有し、
　前記第１の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１００）である場合には、前記第
２の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１１０）であり、
　前記第１の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１１０）である場合には、前記第
２の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１００）であり、
　前記第２のイオンのドーズ量は前記第１のイオンのドーズ量よりも少なく、
　前記第２の加熱処理の温度は前記第１の加熱処理の温度よりも高いことを特徴とする半
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導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記第１のイオン及び前記第２のイオンはＨ＋、Ｈ２

＋又は
Ｈ３

＋を含み、
　前記第１のイオンのドーズ量は２．５×１０１６ｃｍ－２－２．７×１０１６ｃｍ－２

であり、
　前記第２のイオンのドーズ量は１．９×１０１６ｃｍ－２－２．１×１０１６ｃｍ－２

であり、
　前記第１の加熱処理の温度は４７０－４８０℃であり、
　前記第２の加熱処理の温度は４９０℃以上であ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】
　ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板を用いた半導体装置の作製
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の高速化、低消費電力化のために、絶縁膜上に単結晶シリコンを有する基板
（ＳＯＩ基板）が用いられている。ＳＯＩ基板を用いてＮ型薄膜トランジスタ（ＴＦＴ、
Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）およびＰ型ＴＦＴを有する半導体装置が作
製されている。
【０００３】
　一般にＴＦＴはその構造、用途によって最適なシリコンの配向が異なることが知られて
いる。Ｎチャネル型ＴＦＴには面方位が（１００）の単結晶シリコンをチャネルに用いる
ことが好ましく、Ｐチャネル型ＴＦＴには面方位が（１１０）の単結晶シリコンをチャネ
ルに用いることが好ましい。
【０００４】
　特許文献１は、面方位が（１００）の単結晶シリコンおよび面方位が（１１０）の単結
晶シリコンを有するＳＯＩ基板を開示している。また面方位が（１００）の単結晶シリコ
ンをチャネルに用いたＮチャネル型ＴＦＴおよび面方位が（１１０）の単結晶シリコンを
チャネルに用いたＰチャネル型ＴＦＴを有する半導体装置の作製方法を開示している。そ
の作製方法を以下に説明する（図１）。
【０００５】
　面方位が（１１０）の単結晶シリコン基板１００２の表面に熱酸化膜１００１を形成す
る。熱酸化膜１００１と面方位が（１００）配向の単結晶シリコン基板１０００とを貼り
合わせる。貼り合わせは１１００℃のアニールを行う（図１（Ａ））。単結晶シリコン基
板１００２を機械研磨と化学エッチングにより薄くして単結晶シリコン膜１００３を形成
する。単結晶シリコン膜１００３の下面に熱酸化膜１００４を形成する。熱酸化膜１００
４と半導体基板１００５とを貼り合わせる（図１（Ｂ））。
【０００６】
　単結晶シリコン基板１０００を研磨、化学エッチングにより、単結晶シリコン膜を形成
する。単結晶シリコン膜を島状にしてＮチャネル型ＴＦＴ１０１３の活性層１００６を形
成する。熱酸化膜１００１を選択的に除去して、Ｐチャネル型ＴＦＴ１０１４の活性層と
なる単結晶シリコン膜１００３を露出させる（図１（Ｃ））。
【０００７】
　単結晶シリコン膜１００３上にゲート絶縁膜１００９を形成し、活性層１００６上にゲ
ート絶縁膜１０１０を形成する。ゲート絶縁膜１００９上にゲート電極１０１２を形成し
、ゲート絶縁膜１０１０上にゲート電極１０１１を形成する。ゲート電極１０１１をマス
クとして用いて、Ｎ型の不純物イオンをドープして、Ｎ型ＴＦＴのソース領域１０２０お
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よびドレイン領域１００８を形成し、ゲート電極１０１２をマスクとして用いて、Ｐ型の
不純物イオンをドープして、Ｐ型ＴＦＴのソース領域１０２１およびドレイン領域１００
７を形成する。面方位が（１００）の単結晶シリコンをチャネル形成領域１０１６に用い
たＮチャネル型ＴＦＴ１０１３の一部、および（１１０）配向の単結晶シリコンをチャネ
ル形成領域１０１５に用いたＰチャネル型ＴＦＴ１０１４の一部が形成される（図１（Ｄ
））。その後、層間絶縁膜形成、コンタクトホール形成、ソース電極およびドレイン電極
を形成する。
【０００８】
　しかし特許文献１のように、単結晶シリコン基板を機械研磨と化学エッチングにより薄
くして単結晶シリコン膜を形成するのでは非常に時間を要する上に、研磨量、エッチング
量の制御が難しい。一方、単結晶シリコン基板から単結晶シリコン膜を形成する方法とし
て、研磨や化学エッチングの他に、スマートカット（登録商標）法を用いる方法がある。
スマートカット法とは、水素イオンをドープすることによりシリコン基板内に脆化層を形
成し、熱処理により脆化層から単結晶シリコン膜をはく離する方法である（例えば特許文
献２）。スマートカット法は、水素イオンの加速エネルギーやドーズ量を制御することに
より、単結晶シリコン膜の膜厚を制御できる。
【０００９】
　特許文献１の作製方法に上記方法を適用してみる（図２）。面方位が（１００）の単結
晶シリコン基板１１００に水素イオン１１０５をドープして脆化層１１１０を形成する。
脆化層１１１０は単結晶シリコン基板１１００の表面から５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の
深さに形成されるように水素イオンのエネルギーを調節する。一方、面方位が（１１０）
の単結晶シリコン基板１１０２にも、水素イオン１１０５と同量の水素イオン１１０６を
ドープして脆化層１１１１を形成する。脆化層１１１１は単結晶シリコン基板１１０２の
表面から５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の深さに形成されるように水素イオンのエネルギー
を調節する（図２（Ａ））。
【００１０】
　単結晶シリコン基板１１０２にＣＶＤ法、スパッタ法等により酸化膜１１０１を形成す
る（図２（Ｂ））。
【００１１】
　次に酸化膜１１０１と（１００）配向の単結晶シリコン基板１１００とを貼り合わせる
（図２（Ｂ））。ここでアニールして貼り合わせを行うと、脆化層１１１０および脆化層
１１１１で単結晶シリコン膜１１１２および単結晶シリコン膜１１１３がはく離してしま
う（図２（Ｃ））。単結晶シリコン膜１１１２および単結晶シリコン膜１１１３の厚さは
それぞれ５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下と薄いため、取り扱いが困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平３－２８５３５１号公報
【特許文献２】特開２０００－１２４０９２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　以上のように特許文献１の作製方法へスマートカット法を適用すると、単結晶シリコン
膜の取り扱いが困難になり、歩留まりの向上を図ることができない。そこで面方位が（１
００）の単結晶シリコン膜および面方位が（１１０）の単結晶シリコン膜を有するＳＯＩ
基板を、高い歩留まりで作製する方法を開示する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　第１の単結晶シリコン基板内に第１のイオンをドープして、第１の脆化層を形成する。
第２の単結晶シリコン基板内に第２のイオンをドープして選択的に第２の脆化層を形成す
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る。第２のイオンのドーズ量は第１のイオンのドーズ量よりも少なくする。第１のイオン
および第２のイオンは、それぞれ水素イオン、又は水素イオンとヘリウムイオンである。
水素イオンはＨ＋、Ｈ２

