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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱伝導を抑制する断熱膜を第一の基板上に形成する工程と、前記断熱膜上に半導体膜を
形成する工程と、前記半導体膜にレーザアニールを施す工程と、前記レーザアニールが施
された前記半導体膜に薄膜デバイスを形成する工程と、前記薄膜デバイス上に第二の基板
を接合する工程と、前記第一の基板から前記第二の基板までの積層体から前記第一の基板
及び前記断熱膜を剥離する工程と、を備えた薄膜デバイス基板の製造方法であって、
　前記断熱膜上に後工程で剥離される剥離膜を形成する工程を更に備え、
　前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は、前記剥離膜を除去する工程を有する
、
　ことを特徴とする薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項２】
　熱伝導を抑制する断熱膜を第一の基板上に形成する工程と、前記断熱膜上に半導体膜を
形成する工程と、前記半導体膜にレーザアニールを施す工程と、前記レーザアニールが施
された前記半導体膜上に第二の基板を接合する工程と、前記第一の基板から前記第二の基
板までの積層体から前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程と、前記レーザアニー
ルが施された前記半導体膜に薄膜デバイスを形成する工程と、を備えた薄膜デバイス基板
の製造方法であって、
　前記断熱膜上に後工程で剥離される剥離膜を形成する工程を更に備え、
　前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は、前記剥離膜を除去する工程を有する
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、
　ことを特徴とする薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項３】
　熱伝導を抑制する断熱膜を第一の基板上に形成する工程と、前記断熱膜上に半導体膜を
形成する工程と、前記半導体膜にレーザアニールを施す工程と、前記レーザアニールが施
された前記半導体膜に薄膜デバイスを形成する工程と、前記薄膜デバイス上に第二の基板
を接合する工程と、前記第一の基板から前記第二の基板までの積層体から前記第一の基板
及び前記断熱膜を剥離する工程と、を備えた薄膜デバイス基板の製造方法であって、
　前記断熱膜下に後工程で剥離される剥離膜を形成する工程を更に備え、
　前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は、前記剥離膜を除去する工程と前記断
熱膜を除去する工程とを有する、
　ことを特徴とする薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項４】
　熱伝導を抑制する断熱膜を第一の基板上に形成する工程と、前記断熱膜上に半導体膜を
形成する工程と、前記半導体膜にレーザアニールを施す工程と、前記レーザアニールが施
された前記半導体膜上に第二の基板を接合する工程と、前記第一の基板から前記第二の基
板までの積層体から前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程と、前記レーザアニー
ルが施された前記半導体膜に薄膜デバイスを形成する工程と、を備えた薄膜デバイス基板
の製造方法であって、
　前記断熱膜下に後工程で剥離される剥離膜を形成する工程を更に備え、
　前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は、前記剥離膜を除去する工程と前記断
熱膜を除去する工程とを有する、
　ことを特徴とする薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項５】
　前記断熱膜は、空隙を有する膜からなり、
　前記剥離膜を除去する工程は、前記空隙を介してエッチャントを浸透させて当該剥離膜
をエッチングする工程からなる、
　請求項１乃至４のいずれか一項記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項６】
　前記剥離膜がクロムからなり、前記断熱膜が多孔質酸化シリコンからなる
　請求項５記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項７】
　前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は、前記断熱膜及び前記剥離膜の少なく
とも一方を機械的に破断する工程を有する、
　請求項１乃至６のいずれか一項記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項８】
　熱伝導を抑制する断熱膜を第一の基板上に形成する工程と、前記断熱膜上に半導体膜を
形成する工程と、前記半導体膜にレーザアニールを施す工程と、前記レーザアニールが施
された前記半導体膜に薄膜デバイスを形成する工程と、前記薄膜デバイス上に第二の基板
を接合する工程と、前記第一の基板から前記第二の基板までの積層体から前記第一の基板
及び前記断熱膜を剥離する工程と、を備えた薄膜デバイス基板の製造方法であって、
　前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は、当該剥離前に前記積層体を複数に分
割する工程を有する、
　ことを特徴とする薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項９】
　熱伝導を抑制する断熱膜を第一の基板上に形成する工程と、前記断熱膜上に半導体膜を
形成する工程と、前記半導体膜にレーザアニールを施す工程と、前記レーザアニールが施
された前記半導体膜上に第二の基板を接合する工程と、前記第一の基板から前記第二の基
板までの積層体から前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程と、前記レーザアニー
ルが施された前記半導体膜に薄膜デバイスを形成する工程と、を備えた薄膜デバイス基板
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の製造方法であって、
　前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は、当該剥離前に前記積層体を複数に分
割する工程を有する、
