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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膜を処理するためのシステムであって、
　一連のレーザ・ビーム・パルスを供給するレーザ源と、
　各レーザ・ビーム・パルスを、各々のビームレットが、ｙ方向を定める長さと、ｘ方向
を定める幅と、照射された領域内で膜をその厚さ全体を通して溶融させるのに十分なフル
エンスとを有し、さらにギャップによって隣接するビームレットからｘ方向に離間される
、１組の成形ビームレットに成形するレーザ光学系と、
　前記膜を支持し、少なくとも前記ｘ方向に並進可能なステージと、
　１組の命令を格納するメモリと、
を備え、前記命令は、
　第１のレーザ・ビーム・パルスから第１の組の成形ビームレットを生成すること、
　前記第１の組の成形ビームレットで前記膜の第１の領域を照射して第１の組の溶融ゾー
ンを形成し、前記第１の組の溶融ゾーンは冷却されると横方向に結晶化して、前記ｘ方向
に対して平行な結晶粒を含み、該各々の成形ビームレットの前記長さ及び幅と同じ長さ及
び幅を有し、該成形ビームレットを分離する前記ギャップと同じギャップによって隣接す
る結晶化領域から分離される第１の組の結晶化領域を形成すること、
　第２のレーザ・ビーム・パルスから第２の組の成形ビームレットを生成すること、及び
　前記第２の組の成形ビームレットで前記膜の第２の領域を照射するように該膜を連続的
に走査して、前記第１の組の結晶化領域から前記ｘ方向に変位した第２の組の溶融ゾーン
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を形成し、前記第２の組の溶融ゾーンのうちの少なくとも１つの溶融ゾーンは、前記第１
の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域に部分的に重なり、冷却されると結晶化
して、前記少なくとも１つの結晶化領域内で結晶粒の伸長を形成し、該伸長結晶粒が前記
走査方向と平行であり、かつ前記第２の領域が前記第１の領域と少なくとも５０％だけ重
なっている、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記メモリは、前記第２の組の溶融ゾーンの前記少なくとも１つの溶融ゾーンを前記第
１の組の結晶化領域の２つの隣接する結晶化領域に部分的に重ね合わせる命令をさらに含
み、該少なくとも１つの溶融ゾーンは、冷却されると結晶化して、前記２つの隣接する結
晶化領域内で結晶の伸長を形成することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記メモリは、前記第２の組の溶融ゾーンの前記少なくとも１つの溶融ゾーンと前記第
１の組の結晶化領域の前記２つの隣接する結晶化領域との間に、前記ｘ方向に対して平行
な結晶粒を有する均一な結晶微細構造を境界づける連続したエリアを形成する重なりエリ
アを提供する命令をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記レーザ光学系は、各ビームレットを少なくとも１つのテーパ端部を含むように成形
することを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記レーザ光学系は、各ビームレットを前記テーパ端部が台形を含むように成形するこ
とを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記レーザ光学系は、各ビームレットを前記テーパ端部が三角形を含むように成形する
ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記レーザ光学系は、各ビームレットを１：５と１：５０００との間の長さに対する幅
のアスペクト比を有するように成形することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記レーザ光学系は、各ビームレットを４μｍと１０μｍとの間の幅を有するように成
形することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記レーザ光学系は、前記ビームレットの組を前記ビームレットの幅より小さい幅のギ
ャップを有するように成形することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記レーザ光学系は、前記ビームレットの組を前記ビームレットの前記幅の半分又はそ
れ以下の幅のギャップを有するように成形することを特徴とする請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項１１】
　前記メモリは、前記第２の組の溶融ゾーンの前記少なくとも１つの溶融ゾーンを、前記
第１の組の結晶化領域の前記少なくとも１つの結晶化領域に、該少なくとも１つの結晶化
領域内の１つ又はそれ以上の結晶の前記横方向成長の長さより大きく、かつ該横方向成長
の長さの２倍より小さい距離だけ重ね合わせる命令をさらに含むことを特徴とする請求項
１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記メモリは、前記第２の組の溶融ゾーンの前記少なくとも１つの溶融ゾーンを、前記
第１の組の結晶化領域の前記少なくとも１つの結晶化領域に、該少なくとも１つの結晶化
領域内の１つ又はそれ以上の結晶の前記横方向成長の長さの９０％より小さく、かつその
１０％より大きい距離だけ重ね合わせる命令をさらに含むことを特徴とする請求項１に記
載のシステム。
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【請求項１３】
　前記メモリは、前記第２の組の溶融ゾーンの前記少なくとも１つの溶融ゾーンを、前記
第１の組の結晶化領域の前記少なくとも１つの結晶化領域に、該少なくとも１つの結晶化
領域内の１つ又はそれ以上の結晶の前記横方向成長の長さの５０％だけ重ね合わせる命令
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記メモリは、前記第２の組の溶融ゾーンの前記少なくとも１つの溶融ゾーンを、前記
第１の組の結晶化領域の前記少なくとも１つの結晶化領域に、所定の結晶特性の組を少な
くとも前記重なり領域に提供するように選択された量だけ重ね合わせる命令をさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記所定の結晶特性の組は、画素ＴＦＴのチャネル領域に適していることを特徴とする
