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(57)【要約】
【課題】酸化物薄膜トランジスタが備えられた有機電界
発光表示装置及びその製造方法を提供する。
【解決手段】第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン
電極及び第２薄膜トランジスタのゲート電極と、第１薄
膜トランジスタのソース／ドレイン電極及び第２薄膜ト
ランジスタのゲート電極上に形成された第１絶縁層と、
第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極と重なる
領域に形成された第１絶縁層の一部が除去されて形成さ
れた第１ビアホールと、第１絶縁層上にそれぞれ形成さ
れた第１、２酸化物半導体層と、第１、２酸化物半導体
層上に形成された第２絶縁層と、第２酸化物半導体上に
形成された第２絶縁層の一部が除去されて形成された第
２ビアホールと、第２絶縁層上に形成されたゲート電極
と、第２ビアホールを介して第２酸化物半導体層と接触
するように第２絶縁層上に形成されたソース／ドレイン
電極と、が含まれる。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極及び第２薄膜トラン
ジスタのゲート電極と、
　前記第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極及び第２薄膜トランジスタのゲート
電極上に形成された第１絶縁層と、
　前記第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極と重なる領域に形成された第１絶縁
層の一部が除去されて形成された第１ビアホールと、
　前記第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極と重なる第１絶縁層及び第２薄膜ト
ランジスタのゲート電極と重なる第１絶縁層上にそれぞれ形成された第１、２酸化物半導
体層と、
　前記第１、２酸化物半導体層上に形成された第２絶縁層と、
　前記第２酸化物半導体上に形成された前記第２絶縁層の一部が除去されて形成された第
２ビアホールと、
　前記第１薄膜トランジスタの第１酸化物半導体層と重なる第２絶縁層上に形成されたゲ
ート電極と、
　前記第２ビアホールを介して前記第２酸化物半導体層と接触するように前記第２絶縁層
上に形成されたソース／ドレイン電極と、
　が含まれることを特徴とする有機電界発光表示装置。
【請求項２】
　前記第１酸化物半導体層は前記第１ビアホールを介して前記第１薄膜トランジスタのソ
ース／ドレイン電極と接触することを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置
。
【請求項３】
　前記第１薄膜トランジスタは上部ゲート構造で実現され、第２薄膜トランジスタは下部
ゲート構造で実現されることを特徴とする請求項１または２のいずれかに記載の有機電界
発光表示装置。
【請求項４】
　前記第１絶縁層は第１薄膜トランジスタのゲート絶縁層であって、窒化シリコンで形成
されることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の有機電界発光表示装置。
【請求項５】
　前記第２絶縁層は第２薄膜トランジスタのゲート絶縁層であって、酸化シリコンで形成
されることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の有機電界発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１薄膜トランジスタのゲート電極、第２薄膜トランジスタのソース／ドレイン電
極の上部に順次形成された保護層及び平坦化膜と、
　前記第１薄膜トランジスタのソース又はドレイン電極が露出するように保護層及び平坦
化膜と、前記第１、２絶縁膜の一部領域に形成された第３ビアホールと、
　前記第３ビアホールを介して前記ソース又はドレイン電極と連結される有機発光素子の
第１電極と、
　前記第１電極の一部領域が露出するように前記平坦化層上に形成された画素定義膜と、
　前記露出した第１電極上に順次形成された有機薄膜層及び有機発光素子の第２電極と、
　が更に含まれることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の有機電界発光表示装
置。
【請求項７】
　前記第１薄膜トランジスタは駆動素子であり、第２薄膜トランジスタはスイッチング素
子であることを特徴とする請求項６に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項８】
　データ線、走査線の交差部毎に位置し、複数の薄膜トランジスタ及び有機発光素子をそ
れぞれ含む画素と、
