
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応して形成された複数の画素用トラ
ンジスタと、前記複数の画素用トランジスタに電気的に接続された複数の画素電極と、を
含むアクティブマトリクス基板の製造方法であって、
前記基板上に半導体膜を形成する工程と、
前記基板に対しレーザー光を前記データ線に沿う方向に相対的に移動させつつ、前記デー
タ線に沿う方向における前記画素電極のピッチと同等のピッチで前記レーザー光を前記半
導体膜に照射し前記半導体膜の一部分を溶融結晶化し、前記レーザー光が照射された多結
晶の半導体膜と前記レーザー光が照射されなかったアモルファスの半導体膜とを形成する
工程と、
前記多結晶の半導体膜と前記アモルファスの半導体膜との色相の違いを判別してアライメ
ントに用い、前記半導体膜をパターニングする工程と、
前記パターニングのあと、前記多結晶の半導体膜をチャネル領域に用いた前記画素用トラ
ンジスタを形成する工程と、を有し、
前記レーザー光が１回に照射される領域の前記データ線方向における幅は、前記画素電極
の前記データ線方向における幅より狭いことを特徴とするアクティブマトリクス基板の製
造方法。
【請求項２】
基板上に複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応して形成された複数の画素用トラ
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ンジスタと、前記複数の画素用トランジスタに電気的に接続された複数の画素電極と、を
含むアクティブマトリクス基板の製造方法であって、
前記基板上に光硬化性樹脂をアライメント用パターンとして形成する工程と、
前記光硬化性樹脂の形成された前記基板上に半導体膜を形成する工程と、
前記基板に対しレーザー光を前記データ線に沿う方向に相対的に移動させつつ、前記レー
ザー光を前記半導体膜に照射し前記半導体膜の少なくとも一部分を溶融結晶化し、前記レ
ーザー光が照射された多結晶の半導体膜と前記レーザー光が照射されなかったアモルファ
スの半導体膜とを形成する工程と、
前記光硬化性樹脂をアライメントマークとして利用し前記半導体膜をパターニングする工
程と、
前記パターニングのあと、前記多結晶の半導体膜をチャネル領域に用いた前記複数の画素
用トランジスタを形成する工程と、を有することを特徴とするアクティブマトリクス基板
の製造方法。
【請求項３】
請求の範囲第１または２項に記載のアクティブマトリクス基板の製造方法において、
前記レーザー光が１回に照射される領域の幅は、前記画素用トランジスタの前記チャネル
領域におけるチャネル幅と同一であることを特徴とするアクティブマトリクス基板の製造
方法。
【請求項４】
請求の範囲第１乃至３項のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法におい
て、
前記溶融結晶化の工程において、前記基板上の駆動回路用トランジスタを形成する領域を
前記レーザー光が移動する速度より、前記画素用トランジスタを形成する領域を前記レー
ザー光が移動する速度のほうが速く、前記駆動回路用トランジスタを形成する領域に照射
されるレーザー光と前記画素用トランジスタを形成する領域に照射されるレーザー光とが
同じレーザー光強度を有することを特徴とするアクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項５】
請求の範囲第１乃至４項のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法におい
て、
前記溶融結晶化の工程において、前記基板上の駆動回路用トランジスタを形成する領域に
前記レーザー光が照射される回数のほうが、前記画素用トランジスタを形成する領域に前
記レーザー光が照射される回数より多く、前記駆動回路用トランジスタを形成する領域に
照射されるレーザー光と前記画素用トランジスタを形成する領域に照射されるレーザー光
とが同じレーザー光強度を有することを特徴とするアクティブマトリクス基板の製造方法
。
【請求項６】
請求の範囲第１乃至５項のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法におい
て、
前記レーザー光はライン状のビームを複数のスポット状のビームに集光したものであり、
前記レーザー光が１回で照射する領域には複数の前記チャネル領域が含まれていることを
特徴とするアクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項７】
基板上に半導体膜を形成する工程と、
前記基板に対しレーザー光を相対的に移動させつつ、前記レーザー光を前記半導体膜に照
射し前記半導体膜の少なくとも一部分を溶融結晶化する工程と、を有し、
前記溶融結晶化の工程において、前記基板上の駆動回路用トランジスタを形成する領域を
前記レーザー光が移動する速度より、前記基板上の画素用トランジスタを形成する領域を
前記レーザー光が移動する速度のほうが速く、前記駆動回路用トランジスタを形成する領
域に照射されるレーザー光と前記画素用トランジスタを形成する領域に照射されるレーザ
ー光とが同じレーザー光強度を有し、前記駆動回路用トランジスタを形成する領域が前記
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画素用トランジスタを形成する領域より結晶化の度合いが高いことを特徴とするアクティ
ブマトリクス基板の製造方法。
【請求項８】
基板上に半導体膜を形成する工程と、
前記基板に対しレーザー光を相対的に移動させつつ、前記レーザー光を前記半導体膜に照
射し前記半導体膜の少なくとも一部分を溶融結晶化する工程と、を有し、
前記溶融結晶化の工程において、前記基板上の駆動回路用トランジスタを形成する領域を
前記レーザー光が照射される回数のほうが、前記基板上の画素用トランジスタを形成する
領域を前記レーザー光が照射される回数より多く、前記駆動回路用トランジスタを形成す
る領域に照射されるレーザー光と前記画素用トランジスタを形成する領域に照射されるレ
ーザー光とが同じレーザー光強度を有し、前記駆動回路用トランジスタを形成する領域が
前記画素用トランジスタを形成する領域より結晶化の度合いが高いことを特徴とするアク
ティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項９】
請求の範囲第６または７項に記載のアクティブマトリクス基板の製造方法において、
前記駆動回路用トランジスタは走査ドライバ用トランジスタであることを特徴とするアク
ティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項１０】
請求の範囲第６乃至９項のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法におい
て、
前記レーザー光を照射する工程に先立ち、前記基板上に光硬化性樹脂を塗布する工程を有
し、前記レーザー光を照射する工程は、アライメントパターンとして用いられるように前
記光硬化性樹脂を硬化することを含むことを特徴とするアクティブマトリクス基板の製造
方法。
【請求項１１】
請求の範囲第１乃至１０項のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法を用
いることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置の製造方法。
【請求項１２】
請求の範囲第１乃至１０項のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法を用
いることを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１３】
請求の範囲第１乃至１０項のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法を用
いることを特徴とする電子機器の製造方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、アクティブマトリクス型液晶ディスプレイ等に適応されるアクティブマトリク
ス基板及びその製造方法に関する。また本発明はこれらを適応した液晶表示装置及び電子
機器に関する。更に詳しくは、基板の表面に半導体膜を溶融結晶化するためのアニール技
術に関するものである。
背景技術
多結晶シリコン等の半導体膜は薄膜トランジスタ（以下本願明細書中ではＴＦＴと称する
）や太陽電池に広く利用されている。これら半導体装置の性能はひとえにその半導体装置
の能動部を構成する半導体膜の良否に強く依存している。いうまでもなく高品質の半導体
膜が得られれば、それに応じた高性能の半導体装置が得られるのである。例えば液晶表示
装置などに用いられている多結晶シリコン薄膜トランジスタ（ｐｏｌｙ－Ｓｉ　ＴＦＴ）
では多結晶シリコン（ｐｏｌｙ－Ｓｉ）の膜質が優れている程高速スイッチング動作する
良好なＴＦＴが得られる。又光の吸収効率に大差がなければ結晶化率が高い半導体膜を用
いた太陽電池程高いエネルギー変換効率が得られる。この様に高品質の結晶性半導体膜は
多くの産業分野に渡って強く求められている。
然るに斬様な高品質半導体膜の形成は一般にかなり困難であり、しかも大きな制約下にあ
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る。ＴＦＴの分野では工程最高温度が１０００℃程度の高温プロセスにてトランジスタを
作成する事で移動度の比較的高い多結晶シリコン膜を形成している。この為半導体膜や半
導体装置を作成し得る基板に対してはその基板が高温の熱工程に耐え得る耐熱性を有する
との制約が生じている。こうして昨今のｐｏｌｙ－Ｓｉ　ＴＦＴは総て皆高価で小さい石
英ガラス基板上に作成されている。同じ理由で太陽電池には通常非晶質シリコン（ａ－Ｓ
ｉ）が用いられている。
液晶表示装置のアクティブマトリクス基板では、基板に低価格のガラス基板を用いること
ができるよう低温プロセスによって薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという。）を製造す
ることが望まれている。ここで、ＴＦＴのチャネル領域等を形成するのに必要なシリコン
