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それらの製造方法の提案を目的とする。 所定の材料からな り、活性層 4 1 となる半導体 と、所定の材料と同じ組
成の材料からな り、ソース電極 5 1 、 ドレイン電極 5 3 及び画素電極 5 5 の少な とも一つとなる導電休とを備え
た薄膜 トランジスタ の製造方法であって、非晶質の所定の材料からなる被処理体及び導電休 ソース電極 5 1
ソース配線 5 2 、 ドレイン電極 5 3 、 ドレイン配線 5 4 及び画素電極 5 5 ) を一括成膜 し、さ らに一括形成するエ
程と、形成された被処理体を結晶化 させて活性層 4 1 とするエ程とを有する方法としてある。



明 細 苫

半導体デバイス及び薄膜トランジスタ、並びに、それらの製造方法

技術分野

０００1 本発明は、半導体デバイス及び薄膜トランジスタ、並びに、それらの製造方法に関

する。特に、所定の材料からなる酸化物半導体と、この酸化物半導体とともに形成さ

れ、前記所定の材料と同じ組成の材料からなる導電体とを備えることにより、製造工

程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる、半導体デバイス及び薄膜ト

ランジスタ、並びに、それらの製造方法に関する。さらに、特に、所定の材料からなる

導電体を備えた半導体デバイスであって、前記所定の材料にブラズマ処理を行ぅこと

によって半導体ィヒされた半導体を備えることにより、製造工程を削減して製造原価の

コストダウンを図ることができる、半導体デバイス及び薄膜トランジスタ、並びに、それ

らの製造方法に関する。

背景技術

０００2 C (液品表示装置) や有機 ( ec o esce ce)表示装置などのアク

ティブマトリックス型の画像表示装置は、表示性能、省工ネルギー等の理由から広く

利用されている。特に、携帯電話やP (個人向け携帯情報端末 ) 、パソコンやラッ

プトップパソコン、テレビ等の表示装置として、ほぼ主流を占めるに至っている。これ

らの表示装置には、一般に、 (電界効果型薄膜トランジスタ) 某板が用いられて

いる。

０００3 例えば、液品表示装置は、 某板と対向某板との間に液品などの表示材料を充

填し、この表示材料に対して画素ごとに選択的に電圧を印加するよぅに構成されてい

る。ここで、 某板とは、非品質シリコン薄膜や多結品シリコン薄膜などの半導体

薄膜 (半導体膜とも呼ばれる) を活性屑に用いる が配置されている某板をいぅ。

上記画像表示装置は、 のアクティブマトリクス回路により駆動される。一般に、

某板は、アレイ状に が配置されているので、「 アレイ某板」とも呼ばれる

０００4 く 某板の従来の製造方法ノ



。
さて、この 某板の製造法としては、通常、5枚のマスクを使用する5枚マスクフ

ロセスや、ハーフトーン露光技術を利用してマスクを4枚に減らした4枚マスクプロセ

ス等が知られている。

ところで、このような 某板の製造法は、5枚ないし4枚のマスクを使用することか

ら、その製造プロセスは工程数が多くなりがちである。たとえば、4枚マスクプロセスの

場合でも3 5ステップ ( 程 ) 、5枚マスクプロセスの場合では、4０ステップ ( 程 )を超

える工程が必要であることが知られている。このように工程数が多くなると、製造歩留

りが低下する恐れがある。また、工程数が多いと、工程が複雑となりがちであり、製造

コストが増大する恐れもある。

０００5 (5枚のマスクを用いた製造方法)

