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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上に堆積されるアモルファスシリコンにエキシマレーザビームを照射して前記
アモルファスシリコンを多結晶化するエキシマレーザアニール装置において、
　前記絶縁基板を支持する支持手段と、
　この支持手段を走査可能に収納する筐体と、
　この筐体外部から前記筐体内にて走査移動される前記支持手段にエキシマレーザビーム
を発光する光源と、
　前記筐体に形成され、前記光源から発光された前記エキシマレーザビームを前記筐体内
に入射する開口部と、
　この開口部周縁を支持し、内周の少なくとも一部がこの一部近傍を通過する前記エキシ
マレーザビームの外側への進行方向に対して同方向に傾斜して成る窓枠と、
　を具備する事を特徴とするエキシマレーザアニール装置。
【請求項２】
　前記窓枠の内周の少なくとも一部が、エキシマレーザビームの開口部周縁における入射
角度より広角と成る方向に傾斜して成る事を特徴とする請求項１に記載のエキシマレーザ
アニール装置。
【請求項３】
　前記エキシマレーザビームの断面形状がほぼ長方形であり、窓枠の内周の少なくとも一
部が、前記エキシマレーザビームの長軸と向き合う部分である事を特徴とする請求項１又
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は請求項２の何れかに記載のエキシマレーザアニール装置。
【請求項４】
　絶縁基板上に堆積されるアモルファスシリコンにエキシマレーザビームを照射して成る
多結晶シリコンを半導体層として薄膜トランジスタを形成する多結晶薄膜トランジスタの
製造方法において、
　前記絶縁基板上に前記アモルファスシリコンを堆積する工程と、
　前記絶縁基板を支持する支持手段を走査移動可能に収納する筐体内に、内周の少なくと
も一部がこの一部近傍を通過するエキシマレーザビームを発光する光源からのエキシマレ
ーザビームの外側への進行方向に対して同方向に傾斜して成る窓枠を有する開口部を介し
て前記エキシマレーザビームを入射して、前記アモルファスシリコンを多結晶シリコンに
結晶化する工程と、
　を具備する事を特徴とする多結晶薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項５】
　前記窓枠の内周の少なくとも一部が、開口部周縁におけるエキシマレーザビームの入射
角度より広角と成る方向に傾斜して成る事を特徴とする請求項４に記載の多結晶薄膜トラ
ンジスタの製造方法。
【請求項６】
　前記エキシマレーザビームの断面形状がほぼ長方形であり、窓枠の内周の少なくとも一
部が、前記エキシマレーザビームの長軸と向き合う部分である事を特徴とする請求項４又
は請求項５の何れかに記載の多結晶薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項７】
　第１の絶縁基板上に堆積されるアモルファスシリコンにエキシマレーザビームを照射し
て成る多結晶シリコンを半導体層として形成される薄膜トランジスタにて駆動される画素
電極を有するアレイ基板と、第２の絶縁基板上に対向電極を有し前記アレイ基板に対向し
て配置される対向基板と、前記アレイ基板及び前記対向基板間に封入される液晶組成物と
を有する液晶表示素子の製造方法において、
　前記第１の絶縁基板上に前記アモルファスシリコンを堆積する工程と、
　前記第１の絶縁基板を支持する支持手段を走査移動可能に収納する筐体内に、内周の少
なくとも一部がこの一部近傍を通過するエキシマレーザビームを発光する光源からのエキ
シマレーザビームの外側への進行方向に対して同方向に傾斜して成る窓枠を有する開口部
を介して前記エキシマレーザビームを入射して、前記アモルファスシリコンを多結晶シリ
コンに結晶化する工程と、