膜のうち、アモルファスシリコン膜については低温プロセスによって成膜できるものの、
ＴＦＴの移動度が低いという欠点がある。
そこで、ガラス基板上に形成したアモルファスシリコン膜に対して、基板を移動させなが
らレーザーを照射するレーザー結晶化処理を行い、アモルファスシリコン膜を溶融結晶化
することによって、移動度の高いポリシリコンＴＦＴを形成する方法が案出されている。
一般的にはパルスレーザーを重ねあわせながら基板をレーザー光に対して相対的に移動さ
せる事で大面積のポリシリコン膜を作製する方法がとられている。これによってＴＦＴの
移動度をアモルファスシリコンの場合に比較して１桁以上向上させる事が可能となる。
しかしながら、従来のように基板を移動しながらレーザ照射するレーザー結晶化法では、
レーザー発振のパルス間のバラツキや、レーザー照射領域の重なり部分が原因でポリシリ
コン膜に不均一性が生じるという問題がある。また、同一箇所に少なくとも１０回以上の
レーザー照射を行わなければ良質のポリシリコン膜が作製できず、このためスループット
の向上を図れないという問題点がある。
以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、基板上に形成した半導体膜に対するレーザー結
晶化を均一でしかも高いスループットで行うことのできるアクティブマトリクス基板およ
びその製造方法を提供することにある。
発明の開示
上記課題を解決するために、本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、基板上に
複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応して形成された複数の画素用トランジスタ
と、前記複数の画素用トランジスタに電気的に接続された複数の画素電極と、を含むアク
ティブマトリクス基板の製造方法であって、前記基板上に半導体膜を形成する工程と、前
記基板に対しレーザー光を前記データ線に沿う方向に相対的に移動させつつ、前記データ
線に沿う方向における前記画素電極のピッチと同等のピッチで前記レーザー光を前記半導
体膜に照射し前記半導体膜の一部分を溶融結晶化し、前記レーザー光が照射された多結晶
の半導体膜と前記レーザー光が照射されなかったアモルファスの半導体膜とを形成する工
程と、前記多結晶の半導体膜と前記アモルファスの半導体膜との色相の違いを判別してア
ライメントに用い、前記半導体膜をパターニングする工程と、前記パターニングのあと、
前記多結晶の半導体膜をチャネル領域に用いた前記画素用トランジスタを形成する工程と
、を有し、前記レーザー光が１回に照射される領域の前記データ線方向における幅は、前
記画素電極の前記データ線方向における幅より狭いことを特徴とする。
また、本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、基板上に複数の走査線と複数の
データ線との交差に対応して形成された複数の画素用トランジスタと、前記複数の画素用
トランジスタに電気的に接続された複数の画素電極と、を含むアクティブマトリクス基板
の製造方法であって、前記基板上に光硬化性樹脂をアライメント用パターンとして形成す
る工程と、前記光硬化性樹脂の形成された前記基板上に半導体膜を形成する工程と、前記
基板に対しレーザー光を前記データ線に沿う方向に相対的に移動させつつ、前記レーザー
光を前記半導体膜に照射し前記半導体膜の少なくとも一部分を溶融結晶化し、前記レーザ
ー光が照射された多結晶の半導体膜と前記レーザー光が照射されなかったアモルファスの
半導体膜とを形成する工程と、前記光硬化性樹脂をアライメントマークとして利用し前記
半導体膜をパターニングする工程と、前記パターニングのあと、前記多結晶の半導体膜を
チャネル領域に用いた前記複数の画素用トランジスタを形成する工程と、を有することを
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特徴とするものであってもよい。
これによれば、例えば、実際のアニールパターンに対して、直接マスクのアライメントを
行うことになるので、ＴＦＴ特性のばらつきを抑えることができるとともに、チャネル領
域だけを結晶化してスループットをさらに向上することも可能となる。
ここで、レーザー結晶化ポリシリコン膜の不均一性は、レーザー照射の際の基板の送りピ
ッチに対応した周期で生じる。すなわち照射レーザーのスキャン方向のビーム幅が画素ピ
ッチより狭ければ、これを重ねあわせながらスキャン照射する事で少なくとも不均一性の
周期が画素ピッチより大きくなる事が無い。したがって、本発明によりポリシリコン膜の
不均一性を大幅に低減する事ができる。
また、画素用トランジスタが略同一線上に並ぶ方向をＸ方向（走査線に沿う方向）とし、
それに交差する方向をＹ方向（データ線に沿う方向）としたとき、前記レーザアニール処
理では、前記基板と前記ラインビームとをＹ方向に向けて相対的に移動させることによっ
て前記半導体膜の溶融結晶化を連続的に行うとともに、該半導体膜のＹ方向のうち、前記
画素用トランジスタの形成予定領域に相当する領域に対して選択的に前記ラインビームを
照射することが好ましい。このように構成すると、無駄な領域に対するレーザー照射時間
を削ることができるので、均一性を確保しつつレーザアニール時間を短縮でき、スループ
ットが向上する。
上記のアクティブマトリクス基板の製造方法は、前記レーザー光が１回に照射される領域
の幅は、前記画素用トランジスタの前記チャネル領域におけるチャネル幅と同一であって
もよい。また、前記レーザー光が１回に照射される領域の幅は、前記レーザー光が前記基
板に対し相対的に移動する方向の長さであってもよい。
さらに、上記アクティブマトリクス基板の製造方法は、前記溶融結晶化の工程において、
前記基板上の駆動回路用トランジスタを形成する領域を前記レーザー光が移動する速度よ
り、前記画素用トランジスタを形成する領域を前記レーザー光が移動する速度のほうが速
いことが好ましい。また、前記溶融結晶化の工程において、前記基板上の駆動回路用トラ
ンジスタを形成する領域を前記レーザー光が照射される回数のほうが、前記画素用トラン
ジスタを形成する領域を前記レーザー光が照射される回数より多いことが好ましい。
これにより画素用トランジスタより駆動用トランジスタの結晶化の度合いを高めることが
できるので、駆動用トランジスタの動作速度を画素用トランジスタより速くすることがで
きる。
さらに、上記アクティブマトリクス基板の製造方法において、前記駆動回路用トランジス
タは走査ドライバ用トランジスタであることが好ましい。
これによれば、例えば、実際のアニールパターンに対して、直接マスクのアライメントを
行うことになるので、ＴＦＴ特性のばらつきを抑えることができるとともに、チャネル領
域だけを結晶化してスループットをさらに向上することも可能となる。
また、上記のアクティブマトリクス基板の製造方法において、前記レーザー光はライン状
のビームを複数のスポット状のビームに集光したものであり、前記レーザー光が１回で照
射する領域には複数の前記チャネル領域が含まれているものであってもよい。
このように構成すると、半導体膜のＸ方向のうち画素用薄膜トランジスタの形成領域を選
択的に照射するスポット状のビームとする光学系を配置した場合には、Ｘ方向においても
無駄な部分にレーザー光を照射することがなく、その分だけ、必要な領域へのレーザー光
強度を高くすることができる。
また、本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、基板上に半導体膜を形成する工
程と、前記基板に対しレーザー光を相対的に移動させつつ、前記レーザー光を前記半導体
膜に照射し前記半導体膜の少なくとも一部分を溶融結晶化する工程と、を有し、前記溶融
結晶化の工程において、前記基板上の駆動回路用トランジスタを形成する領域を前記レー
ザー光が移動する速度より、前記基板上の画素用トランジスタを形成する領域を前記レー
ザー光が移動する速度のほうが速く、前記駆動回路用トランジスタを形成する領域に照射
されるレーザー光と前記画素用トランジスタを形成する領域に照射されるレーザー光とが
同じレーザー光強度を有し、前記駆動回路用トランジスタを形成する領域が前記画素用ト
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ランジスタを形成する領域より結晶化の度合いが高いことを特徴とするものであってもよ
い。
また、本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、基板上に半導体膜を形成する工
程と、前記基板に対しレーザー光を相対的に移動させつつ、前記レーザー光を前記半導体
膜に照射し前記半導体膜の少なくとも一部分を溶融結晶化する工程と、を有し、前記溶融
結晶化の工程において、前記基板上の駆動回路用トランジスタを形成する領域を前記レー
ザー光が照射される回数のほうが、前記基板上の画素用トランジスタを形成する領域を前
記レーザー光が照射される回数より多く、前記駆動回路用トランジスタを形成する領域に
照射されるレーザー光と前記画素用トランジスタを形成する領域に照射されるレーザー光
とが同じレーザー光強度を有し、前記駆動回路用トランジスタを形成する領域が前記画素
用トランジスタを形成する領域より結晶化の度合いが高いことを特徴とするものであって
もよい。
図面を参照して、本発明の実施例を説明する。
（アクティブマトリクス基板の構成）
図１（Ａ）は、液晶表示装置のアクティブマトリクス基板の構成を模式的に示す説明図で
ある。
この図において、液晶表示装置１は、そのアクティブマトリクス基板２上に、データ線３
および走査線４で区画形成された画素領域５を有し、そこには、画素用のＴＦＴ１０を介
して画像信号が入力される液晶セルの液晶容量６が構成されている。以下の説明では、ア
クティブマトリクス基板２上で互いに交差する方向をＸ方向およびＹ方向とし、そのうち
、Ｘ方向に走査線４が延び、ｙ方向にデータ線３が延びているものとする。なお、本願発
明におけるＸ方向は、ここでいうｘ方向（走査線４が延びる方向）に限定されるのもので
なく、また、本願発明におけるＹ方向は、ここでいうｙ方向（データ線３が延びる方向）
に限定されるものでない。本願発明におけるＸ方向が、データ線３が延びる方向を意味し
、本願発明におけるＹ方向が、走査線４が延びる方向を意味することもある。
