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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜の表面に酸化膜を形成し、
　前記半導体膜に第１条件のレーザ光を照射することにより結晶質半導体膜を形成し、
　前記結晶質半導体膜に第２条件のレーザ光を照射することにより前記酸化膜を除去し、
　前記第２条件のレーザ光を照射した後、前記結晶質半導体膜に第３条件のレーザ光を照
射することにより前記結晶質半導体膜の表面を平坦化し、
　前記第１乃至前記第３条件のレーザ光の照射は、前記第１乃至前記第３条件のそれぞれ
を満たすように設けられた３つの光学系を通して行われ、且つ窒素、水素、または不活性
気体から選ばれた一種の気体雰囲気または複数種の気体の混合雰囲気で、同一の処理室で
連続して順に行われ、
　前記第１条件のレーザ光は、第１のエネルギー密度、第１の波長、および第１のパルス
幅を有し、
　前記第２条件のレーザ光は、前記第１のエネルギー密度より低い第２のエネルギー密度
、前記第１の波長より短い第２の波長、および前記第１のパルス幅より小さい第２のパル
ス幅を有し、
　前記第３条件のレーザ光は、前記第１のエネルギー密度より３０～６０ｍＪ／ｃｍ２高
い第３のエネルギー密度を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
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　絶縁表面上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜の表面に酸化膜を形成し、
　前記半導体膜に第１条件のレーザ光を照射することにより結晶質半導体膜を形成し、
　前記結晶質半導体膜に第２条件のレーザ光を照射することにより前記酸化膜を除去し、
　前記第２条件のレーザ光を照射した後、前記結晶質半導体膜に第３条件のレーザ光を照
射することにより前記結晶質半導体膜の表面の最高点と最低点との差を６ｎｍ以下にし、
　前記第１乃至前記第３条件のレーザ光の照射は、前記第１乃至前記第３条件のそれぞれ
を満たすように設けられた３つの光学系を通して行われ、且つ窒素、水素、または不活性
気体から選ばれた一種の気体雰囲気または複数種の気体の混合雰囲気で、同一の処理室で
連続して順に行われ、
　前記第１条件のレーザ光は、第１のエネルギー密度、第１の波長、および第１のパルス
幅を有し、
　前記第２条件のレーザ光は、前記第１のエネルギー密度より低い第２のエネルギー密度
、前記第１の波長より短い第２の波長、および前記第１のパルス幅より小さい第２のパル
ス幅を有し、
　前記第３条件のレーザ光は、前記第１のエネルギー密度より３０～６０ｍＪ／ｃｍ２高
い第３のエネルギー密度を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　絶縁表面上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜を結晶化して結晶質半導体膜を形成し、
　前記結晶質半導体膜の表面に酸化膜を形成し、
　前記結晶質半導体膜に第１条件のレーザ光を照射することにより前記結晶質半導体膜の
結晶性を向上させ、
　前記結晶質半導体膜に第２条件のレーザ光を照射することにより前記酸化膜を除去し、
　前記第２条件のレーザ光を照射した後、前記結晶質半導体膜に第３条件のレーザ光を照
射することにより前記結晶質半導体膜の表面を平坦化し、
　前記第１乃至前記第３条件のレーザ光の照射は、前記第１乃至前記第３条件のそれぞれ
を満たすように設けられた３つの光学系を通して行われ、且つ窒素、水素、または不活性
気体から選ばれた一種の気体雰囲気または複数種の気体の混合雰囲気で、同一の処理室で
連続して順に行われ、
　前記第１条件のレーザ光は、第１のエネルギー密度、第１の波長、および第１のパルス
幅を有し、
　前記第２条件のレーザ光は、前記第１のエネルギー密度より低い第２のエネルギー密度
、前記第１の波長より短い第２の波長、および前記第１のパルス幅より小さい第２のパル
ス幅を有し、
　前記第３条件のレーザ光は、前記第１のエネルギー密度より３０～６０ｍＪ／ｃｍ２高
い第３のエネルギー密度を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、前記酸化膜は、前記半導体膜の表面にオ
ゾンを含む溶液または気体を接触させることにより形成されることを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項５】
　絶縁表面上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜に触媒元素を添加し第１の加熱処理することにより結晶質半導体膜を形成
し、
　前記結晶質半導体膜の表面に酸化膜を形成し、
　前記結晶質半導体膜に第１条件のレーザ光を照射することにより前記結晶質半導体膜の
結晶性を向上させ、
　前記結晶質半導体膜に第２条件のレーザ光を照射することにより前記酸化膜を除去し、
　前記第２条件のレーザ光を照射した後、前記結晶質半導体膜に第３条件のレーザ光を照
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射することにより前記結晶質半導体膜の表面を平坦化し、
　平坦化した前記結晶質半導体膜上に、バリア層を介してゲッタリングサイトを形成し、
　前記結晶質半導体膜に第２の加熱処理をすることにより前記結晶質半導体膜に含まれる
前記触媒元素を前記ゲッタリングサイトに移動させ、
　前記第１乃至前記第３条件のレーザ光の照射は、前記第１乃至前記第３条件のそれぞれ
を満たすように設けられた３つの光学系を通して行われ、且つ窒素、水素、または不活性
気体から選ばれた一種の気体雰囲気または複数種の気体の混合雰囲気で、同一の処理室で
連続して順に行われ、
　前記第１条件のレーザ光は、第１のエネルギー密度、第１の波長、および第１のパルス
幅を有し、
　前記第２条件のレーザ光は、前記第１のエネルギー密度より低い第２のエネルギー密度
、前記第１の波長より短い第２の波長、および前記第１のパルス幅より小さい第２のパル
ス幅を有し、
　前記第３条件のレーザ光は、前記第１のエネルギー密度より３０～６０ｍＪ／ｃｍ２高
い第３のエネルギー密度を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項５において、前記触媒元素は、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉ
ｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種であることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項７】
　請求項５または請求項６において、前記第１の加熱処理は、電熱線、ランプ光源または
加熱されたガスを熱源として用いて行われることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項５乃至請求項７のいずれか一において、前記ゲッタリングサイトには、Ｈｅ、Ｎ
ｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅから選ばれた一種または複数種の元素が含まれることを特徴とする
半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項５乃至請求項８のいずれか一において、前記ゲッタリングサイトには、周期表の
１５族に属する元素から選ばれた一種または複数種の元素が含まれることを特徴とする半
導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一において、前記第１のエネルギー密度は３００～５
００ｍＪ／ｃｍ２であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、結晶質半導体をチャネル形成領域、ソース領域およびドレイン領域を含む半導
体層に用いて作製された薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：ＴＦＴ）の作製方法
に関する。特に、レーザ光を照射することで良好な結晶性を有する半導体膜を得る方法に
関する。
【０００２】
【従来技術】
高精細な表示が可能なアクティブマトリクス型液晶表示装置がさかんに作製されている。
アクティブマトリクス型液晶表示装置は、画素部の各画素に液晶を駆動させるためのスイ
ッチング用素子としてＴＦＴが形成されており、画素部に形成されたＴＦＴでオンオフの
切り替えることにより液晶の配向を変化させて、表示をしている。
【０００３】
なかでも電界効果移動度の高い結晶質半導体膜（代表的には、ポリシリコン膜）は、キャ
リアの移動が高速であるため、このような結晶質半導体膜をチャネル形成領域、ソース領
域およびドレイン領域を含む半導体層に用いることで、高解像度でも画像データの書き込
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みに対応でき、高速動作が要求される駆動回路を画素部と同一の基板上に設けることも可