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　前記走査線に走査信号を供給する走査駆動部と、
　前記データ線にデータ信号を供給するデータ駆動部と、
　が含まれ、
　前記それぞれの画素は、
　活性層が酸化物半導体で形成され、上部ゲート構造で実現され、前記有機発光素子と連
結される第１薄膜トランジスタと、
　活性層が酸化物半導体で形成され、下部ゲート構造で実現され、前記走査線から走査信
号の印加を受ける第２薄膜トランジスタと
　を含んで構成されることを特徴とする有機電界発光表示装置。
【請求項９】
　前記第１薄膜トランジスタのゲート絶縁層は酸化シリコン膜で実現されることを特徴と
する請求項８に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第２薄膜トランジスタのゲート絶縁層は窒化シリコン膜で実現されることを特徴と
する請求項８または９のいずれかに記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１１】
　基板上に第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極及び第２薄膜トランジスタのゲ
ート電極が形成される段階と、
　前記第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極及び第２薄膜トランジスタのゲート
電極上に第１絶縁層が形成される段階と、
　前記第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極と重なる領域に形成された第１絶縁
層の一部が除去されて第１ビアホールが形成される段階と、
　前記第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極と重なる第１絶縁層及び第２薄膜ト
ランジスタのゲート電極と重なる第１絶縁層上にそれぞれ第１、２酸化物半導体層が形成
される段階と、
　前記第１、２酸化物半導体層上に第２絶縁層が形成される段階と、
　前記第２酸化物半導体上に形成された前記第２絶縁層の一部が除去されて第２ビアホー
ルが形成される段階と、
　前記第１薄膜トランジスタの第１酸化物半導体層と重なる第２絶縁層上にゲート電極が
形成される段階と、
　前記第２ビアホールを介して前記第２酸化物半導体層と接触するように前記第２絶縁層
上にソース／ドレイン電極が形成される段階と、
　が含まれることを特徴とする有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記第１酸化物半導体層は前記第１ビアホールを介して前記第１薄膜トランジスタのソ
ース／ドレイン電極と接触することを特徴とする請求項１１に記載の有機電界発光表示装
置の製造方法。
【請求項１３】
　前記第１絶縁層は第１薄膜トランジスタのゲート絶縁層であって、窒化シリコンで形成
されることを特徴とする請求項１１または１２のいずれかに記載の有機電界発光表示装置
の製造方法。
【請求項１４】
　前記第２絶縁層は第２薄膜トランジスタのゲート絶縁層であって、酸化シリコンで形成
されることを特徴とする請求項１１～１３のいずれかに記載の有機電界発光表示装置の製
造方法。
【請求項１５】
　前記第１薄膜トランジスタのゲート電極、第２薄膜トランジスタのソース／ドレイン電
極の上部に順次保護層及び平坦化膜が形成される段階と、
　前記第１薄膜トランジスタのソース又はドレイン電極が露出するように保護層及び平坦
化膜と、前記第１、２絶縁膜の一部領域に第３ビアホールが形成される段階と、
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　前記第３ビアホールを介して前記ソース又はドレイン電極と連結される有機発光素子の
第１電極が形成される段階と、
　前記第１電極の一部領域が露出するように前記平坦化層上に画素定義膜が形成される段
階と、
　前記露出した第１電極上に有機薄膜層及び有機発光素子の第２電極が順次形成される段
階と、
　が更に含まれることを特徴とする請求項１１に記載の有機電界発光表示装置の製造方法
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電界発光表示装置に関し、特に、酸化物薄膜トランジスタが備えられた
有機電界発光表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機電界発光表示装置は自体発光特性を有する次世代表示装置であって、液晶表示装置
（Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ
Ｄｅｖｉｃｅ;ＬＣＤ）に比べて視野角、コントラスト、応答速度、消費電力などの側面
で優れた特性を有する。
【０００３】
　有機電界発光表示装置は、アノード電極、有機薄膜層及びカソード電極で構成される有
