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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配置され、活性層、ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、前記活性層と前
記ゲート電極との間に配置された第１絶縁層、及び前記ゲート電極と前記ソース電極及び
前記ドレイン電極間に配置された第２絶縁層を含む薄膜トランジスタと、
　前記第１絶縁層及び前記第２絶縁層上に配置され、前記ソース電極及び前記ドレイン電
極のうち一つと連結される画素電極と、
　前記ゲート電極と同一層で形成された下部電極及び前記画素電極と同一材料を含む上部
電極を含むキャパシタと、
　前記第２絶縁層と前記画素電極との間及び前記下部電極と前記上部電極との間に直接形
成された第３絶縁層と、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極及び前記上部電極を覆って前記画素電極を露出させ
る第４絶縁層と、を含み、
　前記画素電極と、前記画素電極の下部に位置する第３絶縁層とは、同じエッチング面を
有し、
　前記上部電極と、前記上部電極の下部に位置する第３絶縁層とは、同じエッチング面を
有し、
　前記上部電極と前記下部電極との間には、前記第３絶縁層のみが配置される、薄膜トラ
ンジスタアレイ基板。
【請求項２】
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　前記第１絶縁層は、前記活性層の上部及び前記下部電極下部に共通に形成される請求項
１に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項３】
　前記第２絶縁層は、前記上部電極及び下部電極との間には形成されない請求項１又は２
に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項４】
　前記第３絶縁層の厚さは、前記第２絶縁層の厚さより小さい請求項１から３のいずれか
一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項５】
　前記第３絶縁層の厚さは、５００Å以上２０００Å以下である請求項１から４のいずれ
か一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項６】
　前記第３絶縁層の誘電率は、前記第１絶縁層の誘電率より大きい請求項１から５のいず
れか一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項７】
　前記第３絶縁層は、ＳｉＮｘ、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、Ａｌ２Ｏ

３を含むグループから選択された少なくとも一つを含む請求項１から６のいずれか一項に
記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項８】
　前記第１絶縁層、前記第２絶縁層及び前記第３絶縁層は、前記画素電極と前記基板との
間に、順に配置され、隣接する前記第１、第２及び第３絶縁層の屈折率は相異なる請求項
１から７のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項９】
　前記画素電極は、透明導電性酸化物（ＴＣＯ）を含む請求項１から８のいずれか一項に
記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項１０】
　前記透明導電性酸化物は、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺ
Ｏ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化インジウムガリウム（
ＩＧＯ）、及びアルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）を含むグループから選択された少
なくとも一つを含む請求項９に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項１１】
　前記画素電極は、半透過金属層をさらに含む請求項１から１０のいずれか一項に記載の
薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項１２】
　前記画素電極は、透明導電性酸化物（ＴＣＯ）を含み、
　前記半透過金属層は、前記透明導電性酸化物を含む層上に配置される請求項１１に記載
の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項１３】
　前記半透過金属層は、銀（Ａｇ）、銀合金、アルミニウム（Ａｌ）、及びアルミニウム
合金から選択された少なくとも一つを含む請求項１１又は１２に記載の薄膜トランジスタ
アレイ基板。
【請求項１４】
　前記半透過金属層上に保護層がさらに備えられた請求項１１から１３のいずれか一項に
記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項１５】
　前記保護層は、透明導電性酸化物を含む請求項１４に記載の薄膜トランジスタアレイ基
板。
【請求項１６】
　前記画素電極と前記画素電極の下部に位置する第３絶縁層とは、同じエッチング面を持
つ請求項１から１５のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
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【請求項１７】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、前記画素電極及び前記上部電極とエッチング
レートの異なる材料を含む請求項１から１６のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタア
レイ基板。
【請求項１８】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極と同一材料からなるパッド電極をさらに含む請求
項１から１７のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項１９】
　前記パッド電極は、前記ソース電極及びドレイン電極と同一層で形成された請求項１８
に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項２０】
　基板上に配置され、活性層、ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、前記活性層と前
記ゲート電極との間に配置された第１絶縁層、及び前記ゲート電極と前記ソース電極及び
前記ドレイン電極間に配置された第２絶縁層を含む薄膜トランジスタと、
　前記第１絶縁層及び前記第２絶縁層上に配置され、前記ソース電極及び前記ドレイン電
極のうち一つと連結される画素電極と、
　前記ゲート電極と同一層で形成された下部電極及び前記画素電極と同一材料を含む上部
電極を含むキャパシタと、
　前記第２絶縁層と前記画素電極との間及び前記下部電極と前記上部電極との間に直接形
成された第３絶縁層と、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極及び前記キャパシタを覆って前記画素電極を露出さ
せる第４絶縁層と、
　前記画素電極上に配置された有機発光層と、
　前記有機発光層上に配置された対向電極と、を含み、
　前記画素電極と前記第３絶縁層とは、同じエッチング面を有し、
　前記上部電極と前記第３絶縁層とは、同じエッチング面を有し、
　前記上部電極と前記下部電極との間には、前記第３絶縁層のみが配置される、有機発光
表示装置。
【請求項２１】
　前記対向電極は、前記有機発光層から放出された光を反射する反射電極である請求項２
０に記載の有機発光表示装置。
【請求項２２】