能となり、実用化されつつある。
【０００４】
しかし、液晶表示装置に対する市場の要求は、さらなる高精細化、高輝度化、低コスト化
と高まってゆくばかりである。液晶表示装置のコストを低下させるため、低温で処理する
必要がある。石英基板は基板自体の値段が高く、高温処理するためには、電力等製造コス
トがかかってしまい、最終的な製品としての液晶表示装置の価格も自然と高くなってしま
うという問題があった。
【０００５】
そこで、低温で良好な半導体膜を得るための方法として、レーザ光照射、触媒元素を用い
る結晶化方法がとられてきた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
半導体膜にレーザを照射して半導体膜を結晶化させたり、結晶性を高めたりすることがで
きる。レーザ光のエネルギーにより半導体膜は溶融し、半導体膜は無数の核を形成し、各
々の核が主に半導体膜の膜面に平行な方向に成長して結晶粒を作って固化する。これらの
結晶粒の成長において、隣接する結晶粒が互いに衝突することにより、半導体膜厚と同程
度の高さを有する凸部が半導体膜に形成されてしまう。しかし、このような凸部ができる
ような条件でのレーザ光照射処理により、電界効果移動度の高い半導体膜が得られること
が知られている。
【０００７】
上記のような表面に凸部ができるような条件でのレーザ光照射処理より得られた半導体膜
を凸部が残った状態でチャネル形成領域、ソース領域およびドレイン領域を含む半導体層
に用いてＴＦＴを作製した場合、半導体膜の表面の荒れは、後に半導体層上に形成される
ゲート絶縁膜、ゲート電極に反映され、素子特性がばらつくといった問題があった。また
、凸部は半導体層の膜厚が厚くなってしまうため、ＴＦＴのオフ動作時にリークが起こり
やすくなる（ＴＦＴがオフ動作時に流れるドレイン電流が高くなってしまう）、電界集中
が起こりオフ電流があがってしまう等の問題があった。さらに、半導体層とゲート絶縁膜
との界面が荒れていると、チャネル形成領域を流れるキャリア（電子）がトラップされて
しまい、固定電荷となりしきい値電圧を変動させ、信頼性低下の要因となっていた。
【０００８】
そこで、良好な特性を有するＴＦＴを実現するために、製造工程を増加、複雑化させるこ
となく、さらに、結晶性を低下させることなく半導体層を平坦化する方法、また、半導体
層表面を平坦化させゲート絶縁膜との界面を安定させる方法を実現することを目的として
いる。
【０００９】
また、このような半導体層を用いて実現されたＴＦＴを回路やスイッチング素子に用いて
作製された液晶表示装置に代表される半導体装置の作製方法を実現することを目的として
いる。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明は、絶縁表面上に半導体膜を形成する第１の工程と、　前記半導体膜表面
に酸化膜を形成する第２の工程と、前記半導体膜にレーザ光を照射する第３の工程と、を
含む半導体装置の作製方法であって、前記第３の工程では、窒素、水素、または不活性気
体から選ばれた一種の気体雰囲気または複数種の気体の混合雰囲気において、第１条件、
第２条件および第３条件のレーザ光を順に照射し、前記第１条件のレーザ光は、第１のエ
ネルギー密度、第１のパルス幅であって、前記第２条件のレーザ光は、エネルギー密度、
波長およびパルス幅が前記第１条件より低い条件であり、前記第３条件のレーザ光は、前
記第１の条件のエネルギー密度より３０～６０mJ/cm2高い条件であることを特徴としてい
る。
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【００１１】
窒素、水素、または不活性気体から選ばれた一種の気体雰囲気または複数種の気体の混合
雰囲気において、第１条件のレーザ光を照射することにより、半導体膜を結晶化すること
ができる。なお、第１条件のレーザ光照射により得られる結晶性半導体膜の表面は凸部を
有している。
【００１２】
続いて、同一の雰囲気の処理室において、第１条件のレーザ光が照射された領域に第２条
件のレーザ光を照射する。これにより、第１条件のレーザ光を照射する前に半導体膜上に
形成された酸化膜を除去することができる。
【００１３】
続いて、同一の雰囲気の処理室において、第２条件のレーザ光が照射され酸化膜が除去さ
れた領域に第３条件のレーザ光を照射する。これにより、結晶質半導体膜の表面を平坦化
することができる。
【００１４】
本発明は、半導体膜の結晶化もしくは結晶性の向上のために第１条件のレーザ光照射を行
った後、同一の雰囲気の処理室で第１条件のレーザ光照射が行われた領域に第２条件のレ
ーザ光を照射することにより、酸化膜を除去することができる。また続けて、同一の雰囲
気の処理室で第２条件のレーザ光が照射され酸化膜が除去された領域に第３条件のレーザ
光を照射することにより、結晶質半導体膜表面を平坦化することができる。第１条件のレ
ーザ光照射、第２条件のレーザ光照射、第３条件のレーザ光照射の順に半導体膜にレーザ
光を照射することにより、結晶化～平坦化までの処理を処理室の雰囲気を入れ替えること
なく行うことができ、作業時間の短縮をすることができる。
【００１５】
また、半導体膜の結晶化～平坦化までの処理を大気解放することなく連続的に行うことが
できるため、処理基板が汚染されることもない。
【００１６】
【発明の実施の形態】
（実施形態１）
図１を用いて、本発明の３条件のレーザ光を連続的に照射することにより結晶質半導体膜
を形成し、その表面の凸部を平坦化する方法について説明する。
【００１７】
まず、ガラス基板１０上に下地絶縁膜（図示せず）、非晶質半導体膜１１を形成する。半
導体膜としては、シリコンもしくはＳｉxＧｅ1-x（０＜ｘ＜１）を用いることができる。
本実施形態では、シリコン膜を用いることとする。次いで、レーザアニールの前処理とし
て、非晶質半導体膜をオゾン水により洗浄し、非晶質半導体膜表面に酸化膜（図示せず）
を形成する。
【００１８】
次いで、窒素雰囲気において、それぞれの条件を満たすように設けられた光学系（１８ａ
～１８ｃ）を通して、非晶質半導体膜に３条件のレーザ光を連続的に照射する。なお、雰
囲気は窒素以外にも、不活性気体や水素から選ばれた気体、またはこれらの混合気体を用
いることができる。
【００１９】
まず、第１条件のレーザ光１２の照射を行う。第１条件のレーザ光としてエキシマレーザ
などの気体レーザ、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ、ＹＬＦレーザなどの固体レーザを用いればよい
。また、エネルギー密度は、３００～５００mJ/cm2、パルス幅は、２０～３０nsとした。
このような第１条件のレーザ光を照射して非晶質半導体膜の結晶化を行い、結晶質半導体
膜１３を形成する。非晶質半導体膜上に酸化膜がある状態または酸化されやすい状態でレ
ーザ光を照射すると、結晶化されたときに、表面に凸部ができる。また、結晶質半導体膜
表面に凸部ができるようなレーザ光照射処理を行うと、得られる結晶質半導体膜の特性が
よくなることがしられている。したがって、第１条件のレーザ光照射処理後の結晶質半導
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体膜１３表面には、凸部がある。なお、酸化膜は、まだ結晶質半導体膜１３上に残ってい
る。
【００２０】
次いで、第１条件のレーザ光が照射された領域に第２条件のレーザ光１４の照射を行う。
第２条件のレーザ光として、第１条件のレーザ光より波長、エネルギー密度、およびパル
ス幅が小さいレーザ光として、紫外領域または真空紫外領域の波長の光を発振するレーザ
を用いる。例えば、ＡｒＦレーザ、ＫｒＦレーザなど短波長のエキシマレーザを用いれば
よい。また、ＹＡＧレーザの第４高調波の光を用いてもよい。このような第２条件のレー
ザ光を照射して、第１条件のレーザ光照射により得られた結晶質半導体膜上の酸化膜のア
ブレーションを行い、結晶質半導体膜１５を露出させる。なお、本明細書において、「ア
ブレーション」とは、「高強度のレーザ光をある材料に照射して表面および表面近傍に吸
収されたエネルギーにより、材料の表面層が吹き飛ばされること」をいう。
【００２１】
次いで、第２条件のレーザ光が照射され酸化膜がアブレーションされた領域に第３条件の
レーザ光１６の照射を行う。第３条件のレーザ光として、エキシマレーザなどの気体レー
ザ、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ、ＹＬＦレーザなどの固体レーザを用いればよい。また、エネル
ギー密度は、第１条件より３０～６０mJ/cm2大きくなるようにする。このように、表面の
酸化膜が除去された状態で第３条件のレーザ光を照射することにより、表面が平坦化され
た結晶質半導体膜１７を形成される。
【００２２】
第２条件のレーザ光照射は、半導体（シリコン）膜表面に形成された酸化膜除去を目的と
して行っている。シリコン膜表面に形成された酸化膜の除去は、例えば希フッ酸に表面に
酸化膜が形成された半導体膜を浸して、酸化膜を除去するというようにウエットのプロセ
スで行っていた。しかし、本発明を用いれば、半導体膜の結晶化もしくは結晶性の向上の
ための第１条件のレーザ光照射を行った領域に、同一の雰囲気の処理室において連続的に