　を具備する事を特徴とする液晶表示素子の製造方法。
【請求項８】
　前記窓枠の内周の少なくとも一部が、開口部周縁におけるエキシマレーザビームの入射
角度より広角と成る方向に傾斜して成る事を特徴とする請求項７に記載の液晶表示素子の
製造方法。
【請求項９】
　前記エキシマレーザビームの断面形状がほぼ長方形であり、窓枠の内周の少なくとも一
部が、前記エキシマレーザビームの長軸と向き合う部分である事を特徴とする請求項７又
は請求項８の何れかに記載の液晶表示素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アモルファスシリコンをアニールして多結晶シリコンを得るために、アモルフ
ァスシリコンにエキシマレーザビームを照射するエキシマレーザアニール装置及び、この
エキシマレーザアニール装置によるアニールにより形成される多結晶シリコンを半導体層
とする多結晶薄膜トランジスタの製造方法並びに、このようにして得られた多結晶薄膜ト
ランジスタを用いて成る液晶表示素子の製造方法に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
近年、高精細な液晶表示素子のスイッチング素子として、移動度が高く且つ液晶表示素子
の駆動も含めた高性能化が可能であることから、多結晶シリコンを半導体層とする多結晶
薄膜トランジスタ（以下ｐ－ＳｉＴＦＴと略称する。）の実用化が進められている。一般
に多結晶シリコンは、アモルファスシリコンにレーザビームを照射して多結晶化するレー
ザアニール法により形成されている。
【０００３】
このようなレーザアニール法において、液晶表示素子の大型化に応じるためのｐ－ＳｉＴ
ＦＴが形成されるアレイ基板の一層の大面積化に伴い、レーザビームの長尺化が要求され
る。但しレーザビームの長尺化に拘わらず、レーザビームの長さが、アレイ基板の表示領
域の幅より短く、レーザビーム１ラインの長さではアレイ基板の走査幅をカバー出来ない
場合は、図５に示す様に、アレイ基板５の表示領域をＰ１及びＰ２に分割して、分割され
た領域毎にレーザビームＬにより走査を行っていた
このためアレイ基板５上には、レーザビームＬが重ねて照射される領域Ｑを生じてしまい
、この重ね照射領域Ｑでは他の領域と特性が異なったり、表面凹凸の程度が異なっており
、このようなアレイ基板を用いて液晶表示素子を製造すると、表示品位の低下を生じ、ひ
いては生産歩留まりを低下するという問題を生じていた。
【０００４】
従って、アニールにより極力良好な多結晶シリコンを得るため、従来は、レーザビームの
ライン長の長いエキシマレーザアニール装置を用いていて、アモルファスシリコンのアニ
ールを行っていた。
【０００５】
即ち図６に示す市販のエキシマレーザアニール装置１は、光源から発光され結像レンズ２
を通過した所定長さのエキシマレーザビーム３の両端を、長尺スリット４でカットした後
、窓枠６に支持されるアニーラウィンドウ７を介し、アニールチャンバ８に入射し、ステ
ージ１０上に照射して、ステージ１０により走査移動可能に支持されるアレイ基板１１上
のアモルファスシリコンを、１ラインのエキシマレーザビーム３でアニールして多結晶化
していた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながらライン長の長いエキシマレーザビームであってもそのライン長は限界が有る
一方、液晶表示素子は、より一層の大型化の要求により、１３．３型（２０３ｍｍ×２７
０ｍｍ）の大型のものが主流に成りつつ有る。駆動回路体型のアレイ基板を得るためには
、２１０×２８０の多結晶シリコンが必要となる。これに対し、現状の市販のエキシマレ
ーザアニール装置においては、エキシマレーザビームのライン長は最大２００ｍｍ程度が
限界とされている。従ってエキシマレーザビームを用いても、より大型の１３．３型の液
晶表示素子のアレイ基板をアニールするには、１ラインのエキシマレーザビームではその