　基板上に半導体層を形成し、前記半導体層をパターニングして薄膜トランジスタの活性
層を形成する第１マスク工程と、
　前記第１マスク工程の結果物上に、第１絶縁層を形成し、前記第１絶縁層上に第１導電
層を積層し、前記第１導電層をパターニングして薄膜トランジスタのゲート電極、及びキ
ャパシタの下部電極を形成する第２マスク工程と、
　前記第２マスク工程の結果物上に、第２絶縁層を形成し、前記第２絶縁層が前記活性層
のソース領域及びドレイン領域及び前記下部電極を露出させるように開口を形成する第３
マスク工程と、
　前記第３マスク工程の結果物上に、第３絶縁層及び第２導電層を順次形成し、前記第３
絶縁層及び前記第２導電層を同時にパターニングして、画素電極、前記下部電極上に直接
配置される誘電膜、及び上部電極を形成する第４マスク工程と、
　前記第４マスク工程の結果物上に、第３導電層を形成し、前記第３導電層をパターニン
グしてソース電極及びドレイン電極を形成する第５マスク工程と、
　第４絶縁層を形成し、前記画素電極が露出されるように前記第４絶縁層を除去する第６
マスク工程と、を含む薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項２３】
　前記第２マスク工程の後、前記ソース領域及び前記ドレイン領域にイオン不純物をドー
プする請求項２２に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
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【請求項２４】
　前記第４マスク工程は、前記第３絶縁層をエッチングする第１エッチング工程、前記第
２導電層をエッチングする第２エッチング工程を含む請求項２２又は２３に記載の薄膜ト
ランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項２５】
　前記第５マスク工程で、前記第３導電層は前記第２導電層とエッチングレートの異なる
材料で形成される請求項２２から２４のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基
板の製造方法。
【請求項２６】
　前記第５マスク工程で、前記ソース電極及び前記ドレイン電極と同一材料を含むパッド
電極をさらに形成する請求項２２から２５のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタアレ
イ基板の製造方法。
【請求項２７】
　前記第４マスク工程で、前記第２導電層は、透明導電層及び半透明導電層が順次積層さ
れる請求項２２から２６のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
。
【請求項２８】
　前記半透明導電層上に保護層がさらに形成される請求項２７に記載の薄膜トランジスタ
アレイ基板の製造方法。
【請求項２９】
　前記第３絶縁層は、前記第２絶縁層より厚さが小さく形成される請求項２２から２８の
いずれか一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項３０】
　前記第３絶縁層は、前記第１絶縁層より誘電率の大きい材料で形成される請求項２２か
ら２９のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタアレイ基板、有機発光表示装置、及び薄膜トランジスタア
レイ基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置、液晶表示装置などの平板表示装置は、薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ
　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：ＴＦＴ）、キャパシタ、及びこれらを連結する配線
などを備える。
【０００３】
　平板表示装置が製作される基板には、ＴＦＴ、キャパシタ、及び配線などが微細パター
ンで形成されており、前記基板の微細パターンの形成にはマスクを用いてパターンを転写
するフォトリソグラフィ工程が主に用いられる。
【０００４】
　フォトリソグラフィ工程においては、パターンを形成する基板上にフォトレジストを均
一に塗布し、ステッパーなどの露光装置でフォトレジストを露光した後、（ポジティブフ
ォトレジストの場合）感光されたフォトレジストを現像する過程を経る。フォトレジスト
を現像した後には、残存するフォトレジストを用いて基板上のパターンをエッチングし、
パターン形成後に不要なフォトレジストを除去する一連の過程を経る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】大韓民國特許公開第２００９‐０１１６１３１号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、マスクを用いてパターンを転写する工程では、まず必要なパターンを持つマス
クを準備しなくてはならないため、マスクを用いる工程段階が増えるほどマスク準備のた
めのコストが上昇するという問題が発生する。また、上述した複雑な段階を経ねばならな
いため、製造工程が複雑であり、製造時間の増加及びコストアップという問題が発生する
。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、製造工程が単純であり、信号伝達に優れた薄膜トランジスタアレイ基板、有機発光表
示装置、及び薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、基板上に配置され、活性層、
ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、前記活性層と前記ゲート電極との間に配置され
た第１絶縁層、及び前記ゲート電極と前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に配置され
た第２絶縁層を含む薄膜トランジスタと、前記第１絶縁層及び前記第２絶縁層上に配置さ
れ、前記ソース電極及び前記ドレイン電極のうち一つと連結される画素電極と、前記ゲー
ト電極と同一層で形成された下部電極及び前記画素電極と同一材料を含む上部電極を含む
キャパシタと、前記第２絶縁層と前記画素電極との間及び前記下部電極と前記上部電極と
の間に直接配置された第３絶縁層と、前記ソース電極、前記ドレイン電極及び前記上部電
極を覆って前記画素電極を露出させる第４絶縁層と、を含む薄膜トランジスタアレイ基板
が提供される。
【０００９】
　前記第１絶縁層は、前記活性層の上部、及び前記下部電極下部に共通に形成されてもよ
い。
【００１０】
　前記第２絶縁層は、前記上部電極及び下部電極との間には形成されなくてもよい。
【００１１】
　前記第３絶縁層の厚さは、前記第２絶縁層の厚さより小さくてもよい。
【００１２】
　前記第３絶縁層の厚さは、５００Å以上２０００Å以下であってもよい。
【００１３】
　前記第３絶縁層の誘電率は、前記第１絶縁層の誘電率より大きくてもよい。
【００１４】
　前記第３絶縁層は、ＳｉＮｘ、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、Ａｌ２Ｏ

３を含むグループから選択された少なくとも一つを含んでもよい。
【００１５】
　前記第１絶縁層、前記第２絶縁層及び前記第３絶縁層は、前記画素電極と前記基板との
間に、順に配置され、隣接する前記第１、第２及び第３絶縁層の屈折率は相異なってもよ
い。
【００１６】
　前記画素電極は、透明導電性酸化物（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ
　Ｏｘｉｄｅ：ＴＣＯ）を含んでもよい。
【００１７】
　前記透明導電性酸化物は、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺ
Ｏ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化インジウムガリウム（