請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記メモリは、前記膜の前記第１の領域を前記第１の組の成形ビームレットで照射した
後に、該膜の前記第２の領域を前記第２の成形ビームレットで照射するように該膜を前記
ｘ方向に並進させる命令をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記レーザ光学系は、マスクを備えることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記マスクは、一列のスリットを備えることを特徴とする請求項１７に記載のシステム
。
【請求項１９】
　前記レーザ源は、１ｋＨｚより大きい周波数で前記一連のレーザ・パルスを供給するこ
とを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記レーザ源は、６ｋＨｚより大きい周波数で前記一連のレーザ・パルスを供給するこ
とを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記膜は、シリコンを含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記メモリは、
　第３のレーザ・ビーム・パルスから第３の組の成形ビームレットを生成し、
　前記第３の組の成形ビームレットで前記膜の第３の領域を照射するように該膜を連続的
に走査して、前記第１及び第２の組の結晶化領域から前記ｘ方向に変位した第３の組の溶
融ゾーンを形成する命令をさらに含み、
　前記第３の組の溶融ゾーンのうちの少なくとも１つの溶融ゾーンは、前記第２の組の結
晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域に部分的に重なり、冷却されると結晶化して、該
第２の組の結晶化領域の前記少なくとも１つの結晶化領域内で結晶の伸長を形成すること
を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記メモリは、前記第３の組の溶融ゾーンの前記少なくとも１つの溶融ゾーンを前記第
１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域に部分的に重ね合わせる命令をさらに
含み、該少なくとも１つの溶融ゾーンは、冷却されると結晶化して、該第１の組の結晶化
領域の前記少なくとも１つの結晶化領域内で結晶の伸長を形成することを特徴とする請求
項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記メモリは、前記第３の組の溶融ゾーンの溶融ゾーンを前記第１の組の結晶化領域の
少なくとも１つの結晶化領域に重ね合わせない命令をさらに含むことを特徴とする請求項
２２に記載のシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示内容は、一般に、薄膜のレーザ結晶化に関する。
【０００２】
（関連出願）
　本出願は、「高周波レーザのための２ショットＳＬＳスキームの最適化（２－Ｓｈｏｔ
　ＳＬＳ　Ｓｃｈｅｍｅ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｈｉｇｈ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｌａｓｅｒｓ)」という名称で２００５年８月１６日に出願された米国仮特許出
願番号第６０／７０８，６１５号に基づく優先権を主張するものであり、この全内容は引
用により本明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００３】
　半導体処理の分野においては、非晶質シリコン薄膜を多結晶膜に変換する多くの技術が
記述されてきた。こうした技術の１つが、逐次的横方向結晶化（「ＳＬＳ」：ｓｅｑｕｅ
ｎｔｉａｌ　ｌａｔｅｒａｌ　ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）である。ＳＬＳは、これ
らに限定されるものではないが、熱に対して不耐性の基板（例えば、ガラス及びプラスチ
ック）のような基板上に細長い結晶粒を有する多結晶膜を製造することができる、パルス
・レーザ結晶化プロセスである。ＳＬＳのシステム及びプロセスの例は、本出願人が所有
する米国特許第６，３２２，６２５号、米国特許第６，３６８，９４５号、米国特許第６
，５５５，４４９号、及び米国特許番号第６，５７３，５３１号に記載されており、これ
らの全内容は引用により本明細書に組み入れられる。
【０００４】
　ＳＬＳは、制御されたレーザ・パルスを用いて、基板上の非晶質又は多結晶質薄膜のあ
る領域を溶融させる。膜の溶融された領域は、次に横方向に結晶化して、一方向に固化し
た１つの横方向柱状微細構造又は位置制御された多数の大きな単結晶領域になる。一般に
、溶融／結晶化プロセスは、薄膜の表面全体にわたって逐次的に繰り返される。その後、
画像センサ及びアクティブ・マトリックス型液晶ディスプレイ（「ＡＭＬＣＤ」）のよう
な１つ又はそれ以上のデバイスを、この結晶化膜から製造することができる。後者のデバ
イスにおいては、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の規則的なアレイが透明基板上に製造され
、各トランジスタは、画素のコントローラとして機能する。
【０００５】
　多結晶材料を用いてＴＦＴを有するデバイスを製造する場合には、ＴＦＴチャネル内の
キャリア輸送に対する全抵抗は、キャリアが所与の電位の影響下で移動するときにそのキ
ャリアが横切る必要がある障壁の組み合わせによって影響を受ける。ＳＬＳによって処理
された材料内では、キャリアは、多結晶材料の粒の長軸に対して垂直に移動する場合には
粒の長軸に対して平行に移動する場合より多くの粒界を横切るので、より高い抵抗に遭遇
する。したがって、一般に、ＳＬＳ処理された多結晶膜上に製造されるＴＦＴデバイスの
性能は、膜の粒の長軸に関連した、チャネル内の膜の微細構造に依存する。
【発明の開示】
【０００６】
　１つの態様の下では、薄膜を処理するための方法は、第１のレーザ・ビーム・パルスか
ら第１の組の成形ビームレット（ｓｈａｐｅｄ　ｂｅａｍｌｅｔ）を生成し、第１の組の
ビームレットの各々のビームレットは、ｙ方向を定める長さと、ｘ方向を定める幅と、照
射された膜領域内で膜をその厚さ全体を通して実質的に溶融させるのに十分なフルエンス
とを有し、さらにギャップによって第１の組のビームレットの隣接するビームレットから
ｘ方向に離間されるステップと、第１の組の成形ビームレットで膜の第１の領域を照射し
て第１の組の溶融ゾーンを形成し、第１の組の溶融ゾーンは冷却されると横方向に結晶化