＋又はＨ３
＋を含む。第１の単結晶シリコン基板と第２の単結晶

シリコン基板とを貼り合わせた後、第１の加熱処理を行うと、第１の脆化層のみから第１
の単結晶シリコン基板の一部をはく離でき、第１の単結晶シリコン膜を形成することがで
きる。第２の単結晶シリコン基板であって、第２の脆化層が形成されていない領域を除去
した後、第２の加熱処理を行うと、第２の脆化層から第２の単結晶シリコン基板の一部を
はく離でき、第２の単結晶シリコン膜を形成することができる。なお第２の加熱処理の温
度は第１の加熱処理の温度よりも高い。第１の単結晶シリコン基板および第２の単結晶シ
リコン基板のうち、一方が、面方位が（１００）の単結晶シリコン基板であり、他方が、
面方位が（１１０）の単結晶シリコン基板である。
【００１５】
　本発明の一態様は、第１の単結晶シリコン基板表面に第１の絶縁膜を形成する工程と、
第２の単結晶シリコン基板表面に第２の絶縁膜を形成する工程と、第１の絶縁膜を介して
第１の単結晶シリコン基板全面に第１のイオンをドープして第１の単結晶シリコン基板内
に第１の脆化層を形成する工程と、第２の絶縁膜を介して第２のイオンをドープして第２
の単結晶シリコン基板内に選択的に第２の脆化層を形成する工程と、第１の絶縁膜および
第２の絶縁膜を介して、第１の単結晶シリコン基板と第２の単結晶シリコン基板とを貼り
合わせる工程と、第１の加熱処理により、第１の脆化層から第１の単結晶シリコン基板の
一部をはく離して、第２の単結晶シリコン基板に、第１の絶縁膜および第２の絶縁膜を介
して、第１の単結晶シリコン膜を形成する工程と、第１の単結晶シリコン膜上に第３の絶
縁膜を形成する工程と、第２の単結晶シリコン基板であって、第２の脆化層が形成されて
いない領域を除去する工程と、第３の絶縁膜を介して、ベース基板と第２の単結晶シリコ
ン基板とを貼り合わせる工程と、第２の加熱処理により、第２の脆化層から第２の単結晶
シリコン基板の一部をはく離してベース基板に、第１の絶縁膜および第２の絶縁膜を介し
て、第２の単結晶シリコン膜を形成する工程と、第２の単結晶シリコン膜を選択的に除去
して、島状の第２の単結晶シリコン膜を形成するとともに、第１の絶縁膜および第２の絶
縁膜の一部を除去して、第１の単結晶シリコン膜を露出させる工程と、第１の単結晶シリ
コン膜を選択的に除去して、島状の第１の単結晶シリコン膜を形成する工程と、を有する
。
【００１６】
　本発明の一態様は、第１の単結晶シリコン基板表面に第１の絶縁膜を形成する工程と、
第２の単結晶シリコン基板表面に第２の絶縁膜を形成する工程と、第２の絶縁膜上であっ
て、第２の単結晶シリコン基板の周縁部を全て覆う第１のマスクを形成する工程と、第１
の絶縁膜を介して第１の単結晶シリコン基板全面に第１のイオンをドープして第１の単結
晶シリコン基板内に第１の脆化層を形成する工程と、第１のマスクを用いて、第２の絶縁
膜を介して第２のイオンをドープして第２の単結晶シリコン基板内に選択的に第２の脆化
層を形成する工程と、第１のマスクを除去する工程と、第１の絶縁膜および前記第２の絶
縁膜を介して、第１の単結晶シリコン基板と第２の単結晶シリコン基板とを貼り合わせる
工程と、第１の加熱処理により、第１の脆化層から第１の単結晶シリコン基板の一部をは
く離して、第２の単結晶シリコン基板に、第１の絶縁膜および第２の絶縁膜を介して、第
１の単結晶シリコン膜を形成する工程と、第１の単結晶シリコン膜上に第３の絶縁膜を形
成する工程と、第３の絶縁膜上であって、第２の脆化層を全て覆う第２のマスクを形成す
る工程と、第２のマスクを用いて、第３の絶縁膜の周縁部、第１の絶縁膜の周縁部、第２
の絶縁膜の周縁部および第２の単結晶シリコン基板の周縁部を除去する工程と、第３の絶
縁膜を介して、ベース基板と第２の単結晶シリコン基板とを貼り合わせる工程と、第２の
加熱処理により、第２の脆化層から第２の単結晶シリコン基板の一部をはく離してベース
基板に、第１の絶縁膜および前記第２の絶縁膜を介して、第２の単結晶シリコン膜を形成
する工程と、第２の単結晶シリコン膜を選択的に除去して、島状の第２の単結晶シリコン
膜を形成するとともに、第１の絶縁膜および第２の絶縁膜の一部を除去して、第１の単結
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晶シリコン膜を露出させる工程と、第１の単結晶シリコン膜を選択的に除去して、島状の
第１の単結晶シリコン膜を形成する工程と、を有する。
【００１７】
　以上において、第２のイオンのドーズ量は第１のイオンのドーズ量よりも少なくする。
これによって第２の加熱処理の温度を第１の加熱処理の温度よりも高くすることができる
。第１の加熱処理では第１の単結晶シリコン膜を形成するが、第２の単結晶シリコン膜を
形成することはない。
【００１８】
　例えば第１のイオンのドーズ量を２．５×１０１６ｃｍ－２－２．７×１０１６ｃｍ－