機電界発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ
Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ）を含み、走査線とデータ線との間に有機電界
発光ダイオードがマトリックス方式で連結されて画素を構成するパッシブマトリックス方
式と、各画素の動作がスイッチとしての役割をする薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ
Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ;ＴＦＴ）により制御されるアクティブマトリックス方式
とで構成される。
【０００４】
　一般に、アクティブマトリックス方式に用いられる薄膜トランジスタは、チャネル領域
、ソース領域及びドレイン領域を提供する活性層と、チャネル領域の上部に形成され、ゲ
ート絶縁膜により活性層と電気的に絶縁されるゲート電極を含む。
【０００５】
　このように構成された薄膜トランジスタの活性層は大体非晶質シリコンやポリシリコン
のような半導体層で形成する。
【０００６】
　このとき、前記活性層を非晶質シリコンで形成すれば、移動度が低いため高速で動作さ
れる駆動回路の実現が難しいという短所がある。
【０００７】
　それに対し、活性層をポリシリコンで形成すれば、移動度は高いが、多結晶性に起因し
て閾値電圧が不均一となるため、閾値電圧と移動度の散布を補償するための補償回路が必
要になる。このように活性層をポリシリコンで形成すれば、複数の薄膜トランジスタとキ
ャパシタとで構成される複雑な補償回路が含まれるため、歩留まりが低いだけでなく、平
面構造により、非晶質シリコンの場合よりもマスク数が増加して製造コストが多くかかる
。
【０００８】
　一方、低温ポリシリコン（Ｌｏｗ
Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｐｏｌｙ-Ｓｉｌｉｃｏｎ;ＬＴＰＳ）を用いた従来の薄膜トラ
ンジスタの製造方法は、レーザ熱処理などのような高価の工程が含まれ、特性の制御が難
しいため、大面積の基板に適用し難いという問題がある。
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【０００９】
　このような問題を解決するために、近年は酸化物半導体を活性層として利用する研究が
進められている。
【００１０】
　一例として、酸化亜鉛（ＺｎＯ）を主成分とする酸化物半導体は非晶質形態であり、か
つ安定した材料として評価されており、このような酸化物半導体を活性層として利用すれ
ば、別途の工程装置を追加で購入しなくても既存の工程装置を用いて３５０℃以下の低温
で薄膜トランジスタを製造でき、イオン注入工程が省略されるなど様々な長所がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】大韓民国特許公開２００１－００９１５１６号
【特許文献２】特開２００３－２２９４３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、このような酸化物半導体を活性層として活用した薄膜トランジスタは、
素子の特性が薄膜トランジスタの構造によって大きな差が生じ、これにより、一般にＮ型
薄膜トランジスタに限定されて開発されているのが現状である。
【００１３】
　また、素子の特性及び均一度などを考慮して下部ゲート構造の薄膜トランジスタに適用
されているが、電界効果移動度特性が２０ｃｍ２／Ｖｓ水準に小さいという短所がある。
これにより、前記酸化物半導体を活用した薄膜トランジスタを表示パネルに適用しようと
する場合、集積度の側面で既存の非晶質シリコンやポリシリコン薄膜トランジスタに比べ
て低下してしまうという問題があった。
【００１４】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであって、本発明の目的とするとこ
ろは、有機電界発光表示装置に備えられる薄膜トランジスタを酸化物薄膜トランジスタで
実現するにおいて、下部ゲート構造の酸化物薄膜トランジスタと上部ゲート構造の酸化物
薄膜トランジスタを同一の工程を通じて形成することによって、１つの工程で互いに異な
る特性を有する薄膜トランジスタを実現することが可能な、新規かつ改良された有機電界
発光表示装置及びそ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】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、有機電界発光表示装置は、基
板上に形成された第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極及び第２薄膜トランジス
タのゲート電極と、前記第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極及び第２薄膜トラ