全域をカバー出来ず、アレイ基板を２領域に分割してアニールせざるを得ず、ひいては周
囲と特性の異なるレーザビームの重ね照射領域を生じてしまい、表示品位の低下を来たす
という問題を依然として生じてしまっていた。
【０００７】
このため、少なくとも１３．３型の、より大型の液晶表示素子に適用出来る様、市販のエ
キシマレーザアニール装置のエキシマレーザビームの長さを少しでも長くするための開発
が成されているが、エキシマレーザの出力アップや、より最適な光学系の開発を必要とす
る等、開発に時間を要する問題が多く、その実現が成されずにいる。
【０００８】
他方、前述の市販のエキシマレーザアニール装置１は、アニールチャンバ８内のステージ
１０上にエキシマレーザビーム３を入射させるアニーラウィンドウ７を支える窓枠６の内
周６ａが、エキシマレーザビームの進行方向に対して平行に形成されている。
【０００９】
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これに対し、エキシマレーザビーム３は光源から広がりながらアニールチャンバ８に入射
してくるので、点線領域［Ｒ］にて入射されたエキシマレーザビーム３は窓枠６の内周６
ａで反射を生じる。この反射ビームがアレイ基板１に照射されると、アレイ基板１上での
エキシマレーザビーム３の照射強度分布に凹凸を生じ、ビームプロフアイルがトップフラ
ット形でなくなってしまい、均一なアニールを得られず、多結晶シリコンの均一な結晶化
を得られないという問題を生じていた。
【００１０】
このため従来は、アニールチャンバ８への入射時、エキシマレーザビーム３の両端が窓枠
６に触れないよう、エキシマレーザビーム３幅を狭める様、長尺スリット４の位置を狭め
たり、或いはアニーラウィンドウ７よりも光源側にスリットを形成したりしており、結果
としてアレイ基板１に照射されるエキシマレーザビーム３のビーム長の長尺化が必要以上
に損なわれ、エキシマレーザアニール装置のメリットを最大限に生かしきれずにいた。
【００１１】
本発明は上記課題を除去するもので、光源からのエキシマレーザビームをアニーラウィン
ドウを介しアニールチャンバに入射する際に、エキシマレーザビームのビーム長を必要以
上に短縮する事無く、長尺レーザビームであるエキシマレーザビームのメリットを最大限
に生かす事により、より大型のアレイ基板に対しても全面にわたりエキシマレーザビーム
を均一強度で照射出来、ひいては多結晶薄膜トランジスタ装置の駆動特性の均一化を図り
、表示品位の高い液晶表示素子を得る事の出来るエキシマレーザアニール装置、多結晶薄
膜トランジスタ装置の製造方法及び液晶表示素子の製造方法を提供することを目的とする
。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記課題を解決するため、絶縁基板上に堆積されるアモルファスシリコンにエ
キシマレーザビームを照射して前記アモルファスシリコンを多結晶化するエキシマレーザ
アニール装置において、前記絶縁基板を支持する支持手段と、この支持手段を走査可能に
収納する筐体と、この筐体外部から前記筐体内にて走査移動される前記支持手段にエキシ
マレーザビームを発光する光源と、前記筐体に形成され、前記エキシマレーザビーム発光
手段から発光された前記エキシマレーザビームを前記筐体内に入射する開口部と、
　この開口部周縁を支持し、内周の少なくとも一部がこの一部近傍を通過する前記エキシ
マレーザビームの外側への進行方向に対して同方向に傾斜して成る窓枠と、を設けるもの
である。
【００１３】
そして本発明は上記構成により、窓枠から筐体内への入射時、窓枠にてエキシマレーザビ
ームの反射を生じる事が無く、照射強度が均一且つより長尺のエキシマレーザビームによ
り、より大型のアレイ基板の均一なアニールを可能とするものである。
【００１４】
　又本発明は上記課題を解決するため、絶縁基板上に堆積されるアモルファスシリコンに