第２条件のレーザ光照射を行って酸化膜をアブレーションし、その後、同一の雰囲気の処
理室で第２条件のレーザ光を照射して酸化膜がアブレーションされた領域に第３条件のレ
ーザ光を照射して結晶質半導体膜表面を平坦化することができるため、雰囲気の入れ替え
の必要もなく、作業時間を短縮することができる。
【００２３】
（実施形態２）
本実施形態では、結晶化を促進する元素（以下、触媒元素という）を用いて結晶質半導体
膜を形成した後、結晶性をさらに向上させるために、本発明を用いる例について説明する
。なお、本実施形態に示す触媒元素を用いる半導体膜の結晶化方法は、特願平７－１３０
６５２号公報で開示された技術である。
【００２４】
ガラス基板１００上に窒化酸化シリコン膜からなる下地絶縁膜１０１と非晶質半導体膜１
０２を形成する。下地絶縁膜の膜厚は２００ｎｍ、非晶質半導体膜の膜厚は２００ｎｍと
し、大気解放せずに連続的に成膜することが可能である。連続的に成膜することにより、
汚染を防ぐことができる。なお、石英基板を用いる場合は、下地絶縁膜の形成は省略する
ことができる。
【００２５】
次いで、非晶質半導体膜１０２に触媒元素を添加する。本実施形態では、触媒元素として
ニッケルを用い、ニッケルを含む水溶液（酢酸ニッケル水溶液）をスピンコート法で塗布
し、触媒元素含有層１０３を形成する。本実施形態では、触媒元素としてニッケルを用い
たが、触媒元素として使用可能な元素としては、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ルテニ
ウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウ
ム（Ｉｒ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）といった元素がある。なお、添加方
法は、スピンコート法以外に、スパッタ法や蒸着法など他の方法を用いてもよい。
【００２６】
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次に、結晶化の工程に先立ち、４００～５００℃で１時間程度の加熱処理を行い、水素を
膜中から脱離させた後、５００～６５０℃で４～１２時間の加熱処理を行い、半導体膜の
結晶化処理を行って結晶質半導体膜１０４を形成する。
【００２７】
次いで、結晶質半導体膜の表面に、酸化膜１０５を形成する。酸化膜を形成する方法とし
ては、オゾン含有水溶液、硫酸、塩酸もしくは硝酸などと過酸化水素水を混合させた水溶
液で処理したり、酸素雰囲気下の紫外線の照射でオゾンを発生させて前記結晶構造を有す
る半導体膜の表面を酸化して形成したりしてもよい。また、プラズマＣＶＤ法やスパッタ
法や蒸着法などで酸化膜を堆積して酸化膜を形成しても良い。
【００２８】
ここで、実施形態１にしたがって、３条件のレーザ光照射処理を行い、半導体膜の結晶性
を向上、酸化膜１０５の除去および半導体膜表面の平坦化を行い、表面が平坦化された結
晶質半導体膜１０６を形成する（図２（Ｃ）～図２（Ｅ））。
【００２９】
結晶質半導体膜を平坦化した後、結晶質半導体膜１０６に残存する触媒元素の濃度を低減
する工程を行う。結晶質半導体膜１０６には触媒元素が１×１０19/cm3以上の濃度で含ま
れていると考えられる。触媒元素が残留したままの結晶質半導体膜１０６を用いてＴＦＴ
を作製することは可能であるが、触媒元素が半導体層の欠陥に偏析してしまい、オフ電流
値が突発的に上昇してしまうという問題があった。そこで、結晶質半導体膜１０６から触
媒元素を除去し、１×１０17/cm3以下、好ましくは１×１０16/cm3以下の濃度にまで低減
することを目的とした加熱処理を行う。
【００３０】
結晶質半導体膜１０６に残留する触媒元素の濃度を１×１０17/cm3以下、好ましくは１×
１０16/cm3以下にまで低減させるために行う処理をゲッタリングという。ゲッタリングは
、周期表の１５族に属する元素（代表的にはリン）用いる方法を、希ガス元素を用いる方
法のいずれでもよい。
【００３１】
ここでは、希ガスを添加したゲッタリングサイトに触媒元素を移動させる方法を説明する
。
【００３２】
平坦化が終了したら、結晶質半導体膜１０６の表面に、バリア層１０７を形成する。バリ
ア層１０７は、後にバリア層１０７上に設けるゲッタリングサイト１０８をエッチングに
より除去する際に、結晶質半導体層１０６がエッチングされないように設けている層であ
る。
【００３３】
バリア層１０７は、厚さ１～１０nm程度とし、簡便にはオゾン水で結晶質半導体膜を処理
することにより形成されるケミカルオキサイドをバリア層とすればよい。他の例としては
、硫酸、塩酸、硝酸などと過酸化水素水を混合させた水溶液をもちいても同様にケミカル
オキサイドを形成することができる。また、他のバリア層の例として、酸化雰囲気中での
プラズマ処理や酸素含有雰囲気中で紫外線照射を行いオゾンを発生させて酸化処理を行い
、バリア層を形成してもよい。さらに、別の例としてクリーンオーブンを用い、２００～
３５０℃程度に加熱してから薄い酸化膜を形成してバリア層としてもよい。
【００３４】
次いで、バリア層１０７上にスパッタ法でゲッタリングサイト１０８を形成する。ゲッタ
リングサイト１０８としては、希ガスを１×１０20/cm3以上の濃度で含む半導体膜、代表
的には、非晶質シリコン膜を２５～２５０ｎｍの厚さで形成する。ゲッタリングサイト１
０８は、ゲッタリング工程終了後にエッチングにより除去するため、結晶質半導体膜１０
６とのエッチングの選択比が大きくなるように密度の低い膜とするのが好ましい。
【００３５】
ゲッタリングサイト１０８は、Ａｒを５０sccm、成膜パワーを３ｋＷ、基板温度を１５０
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℃、成膜圧力を０．２～１．０Ｐａとしてスパッタ法により成膜する。このようにして、
希ガス元素を１×１０19～１×１０22/cm3の濃度で含むゲッタリングサイト１０８を形成
することができる。なお、希ガス元素は半導体膜中では、不活性であるため結晶質半導体
膜１０６に悪影響を及ぼすことはなく、ゲッタリングを行うことができる。
【００３６】
次いで、ゲッタリングを確実に成し遂げるための加熱処理を行う。加熱処理は、炉を用い
る加熱処理方法や、熱源にランプまたは加熱された気体を用いるＲＴＡ法で行えばよい。
炉を用いる場合には、窒素雰囲気中にて４５０～６００℃で０．５～１２時間の加熱処理
をすればよい。ＲＴＡ法を用いる場合には、半導体膜が瞬間的に６００～１０００℃程度
まで加熱されるようにすればよい。
【００３７】
このような加熱処理により、結晶質半導体膜１０６に残留している触媒元素がゲッタリン
グサイト１０８に移動し、結晶質半導体膜１０６の触媒元素の濃度は、１×１０17/cm3以
下、好ましくは１×１０16/cm3以下にまで低減することができる。なお、ゲッタリングの
ための加熱処理の際に、ゲッタリングサイト１０８は結晶化することはない。これは、希
ガス元素が加熱処理中も放出されずにゲッタリングサイトに残存しているためと思われる
。
【００３８】
ゲッタリング処理が終了したら、ゲッタリングサイト１０８をエッチングにより除去する
。エッチングはＣｌＦ3によるプラズマを用いないドライエッチング、あるいはヒドラジ
ンやテトラエチルアンモニウムハイドロオキサイド（（ＣＨ3）4ＮＯＨ）を含む水溶液な
どアルカリ溶液によるウェットエッチングを用いることができる。なお、このエッチング
工程において、バリア層１０７は結晶質半導体膜１０６がエッチングされるのを妨げるエ
ッチングストッパーとして機能する。また、ゲッタリングサイト１０８のエッチングによ
る除去が終わったら、バリア層１０７はフッ酸等で除去すればよい。
【００３９】
このように、本発明を用いて結晶質半導体膜の平坦化を行い、平坦化処理後に触媒元素の
ゲッタリングを行うことで、結晶性がよく、触媒元素濃度が低減された良好な結晶質半導
体膜を得ることができる。これは、触媒元素を用いた結晶化処理後に結晶性を向上させる
ために行うレーザ光照射処理により、半導体膜表面に凸部が形成されてしまうという問題
を本発明を用いて結晶質半導体膜を平坦化することにより、凸部に偏析してしまっていた
分の触媒元素を十分にゲッタリングサイトに移動することができるためである。
【００４０】
本発明では、レーザ光照射処理工程において、第３の条件で半導体膜を平坦化しているた
め、半導体膜の凸部に偏析しやすい性質の触媒元素を除去しやすくなっている。
【００４１】
（実施形態３）
本実施形態では、実施形態２とは異なる触媒元素を用いる結晶化方法で結晶質半導体膜を
形成した後、本発明を適応して結晶性をさらに向上する例について説明する。なお、本実
施形態で開示する触媒元素を用いた半導体膜の結晶化方法は、特願平１０－２４７７３５
号で開示された技術である。
【００４２】
ガラス基板２００上に、下地絶縁膜２０１および非晶質半導体膜２０２を形成する。なお
、下地絶縁膜２０１および非晶質半導体膜２０２は、大気解放せずに連続的に形成するこ
とができる。また、石英基板を用いる場合には、下地絶縁膜２０１の形成を省略すること
ができる。
【００４３】
次いで、非晶質半導体膜２０２上に絶縁膜からなるマスク２０３を形成する。
マスク２０３は、半導体膜の選択的な領域に触媒元素が添加できるように、１μｍ以上の
開口部を有している。