図4 は、従来例にかかる 某板の製造方法を説明するための概略図であり、(a

) はゲート電極が形成された断面図を、(b)はエッチストッパ一が形成された断面図を

(c) はソース電極及びドレイン電極が形成された断面図を、(d) は屑間絶縁膜が形

成された断面図を、(e) は透明電極が形成された断面図を示している。

図4 (a) において、ガラス基板2 ０上に、第一のマスク (図示せず)を用いて、ゲー

ト電極2 2が形成されている。すなわち、まず、ガラス基板2 ０上に、スパッタリング

によって金属 (たとえば、 1(アルミニウム) などの)を堆積させ、その後、第一のマスク

を用いてホトリソグラフィー法によりレ、ジストを形成し、所望形状にエッチングすること

によってゲート電極2 2を形成し、レ、ジストをアッシングする。

０００6 次に、図4 (b) に示すように、ガラス基板2 ０及びゲート電極2 2上に、S 膜 (空

ィヒシリコン膜 ) となるゲート絶縁膜2 3，及び， : ( )膜2 4を順に積層する。

続いて、チヤンネル保護屑であるS 膜 (空ィヒシリコン膜 )を堆積させ、さらに、第二

のマスク (図示せず)を用いてホトリソグラフィー法によりレ、ジストを形成し、C ガスを

用いてS 膜を所望の形状にドライエッチングし、エッチストッパー2 5を形成し、レ

ジストをアッシングする。

０００7 次に、図4 (c) に示すように、 : ( )膜2 4及びエッチストッパー2 5上に、

: ( )膜2 6を堆積させ、さらに、その上にC 二屑膜を真空蒸着、ある

いは、スパッタリング法を用いて堆積させる。続いて、第三のマスク (図示せず)を用い



てホトリソグラフィー法によりレジストを形成し、C クロム) 二屑膜をエッチングし

、所望の形状のソース電極2 7a及びドレイン電極2 7bを形成する。このエッチング

は、 に対しては、 O COO を用いたホトエッチングによって
3 4 3 3

行われ、また、C に対しては、硝酸第二セリウムアンモニウム水溶液を用いたホトエッ

チングによって行われる。さらに、 : 膜 (2 6及び2 4) に対して、C ガス

を用いたドライエッチングとヒドラジン水溶液 ( )を用いたウェットエッチ
2 2 2

ングを併用してエッチングし、所望の形状の巳 ( )膜2 6及び 巳 (

膜2 4を形成し、レジストをアッシングする。

０００8 次に、図4 (d) に示すように、透明電極2 9を形成する前に、ゲート絶縁膜2 3

エッチストッパー2 5，ソース電極2 7a及びドレイン電極2 7b上に、屑間絶縁膜2

8を堆積させる。続いて、第四のマスク (図示せず)を用いてホトリソグラフィー法により

レジストを形成し、屑間絶縁膜2 8をエッチングし、ソース電極2 7aと次に述べる透

明電極2 9とを電気的に接続するための開口部2 8aを形成し、レジストをアッシング

する。

０００9 次に、図4 (e) に示すように、ソース電極2 7a及びドレイン電極2 7bのパターン

が形成された領城の屑間絶縁膜2 8上に、酸ィヒイン、ジウムと酸ィヒ亜鉛を主成分とす

る非品質透明導電膜をスパッタリング法で堆積させる。続いて、第五のマスク (図示せ

ず)を用いてホトリソグラフィー法によりレジストを形成し、非品質透明導電膜を催酸4

重呈 。の水溶液をエッチヤントとして用いてホトエッチングを行い、ソース電極2 7aと

電気的に接続するような形状にパターニングし、レジストをアッシングする。これによっ
て、透明電極2 9が形成される。

このように、本従来例による 某板の製造方法によれば、5枚のマスクが必要で

ある。

００1０ (3枚のマスクを用いた製造方法)

上記従来の技術を改良する技術として、マスクの数を(例えば、5枚から3枚に)減ら

し、より製造工程を削減した方法で 某板を製造する技術が種々提案されている

。たとえば、下記特許文献 ～7には、3枚のマスクを用いた 墓板の製造方法が

記載されている。



００11 また、特許文献8～4には、半導体屑として、 z 、及びS のいずれかを含む

非品質酸化物を用いた技術が開示されている。

特許文献1:特開2００4 7685号公報

特許文献2 :特開2００4 9655号公報

特許文献3 :特開2００5 ０ 7669号公報

特許文献4 :特開2００5 ０ 9664号公報

特許文献5 :特開2００5 ０49667号公報

特許文献6 :特開2００5 ０688 号公報

特許文献7 :特開2００5 ０89 2号公報

特許文献8 :特開2００6 65527 号公報

特許文献9 :特開2００6 65528 号公報

特許文献1０:特開2００6 6552 9号公報

特許文献11:特開2００6 6553０号公報

特許文献 12 :特開2００6 6553 号公報

特許文献 13 :特開2００6 65532 号公報

特許文献 14 :特開2００6 7358０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００12 しかしながら、従来の半導体デバイス (薄膜トランジスタなどを含む)では、半導体と