２とし、第２のイオンのドーズ量を第１のイオンのドーズ量よりも少なく、例えば１．９
×１０１６ｃｍ－２－２．１×１０１６ｃｍ－２とする。このドーズ量により第１の加熱
処理の温度を４７０－４８０℃で第１の単結晶シリコン膜を形成することができ、第２の
加熱処理の温度を４９０℃以上、好ましくは４９０－５００℃で第２の単結晶シリコン膜
を形成することができる。第２のイオンのドーズ量を第１のイオンのドーズ量よりも０．
５×１０１６－１．０×１０１６ｃｍ－２少なくすると、第２の加熱処理の温度を、第１
の加熱処理の温度よりも１０－２０℃高くすることができる。
【００１９】
　第１の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１００）である場合には、第２の単結
晶シリコン基板の主表面の面方位は（１１０）である。第１の単結晶シリコン基板の主表
面の面方位は（１１０）である場合には、第２の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は
（１００）である。第１のイオンおよび第２のイオンは、それぞれ水素イオン、又は水素
イオンとヘリウムイオンである。水素イオンはＨ＋、Ｈ２

＋又はＨ３
＋を含む。

【００２０】
　また第１の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１００）であり、第２の単結晶シ
リコン基板の主表面の面方位は（１１０）である場合には、島状の第１の単結晶シリコン
膜にＮチャネル型のＴＦＴのソース領域、ドレイン領域およびチャネル形成領域を形成す
るとともに、島状の第２の単結晶シリコン膜にＰチャネル型のＴＦＴのソース領域、ドレ
イン領域およびチャネル形成領域を形成する工程と、を有する。
【００２１】
　さらに島状の第１の単結晶シリコン膜上に第１のゲート絶縁膜を形成し、第１のゲート
絶縁膜上に第１のゲート電極を形成し、第１のゲート電極をマスクとして島状の第１の単
結晶シリコン膜にＮ型の不純物イオンを添加してＮチャネル型のＴＦＴのソース領域、ド
レイン領域およびチャネル形成領域を形成する工程と、島状の第２の単結晶シリコン膜上
に第２のゲート絶縁膜を形成し、第２のゲート絶縁膜上に第２のゲート電極を形成し、第
２のゲート電極をマスクとして島状の第２の単結晶シリコン膜にＰ型の不純物イオンを添
加してＰチャネル型のＴＦＴのソース領域、ドレイン領域およびチャネル形成領域を形成
する工程と、を有する。
【００２２】
　または、第１の単結晶シリコン基板の主表面の面方位は（１１０）であり、第２の単結
晶シリコン基板の主表面の面方位は（１００）である場合には、島状の第１の単結晶シリ
コン膜にＰチャネル型のＴＦＴのソース領域、ドレイン領域およびチャネル形成領域を形
成するとともに、島状の第２の単結晶シリコン膜にＮチャネル型のＴＦＴのソース領域、
ドレイン領域およびチャネル形成領域を形成する工程と、を有する。
【００２３】
　さらに島状の第１の単結晶シリコン膜上に第１のゲート絶縁膜を形成し、第１のゲート
絶縁膜上に第１のゲート電極を形成し、第１のゲート電極をマスクとして島状の第１の単
結晶シリコン膜にＰ型の不純物イオンを添加してＰチャネル型のＴＦＴのソース領域、ド
レイン領域およびチャネル形成領域を形成する工程と、島状の第２の単結晶シリコン膜上
に第２のゲート絶縁膜を形成し、第２のゲート絶縁膜上に第２のゲート電極を形成し、第
２のゲート電極をマスクとして島状の第２の単結晶シリコン膜にＮ型の不純物イオンを添
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加してＮチャネル型のＴＦＴのソース領域、ドレイン領域およびチャネル形成領域を形成
する工程と、を有する。
【発明の効果】
【００２４】
　面方位が（１００）の単結晶シリコン膜および面方位が（１１０）の単結晶シリコン膜
を有するＳＯＩ基板を、高い歩留まりで作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】従来技術を説明する図
【図２】従来技術を説明する図
【図３】実施の形態１の作製方法を説明する図
【図４】実施の形態１の作製方法を説明する図
【図５】実施の形態１の作製方法を説明する図
【図６】実施の形態１の作製方法を説明する図
【図７】実施の形態１の作製方法を説明する図
【図８】実施の形態２の作製方法を説明する図
【図９】実施の形態２の作製方法を説明する図
【図１０】実施の形態３のＥＬ表示装置を説明する図
【図１１】実施の形態３の携帯電話を説明する図
【図１２】実施の形態１の作製方法を説明する図
【図１３】実施の形態１の作製方法を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に、本発明の実施の形態を説明する。但し、本発明は多くの異なる態様で実施する
ことが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を
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。なお以下において、同一部分又は同様な機能を
有する部分には、異なる図面において同一の符号を共通して用い、繰り返しの説明を省略
することがある。
【００２７】
（実施の形態１）
　第１の単結晶シリコン基板表面に第１の絶縁膜を形成する工程と、第２の単結晶シリコ
ン基板表面に第２の絶縁膜を形成する工程と、第１の単結晶シリコン基板内に第１のイオ
ンをドープして第１の脆化層を形成する工程と、第２の単結晶シリコン基板内に第２のイ
オンをドープして選択的に第２の脆化層を形成する工程と、を説明する。第２のイオンの
ドーズ量は第１のイオンのドーズ量よりも少なくする。これにより第２の加熱処理の温度
を第１の加熱処理の温度よりも高くすることができる。
【００２８】
　次に第１の絶縁膜および第２の絶縁膜を介して、第１の単結晶シリコン基板と前記第２
の単結晶シリコン基板とを貼り合わせる工程と、第１の加熱処理により、第１の脆化層か
ら第１の単結晶シリコン基板の一部をはく離して、第２の単結晶シリコン基板に、第１の
絶縁膜および第２の絶縁膜を介して、第１の単結晶シリコン膜を形成する工程と、第１の
単結晶シリコン膜上に第３の絶縁膜を形成する工程と、第２の単結晶シリコン基板であっ
て、第２の脆化層が形成されていない領域を除去する工程と、第３の絶縁膜を介して、ベ
ース基板と第２の単結晶シリコン基板とを貼り合わせる工程と、第２の加熱処理により、
第２の脆化層から第２の単結晶シリコン基板の一部をはく離してベース基板に、第１の絶
縁膜および第２の絶縁膜を介して、第２の単結晶シリコン膜を形成する工程と、第２の単
結晶シリコン膜を選択的に除去して、島状の第２の単結晶シリコン膜を形成するとともに
、第１の絶縁膜および第２の絶縁膜の一部を除去して、第１の単結晶シリコン膜を露出さ
せる工程と、第１の単結晶シリコン膜を選択的に除去して、島状の第１の単結晶シリコン
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膜を形成する工程と、を説明する。
【００２９】
