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(57)【要約】
【課題】　基板上に、帯状結晶を有する擬似単結晶領域
を形成するときに、その領域の寸法が小さくなっていく
のを防ぐ。
【解決手段】　基板の上に成膜された半導体膜のあらか
じめ定められた領域に帯状結晶を有する擬似単結晶を形
成する工程は、前記半導体膜の第１の領域に、照射位置
を第１の方向に移動させながらエネルギービームを照射
して擬似単結晶を形成する工程と、前記半導体膜の第２
の領域に、照射位置を前記第１の方向とは反対の第２の
方向に移動させながらエネルギービームを照射して擬似
単結晶を形成する工程とを有し、前記第１の領域および
前記第２の領域は、前記エネルギービームの照射を終了
する位置における寸法が、前記エネルギービームの照射
を開始する位置における寸法よりも小さく、前記第２の
領域は、前記第１の領域と重畳する部分と重畳しない部
分を有する表示装置の製造方法。
【選択図】　　　　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上に成膜された半導体膜にエネルギービームを照射して、前記半導体膜のあらか
じめ定められた領域に帯状結晶を有する擬似単結晶を形成する工程を有する表示装置の製
造方法であって、
　前記擬似単結晶を形成する工程は、前記半導体膜の第１の領域に、前記基板上における
前記エネルギービームの照射位置を第１の方向に移動させながら前記エネルギービームを
照射して前記擬似単結晶を形成する第１の工程と、
　前記半導体膜の第２の領域に、前記基板上における前記エネルギービームの照射位置を
前記第１の方向とは反対の第２の方向に移動させながら前記エネルギービームを照射して
前記擬似単結晶を形成する第２の工程とを有し、
　前記第１の工程および前記第２の工程のそれぞれの工程により前記擬似単結晶が形成さ
れた前記第１の領域および前記第２の領域は、それぞれ、前記エネルギービームの照射を
終了する位置における前記照射位置の移動方向と直交する方向の寸法が、前記エネルギー
ビームの照射を開始する位置における前記照射位置の移動方向と直交する方向の寸法より
も狭く、
　前記第２の領域は、前記第１の領域と重畳する部分と重畳しない部分を有することを特
徴とする表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の領域と前記第２の領域とを重畳させる際に、前記第１の工程において前記エ
ネルギービームの照射を終了する位置は、前記第１の工程において前記エネルギービーム
の照射を開始する位置と、前記第２の工程において前記エネルギービームの照射を開始す
る位置との間にあり、かつ、前記第１の工程において前記エネルギービームの照射を開始
する位置と、前記第２の工程において前記エネルギービームの照射を開始する位置との中
心位置よりも前記第２の工程において前記エネルギービームの照射を開始する位置側にあ
ることを特徴とする請求項１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記エネルギービームは、連続発振レーザであることを特徴とする請求項１または請求
項２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記擬似単結晶を形成する前の前記半導体膜は、アモルファスシリコン膜であることを
特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記擬似単結晶を形成する前の前記半導体膜は、多結晶シリコン膜であることを特徴と
する請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第１の領域の延在方向に沿った中心軸の位置が、前記第２の領域の延在方向に沿っ
た中心軸とほぼ等しいことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表
示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置の製造方法に関し、特に、液晶表示パネルに用いられる基板（ＴＦ
Ｔ基板）の製造方法に適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置には、アクティブマトリクス型の液晶表示パネルを用いたものがあ
る。アクティブマトリクス型の液晶表示パネルは、液晶材料を挟持する一対の基板のうち
の一方の基板の表示領域に、ＴＦＴ素子などのアクティブ素子（スイッチング素子）がマ
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トリクス状に配置されている。
【０００３】
　前記アクティブマトリクス型の液晶表示パネルにおいて、前記ＴＦＴ素子の半導体層（
チャネル層）には、一般に、アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）や多結晶シリコン（ｐｏ
ｌｙ－Ｓｉ）が用いられる。前記ＴＦＴ素子の半導体層に多結晶シリコンを用いる場合、
たとえば、基板の上にアモルファスシリコン膜を成膜した後、レーザなどのエネルギービ
ームを照射してアモルファスシリコンを溶融、結晶化して多結晶シリコン膜を形成する。
また、前記ＴＦＴ素子におけるキャリアの移動度を高くするために、前記多結晶シリコン
膜に再度レーザなどのエネルギービームを照射し、粒状結晶状態のシリコンを溶融、再結
晶化して、ある特定の方向に長く延びる帯状結晶の集合で構成される多結晶シリコン膜を
形成することもある。このとき、前記帯状結晶は、前記基板上における前記エネルギービ
ームの照射位置の移動方向に沿った方向に長く成長する。以下、前記帯状結晶の集合で構
成される多結晶シリコンを擬似単結晶シリコンと呼ぶ。
【０００４】
　ところで、前記アクティブマトリクス型の液晶表示パネルにおいて、前記ＴＦＴ素子が
形成された基板（以下、ＴＦＴ基板と呼ぶ）には、複数本の走査信号線や複数本の映像信
号線が形成されている。このとき、各走査信号線には、走査ドライバなどと呼ばれる駆動
回路から走査信号が入力される。また、各映像信号線には、データドライバなどと呼ばれ
る駆動回路から映像信号（階調データ）が入力される。
【０００５】
　また、従来の液晶表示装置において、前記各走査信号線に走査信号を入力する駆動回路
、および前記各映像信号線に映像信号を入力する駆動回路は、ドライバＩＣと呼ばれるＩ
Ｃチップに形成されており、たとえば、フレキシブルプリント配線板に前記ドライバＩＣ
を実装したＴＣＰやＣＯＦを前記ＴＦＴ基板に接続している。また、その他にも、たとえ