データ線３に対しては、シフトレジスタ７１、レベルシフタ７２、ビデオライン７３、ア
ナログスイッチ７４を備えるデータドライバ部７が構成され、走査線４に対しては、シフ
トレジスタ８１およびレベルシフタ８２を備える走査ドライバ部８が構成されている。な
お、画素領域には、前段の走査線との間に保持容量５１が形成されることもある。
データ線３、走査線４、画素領域５、およびＴＦＴ１０からなるアクティブマトリクス部
９では、ＴＦＴ１０がＸ方向およびＹ方向に整列しているが、データドライバ部７では、
図１（Ｂ）に２段のインバータを示すように、Ｎ型のＴＦＴｎ１、ｎ２と、Ｐ型のＴＦＴ
ｐ１、ｐ２とによって構成されたＣＭＯＳ回路などが高密度に形成されることから、そこ
に形成されるＴＦＴｎ１、ｎ２やＰ型のＴＦＴｐ１、ｐ２は、Ｘ方向およびＹ方向に整列
しているとは限らない。但し、アクティブマトリクス部９のＴＦＴ１０と、データドライ
バ部７のＴＦＴｎ１、ｎ２やＰ型のＴＦＴｐ１、ｐ２とは、基本的な構造が同じであり、
同じ工程中で製造される。
アクティブマトリクス基板２としては、アクティブマトリクス部９だけが基板上に構成さ
れたもの、アクティブマトリクス部９と同じ基板上にデータドライバ部７が構成されたも
の、アクティブマトリクス部９と同じ基板上に走査ドライバ部８が構成されたもの、アク
ティブマトリクス部９と同じ基板上にデータドライバ部７および走査ドライバ部８の双方
が構成されたものがある。また、ドライバ内蔵型のアクティブマトリクス基板２であって
も、データドライバ部７に含まれるシフトレジスタ７１、レベルシフタ７２、ビデオライ
ン７３、アナログスイッチ７４等の全てがアクティブマトリクス基板２上に構成された完
全ドライバ内蔵タイプと、それらの一部がアクティブマトリクス基板２上に構成された部
分ドライバ内蔵タイプとがある。また、アクティブマトリクス基板２として、基板上にデ
ータドライバ部７または走査ドライバ部８の全てが構成されたもの、あるいはその一部だ
けが構成されたものがある。本発明は、いずれのタイプにも適用できる。以下の説明では
、アクティブマトリクス部９に対してＹ方向の側にデータドライバ部７が構成されたアク
ティブマトリクス基板２を例に説明する。なお、図１（Ａ）では、アクティブマトリクス
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部９に対するＹ方向のうち、一方の側にのみデータドライバ部７が図示されているが、ア
クティブマトリクス部９に対するＹ方向の両方の側にデータドライバ部７が構成されるこ
とが多い。そこで、以下の説明では、アクティブマトリクス部９に対するＹ方向の両側に
データドライバ部７が構成されているものとして説明する。
図２は、アクティブマトリクス基板の画素領域の１つを拡大して示す平面図、図３（Ａ）
は、図２のＩ－Ｉ′線における断面図、図３（Ｂ）は、図２の II－ II′線における断面図
である。なお、データドライバ部におけるＴＦＴも基本的には同一の構造を有するので、
その図示を省略する。
これらの図において、いずれの画素領域５でも、ＴＦＴ１０は、ガラス基板２０上におい
て、データ線３に対して層間絶縁膜１６のコンタクトホール１７を介して電気的接続する
ソース領域１１、画素電極１９に対して層間絶縁膜１６のコンタクトホール１８を介して
電気的接続するドレイン領域１２、ドレイン領域１２とソース領域１１との間にチャネル
を形成するためのチャネル領域１３、およびチャネル領域１３に対してゲート絶縁膜１４
を介して対峙するゲート電極１５から構成されている。このゲート電極１５は、走査線４
の一部として構成されている。なお、ガラス基板２０の表面側には、シリコン窒化膜やシ
リコン酸化膜等からなる下地保護膜２１が形成されている。
ＴＦＴ１０は、各画素領域５の間で同一の位置に形成されている場合、隣接する画素領域
５の間で対称の位置に形成されている場合等々があるが、Ｘ方向およびＹ方向のうちの一
方向では、ＴＦＴ１０が整列している場合が多い。かかる整列されている構造を利用して
、本例では、以下の製造方法を用いている。
（ＴＦＴの製造方法）
図面を参照して、本発明の実施例１に係るＴＦＴの製造方法を説明する。
本例では、基板として、２３５ｍｍ角の無アルカリガラス板を用いて以下の各工程を行な
う。
図４は、図２のＩ－Ｉ′線における断面に対応するＴＦＴの工程断面図、図５は、図２の
II－ II′線における断面に対応するＴＦＴの工程断面図である。なお、データドライバ部
におけるＴＦＴも基本的には同じ工程中で製造されるので、その説明を省略する。
（下地保護膜形成工程）
図４（Ａ）、図５（Ａ）において、まず、下地保護膜２１としてシリコン酸化膜を用いる
場合、ＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ法により２５０℃～３００℃の温度条件下で、基板２０の表面
に下地保護膜２１となる膜厚が５００から２０００オングストロームのシリコン酸化膜を
形成する。シリコン酸化膜は、ＡＰＣＶＤ法でも形成でき、この場合には、基板２０の温
度を２５０℃から４５０℃までの範囲に設定した状態で、モノシラン（ＳｉＨ 4）及び酸
素を原料ガスとしてシリコン酸化膜を形成する。
（半導体膜堆積工程）
次に、下地保護膜２１の表面に不純物がドープされていない真性のシリコン膜３０（半導
体膜）を２００から１０００オングストローム程度堆積する。シリコン膜３０の形成にあ
たっては、ＬＰＣＶＤ法、ＰＥＣＶＤ法あるいはスパッタ法を用いてもよく、これらの方
法によれば、その成膜温度を室温から５００℃程度までの範囲に設定するとこができる。
（アニール工程）
次に、図４（Ｂ）、図５（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、アモルファスのシリコン膜３０に
レーザ光を照射してシリコン膜３０を多結晶シリコンに改質する。照射レーザーとしては
エキシマレーザーがよく用いられる。本例では、キセノン・クロライド（ＸｅＣｌ）のエ
キシマ・レーザ（波長が３０８ｎｍ）を照射する（レーザアニール処理／アニール工程）
。この工程において、レーザ照射は、基板２０を室温から５００℃までの任意の温度に加
熱した状態で、真空雰囲気中または不活性ガス、酸素雰囲気中などで行なう。
このアニール工程を行う前の状態（図４（Ａ）、図５（Ａ）に示す状態）は、図６に示す
ように、ガラス基板２０の全面に下地保護膜２１およびシリコン膜３０が形成されている
が、シリコン膜３０のうち、アクティブマトリクス部９においてＴＦＴ１０のソース領域
１１、ドレイン領域１２、およびチャネル領域１３となるべき部分は、図６に点線Ｌ１で
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示す部分だけであり、データドライバ部７においてＴＦＴ１０のソース領域１１、ドレイ
ン領域１２、およびチャネル領域１３となるべき部分は、図６に点線Ｌ２で示す部分だけ
である。
そこで、本例では、アクティブマトリクス部９については、シリコン膜３０のＹ方向のう
ち、ＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１に相当する領域に対して選択的にレーザ光を照射し、
ＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１の間の領域Ｂ２には、レーザ光を積極的には照射しない。
また、基板２０上におけるアクティブマトリクス部９のＹ方向の側には、同じくＴＦＴ１
０を備えるデータドライバ部７が構成されることになっているが、このデータドライバ部
７では、狭い領域内に多数のＴＦＴ１０を配置するという観点から、アクティブマトリク
ス領域９と相違して、ＴＦＴ１０の形成予定領域は、点線Ｌ２で示すように、Ｘ方向にお
いて、通常、単純な直線配列のみではない。従って、データドライバ部７に対しては、Ｔ
ＦＴ１０の形成予定領域に対して選択的にレーザ光を照射することができないので、デー
タドライバ部７に対しては、その全領域Ａ２に対してレーザ光を照射する。なお、アクテ
ィブマトリクス部９とデータドライバ部７との間の領域Ｂ２にも、レーザ光を積極的には
照射しない。
また、本例では、図７（Ａ）に示すように、レーザ光の照射領域Ｌ４がＸ方向に長く、か
つ、Ｙ方向のレーザ光強度プロファイルにおける半値幅がＹ方向における画素ピッチより
も狭いラインビームＬ０（たとえば、レーザパルスの繰り返し周波数が１００～１０００
Ｈｚ、好ましくは２００Ｈｚのラインビーム）をシリコン膜３０に照射する。すなわち、
図７（Ｂ）に示すように、シリコン膜３０上におけるラインビームの照射領域Ｌ４におい
て、そのＹ方向における位置を横軸とし、レーザ光の強度を縦軸として表したレーザ光強
度プロファイルにおいて、半値幅Ｌ２１（ピーク値Ｈに対して１／２の強度に相当する領
域における幅）がＹ方向における画素ピッチＰＹよりも狭いラインビームを用いている。
レーザー光源の出力には限界があるのでこのビームをどのように整形すれば最も効率的に
しかも均一なポリシリコン膜が形成できるかと言う事が重要である。そこで本発明ではレ
ーザーのＹ方向の幅を極力狭くしつつＸ方向の長さを極力長くとることによってスループ
ットを確保しつつ均一性の向上を図っている。レーザ結晶化シリコン膜の結晶性の空間分
布は、このラインビームＬ０のレーザ光強度プロファイルと、重ね率に依存する。従来の
ようにレーザ光の半値幅Ｌ２１が画素ピッチＰＹより大きいと、結晶性分布の周期は、画
素ピッチＰＹより必ず大きな周期となる。これに対して、画素ピッチＰＹより狭い半値幅
Ｌ２１のレーザ光を用いこのレーザー光を重ねあわせながら照射する事によって、画素ピ
ッチＰＹ以下の周期で結晶性分布を制御できる。これによって、ＴＦＴのばらつきを大き
く低減することができる。ここで、図７（Ｃ）に示すように、レーザ光強度プロファイル
がガウス分布をとらず、最大値Ｈを示す領域が所定の幅を有するレーザ光についても、ピ
ーク値Ｈに対して１／２の強度に相当する領域における幅を半値幅Ｌ２１とみなす。
このようなレーザ光（ラインビームＬ０）を用いてシリコン膜３０をアニールするにあた
って、本例では、図８（Ａ）に示すように、ラインビームＬ０の位置を固定しておき、基
板２０をステージ４０によってＹ方向に向けて移動させることによってシリコン膜３０の
溶融結晶化を連続的に行う。この際に、ラインビームの照射領域Ｌ４において、そのＹ方