エキシマレーザビームを照射して成る多結晶シリコンを半導体層として薄膜トランジスタ
を形成する多結晶薄膜トランジスタの製造方法において、前記絶縁基板上に前記アモルフ
ァスシリコンを堆積する工程と、前記絶縁基板を支持する支持手段を走査移動可能に収納
する筐体内に、内周の少なくとも一部がこの一部近傍を通過するエキシマレーザビームを
発光する光源からのエキシマレーザビームの外側への進行方向に対して同方向に傾斜して
成る窓枠を有する開口部を介して前記エキシマレーザビームを入射して、前記アモルファ
スシリコンを多結晶シリコンに結晶化する工程と、を実施するものである。
【００１５】
そして本発明は上記構成により、照射強度が均一且つより長尺のエキシマレーザビームで
の照射により、より大型のアレイ基板上に均一な多結晶シリコンを得られ、ひいては均一
な駆動特性のｐ－ＳｉＴＦＴを、大面積で得るものである。
【００１６】
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　又本発明は上記課題を解決するため、第１の絶縁基板上に堆積されるアモルファスシリ
コンにエキシマレーザビームを照射して成る多結晶シリコンを半導体層として形成される
薄膜トランジスタにて駆動される画素電極を有するアレイ基板と、第２の絶縁基板上に対
向電極を有し前記アレイ基板に対向して配置される対向基板と、前記アレイ基板及び前記
対向基板間に封入される液晶組成物とを有する液晶表示素子の製造方法において、前記第
１の絶縁基板上に前記アモルファスシリコンを堆積する工程と、前記第１の絶縁基板を支
持する支持手段を走査移動可能に収納する筐体内に、内周の少なくとも一部がこの一部近
傍を通過するエキシマレーザビームを発光する光源からのエキシマレーザビームの外側へ
の進行方向に対して同方向に傾斜して成る窓枠を有する開口部を介して前記エキシマレー
ザビームを入射して、前記アモルファスシリコンを多結晶シリコンに結晶化する工程と、
を実施するものである。
【００１７】
そして本発明は上記構成により、照射強度が均一且つより長尺のエキシマレーザビームで
の照射により、より大型のアレイ基板上に形成される均一な多結晶シリコンをからなる駆
動特性の均一なｐ－ＳｉＴＦＴを用いて成る、より大型の表示品位の良好な液晶表示素子
を得るものである。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下本発明を図１乃至図４に示す実施の形態を参照して説明する。１２は１３．３型（２
１０ｍｍ×２８０ｍｍ）の駆動回路一体型の液晶表示素子であり、ｐ－ＳｉＴＦＴ１３に
て画素電極２８を駆動するアレイ基板１６と対向基板１７との間隙に、配向膜１８ａ、１
８ｂを介して液晶組成物２０を封入してなっている。
【００１９】
アレイ基板１６は第１の絶縁基板２１上にアンダーコート層２２を介し多結晶シリコンか
らなる活性層２３ａ、ドレイン領域２３ｂ、ソース領域２３ｃを有する半導体層２３がパ
ターン形成されている。半導体層２３上にはゲート絶縁膜２４を介しゲート電極２６が形
成されている。更に層間絶縁膜２７を介し画素電極２８が形成され、画素電極２８及びソ
ース領域２３ｃがソース電極３０により接続され、ドレイン領域２３ｂ及び信号線（図示
せず）がドレイン電極３１により接続されている。又３２は保護膜である。対向基板１７
は、第２の絶縁基板３３上に対向電極３４を有している。
【００２０】
次に、第１の絶縁基板２１上にて多結晶シリコンの半導体層２３を得るために、アモルフ
ァスシリコンをレーザアニールするエキシマレーザアニール装置について述べる。図２は
エキシマレーザアニール装置３６をエキシマレーザビーム３７の長軸方向から見た概略構
成図である。エキシマレーザアニール装置３６は、光源（図示せず）から発光されるエキ
シマレーザビーム３７を、結像レンズ３８で結像し、長尺スリット４０にて両端をカット