ば、前記ドライバＩＣを前記ＴＦＴ基板に直接実装していることもある。
【０００６】
　またさらに、近年では、前記ＴＦＴ基板の製造過程において、前記ＴＦＴ基板の表示領
域の外側に、前記ドライバＩＣと同等の機能を有する駆動回路（集積回路）を前記ＴＦＴ
基板と一体的に形成する方法も提案されている。
【０００７】
　このとき、前記ＴＦＴ基板の表示領域の外側に形成される駆動回路は、ＭＯＳトランジ
スタなどの半導体素子を多数有する。またこのとき、前記半導体素子の半導体層は、アモ
ルファスシリコンや多結晶シリコンよりもキャリアの移動度が高い擬似単結晶シリコンで
形成することが望ましい。
【０００８】
　前記ＴＦＴ基板の製造過程において、ガラス基板などの絶縁基板の上に形成された前記
アモルファスシリコンまたは前記多結晶シリコンを、前記擬似単結晶シリコンに改質する
ときに照射するエネルギービームには、たとえば、連続発振レーザを用いるのが一般的で
ある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前記従来のＴＦＴ基板の製造過程において、前記絶縁基板の上に形成された前記アモル
ファスシリコンまたは前記多結晶シリコンのうちの、表示領域のＴＦＴ素子や、表示領域
の外側にある駆動回路を形成する領域などの所定の領域に連続発振レーザを照射して、前
記擬似単結晶シリコンを形成する場合、たとえば、前記絶縁基板上における前記連続発振
レーザの照射位置をある特定の方向に移動させながら照射する。
【００１０】
　しかしながら、たとえば、前記絶縁基板上の複数箇所にある前記擬似単結晶シリコンを
形成する領域のうちの１つの領域に対して、前記レーザの照射位置を第１の方向に移動さ
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せながら前記レーザを照射したときに、前記レーザの照射を終了する位置において前記第
１の方向と直交する方向の寸法が、前記レーザの照射を開始する位置において前記第１の
方向と直交する寸法よりも小さくなってしまうことがあることを、本願発明者らは見出し
た。
【００１１】
　特に、照射するレーザが、たとえば、レーザパワーが３０Ｗ以上の単体のビーム、もし
くは合計で３０Ｗ以上の合成ビームの連続発振レーザであり、このビームを対物レンズで
集光して照射する場合に、上記のように寸法が小さくなる現象が発生しやすいことを、本
願発明者らは見出した。
【００１２】
　なお、このような現象が発生することの正確な理由はわかっていないが、たとえば、対
物レンズの温度上昇による変形で、レーザを照射している途中で焦点がずれるためである
と推定する。参考までに、アモルファスシリコン膜や多結晶シリコン膜に照射される時点
でのレーザパワーは２０Ｗであった。
【００１３】
　このように、前記レーザの照射を終了する位置において前記第１の方向と直交する方向
の寸法が、前記レーザの照射を開始する位置において前記第１の方向と直交する寸法より
も小さくなると、たとえば、前記駆動回路を形成する領域に前記多結晶シリコンのままの
領域が残ってしまい、その領域に形成されたＭＯＳトランジスタの動作特性が低下すると
いう問題があった。
【００１４】
　本発明の目的は、基板上に、ある方向に長く延びた帯状結晶の集合で構成された多結晶
シリコン（擬似単結晶シリコン）からなる領域を形成するときに、その領域の寸法がある
方向に沿って小さくなっていくのを防ぐことが可能な技術を提供することにある。
【００１５】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面に
よって明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概略を説明すれば、以下の通りで
ある。
【００１７】
　（１）基板の上に成膜された半導体膜にエネルギービームを照射して、前記半導体膜の
あらかじめ定められた領域に帯状結晶を有する擬似単結晶を形成する工程を有する表示装
置の製造方法であって、前記擬似単結晶を形成する工程は、前記半導体膜の第１の領域に
、前記基板上における前記エネルギービームの照射位置を第１の方向に移動させながら前
記エネルギービームを照射して前記擬似単結晶を形成する第１の工程と、前記半導体膜の
第２の領域に、前記基板上における前記エネルギービームの照射位置を前記第１の方向と
は反対の第２の方向に移動させながら前記エネルギービームを照射して前記擬似単結晶を
形成する第２の工程とを有し、前記第１の工程および前記第２の工程のそれぞれの工程に
より前記擬似単結晶が形成された前記第１の領域および前記第２の領域は、それぞれ、前
記エネルギービームの照射を終了する位置における前記照射位置の移動方向と直交する方
向の寸法が、前記エネルギービームの照射を開始する位置における前記照射位置の移動方
向と直交する方向の寸法よりも狭く、前記第２の領域は、前記第１の領域と重畳する部分
と重畳しない部分を有する表示装置の製造方法。
【００１８】
　（２）前記（１）の表示装置の製造方法において、前記第１の領域と前記第２の領域と
を重畳させる際に、前記第１の工程において前記エネルギービームの照射を終了する位置
は、前記第１の工程において前記エネルギービームの照射を開始する位置と、前記第２の
工程において前記エネルギービームの照射を開始する位置との間にあり、かつ、前記第１
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の工程において前記エネルギービームの照射を開始する位置と、前記第２の工程において
前記エネルギービームの照射を開始する位置との中心位置よりも前記第２の工程において
前記エネルギービームの照射を開始する位置側にある表示装置の製造方法。
【００１９】
　（３）前記（１）または（２）の表示装置の製造方法において、前記エネルギービーム
は、連続発振レーザである表示装置の製造方法。
【００２０】
　（４）前記（１）乃至（３）のいずれかの表示装置の製造方法において、前記擬似単結
晶を形成する前の前記半導体膜は、アモルファスシリコン膜である表示装置の製造方法。
【００２１】
　（５）前記（１）乃至（３）のいずれかの表示装置の製造方法において、前記擬似単結
晶を形成する前の前記半導体膜は、多結晶シリコン膜である表示装置の製造方法。
【００２２】
　（６）前記（１）乃至（５）のいずれかの表示装置の製造方法において、前記第１の領
域の延在方向に沿った中心軸の位置が、前記第２の領域の延在方向に沿った中心軸とほぼ
等しい表示装置の製造方法。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の表示装置の製造方法によれば、たとえば、前記第１の工程により擬似単結晶が