　ことを特徴とする薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記断熱膜が空隙を有する膜である、
　請求項８又は９記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記空隙を有する膜が多孔質膜である、
　請求項１０記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記空隙がエッチングによって形成されたものである、
　請求項１０記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記断熱膜を第一の基板上に形成する工程は、
　後工程で前記空隙が形成される一次膜を前記第一の基板上に形成する工程と、前記一次
膜上に形成された膜に当該一次膜に達する多数の貫通孔を形成する工程と、これらの貫通
孔からエッチャントを導入して前記一次膜に前記空隙を形成する工程とを有する、
　請求項１２記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は、前記空隙に前記エッチャントを導入
して前記断熱膜を除去する工程を有する、
　請求項１３記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は、前記断熱膜を機械的に破断する工程
を有する、
　請求項８乃至１４のいずれか一項記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項１６】
　前記断熱膜が酸化シリコンからなる、
　請求項８乃至１５のいずれか一項記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項１７】
　前記半導体膜がシリコンからなる、
　請求項１乃至１６のいずれか一項記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記薄膜デバイスが薄膜トランジスタである、
　請求項１乃至１７のいずれか一項記載の薄膜デバイス基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に形成した薄膜デバイスを他の基板上に転写する工程を備えた薄膜デ
バイス基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置の画素部スイッチング素子として、ガラス基板上に形成された薄膜トラン
ジスタ（以下「ＴＦＴ」という。）が利用されている。近年、高精細の液晶表示装置の実
現に加え、システム・オン・グラス（以下「ＳＯＧ」という。）の実現のために、ＴＦＴ
の動作速度の要求が高まっていて、高品質な多結晶シリコンＴＦＴ形成技術が注目を浴び
ている。なお、ＳＯＧとは、液晶駆動用のＴＦＴとともに、駆動回路、メモリ、ＣＰＵな
どの周辺回路のＴＦＴをガラス基板上に同時に組み込む技術のことである。
【０００３】
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　［第1従来技術］ガラス基板上に多結晶シリコン膜を形成する代表的な方法として、レ
ーザアニール法が挙げられる。一般的なレーザアニール法では、ガラス基板上にバッファ
層として酸化シリコン膜を形成し、この酸化シリコン膜上に非晶質シリコン膜を形成した
後、レーザを照射することにより、非晶質シリコン膜を溶融再結晶化して多結晶シリコン
膜を形成する。
【０００４】
　一方、多結晶シリコンＴＦＴの動作速度は結晶粒径が大きい程大きくなるので、結晶粒
径を拡大する方法が検討されている。例えば、レーザアニールを用いた結晶粒の大粒径化
の試みとして、従来用いられる酸化シリコン膜よりも低熱伝導率の多孔質酸化シリコン膜
を、非晶質シリコン膜の下層に形成する方法がある（特許文献１）。レーザアニールによ
って非晶質シリコン膜の温度が上昇すると、非晶質シリコン膜から基板への熱拡散が生じ
る。このとき、非晶質シリコン膜の下層に設けた多孔質酸化シリコン膜の効果によって、
熱拡散速度が低下するので、通常のレーザアニール法よりも非晶質シリコン膜の溶融時間
が長くなる。この結果、通常よりも粒径の大きい多結晶シリコン膜を得ることができる。
【０００５】
　［第２従来技術］基板材料について説明する。例えば、ＴＦＴを利用した液晶表示装置
を作製する場合、一般的にガラス基板が用いられる。しかし、必ずしもガラス基板が最も
優良な材料とは限らない。ガラス基板は、重い、割れやすい、曲げることができないとい
った欠点がある。一方、ガラス基板よりも軽く、割れにくく、フレキシブルな基板として
、プラスチック基板が挙げられる。しかし、プラスチック基板上に形成したＴＦＴは、プ
ロセス温度が１５０℃程度に制限されることから、ガラス基板上に形成したＴＦＴよりも
性能が劣るという欠点がある。そこで、ガラス基板上に形成したＴＦＴにプラスチック基
板を貼り付け、その後にガラス基板を剥離することによってプラスチック基板にＴＦＴを
転写する方法（以下「基板剥離方法」という。）がいくつか提案されている。以下にそれ
を示す。
【０００６】
　特許文献２に記載された技術では、ガラス基板に多数の溝を形成し、そのガラス基板上
にスピンコートで酸化シリコン膜を形成することによって溝に隙間を形成し、ＴＦＴ形成
後にこの隙間内にエッチング溶液を浸潤させることでガラス基板を剥離する。特許文献３
に記載された技術では、レーザ光が透過可能なガラス基板上に非晶質シリコン等の分離層
を設けておき、その上にＴＦＴを形成し、このＴＦＴの上に他基板を接着させた後、裏面
からレーザ光を照射することにより、分離層の結合力を弱めてガラス基板を分離する。特
許文献４に記載された技術では、ガラス基板を化学研磨によって除去することが特徴とな
っている。
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－９１６０４号公報（図１等）
【特許文献２】特開平８－２８８５２２号公報（図２、図３、図６等）
【特許文献３】特開平１１－２６７３３号公報（図４、図４等）
【特許文献４】特開平１１－２１２１１６号公報（図１～図３等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　［問題点１］第1従来技術で述べたように、多孔質酸化シリコン膜上の非晶質シリコン
膜にレーザアニールを施すことにより、粒径の大きい多結晶シリコン膜を得ることが可能
である。しかしながら、多孔質酸化シリコン膜上のＴＦＴは、多孔質酸化シリコン膜が熱
放散を妨げるため、過熱による異常動作を起こしやすい。また、多孔質酸化シリコン膜が
脆いため、ＴＦＴ基板全体の機械的強度が劣る。
【０００９】
　［問題点２］第２従来技術で述べた基板剥離方法では、次のような問題がある。特許文
献２の方法では溝をガラス基板に形成する工程があり、ガラス基板表面が粗くなるため、