ＩＧＯ）、及びアルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）を含むグループから選択された少
なくとも一つを含んでもよい。



(6) JP 6120498 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

【００１８】
　前記画素電極は、半透過金属層をさらに含んでもよい。
【００１９】
　前記半透過金属層は、前記透明導電性酸化物を含む層上に配置されてもよい。
【００２０】
　前記半透過金属層は、銀（Ａｇ）、銀合金、アルミニウム（Ａｌ）、及びアルミニウム
合金から選択された少なくとも一つを含んでもよい。
【００２１】
　前記画素電極は、前記半透過金属層上に保護層がさらに備えられてもよい。
【００２２】
　前記保護層は、透明導電性酸化物を含んでもよい。
【００２３】
　前記画素電極と前記画素電極の下部に位置する第３絶縁層とは、同じエッチング面を持
ってもよい。
【００２４】
　前記上部電極と前記上部電極の下部に位置する第３絶縁層とは、同じエッチング面を持
ってもよい。
【００２５】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極のうち、前記画素電極と連結される接続部は、前
記画素電極より上に配置されてもよい。
【００２６】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、前記画素電極及び前記上部電極とエッチング
レートの異なる材料を含んでもよい。
【００２７】
　薄膜トランジスタアレイ基板は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極と同一材料から
なるパッド電極をさらに含んでもよい。
【００２８】
　前記パッド電極は、前記ソース電極及びドレイン電極と同一層で形成されてもよい。
【００２９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、基板上に配置され、活
性層、ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、前記活性層と前記ゲート電極との間に配
置された第１絶縁層、及び前記ゲート電極と前記ソース電極及び前記ドレイン電極との間
に配置された第２絶縁層を含む薄膜トランジスタと、前記第１絶縁層及び前記第２絶縁層
上に配置され、前記ソース電極及び前記ドレイン電極のうち一つと連結される画素電極と
、前記ゲート電極と同一層で形成された下部電極及び前記画素電極と同一材料を含む上部
電極を含むキャパシタと、前記第２絶縁層と前記画素電極との間及び前記下部電極と前記
上部電極との間に直接配置された第３絶縁層と、前記ソース電極、前記ドレイン電極及び
前記キャパシタを覆って前記画素電極を露出させる第４絶縁層と、前記画素電極上に配置
された有機発光層と、前記有機発光層上に配置された対向電極と、を含む有機発光表示装
置が提供される。
【００３０】
　前記対向電極は、前記有機発光層から放出された光を反射する反射電極であってもよい
。
【００３１】
　また、上記課題を解決するために、本発明のさらに別の観点によれば、基板上に半導体
層を形成し、前記半導体層をパターニングして薄膜トランジスタの活性層を形成する第１
マスク工程と、前記第１マスク工程の結果物上に、第１絶縁層を形成し、前記第１絶縁層
上に第１導電層を積層し、前記第１導電層をパターニングして薄膜トランジスタのゲート
電極及びキャパシタの下部電極を形成する第２マスク工程と、前記第２マスク工程の結果
物上に、第２絶縁層を形成し、前記第２絶縁層が前記活性層のソース領域、ドレイン領域
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及び前記下部電極を露出させるように開口を形成する第３マスク工程と、前記第３マスク
工程の結果物上に、第３絶縁層及び第２導電層を順次形成し、前記第３絶縁層及び前記第
２導電層を同時にパターニングして、画素電極、前記下部電極上に直接配置される誘電膜
、及び上部電極を形成する第４マスク工程と、前記第４マスク工程の結果物上に第３導電
層を形成し、前記第３導電層をパターニングしてソース電極及びドレイン電極を形成する
第５マスク工程と、第４絶縁層を形成し、前記画素電極が露出されるように前記第４絶縁
層を除去する第６マスク工程と、を含む薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法が提供さ
れる。
【００３２】
　前記薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は、前記第２マスク工程の後、前記ソース
領域及び前記ドレイン領域にイオン不純物をドープする工程を含んでもよい。
【００３３】
　前記第４マスク工程は、前記第３絶縁層をエッチングする第１エッチング工程、前記第
２導電層をエッチングする第２エッチング工程を含んでもよい。
【００３４】
　前記薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は、前記第５マスク工程で、前記第３導電
層を前記第２導電層とエッチングレートの異なる材料で形成してもよい。
【００３５】
　前記薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は、前記第５マスク工程で、前記ソース電
極及びドレイン電極と同一材料を含むパッド電極をさらに形成してもよい。
【００３６】
　前記第４マスク工程で、前記第２導電層は、透明導電層及び半透明導電層が順次積層さ
れてもよい。
【００３７】
　前記薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は、前記半透明導電層上に保護層をさらに
形成してもよい。
【００３８】
　前記第３絶縁層は、前記第２絶縁層より厚さが小さく形成されてもよい。
【００３９】
　前記第３絶縁層は、前記第１絶縁層より誘電率の大きい材料で形成されてもよい。
【発明の効果】
【００４０】
　以上説明したように本発明によれば、製造工程が単純であり、信号伝達に優れた薄膜ト
ランジスタアレイ基板、有機発光表示装置、及び薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施形態による有機発光表示装置１を概略的に示す断面図である。
【図２Ａ】同実施形態による有機発光表示装置１の第１マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図２Ｂ】同実施形態による有機発光表示装置１の第１マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図３Ａ】同実施形態による有機発光表示装置１の第２マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図３Ｂ】同実施形態による有機発光表示装置１の第２マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図４Ａ】同実施形態による有機発光表示装置１の第３マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図４Ｂ】同実施形態による有機発光表示装置１の第３マスク工程を概略的に示す断面図
である。
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【図５Ａ】同実施形態による有機発光表示装置１の第４マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図５Ｂ】同実施形態による有機発光表示装置１の第４マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図６Ａ】同実施形態による有機発光表示装置１の第５マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図６Ｂ】同実施形態による有機発光表示装置１の第５マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図７Ａ】同実施形態による有機発光表示装置１の第６マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図７Ｂ】同実施形態による有機発光表示装置１の第６マスク工程を概略的に示す断面図
