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シリコンアニーリングによる
高性能ディスプレイの製造
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図１ エキシマレーザによる LTPS プロセス
の概念図。
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目からの距離が近いことから、小さな
高解像度ディスプレイに、1 インチあ
たり 400 ～ 900 ピクセル程度のピクセ
ル密度が求められるためである。
AMOLED ディスプレイでは、ピク
セルそのものが光を放射するので、バ

図２ 最新の「 TwinVYPER 」
システムでは、4 本の独立した
ビームをシステム内で結合して、
1 本のラインビームを生成する。

ックライトは搭載されない。しかし、
各ピクセルに電流が流れることから、
これらのディスプレイには安定した低
インピーダンスの制御回路が不可欠
で、電子移動度と TFT 電流の安定性
が一層重要になる。そのため、ポリシ
リコンが必須であり、小から中サイズ
のすべての AMOLED ディスプレイに
現在、ポリシリコンが使用されている。

ポリシリコンアニーリング
気相成長によって生成されたアモル
ファスシリコンを、熱アニーリング（加

適な結晶の形成に不可欠である。シリ

ラインビームの照射によってパネルが
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よってポリシリコンに改質することが

が下のガラス基板までかなり透過して

パルスと正確に同期させることによ

できる。これを行うための最も単純明

しまうことを防ぐ効果もあり、ガラス

り、パネル表面の各ポイントに等価な

快な方法は、ガラスパネル全体を加熱

が加熱されることを防ぐ。またこれに

エネルギーが照射されるようにする。

することである。しかし、この処理に

より、ガラス材料を基板として経済的

通常は、一カ所につき約 20 パルスを照

は 600°C の温度が必要になる。この高

に使用することができる。

射して、次の位置へと移動する。オン

温によって、標準的なガラス基板は破
損してしまうため、高価な耐熱基板を

ボードの位置調整ツールと、複数のビ

実際の LTPS

ームモニタリングデバイスとパルスエ

使用する必要が生じる。この高温プロ

実際の製造に使用される LTPS シス

ネルギーメーターを含むプロセス監視

セスは、フラットパネルディスプレイ

テムでは、エキシマレーザの矩形出力

装置によって、すべてのプロセスパラ

が最初に普及した頃に採用されてい

が、細長いラインビームに大きく形状

メータがターゲット範囲内に維持され

た。しかし、パネルのサイズが大きく

変更される。ラインビームの長さは、

ていることが継続的に確認される。

なるにつれて、より低い温度で実行可

パネルの幅または幅の半分に等しい。

能で、高価な石英ガラス基板や耐熱ガ

これによって、パネル全体をレーザビ

ラス基板を使用しないで済む、代替手

ームによる 1 回か 2 回のパスで処理す

ディスプレイ回路は大型パネル上に

法がディスプレイ業界において模索さ

ることができる。これは、採算の取れ

形成され、続いてパネルを分離するこ

れるようになった。そうして登場した

る LTPS としてのプロセス利用率と高

とによって個々のデバイスが生成され

代替手法が、LTPS アニーリングであ

いスループットを達成するために必須

る。ディスプレイ業界では、より高い

る
（図 1 ）。

である。

スケールメリットを得るために、この

プロセススケーリング

この手法では、パルス波エキシマレ

また、エキシマレーザのビームプロ

ガラスパネルのサイズをこの数年間で

ーザのラインビームをアモルファスシ

ファイルは均質化され、長さと幅全体

着実に増大させている。LTPS に必要

リコン薄膜上に走査する。シリコンは

にわたって非常に均一性の高い（いわ

な溶融特性を達成するためには、一定

308nm のエキシマ出力を効率的に吸

ゆる「トップハット」型の）プロファイ

レベルのレーザエネルギー密度が必要

収する。この高い吸収率と、エキシマ

ルに変換される。これは、一貫した溶

であるため、レーザライン長がパネル

レーザの高いパルスエネルギーによっ

融を行い、パネル表面全体にわたって

寸法とともに長くなると考えると、こ

て、ほんの数パルスで薄いシリコン層

均一で望ましい電子特性を生成するた

れはすなわち、レーザ出力も高くしな

をほぼ完全に溶融することができる。

めに必要である。

ければならないことを意味する。

この「ほぼ完全に溶融する」というの

LTPS アニーリング処理全体が環境

が、
（得られる電子特性という点で）最

的に制御されたチャンバ内で行われ、

LTPS に使用される米コヒレント社
（ Coherent ）の「 VYPER 」レーザは、
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一時的なガラスキャリア
スピンオンポリマー
シリコン堆積―LTPS―
TFTパターニング
有機ELパターニング