ンジスタのゲート電極上に形成された第１絶縁層と、前記第１薄膜トランジスタのソース
／ドレイン電極と重なる領域に形成された第１絶縁層の一部が除去されて形成された第１
ビアホールと、前記第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極と重なる第１絶縁層及
び第２薄膜トランジスタのゲート電極と重なる第１絶縁層上にそれぞれ形成された第１、
２酸化物半導体層と、前記第１、２酸化物半導体層上に形成された第２絶縁層と、前記第
２酸化物半導体上に形成された前記第２絶縁層の一部が除去されて形成された第２ビアホ
ールと、前記第１薄膜トランジスタの第１酸化物半導体層と重なる第２絶縁層上に形成さ
れたゲート電極と、前記第２ビアホールを介して前記第２酸化物半導体層と接触するよう
に前記第２絶縁層上に形成されたソース／ドレイン電極とが含まれることを特徴とする。
【００１６】
　このとき、前記第１酸化物半導体層は、前記第１ビアホールを介して前記第１薄膜トラ
ンジスタのソース／ドレイン電極と接触してもよい。
【００１７】
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　また、前記第１薄膜トランジスタは、上部ゲート構造で実現され、第２薄膜トランジス
タは、下部ゲート構造で実現されてもよい。前記第１絶縁層は第１薄膜トランジスタのゲ
ート絶縁層であって、窒化シリコンで形成されてもよい。前記第２絶縁層は第２薄膜トラ
ンジスタのゲート絶縁層であって、酸化シリコンで形成されてもよい。
【００１８】
　更に、前記第１薄膜トランジスタのゲート電極、第２薄膜トランジスタのソース／ドレ
イン電極の上部に順次形成された保護層及び平坦化膜と、前記第１薄膜トランジスタのソ
ース又はドレイン電極が露出するように保護層及び平坦化膜と、前記第１、２絶縁膜の一
部領域に形成された第３ビアホールと、前記第３ビアホールを介して前記ソース又はドレ
イン電極と連結される有機発光素子の第１電極と、前記第１電極の一部領域が露出するよ
うに前記平坦化層上に形成された画素定義膜と、前記露出した第１電極上に順次形成され
た有機薄膜層及び有機発光素子の第２電極とが更に含まれてもよい。
【００１９】
　ここで、前記第１薄膜トランジスタは駆動素子であり、第２薄膜トランジスタはスイッ
チング素子であってもよい。
【００２０】
　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、有機電界発光表示装置
は、データ線、走査線の交差部毎に位置し、複数の薄膜トランジスタ及び有機発光素子を
それぞれ含む画素と、前記走査線に走査信号を供給する走査駆動部と、前記データ線にデ
ータ信号を供給するデータ駆動部とが含まれ、前記それぞれの画素は、活性層が酸化物半
導体で形成され、上部ゲート構造で実現され、
前記有機発光素子と連結される第１薄膜トランジスタと、活性層が酸化物半導体で形成さ
れ、下部ゲート構造で実現され、前記走査線から走査信号の印加を受ける第２薄膜トラン
ジスタとを含んで構成されることを特徴とする。
【００２１】
　更に、前記第１薄膜トランジスタのゲート絶縁層は酸化シリコン膜で実現され、前記第
２薄膜トランジスタのゲート絶縁層は窒化シリコン膜で実現されてもよい。
【００２２】
　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、有機電界発光表示装置
の製造方法は、基板上に第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極及び第２薄膜トラ
ンジスタのゲート電極が形成される段階と、前記第１薄膜トランジスタのソース／ドレイ
ン電極及び第２薄膜トランジスタのゲート電極上に第１絶縁層が形成される段階と、前記
第１薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極と重なる領域に形成された第１絶縁層の一
部が除去されて第１ビアホールが形成される段階と、前記第１薄膜トランジスタのソース
／ドレイン電極と重なる第１絶縁層及び第２薄膜トランジスタのゲート電極と重なる第１
絶縁層上にそれぞれ第１、２酸化物半導体層が形成される段階と、前記第１、２酸化物半
導体層上に第２絶縁層が形成される段階と、前記第２酸化物半導体上に形成された前記第
２絶縁層の一部が除去されて第２ビアホールが形成される段階と、前記第１薄膜トランジ
スタの第１酸化物半導体層と重なる第２絶縁層上にゲート電極が形成される段階と、前記
第２ビアホールを介して前記第２酸化物半導体層と接触するように前記第２絶縁層上にソ
ース／ドレイン電極が形成される段階とが含まれることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように本発明によれば、下部ゲート構造の酸化物薄膜トランジスタと上部