　単結晶シリコン基板（第１の単結晶シリコン基板）１上に絶縁膜（第１の絶縁膜）２を
形成する。また単結晶シリコン基板（第２の単結晶シリコン基板）３上に絶縁膜（第２の
絶縁膜）４を形成する（図３（Ａ））。
【００３０】
　本実施の形態では単結晶シリコン基板１の主表面の面方位は（１００）であり、Ｎチャ
ネル型ＴＦＴのソース領域、ドレイン領域およびチャネル形成領域を形成するのに用いる
。一方単結晶シリコン基板３は主表面の面方位は（１１０）であり、Ｐチャネル型ＴＦＴ
のソース領域、ドレイン領域およびチャネル形成領域を形成するのに用いる。ただしこれ
に限定されず、単結晶シリコン基板１の主表面の面方位は（１１０）であり、Ｐチャネル
型ＴＦＴのソース領域、ドレイン領域およびチャネル形成領域を形成するのに用い、単結
晶シリコン基板３の主表面の面方位は（１００）であり、Ｎチャネル型ＴＦＴのソース領
域、ドレイン領域およびチャネル形成領域を形成するのに用いてもよい。
【００３１】
　絶縁膜２および絶縁膜４は、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化シリコン膜、
窒化酸化シリコン膜等の絶縁膜を単層、又は積層させて形成することができる。これらの
絶縁膜は、熱酸化法、ＣＶＤ法又はスパッタリング法等を用いて形成することができる。
【００３２】
　酸化窒化シリコンとは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多いものであって
、好ましくは、ラザフォード後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃ
ａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）及び水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒ
ｏｇｅｎ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）を用い
て測定した場合に、濃度範囲として酸素が５０－７０原子％、窒素が０．５－１５原子％
、シリコンが２５－３５原子％、水素が０．１－１０原子％の範囲で含まれるものをいう
。また、窒化酸化シリコンとは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多いもので
あって、好ましくは、ＲＢＳ及びＨＦＳを用いて測定した場合に、濃度範囲として酸素が
５－３０原子％、窒素が２０－５５原子％、シリコンが２５－３５原子％、水素が１０－
３０原子％の範囲で含まれるものをいう。ただし、酸化窒化シリコン又は窒化酸化シリコ
ンを構成する原子の合計を１００原子％としたとき、窒素、酸素、シリコン及び水素の含
有比率が上記の範囲内に含まれるものとする。
【００３３】
　ＣＶＤ法を用いて酸化シリコン膜を形成する場合には、テトラエトキシシラン（略称；
ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）等の有機シランを用いると生産性の点から好ま
しい。
【００３４】
　単結晶シリコン基板を熱酸化して酸化シリコン膜を形成する場合、酸化性雰囲気中にハ
ロゲンを添加することが好ましい。例えば、塩素（Ｃｌ）が添加された酸化性雰囲気中で
単結晶シリコン基板に熱酸化処理を行うことにより、塩素酸化された酸化シリコン膜を形
成する。この場合、酸化シリコン膜は塩素原子を、例えば１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ
３－１×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３で含有する。
【００３５】
　例えば酸素に対し塩化水素（ＨＣｌ）を０．５－１０体積％（好ましくは３体積％）の
割合で含む酸化性雰囲気中で、９００℃－１１５０℃の温度（代表的には１０００℃）で
熱酸化処理を行うことができる。処理時間は０．１－６時間、好ましくは０．５－１時間
とすればよい。形成される酸化膜の膜厚としては、１０ｎｍ－１０００ｎｍ（好ましくは
５０ｎｍ－３００ｎｍ）、例えば１００ｎｍの厚さとする。
【００３６】
　酸化シリコン膜に塩素原子を含有させることによって、外因性不純物である重金属（例
えば、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｍｏ等）を捕集して単結晶シリコン基板が汚染されることを防
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止する。また、単結晶シリコン基板に悪影響を与える不純物（例えば、Ｎａ等の可動イオ
ン）をゲッタリングすることができる。つまり、酸化シリコン膜を形成した後に行われる
熱処理により、単結晶シリコン基板に含まれる不純物が酸化シリコン膜に析出し、ハロゲ
ン（例えば塩素）と反応して捕獲される。これにより単結晶シリコン基板の汚染を防ぐこ
とができる。
【００３７】
　特に、酸化シリコン膜に塩素等のハロゲンを含ませることは、半導体基板の洗浄が不十
分である場合や、繰り返し再利用して用いられる半導体基板の汚染除去に有効となる。
【００３８】
　また酸化シリコン膜に含有させるハロゲン原子は塩素原子に限られない。酸化シリコン
膜にフッ素原子を含有させてもよい。単結晶シリコン基板の表面をフッ素酸化するには、
単結晶シリコン基板の表面をフッ酸に浸漬した後に酸化性雰囲気中で熱酸化処理を行うこ
とや、ＮＦ３を酸化性雰囲気に添加して熱酸化処理を行えばよい。
【００３９】
　絶縁膜４を介して単結晶シリコン基板３上に選択的にマスク（第１のマスク）１０１を
形成する。マスク１０１はレジスト、酸化珪素又は窒化珪素からなり、フォトリソグラフ
ィー法により形成する（図３（Ａ））。マスク１０１を形成する領域は限定されないが、
単結晶シリコン基板３のうち、マスク１０１が覆う領域は後の工程において除去されるた
め、単結晶シリコン基板３の端部から１．０ｍｍ－１０．０ｍｍの周縁部に形成する（図
３（Ｂ））。すなわち、長さ１０３、１０４は１．０ｍｍ－１０．０ｍｍとする。図３（
Ｂ）は図３（Ａ）の上面図である。
【００４０】
　なおマスク１０１を形成する領域は単結晶シリコン基板３の周縁部に限定されない。上
述のとおり、単結晶シリコン基板３のうち、マスク１０１が覆う領域は後の工程において
除去される。単結晶シリコン基板３の主表面の面方位が（１１０）である場合、単結晶シ
リコン基板３からは、Ｐチャネル型ＴＦＴ用の半導体層が形成される。よって半導体層を
形成しない領域を覆うようにマスク１０１を形成すればよい。例えば絶縁膜４上にマスク
１０１を線状に形成してもよい（図１２）。またマスク１０１を網目状に形成してもよい
（図１３）。以降の工程に関しては、図３のようにマスク１０１を形成するものとして説
明する。
【００４１】
　絶縁膜２を介して単結晶シリコン基板１全面にイオン（第１のイオン）５、具体的には
水素イオン、または水素イオンとヘリウムイオンをドープして脆化層（第１の脆化層）６
を形成する（図４（Ａ））。水素イオンはＨ＋、Ｈ２