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ガラス基板上に形成する薄膜デバイスのパターン精度が落ちる。特許文献３の方法では、
レーザで剥離を行うため、レーザ光の透過率が低いガラスやレーザ光が全く透過しないシ
リコン等を基板に用いることができない。特許文献４の方法では、研磨法を用いるため、
工程時間が長くなる。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、レーザアニールで形成した薄膜デバイスの過熱による異常動
作を抑制することと、基板表面への溝加工が不要で、光を通さない材料からなる基板も使
用でき、かつ短時間で基板を剥離できる基板剥離方法とを実現した、薄膜デバイス基板の
製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１、３又は８記載の薄膜デバイス基板の製造方法（以下単に「製造方法」という
。）は、熱伝導を抑制する断熱膜を第一の基板上に形成する工程と、前記断熱膜上に半導
体膜を形成する工程と、前記半導体膜にレーザアニールを施す工程と、前記レーザアニー
ルが施された前記半導体膜に薄膜デバイスを形成する工程と、前記薄膜デバイス上に第二
の基板を接合する工程と、前記第一の基板から前記第二の基板までの積層体から前記第一
の基板及び前記断熱膜を剥離する工程と、基本的に備えたものである。
【００１２】
　「薄膜デバイス基板」とは、薄膜デバイスが形成された基板をいう。第一の基板と断熱
膜との間、断熱膜と半導体膜との間、半導体膜と第二の基板との間には、それぞれ一層以
上の他の膜を介挿させてもよい。
【００１３】
　第一の基板上に断熱膜を形成し、断熱膜上に半導体膜を形成し、半導体膜にレーザアニ
ールを施こす。このとき、レーザアニールによる熱を断熱膜が保持することにより、半導
体膜が高温に長時間保持される。その結果、半導体膜に粒径の大きな結晶が形成される。
続いて、このレーザアニールが施された半導体膜に薄膜デバイスを形成する。この半導体
デバイスは、キャリア移動度が大きい等の高性能を有する。しかし、従来技術では、断熱
膜を残したままであったので、薄膜デバイスの動作によって発生した熱の放散を断熱膜が
妨げていた。つまり、レーザアニールでは役に立った断熱膜が、薄膜デバイスの動作時に
は異常動作の要因になっていたのである。そこで、本発明では、薄膜デバイス上に第二の
基板を接合した後に断熱膜を除去する。これにより、薄膜デバイス及び第二の基板から第
一の基板が剥離されるので、第一の基板に形成された薄膜デバイスが第二の基板に転写さ
れたことになる。このとき、断熱膜が除去されるので、薄膜デバイスの過熱による異常動
作が抑制される。また、この断熱膜が脆いときは、薄膜デバイス基板の機械的強度も向上
する。
【００１４】
　請求項２、４又は９記載の製造方法は、熱伝導を抑制する断熱膜を第一の基板上に形成
する工程と、前記断熱膜上に半導体膜を形成する工程と、前記半導体膜にレーザアニール
を施す工程と、前記レーザアニールが施された前記半導体膜上に第二の基板を接合する工
程と、前記第一の基板から前記第二の基板までの積層体から前記第一の基板及び前記断熱
膜を剥離する工程と、前記レーザアニールが施された前記半導体膜に薄膜デバイスを形成
する工程と、を基本的に備えたものである。請求項１、３又は８ではレーザアニール後に
直ちに薄膜デバイスを形成するのに対して、本請求項では基板剥離後に薄膜デバイスを形
成する。本請求項の作用は請求項1、３又は８と同じである。
【００１５】
　請求項１０記載の製造方法は、請求項８又は９記載の製造方法において、前記断熱膜が
空隙を有する膜である、というものである。空隙には熱が伝導しないので、実質的な熱伝
導率の極めて低い断熱膜が得られる。
【００１６】
　請求項１１記載の製造方法は、請求項１０記載の製造方法において、前記空隙を有する
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膜が多孔質膜である、というものである。多孔質膜も、微細な多数の空隙を有しているの
で、実質的な熱伝導率が極めて低くなる。
【００１７】
　請求項１２記載の製造方法は、請求項１０記載の製造方法において、前記空隙がエッチ
ングによって形成されたものである、というものである。エッチングによれば、比較的大
きな空隙が容易に得られる。
【００１８】
　請求項１３記載の製造方法は、請求項１２記載の製造方法において、前記断熱膜を第一
の基板上に形成する工程は、後工程で前記空隙が形成される一次膜を前記第一の基板上に
設ける工程と、前記一次膜上に形成された膜に当該一次膜に達する多数の貫通孔を形成す
る工程と、これらの貫通孔からエッチャントを導入して前記一次膜に前記空隙を形成する
工程とを有する、というものである。ここでいう「エッチャント」とは、エッチング液、
エッチングガス等の総称である。基板上に一次膜を形成し、一次膜上に例えば半導体膜を
形成する。続いて、半導体膜に一次膜に達する多数の貫通孔を形成し、この貫通孔からエ
ッチャントを導入すると、一次膜が等方的にエッチングされて半導体膜の下にも空隙が形
成される。これにより、一次膜は断熱膜となる。
【００１９】
　請求項１４記載の製造方法は、請求項１３記載の製造方法において、前記第一の基板及
び前記断熱膜を剥離する工程は、前記空隙に前記エッチャントを導入して前記断熱膜を除
去する工程を有する、というものである。薄膜デバイス上に第二の基板を接合した後に断
熱膜を除去する。このとき、前工程で形成した空隙にエッチャントを導入することにより
、断熱膜を除去する。この断熱膜には既に多数の空隙が形成されているので、エッチャン
トに接する断熱膜の表面積が極めて大きくなっており、これにより断熱膜の除去が容易で
ある。
【００２０】
　請求項１５記載の製造方法は、請求項８～１４記載の製造方法において、前記第一の基
板及び前記断熱膜を剥離する工程は、前記断熱膜を機械的に破断する工程を有する、とい
うものである。破断方法としては、断熱膜に楔のようなものを打ち込んで積層体から第一
の基板及び断熱膜を引き剥がしたり、断熱膜を回転面として第一の基板と第二の基板とを
互いに逆に回転させたりする方法がある。また、断熱膜を途中までエッチングした後に、
このエッチングで残った断熱膜を破断するようにしてもよい。その逆に、断熱膜を途中ま
で破断した後に、この破断で残った断熱膜をエッチングするようにしてもよい。
【００２１】
　請求項１６記載の製造方法は、請求項８～１５記載の製造方法において、前記断熱膜が
酸化シリコンからなる、というものである。酸化シリコンは、スピンコート法や陽極化成
法によって多孔質化が容易である。しかも、酸化シリコンは、耐熱性に優れているので、