向のレーザ光強度プロファイルにおける半値幅Ｌ２１が画素ピッチＰＹよりも狭いので、
ラインビームＬ０がＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１を照射している間、レーザアニール処
理を行う必要のない領域Ｂ１には、実質的にはラインビームＬ０が照射されない。
ここで、図８（Ｂ）に示すように、ラインビームＬ０がデータドライバ部７の形成予定領
域Ａ２を照射するときには、ステージ４０を低速で移動させ、ラインビームＬ０がデータ
ドライバ部７とＴＦＴ１０の形成予定領域との間の領域Ｂ２を照射するときには、ステー
ジ４０を高速で移動させる。なお、データドライバ部７の形成予定領域Ａ２と、ＴＦＴ１
０の形成予定領域Ａ１とでは、ステージ４０を同じ速度で移動させることもある。そして
、ラインビームＬ０がＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１を照射するときには、ステージ４０
を低速で移動させ、ラインビームがＴＦＴ１０の形成予定領域の間の領域Ｂ１を照射する
ときには、ステージ４０を高速で移動させる。その結果、アモルファスのシリコン膜３０
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のうち、ラインビームＬ０が長い時間にわたって照射された領域のシリコン膜３０のみが
選択的に溶融結晶化し多結晶のシリコン膜となる。
このようにしてアニールすると、データドライバ部７の形成予定領域Ａ２、およびアクテ
ィブマトリクス部９におけるＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１については、ラインビームＬ
０を選択的に、かつ繰り返し照射するので、データドライバ部７の形成予定領域Ａ２、お
よびアクティブマトリクス部９におけるＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１のシリコン膜３０
については高品質のポリシリコン膜を作製しつつスループットを上げる事ができる。特に
、データドライバ部７においては、より動作速度の速いＴＦＴ１０が求められることから
、図８（Ｂ）に示すように、ラインビームＬ０がデータドライバ部７の形成予定領域Ａ２
を照射するときには、ステージ４０をできるだけ低速で移動させるか、ラインビームＬ０
がデータドライバ部７の形成予定領域Ａ２を照射する回数を増やす。また、スループット
を高めるために、特に高移動度のＴＦＴが必要とされない画素領域においては、ＴＦＴ１
０の形成予定領域Ａ１に対して１回のレーザ照射のみを行ってもよい。
（シリコン膜のパターニング工程）
次に、図４（Ｃ）、図５（Ｄ）、図９に示すように、アニール工程を行なったシリコン膜
３０を、フォトリソグラフィ技術を用いてパターニングを行い、島状のシリコン膜３１と
する。ここで、シリコン膜３０に対して行ったレーザアニール処理のアニールパターンと
、このパターニング工程で用いるマスクパターンとのアライメントは、レーザアニール処
理後のシリコン膜３０の色相がレーザビームＬ０の照射度合いによって異なることを利用
して行う。すなわち、レーザビームＬ０が照射されずアモルファスのままのシリコン膜３
０は、赤色であり、レーザビームＬ０が照射されて多結晶化したシリコン膜３０は、黄色
である。このため、赤色の領域と黄色の領域との境界部分を基準にして、シリコン膜３０
に対するアニールパターンと、このパターニングのためのマスクパターンとのアライメン
トを行う。予めＹ方向の画素ピッチＰＹと同等のピッチでレーザアニールを行っておけば
、アライメント用のアニールパターンに対してマスクアライメントを行うことにより、ば
らつきの少ない画素ＴＦＴを高いスループットで作成できる。
（ゲート絶縁膜の形成工程）
次に、図４（Ｄ）、図５（Ｅ）に示すように、例えばＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ法により２５０
℃～３００℃の温度条件下で、シリコン膜３１に対して６００から１２００オングストロ
ームのシリコン酸化膜からなるゲート酸化膜１４を形成する。
（ゲート電極形成工程）
次に、ゲート酸化膜１４の表面側に膜厚が３０００から６０００オングストロームのタン
タル薄膜をスパッタ法により形成した後、それをフォトリソグラフィ技術を用いてパター
ニングし、ゲート電極１５を形成する。
（不純物導入工程）
次に、バケット型質量非分離型のイオン注入装置（イオンドーピング装置）を用いて、ゲ
ート電極１５をマスクとしてシリコン膜３１に不純物イオンを打ち込む。その結果、ゲー
ト電極１５に対してセルフアライン的にソース領域１１およびドレイン領域１２が形成さ
れる。このとき、シリコン膜３１のうち、不純物イオンが打ち込まれなかった部分がチャ
ネル領域１３となる。ここでは、ソース・ドレイン領域は、ゲートをマスクとしてイオン
打ち込みするセルフアライン型としているが、これに限るものではなく、例えばソース・
ドレイン領域に低濃度領域を含むＬＤＤ構造あるいは、ゲート電極を覆うマスクを利用し
てイオン打ち込みすることによりオフセット構造としてもよい。
なお、Ｐチャネル型のＴＦＴを形成する場合には、原料ガスとして水素ガスで濃度が５％
となるように希釈したジボラン（Ｂ 2Ｈ 6）を用いる。
（層間絶縁膜の形成工程）
次に、図４（Ｅ）、図５（Ｆ）に示すように、ＰＥＣＶＤ法により２５０℃～３００℃の
温度条件下で、層間絶縁膜１６としての膜厚が５０００オングストロームのシリコン酸化
膜を形成する。このときの原料ガスは、ＴＥＯＳ（Ｓｉ－（Ｏ－ＣＨ 2－ＣＨ 3） 4）と酸
素とである。基板温度は、２５０℃～３００℃である。
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（活性化工程）
次に、酸素雰囲気下で３００℃、１時間の熱処理を行ない、注入したリンイオンの活性化
と、層間絶縁膜１６の改質とを行なう。
（配線工程）
次に、層間絶縁膜１６にコンタクトホール１７、１８を形成する。しかる後に、コンタク
トホール１７、１８を介して、ソース電極（データ線３）をソース領域１１に電気的に接
続し、ドレイン電極（画素電極１９）をドレイン領域１２に電気的に接続し、ＴＦＴ１０
を形成する。
このように、本例のアクティブマトリクス基板の製造方法では、レーザアニール処理にお
いて、Ｘ方向に並ぶ画素用のＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１に対して、レーザ光の照射領
域がＸ方向に長く、かつ、Ｙ方向のレーザ光強度プロファイルにおける半値幅がＹ方向に
おける画素ピッチよりも狭いラインビームＬ０を照射する。すなわち、このようなライン
ビームを重ねあわせながら照射する事によってポリシリコンの結晶性の周期を画素ピッチ
以下にする事で均一性を上げる事が可能となる。また、レーザー照射領域をＴＦＴが作製
される領域のみにしぼることによってスループットを向上することができる。
また、本例では、図８（Ａ）、（Ｂ）に示したように、基板２０とラインビームＬ０とを
Ｙ方向に相対移動させながらシリコン膜３０の溶融結晶化を連続的に行うときに、ライン
ビームＬ０がＴＦＴ１０またはデータドライバ部７の形成予定領域Ａ１、Ａ２を照射する
ときには、ステージ４０を低速で移動させ、ラインビームＬ０がその他の領域を照射する
ときには、ステージ４０を高速で移動させる。従って、無駄な領域に対するレーザ照射時
間を削ることができるので、レーザアニール時間を短縮でき、スループットが向上する。
この場合に、アクティブマトリクス部９では、ＴＦＴ１０がＸ方向に直線的に並んでいる
のに対し、データドライバ部７では、ＴＦＴ１０は、直線的に並んでいない。それでも、
本例では、データドライバ部７に相当する全域にレーザアニール処理を行う。従って、多
結晶化したシリコン膜３０からデータドライバ部７のＴＦＴ１０を製造できるので、デー
タドライバ部７のＴＦＴ１０も移動度が高い。また、アクティブマトリクス基板としてデ
ータドライバ部あるいはデータドライバ部の一部を有するような場合にも、本例のレーザ
ーアニール処理を採用することができる。
また、ＴＦＴ１０のチャネル領域１３は、チャネル長の方向がＸ方向となるように設定さ
れ、ラインビームの長手方向と一致している。このため、チャネル領域１３では、ソース
領域１１からドレイン領域１２に至る間に、アニール不足の部分が発生しにくい。それ故
、ＴＦＴ１０の電気的特性が安定している。また、レーザアニール処理の後にパターニン
グ工程を行うときに、パターニング工程では、チャネル長方向におけるアライメント精度
を緩くしても、ＴＦＴ１０の電気的特性がばらつかず安定しているという利点もある。
さらに、レーザアニール処理の後にパターニング工程を行うので、レーザ光は、下地保護
膜２１に直接照射されない。従って、下地保護膜２１が損傷することを防止することがで
きる。ここで、レーザアニール処理後のシリコン膜３０の色相がレーザビームの照射度合
いによって異なるため、その色相の違いによって、レーザアニール処理のアニールパター
ンを判別できる。それ故、レーザアニール処理のアニールパターンと、パターニング工程
で用いるマスクパターンとのアライメントを行うのに支障がない。また、このようにして
アライメントを行うと、実際のアニールパターン通りにパターニングを行うことになるの
で、位置合わせ精度が高い。しかも、位置合わせ精度が高いことから、本例のようにＹ方
向に整列しているチャネル領域１３に対しては、レーザ光の照射領域がＹ方向に長いライ
ンビームを照射し、チャネル領域だけをアニール化する製造方法を行えば、スループット
をさらに向上することもできる。
【図面の簡単な説明】
図１（Ａ）は、本発明の実施例に係る液晶表示装置のアクティブマトリクス基板を模式的
に示す説明図、（Ｂ）は、その駆動回路に用いたＣＭＯＳ回路の説明図である。図２はア
クティブマトリクス基板上の画素領域を拡大して示す平面図である。図３（Ａ）は、図２
のＩ－Ｉ′線における断面図、（Ｂ）は、図２の II－ II′線における断面図である。図４
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は本発明の実施例１において、図２のＩ－Ｉ′線における断面に対応するＴＦＴの工程断
面図である。図５は本発明の実施例１において、図２の II－ II′線における断面に対応す