＋又はＨ３
＋を含む。水素イオンは

例えば水素（Ｈ２）、ホスフィン（ＰＨ３）、ジボラン（Ｂ２Ｈ６）等から生成される。
【００４２】
　イオン５のドーズ量は特に限定されないが、例えば２．５×１０１６ｃｍ－２－２．７
×１０１６ｃｍ－２とする。このドーズ量により脆化層６から単結晶シリコン膜（第１の
単結晶シリコン膜）９を４７０－４８０℃で剥離することができる。脆化層６は単結晶シ
リコン基板１の表面から５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の深さに形成されるようにイオン５
のエネルギーを調節する。
【００４３】
　単結晶シリコン基板３にも絶縁膜４を介してイオン（第２のイオン）７をドープして選
択的に脆化層（第２の脆化層）８を形成する（図４（Ａ））。イオン７はイオン５と同じ
イオンを用いる。単結晶シリコン基板３のうち、マスク１０１が覆う領域には、脆化層８
は原理的には形成されないが、イオン７の一部が回り込んでマスク１０１が覆う領域にも
ドープされることもある。
【００４４】
　イオン７のドーズ量は、イオン５のドーズ量よりも少なく、例えば１．９×１０１６ｃ
ｍ－２－２．１×１０１６ｃｍ－２とする。このドーズ量により脆化層８から単結晶シリ
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コン膜（第２の単結晶シリコン膜）１２を４９０℃以上、好ましくは４９０－５００℃で
剥離することができる。イオン７のドーズ量をイオン５のドーズ量よりも０．５×１０１

６－１．０×１０１６ｃｍ－２少なくすると、脆化層８から単結晶シリコン基板３を剥離
する温度を、脆化層６から単結晶シリコン基板１を剥離する温度よりも１０－２０℃高く
することができる。
【００４５】
脆化層８は、脆化層６の場合と同様に、単結晶シリコン基板３の表面から５０ｎｍ以上２
００ｎｍ以下の深さに形成されるようにイオン７のエネルギーを調節する。
【００４６】
　脆化層６および脆化層８を形成する領域の深さは、イオン５およびイオン７の運動エネ
ルギー、質量と電荷、イオン５およびイオン７の入射角等によって調節する。なお運動エ
ネルギーは加速電圧などにより調節できる。
【００４７】
　上述したイオンの照射方法において、生成されるイオン種（Ｈ＋、Ｈ２

＋又はＨ３
＋）

の総量に対してＨ３
＋の割合を５０％以上、好ましくは、Ｈ３

＋の割合を７０％以上とす
る。同じ質量のイオンを照射することで、単結晶シリコン基板１、３の同じ深さに集中さ
せてイオンを添加することができる。
【００４８】
　脆化層６および脆化層８を浅い領域に形成するためには、イオン５およびイオン７の加
速電圧を低くする必要があるが、プラズマ中のＨ３