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【００４４】
次に重量換算で１００ｐｐｍの触媒元素を含む水溶液（本実施形態ではニッケルを含む酢
酸ニッケル水溶液）をスピンコート法で塗布し、触媒元素含有層２０４を形成する。触媒
元素を添加する方法は、スピンコート法に限らず、蒸着法、スパッタ法などを用いてもか
まわない。
【００４５】
また、触媒元素として使用可能な元素としては、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ルテニ
ウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウ
ム（Ｉｒ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）といった元素がある。
【００４６】
次いで、結晶化の工程に先立ち、４００～５００℃で１時間程度の加熱処理工程を行う。
この加熱処理により、半導体膜中の水素を脱離させた後、５００～６５０℃で６～１６時
間の加熱処理を行って半導体膜を結晶化させ、結晶質半導体膜２０５を形成する。
【００４７】
次いで、結晶質半導体膜２０５の表面に、酸化膜２０６を形成する。酸化膜２０６を形成
する方法としては、オゾン含有水溶液、硫酸、塩酸もしくは硝酸などと過酸化水素水を混
合させた水溶液で処理したり、酸素雰囲気下の紫外線の照射でオゾンを発生させて前記結
晶構造を有する半導体膜の表面を酸化して形成したりしてもよい。また、プラズマＣＶＤ
法やスパッタ法や蒸着法などで酸化膜を堆積して酸化膜を形成しても良い。
【００４８】
ここで、実施形態１にしたがって、３条件のレーザ光照射処理を行い、半導体膜の結晶性
を向上、酸化膜２０６の除去および半導体膜表面の平坦化を行い、表面が平坦化された結
晶質半導体膜２０７を形成する（図３（Ｃ）～図３（Ｅ））。
【００４９】
平坦化工程が終了したら、結晶質半導体膜２０７に残留している触媒元素の濃度を低減す
るための加熱処理（ゲッタリング）を行う。ゲッタリングの方法は、周期表の１５族に属
する元素（代表的にはリン）用いる方法、または希ガスを添加したゲッタリングサイトに
触媒元素を移動させる方法のいずれを用いてもよい。
【００５０】
本実施形態では、リンを用いたゲッタリング方法について説明する。
【００５１】
ゲッタリングサイトとなる選択された領域にリンを添加するためにマスク２０８を形成し
、結晶質半導体膜２０７にリンを添加してゲッタリングサイト２０９を形成する。次いで
、触媒元素をゲッタリングサイト２０９に移動させるための加熱処理を行う。
【００５２】
触媒元素をゲッタリングサイト２０９に移動させるための加熱処理は、炉を用いる加熱処
理方法や、熱源にランプまたは加熱された気体を用いるＲＴＡ法で行えばよい。炉を用い
る場合には、窒素雰囲気中にて４５０～６００℃で０．５～１２時間の加熱処理をすれば
よい。ＲＴＡ法を用いる場合には、半導体膜が瞬間的に６００～１０００℃程度まで加熱
されるようにすればよい。
【００５３】
このような加熱処理により、結晶質半導体膜２０７に残留している触媒元素がゲッタリン
グサイト２０８に移動し、結晶質半導体膜２０７の触媒元素の濃度は、１×１０17/cm3以
下、好ましくは１×１０16/cm3以下にまで低減することができる。
【００５４】
ゲッタリング工程が終了したら、触媒元素の濃度が１×１０17/cm3以下に低減された領域
の結晶質半導体膜２０７を半導体層に用いるために、所望の形状にパターニングする。な
お、触媒元素が高濃度で含まれたゲッタリングサイトは、半導体層形成のためのパターニ
ング工程の際に除去すればよい。
【００５５】
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このように、本発明を用いて結晶質半導体膜の平坦化を行い、平坦化処理後に触媒元素の
ゲッタリングを行うことで、結晶性がよく、触媒元素濃度が低減された良好な結晶質半導
体膜を得ることができる。これは、触媒元素を用いた結晶化処理後に結晶性を向上させる
ために行うレーザ光照射処理により、半導体膜表面に凸部が形成されてしまうという問題
を本発明を用いて結晶質半導体膜を平坦化することにより、凸部に偏析してしまっていた
分の触媒元素を十分にゲッタリングサイトに移動することができるためである。
【００５６】
このように本発明を用いることにより、結晶質半導体膜中の触媒元素濃度を十分に低減す
ることができ、特性のよい結晶質半導体膜を得ることができる。また、このような半導体
膜を用いてＴＦＴを作製することにより、オフ電流が低く信頼性の高いＴＦＴを実現する
ことができるようになる。
【００５７】
【実施例】
（実施例１）
本発明の実施例を図４～図６を用いて説明する。ここでは、同一基板上に画素部と、画素
部の周辺に設ける駆動回路のＴＦＴ（ｎチャネル型ＴＦＴ及びｐチャネル型ＴＦＴ）を同
時に作製する方法について詳細に説明する。
【００５８】
本実施例では、ガラス基板上に設ける下地絶縁膜３０１として２層構造を用いるが、前記
絶縁膜の単層膜または２層以上積層させた構造を用いても良い。下地絶縁膜３０１の一層
目としては、プラズマＣＶＤ法を用い、ＳｉＨ4、ＮＨ3、及びＮ2Ｏを反応ガスとして成
膜される第１酸化窒化シリコン膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝２７％、Ｎ＝２４％、Ｈ＝
１７％）を膜厚５０ｎｍで形成する。次いで、下地絶縁膜３０１のニ層目としては、プラ
ズマＣＶＤ法を用い、ＳｉＨ4及びＮ2Ｏを反応ガスとして成膜される第２酸化窒化シリコ
ン膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％）を膜厚１００ｎｍで形成
する。
【００５９】
次いで、下地絶縁膜３０１上にプラズマＣＶＤ法を用いた非晶質シリコン膜を５０ｎｍの
膜厚で形成する。次いで、重量換算で１０ppmのニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液をス
ピナーで塗布する。塗布に代えてスパッタ法でニッケル元素を全面に散布する方法を用い
てもよい。
【００６０】
次いで、加熱処理を行い半導体膜を結晶化させて結晶質半導体膜を形成する。
この加熱処理は、電気炉の加熱処理または強光の照射を用いればよい。電気炉の加熱処理
で行う場合は、５００℃～６５０℃で４～２４時間で行えばよい。ここでは脱水素化のた
めの加熱処理（５００℃、１時間）の後、結晶化のための加熱処理（５５０℃、４時間）
を行って結晶質シリコン膜を得る。なお、ここでは炉を用いた加熱処理により結晶化を行
ったが、ランプアニール装置で結晶化を行ってもよい。
【００６１】
次いで、連続で３条件のレーザ光の照射を窒素雰囲気において行う。第１条件のレーザ光
照射は、結晶性を向上させるために結晶粒内に残される欠陥を補修する目的で行う。レー
ザ光にはエキシマレーザ光や、ＹＡＧレーザの第２高調波、第３高調波、第４高調波の光
のいずれかを用いればよい。ここでは、第１条件として、ＸｅＣｌレーザ（波長３０８nm
）を用い、繰り返し周波数３０Ｈｚ、エネルギー密度４００mJ/cm2、パルス幅３０nsでレ
ーザ光照射を行う。
【００６２】
次いで、第２条件のレーザ光照射を行う。第２条件のレーザ光照射は、第１条件のレーザ
光照射処理前に半導体膜表面に形成した酸化膜を除去するために行う。第２条件のレーザ
光には、第１条件のレーザ光より、波長、エネルギー密度およびパルス幅の小さいレーザ
を用いればよく、特に波長２４８nm以下、パルス幅５ns以下のレーザを用いるのが好まし
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い。ここでは、第２条件として、ＡｒＦレーザ（波長１９３nm）を用い、繰り返し周波数
３０Ｈｚ、エネルギー密度３００mJ/cm2、パルス幅５nsでレーザ光照射を行う。
【００６３】
次いで、第３条件のレーザ光照射を行う。第３条件のレーザ光照射は、第１条件のレーザ
光照射の際に形成された半導体膜表面の凸部を平坦化する目的で行う。レーザ光にはレー
ザ光にはエキシマレーザ光や、ＹＡＧレーザの第２高調波、第３高調波の光のいずれかを
用いればよい。また、エキシマレーザ光に代えて紫外光ランプから発する光を用いてもよ
い。なお、第３条件のレーザ光のエネルギー密度は、第１条件のレーザ光のエネルギー密
度より大きくし、好ましくは３０～６０mJ/cm2大きくする。ここでは、ＸｅＣｌレーザ（
波長３０８nm）を用い、繰り返し周波数３０Ｈｚ、エネルギー密度４３０mJ/cm2、パルス
幅３０nsで第３のレーザ光の照射を行う。第３条件のレーザ光照射により、半導体膜表面
における凹凸のＰ―Ｖ値は６ｎｍ以下となる。
【００６４】
このように半導体層の表面を平坦化することができるため、電界集中等の問題を解決する
ことができ、さらに、膜厚が安定するため、オフ電流を低減することもできる。
【００６５】
次いで、得られた結晶質シリコン膜（ポリシリコン膜とも呼ばれる）の表面にオゾン水で
薄い酸化膜を形成した後、レジストからなるマスクを形成し、所望の形状にエッチング処
理して分離された第１乃至第４の半導体層を形成する。半導体層を形成した後、レジスト
からなるマスクを除去する。
【００６６】