ゲート構造の酸化物薄膜トランジスタを同一の工程を通じて形成することによって、１つ
の工程で互いに異なる特性を有する薄膜トランジスタを実現することができる。これによ
り、薄膜トランジスタのサイズを大きく変更しなくても所望の薄膜トランジスタの特性を
実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
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【図１Ａ】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置の平面図である。
【図１Ｂ】本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置の断面図である。
【図２】図１に示した画素の一実施形態を示す回路図である。
【図３】図２に示した第１薄膜トランジスタ及びこれに連結された有機発光素子ＯＬＥＤ
と、第２薄膜トランジスタの断面図である。
【図４Ａ】図３に示した第１薄膜トランジスタ及びこれに連結された有機発光素子ＯＬＥ
Ｄと、第２薄膜トランジスタの製造工程を説明する工程断面図である。
【図４Ｂ】図３に示した第１薄膜トランジスタ及びこれに連結された有機発光素子ＯＬＥ
Ｄと、第２薄膜トランジスタの製造工程を説明する工程断面図である。
【図４Ｃ】図３に示した第１薄膜トランジスタ及びこれに連結された有機発光素子ＯＬＥ
Ｄと、第２薄膜トランジスタの製造工程を説明する工程断面図である。
【図４Ｄ】図３に示した第１薄膜トランジスタ及びこれに連結された有機発光素子ＯＬＥ
Ｄと、第２薄膜トランジスタの製造工程を説明する工程断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　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。
【００２６】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置の平面図及び断面
図である。
【００２７】
　図１Ａを参照すれば、基板２１０は、画素領域２２０と、画素領域２２０を取り囲む非
画素領域２３０とで定義される。画素領域２２０の基板２１０には走査線２２４及びデー
タ線２２６の間にマトリックス方式で連結された複数の画素３００が形成され、非画素領
域２３０の基板２１０には画素領域２２０の走査線２２４及びデータ線２２６から延びた
走査線２２４及びデータ線２２６、各画素３００の動作のための電源供給ライン（図示せ
ず）、そしてパッド２２８を通じて外部から提供された信号を処理して走査線２２４及び
データ線２２６に供給する走査駆動部２３４及びデータ駆動部２３６が形成される。この
とき、前記それぞれの画素３００は複数の薄膜トランジスタを含む画素回路と、画素回路
に連結された有機発光素子ＯＬＥＤとで構成される。
【００２８】
　また、図１Ｂを参照すれば、前記のように画素３００が形成された基板２１０上部には
画素領域２２０を封止させるための封止基板４００が配置され、封止材４１０により封止
基板４００が基板２１０に貼り合わされて表示パネル２００が完成する。
【００２９】
　このとき、基板２１０上に形成された複数の画素３００及び走査駆動部２３４、データ
駆動部２３６は、それぞれ複数の薄膜トランジスタを含んで構成される。このとき、前記
各薄膜トランジスタは行う役割によって互いに異なる特性を要求され得る。
【００３０】
　一例として、前記画素にはスイッチング素子としての役割をする薄膜トランジスタと、
駆動素子としての役割をする薄膜トランジスタが備えられる。ここで、スイッチング素子
としての薄膜トランジスタは向上したオン-オフ特性が要求され、駆動素子としての薄膜
トランジスタは高い信頼性を有する特性が要求される。
【００３１】
　しかしながら、従来の場合、前記薄膜トランジスタは同一の工程で同じ構造で形成され
るため、その特性に大きな差はない。
【００３２】
　本発明の実施形態では有機電界発光表示装置に備えられる薄膜トランジスタを酸化物薄
膜トランジスタで実現し、かつ下部ゲート構造の酸化物薄膜トランジスタと上部ゲート構
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造の酸化物薄膜トランジスタを同一の工程を通じて形成することによって、１つの工程で
互いに異なる特性を有する薄膜トランジスタを実現できるようにすることを特徴とする。
【００３３】
　図２は、図１に示した画素の一実施形態を示す回路図である。但し、図２に示す画素回
路は１つの実施形態であって、本発明に係る有機電界発光表示装置の画素回路がこれに限
定されるものではない。
【００３４】
　図２を参照すれば、画素回路は駆動薄膜トランジスタとしての第１薄膜トランジスタＭ
１、スイッチング薄膜トランジスタとしての第２薄膜トランジスタＭ２とキャパシタＣｓ
ｔを含んで構成される。
【００３５】