＋イオンの割合を高くすることで、イ
オンを効率よく、単結晶シリコン基板１、３に添加できる。
【００４９】
　脆化層８を形成した後、マスク１０１をアッシング法等により除去する。
【００５０】
　絶縁膜２および絶縁膜４を対向させて、単結晶シリコン基板１と単結晶シリコン基板３
とを貼り合わせる（図４（Ｂ））。具体的には、絶縁膜２の表面と絶縁膜４の表面とを接
合させる。
【００５１】
　単結晶シリコン基板１と単結晶シリコン基板３とを貼り合わせた後、４７０－４８０℃
、０．５－６０分で熱処理を行う。温度上昇によって、脆化層６に形成されている微小な
孔には、ドープされたイオンが析出し、内部の圧力が上昇する。圧力の上昇により、脆化
層６の微小な孔に体積変化が起こり、脆化層６に亀裂が生じる。脆化層６に沿って単結晶
シリコン基板１を分離することができる。絶縁膜２は単結晶シリコン基板３に接合してい
るので、単結晶シリコン基板３上には単結晶シリコン基板１から分離された単結晶シリコ
ン膜９が形成される（図４（Ｃ））。単結晶シリコン膜９の主表面の面方位は（１００）
である。一方、単結晶シリコン基板３へのイオン７のドーズ量が単結晶シリコン基板１へ
のイオン５のドーズ量よりも少ないため、この熱処理では脆化層８から単結晶シリコン基
板３は分離されない（図４（Ｃ））。
【００５２】
　単結晶シリコン膜９の表面が凹凸を有している場合には、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈ
ａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ（ＣＭＰ）などにより平坦化する。また単結晶シリコ
ン膜９に対するエキシマレーザーアニール、ＲＴＡ、フラッシュランプアニールなどによ
り、単結晶シリコン膜９の表面を平坦化させることおよび単結晶シリコン膜９の結晶性を
回復させることができる。
【００５３】
　単結晶シリコン膜９上に絶縁膜（第３の絶縁膜）１０をＣＶＤ法、スパッタ法等により
形成する（図５（Ａ））。絶縁膜１０は絶縁膜２および絶縁膜４と同様な絶縁膜でよい。
【００５４】
　絶縁膜１０の上にマスク（第２のマスク）１０２を形成する（図５（Ｂ））。マスク１
０２は絶縁膜１０上であって、脆化層８を覆うように形成する。マスク１０２はマスク１
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０１と同様な方法で形成すればよい。マスク１０２は脆化層８を覆うように形成すればよ
く、脆化層８をどのくらい覆うかは限定されないが、単結晶シリコン基板３のうち、マス
ク１０２が覆っていない領域は後の工程において除去されるため、脆化層８全体を覆うこ
とが好ましい（図５（Ｃ））。図５（Ｃ）は図５（Ｂ）の上面図である。
【００５５】
　マスク１０２が覆っていない領域をドライエッチング法等により除去する（図６（Ａ）
）。絶縁膜１０、単結晶シリコン膜９、絶縁膜２、絶縁膜４および単結晶シリコン基板３
の周縁部が除去される。単結晶シリコン基板３については、上述したように、マスク１０
１で覆った領域、すなわち単結晶シリコン基板３の周縁部を除去する。また単結晶シリコ
ン基板３は脆化層８が形成されている領域よりも深く除去する。単結晶シリコン基板３は
脆化層８が形成されている凸領域１０５と、凹領域１０６とを有することになる。
【００５６】
　マスク１０２をアッシング法等により除去する。
【００５７】
　続いてベース基板１１を準備し（図６（Ｂ））、単結晶シリコン基板３とベース基板１
１を貼り合わせる（図６（Ｃ））。具体的には絶縁膜１０の表面とベース基板１１の表面
とを接合させる。
【００５８】
　ベース基板１１としては、例えば、絶縁体でなる基板を用いることができる。例えばガ
ラス基板を用いることが好ましい。具体的には、アルミノシリケートガラス、アルミノホ
ウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスのような電子工業用に使われる各種ガラス基
板、石英基板、セラミック基板、サファイア基板が挙げられる。他にも、ベース基板１１
として単結晶半導体基板（例えば、単結晶シリコン基板等）や多結晶半導体基板（例えば
、多結晶シリコン基板）を用いてもよい。
【００５９】
　ベース基板１１としては大面積化が可能で安価なガラス基板を用いた場合には、低コス
ト化を図ることができる。例えば、第６世代（１５００ｍｍ×１８５０ｍｍ）、第７世代
（１８７０ｍｍ×２２００ｍｍ）、第８世代（２２００ｍｍ×２４００ｍｍ）といわれる
大面積のマザーガラス基板を用いることにより、当該マザーガラス基板に、複数の単結晶
シリコン基板を貼り付けてＳＯＩ基板を製造することにより、ＳＯＩ基板の大面積化が実
現できる。
【００６０】
　単結晶シリコン基板３とベース基板１１を貼り合わせた後、４９０℃以上、好ましくは
４９０－５００℃、０．５－６０分で熱処理を行うと、脆化層８に沿って単結晶シリコン
基板３を分離することができる。ベース基板１１には単結晶シリコン基板１から分離され
た単結晶シリコン膜９および単結晶シリコン基板３から分離された単結晶シリコン膜１２
が形成される（図７（Ａ））。単結晶シリコン膜９、絶縁膜１０および単結晶シリコン膜
１２は積層されている。単結晶シリコン膜１２の主表面の面方位は（１１０）である。
【００６１】
　単結晶シリコン膜１２の表面が凹凸を有している場合には、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃ
ｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ（ＣＭＰ）などにより平坦化する。また単結晶シリ
コン膜１２に対するエキシマレーザーアニール、ＲＴＡ、フラッシュランプアニールなど
により、単結晶シリコン膜１２の表面を平坦化させることおよび単結晶シリコン膜１２の
結晶性を回復させることができる。
【００６２】
　次にフォトリソグラフィー法を用いて、単結晶シリコン膜１２を選択的に除去して、島
状の単結晶シリコン膜１３を形成する。そして絶縁膜２および絶縁膜４の一部を除去して
、単結晶シリコン膜９を露出させる（図７（Ｂ））。単結晶シリコン膜９上には島状の絶
縁膜２’および島状の絶縁膜４’、島状の単結晶シリコン膜１３が形成される。
【００６３】
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　フォトリソグラフィー法を用いて、単結晶シリコン膜９を選択的に除去して、島状の単
結晶シリコン膜１４を形成する（図７（Ｃ））。島状の単結晶シリコン膜１３は島状の単
結晶シリコン膜１４’の上方に形成される。
【００６４】
　以上の工程により、主表面の面方位が（１００）である島状の単結晶シリコン膜１４お
よび主表面の面方位が（１１０）である島状の単結晶シリコン膜１３をベース基板１１上
に形成することができる。すなわち、面方位が（１００）の単結晶シリコン膜１４および
面方位が（１１０）の単結晶シリコン膜１３を有するＳＯＩ基板を作製することができる
。
【００６５】
　なお単結晶シリコン基板１の主表面の面方位が（１１０）であり、単結晶シリコン基板
３の主表面の面方位が（１００）である場合には、主表面の面方位が（１００）である島
状の単結晶シリコン膜１３および主表面の面方位が（１１０）である島状の単結晶シリコ
ン膜１４をベース基板１１上に形成することができる。