形成される領域の、前記エネルギービームの照射を終了する位置における前記照射位置の
移動方向と直交する方向の寸法が、前記エネルギービームの照射を開始する位置における
前記照射位置の移動方向と直交する方向の寸法よりも小さくなったとしても、前記第２の
工程で、前記第１の工程における前記エネルギービームの照射を終了する位置の近傍から
第２の方向にエネルギービームの照射位置を移動させれば、第１の工程において前記エネ
ルギービームの幅が狭くなって擬似単結晶化されなかった領域に前記エネルギービームを
照射し、擬似単結晶化することができる。
【００２４】
　そのため、基板の上に帯状結晶を有する擬似多結晶領域を形成するときに、その領域の
寸法がある方向に沿って小さくなっていくのを防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明について、図面を参照して実施の形態（実施例）とともに詳細に説明する
。
  なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは、同一符号を付
け、その繰り返しの説明は省略する。
【００２６】
　図１（ａ）乃至図３は、本発明を適用して製造される表示装置の一構成例を示す模式図
である。
  図１（ａ）は、液晶表示パネルの概略構成を示す模式平面図である。図１（ｂ）は、図
１（ａ）のＡ－Ａ’線における断面構成を示す模式断面図である。図２は、液晶表示パネ
ルのＴＦＴ基板の構成の一例を示す模式平面図である。図３は、ＴＦＴ基板の表示領域の
１画素の回路構成の一例を示す模式回路図である。
【００２７】
　本発明の表示装置の製造方法は、たとえば、液晶表示パネルに用いられるＴＦＴ基板と
呼ばれる基板の製造するときに適用することができる。液晶表示パネルは、たとえば、図
１（ａ）および図１（ｂ）に示すように、ＴＦＴ基板１と対向基板２の一対の基板の間に
液晶材料３を封入した表示パネルである。このとき、ＴＦＴ基板１と対向基板２は、表示
領域ＤＡを囲むように設けられたシール材４によって接着されており、液晶材料３は、Ｔ
ＦＴ基板１、対向基板２、およびシール材４で囲まれた空間に密封されている。また、Ｔ
ＦＴ基板１および対向基板２の外側を向いた面には、たとえば、偏光板５Ａ、５Ｂが貼り
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付けられている。またこのとき、ＴＦＴ基板１と偏光板５Ａの間、対向基板２と偏光板５
Ｂの間には、１層から数層の位相差板が設けられていることもある。
【００２８】
　また、ＴＦＴ基板１は、たとえば、図２に示すように、ｘ方向に延在して表示領域ＤＡ
を横断する複数本の走査信号線ＧＬと、ｙ方向に延在して表示領域ＤＡを縦断する複数本
の映像信号線ＤＬが設けられている。また、表示領域ＤＡは、ｘ方向およびｙ方向に二次
元的に配置された複数個の画素の集合で設定されている。このとき、表示領域ＤＡの１つ
の画素領域は、図３に示すように、２本の隣接する走査信号線ＧＬｍ，ＧＬｍ＋１と、２
本の隣接する映像信号線ＤＬｎ，ＤＬｎ＋１で囲まれた領域に相当する。そして、各画素
には、スイッチング素子であるＴＦＴ素子と画素電極ＰＸが配置されている。またこのと
き、各画素に対して配置されるＴＦＴ素子は、たとえば、ゲート（Ｇ）が２本の隣接する
走査信号線のうちの一方の走査信号線ＧＬｍ＋１に接続され、ドレイン（Ｄ）が２本の隣
接する映像信号線のうちの一方の映像信号線ＤＬｎに接続されている。また、各画素に対
して配置されるＴＦＴ素子のソース（Ｓ）は、画素電極ＰＸに接続されている。また、画
素電極ＰＸは、共通電極ＣＴ（対向電極とも呼ばれる）および液晶材料３とともに画素容
量を形成している。なお、共通電極ＣＴは、対向基板２に設けられている場合もあるし、
ＴＦＴ基板１に設けられている場合もある。
【００２９】
　また、本発明が適用されるＴＦＴ基板１は、たとえば、図２に示すように、表示領域Ｄ
Ａの外側に、各映像信号線ＤＬに映像信号を入力するための第１の駆動回路ＤＲＶ１と、
各走査信号線ＧＬに走査信号を入力するための第２の駆動回路ＤＲＶ２が形成されている
。第１の駆動回路ＤＲＶ１は、従来のデータドライバＩＣと同等の機能を有する回路であ
り、たとえば、各映像信号線ＤＬに入力する映像信号（階調データ）を生成する回路、入
力するタイミングを制御する回路などを有する。また、第２の駆動回路ＤＲＶ２は、従来
の走査ドライバＩＣと同等の機能を有する回路であり、たとえば、各走査信号線ＧＬに走
査信号を入力するタイミングを制御する回路などを有する。またこのとき、第１の駆動回
路ＤＲＶ１および第２の駆動回路ＤＲＶ２はそれぞれ、ＭＯＳトランジスタやダイオード
などの半導体素子を多数個組み合わせて構成されている集積回路である。
【００３０】
　またさらに、本発明が適用されるＴＦＴ基板１において、第１の駆動回路ＤＲＶ１およ
び第２の駆動回路ＤＲＶ２は、ＩＣチップではなく、ＴＦＴ基板１の上に、走査信号線Ｇ
Ｌや映像信号線ＤＬ、表示領域ＤＡのＴＦＴ素子などとともに形成されている内蔵回路で
ある。このとき、第１の駆動回路ＤＲＶ１および第２の駆動回路ＤＲＶ２は、シール材４
よりも内側、すなわちシール材４と表示領域ＤＡの間に形成することが望ましいが、シー
ル材４と平面でみて重なる領域やシール材４の外側に形成されていてもよい。
【００３１】
　以下、図２および図３に示したような構成のＴＦＴ基板１の製造方法に本発明を適用し
た場合の実施例を説明する。
【実施例１】
【００３２】
　図４（ａ）乃至図９は、本発明による実施例１のＴＦＴ基板の製造方法を説明するため
の模式図である。
  図４（ａ）は、アモルファスシリコン膜を成膜した直後のマザーガラスの模式平面図で
ある。図４（ｂ）は、図４（ａ）のＢ－Ｂ’線における断面構成を示す模式断面図である
。図５（ａ）は、アモルファスシリコン膜の一部を多結晶シリコン化した直後のマザーガ
ラスの模式平面図である。図５（ｂ）は、図５（ａ）のＣ－Ｃ’線における断面構成を示
す模式断面図である。図６（ａ）は、多結晶シリコン化した領域を擬似単結晶化した直後
のマザーガラスの模式平面図である。図６（ｂ）は、図６（ａ）のＤ－Ｄ’線における断
面構成を示す模式断面図である。図７は、多結晶シリコン化および擬似単結晶化の方法を
説明するための模式斜視図である。図８は、多結晶シリコンが擬似単結晶化するときの様
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子を示す模式平面図である。図９は、本発明を適用したときの擬似単結晶化の手順を説明
するための模式平面図である。