　このとき、第１薄膜トランジスタＭ１及び第２薄膜トランジスタＭ２は酸化物薄膜トラ
ンジスタで実現され、駆動素子としての第１薄膜トランジスタＭ１は上部ゲート構造で、
スイッチング素子としての第２薄膜トランジスタＭ２は下部ゲート構造で実現される。但
し、図２においては、前記第１、２薄膜トランジスタＭ１、Ｍ２がＮ型薄膜トランジスタ
と示されているが、本発明の実施形態が必ずしもこれに限定されるものではない。
【００３６】
　前記第１及び第２薄膜トランジスタＭ１、Ｍ２は、ソース、ドレイン及びゲート電極を
備える。ソースとドレインは物理的に同一であることから、第１及び第２電極と称するこ
とができ、キャパシタＣｓｔは第１端子と第２端子を備える。
【００３７】
　第１薄膜トランジスタＭ１は、第１電極は有機発光素子ＯＬＥＤのカソード電極に連結
され、第２電極は第２電源ＥＬＶＳＳに連結され、ゲートは第１ノードＮ１に連結される
。
【００３８】
　第２薄膜トランジスタＭ２は、第１電極はデータ線Ｄｍに連結され、第２電極は第１ノ
ードＮ１に連結され、ゲートは走査線Ｓｎに連結されて走査線Ｓｎを介して伝達される走
査信号により選択的にデータ線Ｄｍに流れるデータ信号を選択的に第１ノードＮ１に伝達
する。
【００３９】
　キャパシタＣｓｔは、第１端子は第２電源ＥＬＶＳＳに連結され、第２端子は第１ノー
ドＮ１に連結されて第１薄膜トランジスタＭ１のゲートとソース間の電圧を一定時間維持
する。これに対応する電流が前記有機発光素子ＯＬＥＤに流れるようになることによって
発光する。
【００４０】
　本発明は、前記第１薄膜トランジスタＭ１を酸化物半導体で形成するにおいて上部ゲー
ト構造で実現し、ゲート電極と酸化物半導体層との間に形成されたゲート絶縁膜が酸化シ
リコン膜（ＳｉＯ２）で形成されることで、信頼性を改善させて駆動素子として好ましい
特性を有するようにする。
【００４１】
　また、前記第２薄膜トランジスタＭ２を酸化物半導体で形成するにおいて下部ゲート構
造で実現し、ゲート電極と酸化物半導体層との間に形成されたゲート絶縁膜が窒化シリコ
ン膜（ＳｉＮｘ）で形成されることで、オン-オフ特性を改善させて駆動素子として好ま
しい特性を有するようにする。
【００４２】
　更に、前記第１及び第２薄膜トランジスタＭ１、Ｍ２が同一の工程を通じて形成される
ことによって、マスク工程を追加することなく、１つの工程で互いに異なる特性を有する
薄膜トランジスタを実現できるようにする。
【００４３】
　図３は、図２に示した第１薄膜トランジスタ及びこれに連結された有機発光素子ＯＬＥ
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Ｄと、第２薄膜トランジスタの断面図である。
【００４４】
　このとき、第１薄膜トランジスタＭ１は上部ゲート構造の酸化物薄膜トランジスタ、第
２薄膜トランジスタＭ２は下部ゲート構造の酸化物薄膜トランジスタをその例として説明
する。
【００４５】
　図３を参照すれば、基板１０上にバッファ層１１が形成され、前記バッファ層１１上に
それぞれ第１薄膜トランジスタＭ１のソース電極３０ａ及びドレイン電極３０ｂと、第２
薄膜トランジスタＭ２のゲート電極２０が形成される。
【００４６】
　その後、前記第１薄膜トランジスタＭ１のソース電極３０ａ及びドレイン電極３０ｂと
、第２薄膜トランジスタＭ２のゲート電極２０上に第１絶縁層１２が形成され、前記第１
薄膜トランジスタＭ１のソース／ドレイン電極３０ａ、３０ｂと重なる領域に形成された
第１絶縁層１２の一部はエッチング工程を通じて除去されてビアホール１２’が形成され
る。
【００４７】
　また、前記第１薄膜トランジスタＭ１のソース／ドレイン電極３０ａ、３０ｂと重なる
第１絶縁層１２及び第２薄膜トランジスタＭ２のゲート電極２０と重なる第１絶縁層１２
上にそれぞれ第１、２酸化物半導体層３２、２２が形成され、前記第１薄膜トランジスタ
Ｍ１のソース／ドレイン電極３０ａ、３０ｂは前記ビアホール１２’を介して前記第１酸
化物半導体層３２と電気的に接触する。
【００４８】
　即ち、前記第２薄膜トランジスタＭ２領域に形成された第１絶縁層１２は、第２薄膜ト
ランジスタＭ２のゲート絶縁層としての役割をする。
【００４９】
　このとき、前記第１絶縁層１２は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）で形成されることを特徴と
し、このように、下部ゲート構造で実現される第２薄膜トランジスタＭ２のゲート絶縁層
を窒化シリコンで形成することによって、前記第２薄膜トランジスタＭ２のオン-オフ特
性を向上させることができる。
【００５０】
　一般に、窒化シリコン膜は電気的に絶縁特性に優れており、Ｖｂｄが酸化シリコン膜（
ＳｉＯ２）より優れている。従って、前記窒化シリコン膜を下部ゲート構造で実現される
第２薄膜トランジスタＭ２のゲート絶縁層で形成する場合、オン-オフ特性が向上し得る
。これにより、前記第２薄膜トランジスタＭ２はスイッチング素子で実現されることが好