また、第１乃至第４の半導体層を形成した後、ＴＦＴのしきい値（Ｖｔｈ）を制御するた
めにｐ型あるいはｎ型を付与する不純物元素を添加してもよい。なお、半導体に対してｐ
型を付与する不純物元素には、ボロン（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）
など周期律第１３族元素が知られている。なお、半導体に対してｎ型を付与する不純物元
素としては周期表１５族に属する元素、典型的にはリン（Ｐ）または砒素（Ａｓ）が知ら
れている。
【００６７】
次いで、フッ酸を含むエッチャントで酸化膜を除去すると同時にシリコン膜の表面を洗浄
した後、ゲート絶縁膜３０６となる珪素を主成分とする絶縁膜を形成する。本実施例では
、プラズマＣＶＤ法により１１５nmの厚さで酸化窒化シリコン膜（組成比Ｓｉ＝３２％、
Ｏ＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％）で形成する。
【００６８】
本発明の３条件のレーザ光を順に照射して行う結晶化（または結晶性の向上）～平坦化ま
での処理により、半導体層の表面は平坦化されているため、半導体層とゲート絶縁膜との
界面が安定し良好になり、これはＴＦＴの信頼性の向上につながる。
【００６９】
次いで、図４（Ａ）に示すように、ゲート絶縁膜３０６上に膜厚２０～１００ｎｍの第１
の導電膜３０７と、膜厚１００～４００nmの第２の導電膜３０８と、膜厚２０～１００ｎ
ｍの第３の導電膜３０９を積層形成する。本実施例では、ゲート絶縁膜３０６上に膜厚５
０ｎｍのタングステン膜、膜厚５００ｎｍのアルミニウムとチタンの合金（Ａｌ－Ｔｉ）
膜、膜厚３０ｎｍのチタン膜を順次積層した。
【００７０】
第１～第３の導電膜を形成する導電性材料としてはＴａ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕか
ら選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材料で形成する
。また、第１～第３の導電膜としてリン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコン
膜に代表される半導体膜を用いてもよい。例えば、第１の導電膜のタングステンに代えて
窒化タングステンを用いてもよいし、第２の導電膜のアルミニウムとチタンの合金（Ａｌ
－Ｔｉ）膜に代えてアルミニウムとシリコンの合金（Ａｌ－Ｓｉ）膜を用いてもよいし、
第３の導電膜のチタン膜に代えて窒化チタン膜を用いてもよい。また、３層構造に限定さ
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れず、例えば、窒化タンタル膜とタングステン膜との２層構造であってもよい。
【００７１】
次に、図４（Ｂ）に示すように光露光工程によりレジストからなるマスク３１０～３１４
を形成し、ゲート電極及び配線を形成するための第１のエッチング処理を行う。第１のエ
ッチング処理では第１及び第２のエッチング条件で行う。エッチングにはＩＣＰ（Induct
ively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用いると良い。ＩＣＰエッ
チング法を用い、エッチング条件（コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に
印加される電力量、基板側の電極温度等）を適宜調節することによって所望のテーパー形
状に膜をエッチングすることができる。なお、エッチング用ガスとしては、Ｃｌ2、ＢＣ
ｌ3、ＳｉＣｌ4、ＣＣｌ4などを代表とする塩素系ガスまたはＣＦ4、ＳＦ6、ＮＦ3などを
代表とするフッ素系ガス、またはＯ2を適宜用いることができる。
【００７２】
用いるエッチング用ガスに限定はないが、ここではＢＣｌ3とＣｌ2とＯ2とを用いること
が適している。それぞれのガス流量比を６５sccm／１０sccm／５sccmとし、１．２Ｐａの
圧力でコイル型の電極に４５０ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨｚ）電力を投入してプラズマを
生成して１１７秒のエッチングを行う。基板側（試料ステージ）にも３００ＷのＲＦ（１
３．５６ＭＨｚ）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この第１の
エッチング条件によりＡｌ膜及びＴｉ膜をエッチングして第１の導電層の端部をテーパー
形状とする。
【００７３】
この後、第２のエッチング条件に変え、エッチング用ガスにＣＦ4とＣｌ2とＯ2とを用い
、それぞれのガス流量比を２５sccm／２５sccm／１０sccmとし、１Ｐａの圧力でコイル型
の電極に５００ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨｚ）電力を投入してプラズマを生成して約３０
秒程度のエッチングを行う。基板側（試料ステージ）にも２０ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨ
ｚ）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。ＣＦ4とＣｌ2を混合した
第２のエッチング条件ではＡｌ膜、Ｔｉ膜、及びＷ膜とも同程度にエッチングされる。な
お、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、１０～２０％程度の
割合でエッチング時間を増加させると良い。
【００７４】
この第１のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすること
により、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第１の導電層、第２の導電層、及び
第３の導電層の端部がテーパー形状となる。このテーパー部の角度は１５～４５°となる
。こうして、第１のエッチング処理により第１の導電層と第２の導電層と第３の導電層と
から成る第１の形状のゲート電極３１５～３１９（第１の電極３１５ａ～３１９ａ、第２
の電極３１５ｂ～３１９ｂおよび第３の電極３１５ｃ～３１９ｃ）を形成する。ゲート絶
縁膜の第１の形状のゲート電極３１５～３１９で覆われない領域は２０～５０ｎｍ程度エ
ッチングされ薄くなる。
【００７５】
次に、レジストからなるマスク３１０～３１４を除去せずに図４（Ｃ）に示すように第２
のエッチング処理を行う。エッチング用ガスにＢＣｌ3とＣｌ2を用い、それぞれのガス流
量比を２０sccm／６０sccmとし、１．２Ｐａの圧力でコイル型の電極に６００ＷのＲＦ（
１３．５６ＭＨｚ）電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側（試料
ステージ）には１００ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨｚ）電力を投入する。この第３のエッチ
ング条件により第１の形状のゲート電極の第２の電極及び第３の電極をエッチングする。
こうして、上記第３のエッチング条件によりチタンを微量に含むアルミニウム膜及びチタ
ン膜を異方性エッチングして第２の形状のゲート電極３２０～３２４（第１の電極３２０
ａ～３２４ａ、第２の電極３２０ｂ～３２４ｂおよび第３の電極３２０ｃ～３２４ｃ）を
形成する。ゲート絶縁膜の第２の形状のゲート電極３２０～３２４で覆われない領域は若
干エッチングされ薄くなる。
【００７６】
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そして、レジストからなるマスクを除去せずに第１のドーピング処理を行い、半導体層に
ｎ型を付与する不純物元素（以下、ｎ型不純物元素という）を添加する。ドーピング処理
はイオンドープ法、もしくはイオン注入法で行えば良い。ｎ型不純物元素として、典型的
にはリン（Ｐ）または砒素（Ａｓ）を用いる。この場合、第２の形状のゲート電極３２０
～３２４がｎ型不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的に第１の濃度のｎ型不純物
領域３２５～３２８が形成される。第１の濃度のｎ型不純物領域３２５～３２８には１×
１０16～１×１０17/cm3の濃度範囲でｎ型不純物元素が添加される。
【００７７】
なお、本実施例ではレジストからなるマスクを除去せずに第１のドーピング処理を行った
が、レジストからなるマスクを除去した後、第１のドーピング処理を行ってもよい。
【００７８】
次いで、レジストからなるマスクを除去した後、図５（Ａ）に示すようにレジストからな
るマスク３２９、３３０を形成し第２のドーピング処理を行う。マスク３３５は駆動回路
のｎチャネル型ＴＦＴの一つを形成する半導体層のチャネル形成領域及びその周辺の領域
を保護するマスクであり、マスク３３０は画素部のＴＦＴを形成する半導体層のチャネル
形成領域及びその周辺の領域を保護するマスクである。
【００７９】
第２のドーピング処理は、第２の形状のゲート電極３２０～３２４及びゲート絶縁膜の膜
厚の差を利用して各半導体層に不純物領域を行う。勿論、マスク３２９、３３０で覆われ
た領域にはリン（Ｐ）は添加されない。こうして、第２の濃度のｎ型不純物領域３３５、
３３６と第３の濃度のｎ型不純物領域３３１～３３４が形成される。第３の濃度のｎ型不