【００３３】
　実施例１では、表示領域ＤＡの各画素に配置するＴＦＴ素子の半導体層をアモルファス
シリコンで形成し、第１の駆動回路ＤＲＶ１および第２の駆動回路ＤＲＶ２の半導体素子
の半導体層を擬似単結晶シリコンで形成するＴＦＴ基板１の製造方法について説明する。
なお、実施例１において、前記擬似単結晶シリコンは、後述するように、ある特定の方向
に長く延びる帯状結晶の集合で構成された多結晶シリコンのことを意味する。また、実施
例１では、本発明に関わる工程、すなわち前記擬似単結晶シリコンを形成する工程につい
てのみ説明する。
【００３４】
　ＴＦＴ基板１は、たとえば、図４（ａ）に示すように、液晶表示パネルで用いるときの
基板サイズよりも面積が広いガラス基板（以下、マザーガラスと呼ぶ）６を用いて製造さ
れる。このとき、マザーガラス６の領域６０１が、液晶表示パネルで用いるときのＴＦＴ
基板１の基板サイズに相当し、成膜およびパターニングを複数回繰り返して、領域６０１
に走査信号線ＧＬ、映像信号線ＤＬ、表示領域ＤＡのＴＦＴ素子、画素電極ＰＸなどを形
成した後、マザーガラス６の領域６０１をＴＦＴ基板１として切り出すという方法がとら
れている。またこのとき、表示領域ＤＡの外側にある領域Ｒ１には第１の駆動回路ＤＲＶ
１が形成され、表示領域ＤＡの外側にある領域Ｒ２には第２の駆動回路ＤＲＶ２が形成さ
れる。なお、１枚のマザーガラス６には、ＴＦＴ基板１として切り出す領域が１箇所の場
合もあるし、２箇所、４箇所、さらには十数箇所の場合もある。
【００３５】
　実施例１の製造方法において、表示領域ＤＡの各画素のＴＦＴ素子の半導体層として用
いるアモルファスシリコンと、第１の駆動回路ＤＲＶ１および第２の駆動回路ＤＲＶ２の
半導体素子の半導体層として用いる擬似単結晶シリコンは、マザーガラス６の表面全面に
アモルファスシリコン膜を成膜した後、たとえば、領域Ｒ１および領域Ｒ２のアモルファ
スシリコンを多結晶シリコン化し、さらに前記多結晶シリコン化した領域を擬似単結晶シ
リコン化して形成する。そのため、まず、たとえば、図４（ａ）および図４（ｂ）に示す
ように、マザーガラス６の表面に積層されたシリコン窒化膜（ＳｉＮ膜）７０１、シリコ
ン酸化膜（ＳｉＯ膜）７０２の上に、アモルファスシリコン膜７０３ａを成膜する。アモ
ルファスシリコン膜７０３ａは、たとえば、プラズマＣＶＤ法で成膜する。また、アモル
ファスシリコン膜７０３ａは、マザーガラス６の全面に成膜（形成）され、表示領域ＤＡ
だけでなく、第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１および第２の駆動回路を形成する領域Ｒ
２にも成膜される。
【００３６】
　次に、たとえば、図５（ａ）および図５（ｂ）に示すように、第１の駆動回路を形成す
る領域Ｒ１を含む領域Ｒ３、および第２の駆動回路を形成する領域Ｒ２を含む領域Ｒ４の
アモルファスシリコン７０３ａを多結晶シリコン７０３ｂにする。前記各領域Ｒ３，Ｒ４
を多結晶シリコン７０３ｂするときには、まず、各領域Ｒ３，Ｒ４にエキシマレーザなど
のパルス発振レーザまたは連続発振レーザを照射してアモルファスシリコン７０３ａを脱
水素化する。そして、脱水素化されたアモルファスシリコンに、再度エキシマレーザなど
のパルス発振レーザまたは連続発振レーザを照射してアモルファスシリコンを溶融させた
後、結晶化させる。このとき、各領域Ｒ３，Ｒ４の多結晶シリコン７０３ｂは、たとえば
、粒径が非常に小さい粒状結晶が集まって固まった状態になっている。
【００３７】
　次に、たとえば、図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、多結晶シリコン化した領
域Ｒ３，Ｒ４のうち、第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１および第２の駆動回路を形成す
る領域Ｒ２の多結晶シリコン７０３ｂを溶融、再結晶化させて、ある特定の方向に長く延
びる帯状結晶の集合で構成される擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成する。このとき、第
１の駆動回路を形成する領域Ｒ１には、たとえば、図７に示すように、レーザ発振器８で
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発生させた連続発振レーザ９ａを光学系１０で帯状のエネルギービーム９ｂに変換して照
射し、多結晶シリコン７０３ｂを溶融、再結晶化させる。またこのとき、照射するエネル
ギービーム９ｂ（連続発振レーザ９ａ）は、たとえば、マザーガラス６を－ｘ方向に移動
させながら照射し、メカニカルシャッタまたは変調器（たとえば、ＥＯモジュレータやＡ
Ｏモジュレータなど）などで照射／非照射を制御しながら、ｘ方向にならんだ複数箇所の
領域Ｒ１にエネルギービーム９ｂを順次照射し、擬似単結晶化させる。
【００３８】
　このとき、第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１の結晶状態は、たとえば、図８に示した
ような変化をする。アモルファスシリコン７０３ａを多結晶化した直後の多結晶シリコン
７０３ｂは、たとえば、図８の上側に示したように、個々の粒径が非常に小さく、かつ、
等方的な粒状結晶７０３ｐの集まりである。そこに、ある特定のエネルギー密度のエネル
ギービーム９ｂをある特定の速度でｘ方向に移動させながら照射して溶融、再結晶化させ
ると、溶融したシリコンが結晶化するときにスーパーラテラル成長と呼ばれる結晶成長が
起こり、図８の下側に示すように、エネルギービーム９ｂの照射位置の移動方向（ｘ方向
）に長く延びた帯状結晶７０３ｗの集合で構成される多結晶シリコン（擬似単結晶シリコ
ン７０３ｃ）が形成される。そのため、第１の駆動回路ＤＲＶ１を形成するときに、たと
えば、キャリアの移動方向と帯状結晶７０３ｗの長手方向とをほぼ一致させてＭＯＳトラ
ンジスタを形成すれば、そのＭＯＳトランジスタのキャリアの移動度を高くでき、動作を
高速化できる。
【００３９】
　また、実施例１のＴＦＴ基板１の製造方法において、擬似単結晶シリコン７０３ｃを形
成するときに照射するエネルギービーム９ｂ（連続発振レーザ）の形状は、たとえば、照
射領域の移動方向（短軸方向）に沿った寸法を３～５μｍ程度、照射領域の移動方向と直
交する方向（長軸方向）に沿った寸法を１ｍｍ以上にすることが望ましい。
【００４０】
　しかしながら、たとえば、照射するエネルギービーム９ｂが、たとえば、レーザパワー
が３０Ｗ以上の単体のビームもしくは合計で３０Ｗ以上の合成ビームの連続発振レーザで
あり、このビームを対物レンズで集光して照射する場合、図９の上側に示すように、第１
