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Abstract 

パネル上岳性能薄膜素子をめざしたスパッタシリコン膜の結品化に関する研究

旨

Advanced Crystallization of Sputtered Si Films for Systcr 1 on Panel technology 

In this work, novel proc邸 sesto realize advanced poly-Si TFTs md Si thin film photo-sensors 

for new generation displays邸 well邸 forphotovoltaic devices for he faturistic System on panel 

(SoP). Si thin films were deposited by radio frcque~cy (rf) sputtering,ind the effect of the deposition 

parameters of rf power, pressure and gas specit:s (Ar or Ne) on properties of the Si film ~•ere 

investigated. The precursor a-Si film deposited on high-temperature durable gla~s (JadeR) was 

crystilllizcd by using a two-steps rapid thermal annealing (RTA) 1,1ethou to obtain fine grained 

poly-Si suitable fo: active matrix organic light emitting diode displa:1s (AM OLED). Owing to the 

thermally durable glass, a poly-Si films of uniform grains of avcrai:e grain size of 30 nm with a 

smooth surface could be obtained an~r annealing at 750℃ The intem1l stress in the Si on Jade glass 

w邸 100_times lower than that observed in the Si filtn deposited on conventional glass. A more 

controllable and uniform laser c巧'stallizationmethod -Blue multi-I年 rdiodes aunealing(BLDA) -

was also introduced皿 dstudied intensively for the crystallization of sputtered Si thin films 

deposited on low cost glass and on plastic substrates. On the glass substrate, the resulぉ of

spectroscopic ellip~ornctry (S.E.) show that Si fiims ranging from O.C_2 to 1 μm can be successfully 

crystallized by BLl)A using continuous wave mode (CW) at laser po,.:1cr around 4 W. The grain size 

increased with increasing l邸 erpower while the crystal orientation,:an be controlled by the laser 

power or the scilnning speed. The results by atomic force microscopy 1AFM) and ofx-ray diffract:on 

(XRD) of thinner film (< 0.2,,m) show poly-Si of smoothness and of determined crystal orientat:on 

plane promising for high performance TFTs, while RLDA for thicker Si films(~ I,u.m), poly-Si of 

columnar structure favorable to-both photo-sensors and photovoltai: devices is obtained. Lateral 

large grains on the surface皿 dfine grains columnar structure in the underlying layer arc shown by 

cross-section transmission electron microscopy (x-TEM). The photoc)nductivity is also observed in 

the poly-Si films and the photosensitivity can be multiplied by 6 timeb after an additional 

hydrogenation. Furthermore, conspicuous crystallinity in 50 tun-thick Si films on polyimide (PI) 

substrates was confirmed by Raman spectroscopy. By using ATLAS devices simulator photo 

eleじtricalperformance was evaluated and new structure lateral photcdiodes is proposed for higher 

convernion and qua:itum efficiency integrated poly-Si photodiode. 

High perfonnanじepoly-Si TFTs and thin film photovoltaic dcvi cv1,:es tor next generation system 

SoP can be expected. 

旱r.a~止eg四andeDieu 



（様式筍 5- 2) 