【００６６】
　島状の単結晶シリコン膜１３および１４を用いて、ベース基板１１上にＰチャネル型Ｔ
ＦＴを形成するとともにＮチャネル型ＴＦＴを形成する。
【００６７】
（実施の形態２）
　次に実施の形態１で作製した島状の単結晶シリコン膜１３および島状の単結晶シリコン
膜１４を用いて、Ｐチャネル型ＴＦＴのソース領域、ドレイン領域およびチャネル領域を
形成するとともに、Ｎチャネル型ＴＦＴのソース領域、ドレイン領域およびチャネル領域
を形成する工程を説明する。なお島状の単結晶シリコン膜１３は主表面の面方位が（１１
０）の島状の単結晶シリコン膜であり、島状の単結晶シリコン膜１４は主表面の面方位が
（１００）の島状の単結晶シリコン膜であるとして説明する。
【００６８】
　島状の単結晶シリコン膜１３および島状の単結晶シリコン膜１４上にゲート絶縁膜１５
を形成する。ゲート絶縁膜１５上にゲート電極１６、１７を形成する（図８（Ａ））。
【００６９】
　ゲート電極１６、１７を形成した後、島状の単結晶シリコン膜１３をレジストマスク１
８で覆う（図８（Ｂ））。ゲート電極１７をマスクとしてイオンドーピング法またはイオ
ン注入法によりＮ型の不純物元素（リンまたはヒ素）を島状の単結晶シリコン膜１４に添
加する。島状の単結晶シリコン膜１４に自己整合的にＮ型の不純物領域２０、２１が形成
される。Ｎ型の不純物領域２０、２１はそれぞれソース領域、ドレイン領域として機能す
る。島状の単結晶シリコン膜１４のゲート電極１７と重なる領域はチャネル形成領域２２
となる（図８（Ｂ））。
【００７０】
　レジストマスク１８を除去した後、島状の単結晶シリコン膜１４をレジストマスク２５
で覆う（図８（Ｃ））。ゲート電極１６をマスクとしてイオンドーピング法またはイオン
注入法によりＰ型の不純物元素（ボロン）を島状の単結晶シリコン膜１３に添加する。島
状の単結晶シリコン膜１３に自己整合的にＰ型の不純物領域２６、２７が形成される。Ｐ
型の不純物領域２６、２７はそれぞれソース領域、ドレイン領域として機能する。島状の
単結晶シリコン膜１３のゲート電極１６と重なる領域はチャネル形成領域２８となる（図
８（Ｃ））。ここでは、Ｎ型の不純物領域２０、２１を形成した後、Ｐ型の不純物領域２
６、２７を形成する方法を説明したが、先にＰ型の不純物領域２６、２７を形成してもよ
い。なお島状の単結晶シリコン膜１３、１４にはソース領域２０、２６、ドレイン領域２
１、２７、チャネル形成領域２２、２８を形成しているが、必要に応じてＬＤＤ領域、オ
フセット領域を形成してもよい。
【００７１】
　なお島状の単結晶シリコン膜１３は主表面の面方位が（１００）の島状の単結晶シリコ
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ン膜であり、島状の単結晶シリコン膜１４は主表面の面方位が（１１０）の島状の単結晶
シリコン膜である場合には、島状の単結晶シリコン膜１３にはＮ型の不純物元素を添加し
、島状の単結晶シリコン膜１４にはＰ型の不純物元素を添加する。
【００７２】
　レジストマスク２５を除去した後、加熱処理を行ってドープした不純物元素を活性化さ
せる。
【００７３】
　加熱処理の後、水素を含んだ絶縁膜３０を形成する。３５０℃以上４５０℃以下の温度
による加熱処理を行い、絶縁膜３０中に含まれる水素を島状の単結晶シリコン膜１３、１
４中に拡散させる。絶縁膜３０は、プラズマＣＶＤ法により形成した窒化シリコンまたは
窒化酸化シリコンを用いる。島状の単結晶シリコン膜１３、１４へ供給される水素は、島
状の単結晶シリコン膜１３、１４内のダングリングボンドを終端する。
【００７４】
　層間絶縁膜３１を形成する（図９）。層間絶縁膜３１は、酸化シリコン膜、ＢＰＳＧ（
Ｂｏｒｏｎ　Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｇｌａｓｓ）膜などの無機材料
でなる絶縁膜、または、ポリイミド、アクリルなどの有機樹脂膜から選ばれた単層構造の
膜や積層構造の膜である。層間絶縁膜３１にコンタクトホールを形成した後、配線３２を
形成する（図９）。配線３２はソース電極およびドレイン電極となる。配線３２は、例え
ばアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜などの低抵抗金属膜をバリアメタル膜で挟ん
だ３層構造の導電膜からなる。バリアメタル膜は、モリブデン、クロム、チタンなどの金
属膜である。
【００７５】
　以上の工程により、Ｎチャネル型ＴＦＴとＰチャネル型ＴＦＴを有する半導体装置を作
製することができる。
【００７６】
（実施の形態３）
　Ｎチャネル型ＴＦＴとＰチャネル型ＴＦＴを有する半導体装置を含むエレクトロルミネ
センス表示装置（以下、ＥＬ表示装置という。）を説明する（図１０）。図１０（Ａ）は
ＥＬ表示装置の画素の平面図であり、図１０（Ｂ）は、Ｊ－Ｋ切断線による図１０（Ａ）
の断面図である。
【００７７】
　画素領域は、選択用トランジスタ４０１、表示制御用トランジスタ４０２、走査線４０
５、信号線４０６、および電流供給線４０７、画素電極４０８を含む。エレクトロルミネ
センス材料を含む層（ＥＬ層）が一対の電極間に挟んだ構造の発光素子が各画素に設けら
れている。発光素子の一方の電極が画素電極４０８である。また、島状の単結晶シリコン
膜４０３は、選択用トランジスタ４０１のチャネル形成領域、ソース領域およびドレイン
領域が形成されている。島状の単結晶シリコン膜４０４は、表示制御用トランジスタ４０
２のチャネル形成領域４５１、ソース領域４５２およびドレイン領域４５３が形成されて
いる。島状の単結晶シリコン膜４０３、４０４は、ベース基板上に設けられた島状の単結
晶シリコン膜１４、１３に相当する。
【００７８】
　選択用トランジスタ４０１はＮチャネル型ＴＦＴであり、ゲート電極は走査線４０５に
含まれ、ソース電極およびドレイン電極の一方は信号線４０６に含まれ、他方は電極４１
１として形成されている。表示制御用トランジスタ４０２は、Ｐチャネル型ＴＦＴであり
、ゲート電極４１２が電極４１１と電気的に接続され、ソース電極およびドレイン電極の
一方は、画素電極４０８に電気的に接続される電極４１３であり、他方は、電流供給線４
０７に含まれている。
【００７９】
　ゲート電極４１２を覆って、層間絶縁膜３１が形成されている。層間絶縁膜３１上に、
信号線４０６、電流供給線４０７、電極４１１、４１３などが形成されている。また、層
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間絶縁膜３１上には、電極４１３に電気的に接続されている画素電極４０８が形成されて
いる。画素電極４０８は周辺部が絶縁性の隔壁層４２８で囲まれている。画素電極４０８
上にはＥＬ層４２９が形成され、ＥＬ層４２９上には対向電極４３０が形成されている。
補強板として対向基板４３１が設けられており、対向基板４３１は樹脂層４３２により固
定されている。
【００８０】
　ＥＬ表示装置の階調の制御は、発光素子の輝度を電流で制御する電流駆動方式と、電圧
でその輝度を制御する電圧駆動方式とがあるが、電流駆動方式は、画素ごとでトランジス
タの特性値の差が大きい場合、採用することは困難であり、そのためには特性のばらつき
を補正する補正回路が必要になる。ＳＯＩ基板の作製工程を含む製造方法でＥＬ表示装置
を作製することで、選択用トランジスタ４０１および表示制御用トランジスタ４０２は画