して、ｘ方向に対して実質的に平行な結晶粒を含み、各々の成形ビームレットの長さ及び
幅と実質的に同じ長さ及び幅を有し、成形ビームレットを分離するギャップと実質的に同
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じギャップによって隣接する結晶化領域から分離される第１の組の結晶化領域を形成する
ステップと、第２のレーザ・ビーム・パルスから第２の組の成形ビームレットを生成し、
第２の組のビームレットの各ビームレットは、第１の組のビームレットの各ビームレット
の長さ、幅、フルエンス、及び間隔と実質的に同じ長さ、幅、フルエンス、及び間隔を有
するステップと、第２の組の成形ビームレットで膜の第２の領域を照射するように膜を連
続的に走査して、第１の組の結晶化領域からｘ方向に変位した第２の組の溶融ゾーンを形
成し、第２の組の溶融ゾーンのうちの少なくとも１つの溶融ゾーンは、第１の組の結晶化
領域の少なくとも１つの結晶化領域に部分的に重なり、冷却されると結晶化して、その少
なくとも１つの結晶化領域内で結晶の伸長を形成するステップと、を含む。
【０００７】
　１つ又はそれ以上の実施形態は、以下の特徴のうちの１つ又はそれ以上を含む。第２の
組の溶融ゾーンの少なくとも１つの溶融ゾーンは、第１の組の結晶化領域の２つの隣接す
る結晶化領域に部分的に重なり、冷却されると結晶化して、その２つの隣接する結晶化領
域内で結晶の伸長（ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ）を形成する。第２の組の溶融ゾーンの少なく
とも１つの溶融ゾーンと第１の組の結晶化領域の２つの隣接する結晶化領域との間の重な
りエリアは、ｘ方向に対して実質的に平行な結晶粒を有する実質的に均一な結晶の微細構
造を境界づける連続したエリアを形成する。第１及び第２の組の成形ビームレットの各の
ビームレットを、少なくとも１つのテーパ端部を含むように成形する。テーパ端部は、台
形を含む。テーパ端部は、三角形を含む。第１及び第２の組の成形ビームレットの各ビー
ムレットを、１：５と１：５０００との間の長さに対する幅のアスペクト比を有するよう
に成形する。第１及び第２の組の成形ビームレットの各ビームレットを、４μｍと１０μ
ｍとの間の幅を有するように成形する。ギャップは、ビームレットの幅より小さいサイズ
を有する。第１及び第２の組の成形ビームレットのギャップは、第１及び第２の組の成形
ビームレットのビームレット幅の約半分又はそれ以下の幅を有する。第２の組の溶融ゾー
ンの少なくとも１つの溶融ゾーンは、第１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領
域に、少なくとも１つの結晶化領域内の１つ又はそれ以上の結晶の横方向成長の長さより
大きく、かつ横方向成長の長さの２倍より小さい距離だけ重なる。第２の組の溶融ゾーン
の少なくとも１つの溶融ゾーンは、第１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域
に、少なくとも１つの結晶化領域内の１つ又はそれ以上の結晶の横方向成長の長さの約９
０％より小さく、かつその約１０％より大きい距離だけ重なる。第２の組の溶融ゾーンの
少なくとも１つの溶融ゾーンは、第１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域に
、少なくとも１つの結晶化領域内の１つ又はそれ以上の結晶の横方向成長の長さの約５０
％だけ重なる。第２の組の溶融ゾーンの少なくとも１つの溶融ゾーンは、第１の組の結晶
化領域の少なくとも１つの結晶化領域に、所定の結晶特性の組を少なくとも重なり領域に
提供するように選択された量だけ重なる。所定の結晶特性の組は、画素ＴＦＴのチャネル
領域に適している。膜のいかなる所与の照射領域も、２つ又はそれ以下のパルスによって
照射される。ギャップは、結晶化していない膜を含む。ステップ（ａ）、（ｂ）、（ｃ）
、及び（ｄ）を調整するためのコンピュータ制御を提供する。第１及び第２の組の成形ビ
ームレットを生成するステップは、マスクを通して第１及び第２のレーザ・パルスを送出
するステップを含む。マスクは、第１及び第２のレーザ・パルスを送出する一列のスリッ
トを備える。約１ｋＨｚより大きい周波数で第１及び第２のレーザ・パルスを生成する。
約６ｋＨｚより大きい周波数で第１及び第２のレーザ・パルスを生成する。膜はシリコン
を含む。第３のレーザ・ビーム・パルスから第３の組の成形ビームレットを生成し、第３
の組のビームレットの各ビームレットは、第１及び第２の組のビームレットの各ビームレ
ットの長さ、幅、フルエンス、及び間隔と実質的に同じ長さ、幅、フルエンス、及び間隔
を有し、第３の組の成形ビームレットで膜の第３の領域を照射するように膜を連続的に走
査して、第１及び第２の組の結晶化領域からｘ方向に変位した第３の組の溶融ゾーンを形
成し、第３の組の溶融ゾーンのうちの少なくとも１つの溶融ゾーンは、第２の組の結晶化
領域の少なくとも１つの結晶化領域に部分的に重なり、冷却されると結晶化して、第２の
組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域内で結晶の伸長を形成する。第３の組の溶
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融ゾーンの少なくとも１つの溶融ゾーンは、第１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結
晶化領域にも部分的に重なり、冷却されると結晶化して、第１の組の結晶化領域の少なく
とも１つの結晶化領域内で結晶の伸長を形成する。第３の組の溶融ゾーンの溶融ゾーンは
、第１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域の上に部分的にも重ならない。第
１又は第２の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域内で薄膜トランジスタを製造
し、薄膜トランジスタは、少なくとも１つの結晶化領域内の結晶粒の方位に対して角度を
なして傾斜する。この角度は、約１－２０°である。この角度は、約１－５°である。
【０００８】
　別の態様の下では、膜を処理するためのシステムは、一連のレーザ・ビーム・パルスを
供給するレーザ源と、各々のレーザ・ビーム・パルスを、各々のビームレットが、ｙ方向
を定める長さと、ｘ方向を定める幅と、照射された領域内で膜をその厚さ全体を通して実
質的に溶融させるのに十分なフルエンスとを有し、さらにギャップによって隣接するビー
ムレットからｘ方向に離間される、１組の成形ビームレットに成形するレーザ光学系と、