るＴＦＴの工程断面図である。図６は本発明の実施例１において、シリコン膜のうち、レ
ーザアニールする必要がある部分を模式的に示す説明図である。図７（Ａ）は、本発明の
実施例１において、アニール工程でレーザ光を照射する状態を模式的に示す説明図、（Ｂ
）は、そのレーザ光のＹ方向における強度プロファイル、（Ｃ）は、別のレーザ光のＹ方
向における強度プロファイルである。図８（Ａ）は、本発明の実施例１において、アニー
ル工程でレーザ光が選択的に照射される様子を模式的に示す説明図、（Ｂ）は、そのとき
の基板の移動速度を示す説明図である。図９は本発明の実施例１において、アニール工程
の後にパターニングを行った状態を模式的に示す説明図である。図１０は本発明の実施例
２において、図２のＩ－Ｉ′線における断面に対応するＴＦＴの工程断面図である。図１
１は本発明の実施例２において、図２の II－ II′線における断面に対応するＴＦＴの工程
断面図である。図１２は本発明の実施例２において、アニール工程でレーザ光を照射する
状態を模式的に示す説明図である。図１３（Ａ）は、本発明の実施例２において、アニー
ル工程でレーザ光が選択的に照射される様子を模式的に示す説明図、（Ｂ）は、そのとき
の基板の移動速度を示す説明図である。図１４は本発明の実施例３において、アニール工
程でレーザ光が選択的に照射される様子を模式的に示す説明図である。図１５は本発明の
実施例４において、アニール工程でレーザ光の照射を利用してアライメントパターンを形
成する様子を示す説明図である。図１６は本発明の実施例５において、下地保護膜に形成
したアライメントマークを示す説明図である。図１７（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の実施例
６において、レーザ光の照射領域と、急速加熱処理用のアークランプからの照射領域との
位置関係を示す説明図である。
符号の説明
１・・・液晶表示装置
２・・・アクティブマトリクス基板
３・・・データ線
４・・・走査線
５・・・画素領域
６・・・液晶容量
７・・・データドライバ部
８・・・走査ドライバ部
９・・・アクティブマトリクス部
１０・・・ＴＦＴ
１１・・・ソース領域
１２・・・ドレイン領域
１３・・・チャネル形成領域
１４・・・ゲート絶縁膜
１５・・・ゲート電極
５０・・・ラインビームをスポット状にする光学系
６０・・・アライメントパターンを形成するための光硬化性樹脂
６１・・・アライメントマーク
７０・・・ランプ
９１・・・急速加熱処理用のアークランプ
Ｌ０・・・ラインビーム
Ｌ０Ｂ・・・スポット状のレーザビーム
Ａ１、Ａ１１・・・アクティブマトリクス部におけるＴＦＴの形成予定領域
Ａ２、Ａ１２・・・データドライバ部の形成予定領域
Ｂ１、Ｂ２、Ｂ１１、Ｂ１２・・・レーザアニールを施す必要の無い部分
発明を実施するための最良の形態
（実施例１）
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図面を参照して、本発明の実施例１に係るＴＦＴの製造方法を説明する。
本例では、基板として、３００ｍｍ角の無アリカリガラス板を用いて以下の各工程を行な
う。
図４（Ａ）、図５（Ａ）において、まず、ＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ法により３００℃の温度条
件下で、基板２０の表面に下地保護膜２１となる膜厚が２０００オングストロームのシリ
コン酸化膜を形成する。
次に、下地保護膜２１の表面に真性のシリコン膜３０（半導体膜）を５００オングストロ
ーム堆積する。本例では、高真空型ＬＰＣＶＤ装置を用いて、原料ガスであるジシラン（
Ｓｉ 2Ｈ 6）を２００ＳＣＣＭ流しながら、４２５℃の堆積温度でアモルファスのシリコン
膜３０を堆積する。この高真空型ＬＰＣＶＤ装置では、反応室の内部に基板を配置し、反
応室内の温度を、まず２５０℃に保持する。この状態で、ターボ分子ポンプの運転を開始
し、定常回転に達した後、反応室内の温度を約１時間かけて、２５０℃から４２５℃の堆
積温度にまで昇温する。この昇温を開始してから最初の１０分間は、反応室にガスを全く
導入せず、真空中で昇温を行ない、しかる後、純度が９９．９９９９％以上の窒素ガスを
３００ＳＣＣＭ流し続ける。堆積温度に到達した後、原料ガスであるジシラン（Ｓｉ 2Ｈ 6
）を２００ＳＣＣＭ流すとともに、純度が９９．９９９９％以上の希釈用ヘリウム（Ｈｅ
）を１０００ＳＣＣＭ流す。こうして約２から３時間で所望の膜厚のアモルファスシリコ
ンを成膜する。
次に、図４（Ｂ）、図５（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、アモルファスのシリコン膜３０に
レーザ光を照射してシリコン膜３０を多結晶シリコンに改質する。本例では、キセノン・
クロライド（ＸｅＣｌ）のエキシマ・レーザ（波長が３０８ｎｍ）を照射する。照射レー
ザーの整形は、レーザ光の照射領域Ｌ４がＸ方向に長く、かつ、Ｙ方向の断面形状はガウ
シアン分布にちかい図７（Ｂ）となるようにおこなう。このとき図７（Ｂ）に示すように
、シリコン膜３０上におけるラインビームの照射領域Ｌ４において、そのＹ方向における
位置を横軸とし、レーザ光の強度を縦軸として表したレーザ光強度プロファイルにおいて
、半値幅Ｌ２１（ピーク値Ｈに対して１／２の強度に相当する領域における幅）がＹ方向
における画素ピッチＰＹよりも狭いラインビームを用いている。この工程において、レー
ザ照射は酸素雰囲気中にて室温で行なう。
レーザ結晶化シリコン膜の結晶性の空間分布は、画素ピッチＰＹより狭い半値幅Ｌ２１の
レーザ光を用いこのレーザー光を重ねあわせながら照射する事によって、画素ピッチＰＹ
以下の周期で結晶性分布を制御できる。これによって、ＴＦＴのばらつきを大きく低減す
ることができる。例えば、本例の場合、画素ピッチが７５μｍの場合、レーザ光の半値幅
が５０μｍあるいはそれ以下となるようなラインビームを用いる。
本例では、図６のアクティブマトリクス部９については、シリコン膜３０のＹ方向のうち
、ＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１に相当する領域に対して選択的にレーザ光を照射し、Ｔ
ＦＴ１０の形成予定領域Ａ１の間の領域Ｂ２には、レーザ光を積極的には照射しない。ま
た、基板２０上におけるアクティブマトリクス部９のＹ方向の側には、同じくＴＦＴ１０
を備えるデータドライバ部７が構成されることになっているが、データドライバ部７に対
してはその全領域Ａ２に対してレーザ光を照射する。なお、アクティブマトリクス部９と
データドライバ部７との間の領域Ｂ２にも、レーザ光を積極的には照射しない。
このようなレーザ光（ラインビームＬ０）を用いてシリコン膜３０をアニールするにあた
って、本例では、図８（Ａ）に示すように、ラインビームＬ０の位置を固定しておき、基
板２０をステージ４０によってＹ方向に向けて移動させることによってシリコン膜３０の
溶融結晶化を連続的に行う。この際に、ラインビームの照射領域Ｌ４において、そのＹ方
向のレーザ光強度プロファイルにおける半値幅Ｌ２１が画素ピッチＰＹよりも狭い、例え
ば画素ピッチＰＹが７５μｍに対して、半値幅Ｌ２１が約５０μｍ程度であるので、ライ
ンビームＬ０がＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１を照射している間、レーザアニール処理を
行う必要のない領域Ｂ１には、実質的にはラインビームＬ０が照射されない。
ここで、図８（Ｂ）に示すように、ラインビームＬ０がデータドライバ部７の形成予定領
域Ａ２を照射するときには、ステージ４０を低速で移動させ、ラインビームＬ０がデータ
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ドライバ部７とＴＦＴ１０の形成予定領域との間の領域Ｂ２を照射するときには、ステー
ジ４０を高速で移動させる。そして、ラインビームＬ０がＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１
を照射するときには、ステージ４０を低速で移動させ、ラインビームがＴＦＴ１０の形成
予定領域の間の領域Ｂ１を照射するときには、ステージ４０を高速で移動させる。具体的
には領域Ａ２では同一箇所に１０回もしくは２０回、領域Ａ１では５回もしくは１０回の
レーザー照射が行われるようにステージの移動速度をコントロールする。この場合、ライ
ンビームのピーク値のエネルギー密度を１００～４００ｍＪ／ｃｍ 2、好ましくは２００
～３００ｍＪ／ｃｍ 2の場合、Ａ２の領域に対しては、０．５ｍｍ／ｓｅｃのスピードで
移動させて、１０～２０回のレーザー照射を行い、Ａ１の領域に対しては、１ｍｍ／ｓｅ
ｃのスピードで移動させて、５～１０回のレーザー照射を行うことにより、画素のトラン
ジスタの移動度を２５～４５ｃｍ 2／Ｖ・ｓｅｃに、またデータドライバ部のトランジス
タの移動度を約８０～１２０ｃｍ 2／Ｖ・ｓｅｃに制御することが可能となる。また、Ｂ
２の領域に対しては、１ｃｍ／ｓｅｃのスピードで移動させるとよい。これらの値は望ま
れるＴＦＴ特性に応じて前記範囲で変化させる。このようなレーザー照射を行う事によっ
て、データドライバ部７の形成予定領域Ａ２、およびアクティブマトリクス部９における
ＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１については、ラインビームＬ０を選択的に、かつ繰り返し
短い周期で照射するので、均一なポリシリコン膜を作製しつつスループットを上げる事が
できる。特に、データドライバ部７においては、照射回数が比較的多いため良質のポリシ
リコン膜を形成できる。
次に、図４（Ｃ）、図５（Ｄ）、図９に示すように、アニール工程を行なったシリコン膜
３０を、フォトリソグラフィ技術を用いてパターニングを行い、島状のシリコン膜３１と
する。ここで、シリコン膜３０に対して行ったレーザアニール処理のアニールパターンと
、このパターニング工程で用いるマスクパターンとのアライメントは、レーザアニール処
理後のシリコン膜３０の色相がレーザビームＬ０の照射度合いによって異なることを利用
して行う。
次に、図４（Ｄ）、図５（Ｅ）に示すように、ＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ法により３００℃の温