素ごとに特性のばらつきがなくなるため、電流駆動方式を採用することができる。
【００８１】
　ＳＯＩ基板を用いることで、様々な電気機器を作製することができる。電気機器として
は、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオー
ディオ、オーディオコンポなど）、コンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末（モバイル
コンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍など）、記録媒体を備えた画像
再生装置（具体的にはＤＶＤ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）などの
記録媒体に記憶された音声データを再生し、かつ記憶された画像データを表示しうる表示
装置を備えた装置）などが含まれる。それらの一例を図１１に示す。
【００８２】
　図１１は、本発明を適用した携帯電話の一例であり、図１１（Ａ）が正面図、図１１（
Ｂ）が背面図、図１１（Ｃ）が２つの筐体をスライドさせたときの正面図である。携帯電
話７００は、筐体７０１及び筐体７０２二つの筐体で構成されている。携帯電話７００は
、携帯電話と携帯情報端末の双方の機能を備えており、コンピュータを内蔵し、音声通話
以外にも様々なデータ処理が可能な所謂スマートフォンである。
【００８３】
　携帯電話７００は、筐体７０１及び筐体７０２で構成されている。筐体７０１において
は、表示部７０３、スピーカ７０４、マイクロフォン７０５、操作キー７０６、ポインテ
ィングデバイス７０７、表面カメラ用レンズ７０８、外部接続端子ジャック７０９及びイ
ヤホン端子７１０等を備え、筐体７０２においては、キーボード７１１、外部メモリスロ
ット７１２、裏面カメラ７１３、ライト７１４等により構成されている。また、アンテナ
は筐体７０１に内蔵されている。
【００８４】
　また、携帯電話７００には、上記の構成に加えて、非接触型ＩＣチップ、小型記録装置
等を内蔵していてもよい。
【００８５】
　重なり合った筐体７０１と筐体７０２（図１１（Ａ））は、スライドさせることが可能
であり、スライドさせることで図１１（Ｃ）のように展開する。表示部７０３には、実施
の形態１及び実施の形態２で説明した表示装置の作製方法を適用した表示パネル又は表示
装置を組み込むことが可能である。表示部７０３と表面カメラ用レンズ７０８を同一の面
に備えているため、テレビ電話としての使用が可能である。また、表示部７０３をファイ
ンダーとして用いることで、裏面カメラ７１３及びライト７１４で静止画及び動画の撮影
が可能である。
【００８６】
　スピーカ７０４及びマイクロフォン７０５を用いることで、携帯電話７００は、音声記
録装置（録音装置）又は音声再生装置として使用することができる。また、操作キー７０
６により、電話の発着信操作、電子メール等の簡単な情報入力操作、表示部に表示する画
面のスクロール操作、表示部に表示する情報の選択等を行うカーソルの移動操作等が可能
である。
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【００８７】
　書類の作成、携帯情報端末としての使用等、取り扱う情報が多い場合は、キーボード７
１１を用いると便利である。更に、重なり合った筐体７０１と筐体７０２（図１１（Ａ）
）をスライドさせることで、図１１（Ｃ）のように展開させることができる。携帯情報端
末として使用する場合には、キーボード７１１及びポインティングデバイス７０７を用い
て、円滑な操作でマウスの操作が可能である。外部接続端子ジャック７０９はＡＣアダプ
タ及びＵＳＢケーブル等の各種ケーブルと接続可能であり、充電及びパーソナルコンピュ
ータ等とのデータ通信が可能である。また、外部メモリスロット７１２に記録媒体を挿入
し、より大量のデータ保存及び移動が可能になる。
【００８８】
　筐体７０２の裏面（図１１（Ｂ））には、裏面カメラ７１３及びライト７１４を備え、
表示部７０３をファインダーとして静止画及び動画の撮影が可能である。
【００８９】
　また、上記の機能構成に加えて、赤外線通信機能、ＵＳＢポート、テレビワンセグ受信
機能、非接触ＩＣチップ又はイヤホンジャック等を備えたものであってもよい。
【００９０】
　図１１において説明した電子機器は、上述した作製方法を適用して作製することができ
る。
【００９１】
　なお、本実施の形態で示した構成は、本明細書の他の実施の形態で示す構成と適宜組み
合わせて行うことができる。
【符号の説明】
【００９２】
１　単結晶シリコン基板
２　絶縁膜
２’　島状の絶縁膜
３　単結晶シリコン基板
４　絶縁膜
４’　島状の絶縁膜
５　イオン
６　脆化層
７　イオン
８　脆化層
９　単結晶シリコン膜
１０　絶縁膜
１１　ベース基板
１２　単結晶シリコン膜
１３　島状の単結晶シリコン膜
１４　島状の単結晶シリコン膜
１４’　島状の単結晶シリコン膜
１５　ゲート絶縁膜
１６　ゲート電極
１７　ゲート電極
１８　レジストマスク
２０　ソース領域
２１　ドレイン領域
２２　チャネル形成領域
２５　レジストマスク
２６　Ｐ型の不純物領域
２７　Ｐ型の不純物領域
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２８　チャネル形成領域
３０　絶縁膜
３１　層間絶縁膜
３２　配線
１０１　マスク
１０２　マスク
１０３　長さ
１０４　長さ
１０５　凸領域
１０６　凹領域
４０１　選択用トランジスタ
４０２　表示制御用トランジスタ
４０３　島状の単結晶シリコン膜
４０４　島状の単結晶シリコン膜
４０５　走査線
４０６　信号線
４０７　電流供給線
４０８　画素電極
４１０　電極
４１１　電極
４１２　ゲート電極
４１３　電極
４２８　隔壁層
４２９　ＥＬ層
４３０　対向電極
４３１　対向基板
４３２　樹脂層
４５１　チャネル形成領域
４５２　ソース領域
４５３　ドレイン領域
７００　携帯電話
７０１　筐体
７０２　筐体
７０３　表示部
７０４　スピーカ
７０５　マイクロフォン
７０６　操作キー
７０７　ポインティングデバイス
７０８　表面カメラ用レンズ
７０９　外部接続端子ジャック
７１０　イヤホン端子
７１１　キーボード
７１２　外部メモリスロット
７１３　裏面カメラ
７１４　ライト
１０００　単結晶シリコン基板
１００１　熱酸化膜
１００２　単結晶シリコン基板
１００３　単結晶シリコン膜
１００４　熱酸化膜
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１００５　半導体基板
１００６　活性層
１００７　ドレイン領域
１００８　ドレイン領域
１００９　ゲート絶縁膜
１０１０　ゲート絶縁膜
１０１１　ゲート電極
１０１２　ゲート電極
１０１３　Ｎチャネル型ＴＦＴ
１０１４　Ｐチャネル型ＴＦＴ
１０１５　チャネル形成領域
１０１６　チャネル形成領域
１０２０　ソース領域
１０２１　ソース領域
１１００　単結晶シリコン基板
１１０２　単結晶シリコン基板
１１０５　水素イオン
１１０６　水素イオン
１１１０　脆化層
１１１１　脆化層
１１１２　単結晶シリコン膜
１１１３　単結晶シリコン膜

【図１】 【図２】
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