レーザアニールにも十分に耐え得る。
【００２２】
　前述の構成に加え、請求項１又は２記載の製造方法は、前記断熱膜上に後工程で剥離さ
れる剥離膜を形成する工程を更に備え、前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は
、前記剥離膜を除去する工程を有する、というものである。断熱膜と剥離膜との間には、
一層以上の他の膜を介挿させてもよい。予め断熱膜上に剥離膜を形成しておき、薄膜デバ
イス上に第二の基板を接合した後に、この剥離膜を除去する。すると、剥離膜とともに第
一の基板及び断熱膜も除去される。
【００２３】
　前述の構成に加え、請求項３又は４記載の製造方法は、前記断熱膜下に後工程で剥離さ
れる剥離膜を形成する工程を更に備え、前記第一の基板及び前記断熱膜を剥離する工程は
、前記剥離膜を除去する工程と前記断熱膜を除去する工程を有する、というものである。
剥離膜と断熱膜との間には、一層以上の他の膜を介挿させてもよい。予め断熱膜下に剥離
膜を形成しておき、薄膜デバイス上に第二の基板を接合した後に、この剥離膜を除去する
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。すると、剥離膜とともに第一の基板も除去される。残った断熱膜は別途除去する。また
、剥離膜を除去する工程と断熱膜を除去する工程とを同一工程として、剥離膜と断熱膜と
を同時に除去するようにしてもよい。
【００２４】
　請求項５記載の製造方法は、請求項１～４記載の製造方法において、前記断熱膜は、空
隙を有する膜からなり、前記剥離膜を除去する工程は、前記空隙を介してエッチャントを
浸透させて当該剥離膜をエッチングする工程からなる、というものである。エッチャント
は、断熱膜の空隙を介して速やかに浸透し、断熱膜の上又は下の剥離膜を除去する。その
ため、第一の基板の剥離に要する時間が短くなる。
【００２５】
　請求項６記載の製造方法は、請求項５記載の製造方法において、前記剥離膜がクロムか
らなり、前記断熱膜が多孔質酸化シリコンからなる、というものである。クロム及び酸化
シリコンは、耐熱性に優れているので、レーザアニールにも十分に耐え得る。しかも、ク
ロムのエッチャントは、多孔質酸化シリコンの微細な空隙を介して速やかに浸透し、多孔
質酸化シリコン膜の上又は下のクロム膜を除去する。そのため、第一の基板の剥離に要す
る時間が短い。
【００２６】
　請求項７記載の製造方法は、請求項１～６記載の製造方法において、前記第一の基板及
び前記断熱膜を剥離する工程は、前記断熱膜及び前記剥離膜の少なくとも一方を機械的に
破断する工程を有する、というものである。具体的な破断方法は、前述した方法に準ずる
。
【００２７】
　前述の構成に加え、請求項８又は９記載の製造方法は、前記第一の基板及び前記断熱膜
を剥離する工程は、当該剥離前に前記積層体を複数に分割する工程を有する、というもの
である。エッチング等により化学的に剥離する場合、剥離に要する時間は、上から見て積
層体の周囲から中心付近にまでエッチャントが浸透する時間に依存する。また、破断等に
より機械的に剥離する場合、剥離に要する時間は、上から見て積層体の周囲から中心付近
にまでクラックが進行する時間に依存する。したがって、積層体を複数に分割すると、積
層体一個当たりの周辺から中心までの距離が短くなるので、剥離に要する時間が短縮され
る。なお、破断には、例えば隙間に楔を打ち込むなどの方法がある。また、途中までエッ
チングにより剥離し、最後に破断により完全に剥離するというように、これらの剥離方法
を組み合わせてもよい。
【００２８】
　請求項１７記載の製造方法は、請求項１～１６記載の製造方法において、前記半導体膜
がシリコンからなる、というものである。シリコンは、ＴＦＴ、光センサ、太陽電池等の
薄膜デバイスに好適な半導体である。
【００２９】
　請求項１８記載の製造方法は、請求項１～１７記載の製造方法において、前記薄膜デバ
イスがＴＦＴである、というものである。半導体膜はレーザアニールによって大粒径の多
結晶になる。このとき、キャリア移動度が大きくなるので、ＴＦＴは高速で動作するよう
になる。
【００３０】
　換言すると、本発明者は、低熱伝導率膜を用いて得た大粒径多結晶膜を活性層に用いた
ＴＦＴを形成後、このＴＦＴを他の基板に転写し、低熱伝導率膜を除去することで上記問
題点１が解決可能であることを見出し、本発明をなすに至った。また、空隙を有する構造
例えば多孔質酸化シリコン膜を基板上に形成し、当該基板上にＴＦＴを形成し、当該基板
上に他の基板を接合した後、エッチング液を浸透させることによって、又は機械的に破断
することによって、空隙を有する構造又は当該空隙を有する構造の上層若しくは下層を剥
離する基板転写法によって上記問題点２が解決可能であることを見出し、本発明をなすに
至った。更に、上記低熱伝導率膜と上記空隙を有する構造とは、例えば多孔質酸化シリコ
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ン膜のように同一の膜にすることが可能であり、これにより同時に問題点１と問題点２と
を解決することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明に係る製造方法によれば、第一の基板上に断熱膜及び半導体膜を順次形成し、こ
の半導体膜にレーザアニールを施し、半導体膜上に第二の基板を接合した後に、これらの
積層体から第一の基板及び断熱膜を剥離することにより、断熱膜が除去されるので、薄膜
デバイスの過熱による異常動作を抑制できる。また、断熱膜が脆くても、断熱膜が除去さ
れるので、薄膜デバイス基板の機械的強度も向上できる。
【００３２】
　また、基板上に一次膜を形成し、一次膜上に例えば半導体膜を形成し、半導体膜に一次
膜に達する多数の貫通孔を形成し、この貫通孔からエッチャントを導入することにより、
半導体膜の下にも空隙を形成できるので、極めて低い熱伝導率の断熱膜を実現できる。こ
の場合、第一の基板を剥離する工程において空隙にエッチャントを導入して断熱膜を除去
するときは、エッチャントに接する断熱膜の表面積が極めて大きいので、第一の基板及び
断熱膜を極めて容易に剥離できる。したがって、第一の基板表面への溝加工が不要で、光
を通さない材料からなる第一の基板も使用でき、かつ短時間で第一の基板を剥離できる。
【００３３】
　また、断熱膜の上又は下に剥離膜を形成し、この剥離膜を除去することにより第一の基
板を剥離する場合は、第一の基板表面への溝加工が不要で、光を通さない材料からなる第
一の基板も使用でき、かつ短時間で第一の基板を剥離できる。このとき、断熱膜を空隙を
有する膜とし、この空隙を介してエッチャントを速やかに浸透させることにより、剥離膜
の除去に要する時間を短縮できる。
【００３４】