度条件下で、シリコン膜３１に対して１２００オングストロームのシリコン酸化膜からな
るゲート酸化膜１４を形成する。
次に、ゲート酸化膜１４の表面側に膜厚が６０００オングストロームのタンタル薄膜をス
パッタ法により形成した後、それをフォトリソグラフィ技術を用いてパターニングし、ゲ
ート電極１５を形成する。本例では、タンタル薄膜を形成する際に、基板温度を１８０℃
に設定し、スパッタガスとして窒素ガスを６．７％含むアルゴンガスを用いる。このよう
に形成したタンタル薄膜は、結晶構造がα構造であり、この比抵抗が４０μΩｃｍである
。なお、タンタル薄膜は、ＣＶＤ法等によっても形成できる。
次に、バケット型質量非分離型のイオン注入装置（イオンドーピング装置）を用いて、ゲ
ート電極１５をマスクとしてシリコン膜３１に不純物イオンを打ち込む。その結果、ゲー
ト電極１５に対してセルフアライン的にソース領域１１およびドレイン領域１２が形成さ
れる。このとき、シリコン膜３１のうち、不純物イオンが打ち込まれなかった部分がチャ
ネル領域１３となる。本例では、原料ガスとして、濃度が５％になるように水素ガスで希
釈したホスフィン（ＰＨ 3）を用い、加速電圧は、１００ｋｅＶである。イオンの全ドー
ズ量は、１×１０ 1 6ｃｍ - 2である。
なお、Ｐチャネル型のＴＦＴを形成する場合には、原料ガスとして水素ガスで濃度が５％
になるように希釈したジボラン（Ｂ 2Ｈ 6）を用いる。
次に、図４（Ｅ）、図５（Ｆ）に示すように、ＰＥＣＶＤ法により３００℃の温度条件下
で、層間絶縁膜１６としての膜厚が５０００オングストロームのシリコン酸化膜を形成す
る。このときの原料ガスは、ＴＥＯＳ（Ｓｉ－（Ｏ－ＣＨ 2－ＣＨ 3） 4）と酸素とである
。
次に、酸素雰囲気下で３００℃、１時間の熱処理を行ない、注入したリンイオンの活性化
と、層間絶縁膜１６の改質とを行なう。
次に、層間絶縁膜１６にコンタクトホール１７、１８を形成する。しかる後に、コンタク
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トホール１７、１８を介して、ソース電極（データ線３）をソース領域１１に電気的に接
続し、ドレイン電極（画素電極１９）をドレイン領域１２に電気的に接続し、ＴＦＴ１０
を形成する。
（実施例２）
本例に係るＴＦＴも、図１（Ａ）に示す液晶表示装置のアクティブマトリクス基板におい
て、画素用およびドライバ用のＴＦＴ１０として用いられ、その構造は、図２、図３（Ａ
）、（Ｂ）に示すとおりである。従って、対応する部分については同じ符合を付して、そ
れらの構造についての説明を省略し、ＴＦＴ１０の製造方法についてのみ、図１０および
図１１を参照して説明する。
図１０は、図２のＩ－Ｉ′線における断面に対応するＴＦＴの工程断面図、図１１は、そ
の II－ II′線における断面に対応するＴＦＴの工程断面図である。なお、データドライバ
部におけるＴＦＴも基本的には同一の構造を有するので、その図示を省略する。
本例でも、アクティブマトリクス基板２上に、データ線３および走査線４で区画形成され
た画素領域５には、画素用のＴＦＴ１０が形成され、これらのＴＦＴ１０は、アクティブ
マトリクス部９でＸ方向に一直線上に位置している。また、実施例１と同様、アクティブ
マトリクス部９に対してＹ方向の両方の側にデータドライバ部７が構成されている。
このようなアクティブマトリクス基板２において、ＴＦＴ１０を製造するのに本例では、
アモルファスのシリコン膜をパターニングした後にアニール工程（レーザアニール処理）
を行う点が実施例１と相違する。
図１０（Ａ）、図１１（Ａ）において、まず、ＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ法により３００℃の温
度条件下で、基板２０の表面に下地保護膜２１となる膜厚が２０００オングストロームの
シリコン酸化膜を形成する。
次に、下地保護膜２１の表面に不純物がドープされていない真性のシリコン膜３０（半導
体膜）を６００オングストローム程度堆積する。本例では、高真空型ＬＰＣＶＤ装置を用
いて、原料ガスであるジシラン（Ｓｉ 2Ｈ 6）を２００ＳＣＣＭ流しながら、４２５℃の堆
積温度でアモルファスのシリコン膜３０を堆積する。この高真空型ＬＰＣＶＤ装置では、
反応室の内部に基板を配置し、反応室内の温度を、まず２５０℃に保持する。この状態で
、ターボ分子ポンプの運転を開始し、定常回転に達した後、反応室内の温度を約１時間か
けて、２５０℃から４２５℃の堆積温度にまで昇温する。この昇温を開始してから最初の
１０分間は、反応室にガスを全く導入せず、真空中で昇温を行ない、しかる後、純度が９
９．９９９９％以上の窒素ガスを３００ＳＣＣＭ流し続ける。堆積温度に到達した後、原
料ガスであるジシラン（Ｓｉ 2Ｈ 6）を２００ＳＣＣＭ流すとともに、純度が９９．９９９
９％以上の希釈用ヘリウム（Ｈｅ）を１０００ＳＣＣＭ流す。
次に、図１０（Ｂ）、図１１（Ｂ）に示すように、シリコン膜３０をフォトリソグラフィ
技術を用いてパターニングし、島状のシリコン膜３１とする。
次に、図１０（Ｃ）、図１１（Ｃ）、（Ｄ）に示すように、アモルファスのシリコン膜３
０にレーザ光を照射してシリコン膜３０を多結晶シリコンに改質する。本例では、キセノ
ン・クロライド（ＸｅＣｌ）のエキシマ・レーザ（波長が３０８ｎｍ）を照射する（レー
ザアニール処理／アニール工程）。この工程において、レーザ照射は、基板２０を室温（
２５℃）とし、酸素ガス雰囲気中で行なう。
このアニール工程を行う際には、図１２に示すように、ガラス基板２０の全面に下地保護
膜２１が形成され、この下地保護膜２１の表面には、パターニングされたシリコン膜３１
が形成されている。そこで、本例では、ＴＦＴ１０を形成するためにシリコン膜３１が残
っている部分（アクティブマトリクス部９においてシリコン膜３１が残っている領域Ａ１
１、およびデータドライバ部７においてシリコン膜３１が残っている部分Ａ１２）のみに
対しレーザ光を照射し、その他の部分Ｂ１１、Ｂ１２には、レーザ光を積極的には照射し
ない。
ここで、アクティブマトリクス部９においてＴＦＴ１０を形成するためのシリコン膜３１
は、Ｘ方向においてＴＦＴ１０が一直線上に配列されているが、データドライバ部７では
、狭い領域内に多数のＴＦＴ１０を配置するという観点から、アクティブマトリクス領域
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９と相違して、シリコン膜３１は、Ｘ方向に一直線に配列されていない。従って、データ
ドライバ部７に対しては、シリコン膜３１に対して選択的にレーザ光を照射することがで
きないので、データドライバ部７に対しては、その全領域Ａ１２に対してレーザ光を照射
する。
また、本例では、図７（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）を参照して説明したように、レーザ光の照
射領域Ｌ４がＸ方向に長く、かつ、Ｙ方向のレーザ光強度プロファイルにおける半値幅が
Ｙ方向における画素ピッチよりも狭いラインビームＬ０をシリコン膜３１に照射する。
このようなレーザ光（ラインビームＬ０）を用いてシリコン膜３０をアニールするにあた
って、本例でも、図１３（Ａ）に示すように、ラインビームＬ０の位置を固定しておき、
基板２０をステージ４０によってＹ方向に向けて移動させることによってシリコン膜３１
の溶融結晶化を連続的に行う。この場合には、図１３（Ｂ）に示すように、ラインビーム
Ｌ０がデータドライバ部７の形成予定領域Ａ１２を照射するときには、ステージ４０を低
速で移動させ、ラインビームＬ０がデータドライバ部７とＴＦＴ１０の形成予定領域との
間の領域Ｂ１２を照射するときには、ステージ４０を高速で移動させる。そして、ライン
ビームＬ０がＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１１を照射するときには、ステージ４０を低速
で移動させ、ラインビームがＴＦＴ１０の形成予定領域の間の領域Ｂ１１を照射するとき
には、ステージ４０を高速で移動させる。その結果、アモルファスのシリコン膜３１を多
結晶化するのに必要な部分だけがレーザアニールされる。
ここで、データドライバ部７の形成予定領域Ａ１２、およびアクティブマトリクス部９に
おけるＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１１については、ラインビームＬ０を選択的に、かつ
繰り返し照射するので、データドライバ部７の形成予定領域Ａ１２、およびアクティブマ
トリクス部９におけるＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１１のシリコン膜３１については、結
晶化の度合いが高い。特に、データドライバ部７においては、より動作速度の速いＴＦＴ
１０が求められることから、図１３（Ｂ）に示すように、ラインビームＬ０がデータドラ
イバ部７の形成予定領域Ａ１２を照射するときには、ステージ４０をできるだけ低速で移
動させるか、ラインビームＬ０がデータドライバ部７の形成予定領域Ａ１２を照射する回
数を増やす。
次に、図１０（Ｄ）、図１１（Ｅ）に示すように、ＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ法により２５０℃
～３００℃の温度条件下で、シリコン膜３１に対して１２００オングストロームのシリコ
ン酸化膜からなるゲート酸化膜１４を形成する。
次に、ゲート酸化膜１４の表面側に膜厚が６０００オングストロームのタンタル薄膜をス
パッタ法により形成した後、それをフォトリソグラフィ技術を用いてパターニングし、ゲ
ート電極１５を形成する。本例では、タンタル薄膜を形成する際に、基板温度を１８０℃
に設定し、スパッタガスとして窒素ガスを６．７％含むアルゴンガスを用いる。このよう
に形成したタンタル薄膜は、結晶構造がα構造であり、その比抵抗が４０μΩｃｍである
。
次に、バケット型質量非分離型のイオン注入装置（イオンドーピング装置）を用いて、ゲ
ート電極１５をマスクとしてシリコン膜３１に不純物イオンを打ち込む。その結果、ゲー
ト電極１５に対してセルフアライン的にソース領域１１およびドレイン領域１２が形成さ
れる。このとき、シリコン膜３１のうち、不純物イオンが打ち込まれなかった部分がチャ
ネル領域１３となる。本例では、原料ガスとして、濃度が５％になるように水素ガスで希
釈したホスフィン（ＰＨ 3）を用い、加速電圧は、１００ｋｅＶである。イオンの全ドー