の駆動回路を形成する領域Ｒ１のうちの１つの領域に対して、エネルギービーム９ｂの照
射位置を第１の方向（＋ｘ方向）に移動させながら前記エネルギービーム９ｂを照射する
と、擬似単結晶シリコン７０３ｃが形成された領域は、前記エネルギービーム９ｂの照射
を終了する位置において前記＋ｘ方向と直交するｙ方向の寸法が、エネルギービーム９ｂ
の照射を開始した位置におけるｙ方向の寸法よりも小さくなってしまうことがあることを
、本願発明者らは見出した。
【００４１】
　なお、図９の上側に示した各領域Ｒ１の中の擬似単結晶シリコン７０３ｃが形成されて
いる領域は、それぞれ、たとえば、図８の下側に示したように、複数の帯状結晶７０３ｗ
が集合して構成されている。
【００４２】
　このような現象が起こる理由は、たとえば、連続発振レーザを集光する対物レンズの温
度上昇による変形で、走査の途中で連続発振レーザの焦点がずれるためだと推定される。
なお、多結晶シリコン７０３ｂに照射される時点でのレーザパワーは約２０Ｗであった。
そのため、たとえば、その焦点のずれを補正しながら連続発振レーザ（エネルギービーム
９ｂ）を照射することができれば、このような現象を回避できるが、そのような補正は非
常に難しい。
【００４３】
　そこで、実施例１のＴＦＴ基板１の製造方法では、図９の上側に示したように、基板上
におけるエネルギービーム９ｂ（連続発振レーザ）の照射位置を＋ｘ方向に移動させなが
ら第１の駆動回路を形成する各領域Ｒ１の中の第１の領域に擬似単結晶シリコン７０３ｃ
を形成した後、図９の下側に示すように、基板上におけるエネルギービーム９ｂの照射位
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置を－ｘ方向に移動させながら第１の駆動回路を形成する各領域Ｒ１の中の第２の領域に
擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成する。エネルギービーム９ｂの照射位置を－ｘ方向に
移動させているときに各領域Ｒ１に形成される擬似単結晶シリコン７０３ｃ（第２の領域
）は、照射位置を＋ｘ方向に移動させながら形成した擬似単結晶シリコン７０３ｃ（第１
の領域）と同様に、前記エネルギービーム９ｂの照射を終了する位置におけるｙ方向の寸
法が、前記エネルギービーム９ｂの照射を開始する位置におけるｙ方向の寸法よりも小さ
くなってしまう。しかしながら、エネルギービーム９ｂの照射位置を－ｘ方向に移動させ
て第２の領域を形成するための前記エネルギービーム９ｂの照射を終了する位置は、すで
に、前記第１の領域を形成するためのエネルギービーム９ｂの照射位置を＋ｘ方向に移動
させているときに擬似単結晶化されている。また、エネルギービーム９ｂの照射位置を－
ｘ方向に移動させているときに前記エネルギービーム９ｂの照射を終了する位置は、エネ
ルギービーム９ｂの照射位置を＋ｘ方向に移動させているときに前記エネルギービーム９
ｂの照射を開始する位置の近傍である。そのため、－ｘ方向に移動させているときに擬似
単結晶化した第２の領域において前記エネルギービーム９ｂの照射が終了した位置のｙ方
向の寸法が小さくても、第２の領域の外側には、エネルギービーム９ｂの照射位置を＋ｘ
方向に移動させているときに形成された第１の領域の擬似単結晶シリコン７０３ｃが存在
する。
【００４４】
　このように、第２の領域を、すでに擬似単結晶シリコン７０３が形成されている第１の
領域と部分的に重畳させることで、第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１のほぼ全域を擬似
単結晶シリコン７０３ｃにすることができる。また、第２の領域の延在方向（ｘ方向）に
沿った中心軸の位置を、第２の領域の延在方向に沿った中心軸の位置とほぼ一致させるこ
とで、エネルギービーム９ｂの照射位置の移動方向に沿って寸法が小さくなっていくのを
防げる。
【００４５】
　また、繰り返しの説明は省略するが、第２の駆動回路を形成する領域Ｒ２の多結晶シリ
コン７０３ｂを擬似単結晶化する場合は、たとえば、レーザ発振器８および光学系１０と
マザーガラス６の位置関係を９０度回転させ、エネルギービーム９ｂ（連続発振レーザ）
の照射位置を＋ｙ方向に移動させながら第２の駆動回路を形成する領域Ｒ２に擬似単結晶
シリコン７０３ｃを形成した後、それに部分的に重畳するようにエネルギービーム９ｂの
照射位置を－ｙ方向に移動させながら第２の駆動回路を形成する領域Ｒ２に擬似単結晶シ
リコン７０３ｃを形成すればよい。このようにすると、第２の駆動回路を形成する領域Ｒ
２の擬似単結晶シリコン７０３ｃは、ｙ方向に長く延びる帯状結晶７０３ｗの集まりにな
る。そのため、第２の駆動回路ＤＲＶ２を形成するときに、たとえば、キャリアの移動方
向が帯状結晶７０３ｗの長手方向になるようにＭＯＳトランジスタを形成すれば、そのＭ
ＯＳトランジスタのキャリアの移動度を高くでき、動作を高速化できる。
【００４６】
　なお、図９の上側および下側に示した図において、擬似単結晶シリコン７０３ｃが形成
されている第１の領域および第２の領域はそれぞれ、たとえば、図８の下側に示したよう
に、複数の帯状結晶７０３ｗが集合して構成されている。
【００４７】
　図１０（ａ）および図１０（ｂ）は、実施例１のＴＦＴ基板の製造方法の別の作用効果
を説明するための模式図である。
  図１０（ａ）は、連続発振レーザを一方向に照射して擬似単結晶シリコンを形成した場
合の問題点を説明するための模式平面図である。図１０（ｂ）は、実施例１の方法で照射
した場合の作用効果を説明するための模式図である。
【００４８】
　図１０（ａ）に示すＴＦＴ基板１の製造方法の場合、たとえば、ｘ方向に並んだ第１の
駆動回路を形成する領域Ｒ１の多結晶シリコン７０３ｂを擬似単結晶化する場合、基板（
マザーガラス６）上における連続発振レーザ（エネルギービーム９ｂ）の照射位置を＋ｘ
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方向に移動させながら照射している。このとき、＋ｘ方向のみに移動させながら照射して
擬似単結晶化すると、擬似単結晶化される領域のｙ方向の寸法が途中から徐々に小さくな
っていく。そのため、たとえば、連続発振レーザの照射を開始する位置におけるレーザの
ｙ方向の寸法が、第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１のｙ方向の寸法とほぼ同じ場合、連
続発振レーザの照射を終了する位置におけるレーザのｙ方向の寸法は第１の駆動回路を形
成する領域Ｒ１のｙ方向の寸法に比べて非常に狭くなる。そのため、第１の駆動回路を形