膜を支持し、少なくともｘ方向に並進可能なステージと、１組の命令を格納するメモリと
、を備える。この命令は、第１のレーザ・ビーム・パルスから第１の組の成形ビームレッ
トを生成すること、第１の組の成形ビームレットで膜の第１の領域を照射して第１の組の
溶融ゾーンを形成し、第１の組の溶融ゾーンは冷却されると横方向に結晶化して、ｘ方向
に対して実質的に平行な結晶粒を含み、各々の成形ビームレットの長さ及び幅と実質的に
同じ長さ及び幅を有し、成形ビームレットを分離するギャップと実質的に同じギャップに
よって隣接する結晶化領域から分離される第１の組の結晶化領域を形成すること、第２の
レーザ・ビーム・パルスから第２の組の成形ビームレットを生成すること、及び第２の組
の成形ビームレットで膜の第２の領域を照射するように膜を連続的に走査して、第１の組
の結晶化領域からｘ方向に変位した第２の組の溶融ゾーンを形成し、第２の組の溶融ゾー
ンのうちの少なくとも１つの溶融ゾーンは、第１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結
晶化領域に部分的に重なり、冷却されると結晶化して、少なくとも１つの結晶化領域内で
結晶の伸長を形成すること、を含む。
【０００９】
　１つ又はそれ以上の実施形態は、以下の特徴のうちの１つ又はそれ以上を含む。メモリ
は、第２の組の溶融ゾーンの少なくとも１つの溶融ゾーンを第１の組の結晶化領域の２つ
の隣接する結晶化領域に部分的に重ね合わせる命令をさらに含み、少なくとも１つの溶融
ゾーンは、冷却されると結晶化して、２つの隣接する結晶化領域内で結晶の伸長を形成す
る。メモリは、第２の組の溶融ゾーンの少なくとも１つの溶融ゾーンと第１の組の結晶化
領域の２つの隣接する結晶化領域との間に、ｘ方向に対して実質的に平行な結晶粒を有す
る実質的に均一な結晶の微細構造を境界づける連続したエリアを形成する重なりエリアを
提供する命令をさらに含む。レーザ光学系は、各ビームレットを少なくとも１つのテーパ
端部を含むように成形する。レーザ光学系は、各ビームレットをテーパ端部が台形を含む
ように成形する。レーザ光学系は、各ビームレットをテーパ端部が三角形を含むように成
形する。レーザ光学系は、各ビームレットを１：５と１：５０００との間の長さに対する
幅のアスペクト比を有するように成形する。レーザ光学系は、各ビームレットを４μｍと
１０μｍとの間の幅を有するように成形する。レーザ光学系は、ビームレットの組をビー
ムレットの幅より小さい幅のギャップを有するように成形する。レーザ光学系は、ビーム
レットの組をビームレットの幅の約半分又はそれ以下の幅のギャップを有するように成形
する。メモリは、第２の組の溶融ゾーンの少なくとも１つの溶融ゾーンを、第１の組の結
晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域に、少なくとも１つの結晶化領域内の１つ又はそ
れ以上の結晶の横方向成長の長さより大きく、かつ横方向成長の長さの２倍より小さい距
離だけ重ね合わせる命令をさらに含む。メモリは、第２の組の溶融ゾーンの少なくとも１
つの溶融ゾーンを、第１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域に、少なくとも
１つの結晶化領域内の１つ又はそれ以上の結晶の横方向成長の長さの約９０％より小さく
、かつその約１０％より大きい距離だけ重ね合わせる命令をさらに含む。メモリは、第２
の組の溶融ゾーンの少なくとも１つの溶融ゾーンを、第１の組の結晶化領域の少なくとも
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１つの結晶化領域に、少なくとも１つの結晶化領域内の１つ又はそれ以上の結晶の横方向
成長の長さの約５０％だけ重ね合わせる命令をさらに含む。メモリは、第２の組の溶融ゾ
ーンの少なくとも１つの溶融ゾーンを、第１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化
領域に、所定の結晶特性の組を少なくとも重なり領域に提供するように選択された量だけ
重ね合わせる命令をさらに含む。この所定の結晶特性の組は、画素ＴＦＴのチャネル領域
に適している。メモリは、膜の第１の領域を第１の組の成形ビームレットで照射した後に
、膜の第２の領域を第２の組の成形ビームレットで照射するように膜をｘ方向に並進させ
る命令をさらに含む。レーザ光学系は、マスクを備える。マスクは、一列のスリットを備
える。レーザ源は、約１ｋＨｚより大きい周波数で一連のレーザ・パルスを供給する。レ
ーザ源は、約６ｋＨｚより大きい周波数で一連のレーザ・パルスを供給する。膜はシリコ
ンを含む。メモリは、第３のレーザ・ビーム・パルスから第３の組の成形ビームレットを
生成し、第３の組の成形ビームレットで膜の第３の領域を照射するように膜を連続的に走
査して、第１及び第２の組の結晶化領域からｘ方向に変位した第３の組の溶融ゾーンを形
成する命令をさらに含み、第３の組の溶融ゾーンのうちの少なくとも１つの溶融ゾーンは
、第２の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域に部分的に重なり、冷却されると
結晶化して、第２の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域内の結晶の伸長を形成
する。メモリは、第３の組の溶融ゾーンの少なくとも１つの溶融ゾーンを第１の組の結晶
化領域の少なくとも１つの結晶化領域に部分的に重ね合わせる命令をさらに含み、少なく
とも１つの溶融ゾーンは、冷却されると結晶化して、第１の組の結晶化領域の少なくとも
１つの結晶化領域内で結晶の伸長を形成する。メモリは、第３の組の溶融ゾーンの溶融ゾ
ーンを第１の組の結晶化領域の少なくとも１つの結晶化領域に重ね合わせない命令をさら
に含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本出願は、ＴＦＴが製造されることになる領域内に存在するエッジ・エリアの数を低減
しながら、高周波パルス・レーザを用いて薄膜の均一な逐次的横方向結晶化を行うための
システム及び方法を開示する。このシステム及び方法は、実質的に均一な結晶方位を有す
る結晶化エリアを提供する。ＳＬＳは、例えば１ｋＨｚより小さい低周波レーザを用いて
説明されている。初期のＳＬＳのシステム及び方法の詳細は、米国特許番号第６，５７３
，５３１号で見出すことができ、その全内容は引用により本明細書に組み入れられる。高
周波レーザは、ここで開示される実施形態の場合のようなＳＬＳプロセスにおいて随意的
に用いることができる。低周波レーザより実質的に高い出力の高周波レーザ（例えば、３
００Ｈｚで５００Ｗに対して、６０００Ｈｚで１２００Ｗ）は容易に入手可能であり、線