　また、第一の基板を剥離する前に、第一の基板から第二の基板までの積層体を複数に分
割することにより、上から見て積層体一個当たりの周辺から中心までの距離が短くなるの
で、剥離に要する時間を短縮できる。
【００３５】
　換言すると、本発明によれば、低熱伝導率膜を利用して得られる大粒径多結晶膜を活性
層に用いたＴＦＴにおいて、動作時に発生する熱のＴＦＴから基板への拡散速度を大きく
することができる。また、基板転写法において、基板表面が粗くなる、レーザ光を透過し
ないガラス基板を用いることができない、という問題点を解決できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　図１乃至図３は、本発明の一実施形態を示す概略断面図である。図１［１］→図１［２
］→図１［３］→図３［１］→図３［２］の順に工程が進行する。以下、この図面に基づ
き説明する。なお、特許請求の範囲における「第一の基板」、「半導体膜」、「薄膜デバ
イス」及び「第二の基板」は、それぞれ「ガラス基板」、「非晶質シリコン膜」、「ＴＦ
Ｔ」及び「プラスチック基板」と具体化して置き換える。
【００３７】
　まず、図１［１］に示すように、平坦な表面を有するガラス基板１０１上に、断熱膜１
０２、酸化シリコン膜１０３及び非晶質シリコン膜１０４を順次形成する。薄膜の熱伝導
率は、材料の種類だけでなく、同じ材料でも構造の疎密によって異なる値となる。したが
って、断熱膜１０２は、例えば酸化シリコンよりも低熱伝導率の材料によって形成しても
よいし、又は材料自体が低熱伝導率でなくても空隙を有する膜構造としてもよい。空隙を
有する膜構造は、例えばスピンコート法によって形成した多孔質酸化シリコン膜としても
よいし、選択エッチングによって空隙を形成した酸化シリコン膜としてもよい。
【００３８】
　続いて、図１［２］に示すように、非晶質シリコン膜１０４の上方からエキシマレーザ
のレーザ光１０５を照射する。すると、非晶質シリコン膜１０４は溶融した後に再結晶化
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して多結晶シリコン膜１０４’となる。このとき、溶融した非晶質シリコン膜１０４から
ガラス基板１０１への熱拡散を断熱膜１０２が妨げるので、断熱膜１０２の無い場合と比
較して、非晶質シリコン膜１０４の溶融時間が長くなる。この結果、多結晶シリコン膜１
０４’の結晶粒径が拡大する。
【００３９】
　続いて、図１［３］に示すように、得られた大粒径の多結晶シリコン膜１０４’を活性
層に用いてＴＦＴ１０６を形成する。このとき、図２に詳細に示すように、まず大粒径の
多結晶シリコン膜上にゲート絶縁膜１１１を形成し、チャネル領域１０９にチャネルドー
プをした後、ゲート絶縁膜１１１上にゲート電極１１３を形成する。続いて、ソース領域
１０８及びドレイン領域１１０に不純物をドーピングした後、ゲート電極１１３とゲート
絶縁膜１１１を覆うように第１層間絶縁膜１１４を形成し、第１層間絶縁膜１１４及びゲ
ート絶縁膜１１１を貫通するコンタクトホール１０７ｓ，１０７ｄを形成する。続いて、
コンタクトホール１０７ｓ，１０７ｄを介してソース領域１０８及びドレイン領域１１０
に接続するソース電極１１２及びドレイン電極１１５を、第１層間絶縁膜１１４の上にそ
れぞれ形成する。続いて、ソース電極１１２上及びドレイン電極１１５上を覆うように第
２層間絶縁膜１１６を形成することにより、ＴＦＴ１０６が完成する。
【００４０】
　続いて、図３［１］に示すように、ＴＦＴ１０６上に接着層１１７を介してプラスチッ
ク基板１１８を貼り合わせる。最後に、図３［２］に示すように、断熱膜１０２を除去し
てガラス基板１０１を剥離することによって、ＴＦＴ１０６の転写が完成する。
【００４１】
　なお、最後に剥離される基板（以下「剥離基板」という。）は必ずしもガラス基板１０
１を用いる必要はなく、プラスチック基板、金属基板、又はこれら２層以上の積層基板で
あってもよい。使用するレーザはエキシマレーザである必要はなく、ＹＡＧレーザ、ＹＬ
Ｆレーザなどの固体レーザや炭酸ガスレーザ、アルゴンガスレーザなどのガスレーザであ
ってもよい。ＴＦＴ１０６が転写される基板（以下「転写基板」という。）は、プラスチ
ック基板１１８である必要はなく、ガラス基板、金属基板、又はこれら２層以上の積層基
板であってもよい。転写基板の熱伝導率は、ＴＦＴ１０６の動作を考慮して、酸化シリコ
ンの熱伝導率と同程度又はそれ以上であることが望ましい。空隙を有する構造によって断
熱膜１０２を実現すると、エッチャントを空隙に浸潤させてプラスチック基板１１８を剥
離する、又は機械的な破断によってプラスチック基板１１８を剥離するという方法が可能
となるので、より望ましい。浸潤させるエッチャントは、空隙を有する膜自身をエッチン
グしてもよいし、空隙を有する膜に接する他の膜をエッチングしてもよい。空隙を有する
膜構造は、必ずしも、ＴＦＴ１０６の作製前に形成する必要はなく、ＴＦＴ１０６の作製
途中又は作製後に形成してもよい。必ずしもＴＦＴ１０６の形成後に転写する必要はなく
、レーザアニール直後に多結晶シリコン膜１０４’を転写し、その後にＴＦＴ１０６を形
成してもよい。
【００４２】
　従来技術では、多孔質酸化シリコン膜を非晶質シリコン膜の下に形成することによって
、通常の酸化シリコン上の非晶質シリコン膜よりも粒径の大きい多結晶シリコンを得るこ
とが可能であった。しかし、多孔質酸化シリコン膜を残しておいたために、ＴＦＴ動作時
に発生する熱が基板へ伝わる速度が小さい、また、機械的強度が弱いといった問題があっ
た。これに対し、本実施形態では、断熱膜１０２をＴＦＴ１０６の転写時に除去するため
、上記問題が生じない。
【００４３】
　このように、本実施形態の特徴は、大粒径の多結晶シリコン膜１０４’を形成するため
にエキシマレーザアニール工程で用いる断熱膜１０２を、ＴＦＴ１０６の形成後に転写に
よって除去する点にある。また、本実施形態は、ＴＦＴ１０６の製造方法に限られるもの
ではなく、太陽電池等の他の薄膜デバイスにも応用できる。更に、従来技術では、「発明
が解決しようとする課題」で述べたとおり、ガラス基板表面が粗くなる、レーザが透過し
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ないガラスを基板に用いることができない等の問題点があった。これに対し、本発明では
、例えば空隙を有する膜をスピンコート等によって形成することにより、上記問題点を解
決できる。
【００４４】
　次に、本実施形態を更に具体化した実施例について説明する。
【実施例１】
【００４５】
　図４及び図５は、本発明の実施例１を示す概略断面図である。図４［１］→図４［２］
→図４［３］→図４［４］→図５［１］→図５［２］→図５［３］の順に工程が進行する
。以下、この図面に基づき説明する。