純物領域３３１～３３４には１×１０20～１×１０21/cm3の濃度範囲でｎ型不純物元素を
添加されている。また、第２の濃度のｎ型不純物領域はゲート絶縁膜の膜厚差により第３
の濃度のｎ型不純物領域よりも低濃度に形成され、１×１０18～１×１０19/cm3の濃度範
囲でｎ型不純物元素が添加されることになる。
【００８０】
次いで、レジストからなるマスク３２９、３３０を除去した後、新たにレジストからなる
マスク３３７、３３８を形成して図５（Ｂ）に示すように第３のドーピング処理を行う。
この第３のドーピング処理により、ｐチャネル型ＴＦＴを形成する半導体層にｐ型の導電
型を付与する不純物元素（以下、ｐ型不純物元素という）が添加された第１の濃度のｐ型
不純物領域３４１及び第２の濃度のｐ型不純物領域３３９、３４０を形成する。第１の濃
度のｐ型不純物領域は第２の形状のゲート電極と重なる領域に形成されるものであり、１
×１０18～１×１０20/cm3の濃度範囲でｐ型不純物元素が添加されるようにする。また、
第２の濃度のｐ型不純物領域３３９、３４０には１×１０20～１×１０21/cm3の濃度範囲
でｐ型不純物元素が添加されるようにする。なお、第２の濃度のｐ型不純物領域３３９に
は先の工程でリン（Ｐ）が添加された領域であるが、ｐ型不純物元素の濃度がその１．５
～３倍添加されていて導電型はｐ型となっている。
【００８１】
なお、第２の濃度のｐ型不純物領域３４２、３４３及び第１の濃度のｐ型不純物領域３４
４は画素部において保持容量を形成する半導体層に形成される。
【００８２】
以上までの工程でそれぞれの半導体層にｎ型不純物領域またはｐ型不純物領域が形成され
る。第２の形状のゲート電極３２０～３２２は各ＴＦＴのゲート電極となる。また、第２
の形状の電極３２３は画素部において保持容量を形成する一方の電極となる。さらに、第
２の形状の電極３２４は画素部においてソース配線を形成する。
【００８３】
次いで、それぞれの半導体層に添加された不純物元素を活性化処理する工程を行う。不純
物元素を活性化する工程は、ランプ光源もしくは加熱された気体を熱源に用いたラピッド
サーマルアニール法（ＲＴＡ法）、或いはＹＡＧレーザまたはエキシマレーザを裏面から
照射する方法、或いは炉を用いた加熱処理、或いはこれらの方法のうち、いずれかと組み
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合わせた方法によって行う。ただし、本実施例では、第２の導電層としてアルミニウムを
主成分とする材料を用いているので、活性化工程において第２の導電層が耐え得る加熱処
理条件とすることが重要である。
【００８４】
上記活性化処理と同時に、結晶化の際に触媒として使用したニッケルが高濃度のリンを含
む第３の濃度のｎ型不純物領域３３１～３３３及び第２の濃度のｐ型不純物領域３３９、
３４２にゲッタリングされ、主にチャネル形成領域となる半導体層中のニッケル濃度が低
減される。その結果、チャネル形成領域を有するＴＦＴはオフ電流値が下がり、結晶性が
良いことから高い電界効果移動度が得られ、良好な特性を達成することができる。実施形
態２または３に示した方法のように半導体膜の平坦化処理直後の工程で、１度目のゲッタ
リングが行われている場合は、リンによるゲッタリングは２度目のゲッタリングとなる。
また、１度目のゲッタリングで十分ゲッタリングができている場合には、特に２度目のゲ
ッタリングを行う必要はない。
【００８５】
また、本実施例では、上記活性化の前に絶縁膜を形成した例を示したが、上記活性化を行
った後、絶縁膜を形成する工程としてもよい。
【００８６】
次いで、窒化シリコン膜からなる第１の層間絶縁膜３４５を形成して加熱処理（３００～
５５０℃で１～１２時間の加熱処理）を行い、半導体層を水素化する工程を行う。（図５
（Ｃ））この工程は第１の層間絶縁膜３４５に含まれる水素により半導体層のダングリン
グボンドを終端する工程である。酸化シリコン膜からなる絶縁膜（図示しない）の存在に
関係なく半導体層を水素化することができる。ただし、本実施例では、第２の導電層とし
てアルミニウムを主成分とする材料を用いているので、水素化する工程において第２の導
電層が耐え得る加熱処理条件とすることが重要である。水素化の他の手段として、プラズ
マ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。
【００８７】
次いで、第１の層間絶縁膜３４５上に有機絶縁物材料から成る第２の層間絶縁膜３４６を
形成する。本実施例では膜厚１．６μｍのアクリル樹脂膜を形成する。次いで、ソース配
線３２４に達するコンタクトホールと各不純物領域に達するコンタクトホールを形成する
。本実施例では複数のエッチング処理を順次行う。本実施例では第１の層間絶縁膜をエッ
チングストッパーとして第２の層間絶縁膜をエッチングした後、絶縁膜（図示しない）を
エッチングストッパーとして第１の層間絶縁膜をエッチングしてから絶縁膜（図示しない
）をエッチングした。
【００８８】
その後、Ａｌ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗなどを用いて配線及び画素電極を形成する。これらの電極
及び画素電極の材料は、ＡｌまたはＡｇを主成分とする膜、またはそれらの積層膜等の反
射性の優れた材料を用いることが望ましい。こうして、配線３４７～３５２、画素電極３
５３が形成される。
【００８９】
以上の様にして、ｐチャネル型ＴＦＴ４０１、ｎチャネル型ＴＦＴ４０２を有する駆動回
路４０５と、ｎチャネル型ＴＦＴ４０３、保持容量４０４とを有する画素部４０６を同一
基板上に形成することができる（図６）。本明細書中ではこのような基板を便宜上アクテ
ィブマトリクス基板と呼ぶ。
【００９０】
駆動回路４０５のｐチャネル型ＴＦＴ４０１にはチャネル形成領域３５４、第２の形状の
ゲート電極３２０の第１の電極３２０ａと一部が重なる第２の濃度のｐ型不純物領域３４
１とソース領域またはドレイン領域として機能する第１の濃度のｐ型不純物領域３３９、
３４０とを有している。ｎチャネル型ＴＦＴ４０２にはチャネル形成領域３５５、第２の
形状のゲート電極３２１の第１の電極３２１ａと一部が重なる第２の濃度のｎ型不純物領
域３３５とソース領域またはドレイン領域として機能する第３の濃度のｎ型不純物領域３
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３２とを有している。このようなｎチャネル型ＴＦＴ及びｐチャネル型ＴＦＴによりシフ
トレジスタ回路、バッファ回路、レベルシフタ回路、ラッチ回路などを形成することがで
きる。特に、駆動電圧が高いバッファ回路には、ホットキャリア効果による劣化を防ぐ目
的から、ｎチャネル型ＴＦＴ４０２の構造が適している。
【００９１】
画素部４０６の画素ＴＦＴ４０３（ｎチャネル型ＴＦＴ）にはチャネル形成領域３５６、
第２の形状のゲート電極３２２の第１の電極３２２ａの外側に形成される第１の濃度のｎ
型不純物領域３２７とソース領域またはドレイン領域として機能する第３の濃度のｎ型不
純物領域３３３とを有している。また、保持容量４０４の一方の電極として機能する半導
体層には第１の濃度のｐ型不純物領域３４４、第２の濃度のｐ型不純物領域３４２、３４
３が形成されている。保持容量４０４は、絶縁膜（ゲート絶縁膜と同一膜）を誘電体とし
て、第２の形状の導電層３２３と、半導体層３０５とで形成されている。
【００９２】
なお、画素部４０６の画素ＴＦＴにおいては、第３条件のレーザ光照射により半導体層が
平坦化されているため、従来と比較して顕著にオフ電流の低減、およびバラツキの低減が
実現されている。
【００９３】
また、画素電極を透明導電膜で形成すると、フォトマスクは１枚増えるものの、透過型の
表示装置を形成することができる。
【００９４】
図７はアクティブマトリクス基板の回路構成の一例を示す回路ブロックである。ＴＦＴを
組み込まれて形成される画素部６０１、データ信号線駆動回路６０２、走査信号線駆動回
路６０６が形成されている。
【００９５】
データ信号線駆動回路６０２は、シフトレジスタ６０３、ラッチ６０４、６０５、その他
バッファ回路などから構成される。シフトレジスタ６０３にはクロック信号、スタート信
号が入力し、ラッチにはデジタルデータ信号やラッチ信号が入力する。また、走査信号線
駆動回路６０６もシフトレジスタ、バッファ回路などから構成されている。画素部６０１
の画素数は任意なものとするが、ＸＧＡならば１０２４×７６８個の画素が設けられる。
【００９６】
このようなアクティブマトリクス基板を用いて、アクティブマトリクス駆動をする表示装
置を形成することができる。本実施例では画素電極を光反射性の材料で形成したため、液
晶表示装置に適用すれば反射型の表示装置を形成することができる。このような基板から
液晶表示装置や有機発光素子で画素部を形成する発光装置を形成することができる。こう
して反射型の表示装置に対応したアクティブマトリクス基板を作製することができる。
【００９７】
（実施例２）
本実施例では、ボトムゲート型ＴＦＴの作製工程に本発明を適応することも可能である。
図８、９を用いてボトムゲート型ＴＦＴの作製工程について簡単に説明する。
【００９８】
基板５０上に、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜等の絶縁膜を形成