走査型ＳＬＳのような他の種類のＳＬＳプロセスのために用いることができる。
【００１１】
　図１は、ＳＬＳプロセスのために用いることができるシステムの例を示す。光源、例え
ばエキシマ・レーザ１１０がパルス・レーザ・ビームを生成し、これは、ミラー１３０、
１４０、１６０、テレスコープ１３５、ホモジナイザ１４５、ビーム・スプリッタ１５５
、及びレンズ１６５のような光学素子を通過する前に、パルス幅拡張器（ｐｕｌｓｅ　ｄ
ｕｒａｔｉｏｎ　ｅｘｔｅｎｄｅｒ）１２０及び減衰器プレート１２５を通過する。レー
ザ・ビーム・パルスは次に、並進ステージ（図示せず）上に置かれてもよいマスク１７０
、及び投影光学系１９５を通過する。投影光学系は、レーザ・ビームのサイズを減少させ
、同時に所望の位置で基板１９９に当たる光エネルギーの強度を増大させる。基板１９９
は、基板１９９をビームの下に正確に位置決めすることができ、かつ基板上の所望の位置
でのレーザ・ビームによって生成されたマスク１７０の像の焦点合わせ又は焦点はずれを
補助することができる、精密ｘ－ｙ－ｚステージ２００上に準備される。
【００１２】
　高レベルの均一性を有する結晶膜をもたらす１つのＳＬＳスキームにおいては、薄膜の
所与の領域は、およそ２つのレーザ・パルスで照射され、多結晶半導体膜を製造するため
の比較的迅速な方法を提供する。均一粒構造ＳＬＳの方法及びシステムの更なる詳細は、
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その全内容が引用により本明細書に組み入れられる、「単一走査の連続移動型逐次的横方
向結晶化を提供する方法及びシステム（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　
Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ａ　Ｓｉｎｇｌｅ－Ｓｃａｎ，　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｍｏｔｉ
ｏｎ　Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）」とい
う名称のＰＣＴ公開番号ＷＯ２００２／０８６９５４号に見出すことができる。図２は、
図１のシステムを用いた均一粒構造ＳＬＳスキームにおいて用いることができる、ＷＯ２
００２／０８６９５４号に記載されているようなマスクを示す。このマスクは、薄膜を照
射する複数のビームレットを生成するために、レーザ・ビームを送出し、成形する、複数
の矩形スリット２１０、２１５を含む。マスクの他の（スリットのない）部分は不透明で
ある。１つの組のスリット２１０は、第２の組のスリット２１５からｘ軸及びｙ軸方向に
偏っている。マスクの図示は単なる概略図を意図していること、並びにスリットの寸法及
びアスペクト比は、大幅に変更することができ、所望の処理速度、照射領域において膜を
溶融させるのに必要なエネルギー密度、及び１パルス当たりの有効エネルギーに関連する
ことを理解すべきである。一般に、所与のスリットについての長さに対する幅のアスペク
ト比は、例えば、１：５と１：２００との間で変更することができる。
【００１３】
　操作中、ステージは、ｘ方向に連続的に膜を移動させるので、その結果、図２Ａのマス
ク内のスリットの長軸は、走査方向に対して実質的に平行である。膜が移動したとき、レ
ーザは、マスクによって成形された、所与の周波数、例えば３００Ｈｚのパルスを生成す
る。膜の速度は、膜が移動したときに、引き続くレーザ・パルスが膜の重なり領域を照射
するように選択される。したがって、膜が連続的に前進するにつれて、その表面全体が結
晶化される。図２Ｂは、２つの引き続くレーザ・パルスによって照射された膜の例示的な
図を示す。この膜は、図２Ａのマスクによって成形されて第１の組のビームレットになっ
た第１のパルスで照射された第１の組の結晶化領域２４５と、図２Ａのマスクによって成
形された第２のパルスで照射された、それぞれ第２及び第３の組の結晶化領域２４０及び
２４０´とを含む。具体的には、スリット２１０によって生成されたビームレットの組が
、第２の組の結晶化領域２４０を形成し、スリット２１５によって生成されたビームレッ
トの組が、第３の組の結晶化領域２４０’を形成する。試料を走査したときに、第２のレ
ーザ・パルスによって生成された第２の組の結晶化領域２４０の後方部分の結晶粒２７０
は、第１のレーザ・パルスによって生成された第１の組の結晶化領域２４５の前方部分の
結晶粒２６５に部分的に重なる。これもまた第２のレーザ・パルスによって生成された第
３の組の結晶化領域２４０’の結晶は、第１の組の結晶化領域２４５の両側部に部分的に
重なり、第１の組の結晶化領域２４５の個々の領域２８０の間の空間を部分的に埋める。
膜がｘ方向に走査されるにつれて、その全面を結晶化することができる。
【００１４】
　ビームレットが所与の列をなす個々の照射領域２８０を照射して、それにより溶融させ
たところは、冷却されると、その領域内の結晶が領域のエッジから領域の中央に向かって
成長する。したがって、ビームレットのエッジがｘ方向（走査に対して平行）に位置合わ
せされた照射領域の中央領域２５０においては、結晶粒は、実質的にｙ方向（走査に対し
て垂直）に延びる。ビームレットは比較的長いので、結晶化エリアの大部分は、ｙ方向に
配向した結晶粒を有する。対照的に、前方領域２６０及び後方領域２７０においては、結
晶の一部は、領域のまさに端部から成長するので、実質的にｘ方向（走査に対して平行）
に延び、他のものは、走査方向に対して角度をなして成長する。これらの領域は、「エッ
ジ・エリア」として知られている。ここでは、ビームのエッジが、溶融部分内で複製され
（ｒｅｐｒｏｄｕｃｅｄ）、所望の方向の横方向成長に対してねじれた角度でエッジから
中に延びる粒の横方向成長をもたらすので、アーチファクトが生じる可能性がある。
【００１５】
　上述のように、後で膜上に製作されるＴＦＴの性能は、ＴＦＴの向きに対するその膜の
結晶方位に関連し、すなわち、電子がＴＦＴのチャネル領域内で横切らなくてはならない
粒界の数に関連する。したがって、一般に、成長した膜の結晶粒は、全て実質的に同じ方
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向に、例えばｙ方向に延びることが望ましく、その結果、後で膜上に製作されるデバイス
は、チャネル領域内で同程度の（かつ少ない）粒界数を有することになる。前方及び後方
部分の結晶粒２６０及び２７０は好ましい方向以外の方向に延びる結晶方位を有するので
、それらの領域内に製作されるデバイスは、性能の低下を被ることになる。
【００１６】