【００４６】
　まず、図４［１］に示すように、ガラス基板３０１上にスピンコート法により断熱膜と
しての多孔質酸化シリコン膜３０２を形成し、多孔質酸化シリコン膜３０２上に酸化シリ
コン膜３０３を形成し、更に非晶質シリコン膜３０４をＬＰＣＶＤ法により形成する。こ
のスピンコート法で使用する液体は、例えばシラノール系のモノマー又はオリゴマー等を
アルコール、ケトン等の有機溶媒に溶解させたものや、酸化シリコンの微粉末を有機溶媒
に分散させたものである。この液体をガラス基板３０１上に滴下し、更にスピンナーで均
一に塗布し、例えば２００℃～３００℃に加熱することにより、多孔質酸化シリコン膜３
０２を形成できる。
【００４７】
　続いて、図４［２］に示すように、非晶質シリコン膜３０４の上方からエキシマレーザ
のレーザ光３０５を照射することにより、大粒径の多結晶シリコン膜３０４’を得る。続
いて、図４［３］に示すように、多結晶シリコン膜３０４’を活性層としてＴＦＴ３０６
を形成する。ＴＦＴ３０６の形成方法は、従来のガラス基板上で形成する低温プロセスを
用いればよい。ＴＦＴ３０６の構造は、図２のものと同じである。続いて、図４［４］に
示すように、接着層３０７を介してＴＦＴ３０６の上方にプラスチック基板３０８を貼り
合わせる。
【００４８】
　続いて、図５［１］に示すように、ガラス基板３０１からプラスチック基板３０８まで
の積層体を、フッ酸３０９に浸す。そして、上から見てガラス基板３０１の中心上の多孔
質酸化シリコン膜３０２にまでフッ酸３０９が浸潤すると、エッチングレートは多孔質酸
化シリコンの方が酸化シリコンよりも大きいという理由から、選択的に多孔質酸化シリコ
ン膜３０２をエッチングすることができる。この結果、図５［２］に示すように、ガラス
基板３０１が剥離される。以上で、図５［３］に示すように、ＴＦＴ３０６の転写が終了
する。
【００４９】
　なお、転写基板は、プラスチック基板３０８である必要はなく、ガラス基板、金属基板
、又はこれら２層以上の積層基板であってもよい。転写基板の熱伝導率は酸化シリコンの
熱伝導率以上であることが望ましい。
【実施例２】
【００５０】
　図６及び図７は、本発明の実施例２を示す概略断面図である。図６［１］→図６［２］
→図６［３］→図６［４］→図７［１］→図７［２］→図７［３］の順に工程が進行する
。以下、この図面に基づき説明する。
【００５１】
　まず、図６［１］に示すように、ガラス基板４０１上に例えばスパッタ法により剥離膜
としてのクロム膜４０１’を形成し、クロム膜４０１’上にスピンコート法により断熱膜
としての多孔質酸化シリコン膜４０２を形成し、多孔質酸化シリコン膜４０２上にプラズ
マＣＶＤ法により酸化シリコン膜４０３を形成し、更に非晶質シリコン膜４０４を熱ＣＶ
Ｄ法により形成する。続いて、図６［２］に示すように、非晶質シリコン膜４０４の上方
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からエキシマレーザのレーザ光４０５を照射することにより、多結晶シリコン膜４０４’
を得る。このとき、レーザアニールによって温度上昇する非晶質シリコン膜４０４の熱伝
導が多孔質酸化シリコン膜４０２によって妨げられるため、多孔質酸化シリコン膜４０２
の無い従来技術に比べて、再結晶化時間が長くなり、これにより大粒径のシリコン結晶を
得ることができる。続いて、図６［３］に示すように、この大粒径の多結晶シリコン膜４
０４’を活性層としてＴＦＴ４０６を形成する。ＴＦＴ４０６の形成方法は、従来のガラ
ス基板上で形成する低温プロセスを用いればよい。ＴＦＴ４０６の構造は、図２のものと
同じである。続いて、図６［４］に示すように、ＴＦＴ４０６の上に接着層４０７を介し
てプラスチック基板４０８を貼り合わせる。
【００５２】
　続いて、図７［１］に示すように、ガラス基板４０１からプラスチック基板４０８まで
の積層体を、クロムエッチャント４０９に浸す。ここで、上から見てガラス基板４０１の
中心上の多孔質酸化シリコン膜４０２にまでクロムエッチャント４０９が浸潤すると、多
孔質酸化シリコン膜４０２とクロム膜４０１’との界面全体にクロムエッチャント４０９
が浸潤することになる。この結果、図７［２］に示すように、クロム膜４０１’を介して
ガラス基板４０１が剥離される。最後に、多孔質酸化シリコン膜４０２をエッチング等に
より除去すると、図７［３］に示すように、ＴＦＴ４０６の転写が終了する。
【００５３】
　ここで、クロム膜４０１’のような剥離膜となり得る材料は、他の金属、半導体、絶縁
体で代用することが可能であるが、大粒径の多結晶シリコン膜を得るために、低熱伝導率
のものを用いるほうが望ましい。また、クロム膜４０１’は、多孔質酸化シリコン膜４０
２の上でも下でもどちらに形成してもよい。
【実施例３】
【００５４】
　図８乃至図１７は、本発明の実施例３を示す概略平面図及び概略断面図である。図８→
図９→図１０→図１１→図１２→図１３→図１４→図１５→図１６→図１７の順に工程が
進行する。以下、これらの図面に基づき説明する。
【００５５】
　まず、図８に示すように、ガラス基板５０１上に、酸化シリコン膜５０２、窒化シリコ
ン膜５０３及び非晶質シリコン膜５０４をこの順に形成する。ここで、窒化シリコン膜５
０３はＰＥＣＶＤで形成する。このとき、ＣＶＤチャンバ内に水素を原料として流すこと
により、水素を多く含む窒化シリコンを形成する。これにより、窒化シリコンのフッ酸に
よるエッチングレートを、酸化シリコンと比較して極端に小さくすることが可能である。
【００５６】
　続いて、図９に示すように、多数の長孔からなるパターンを有するフォトレジスト膜（
図示せず）をフォトリソグラフィによって形成し、酸化シリコン膜５０２、窒化シリコン
膜５０３及び非晶質シリコン膜５０４をドライエッチングによってガラス基板５０１に到
達するまでエッチングすることにより、多数のエッチャント導入孔５２０を形成する。
【００５７】
　続いて、図１０に示すように、エッチャント導入孔５２０が形成されたガラス基板５０
１を、フッ酸５０５に浸す。すると、窒化シリコン膜５０３のエッチングレートが酸化シ
リコン膜５０２及びガラス基板５０１よりも小さいため、酸化シリコン膜５０２のエッチ
ング領域がエッチャント導入孔５２０を中心にして楕円状に広がって空隙５０６が形成さ
れる。この結果、柱状に残った酸化シリコン膜５０２上に、平坦な窒化シリコン膜５０３
及び非晶質シリコン膜５０４が形成された構造となる。
【００５８】
　続いて、図１１に示すように、非晶質シリコン膜５０４の上方からエキシマレーザのレ
ーザ光５０７を照射することにより、非晶質シリコン膜５０４を溶融する。空隙５０６の
上方に位置する非晶質シリコン膜５０４では、柱状の酸化シリコン膜５０２の上方に位置
する非晶質シリコン膜５０４と比較して、縦方向（板厚方向）の熱拡散速度が小さい。こ