成する領域Ｒ１を矩形にする場合、図１０（ａ）に平行斜線を入れて示した有効領域Ｒ５
の大きさは、本来の領域Ｒ１に比べて非常に小さくなってしまう。つまり、有効領域Ｒ５
の大きさが、本来の領域Ｒ１の大きさになるようにするためには、照射開始時における連
続発振レーザのｙ方向の寸法を大きくする必要があり、第１の駆動回路を形成する領域Ｒ
１の外側に照射されるビームの量が増え、エネルギーのロスが大きくなる。
【００４９】
　一方、実施例１のように、１つの第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１に対して、連続発
振レーザの照射位置を第１の方向（＋ｘ方向）に移動させながら擬似単結晶化した後、そ
れに部分的に重ねて連続発振レーザの照射位置を第１の方向とは反対の第２の方向（－ｘ
方向）に移動させながら擬似単結晶化すると、第１の方向に移動させながら擬似単結晶化
したときにｙ方向の寸法が小さくなっていく領域は、第２の方向に移動させながら擬似単
結晶化するときに連続発振レーザの照射を開始する位置に近いのでｙ方向の寸法が大きく
なる。そのため、第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１を矩形にする場合、図１０（ｂ）に
平行斜線を入れて示した有効領域Ｒ６の大きさは、本来の領域Ｒ１とほぼ同じ大きさにな
る。つまり、有効領域Ｒ６の大きさを、本来の領域Ｒ１の大きさになるようにするときに
、第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１の外側に照射されるビームの量を少なくでき、エネ
ルギーのロスを小さくすることができるという効果も得られる。
【００５０】
　図１１は、実施例１のＴＦＴ基板の製造方法の第１の変形例を説明するための模式図で
ある。
【００５１】
　実施例１のＴＦＴ基板１の製造方法は、たとえば、基板（マザーガラス６）の上に形成
された半導体膜の概略矩形の領域に、連続発振レーザ（エネルギービーム９ｂ）の照射位
置を第１の方向に移動させながら擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成した後、連続発振レ
ーザの照射位置を第１の方向と反対の第２の方向に移動させながら擬似単結晶シリコン７
０３ｃを形成することで、連続発振レーザの照射位置を第１の方向に移動させたときに擬
似単結晶シリコン７０３ｃが形成された領域のうち、第１の方向に直交する方向の寸法が
小さくなっていく領域を少なくすることを主要な特徴とする。つまり、連続発振レーザの
照射位置を第２の方向に移動させながら照射するときには、連続発振レーザの照射位置を
第１の方向に移動させたときに擬似単結晶シリコン７０３ｃが形成された領域のうち、第
１の方向に直交する方向の寸法が小さくなっていく領域を少なくすることができればよい
。そのため、たとえば、連続発振レーザの照射位置を第１の方向に移動させながら照射す
るときには、図１１の上側に示すように、第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１のｘ方向の
長さ分だけ照射して擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成し、連続発振レーザの照射位置を
第２の方向に移動させながら照射するときには、図１１の下側に示すように、第１の駆動
回路を形成する領域Ｒ１のｘ方向の長さよりも短くし、第１の方向に移動させながら照射
するときの照射開始位置よりも手前で擬似単結晶シリコン７０３ｃの形成を終了してもよ
い。
【００５２】
　図１２および図１３は、実施例１のＴＦＴ基板の製造方法の第２の変形例を説明するた
めの模式図である。
  図１２は、擬似単結晶化するときの第２の変形例を説明するための模式平面図である。
図１３は、図１２に示した方法で擬似単結晶化したときの有効領域を示す模式平面図であ
る。
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【００５３】
　実施例１のＴＦＴ基板１の製造方法における特徴を説明するにあたり、図９に示した例
では、連続発振レーザ（エネルギービーム９ｂ）の照射位置を第１の方向に移動させなが
ら擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するときの照射開始位置と第２の方向に移動させな
がら擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するときの照射終了位置が一致し、連続発振レー
ザの照射位置を第１の方向に移動させながら擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するとき
の照射終了位置と第２の方向に移動させながら擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成すると
きの照射開始位置が一致している。また、図１１に示した例では、連続発振レーザ（エネ
ルギービーム９ｂ）の照射位置を第１の方向に移動させながら擬似単結晶シリコン７０３
ｃを形成するときの照射終了位置と第２の方向に移動させながら擬似単結晶シリコン７０
３ｃを形成するときの照射開始位置が一致している。しかしながら、これらの照射開始位
置および照射終了位置の関係は、このような関係に限らず、種々の関係に設定できること
はもちろんである。つまり、連続発振レーザ（エネルギービーム９ｂ）の照射位置を第１
の方向に移動させながら第１の領域に擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するときの照射
開始位置と第２の方向に移動させながら第２の領域に擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成
するときの照射終了位置、連続発振レーザの照射位置を第１の方向に移動させながら第１
の領域に擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するときの照射終了位置と第２の方向に移動
させながら第２の領域に擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するときの照射開始位置は、
たとえば、図１２に示すように、連続発振レーザの照射位置の移動方向（ｘ方向）にずれ
ていてもよい。
【００５４】
　なお、第１の領域に擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するときの連続発振レーザの照