ズ量は、１×１０ 1 6ｃｍ - 2である。
なお、Ｐチャネル型のＴＦＴを形成する場合には、原料ガスとして水素ガスで濃度が５％
となるように希釈したジボラン（Ｂ 2Ｈ 6）を用いる。
次に、図１０（Ｅ）、図１１（Ｆ）に示すように、ＰＥＣＶＤ法により２５０℃～３００
℃の温度条件下で、層間絶縁膜１６としての膜厚が５０００オングストロームのシリコン
酸化膜を形成する。このときの原料ガスは、ＴＥＯＳ（Ｓｉ－（Ｏ－ＣＨ 2－ＣＨ 3） 4）
と酸素とである。基板温度は、３００℃である。
次に、酸素雰囲気下で３００℃、１時間の熱処理を行ない、注入したリンイオンの活性化
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と、層間絶縁膜１６の改質とを行なう。
次に、層間絶縁膜１６にコンタクトホール１７、１８を形成する。しかる後に、コンタク
トホール１７、１８を介して、ソース電極（データ線３）をソース領域１１に電気的に接
続し、ドレイン電極（画素電極１９）をドレイン領域１２に電気的に接続し、ＴＦＴ１０
を形成する。
このように、本例のアクティブマトリクス基板の製造方法では、レーザアニール処理にお
いて、Ｘ方向に並ぶ画素用のＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１１に対して、レーザ光の照射
領域がＸ方向に長く、かつ、Ｙ方向のレーザ光強度プロファイルにおける半値幅がＹ方向
における画素ピッチよりも狭いラインビームＬ０を照射する。すなわち、シリコン膜３１
が残っている部分にだけレーザ光を集中して照射しているので、この部分におけるレーザ
光強度が高い。また、予めパターニングされたシリコン膜３１に対してラインビームＬ０
をアライメントしていくので、スループットを向上することができる。
また、本例では、図１３（Ａ）、（Ｂ）に示したように、基板２０とラインビームＬ０と
をＹ方向に相対移動させながらシリコン膜３１の溶融結晶化を連続的に行うときに、ライ
ンビームＬ０がＴＦＴ１０またはデータドライバ部７の形成予定領域Ａ１１、Ａ１２を照
射するときにステージ４０を低速で移動させ、ラインビームＬ０がその他の領域を照射す
るときには、ステージ４０を高速で移動させる。従って、無駄な領域に対するレーザ照射
時間を削ることができるので、レーザアニール時間を短縮でき、スループットが向上する
。
この場合に、アクティブマトリクス部９では、ＴＦＴ１０がＸ方向に直線的に並んでいる
のに対し、データドライバ部７では、ＴＦＴ１０は、直線的に並んでいない。それでも、
本例では、データドライバ部７に相当する全域にレーザアニール処理を行う。従って、多
結晶化したシリコン膜３１からデータドライバ部７のＴＦＴ１０を製造できるので、デー
タドライバ部７のＴＦＴ１０も移動度が高い。
また、ＴＦＴ１０のチャネル領域１３は、チャネル長の方向がＸ方向となるように設定さ
れ、ラインビームの長手方向と一致している。このため、チャネル領域１３では、ソース
領域１１からドレイン領域１２に至る間に、アニール不足の部分が発生しにくい。それ故
、ＴＦＴ１０の電気的特性が安定している。
［実施例３］
なお、実施例１では、基板２０の表面に形成したシリコン膜３０のうち、Ｙ方向について
は、レーザアニール処理を選択的に行ったが、Ｘ方向については、後にパターニングによ
って除去される部分もラインビームを照射している。そこで、本例では、Ｘ方向において
も無駄な部分へのラインビームの照射を省くようにしてある。なお、その他の工程につい
ては、実施例１と同様であるため、レーザアニール工程についてのみ、以下に説明する。
本例では、図１４に示すように、レーザ光の照射経路の途中位置には、基板２０のＸ方向
のうち、アクティブマトリクス部９のＴＦＴ１０の形成予定領域のみを選択的にレーザ光
を照射するように、ラインビームＬ０をスポット状のビームＬ０Ｂとする光学系５０を配
置してある。かかる光学系５０としては、回折格子やマイクロレンズを用いることができ
る。ここで、スポット状のビームＬ０Ｂの照射領域は、アクティブマトリクス部９におけ
るＴＦＴ１０のＸ方向の形成ピッチに合わせて設定される。
このようにしてレーザアニール処理を行うと、アクティブマトリクス部９については、シ
リコン膜３０のＹ方向のうち、ＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１に相当する領域に対して選
択的にレーザ光を照射し、ＴＦＴ１０の形成予定領域Ａ１の間Ｂ２には、レーザ光を積極
的には照射しない。すなわち、Ｙ方向において無駄な部分へのレーザ光を照射を省くこと
ができる。また、Ｘ方向においても、ＴＦＴ１０の形成予定領域（点線Ｌ１で示す領域）
のみを選択的にレーザ光を照射を照射することができ、無駄な領域へのレーザ光の照射を
省くことができる。従って、実際にアニール処理が必要な部分にレーザ光を集中させるた
め、レーザ光が照射された領域では、レーザ光強度が高い。それ故、シリコン膜３０を短
時間で溶融結晶化できるので、スループットを向上することができる。
ここで、アクティブマトリクス部９では、ＴＦＴ１０がＸ方向およびＹ方向のいずれの方
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向においても直線的に並んでいるのに対し、データドライバ部７では、ＴＦＴ１０は、直
線的に並んでいない。従って、データドライバ部７に相当する領域にレーザアニール処理
を行う場合には、光学系５０を外して、データドライバ部７に相当する領域全面にレーザ
アニール処理を行う。
なお、本例では、パターニング前のシリコン膜３０に対して、スポット状のレーザ光を照
射したが、それに代えて、実施例２のように、パターニング後のシリコン膜３１に対して
、スポット状のレーザ光を照射してもよい。
［実施例４］
実施例１ないし３において、基板２０の表面に形成したシリコン膜３０、またはパターニ
ングしたシリコン膜３１に対してレーザ光を照射することを利用して、ガラス基板２０の
表面に下地保護膜２１を形成した後、図１５に示すように、たとえば、ガラス基板２０の
Ｙ方向側の縁部分２９に沿って所定の領域に光硬化性樹脂６０を塗布しておき、レーザア
ニール処理では、この光硬化性樹脂６０にもレーザ光（ラインビームＬ０）を照射するこ
とによって、それを硬化させ、この樹脂層を、以降の工程において行うマスクとのアライ
メント用パターンとして用いることができる。このようにしてアライメントパターンを形
成すると、特に、レーザアニール処理の後にパターニング工程を行う場合には通常のアラ
イメント機構を用いることもできる。
［実施例５］
実施例１ないし３において、アラインメトを行う方法としては、基板２０の表面に形成し
たシリコン膜３０に形成したアライメントマーク、または、図１６に示すように、ガラス
基板２０の表面に形成した下地保護膜２１に付したアライメントマーク６１を利用しても
よい。
［実施例６］
また、実施例１ないし５では、アニール工程としてレーザアニール処理のみを行っている
が、急速加熱処理（ＲＴＡ：ｒａｐｉｄ　ｔｈｅｒｍａｌ　ａｎｎｅａｌ）を併用しても
よい。この場合には、レーザアニール処理を行う前または／およびレーザアニール処理を
行った後に、別の装置内で急速加熱処理を行ってよいが、図１７（Ａ）～（Ｃ）に示すよ
うに、レーザアニール装置内に、急速加熱処理を行うためのアークランプ９１、およびリ
フレクタ９２等の光学装置を配置することによって、レーザアニール処理と急速加熱処理
とを並行して行ってもよい。
これらのアニール方法のうち、図１７（Ａ）に示す方法では、ガラス基板２０の進行方向
（矢印Ｙ０で示す方向）のうち、ラインビームＬ０による照射領域のわずか下流側に、急
速加熱処理用のアークランプ９１の照射領域を設定する。このように配置すると、シリコ
ン膜３０からみると、レーザアニール処理を行った以降、続いて急速加熱処理が施される
ことになる。従って、レーザアニール処理後に、各シリコン原子が格子点からわずかにず
れている場合に、かかる微小なずれは、その後に行われる急速加熱処理によって補正され
る。すなわち、シリコン膜３０の結晶化の際に生じたストレスを開放することになって結
晶の完全性が高まる。併せて、結晶粒と結晶粒との間にわずかに存在する非晶質部分を結
晶化する。従って、シリコン膜３０の結晶化率が高まる。また、微小結晶は、再結晶化し
て大きな結晶に成長し、結晶粒界を減少せしめる。それ故、本例によれば、非エビタキシ
ー成長法によって基板２０上に結晶性のシリコン膜３０を形成する方法でありながら、良
質のシリコン膜３０を得ることができる。さらに、急速加熱処理では、秒オーダーで熱せ
られるだけであるため、レーザアニール処理よりも処理速度が速い。それ故、急速加熱処
理を併用しても、レーザアニールの処理速度を遅くする必要がない。
また、図１７（Ｂ）に示す方法では、ガラス基板２０の進行方向（矢印Ｙ０で示す方向）
のうち、ラインビームＬ０による照射領域のわずか上流側に、急速加熱処理用のアークラ
ンプ９１の照射領域を設定する。このように配置すると、シリコン膜３０からみると、急
速加熱処理を行った以降、続いて、レーザアニール処理が施されることになる。従って、
急速加熱処理による溶融結晶化の効果に加えて、大がかりな別個の予備加熱装置を設けな
くても、シリコン膜３０を均一に加熱した状態でレーザアニール処理を行うことができる
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という利点がある。
同様に、図１７（Ｃ）に示す方法では、ラインビームＬ０による照射領域に重ねて、急速
加熱処理用のアークランプ９１の照射領域を設定する。このように配置すると、シリコン
膜３０からみると、急速加熱処理と、レーザアニール処理とが同時に施されることになる
。従って、急速加熱処理による溶融結晶化の効果に加えて、シリコン膜３０を均一に加熱
した状態でレーザアニール処理を行うことができるという利点がある。
また、上記実施例のいずれにおいても、走査線駆動回路のレーザアニール処理は、データ
線及び画素用薄膜トランジスタのアニール工程に対して、基板を９０度回転させた状態で
レーザーアニール処理を行えば、スループットを高めながら、駆動回路を構成するＴＦＴ
の移動度を高めることができる。
以上説明したように、本発明に係る液晶表示装置のアクティブマトリクス基板では、画素