である。
【図８】本発明の他の実施形態による有機発光表示装置２を概略的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００４３】
　図１は、本発明の一実施形態による有機発光表示装置１を概略的に示す断面図である。
【００４４】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態による有機発光表示装置１の基板１０上には、
少なくとも一つの有機発光層１２０が備えられたピクセル領域ＰＸＬ１、少なくとも一つ
の薄膜トランジスタが形成されたトランジスタ領域ＴＦＴ１、少なくとも一つのキャパシ
タが形成されたキャパシタ領域ＣＡＰ１、及びパッド電極４１８が形成されたパッド領域
ＰＡＤ１が備えられる。
【００４５】
　トランジスタ領域ＴＦＴ１には、基板１０及びバッファ層１１上に薄膜トランジスタの
活性層２１２が備えられる。
【００４６】
　基板１０は、ガラス基板だけでなく、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエ
チレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリイミドなどを含むプラスチック基板などの透明基板
であってもよい。
【００４７】
　基板１０の上部は平滑な面が形成され、不純元素の浸透を遮断するためのバッファ層１
１が備えられる。バッファ層１１は、シリコン窒化物及び／またはシリコン酸化物などで
単層または複数層にて形成される。
【００４８】
　バッファ層１１上に活性層２１２が備えられる。活性層２１２は、非晶質シリコンまた
は結晶質シリコンを含む半導体で形成され、チャネル領域２１２ｃと、チャネル領域２１
２ｃの外側にイオン不純物がドープされたソース領域２１２ａと、及びドレイン領域２１
２ｂとを含む。
【００４９】
　活性層２１２上には、ゲート絶縁膜である第１絶縁層１３を介して活性層２１２のチャ
ネル領域２１２ｃに対応する位置にゲート電極２１４が形成される。ゲート電極２１４は
、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、マ
グネシウム（Ｍｇ）、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、イリジウム（
Ｉｒ）、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、モリブデン（Ｍｏ）
、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）から選択された一つ以上の金属によ
って単層または複数層で形成される。
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【００５０】
　ゲート電極２１４上には、層間絶縁膜である第２絶縁層１５を介して、活性層２１２の
ソース領域２１２ａ及びドレイン領域２１２ｂにそれぞれ接続するソース電極２１８ａ及
びドレイン電極２１８ｂが形成される。ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂは
、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、マ
グネシウム（Ｍｇ）、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、イリジウム（
Ｉｒ）、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、モリブデン（Ｍｏ）
、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）から選択された一つ以上の金属によ
って単層または複数層で形成される。
【００５１】
　第２絶縁層１５上には、前記ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂを覆うよう
に第４絶縁層１９が備えられる。
【００５２】
　本実施形態で第１絶縁層１３は、薄膜トランジスタ領域ＴＦＴ１でゲート絶縁膜として
使われ、第２絶縁層１５は、層間絶縁膜として使われる。これらの第１絶縁層１３及び第
２絶縁層１５は、無機絶縁膜からなる。第１絶縁層１３及び第２絶縁層１５を形成する無
機絶縁膜には、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、Ｈ
ｆＯ２、ＺｒＯ２、チタン酸バリウムストロンチウム（ＢＳＴ）、チタン酸ジルコン酸鉛
（ＰＺＴ）などが使用される。
【００５３】
　本実施形態でゲート絶縁膜として使われる第１絶縁層１３は、後述するキャパシタの誘
電膜としては使われないため、キャパシタの誘電率特性を考慮する必要がなく薄膜トラン
ジスタのゲート絶縁膜としての特性のみに合わせて設計される。例えば、キャパシタの静
電容量を増大させるために、キャパシタの誘電膜としてよく使われる窒化ケイ素（ＳｉＮ

ｘ）を薄膜トランジスタのゲート絶縁膜としても使用すれば、薄膜トランジスタに漏れ電
流が生じる。しかし、本実施形態によれば、キャパシタの誘電膜と薄膜トランジスタのゲ
ート絶縁膜とは別途に形成されるため、キャパシタの特性のみを鑑みて誘電膜を設計でき
、また、薄膜トランジスタの特性のみを鑑みてゲート絶縁膜を設計できる。
【００５４】
　ピクセル領域ＰＸＬ１には、基板１０、バッファ層１１、第１絶縁層１３、及び第２絶
縁層１５上に、後述するキャパシタの上部電極３１７と同一材料で形成された画素電極１
１７が備えられる。
【００５５】
　画素電極１１７と第２絶縁層１５との間には第３絶縁層１１６が配置される。すなわち
、画素電極１１７と基板１０との間には、基板１０から画素電極１１７へ順にバッファ層
１１、第１絶縁層１３、第２絶縁層１５及び第３絶縁層１１６が配置される。
【００５６】
　基板１０と画素電極１１７との間に配置される前記絶縁層、すなわち、第１絶縁層１３
、第２絶縁層１５及び第３絶縁層１９は、隣接する層間の屈折率が互いに異なって形成さ
れる。すなわち、屈折率の相異なる層が交互に備えられてＤＢＲ（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅ
ｄ　Ｂｒａｇ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ）として機能することで、有機発光層１２０から放出
される光の光効率を高めることができる。
【００５７】
　一方、添付図面には、バッファ層１１、第１絶縁層１３、第２絶縁層１５及び第３絶縁
層１１６がそれぞれ単一の層に形成されるように図示されているが、本発明はこれに限定
されるものではなく、前記層は、それぞれ複数の層で形成されてもよい。
【００５８】
　第３絶縁層１１６上に画素電極１１７が直接配置される。後述するが、第３絶縁層１１
６及び画素電極１１７は、同一マスク工程で同一マスクを用いてパターニングされるため
、第３絶縁層１１６及び画素電極１１７は同じエッチング面を持つ。
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【００５９】
　画素電極１１７は透明導電体で形成されて、有機発光層１２０から放出された光は、画
素電極１１７側に放出される。かかる透明導電体は、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸
化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸
化インジウムガリウム（ＩＧＯ）、及びアルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）を含むグ
ループから選択された少なくとも一つ以上を含んでもよい。
【００６０】