し（図示せず）、ゲート電極を形成するために導電膜を形成し、所望の形状にパターニン
グしてゲート電極５１を得る。導電膜には、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ、Ｍｏ、ＣｒまたはＡｌから
選ばれた元素またはいずれかの元素を主成分とする導電膜を用いればよい（図８（ａ））
。
【００９９】
次いで、ゲート絶縁膜５２を形成する。ゲート絶縁膜は、酸化シリコン膜、窒化シリコン
膜または酸化窒化シリコン膜の単層、もしくはいずれかの膜の積層構造にしてもよい（図
８（ｂ））。
【０１００】
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次いで、非晶質半導体膜としてアモルファスシリコン膜５３を熱ＣＶＤ法、プラズマＣＶ
Ｄ法、減圧ＣＶＤ法、蒸着法またはスパッタリング法により１０～１１５０nm厚に形成す
る。なお、ゲート絶縁膜５２とアモルファスシリコン膜５３とは、同じ成膜法で形成する
ことが可能であるため、両者を連続形成してもよい。連続形成することで、一旦大気に曝
すことがなくなり、表面の汚染を防ぐことができ、作製するＴＦＴの特性バラツキやしき
い値電圧の変動を低減することができる。
【０１０１】
次いで、アモルファスシリコン膜５３を結晶化して、結晶質シリコン膜を形成する。結晶
化方法は、レーザ光照射による方法、加熱による方法、実施形態２、３に示すような触媒
元素を用いる方法のいずれを用いてもよい。
【０１０２】
なお、本実施例では、レーザ光照射による結晶化方法を行う場合について説明する。まず
、レーザ光の照射の前処理として非晶質半導体膜をオゾン水により洗浄し、非晶質半導体
膜上に酸化膜５４を形成する。続いて、窒素雰囲気において、非晶質半導体膜に第１条件
のレーザ光（本実施例では、ＸｅＣｌレーザ（波長３０８ｎｍ）、エネルギー密度４００
mJ/cm2、パルス幅３０ns）を照射し、結晶質半導体膜を形成する。この第１条件のレーザ
光の照射により形成された結晶質半導体膜表面は凸部を有しており、その最高点と最低点
との差は数ｎｍ～数十ｎｍである（図８（ｃ））。
【０１０３】
続いて、第２条件のレーザ光（本実施例では、ＡｒＦレーザ（波長１９３ｎｍ）、エネル
ギー密度３００mJ/cm2、パルス幅５ns）の照射を行って、結晶質半導体膜上の酸化膜のア
ブレーションを行う。これにより、結晶質半導体膜上の酸化膜が除去される。
【０１０４】
次いで、第３条件のレーザ光（本実施例では、ＸｅＣｌレーザ（波長３０８nm）、エネル
ギー密度が４３０mJ/cm2、パルス幅３０ns）の照射を行って、結晶質半導体膜の表面の平
坦化をする。このようにして得られた表面が平坦化された結晶質半導体５６をチャネル形
成領域、ソース領域およびドレイン領域を含む半導体層として用いる（図８（ｄ））。
【０１０５】
次いで、後の不純物添加工程において結晶質シリコン膜（チャネル形成領域）を保護する
絶縁膜５７を１００～４００nm厚で形成する。この絶縁膜は、不純物元素を添加する時に
結晶質シリコン膜が直接プラズマに曝されないようにするためと、さらに、微妙な濃度制
御を可能にするために形成される。
【０１０６】
次いで、レジストからなるマスク（図示せず）を用いて、後のｎチャネル型ＴＦＴの活性
層となる結晶質シリコン膜にｎ型を付与する不純物元素、後のｐチャネル型ＴＦＴの活性
層となる結晶質シリコン膜にｐ型不純物元素を添加して、ソース領域ドレイン領域５８ａ
、５８ｃおよびＬＤＤ領域５８ｂを形成する。
【０１０７】
次いで、結晶質シリコン膜に添加された不純物元素を活性化する工程を行う。
続いて、結晶質シリコン膜上の絶縁膜を除去し、結晶質シリコン膜を所望の形状にパター
ニングした後、層間絶縁膜５９を形成する。層間絶縁膜は、酸化シリコン膜、窒化シリコ
ン膜、酸化窒化シリコン膜等の絶縁膜から５００～１５００nm厚で形成する。　その後、
それぞれのＴＦＴのソース領域またはドレイン領域に達するコンタクトホールを形成して
、各ＴＦＴを電気的に接続するための配線６０を形成する。
【０１０８】
以上のように本発明は、ＴＦＴの形状に関わることなく適応することができる。
【０１０９】
（実施例３）
本実施例では、本発明に適応可能なレーザ光照射処理を行う装置の一例について図１０を
用いて説明する。
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【０１１０】
レーザ光照射処理装置は、第１条件のレーザ光を照射するためのレーザ７０１、第２条件
のレーザ光を照射するためのレーザ７０２、第３条件のレーザ光を照射するためのレーザ
７０３、それぞれの条件のレーザ光を発振するための光学系７０４、７０５、７０６、制
御装置７０７などを含んでいる。
【０１１１】
第１条件のレーザ光として、波長が４００ｎｍ以下の光を発振するエキシマレーザなどの
気体レーザ、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ、ＹＬＦレーザなどの固体レーザを用いればよい。
第２条件のレーザ光として、第１条件のレーザ光より波長、エネルギー密度、およびパル
ス幅が小さいレーザ光として、紫外領域または真空紫外領域の波長の光を発振するレーザ
を用いる。例えば、ＡｒＦレーザ、ＫｒＦレーザなど短波長のエキシマレーザを用いれば
よい。また、ＹＡＧレーザの第４高調波の光を用いてもよい。
第３条件のレーザ光として、波長が４００ｎｍ以下の光を発振するエキシマレーザなどの
気体レーザ、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ、ＹＬＦレーザなどの固体レーザを用いればよい。また
、エネルギー密度は、第１条件より３０～６０mJ/cm2大きくなるようにする。
【０１１２】
なお、第１条件および第３条件は同一の波長を有するレーザ光を用いてもよいため、第１
条件および第３条件のレーザ光は、同一のレーザ源から発せられるレーザ光を光学系によ
って分光することにより、第１条件と第３条件のエネルギー密度を有するレーザ光として
もよい。
【０１１３】
また、第１条件および第３条件のレーザ光に同一の波長のレーザを用いる場合には、はじ
めに第１条件および第２条件のレーザ光照射を行って、第１条件のレーザ光を発するため
の光学系に第３条件のレーザ光を発することができるような光学系を付与してから、第３
条件のレーザ光照射を行うようにしてもよい。３条件のレーザ光の照射方法としては、照
射順序以外の条件は、実施者が適宜決定すればよい。
【０１１４】
光学系７０４～７０６は、レーザから放出されるレーザ光を集光および伸張して被照射面
に断面形状が細い線状のレーザ光を照射するためのものである。光学系の一例として、シ
リンドリカルレンズアレイ７０８、シリンドリカルレンズ７０９、ミラー７１０、ダブレ
ットシリンドリカルレンズ７１１などを用いて構成される光学系を図１０に示している。
レンズの大きさにもよるが、長手方向は１００～４００mm程度、短手方向は１００～５０
０μm程度の線状レーザ光を照射することが可能である。ただし、光学系は実施者が任意
なものを用いればよい。
【０１１５】
また、このレーザ光照射処理装置に備えられた他の手段は、素子基板上のゴミを除去する
ための気体を噴出するためのノズル７１２、前記気体を供給するための手段７１３、ステ
ージ７１４、基板を保管するカセット７１８、カセットを保持する手段７１９処理基板を
保持し、３条件のレーザ光を照射するために移動（走査）させる手段７１７等である。
【０１１６】
素子基板上のゴミを除去するための気体を噴出するためのノズル７１２は、第２条件のレ
ーザ光照射による酸化膜のアブレーションの際に飛び散る膜を除去する目的も有している
。
【０１１７】
また、ステージ７１４には、雰囲気を供給するための圧縮窒素を供給する気体供給手段７
１５、７１６が接続されており、ステージ７１４の表面に設けられた細孔から気体を噴射
して処理基板をステージに接触させることなく、フローティングした状態で保持すること
を可能にしている。また、このように気体を細孔から噴出させることで、湾曲しやすい基
板も平坦に保持することができる。
【０１１８】
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さらに、フローティングした状態で保持することにより、基板の汚染を防止でき、基板の
温度変化を小さくすることができて効果的である。
【０１１９】
レーザ光照射処理を行うために基板を保持カセット７１８から取り出すのは、アームを備
えた搬送手段７１７で行えばよく、アームで基板の端部を掴み一方向に走査させ、処理基
板全面にレーザ光照射処理を行えばよい。なお、制御装置７０７により、レーザ光の発振
と搬送手段との連動操作の制御を行う。
【０１２０】
なお、１枚の基板に対して３条件のレーザ光照射処理は１度の走査でもよいが、複数回走
査してもよい。
【０１２１】
また、処理装置は、一辺が線状レーザ光の長手方向の長さより大きい（例えば、一辺が１
０００ｍｍを超え、かつ厚さが１ｍｍ以下）大型基板を処理する場合には、一軸方向と直
交する方向に基板を動かすことが可能になる搬送手段を設ければよい。互いに直交する方
向に処理基板を走査することが可能な２つの搬送手段を有していれば、例えば、１２００