射開始位置および終了位置と、第２の領域に擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するとき
の連続発振レーザの照射開始位置および終了位置を照射位置の移動方向にずらす場合、た
とえば、第１の領域の擬似単結晶シリコンを形成するためのエネルギービームの照射を終
了する位置は、前記第１の領域の擬似単結晶シリコンを形成するための前記エネルギービ
ームの照射を開始する位置と、前記第２の領域に擬似単結晶シリコンを形成するエネルギ
ービームの照射を開始する位置との中心位置よりも前記第２の領域に擬似単結晶シリコン
を形成するためのエネルギービームの照射を開始する位置側にする。
【００５５】
　このようにすると、たとえば、図１３に平行斜線を入れて示した有効領域Ｒ７のように
、本来の領域Ｒ１よりもｙ方向の寸法が小さくなるが、その分、たとえば、図１０（ａ）
に示した有効領域Ｒ５や図１０（ｂ）に示した有効領域Ｒ６よりもｘ方向の寸法を長くす
ることができる。
【００５６】
　図１４乃至図１６は、実施例１のＴＦＴ基板の製造方法の第３の変形例を説明するため
の模式図である。
  図１４は、ｘ方向に並んだ複数の領域を擬似単結晶化するときの連続発振レーザの照射
方法の一例を説明するための模式平面図である。図１５は、図１４に示した方法で連続発
振レーザを照射したときに起こる可能性がある問題点を示す模式平面図である。図１６は
、図１５に示した問題点を解決する連続発振レーザの照射方法の一例を説明するための模
式図である。
【００５７】
　実施例１のＴＦＴ基板１の製造方法において、たとえば、ｘ方向に並んだ複数の第１の
駆動回路を形成する領域Ｒ１に擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するときには、たとえ
ば、基板上における連続発振レーザの照射位置を＋ｘ方向に移動させながら、メカニカル
シャッタまたは変調器などで、前記照射位置が第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１にある
時だけ照射されるように制御する。このとき、たとえば、図１４に示すように、ｘ方向に
並んだ４つの領域Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ１３，Ｒ１４に擬似単結晶シリコン７０３を形成す
る場合を考えると、まず、図１４の上側に示すように連続発振レーザの照射位置を＋ｘ方
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向に移動させながら領域Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ１３，Ｒ１４に順次レーザを照射して擬似単
結晶シリコン７０３ｃを形成した後、図１４の下側に示すように、連続発振レーザの照射
位置を－ｘ方向に移動させながら領域Ｒ１４，Ｒ１３，Ｒ１２，Ｒ１１に順次レーザを照
射して擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するのが最も効率のよい形成方法である。
【００５８】
　しかしながら、たとえば、図１５の上側に示すように、１つめの領域Ｒ１１と２つめの
領域Ｒ１２の間隙Δｘが短いと、１つめの領域Ｒ１１に対するレーザの照射が終了してか
ら、２つめの領域Ｒ１２に対するレーザの照射が開始されるまでの時間間隔が短く、１つ
めの領域Ｒ１１にレーザを照射したときに変形した対物レンズがもとの形状に戻り切れず
、２つめの領域Ｒ１２に対するレーザの照射を開始する位置におけるｙ方向の寸法が小さ
くなることがある。このような現象は、連続発振レーザの照射位置を－ｘ方向に移動させ
ながら領域Ｒ１２，Ｒ１１に擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するときにも発生する。
そのため、図１５の下側に示すように、＋ｘ方向に移動させながらレーザを照射したとき
の照射開始位置または－ｘ方向に移動させながらレーザを照射したときの照射開始位置の
ｙ方向の寸法が小さくなってしまい、有効領域が狭くなってしまうことがある。
【００５９】
　このような現象を回避するためには、たとえば、図１６に示すように、１つの帯状領域
（走査領域）を２往復させればよい。このとき、１往復目は、照射領域を＋ｘ方向に移動
させる過程で１つめの領域Ｒ１１および３つめのＲ１３に連続発振レーザを照射して擬似
単結晶シリコン７０３ｃを形成した後、照射領域を－ｘ方向に移動させる過程で４つめの
領域Ｒ１４および２つめの領域Ｒ１２に連続発振レーザを照射して擬似単結晶シリコン７
０３ｃを形成する。そして、２往復目は、照射領域を＋ｘ方向に移動させる過程で２つめ
の領域Ｒ１２および４つめのＲ１４に連続発振レーザを照射して擬似単結晶シリコン７０
３ｃを形成した後、照射領域を－ｘ方向に移動させる過程で３つめの領域Ｒ１３および１
つめの領域Ｒ１１に連続発振レーザを照射して擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成する。
【００６０】
　このようにすれば、たとえば、１往復目で１つめの領域Ｒ１１に対する連続発振レーザ
の照射が終了した後、次の領域Ｒ１３に対する連続発振レーザを開始するまでの時間間隔
を長くすることができる。そのため、１つめの領域Ｒ１１にレーザを照射したときに変形
した対物レンズがもとの形状に戻ることができ、３つめの領域Ｒ１３に対する連続発振レ
ーザの照射開始位置におけるｙ方向の寸法が小さくなるのを防げる。また、繰り返しの説
明は省略するが、残りの過程においても、各領域に対する連続発振レーザの照射開始位置
におけるｙ方向の寸法が小さくなるのを防げる。そのため、ｘ方向に並んだ複数の第１の
駆動回路を形成する領域Ｒ１について、各領域のｘ方向の長さを長くできるとともに、２
つの隣接する領域の間隙Δｘを短くすることができる。
【００６１】
　図１７は、実施例１のＴＦＴ基板の製造方法の応用例を説明するための模式図である。
【００６２】
　実施例１では、たとえば、図６（ａ）や図７に示したように、ＴＦＴ基板１の表示領域
ＤＡの外側にある第１の駆動回路を形成する領域Ｒ１、第２の駆動回路を形成する領域Ｒ
２に擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成する場合を例に挙げた。しかしながら、本発明は
、このような表示領域ＤＡの外側にある駆動回路を形成する領域だけに限らず、たとえば
、図１７に示すように、表示領域ＤＡに擬似単結晶シリコン７０３ｃをタイル状に形成す
る場合にも適用できることはもちろんである。このように、表示領域ＤＡに擬似単結晶シ