用薄膜トランジスタが略同一線上に並ぶ方向をＸ方向とし、それに直交する方向をＹ方向
としたときに、半導体膜を溶融結晶化するためのアニール工程では、レーザ光の照射領域
がＸ方向に長く、かつ、Ｙ方向のレーザ光強度プロファイルにおける半値幅がＹ方向にお
ける画素ピッチよりも狭いラインビームを用いることに特徴を有する。従って、本発明に
よれば、必要な部分に集中してレーザ光を照射しているので、この部分におけるレーザ光
強度が高い。それ故、半導体膜を短時間で溶融結晶化できるので、スループットを向上す
ることができる。
基板とラインビームとをＹ方向に向けて相対的に移動させることによって溶融結晶化を連
続的に行うとともに、半導体膜のＹ方向のうち、画素用薄膜トランジスタの形成予定領域
に相当する領域に対して選択的にラインビームを照射した場合には、無駄な領域に対する
レーザ照射時間を削ることができるので、レーザアニール時間を短縮でき、スループット
が向上する。
レーザアニール処理をパターニング工程の前に行う場合には、下地保護膜にレーザ光が直
接照射されないので、下地保護膜の損傷を防止できる。この場合には、レーザアニール処
理のアニールパターンと、パターニング工程で用いるマスクパターンとのアライメントは
、半導体膜の色相がラインビームの照射度合いによって異なることを利用して行うことが
でき、その結果、実際のアニールパターン通りにパターニングを行うことになる。それ故
、ＴＦＴ特性のばらつきを抑えることができるとと同時に、チャネル領域だけを結晶化し
てスループットをさらに向上することも可能となる。
基板の所定位置に光硬化性樹脂を塗布しておき、レーザアニール処理において光硬化性樹
脂にもレーザ光を照射し、該光硬化性樹脂を硬化させれば、アライメントパターンを自動
的に形成することができるので、特に、レーザアニール処理の後にパターニング工程を行
う場合には通常のアライメント機構を用いることもできる。
画素用薄膜トランジスタをチャネル長の方向がＸ方向となるように形成した場合には、チ
ャネル長方向にアニール不足の部分が発生しにくいので、ＴＦＴの電気的特性が安定する
。
同一基板にアクティブマトリクス部とともに駆動回路が構成されている場合には、該駆動
回路形成領域全体をアニールすることによって、駆動回路においてＴＦＴが整列していな
くても、ＴＦＴを構成する半導体膜を漏れなく結晶化できる。
半導体膜のＸ方向のうち画素用薄膜トランジスタの形成領域を選択的に照射するスポット
状のビームとする光学系を配置した場合には、Ｘ方向においても無駄な部分にレーザ光を
照射することがなく、その分だけ、必要な領域へのレーザ光強度を高くすることができる
。
アニール工程において、レーザアニール処理とともに急速加熱処理を行う場合には、それ
ぞれ単独の効果に加えて、予備加熱としての効果や結晶化を促進する効果を得ることがで
きる。
図１８は上述の実施例のアクティブマトリクス基板を適用した液晶表示装置の断面構成を
示す。図１８に示すように、アクティブマトリクス基板２は、その表面側に、対向電極電
位が印加される透明導電膜（ＩＴＯ）からなる対向電極８１を有する入射側のガラス基板
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８０が適当な間隔をおいて配置され、周囲をシール材８２で封止された間隙内にＴＮ（ Tw
isted Nematic）型液晶８３等が充填されて液晶表示装置として構成されている。なお、
パッド領域８５は前記シール材８２の外側に来るようにシール材を設ける位置が設計され
ている。周辺回路８４の上方は例えば対向基板に設けられるブラックマトリックス等によ
り遮光されるように構成さている。
さらに上述の液晶表示装置を用いた電子機器は、図１９に示す表示情報出力源１０００、
表示情報処理回路１００２、表示駆動回路１００４、液晶パネルなどの表示パネル１００
６、クロック発生回路１００８及び電源回路１０１０を含んで構成される。表示情報出力
源１０００は、ＲＯＭ、ＲＡＭなどのメモリ、テレビ信号を同調して出力する同調回路な
どを含んで構成され、クロック発生回路１００８からのクロックに基づいて、ビデオ信号
などの表示情報を出力する。表示情報処理回路１００２は、クロック発生回路１００８か
らのクロックに基づいて表示情報を処理して出力する。この表示情報処理回路１００２は
、例えば増幅・極性反転回路、相展開回路、ローテーション回路、ガンマ補正回路あるい
はクランプ回路等を含むことができる。表示駆動回路１００４は、走査側駆動回路及びデ
ータ側駆動回路を含んで構成され、液晶パネル１００６を表示駆動する。電源回路１０１
０は、上述の各回路に電力を供給する。
このような構成の電子機器として、図２０に示す液晶プロジェクタ、図２１に示すマルチ
メディア対応のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）及びエンジニアリング・ワークステーシ
ョン（ＥＷＳ）、図２２に示すページャ、あるいは携帯電話、ワードプロセッサ、テレビ
、ビューファインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、電子手帳、電子卓上計
算機、カーナビゲーション装置、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた装置などを挙げるこ
とができる。
図２０に示す液晶プロジェクタは、透過型液晶パネルをライトバルブとして用いた投写型
プロジェクタであり、例えば３板プリズム方式の光学系を用いている。図２１において、
プロジェクタ１１００では、白色光源のランプユニット１１０２から射出された投写光が
ライトガイド１１０４の内部で、複数のミラー１１０６および２枚のダイクロイックミラ
ー１１０８によってＲ、Ｇ、Ｂの３原色に分けられ、それぞれの色の画像を表示する３枚
の液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｇおよび１１１０Ｂに導かれる。そして、それぞれの
液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｇおよび１１１０Ｂによって変調された光は、ダイクロ
イックプリズム１１１２に３方向から入射される。ダイクロイックプリズム１１１２では
、レッドＲおよびブルーＢの光が９０°曲げられ、グリーンＧの光が直進するので各色の
画像が合成され、投写レンズ１１１４を通してスクリーンなどにカラー画像が投写される
。
図２１に示すパーソナルコンピュータ１２００は、キーボード１２０２を備えた本体部１
２０４と、液晶表示画面１２０６とを有する。
図２２に示すページャ１３００は、金属製フレーム１３０２内に、液晶表示基板１３０４
、バックライト１３０６ａを備えたライトガイド１３０６、回路基板１３０８、第１，第
２のシールド板１３１０，１３１２、２つの弾性導電体１３１４，１３１６、及びフィル
ムキャリアテープ１３１８を有する。２つの弾性導電体１３１４，１３１６及びフィルム
キャリアテープ１３１８は、液晶表示基板１３０４と回路基板１３０８とを接続するもの
である。
ここで、液晶表示基板１３０４は、２枚の透明基板１３０４ａ，１３０４ｂの間に液晶を
封入したもので、これにより少なくともドットマトリクス型の液晶表示パネルが構成され
る。一方の透明基板に、図２０に示す駆動回路１００４、あるいはこれに加えて表示情報
処理回路１００２を形成することができる。液晶表示基板１３０４に搭載されない回路は
、液晶表示基板の外付け回路とされ、図２３の場合には回路基板１３０８に搭載できる。
図２２はページャの構成を示すものであるから、液晶表示基板１３０４以外に回路基板１
３０８が必要となるが、電気機器用の一部品として液晶表示装置が使用される場合であっ
て、透明基板に表示駆動回路などが搭載される場合には、その液晶表示装置の最小単位は
液晶表示基板１３０４である。あるいは、液晶表示基板１３０４を筺体としての金属フレ
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ーム１３０２に固定したものを、電子機器用の一部品である液晶表示装置として使用する
こともできる。さらに、バックライト式の場合には、金属製フレーム１３０２内に、液晶
表示基板１３０４と、バックライト１３０６ａを備えたライトガイド１３０６とを組み込
んで、液晶表示装置を構成することができる。これらに代えて、図２３に示すように、液
晶表示基板１３０４を構成する２枚の透明基板１３０４ａ，１３０４ｂの一方に、金属の
導電膜が形成されたポリイミドテープ１３２２にＩＣチップ１３２４を実装したＴＣＰ（
Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）１３２０を接続して、電子機器用の一部品
である液晶表示装置として使用することもできる。
なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変
形実施が可能である。例えば、本発明は上述の各種の液晶パネルの駆動に適用されるもの
に限らず、エレクトロルミネッサンス、プラズマディスプレー装置にも適用可能である。
産業上の利用可能性
以上のように、本発明の結晶性半導体膜の形成方法、及びそれを用いた薄膜トランジスタ
や太陽電池などの薄膜半導体装置の製造方法によると、安価なガラス基板の使用が可能で
ある低温プロセスを用いて高性能な薄膜半導体装置を製造することができる。従って本発
明をアクティブ・マトリックス液晶表示装置の製造に適用した場合には、大型で高品質な
液晶表示装置を容易にかつ安定的に製造する事が出来、太陽電池に利用した場合には変換
効率の高い太陽電池が作成される。又、他の電子回路の製造に適用した場合にも高品質な
電子回路を容易にかつ安定的に製造することができる。
本発明の薄膜トランジスタ装置は安価でかつ高性能で有るが故、アクティブ・マトリック
ス液晶表示装置のアクティブマトリクス基板として最適な物と成って居る。特に高い性能
を要求されるドライバ内蔵のアクティブマトリクス基板として最適なものとなっている。
本発明の液晶表示装置は安価で且つ高性能で有る為、フルカラーのノートＰＣをはじめ、
各種ディスプレイとして最適な物と成って居る。
本発明の電子機器は安価でかつ高性能で有る為、一般に広く受け入れられるであろう。
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