　画素電極１１７上に有機発光層１２０が形成され、有機発光層１２０から放出された光
は、透明導電体で形成された画素電極１１７を通じて基板１０側に放出される。
【００６１】
　画素電極１１７の外郭には第４絶縁層１９が形成され、第４絶縁層１９には、画素電極
１１７を露出させる開口Ｃ３が形成される。前記開口Ｃ３に有機発光層１２０が備えられ
る。
【００６２】
　有機発光層１２０は、低分子有機物または高分子有機物であってもよい。有機発光層１
２０が低分子有機物である場合、有機発光層１２０を中心としてホール輸送層（ＨＴＬ）
、ホール注入層（ＨＩＬ）、電子輸送層（ＥＴＬ）及び電子注入層（ＥＩＬ）などが積層
される。それ以外にも、必要に応じて多様な層が積層される。この時、使用可能な有機材
料には、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）、Ｎ’－ジ（ナフタレン－１－イル）－Ｎ、Ｎ’
－ジフェニル－ベンジジン（ＮＰＢ）、トリス－８－ヒドロキシキノリンアルミニウム（
Ａｌｑ３）などをはじめとする多様な材料が適用できる。一方、有機発光層１２０が高分
子有機物である場合、有機発光層１２０以外にホール輸送層（ＨＴＬ）が含まれる。ホー
ル輸送層は、ポリエチレンジヒドロキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）や、ポリアニリン（Ｐ
ＡＮＩ）などが使用できる。この時、使用可能な有機材料は、ポリフェニレンビニレン（
ＰＰＶ）系及びポリフルオレン系などの高分子有機物である。また、有機発光層１２０と
画素電極１１７及び対向電極１２１との間には無機材料がさらに備えられてもよい。
【００６３】
　有機発光層１２０上には、共通電極として対向電極１２１が備えられる。本実施形態に
よる有機発光表示装置１の場合、画素電極１１７はアノードとして使われ、対向電極１２
１はカソードとして使われる。もちろん、電極の極性は逆であってもよいということはい
うまでもない。
【００６４】
　対向電極１２１は、光を反射する物質を含む光反射電極として構成される。この時、前
記対向電極１２１は、Ａｌ、Ｍｇ、Ｌｉ、Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃａ、及びＬｉＦ／Ａｌから選
択された一つ以上の材料を含んでもよい。対向電極１２１が光反射電極として備えられる
ことで、有機発光層１２０から放出された光は対向電極１２１で反射されて、透明導電体
で構成された画素電極１１７を透過して基板１０側に放出される。
【００６５】
　画素電極１１７の外郭を覆う第４絶縁層１９は、画素電極１１７と対向電極１２１との
間で画素定義膜として機能する。
【００６６】
　第４絶縁層１９は、有機絶縁膜で形成される。第４絶縁層１９は、ポリメチルメタクリ
レート（ＰＭＭＡ）やポリスチレン（ＰＳ）のような一般汎用高分子、フェノール基を持
つ高分子誘導体、アクリル系高分子、イミド系高分子、アリルエーテル系高分子、アミド
系高分子、フッ素系高分子、ｐ－キシレン系高分子、ビニルアルコール系高分子及びこれ
らの混合物などであってもよい。
【００６７】
　第４絶縁層１９は、前述した薄膜トランジスタのソース電極２１８ａ及びドレイン電極
２１８ｂを覆い、ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂのうち一つが画素電極１
１７と電気的に連結する。一方、添付図面には、ソース電極２１８ａが画素電極１１７と
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連結されるように図示されているが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち
、画素電極１１７が、ドレイン電極２１８ｂと電気的に連結されてもよいということはい
うまでもない。
【００６８】
　この時、ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂのうち画素電極１１７と連結さ
れる接続部は、画素電極１１７より上に配置される。これは後述するが、ソース電極２１
８ａ及びドレイン電極２１８ｂが画素電極１１７より後でパターニングされるためである
。したがって、ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂは、画素電極１１７とエッ
チングレートの異なる材料で形成されることが望ましい。
【００６９】
　キャパシタ領域ＣＡＰ１には基板１０及びバッファ層１１上に、薄膜トランジスタのゲ
ート電極２１４と同一材料で形成されたキャパシタの下部電極３１４と、画素電極１１７
と同一材料で形成されたキャパシタの上部電極３１７、及び前記下部電極３１４と上部電
極３１７との間に直接配置された第３絶縁層３１６が備えられる。
【００７０】
　この時、薄膜トランジスタのゲート電極２１４とソース電極２１８ａ及びドレイン電極
２１８ｂとの間に位置する第２絶縁層１５は、キャパシタの上部電極３１７と下部電極３
１４との間には配置されない。ここで、第２絶縁層１５がキャパシタの上部電極３１７と
下部電極３１４との間に配置されないということは、第２絶縁層１５はキャパシタの誘電
膜としての役割を行わないという意味である。例えば、図１に示したように、第２絶縁層
１５は、下部電極３１４の外郭に若干オーバーラップされて配置される。後述するが、こ
れは、第２絶縁層１５をパターニングして下部電極３１４を露出させる開口（Ｃ２、図４
Ｂ参照）を形成した時、一部残った部分である。
【００７１】
　もし、第２絶縁層１５のパターニング時にキャパシタの下部電極３１４を全部露出させ
るならば、下部電極３１４と、第３絶縁層１５上に形成される上部電極３１７との間に漏
れ電流が発生する可能性がある。しかし、第２絶縁層１５は下部電極３１４を全部露出さ
せずにその外郭を一部覆っているため、上部電極３１７と下部電極３１４との間の漏れ電
流の発生を回避できる。
【００７２】
　一方、薄膜トランジスタの層間絶縁膜として機能する第２絶縁層１５は、薄膜トランジ
スタの特性を考慮して所定厚さ以上に設計されるが、キャパシタは、誘電膜の厚さが大き
いほど静電容量が低減するため、誘電膜を層間絶縁膜と同じ厚さに形成する場合、静電容
量が低減する。
【００７３】
　しかし、本実施形態によれば、第２絶縁層１５はキャパシタの誘電膜として使われず、
本実施形態の誘電膜として使われる第３絶縁層３１６は、第２絶縁層１５より厚さを小さ
く形成できるため、静電容量の低減を回避できる。第３絶縁層３１６の厚さは、５００Å
以上２０００Å以下に形成することで適切な静電容量を維持できる。
【００７４】
　また、本実施形態で誘電膜として使われる第３絶縁層３１６は、誘電率の大きい絶縁材
料で形成される。前述したように、第３絶縁層３１６は、ゲート絶縁膜を形成する第１絶
縁層１３と別個の層で形成されるため、第１絶縁層１３より誘電率の大きい材料で形成す
ることで、静電容量を増大させることができる。したがって、キャパシタの面積を増大さ
せずとも、静電容量を増大させることができるため、相対的に画素電極１１７の面積を大
きくすることができて、有機発光表示装置１の開口率を高めることができる。
【００７５】
　前述した第３絶縁層３１６は無機絶縁膜で形成される。例えば、第３絶縁層３１６は、
ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、ＨｆＯ２、ＺｒＯ

２、ＢＳＴ、及びＰＺＴを含むグループから選択された少なくとも一つを含んでもよい。
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また、後述するが、上部電極３１７及び第３絶縁層３１６は同一マスク工程でパターニン
グされるため、同じエッチング面を持つ。
【００７６】
　上部電極３１７上に第４絶縁層１９が形成される。第４絶縁層１９は有機絶縁膜で形成
される。対向電極１２１と上部電極３１７との間に、誘電率の小さな有機絶縁物を含む第
４絶縁層１９が介在することで、対向電極１２１と上部電極３１７との間に形成される寄
生容量を低減させることができ、寄生容量による信号妨害を回避できる。