2011年8月9II 

琉 球大 学 大 学 院

J1J! I.学 研究科 k 殿

鰐印、2

鍮
印図

学位（博士）論文審査及び最終試験の終了報告害

論文栢査委且

!W 氏名 ~f-n r.:t 
副介．氏名餃又l',

副介 ： 氏 名 lt},（r 児

（
 

，_f;位 (I¥1l-I.)(/）III品に対 し，学位品文(})‘栢牡及び最終試験を終 rした(j)で，下記(})とお

り報布 します

Q: I 
91L 

専攻名 生哨エネルギー．r．学ili攻

III ;、り （ 屈 M哨ranC7ム1llirc駈yaJcan deDicu' ．i餅番~}-

い教生-1 

`
l
 

一 野口隆

成紆i i I •r. illi 学(It論文 合格 1最終試験 合格

Advanced Crystallization of Sputtered Si Films 

for System on Panel Technology 

パネル」・・麻性能薄絞索子をめざしたスパックシリコン膜の

結晶化に関する研究

'花if烈要旨 (2(） （） （)オ以l村）

将来のシステムオンパネルとして次世代ディスプレイ駆動にJllし、られる薄

膜ト フンジスク (TFT)、薄膜光センサおよび光電変換索子集積を実現すべく、

イ f効なSi製膜と、粘品化法、結品化機構にl~l しての研究がなされた。

邸耐熱ガラス lこに薄膜Siを堆禎させた後、急速加熱処理 (RTA)(1-：をJflいて

結晶化を行っに その膜(J)屯気的、光学的特性および結晶性を解析しに結果、

4i機EL (AM-OLEI）） ディスプレイの駆動）廿l̀FT素子に要求される微細な結晶粒

が得 られて、その平均粒径は約30nmであることがわかった。新しい祁耐熱性

ガラス基板を用いることで、通常のガラストに対しては困難であった750℃ま

での加熱が可能となり、表面平坦性がよく、既存ガラス上のSi膜に比べて低

い内部Jぷプ］とイ1・ナる膜を得ることができた。

次に、 tり制御性がよくて有効な結晶化法として、青色半J.1ff.体レーザによ
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るア、-こヽー・ル研究を共同研究として推進したs 将来のフレキシプルシスプレイ

実現を念頭に、室溢製膜可能なスパソタ法によりガジス上にSi膜を堆稲させ

た。こ(/.)膜tr対して、連続発振 (C＼り）で、455rlnの波長のレ-ーザービ‘ームを照

射させ、・名詞品化前後の膜物性を解祈した3 分光エリプソメトリ (SE)解祈の

結身とでi:i:、レーザバワーとそのスキャン油疫の条件を選ぶこと により良好で

安定な結品化が尖現された，》 レーザパワー出力を増加させるこ とで、 0.02/.9m 

から1μ mまで結品粒径を増大、変化させろことができることが見出された，

isi膜！単の変化させて結晶化炭険を行った結果では、 500mmls ()．）スキャン速度

で、照射パワーを制御してアニールを行えば、0.2μ.m(J）JP/．さまでは表而が比

輝坪坦で、 (l]l)結晶而方位が僑先である微細な結晶粒が得られることが、

遵回折法 (XRD）および透過毎ぅ・顕微鏡観察 (119¥l)より明らかになった。さ

らに、 0.'>Jim原以上(<Jμm底）の膜原を）阜くしたSi池朕に対しても膜全体を

結晶化さ迂ることが可能であり 、微小粒径ではあるが柱状構迭の結晶化膜が

実現されることを見出した心上記の災照結呆に対して有効な熱計算を適用す

ることで、より冗確にSi我結品（味機措を解析した。沌いSi膜 (<'200:irn)に対す

るレーザ結晶化の研究成果は、有機ELや液晶 (1,Cl)）'パネルの駆lll!Jり）ための商

，佐能1町素うt実現が加さされる-•方、 厚い膜に対しての結果は 、 ・断性能太陥喧

槌や光センサなど次世代光屯パネルヘの応用が期待される。

最後に、フレキシプJ'.,晶板上(})Si膜に対しても結品化を試みた．耐熱佐の

優れたポリイ：ミド (PI) を採用し 、 そり） •F地膜構造を工夫 L て、 50nm／ユのSi

膜を堆栢させた後、消色レーザ了ニール (13LDA)を施した,こ(/)結果、下地基

板を変形させないで、怨晶l生のよい微紐結晶粒Si膜が実現できた，．

現在、ガラス上につくる商性能；；I梵臼ディスプレイ災澁において、パルブ、(J)

紫外光によるExei.me, Laser,¥nnf,aling (EtA)法による低温ポリシリコン (L

1‘PS)プロセスが採用されている。 ELAi去に替わり、音色レーザを使ったSi薄

膜結品化の研究成呆は、次世代のガラスやプラスチック上に作るシステムオ

ンバネル (Sol')実視のための新しい低温プロセス結晶化として期待される。

こ(/)ように、今後の低温ボリシリコン製造プロセスにおいて重要な結晶化

機樅を解明することを 目的に、共同研究を有効に活用 し、実験を中心に研究

をすすめ、重要な知見を得たn さらに、熱解析を用いてシリコン薄膜り）温度

. ．上昇(/)計笠シミュレ~→ションと実験結果を比較させる ことで結品化機構のよ

I 
lり花確な知見を得たし

： 以上、得られた知見は、将来の1‘IT、)t電ベネルシステム実現に期待でき、

l製造プなセスの指針となると考えられる。

したがって、本研究成果は工学的に有用であり 、提出された学位：論文は1導

土の学位論文に相当するものと判断し、学位訟文(I.)密査を合格とする，＞庄た、

論文•発表会における発表な らびに質疑応答において、申諸者は専門分野およ

ぴ関連分晰の十分な知識ならびに琉球大学：大学院理工学研究科博士後期課程

佐了者と して十分な研究能力を有していることが確認できたので最終試験を

合格とすな．