ｍｍ×１６００ｍｍや２０００ｍｍ×２５００ｍｍであって、厚さが０．４～０．７ｍｍ
のガラス基板でも全面にレーザ光照射処理することが可能である。
【０１２２】
また、ガラス基板の面積が大型化しその厚さが薄くなればなるほど、基板は湾曲しやすく
なるが、本実施形態で用いる処理装置のような気体を用いて基板を保持するステージであ
れば、平坦な面を保ち、レーザ光照射処理することができる。
【０１２３】
本実施形態で示す装置は、実施形態１～３、実施例１～２に用いることが可能である。
【０１２４】
（実施例４）
本発明を実施して形成されたＣＭＯＳ回路や画素部はアクティブマトリクス型液晶ディス
プレイ（液晶表示装置）に用いることができる。即ち、それら液晶表示装置を表示部に組
み込んだ電気器具全てに本発明を実施できる。本発明を適応して作製された液晶表示装置
を用いることにより、高精細な表示を行うことができ、さらに駆動回路を同一基板上に形
成することができるため、その分大きな表示部とすることができる。
【０１２５】
その様な電気器具としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター（リア型ま
たはフロント型）、ヘッドマウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、パーソナ
ルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等）な
どが挙げられる。それらの一例を図１１、図１２及び図１３に示す。
【０１２６】
図１１（Ａ）はパーソナルコンピュータであり、本体２００１、画像入力部２００２、表
示部２００３、キーボード２００４等を含む。表示部２００３に本発明を用いて作製され
た液晶表示装置を適応することができる。
【０１２７】
図１１（Ｂ）はビデオカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、音声入力部２１０
３、操作スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０６等を含む。表示部２１
０２に本発明を用いて作製された液晶表示装置を適応することができる。
【０１２８】
図１１（Ｃ）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体２２０１、
カメラ部２２０２、受像部２２０３、操作スイッチ２２０４、表示部２２０５等を含む。
表示部２２０５に本発明を用いて作製された液晶表示装置を適応することができる。
【０１２９】
図１１（Ｄ）はゴーグル型ディスプレイであり、本体２３０１、表示部２３０２、アーム
部２３０３等を含む。表示部２３０２に本発明を用いて作製された液晶表示装置を適応す
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ることができる。
【０１３０】
図１１（Ｅ）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレー
ヤーであり、本体２４０１、表示部２４０２、スピーカ部２４０３、記録媒体２４０４、
操作スイッチ２４０５等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてＤＶＤ（Ｄｉｇ
ｔｉａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲー
ムやインターネットを行うことができる。
表示部２４０２に本発明を用いて作製された液晶表示装置を適応することができる。
【０１３１】
図１１（Ｆ）はデジタルカメラであり、本体２５０１、表示部２５０２、接眼部２５０３
、操作スイッチ２５０４、受像部（図示しない）等を含む。表示部２５０２に本発明を用
いて作製された液晶表示装置を適応することができる。
【０１３２】
図１２（Ａ）はフロント型プロジェクターであり、投射装置２６０１、スクリーン２６０
２等を含む。
【０１３３】
図１２（Ｂ）はリア型プロジェクターであり、本体２７０１、投射装置２７０２、ミラー
２７０３、スクリーン２７０４等を含む。
【０１３４】
なお、図１２（Ｃ）は、図１２（Ａ）及び図１２（Ｂ）中における投射装置２６０１、２
７０２の構造の一例を示した図である。投射装置２６０１、２７０２は、光源光学系２８
０１、ミラー２８０２、２８０４～２８０６、ダイクロイックミラー２８０３、プリズム
２８０７、液晶表示装置２８０８、位相差板２８０９、投射光学系２８１０で構成される
。投射光学系２８１０は、投射レンズを含む光学系で構成される。本実施例は三板式の例
を示したが、特に限定されず、例えば単板式であってもよい。また、図１２（Ｃ）中にお
いて矢印で示した光路に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位
相差を調節するためのフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０１３５】
また、図１２（Ｄ）は、図１２（Ｃ）中における光源光学系２８０１の構造の一例を示し
た図である。本実施例では、光源光学系２８０１は、リフレクター２８１１、光源２８１
２、レンズアレイ２８１３、２８１４、偏光変換素子２８１５、集光レンズ２８１６で構
成される。なお、図１２（Ｄ）に示した光源光学系は一例であって特に限定されない。例
えば、光源光学系に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差
を調節するフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０１３６】
ただし、図１２に示したプロジェクターにおいては、透過型の電気光学装置を用いた場合
を示しており、反射型の液晶表示装置の適用例は図示していない。
【０１３７】
図１３（Ａ）は携帯電話であり、３００１は表示部、３００２は操作用パネルである。表
示部３００１と操作用パネル３００２とは接続部３００３において接続されている。接続
部３００３における、表示部３００１の表示部３００４が設けられている面と操作用パネ
ル３００２の操作キー３００６が設けられている面との角度θは、任意に変えることがで
きる。さらに、音声出力部３００５、操作キー３００６、電源スイッチ３００７、音声入
力部３００８を有している。表示部３００１に、本発明を用いて作製された液晶表示装置
を適応することができる。
【０１３８】
図１３（Ｂ）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体３１０１、表示部３１０２、３１０３
、記憶媒体３１０４、操作スイッチ３１０５、アンテナ３１０６等を含む。表示部３１０
２に、本発明を用いて作製された液晶表示装置を適応することができる。
【０１３９】
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図１３（Ｃ）はディスプレイであり、本体３２０１、支持台３２０２、表示部３２０３等
を含む。本発明は特に大画面化した場合において有利であり、対角１０インチ以上（特に
３０インチ以上）のディスプレイには有利である。本発明を用いて作製された液晶表示装
置は表示部３２０３に適応することができる。
【０１４０】
以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電気器具に適用することが
可能である。また、本実施例の電気器具は、実施形態１～３および実施例１～３のいずれ
かを組み合わせて実現することができる。
【０１４１】
【発明の効果】
このように、本発明を用いて半導体層の平坦化を行うことにより、半導体膜の表面の荒れ
により生じていた素子特性のばらつき（半導体層の膜厚が部分的に厚くなってしまうため
ＴＦＴのオフ動作時にリークが起こりやすくなる、電界集中が起こりオフ電流があがって
しまう等）に関する問題を解決することができる。
【０１４２】
さらに、半導体層とゲート絶縁膜との界面が良好になるため、トラップされるキャリアが
少なくなり、しきい値電圧の変動を抑えることができ、信頼性を向上させることができる
。
【０１４３】
また、本発明を適応して作製された半導体膜を用いてＴＦＴを作製することにより、オフ
電流が低く信頼性の高いＴＦＴを実現することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態を示す図。
【図２】　本発明の実施の形態の一例を示す図。
【図３】　本発明の実施の形態の一例を示す図。
【図４】　本発明を用いてアクティブマトリクス基板を作製するプロセスの一例を示す図
。
【図５】本発明を用いてアクティブマトリクス基板を作製するプロセスの一例を示す図。
【図６】本発明を用いてアクティブマトリクス基板を作製するプロセスの一例を示す図。
【図７】
【図８】　本発明の実施の一例を示す図。
【図９】　本発明の実施の一例を示す図。
【図１０】　本発明で用いるレーザ光照射処理装置の例を示す図。
【図１１】　電気器具の一例を示す図。
【図１２】　電気器具の一例を示す図。
【図１３】　電気器具の一例を示す図。
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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