　この問題に取り組む１つの方法は、その全内容が引用により本明細書に組み入れられる
、「アーチファクトを減少させるか又は除去するための連続移動型逐次的横方向結晶化を
行うための方法及びシステム、並びにこのようなアーチファクトの減少／除去を促進する
マスク（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ａ　Ｃｏ
ｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｓｏｌｉｄ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｒｅｄｕｃｉｎｇ　ｏｒ　Ｅｌｉｍｉｎａｔｉｎｇ　Ａｒ
ｔｉｆａｃｔｓ，　ａｎｄ　ａ　Ｍａｓｋ　ｆｏｒ　Ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｎｇ　Ｓｕｃ
ｈ　Ａｒｔｉｆａｃｔ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ／Ｅｌｉｍｉｎａｔｉｏｎ）」という名称の
ＰＣＴ公開番号ＷＯ２００５／０２９５４６号に記載されている。図３Ａに示されるよう
に、より平行な成長を保証するために、マスクによって生成されるレーザ・ビームレット
上にテーパ・エッジを設計することによってマスクを修正することができる。ここで、マ
スク内の各々のスリット４１０の両端４１２及び４１３は、それぞれのスリットから外向
きの三角形の区域を有する。図２Ａに関して上述されたように、スリットは、薄膜を照射
する複数のビームレットを提供するために、レーザ・ビームを送出し、それにより、レー
ザ・ビームを成形する。マスクの他の（スリットのない）部分は不透明である。
【００１７】
　矩形のビームレットの場合について上述したように、試料は、連続的にｘ方向に移動す
る。図３Ｂは、図３Ａのマスクによって生成されたレーザ・ビームレットで複数回照射さ
れた膜の例示的な図を示す。個々の照射領域３８０の各々は、実質的に走査方向に対して
垂直に（ｙ方向に）延びる中央部分の結晶粒４５０と、その大部分が実質的に走査方向に
対して垂直に延び、そのわずかの部分が実質的に走査方向に対して平行に延びる、前方部
分の結晶粒４６０及び後方部分の結晶粒４７０とを含む。ここでは、各ビームレットの端
部がテーパ付けされているので、照射領域の前方及び後方部分における結晶粒は、テーパ
に対して角度をなして成長し、その結果、走査方向に対して垂直な配向が得られる。この
ことにより、「エッジ・エリア」内の結晶粒の結晶化エリアの残りの部分に対するアライ
メントを改善することができる。
【００１８】
　試料を走査したときに、第１のパルスによって生成された後方部分の結晶粒４７０は、
先行パルスによって生成された前方部分の結晶粒４６０並びに中央部分の結晶粒４５０に
部分的に重なる。この重なり領域内では、先行パルス由来の適切に配向した粒４５０は、
第２のパルス由来の後方部分の結晶粒のための種結晶として機能し、これにより、後方部
分の結晶粒４７０を走査方向に対して実質的に垂直な所望のｙ方向に配向させる。
【００１９】
　均一粒構造ＳＬＳは、典型的には、比較的低い繰返し数、及び高い１パルス当たりのエ
ネルギー（例えば、出力１００－５００Ｗ、周波数１００－３００Ｈｚ、１パルス当たり
のエネルギー０．５－２Ｊ）を有するエキシマ・レーザを用いる。パルス・エネルギーが
比較的高いので、総ビーム面積は、例えば１５－５０ｍｍ2といった、比較的大きいもの
とすることができる。このやり方で、高いパルス・エネルギーを利用して、広い表面積を
同時に処理することができる。これに加えて、より高い精度でステージを移動させること
ができるようにステージ走査速度を低減することが望ましく、そのため、ビームは、大き
なアスペクト比を有し、これは、例えば、短軸で１－２ｍｍ及び長軸で１５－２５ｍｍと
いった、より長いビームレットにわたってエネルギーを広げる。
【００２０】
　比較的高周波数のエキシマ・レーザを均一粒構造ＳＬＳスキームのために用いることも
できる（例えば、３－６ｋＨｚ）。同じ総ビーム出力に対して、高周波レーザの場合の１
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パルス当たりのエネルギーは、低周波レーザの場合よりも低くなる。１パルス当たりのエ
ネルギーの減少のため、完全な溶融のために十分に高いエネルギー密度を維持するために
は、その面積も減少させる必要がある（例えば、１０－２０倍小さくする）。例えば、所
与の出力及びステージ速度に対して、３００Ｈｚのレーザが１Ｊ／パルスを有し、かつ幅
１ｍｍに集束される場合には、３ｋＨｚのレーザは、１００ｍＪ／パルスしか有さないの
で、したがって、幅１００μｍに集束される必要がある。しかしながら、その結果として
、「エッジ・エリア」の相対的な分率は１０倍増加することになる。このことは、多くの
デバイスがこれらのエッジ・エリア内に入る場合には、問題になることがある。
【００２１】
　図４Ａは、均一粒構造ＳＬＳを行うために高周波レーザの使用を可能にするための、図
１のシステムにおいて用いることができるマスクの実施形態を示す。マスク４９９は、高
周波レーザ（例えば、３－６ｋＨｚ又はそれ以上）によって生成されるレーザ・ビームを
１組のビームレットに成形する。マスク４９９は、レーザ・ビームを送出する複数のスリ
ット４２０を含み、マスクの他の（スリットのない）部分は不透明であり、レーザ・ビー
ムを送出させない。各々のスリット４２０は、図３Ａに関して上述されたような、かつＰ
ＣＴ公開番号ＷＯ２００５／０２９５４６号にさらに記載されたようなテーパ端部４２１
及び４２２を有する。スリット４２０の長さはｙ方向に配向し、スリットの幅はｘ方向に
配向する。図２Ａ及び図３Ａに関して上述されたマスクの場合と同様に、このスリットに
ついての幅に対する長さのアスペクト比は、例えば１：５と１：５０００との間で変更す
ることができる。試料における例示的なビームレットの幅は、例えば４－１０μｍの間の
範囲とすることができる。スリット間のギャップは、少なくともこの値より小さくなるよ
うに選択される。より均一な材料のためには、ビーム間の重なりが大きいほどより均一な
粒幅を与えるので、ギャップは、かなり小さくなるように選択される。例えば、ギャップ
は、約１－４μｍの間の幅とすることができる。１つの例において、ギャップは幅約１．
５μｍであり、スリットは約５．５μｍである。
【００２２】
　図４Ａのスリットは三角形にテーパ付けされたエッジを有するように示されているが、
他の形状を有するスリットを用いることもできる。例えば、台形テーパ及び／又は丸いエ
ッジを有するスリットを用いることもできる。矩形スリットを用いることもできる。ビー