【００７７】
　有機発光表示装置１の外郭には、外装ドライバの接続端子であるパッド電極４１８が形
成されたパッド領域ＰＡＤ１が配置される。
【００７８】
　本実施形態で、パッド電極４１８は、ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂと
同一材料からなる。また、パッド電極４１８は、ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２
１８ｂと同一層に形成される。すなわち、パッド電極４１８は第２絶縁層１５上に直接形
成される。
【００７９】
　パッド電極４１８は、前述したゲート電極２１４、画素電極１１７、及び上部電極３１
７より後で形成されるため、パッド電極４１８の上部に、ゲート電極２１４、画素電極１
１７、または上部電極３１７を形成する材料が位置しない。すなわち、ゲート電極２１４
、画素電極１１７または上部電極３１７を形成する材料がパッド電極４１８上に位置する
ことにより、またはこれらをパッド電極４１８上から除去する過程により、パッド電極４
１８の信頼性が低下することを回避できる。
【００８０】
　一方、図１には図示されていないが、本実施形態による有機発光表示装置１は、ピクセ
ル領域ＰＸＬ１、キャパシタ領域ＣＡＰ１、及び薄膜トランジスタ領域ＴＦＴ１を含む表
示領域を封止する封止部材（図示せず）をさらに備える。封止部材は、ガラス材を含む基
板、金属フィルム、または有機絶縁膜及び無機絶縁膜が交互に配置された封止薄膜で形成
される。
【００８１】
　以下、図２Ａから図７Ｂを参照して、本実施形態による有機発光表示装置１の製造方法
を説明する。
【００８２】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本実施形態による有機発光表示装置１の第１マスク工程を概略的
に示す断面図である。
【００８３】
　図２Ａを参照すれば、基板１０上にバッファ層１１及び半導体層１２が順次形成される
。
【００８４】
　バッファ層１１及び半導体層１２は、ＰＥＣＶＤ（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｏｓｉｔｉｏｎ）法、ＡＰＣＶＤ（Ａｔｍｏｓｐｈ
ｅｒｉｃ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ＣＶＤ）法、ＬＰＣＶＤ（ｌｏｗ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｃ
ＶＤ）法などの多様な蒸着方法により形成される。
【００８５】
　半導体層１２は、非晶質シリコンまたは結晶質シリコンからなる。この時、結晶質シリ
コンは、非晶質シリコンを結晶化して形成してもよい。非晶質シリコンを結晶化する方法
は、ＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）法、ＳＰＣ（Ｓｏｌｉ
ｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｚａｔｉｏｎ）法、ＥＬＡ（Ｅｘｃｉｍｅｒ　Ｌａｓ
ｅｒ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）法、ＭＩＣ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ
ｌｚａｔｉｏｎ）法、ＭＩＬＣ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｃｒｙ
ｓｔａｌｌｚａｔｉｏｎ）法、ＳＬＳ（Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｓｏｌ
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ｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）法などの多様な方法が適用できる。
【００８６】
　半導体層１２上に第１フォトレジストＰＲ１を塗布し、光遮断部Ｍ１１及び透光部Ｍ１
２を備える第１フォトマスクＭ１を用いる第１マスク工程を行う。添付図面には図示され
ていないが、露光装置（図示せず）で露光後、現像、エッチングを行い、ストリッピング
またはアッシングを行うなどの一連の工程を経る。
【００８７】
　図２Ｂは、第１マスク工程の結果を概略的に示す断面図である。
【００８８】
　図２Ｂを参照すれば、第１フォトマスクＭ１の光遮断部Ｍ１１に対応する位置に半導体
層１２がパターニングされて、薄膜トランジスタの活性層２１２ｃが形成される。
【００８９】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本実施形態による有機発光表示装置１の第２マスク工程を概略的
に示す断面図である。
【００９０】
　図３Ａを参照すれば、図２Ｂの第１マスク工程の結果物上に第１絶縁層１３及び第１導
電層１４が順次形成される。
【００９１】
　第１絶縁層１３は、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ

５、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、ＢＳＴ及びＰＺＴから選択された無機絶縁膜で形成され、第１
導電層１４は、アルミニウム（Ａｌ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）
、マグネシウム（Ｍｇ）、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、イリジウ
ム（Ｉｒ）、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、モリブデン（Ｍ
ｏ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）から選択された一つ以上の金属
によって単層または複数層で形成される。
【００９２】
　第１導電層１４上に第２フォトレジストＰＲ２を塗布し、光遮断部Ｍ２１Ｔ、Ｍ２１Ｃ
及び透光部Ｍ２２を備える第２フォトマスクＭ２を用いて第２マスク工程を行う。
【００９３】
　図３Ｂは、第２マスク工程の結果を概略的に示す断面図である。
【００９４】
　図３Ｂを参照すれば、第２フォトマスクＭ２の光遮断部Ｍ２１Ｔに対応する位置の第１
導電層１４は、薄膜トランジスタのゲート電極２１４としてパターニングされ、光遮断部
Ｍ２１Ｃに対応する位置の第１導電層１４は、キャパシタの下部電極３１４としてパター
ニングされる。
【００９５】
　第１絶縁層１３は、薄膜トランジスタの活性層２１２とゲート電極２１４との間に位置
するためゲート絶縁膜として機能するが、キャパシタの下部電極３１４の下部に位置する
ので、キャパシタの誘電膜としては機能しない。したがって、第１絶縁層１３はキャパシ
タの特性を考慮する必要がなく、薄膜トランジスタの特性のみ考慮して材料を選択できる
。
【００９６】
　前記のような構造物上にイオン不純物がドープ（Ｄ）される。イオン不純物はＢまたは
Ｐイオンをドープすることができ、１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２以上の濃度で、薄膜
トランジスタの活性層２１２をターゲットとしてドープ（Ｄ）する。
【００９７】
　ゲート電極２１４をセルフ・アラインマスクとして使用して、活性層２１２にイオン不
純物をドープすることで、活性層２１２は、イオン不純物がドープされたソース及びドレ
イン領域２１２ａ、２１２ｂと、その間にチャネル領域２１２ｃとを備えることができる
。
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【００９８】
　また、図３Ａ及び図３Ｂには詳細に図示していないが、第２マスク工程で第１導電層１
４をパターニングして、ゲート電極２１４と連結されるスキャンラインのような配線を共
に形成できる。
【００９９】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本実施形態による有機発光表示装置１の第３マスク工程を概略的