ましい。
【００５１】
　また、前記第１、２酸化物半導体層３２、２２は一例として酸化亜鉛（ＺｎＯ）を主成
分とし、ガリウム（Ｇａ）及びインジウム（Ｉｎ）がドーピングされたＧａＩｎＺｎＯ（
ＧＩＺＯ）層で形成されることができる。
【００５２】
　次に、前記第１、２酸化物半導体層３２、２２上に第２絶縁層１４が形成され、前記第
２薄膜トランジスタＭ２のソース／ドレイン電極２４ａ、２４ｂと重なる第２酸化物半導
体２２上に形成された第２絶縁層１４の一部はエッチング工程を通じて除去されてビアホ
ール１４’が形成される。
【００５３】
　その後、前記第１薄膜トランジスタＭ１の第１酸化物半導体層３２と重なる第２絶縁層
１４上にゲート電極３４が形成され、前記ビアホール１４’を通じて前記第２酸化物半導
体層２２と接触するように前記第２薄膜トランジスタＭ２の第２絶縁層上にソース電極２
４ａ及びドレイン電極２４ｂが形成される。
【００５４】
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　即ち、前記第１薄膜トランジスタＭ１領域に形成された第２絶縁層１４は、第１薄膜ト
ランジスタＭ１のゲート絶縁層としての役割をする。
【００５５】
　このとき、前記第２絶縁層１４は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）で形成されることを特徴
とし、このように、上部ゲート構造で実現される第１薄膜トランジスタＭ１のゲート絶縁
層が酸化シリコンで形成されることによって、前記第１薄膜トランジスタＭ１の信頼性特
性を向上させることができる。
【００５６】
　一般に、酸化シリコン膜は窒化シリコン膜に比べて水素含有量が少ないため、酸化シリ
コン膜をゲート絶縁層として用いる場合、信頼性特性が改善される。従って、前記酸化シ
リコン膜を上部ゲート構造で実現される第１薄膜トランジスタＭ１のゲート絶縁層で形成
する場合、信頼性特性が向上し、これにより、前記第１薄膜トランジスタＭ１は駆動素子
で実現されることが好ましい。
【００５７】
　次に、前記第１薄膜トランジスタＭ１のゲート電極３４、第２薄膜トランジスタＭ２の
ソース／ドレイン電極２４ａ、２４ｂの上部には保護層１６が形成され、前記保護層１６
上には表面平坦化のために、平坦化膜１８が形成される。
【００５８】
　また、前記保護層１６及び平坦化膜１８と第１、２絶縁膜１２、１４には第１薄膜トラ
ンジスタＭ１のソース又はドレイン電極３０ａ又は３０ｂが露出するようにビアホール１
８’が形成され、ビアホール１８’を介して前記ソース又はドレイン電極３０ａ又は３０
ｂと連結される有機発光素子の第１電極３１７が平坦化膜１８上に形成される。
【００５９】
　このとき、前記第１電極３１７の一部領域（発光領域）が露出するように平坦化膜１８
上に画素定義膜３１８が形成され、露出した第１電極３１７上に有機薄膜層３１９が形成
され、有機薄膜層３１９を含む画素定義膜３１８上に第２電極３２０が形成される。
【００６０】
　図４Ａ～図４Ｄは、図３に示した第１薄膜トランジスタ及びこれに連結された有機発光
素子ＯＬＥＤと、第２薄膜トランジスタの製造工程を説明する工程断面図である。
【００６１】
　まず、図４Ａを参照すれば、基板１０上にバッファ層１１が形成され、前記バッファ層
１１上にそれぞれ第１薄膜トランジスタＭ１のソース電極３０ａ及びドレイン電極３０ｂ
と、第２薄膜トランジスタＭ２のゲート電極２０が形成される。
【００６２】
　その後、図４Ｂに示すように、前記第１薄膜トランジスタＭ１のソース電極３０ａ及び
ドレイン電極３０ｂと、第２薄膜トランジスタＭ２のゲート電極２０上に第１絶縁層１２
が形成され、前記第１薄膜トランジスタＭ１のソース／ドレイン電極３０ａ、３０ｂと重
なる領域に形成された第１絶縁層１２の一部はエッチング工程を通じて除去されてビアホ
ール１２’が形成される。
【００６３】
　また、前記第１薄膜トランジスタＭ１のソース／ドレイン電極３０ａ、３０ｂと重なる
第１絶縁層１２及び第２薄膜トランジスタＭ２のゲート電極２０と重なる第１絶縁層１２
上にそれぞれ第１、２酸化物半導体層３２、２２が形成され、前記第１薄膜トランジスタ
Ｍ１のソース／ドレイン電極３０ａ、３０ｂは前記ビアホール１２’を介して前記第１酸
化物半導体層３２と電気的に接触する。
【００６４】
　即ち、前記第２薄膜トランジスタＭ２領域に形成された第１絶縁層１２は、第２薄膜ト
ランジスタＭ２のゲート絶縁層としての役割をする。
【００６５】
　このとき、前記第１絶縁層１２は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）で形成されることを特徴と
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する。このように、下部ゲート構造で実現される第２薄膜トランジスタＭ２のゲート絶縁