ムレット及びギャップの幅を選択することについての更なる詳細、並びに幾つかの他の例
示的なスリット形状については、ＷＯ２００５／０２９５４６号及びＷＯ２００２／０８
６９５４号を参照されたい。大部分の実施形態がマスクに沿ってある一定の空間的周期性
でスリットを有するが、一般に、スリット及び／又はギャップについての寸法及び／又は
形状の全てが同一である必要があるわけではないことにも留意されたい。
【００２３】
　操作時には、ステージは、ｘ方向に膜を移動させるので、ビームレットの長軸は、走査
方向に対して実質的に垂直になる。図４Ｂは、２つの引き続くレーザ・パルスによって照
射された膜の概略図を示す。膜は、図４Ａのマスクによって第１の組のビームレットに成
形された第１のパルスで照射された第１の組の結晶化領域４８７と、図４Ａのマスクによ
って第２の組のビームレットに成形された第２のパルスで照射された第２の組の結晶化領
域４８８とを含む。第１及び第２の組の結晶化領域４８７、４８８は、第２の組が第１の
組の上に部分的に重なることを可能にする距離だけ、例えば約５０％だけｘ方向に互いに
ずれている。具体的には、第２の組の結晶化領域４８８の個々の照射領域４８０のサブセ
ットが、第１の組の結晶化領域４８７の個々の照射領域４８０間のギャップのサブセット
の上に重なる。第２の組の照射領域４８８の個々の照射領域４８０の別のサブセットは、
第１の組の結晶化領域４８７を超えてｘ方向に広がっている。このサブセットは、まだ照
射されていないギャップを含む。
【００２４】
　膜の結晶化領域の微細構造の詳細は、分かりやすくするために省略している。しかしな
がら、膜の結晶化領域の微細構造は、とりわけ個々のビームレットの幅及びエネルギー密
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度、スリットの周期性、及び隣接する照射領域間の重なりに関連することを理解すべきで
ある。例えば、第１の照射領域において、結晶成長は、典型的には、照射領域のエッジか
ら始まり、内方に成長する。この種の成長の例は、例えば、図２Ｂの領域２４０で見るこ
とができる。次に、隣接し、かつ重なる第２の領域内では、結晶成長は、第１の領域内の
重なった既存の結晶粒から始まって、細長い結晶粒を生成する。この種の成長の例は、例
えば、領域２４０’と２４５の重なりの組の中の個々の領域２８０で見ることができる。
幾つかの実施形態において、第２の領域は、第１の領域内の１つ又はそれ以上の結晶の横
方向成長の長さの約９０％より小さく、かつ約１０％より大きい距離だけ第１の領域に重
なることができる。ギャップの長さは、所望の重なりの長さを提供するように、よって、
所定の結晶特性の組を重なり領域を含めた結晶化領域に提供するように、ビームレット・
サイズに関連して選択される。この所定の結晶特性の組は、その領域におけるその後のデ
バイスの、例えば画素ＴＦＴの、製造に適したものとすることができる。一般に、処理パ
ラメータと得られる膜の微細構造との間の関係は、当該技術分野において周知である。更
なる詳細は、引用により本明細書に組み入れられる特許参照文献において見出すことがで
きる。
【００２５】
　図４Ｃは、第３のレーザ・パルスによる照射後の図４Ｂの膜の概略図を示す。膜は、こ
こで、図４Ａのマスクによって第３の組のビームレットに成形された第３のパルスで照射
された第３の組の結晶化領域４８９をさらに含む。第３の組の結晶化領域４８９は、第２
の組の結晶化領域４８８に部分的に重なるが、第１の組の結晶化領域４８７には重ならな
い。具体的には、第３の組の結晶化領域の個々の照射領域４８０のサブセットは、第２の
組の結晶化領域の個々の照射領域４８０間の照射されていないギャップ、すなわち、第１
の組の結晶化領域４８７を超えてｘ方向に広がった第２の組の結晶化領域４８８の領域の
サブセット内のギャップに重なる。大部分の実施形態において、第１及び第２の照射間の
変位は第２及び第３の照射間の変位と実質的に同じであるので、レーザの繰返し数が実質
的に一定であると仮定すると、膜は実質的に一定の速度で走査されることができることに
留意されたい。要約すれば、膜がｘ方向にさらに走査されるにつれて、照射領域のエッジ
は、前に走査された領域と重なるか、又は次に走査される領域がその上に重ねられること
になるかのいずれかであり、これにより、膜を均一に結晶化する。
【００２６】
　図４Ｄは、３つのレーザ・パルスでの照射後の図４Ｃの膜の微細構造の例示的な図を示
す。膜は、実質的に均一に結晶化された中央領域４９０と、均一には結晶化されておらず
、一般的にはＴＦＴの製造に望ましくない「エッジ・エリア」４９１とを含むが、「エッ
ジ・エリア」４９１は、均一に結晶化された中央領域４９０から空間的に分離され、これ
により、最終的なデバイスを製造するときに、容易に回避されるか又はそれ以外のやり方
で扱うことができる。
【００２７】
　これらの図は、本明細書において記載される例示的な方法及びシステムを用いて均一に
結晶化された単一の領域４９０のみを示すが、開示された方法及びシステムはさらに、同
じ基板の他の領域、例えば、領域４９０の上方及び／又は下方の（例えば、領域４９０に
対して＋ｙ又は－ｙ方向の）重なり領域内にも適用することができる。このような場合、
後続の領域において形成されるテーパ端部は、図３Ｂにおいて端部が重ね合わされたのと
同じやり方で先の領域のテーパ端部と慎重に重ね合わされることになる。この領域におい
て、結晶品質は完全に均一であるわけではないが、それは、満足のいくものとなり、例え
ば、より詳細に後述される方法によって、回避することができる。
【００２８】
　開示されるシステム及び方法の大部分の実施形態においては、比較的狭い個々の照射領
域が他の照射領域間の狭いギャップと実質的に重なり合い、その結果、ギャップは実質的
に結晶化される。これらのギャップが実質的に結晶化されていない場合には、非晶質又は
多結晶質の膜領域がギャップ内に残ることになり、後でギャップの上に製造されるか又は



(12) JP 5519150 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

ギャップの上に部分的に重なるデバイスは、適切に機能しなくなる。大部分の実施形態は
また、照射された領域間に一定量の重なりを設けるので、膜の結晶品質は、膜の表面全体
にわたって一定である。これらの場合において、レーザ・ビームに対する膜の位置は、結
晶成長の満足のいく制御を与える、ある量の範囲内の精度である。幾つかの実施形態にお
いて、レーザ・ビームに対する膜の位置は、０．５μｍ以内、０．２－０．３μｍ以内、
場合によっては０．１μｍ以内の精度である。１つの例において、コンピュータ制御（図
示せず）が、膜の移動とレーザのファイヤリングとを調整し、これにより、レーザ・ビー