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のため、溶融状態の非晶質シリコン膜５０４において熱勾配が生じる結果、柱状の酸化シ
リコン膜５０２の輪郭上に位置する非晶質シリコン膜５０４に結晶核が発生し、この結晶
核を種にして横方向（板面方向）に結晶が成長することにより、図１２に示すようにグレ
イン５０８が選択的に形成される。グレイン５０８以外の非晶質シリコンは微結晶５０９
となる。
【００５９】
　続いて、図１３に示すように、グレイン５０８を活性層にしてＴＦＴ５１１を形成する
。ＴＦＴ５１１の構造は図２のものと同じである。続いて、図１４に示すように、ＴＦＴ
５１１の上方に接着層５１２を介してプラスチック基板５１３を接着する。
【００６０】
　続いて、図１５に示すように、ガラス基板５０１からプラスチック基板５１３までの積
層体を、フッ酸５１４に浸す。すると、ガラス基板５０１の横方向から空隙５０６を通っ
てフッ酸５１４が浸潤することにより、柱状に残っている酸化シリコン膜５０２の全体に
フッ酸５１４が拡がる。これにより、フッ酸５１４が柱状の酸化シリコン膜５０２をエッ
チングするので、図１６に示すようにガラス基板５０１を剥離することができる。以上で
、図１７に示すように、ＴＦＴ５１１の転写が終了する。
【００６１】
　なお、酸化シリコン膜５０２の代用として、他の絶縁体、半導体、金属等が可能である
が、大粒径の多結晶シリコン膜を得るために、低熱伝達率の材料が望ましい。
【実施例４】
【００６２】
　図１８乃至図２５は、本発明の実施例４を示す概略平面図及び概略断面図である。図１
８→図１９→図２０→図２１→図２２→図２３→図２４→図２５の順に工程が進行する。
以下、これらの図面に基づき説明する。
【００６３】
　まず、図１８に示すように、ガラス基板６０１上に酸化シリコン膜６０２及び窒化シリ
コン膜６０３を順次形成し、通常のＴＦＴ（図示せず）形成するとともに層間絶縁膜６０
４に被覆された配線６０５を形成する。酸化シリコン膜６０２は断熱膜（空隙を有する膜
）となる。窒化シリコン膜６０３はプラズマＣＶＤで形成する。このとき、ＣＶＤチャン
バに水素を原料として流すことにより、水素を多く含む窒化シリコン膜６０３を形成する
。これにより、窒化シリコン膜６０３のフッ酸におけるエッチングレートは、酸化シリコ
ン膜６０２と比較して、小さくすることが可能である。
【００６４】
　続いて、図１９に示すように、多数の長孔からなるパターンを有するフォトレジスト膜
（図示せず）をフォトリソグラフィによって形成し、窒化シリコン膜６０３及び層間絶縁
膜６０４をドライエッチングによって酸化シリコン膜６０２に到達するまでエッチングす
ることにより、多数のエッチャント導入孔６２０を形成する。
【００６５】
　続いて、図２０に示すように、エッチャント導入孔６２０が形成されたガラス基板６０
１を、フッ酸６０６に浸す。すると、窒化シリコン膜６０３のエッチングレートが酸化シ
リコン膜６０２よりも小さいため、酸化シリコン膜６０２のエッチング領域がエッチャン
ト導入孔６２０を中心にして楕円状に広がって空隙６０８が形成される。この結果、柱状
に残った酸化シリコン膜６０２上に、平坦な窒化シリコン膜６０３等が形成された構造と
なる。このときのエッチングは等方性のウェットエッチングであるから、空隙６０８はＴ
ＦＴ及び配線６０５の下にも拡がっている。
【００６６】
　続いて、図２１に示すように、層間絶縁膜６０４上及び空隙６０８上に、窒化シリコン
膜６０７を形成する。続いて、図２２に示すように、窒化シリコン膜６０７上に接着層６
０９を介してプラスチック基板６１０を貼り合わせる。
【００６７】
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　続いて、図２３に示すように、ガラス基板６０１からプラスチック基板６１０までの積
層体を、フッ酸６１１に浸す。このとき、配線６０５が存在する領域でも空隙６０８は酸
化シリコン膜６０２全体に繋がっているので、フッ酸６１１は空隙６０８を通って酸化シ
リコン膜６０２全体に拡がる。したがって、図２４に示すように、酸化シリコン膜６０３
を介してガラス基板６０１を剥離することができる。以上で、図２５に示すように、ＴＦ
Ｔ及び配線６０５の転写は終了する。
【実施例５】
【００６８】
　実施例１～４におけるＴＦＴ基板の端子接続方法（端子出し）について説明する。まず
、図２６［１］に示すように、実施例１～４で述べた方法によって、ＴＦＴ７０１上に接
着層７０２を介して１次転写基板７０３を貼り付ける。このとき、接着層７０２は水溶性
の材料を用いる。続いて、図２６［２］に示すように、ＴＦＴ７０１下に、非水溶性の接
着層７０５を介して２次転写基板７０４としてプラスチック基板を貼り付ける。続いて、
図２６［３］に示すように、接着層７０２を水で溶かすことにより、１次転写基板７０３
を剥離する。その後、図２６［４］に示す状態で、フォトリソグラフィ工程、エッチング
工程等によって端子出しが可能となる。
【００６９】
　ここで、１次転写基板７０３の接着層７０２と２次転写基板７０４の接着層７０５とに
溶融温度に違いがある材料を用いて、熱処理を行うことにより、１次転写基板７０３のみ
を剥離する方法を用いてもよい。なお、１次転写基板７０３及び２次転写基板７０４は、
プラスチック基板である必要はなく、ガラス基板、金属基板、又はこれら２層以上の積層
基板であってもよい。転写基板の熱伝導率は、酸化シリコンの熱伝導率と同程度又はそれ
以上であることが望ましい
【実施例６】
【００７０】
　実施例１～４において、図２７［１］に示すように、ガラス基板からプラスチック基板
までの積層体８０１が大面積になるほど、空隙を有する構造の奥にまでエッチング液８０
２が浸潤する時間は長くなる。そこで、プラスチック基板を貼り合わせた後、図２７［２
］に示すように、積層体８０１を所望の大きさに切断して、多数の小さな積層体８０３と
する。これにより、基板剥離工程において、エッチング液８０２の浸潤する距離が短くな
るので、より短時間で工程を終了することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の一実施形態を示す概略断面図（その１）であり、図１［１］～図１［３
］の順に工程が進行する。
【図２】図１［３］におけるＴＦＴを拡大して示す概略断面図である。
【図３】本発明の一実施形態を示す概略断面図（その２）であり、図３［１］～図３［２
］の順に工程が進行する。
【図４】本発明の実施例１を示す概略断面図（その１）であり、図４［１］～図４［４］
の順に工程が進行する。
【図５】本発明の実施例１を示す概略断面図（その２）であり、図５［１］～図５［３］
の順に工程が進行する。