に示す断面図である。
【０１００】
　図４Ａを参照すれば、図３Ｂの第２マスク工程の結果物上に第２絶縁層１５が形成され
る。
【０１０１】
　第２絶縁層１５は、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ

５、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、ＢＳＴ及びＰＺＴから選択された無機絶縁膜で形成されるが、
前述した第１絶縁層１３で使用した材料と屈折率の異なる材料を使用することが望ましい
。
【０１０２】
　第２絶縁層１５上に第３フォトレジストＰＲ３を塗布し、光遮断部Ｍ３１及び透光部Ｍ
３２Ｔ、Ｍ３２Ｃを備える第３フォトマスクＭ３を用いて第３マスク工程を行う。
【０１０３】
　図４Ｂは、第３マスク工程の結果を概略的に示す断面図である。
【０１０４】
　図４Ｂを参照すれば、第３フォトマスクＭ３の透光部Ｍ３２Ｔに対応する位置の第２絶
縁層１５は、活性層２１２のソース領域２１２ａ及びドレイン領域２１２ｂの一部を露出
させる開口Ｃ１としてパターニングされ、透光部Ｍ３２Ｃに対応する位置の第２絶縁層１
５は、キャパシタの下部電極３１４を露出させる開口Ｃ２としてパターニングされる。
【０１０５】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本実施形態による有機発光表示装置１の第４マスク工程を概略的
に示す断面図である。
【０１０６】
　図５Ａを参照すれば、図４Ｂの第３マスク工程の結果物上に第３絶縁層１６及び第２導
電層１７が順次形成される。第３絶縁層１６及び第２導電層１７は、第２絶縁層１５の上
部及びキャパシタの上部電極３１４上に順次積層される。
【０１０７】
　第３絶縁層１６は、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ

５、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、ＢＳＴ及びＰＺＴから選択された無機絶縁膜で形成されるが、
ＤＢＲとして機能するために、第１絶縁層１３及び第２絶縁層１５で使用した材料と屈折
率の異なる材料を使用することが望ましい。
【０１０８】
　第２導電層１７は、透明導電性酸化物で形成される。例えば、酸化インジウムスズ（Ｉ
ＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム（Ｉｎ２

Ｏ３）、酸化インジウムガリウム（ＩＧＯ）、及びアルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ
）を含むグループから選択された材料で形成される。
【０１０９】
　第２導電層１７上に第４フォトレジストＰＲ４を塗布し、光遮断部Ｍ４１Ｘ、Ｍ４１Ｃ
及び透光部Ｍ４２を備える第４フォトマスクＭ４を用いて第４マスク工程を行う。
【０１１０】
　図５Ｂは、第４マスク工程の結果を概略的に示す断面図である。
【０１１１】
　図５Ｂを参照すれば、第４フォトマスクＭ４の光遮断部Ｍ４１Ｘに対応する位置の第３
絶縁層１６及び第２導電層１７は、画素電極１１７と画素電極１１７下部の第３絶縁層１
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１６としてパターニングされ、光遮断部Ｍ４１Ｃに対応する位置の第３絶縁層１６及び第
２導電層１７は、キャパシタの誘電膜３１６及び上部電極３１７としてパターニングされ
る。
【０１１２】
　第３絶縁層１６及び第２導電層１７は同一マスク工程でパターニングされるため、エッ
チング工程は２回行われる。すなわち、第３絶縁層１６のエッチング工程と、第２導電層
１７のエッチング工程とに分けて行われる。
【０１１３】
　しかし、第３絶縁層１６及び第２導電層１７は同一マスク工程でエッチングされるため
、第３絶縁層１６と第２導電層１７とのエッチング面、すなわち、画素電極の下部の第３
絶縁層１１６と画素電極１１７、及び誘電膜３１６と上部電極３１７とのエッチング面は
同一に形成される。ここで、エッチング面が同一に形成されるということは、画素電極１
１７及び上部電極３１７が画素電極下部の第３絶縁層１１６及び誘電膜３１６のエッチン
グ時、エッチングマスクとして機能し、そのエッチング面がほぼ同じであることをいう。
【０１１４】
　第３絶縁層１６は、キャパシタの上部電極３１７と下部電極３１４との間に直接配置さ
れることでキャパシタの誘電膜３１６として機能するが、薄膜トランジスタには形成され
ないため、ゲート絶縁膜としては機能しない。したがって、第３絶縁層１６は、薄膜トラ
ンジスタの特性を考慮せずにキャパシタの特性のみを考慮して材料または厚さなどを選択
できるため、工程の設計自由度が高くなる。
【０１１５】
　図６Ａ及び図６Ｂは、本実施形態による有機発光表示装置１の第５マスク工程を概略的
に示す断面図である。
【０１１６】
　図６Ａを参照すれば、図５Ｂの第４マスク工程の結果物上に第３導電層１８が形成され
る。第３導電層１８は、ソース領域２１２ａ及びドレイン領域２１２ｂが露出した開口Ｃ
１を充填する。
【０１１７】
　第３導電層１８は、アルミニウム（Ａｌ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（
Ａｇ）、マグネシウム（Ｍｇ）、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、イ
リジウム（Ｉｒ）、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、モリブデ
ン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）から選択された一つ以上
の金属によって単層または複数層で形成される。
【０１１８】
　第３導電層１８上に第５フォトレジストＰＲ５を塗布し、光遮断部Ｍ５１Ｔ、Ｍ５１Ｐ
及び透光部Ｍ５２を備える第５フォトマスクＭ５を用いて第５マスク工程を行う。
【０１１９】
　図６Ｂは、第５マスク工程の結果を概略的に示す断面図である。
【０１２０】
　図６Ｂを参照すれば、第５フォトマスクＭ５の光遮断部Ｍ５１Ｔに対応する位置の第３
導電層１８は、活性層２１２のソース領域２１２ａ及びドレイン領域２１２ｂと開口Ｃ１
を通じて連結されるソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂとしてパターニングさ
れる。また、光遮断部Ｍ５１Ｐに対応する位置の第３導電層１８は、パッド領域のパッド
電極４１８としてパターニングされる。
【０１２１】
　ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂを形成するために第３導電層１８をエッ
チングする工程において、画素電極１１７及び上部電極３１７も第３導電層１８をエッチ
ングするためのエッチング液に曝露されるため、第３導電層１８は、画素電極１１７及び
上部電極３１７とエッチングレートの異なる材料で形成されることが望ましい。
【０１２２】
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　ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂのうち一つは、画素電極１１７と電気的
に連結される。本実施形態でソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂは、画素電極
１１７の形成後にパターニングされるため、画素電極１１７と連結されるソース電極２１
８ａまたはドレイン電極２１８ｂの接続部は、画素電極１１７より上に形成される。
【０１２３】
　一方、前記図６Ａ及び図６Ｂには詳細に図示していないが、第５マスク工程で第３導電
層１８をパターニングして、ソース電極２１８ａ及び／またはドレイン電極２１８ｂと連
結されるデータラインなどの配線を共に形成できる。
【０１２４】
　図７Ａ及び図７Ｂは、本実施形態による有機発光表示装置１の第６マスク工程を概略的