し、アニールチャンバ４１内にて、エキシマレーザビーム３７の長軸方向と垂直な方向に
走査移動するステージ４２上に照射される。
【００２１】
即ち、アニールチャンバ４１の上方には窓枠４３に支持されるアニーラウィンドウ４４が
形成され、長尺スリット４０にて両端をカットされたエキシマレーザビーム３７は、この
アニーラウィンドウ４４を介しアニールチャンバ４１に入射するようになっている。そし
てアニーラウィンドウ４４を支える窓枠４３の周縁のうち、エキシマレーザビーム３７の
長軸と向かい合う周縁部４３ａが斜めにカットされている。このためエキシマレーザビー
ム３７は、光源（図示せず）から広がりながら窓枠４３いっぱいの幅で、アニーラウィン
ドウ４４に入射しても、窓枠４３に当たる事が無い。従って、ステージ４２上に照射され
るエキシマレーザビーム３７は、長尺スリット４０により必要以上に両端をカットしなく
ても、凹凸の無い、均一の強度分布をえられる。
【００２２】
このエキシマレーザアニール装置３６によるステージ４２上でのエキシマレーザビーム３
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７の長軸の強度分布を調べた所、図３に示す様に、長さ２２０ｍｍに渡り、トップフラッ
トのビームプロフアイルを有する事が判明した。
【００２３】
次にエキシマレーザアニール装置３６によるアレイ基板１６の多結晶シリコンからなる半
導体層２３の形成方法について述べる。
【００２４】
先ず４００ｍｍ×５００ｍｍサイズのガラス基板４７上にプラズマＣＶＤ法により窒化シ
リコン（ＳｉＮｘ）膜を５０ｎｍ、酸化シリコン（ＳｉＯｘ）膜を１００ｎｍ成膜してな
るアンダーコート層２２を形成し、次いでプラズマＣＶＤ法によりアモルファスシリコン
を５０ｎｍ成膜する。この後窒素雰囲気中で５００℃、１時間の熱処理を行い、膜中の水
素濃度を低下させる。この時、アモルファスシリコンの膜厚を分光エリプソ法により求め
た所実際の膜厚は５１ｎｍであった。
【００２５】
その後、ガラス基板４７をエキシマレーザアニール装置３６のステージ４２に載置し、ス
テージ４２をエキシマレーザビーム３７の長軸と垂直方向に０．６ｍｍ／ｓの速度で走査
移動しながら、図４に示す様に、先ず片側の第１の領域［Ａ］のアモルファスシリコンを
、エキシマレーザビーム３７にてアニールする。光源（図示せず）にてエキシマレーザを
３００Ｈｚで発振させ、エキシマレーザビーム３７の照射サイズは、２２０ｍｍ×０．４
ｍｍの線状ビームとし、ガラス基板４７上での照射エネルギー密度は３００ｍＪ／ｃｍ2 
、エキシマレーザビームの長軸方向と垂直な方向への走査時のオーパーラップ率は９５％
となるように設定した。
【００２６】
ガラス基板４７の第１の領域［Ａ］のアニール走査を終了し、多結晶シリコンを形成した
ら、残りの第２の領域［Ｂ］のアモルファスシリコンを同様にアニールし、両領域［Ａ］
、［Ｂ］を共にエキシマレーザビーム３７の１ラインの幅でアニールし、多結晶化して多
結晶シリコンを形成する。次いでガラス基板４７をステージ４２から取り出し、フォトリ
ソグラフィ技術を用いて、ガラス基板４７の両領域［Ａ］、［Ｂ］に、多結晶シリコンを
半導体層２３とするｐ－ＳｉＴＦＴ１３及び、画素電極２８を作成してガラス基板４７上
の第１及び第２の領域［Ａ］、［Ｂ］に夫々アレイ基板１６を形成する。
【００２７】
この後、２枚分のアレイ基板１６を有するガラス基板４７を切りだし、それと、対向基板
１７を有するガラス基板（図示せず）とをシール剤（図示せず）にて固着し、液晶セルを
形成した後、間隙に液晶組成物２０を封入し、２個の１３．３型の液晶表示素子１２を完
成する。
【００２８】
この様に構成すれば、従来と同じ市販の装置を用い、エキシマレーザアニール装置３６の
アニーラウィンドウ４４を支える窓枠４３の周縁部４３ａを斜めにカットして、エキシマ
レーザビーム３７の窓枠４３での反射を防止する事により、エキシマレーザビーム３７を