層が窒化シリコンで形成されることによって、前記第２薄膜トランジスタＭ２のオン-オ
フ特性を向上させることができる。
【００６６】
　一般に、窒化シリコン膜は電気的に絶縁特性に優れており、Ｖｂｄが酸化シリコン膜（
ＳｉＯ２）より優れている。従って、前記窒化シリコン膜を下部ゲート構造で実現される
第２薄膜トランジスタＭ２のゲート絶縁層で形成する場合、オン-オフ特性が向上し得る
。これにより、前記第２薄膜トランジスタＭ２はスイッチング素子で実現されることが好
ましい。
【００６７】
　また、前記第１、２酸化物半導体層３２、２２は、一例として酸化亜鉛（ＺｎＯ）を主
成分とし、ガリウム（Ｇａ）及びインジウム（Ｉｎ）がドーピングされたＧａＩｎＺｎＯ
（ＧＩＺＯ）層で形成され得る。
【００６８】
　次に、図４Ｃを参照すれば、前記第１、２酸化物半導体層３２、２２上に第２絶縁層１
４が形成され、前記第２薄膜トランジスタＭ２のソース／ドレイン電極２４ａ、２４ｂと
重なる第２酸化物半導体２２上に形成された第２絶縁層１４の一部は、エッチング工程を
通じて除去されてビアホール１４’が形成される。
【００６９】
　その後、前記第１薄膜トランジスタＭ１の第１酸化物半導体層３２と重なる第２絶縁層
１４上にゲート電極３４が形成され、前記ビアホール１４’を介して前記第２酸化物半導
体層２２と接触するように前記第２薄膜トランジスタＭ２の第２絶縁層１４上にソース電
極２４ａ及びドレイン電極２４ｂが形成される。
【００７０】
　即ち、前記第１薄膜トランジスタＭ１領域に形成された第２絶縁層１４は、第１薄膜ト
ランジスタＭ１のゲート絶縁層としての役割をする。
【００７１】
　このとき、前記第２絶縁層１４は、酸化シリコン（ＳｉＯ２）で形成されることを特徴
とする。このように、上部ゲート構造で実現される第１薄膜トランジスタＭ１のゲート絶
縁層が酸化シリコンで形成されることによって、前記第１薄膜トランジスタＭ１の信頼性
特性を向上させることができる。
【００７２】
　一般に、酸化シリコン膜は窒化シリコン膜に比べて水素含有量が少ないため、酸化シリ
コン膜をゲート絶縁層として用いる場合、信頼性特性が改善される。従って、前記酸化シ
リコン膜を上部ゲート構造で実現される第１薄膜トランジスタＭ１のゲート絶縁層で形成
する場合、信頼性特性が向上し、これにより、前記第１薄膜トランジスタＭ１は駆動素子
で実現されることが好ましい。
【００７３】
　次に、図４Ｄを参照すれば、前記第１薄膜トランジスタＭ１のゲート電極３４、第２薄
膜トランジスタＭ２のソース／ドレイン電極２４ａ、２４ｂの上部には保護層１６が形成
され、前記保護層１６上には表面平坦化のために平坦化膜１８が形成される。
【００７４】
　また、前記保護層１６及び平坦化膜１８と第１、２絶縁膜１２、１４には第１薄膜トラ
ンジスタＭ１のソース又はドレイン電極３０ａ又は３０ｂが露出するようにビアホール１
８’が形成され、ビアホール１８’を介して前記ソース又はドレイン電極３０ａ又は３０
ｂと連結される有機発光素子の第１電極３１７が形成される。
【００７５】
　このとき、前記第１電極３１７の一部領域（発光領域）が露出するように平坦化膜１８
上に画素定義膜３１８が形成され、露出した第１電極３１７上に有機薄膜層３１９が形成
され、有機薄膜層３１９を含む画素定義膜３１８上に第２電極３２０が形成される。
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【００７６】
　即ち、本発明の実施形態による場合、前記第１薄膜トランジスタＭ１を酸化物半導体で
形成するにおいて上部ゲート構造で実現し、ゲート電極３４と酸化物半導体層３２との間
に形成されたゲート絶縁膜１４が酸化シリコン膜（ＳｉＯ２）で形成されることによって
、信頼性を改善させて駆動素子として好ましい特性を有するようにする。そして、前記第
２薄膜トランジスタＭ２を酸化物半導体で形成するにおいて下部ゲート構造で実現し、ゲ
ート電極２０と酸化物半導体層２２との間に形成されたゲート絶縁膜１２が窒化シリコン
膜（ＳｉＮｘ）で形成されることによって、オン-オフ特性を改善させて駆動素子として
好ましい特性を有するようにする。
【００７７】
　また、前記第１及び第２薄膜トランジスタＭ１、Ｍ２が同一の工程を通じて形成される
ことによって、マスク工程を追加することなく、１つの工程で互いに異なる特性を有する
薄膜トランジスタを実現できるようにすることを特徴とする。
【００７８】
　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。
【符号の説明】
【００７９】
　２００　　表示パネル
　２１０　　基板
　２２０　　画素領域
　２２４　　走査線
　２２６　　データ線
　２２８　　パッド
　２３０　　非画素領域
　２３４　　走査駆動部
　２３６　　データ駆動部
　３００　　画素
　４００　　封止基板
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