に示す断面図である。
【０１２５】
　図７Ａを参照すれば、図６Ｂの第５マスク工程の結果物上に第４絶縁層１９が塗布され
る。第４絶縁層１９は、有機絶縁膜で形成される。特に、第４絶縁層１９を感光性有機絶
縁膜とする場合、別途フォトレジストを使用しなくてもよい。
【０１２６】
　光遮断部Ｍ６１及び透光部Ｍ６２Ｘ、Ｍ６２Ｐを備える第６フォトマスクＭ６を用いる
第６マスク工程を行う。
【０１２７】
　図７Ｂは、第６マスク工程の結果を概略的に示す断面図である。
【０１２８】
　図７Ｂを参照すれば、透光部Ｍ６２Ｘに対応する位置の第４絶縁層１９は、画素電極１
１７の上部を露出させる開口Ｃ３が形成され、透光部Ｍ６２Ｐに対応する位置の第４絶縁
層１９は、パッド電極４１８を露出させる開口Ｃ４が形成される。
【０１２９】
　画素電極１１７を露出させる開口Ｃ３は、発光領域を定義する役割以外に、画素電極１
１７のエッジと対向電極１２１（図１）との間隔を広げて、画素電極１１７のエッジで電
界が集中する現象を回避し、画素電極１１７と対向電極１２０との短絡を防止する役割を
担う。
【０１３０】
　添付図面には図示されていないが、第６マスク工程以後に画素電極１１７上に有機発光
層１２０を形成し、有機発光層１２０上に共通電極の対向電極１２１（図１）を形成して
、図１の有機発光表示装置を形成することができる。また、対向電極１２１（図１）上に
封止部材（図示せず）をさらに形成できる。
【０１３１】
　以下、図８を参照して、本発明の他の実施形態による有機発光表示装置２を説明する。
以下、前述した実施形態との差異点を中心として説明する。
【０１３２】
　図８は、本発明の他の実施形態による有機発光表示装置２を概略的に示す断面図である
。
【０１３３】
　図８を参照すれば、本発明の他の実施形態による有機発光表示装置２の基板１０上には
、少なくとも一つの有機発光層１２０が備えられたピクセル領域ＰＸＬ２、少なくとも一
つの薄膜トランジスタが備えられたトランジスタ領域ＴＦＴ２、少なくとも一つのキャパ
シタが備えられたキャパシタ領域ＣＡＰ２、及び少なくとも一つのパッド電極４１８が備
えられたパッド領域ＰＡＤ２が形成される。トランジスタ領域ＴＦＴ２及びパッド領域Ｐ
ＡＤ２は、前述した実施形態による有機発光表示装置１と同一である。
【０１３４】
　ピクセル領域ＰＸＬ２には、基板１０、バッファ層１１、第１絶縁層１３、第２絶縁層
１５及び第３絶縁層１１６上にキャパシタの上部電極３１７と同一材料で形成された画素
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電極１１７－１が備えられる。
【０１３５】
　背面発光型である場合、画素電極１１７－１は透明電極で形成され、対向電極１２１は
反射電極で形成される。
【０１３６】
　画素電極１１７－１上に有機発光層１２０が形成され、有機発光層１２０から放出され
た光は、透明導電体で形成された画素電極１１７－１を通じて基板１０側に放出される。
【０１３７】
　本実施形態による有機発光表示装置２は、画素電極１１７－１が透明導電層１１７ａの
みで形成されるのではなく、透明導電層１１７ａ上に配置された半透過金属層１１７ｂを
さらに含んで複数層で形成される。
【０１３８】
　対向電極１２１が反射ミラーとして機能し、半透過金属層１１７ｂが半透過ミラーとし
て機能することで、有機発光層１１９から放出された光は、対向電極１２１と半透過金属
層１１７ｂとの間で共振される。
【０１３９】
　したがって、本実施形態による有機発光表示装置２は、画素電極１１７－１の下部に配
置された第１絶縁層１３から第３絶縁層１１６のＤＢＲによる共振効果以外に、ミラーに
よる共振効果が付加されて有機発光表示装置２の光効率がさらに向上する。
【０１４０】
　かかる半透過金属層１１７ｂとして、銀（Ａｇ）、銀（Ａｇ）合金、アルミニウム（Ａ
ｌ）、及びアルミニウム（Ａｌ）合金から選択された少なくとも一つ以上の材料が選択さ
れる。反射電極である対向電極１２１に対する共振ミラーとして作用するために、半透過
金属層１１７ｂの厚さは３００Å以下の厚さであることが望ましい。
【０１４１】
　特に、半透過金属層１１７ｂが銀（Ａｇ）を含む場合、半透過金属層１１７ｂの形成後
にソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂが形成されるため、銀（Ａｇ）を含む半
透過金属層１１７ｂは、ソース電極２１８ａ及びドレイン電極２１８ｂのエッチング時に
損傷される恐れがある。したがって、半透過金属層１１７ｂ上に銀（Ａｇ）を保護する保
護層１１７ｃをさらに備えてもよい。保護層１１７ｃとしては、ＩＴＯなどを含む透明導
電性酸化物を用いてもよい。
【０１４２】
　半透過金属層１１７ｂを含む画素電極１１７－１は、前述した第４マスク工程でパター
ニングされる。この時、画素電極１１７－１上に他の導電層が存在していない状態で、画
素電極１１７－１単独でパターニングされる。
【０１４３】
　もし、画素電極１１７－１の上部に他の導電層（図示せず）がさらに形成され、その他
の導電層（図示せず）と画素電極１１７－１とが同時に同じパターンでパターニングされ
る場合、画素電極１１７－１のエッチングは容易でない。特に、半透過金属層１１７ｂが
銀（Ａｇ）を含む場合、損傷を大きく受けるため、ミラーを用いる共振構造を形成し難い
。しかし、本実施形態では、画素電極１１７－１単独で共振構造の半透過ミラーとしてパ
ターニングされるため、共振ミラーの具現が容易である。
【０１４４】
　一方、本実施形態による有機発光表示装置２は、キャパシタの上部電極３１７と画素電
極１１７－１とが同一材料で形成されるため、図８には図示していないが、上部電極３１
７も画素電極１１７－１と同様に、下から上に透明導電層、半透過金属層、及び保護層が
順次備えられる。
【０１４５】
　以上、本発明を実施例に基づいて説明した。本発明によれば、第１に、キャパシタの誘
電膜と薄膜トランジスタのゲート絶縁膜とを別個の絶縁層で形成できるため、キャパシタ
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及び薄膜トランジスタ素子それぞれの特性に好適な絶縁層を設計することができる。
【０１４６】
　第２に、キャパシタの誘電膜の厚さを制御することが容易になるため、キャパシタの面
積を増大させずとも、静電容量を増大させることができる。したがって、相対的に画素電
極の面積を大きくすることができて有機発光表示装置の開口率を高めることができる。
【０１４７】
　第３に、共振構造の半透過ミラーとして使われる画素電極上に、別途に積層された導電
層を形成せずとも、画素電極単独で共振ミラーをパターニングできるため、共振ミラーの
形成が容易になる。
【０１４８】
　第４に、パッド電極が後工程で形成されるので、パッド電極の信頼性低下を回避できる
。
【０１４９】
　第５に、６つのマスク工程で、前記のような薄膜トランジスタアレイ基板及び有機発光
表示装置を製造できる。
【０１５０】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
　本発明は、薄膜トランジスタアレイ基板、薄膜トランジスタアレイ基板を備える有機発
光表示装置関連の技術分野に適用可能である。
【符号の説明】
【０１５２】
　１　　有機発光表示装置
　１０　　基板
　１１　　バッファ層
　１３　　第１絶縁層
　１５　　第２絶縁層
　１９　　第４絶縁層
　１１６　　第３絶縁層
　１１７　　画素電極
　１２０　　有機発光層
　１２１　　対向電極
　２１２　　活性層
　２１２ａ　　ソース領域
　２１２ｂ　　ドレイン領域
　２１２ｃ　　チャネル領域
　２１４　　ゲート電極
　２１８ａ　　ソース電極
　２１８ｂ　　ドレイン電極
　３１４　　下部電極
　３１６　　第３絶縁層
　３１７　　上部電極
　４１８　　パッド電極
　Ｃ１～Ｃ４　　開口
　ＰＲ１～ＰＲ５　フォトレジスト
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　Ｍ１～Ｍ６　　フォトマスク
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