窓枠４３いっぱいの幅でアニールチャンバ４１に入射出来、エキシマレーザの出力アップ
や、光学系を変える事無く、従来に比し、エキシマレーザビーム３７のライン長を長く出
来、幅２２０ｍｍにわたりトップフラットのビームプロフアイルを有するエキシマレーザ
ビーム３７を得られる。従って、大型の１３．３型の駆動回路一体型のアレイ基板１６で
あっても、アニール時、１ライン長のエキシマレーザビーム３７でアニール幅全長をカバ
ー出来、１３．３型の大型の駆動回路一体型のアレイ基板１６であっても、レーザビーム
の重ね照射領域を生じる事無く、均一にアニール出来、大型の液晶表示素子１２に適用可
能な均一特性を有する多結晶シリコンを容易に形成可能と成る。
【００２９】
そしてこのようなエキシマレーザアニール装置３６による、ライン長の長いエキシマレー
ザビーム３７にて均一にアニールされ、均一に結晶化される多結晶シリコンを半導体層と
することにより、高い移動度を示すＴＦＴを大面積で均一に得られることから、このよう
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を容易に得られ、生産歩留まりを向上出来、高い表示品位を有する液晶表示素子の作製が
可能と成る。
【００３０】
尚本発明は上記実施の形態に限られるものでなく、その趣旨を変えない範囲での変更は可
能であって、例えば窓枠の傾斜角度は、エキシマレーザビームの反射を生じない範囲であ
れば限定されない。又エキシマレーザビームの出力や周波数等も限定されない。
【００３１】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、エキシマレーザの出力アップや、光学系の性能向上
を図る事無く、アニーラウィンドウを支持する窓枠内周を斜めにカットするのみで、エキ
シマレーザビームの窓枠での反射を防止し、容易にエキシマレーザアニール装置のライン
長の長尺化を実現出来る。従って、１ライン長のエキシマレーザビームによるアニール幅
を増大出来、大面積であってもアレイ基板上のアモルファスシリコンのアニール幅を１ラ
イン長のエキシマレーザビームによりカバーできる事から、アニール時にエキシマレーザ
ビームの重ね照射領域を生じる事が無く、全面に渡り均一なアニールを行えひいては均質
な多結晶シリコンを容易にえられる。そしてこの均質な多結晶シリコンを半導体層とする
移動度の高いＴＦＴを大面積で均一に得られ、ひいては、１３．３型の大型のであり且つ
表示特性が均一で表示品位の高い液晶表示素子を歩留まり低下を生じる事無く容易に作製
可能と成る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における液晶表示素子を示す一部概略断面図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるエキシマレーザアニール装置を長軸方向から見た概
略構成図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるエキシマレーザアニール装置にるステージ上でのエ
キシマレーザビームの長軸の強度分布を示すグラフである。
【図４】本発明の実施の形態におけるエキシマレーザアニール装置によるガラス基板のア
ニール工程を示す説明図である。
【図５】従来の大型のアレイ基板を分割してレーザアニールする状態を示す説明図である
。
【図６】従来のエキシマレーザアニール装置を示す概略構成図である。
【符号の説明】
１２…液晶表示素子
１３…ｐ－ＳｉＴＦＴ
１６…アレイ基板
１７…対向基板
２０…液晶組成物
２３…半導体層
２８…画素電極
３６…エキシマレーザアニール装置
３７…エキシマレーザビーム
４１…アニールチャンバ
４２…ステージ
４３…窓枠
４３ａ…周縁部
４７…ガラス基板
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