リコン７０３ｃをタイル状に形成する場合、その形成手順は、実施例１で説明したような
手順でよいので、詳細な説明は省略する。
【００６３】
　なお、図１７に示したように、表示領域ＤＡに擬似単結晶シリコン７０３ｃをタイル状
に形成する場合、各画素のＴＦＴ素子（スイッチング素子）の半導体層を擬似単結晶シリ
コン７０３ｃで形成することになるので、各ＴＦＴ素子を形成するときには、擬似単結晶
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シリコン７０３ｃを構成する帯状結晶の長手方向とチャネル長の方向（キャリアの移動方
向）が一致するようにドレイン電極およびソース電極を形成する。
【００６４】
　以上、本発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施例に限
定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々変更可能であることは
もちろんである。
【００６５】
　たとえば、本発明は、液晶表示パネルのＴＦＴ基板１の製造方法に限らず、液晶表示パ
ネルのＴＦＴ基板１と同様の構成を有する基板の製造方法に適用できることはもちろんで
ある。つまり、本発明は、たとえば、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃ
ｅ）を用いた自発光型の表示パネルの基板など、表示領域にスイッチング素子としてＴＦ
Ｔ素子が配置され、表示領域の外側にＭＯＳトランジスタなどの半導体素子からなる集積
回路が形成された基板の製造方法に適用することができる。
【００６６】
　また、前記実施例では、擬似単結晶シリコン７０３ｃを形成するために照射するエネル
ギービーム９ｂの一例として連続発振レーザを挙げたが、これに限らず、エキシマレーザ
などのパルス発振レーザを照射してもよいことはもちろんである。またさらに、照射する
エネルギービーム９ｂは、多結晶シリコン７０３ｂを溶融させることができればよいので
、連続発振レーザやパルス発振レーザに限らず、他の形態のエネルギービームであっても
よいことはもちろんである。
【００６７】
　また、前記実施例では、アモルファスシリコン膜を、たとえば、図８の上側に示したよ
うな粒状結晶の集合で構成される多結晶シリコン７０３ｂにした後、帯状結晶の集合で構
成される擬似単結晶シリコン７０３ｃにする場合を例に挙げている。しかしながら、これ
に限らず、たとえば、アモルファスシリコン膜から直接、擬似単結晶シリコンを形成して
もよいことはもちろんである。この場合、たとえば、アモルファスシリコン膜の擬似単結
晶シリコンを形成する領域をあらかじめ脱水素化しておくことが望ましい。
【００６８】
　また、前記実施例では、アモルファスシリコン膜を部分的に多結晶シリコン化した後、
多結晶シリコン化された領域に擬似単結晶シリコンを形成する場合を例に挙げている。し
かしながら、これに限らず、たとえば、マザーガラス６の上に形成されたアモルファスシ
リコン膜の全面を多結晶シリコン化してもよいことはもちろんである。この場合、表示領
域のＴＦＴ素子の半導体層は、多結晶シリコンで形成される。
【００６９】
　またさらに、前記実施例では、ＴＦＴ素子（ＭＯＳトランジスタ）の半導体層（半導体
材料）としてシリコンを用いた場合を例に挙げている。しかしながら、これに限らず、他
の半導体材料であってもよいことはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１（ａ）】液晶表示パネルの概略構成を示す模式平面図である。
【図１（ｂ）】図１（ａ）のＡ－Ａ’線における断面構成を示す模式断面図である。
【図２】液晶表示パネルのＴＦＴ基板の構成の一例を示す模式平面図である。
【図３】ＴＦＴ基板の表示領域の１画素の回路構成の一例を示す模式回路図である。
【図４（ａ）】アモルファスシリコン膜を成膜した直後のマザーガラスの模式平面図であ
る。
【図４（ｂ）】図４（ａ）のＢ－Ｂ’線における断面構成を示す模式断面図である。
【図５（ａ）】アモルファスシリコン膜の一部を多結晶シリコン化した直後のマザーガラ
スの模式平面図である。
【図５（ｂ）】図５（ａ）のＣ－Ｃ’線における断面構成を示す模式断面図である。
【図６（ａ）】多結晶シリコン化した領域を擬似単結晶化した直後のマザーガラスの模式
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平面図である。
【図６（ｂ）】図６（ａ）のＤ－Ｄ’線における断面構成を示す模式断面図である。
【図７】多結晶シリコン化および擬似単結晶化の方法を説明するための模式斜視図である
。
【図８】多結晶シリコンが擬似単結晶化するときの様子を示す模式平面図である。
【図９】本発明を適用したときの擬似単結晶化の手順を説明するための模式平面図である
。
【図１０（ａ）】連続発振レーザを一方向に照射して擬似単結晶シリコンを形成した場合
の問題点を説明するための模式平面図である。
【図１０（ｂ）】実施例１の方法で照射した場合の作用効果を説明するための模式図であ
る。
【図１１】実施例１のＴＦＴ基板の製造方法の第１の変形例を説明するための模式図であ
る。
【図１２】擬似単結晶化するときの第２の変形例を説明するための模式平面図である。
【図１３】図１２に示した方法で擬似単結晶化したときの有効領域を示す模式平面図であ
る。
【図１４】ｘ方向に並んだ複数の領域を擬似単結晶化するときの連続発振レーザの照射方
法の一例を説明するための模式平面図である。
【図１５】図１４に示した方法で連続発振レーザを照射したときに起こる可能性がある問
題点を示す模式平面図である。
【図１６】図１５に示した問題点を解決する連続発振レーザの照射方法の一例を説明する
ための模式図である。
【図１７】実施例１のＴＦＴ基板の製造方法の応用例を説明するための模式図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１…ＴＦＴ基板
　２…対向基板
　３…液晶材料
　４…シール材
　５Ａ，５Ｂ…偏光板
　６…マザーガラス
　７０１…シリコン窒化膜
　７０２…シリコン酸化膜
　７０３ａ…アモルファスシリコン（膜）
　７０３ｂ…多結晶シリコン
　７０３ｃ…擬似単結晶シリコン
　７０３ｐ…粒状結晶
　７０３ｗ…帯状結晶
　８…レーザ発振器
　９ａ…連続発振レーザ
　９ｂ…エネルギービーム
　１０…光学系
　ＧＬ，ＧＬｍ，ＧＬｍ＋１…走査信号線
　ＤＬ，ＤＬｎ，ＤＬｎ＋１…映像信号線
　ＰＸ…画素電極
　ＣＴ…共通電極
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