【図６】本発明の実施例２を示す概略断面図（その１）であり、図６［１］～図６［４］
の順に工程が進行する。
【図７】本発明の実施例２を示す概略断面図（その２）であり、図７［１］～図７［３］
の順に工程が進行する。
【図８】本発明の実施例３（その１）を示し、図８［１］は概略平面図、図８［２］は図
８［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図の一部である。
【図９】本発明の実施例３（その２）を示し、図９［１］は概略平面図、図９［２］は図
９［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図の一部である。
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【図１０】本発明の実施例３（その３）を示し、図１０［１］は概略平面図、図１０［２
］（Ａ）は図１０［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図の一部、図１０［２］（Ｂ）は図１０
［１］におけるＢ－Ｂ線縦断面図の一部である。
【図１１】本発明の実施例３（その４）を示し、図１１［１］は概略平面図、図１１［２
］（Ａ）は図１１［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図の一部、図１１［２］（Ｂ）は図１１
［１］におけるＢ－Ｂ線縦断面図の一部である。
【図１２】本発明の実施例３（その５）を示し、図１２［１］は概略平面図、図１２［２
］（Ａ）は図１２［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図の一部、図１２［２］（Ｂ）は図１２
［１］におけるＢ－Ｂ線縦断面図の一部、図１２［２］（Ｃ）は図１２［１］におけるＣ
－Ｃ線縦断面図である。
【図１３】本発明の実施例３（その６）を示し、図１３［１］は概略平面図、図１３［２
］は図１３［１］におけるＣ－Ｃ線縦断面図である。
【図１４】本発明の実施例３（その７）を示し、図１４［１］は概略平面図、図１４［２
］は図１４［１］におけるＣ－Ｃ線縦断面図である。
【図１５】本発明の実施例３（その８）を示し、図１５［１］は概略平面図、図１５［２
］は図１５［１］におけるＣ－Ｃ線縦断面図である。
【図１６】本発明の実施例３（その９）を示し、図１６［１］は概略平面図、図１６［２
］は図１６［１］におけるＣ－Ｃ線縦断面図である。
【図１７】本発明の実施例３（その１０）を示し、図１７［１］は概略平面図、図１７［
２］は図１７［１］におけるＣ－Ｃ線縦断面図である。
【図１８】本発明の実施例４（その１）を示し、図１８［１］は概略平面図、図１８［２
］は図１８［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【図１９】本発明の実施例４（その２）を示し、図１９［１］は概略平面図、図１９［２
］は図１９［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【図２０】本発明の実施例４（その３）を示し、図２０［１］は概略平面図、図２０［２
］は図２０［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【図２１】本発明の実施例４（その４）を示し、図２１［１］は概略平面図、図２１［２
］は図２１［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【図２２】本発明の実施例４（その５）を示し、図２２［１］は概略平面図、図２２［２
］は図２２［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【図２３】本発明の実施例４（その６）を示し、図２３［１］は概略平面図、図２３［２
］は図２３［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【図２４】本発明の実施例４（その７）を示し、図２４［１］は概略平面図、図２４［２
］は図２４［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【図２５】本発明の実施例４（その８）を示し、図２５［１］は概略平面図、図２５［２
］は図２５［１］におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【図２６】本発明の実施例５を示す概略断面図であり、図２６［１］～図２６［４］の順
に工程が進行する。
【図２７】本発明の実施例６を示す概略平面図であり、図２７［１］～図２７［２］の順
に工程が進行する。
【符号の説明】
【００７２】
　１０１，３０１，４０１，５０１，６０１　ガラス基板（第一の基板）
　１０２　断熱膜
　１０３，３０３，４０３　酸化シリコン膜
　１０４，３０４，４０４，５０４　非晶質シリコン膜（半導体膜）
　１０４’，３０４’，４０４’，５０４’　多結晶シリコン膜
　１０５，３０５，４０５，５０７　レーザ光
　１０６，３０６，４０６，５１１，７０１　ＴＦＴ（薄膜デバイス）
　１０７ｓ，１０７ｄ　コンタクトホール
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　１０８　ソース領域
　１０９　チャネル領域
　１１０　ドレイン領域
　１１１　ゲート絶縁膜
　１１２　ソース電極
　１１３　ゲート電極
　１１４　第１層間絶縁膜
　１１５　ドレイン電極
　１１６　第２層間絶縁膜
　１１７，２０５，３０７，４０７，５１２，６０９，７０２，７０５　接着層
　１１８，２０６，３０８，４０８，５１３，６１０　プラッスチック基板（第二の基板
）
　３０２，４０２　多孔質酸化シリコン膜（断熱膜）
　３０９，５０５，５１４，６０６，６１１　フッ酸（エッチャント）
　４０１’　クロム膜（剥離膜）
　４０９　クロムエッチャント
　５０２，６０２　酸化シリコン膜（空隙を有する膜）
　５０３，６０３，６０７　窒化シリコン膜
　５０６，６０８　空隙
　５０８　グレイン
　５０９　微結晶
　５２０，６２０　エッチャント導入孔（貫通孔）
　６０４　層間絶縁膜
　６０５　配線
　７０３　１次転写基板
　７０５　２次転写基板
　８０２　エッチング液
　８０１，８０３　積層体
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【図１１】 【図１２】



(19) JP 4507560 B2 2010.7.21

【図１３】 【図１４】
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【図１９】 【図２０】
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