エキシマビームの
照射によるLLO

はないことを特筆しておかなければな

Off ）も、次世代のフレキシブルディス

らない。そうではなく、ビームをまず

プレイ製造を可能にする重要な応用分

結合してから、最終ラインのプロファ

野である。フレキシブルディスプレイ

イルに変形することが行われている。

の製造における主な障害は、採用され

このビーム結合方式を採用したの

ている薄いプラスチック基板が繊細過

は、単純に出力が増加するだけでなく、

ぎるために従来のツールでは処理でき

パルス間の安定性が増し、時間的なパ

ず、一部の製造工程でさらされる高温

ルス整形という点で柔軟性が高くなる

によって、もともと高くない剛性が一

ためである。これが可能なのは、各

般的に低下することである。

VYPER に搭載されるふたつの発振器

この問題に対処するために、製造時

がマスター／スレーブ構成をとるため

の処理用にガラス基板を一時的なキャ

である。同期とフィードバック回路に

リアとして使用する（図 3 ）。これをま

よって、ふたつの発振器のパルス間の

ず、ポリマー層でコーティングし、ポ

時間遅延が正確に制御され、約 2ns の

リマー層の上にディスプレイ回路を作

精度で長期的な時間安定性が得られ

成する。最後に、この目的用に特別に

強力なエキシマレーザで、最大 2J もの

る。この構成によって、レーザの全体

設計されている「 UVblade 」シリーズ

パルスエネルギーを誇る。これは、最

的なパルス長を可変にすることが可能

のような高出力エキシマレーザビーム

大 750mm のビーム長での LTPS に十

で、標準パルス幅から基本的にその 2

を、ガラスキャリア上に照射する（ガ

分なエネルギーレベルである。しかし、

倍までのパルスを供給することができ

ラスキャリアは UV を十 分 に透 過 す

ディスプレイ業界がさらに大きなパネ

る。これによってメーカーは、パルス

る）
。レーザ光はポリマー層に強く吸

ルへと移行するにつれて、新しい手法

幅が結晶構造に与える正確な影響を調

収され、ポリマー層が気化することに

が求められるようになった。

査し、シリコンがバルク電子特性に与

よって、完成したフレキシブルディス

える影響という点で結果を最適化する

プレイがキャリアから分離する。

フレキシブル
ディスプレイを
ガラスキャリアから分離

図３ エキシマレーザのリフトオフ処理の主
要ステップ。

エキシマレーザの出力を、単純に無
限に引き上げていくことはできない。
その過程で、冷却、放電均一性、ビー
ム品質といった多様な実用上の問題が
現れ始める。そこでコヒレント社は、

ことができる。

高出力 UV のその他の応用分野
エキシマレーザは、高エネルギーの

まとめ
エキシマレーザは、唯一の実用的な
非常に高出力の UV レーザ光源として

複数のレーザからの出力を結合するこ

UV パルスを出力するという比類ない

進化し続ける。その独特の性質から、

とによって、より高い出力レベルを達

能力を備えていることから、ディスプ

特にディスプレイ製造、マイクロエレ

成するという設計概念を採用した。具

レイやマイクロエレクトロニクス製造

クトロニクス、医療用デバイス製造な

体的には、ふたつの独立した発振器ビ

の他の応用分野にもメリットをもたら

ど、多数の高精度加工における実現技

ームを内蔵する単一の VYPER レーザ

している。例えば、医療用ディスポー

術となっている。今日の応用分野の厳

によって、1.2kW を出力する
（図 2 ）
。

ザブル製品など、コストが重視される

しい要件に合わせて、エキシマレーザ

「 TwinVYPER 」レーザシステムは

応用で微細回路のマスク直接パターニ

の品質、信頼性、出力特性を引き続き

2.4kW の出 力 が可 能 で、1300mm 幅

ングに、エキシマレーザが用いられて

改良していくことにより、この強力な

のガラスパネルに対する LTPS 製造に

いる。この場合、エキシマレーザは、

UV 技術は今後もしばらくの間、その

十分に対応する。また最近発表された

リール to リール方式のプロセスにおい

重要性を維持し続けるにちがいない。

「 TriVYPER 」 レ ー ザ シ ス テ ム は

て、フレックス基板上の薄い金属に、

3.6kW を出力し、次世代のガラスパネ

非常に大量のディスポーザブルなセン

ル製造に利用できる。複数のビームを

サ回路パターンを形成するために使用

単純にエンドツーエンドにつなぎ合わ

される。

せて最終ラインを生成しているわけで
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レーザリフトオフ（ LLO：Laser Lift
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