ムによる照射に対して比較的正確な膜の位置決めが提供される。この調整は、米国特許公
開番号第２００６／０１０２９０１号に記載されており、この全内容は引用により本明細
書に組み入れられる。レーザの周波数は、正確に一定である必要はなく、その代わりに、
ステージは、膜の位置に関するフィードバックをコンピュータ制御に提供するので、その
結果、膜がレーザ・パルスで照射すべき正しい位置にきたときに、制御がレーザにそのパ
ルスをファイヤリングするように指示する。ビーム・サイズ、レーザ周波数、及びステー
ジ速度のような処理条件もまた、膜の位置の精度を向上させることができる。現在、レー
ザ・ビームに対するステージ位置は、約０．５μｍ以内に制御することができ、技術及び
実験条件が向上すれば、０．１μｍ又はそれよりも高精度を達成することが可能なはずで
ある。
【００２９】
　図２Ａ－２Ｂ及び図３Ａ－３Ｂに示されるスキームにおいては、幾つかの領域は２つの
パルスによって照射されるが、他の領域は２つより多いパルスによって照射される。例え
ば、図２Ｂにおいて、領域２６５及び２７０は重なっており、このことは、２つのパルス
がこの重なり領域を照射したことを意味する。その後、次のパルスがこの重なり領域とそ
の下方の（－ｙ方向の）重なり領域との間のギャップを照射するときに、両方の重なり領
域が、その、次のパルスによって再度照射されることになる。このことは、全部で３つの
パルスが重なり領域の一部を照射し、２つのパルスが、重なり領域の残りの部分を照射し
、１つのパルスが、各照射エリア２８０の中央部分を照射することを意味する。一般に、
ｘ方向及びｙ方向の照射領域間の重なりの量によって、多くのパルスがある一定の領域を
照射することができる一方で、他の領域は、少ないパルス又は場合によっては１つのパル
スで照射される。より多くのパルスが領域を照射するほど、膜の表面は物理的に変化する
。例えば、初めは滑らかな表面を有する膜が結晶化されるときに、膜の微細構造に従う膜
表面の起伏を生じさせる質量流が生じる。照射パルスが多いところでは、表面の粗さは、
照射パルスが少ない領域より悪化することになる。
【００３０】
　大部分の実施形態において、エッジ・エリアにおける非均一性は、各々の走査エリアの
上部及び下部に現れる。したがって、膜の比較的広い領域は、エッジ・エリアがなく、実
質的に均一な品質のＴＦＴの製造に利用することができる。エッジ・エリアの周期性は、
ビームの短軸の寸法に関連するものではない。上述のように、大部分の実施形態において
は、ビームの短軸は、ステージをより高い精度で移動させることができるようにステージ
の走査速度を減少させるために、また、高いパルス・エネルギーを利用するために、ビー
ムの長軸よりもかなり小さい。
【００３１】
　幾つかの実施形態において、ＴＦＴのアレイが後で膜上に製造される場合、パネルは、
アレイの配向に対して僅かに傾斜させることができ、その結果、「エッジ・エリア」は、
アレイと同一線上になくなるので、そのため、目視では容易に見えなくなる。その代わり
に、エッジ・エリアは、幾つかのデバイスを通って走るが、その近傍を通らないようにす
ることができるので、その結果、目視に対する影響はかなり少なくなる。１つ又はそれ以
上の実施形態において、１－２０°、又は１－５°のような小さな傾斜角が用いられる。
その全内容が引用により本明細書に組み入れられる「微細構造のミスアライメントによる
多結晶ＴＦＴの均一性（Ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ＴＦＴ　Ｕｎｉｆｏｒｍｉｔ
ｙ　ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｍｉｓａｌｉｇｎｍｅｎｔ)」と



(13) JP 5519150 B2 2014.6.11

10

20

30

いう名称の米国特許公開番号第２００５／００３４６５３号は、均一に結晶化された膜の
長さ方向の粒界に対するシリコン基板上のＴＦＴの配置についての幾つかの例を提供する
。
【００３２】
　上述の実施形態は、多くとも２つのレーザ・パルスで膜の所定のエリアを照射すること
、すなわち「２ショット」ＳＬＳに関連して一般的に記載しているが、他の実施形態は、
膜の所定の領域が「ｎ」回のレーザ・パルスで、例えば３、４、又はそれ以上で照射され
る「ｎショット」ＳＬＳのためのシステム及び方法を提供することが容易に理解される。
幾つかの実施形態において、マスク内のスリット及び／又はギャップの幅、形状、周期性
、及び数、並びに各照射間のｘ方向の変位量は、所望のレーザ・パルス数で所望の結晶構
造を提供するように選択される。幾つかの実施形態において、第２の成形レーザ・パルス
は、第１の成形パルスによって生成された結晶化領域間のギャップの上に完全に重なる必
要はないが、その代わりに、一部は結晶化領域の上に重なり、一部はその結晶化領域に隣
接するギャップの上に部分的に重なるものとすることができる。次に、後続の成形レーザ
・パルスは、ギャップの一部か又はその残りの部分のいずれかを照射することができ、そ
の一方で、第１及び第２の成形レーザ・パルスによって形成される結晶化領域にも重なる
ことができる。図５は、細長い結晶構造を生成するために３つのレーザ・パルスが用いら
れる、例示的な照射シーケンスを示す。
　他の実施形態は、添付の特許請求の範囲内にある。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】均一なＳＬＳを行うためのシステムの図を示す。
【図２Ａ】均一なＳＬＳを行うためのマスクの概略図を示す。
【図２Ｂ】図２Ａのマスクによって成形されたレーザ・ビームによって照射された膜の図
である。
【図３Ａ】均一なＳＬＳを行うためのマスクの概略図を示す。
【図３Ｂ】図３Ａのマスクによって成形されたレーザ・ビームによって照射された膜の図
である。
【図４Ａ】特定の実施形態による、高周波レーザで均一なＳＬＳを行うためのマスクの概
略図を示す。
【図４Ｂ】特定の実施形態による、図４Ａのマスクによって成形された多重レーザ・ビー
ム・パルスから膜への照射パターンの概略図を示す。
【図４Ｃ】特定の実施形態による、図４Ａのマスクによって成形された多重レーザ・ビー
ム・パルスから膜への照射パターンの概略図を示す。
【図４Ｄ】図４Ａのマスクによって成形されたレーザ・ビームによって照射された膜の図
である。
【図５】多重レーザ・ビーム・パルスから膜への照射パターンの概略図である。
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図４Ｄ】 【図５】
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