導電体の材料の組成が典なっていることは当然と考えられていた。このため、半導体

と導電体の材料の共用化を図り、管理コストを低減することについては、想定すらさ

れていなかった。また、半導体屑と導電体屑を別々に成膜することは当然と考えられ

ていた。このため、半導体屑と導電体屑をともに成膜 (一括成膜 )し、ともにェッチング

(一括形成)することにょって、生産性を向上させることについては、すなわち、製造

工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることについては、想定すらされていな

かった。

また、上記特許文献 ～7に記載された3枚のマスクを用いた 某板の製造方法

は、ゲート絶縁膜の陽極酸化工程が付加されているなど、非常に煩雑な製造プロセ



スであり、実用に供することが困難な技術であるといった問題があった。

さらに、上記特許文献8～4に記載された非品質酸化物からなる半導体の技術で

は、上記のよぅに生産性を向上させることはできない。

００13 本発明は、係る課題に鑑みなされたものであり、半導体と導電体の材料の共用化を

図ることによって、管理コストを低減し、さらに、半導体と導電体の一括成膜や一括形

成により、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることの可能な半導体デ

バイス及び薄膜トランジスタ、並びに、それらの製造方法の提案を目的とする。

課題を解決するための手段

００14 上記 目的を達成するために、本発明の半導体デバイスは、所定の材料からなる半

導体を備えた半導体デバイスであって、前記所定の材料と同じ組成の材料からなる

導電体を備えた構成としてある。

このよぅにすると、材料の共用化を図ることができ、管理コストを低減することができ

る。

なお、半導体デバイスとは、半導体素子、半導体部品。、半導体装置、集積回路など

をいぅ。

００15 また、好ましくは、前記半導体が、結品質の前記所定の材料からなり、かつ、前記

導電体が、非品質の前記所定の材料からなるとよい。

このよぅにすると、結品質の所定の材料が半導体特性を有し、非品質の所定の材料

が導電性を有することができる。また、半導体が結品質であるので、安定して作動す

ることができる。

００16 また、好ましくは、前記所定の材料が、酸ィヒインジウムを主成分とするとよい。

さらに好ましくは、前記所定の材料が、正二価の金属酸化物及び 又は正三価の

金属酸化物を含有しているとよい。

このよぅにすると、所定の材料の状態、例えば、非品質であるか結品質であるかによ

って、導電体として機能したり、あるレ ま、半導体として機能したりすることができる。

００17 上記 目的を達成するために、本発明の半導体デバイスの製造方法は、所定の材料

からなる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなる導電体を備えた半導

体デバイスの製造方法であって、結品質の前記半導体を形成し、この後工程にて、



非品質の前記導電体を形成する工程、又は、非品質の前記導電体を形成し、この後

工程にて、結品質の前記半導体を形成する工程を有する方法としてある。

このよぅにすると、材料の共用化を図ることができ、管理コストを低減することができ

る。

００18 上記 目的を達成するために、本発明の半導体デバイスの製造方法は、所定の材料

からなる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなる導電体を備えた半導

体デバイスの製造方法であって、非品質の前記所定の材料からなる被処理体及び

前記導電体を一括成膜し、さらに一括形成する工程と、形成された前記被処理体を

結品化させて前記半導体とする工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、半導体屑と導電体屑をともに成膜 (一括成膜 ) し、ともにェッチン

グ (一括形成)することによって、生産性を向上させることができる。すなわち、製造工

程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

００19 また、好ましくは、前記半導体と前記導電体を接続する金属屑を形成する工程を有

このよぅにすると、半導体と導電体を確実に電気的に接続させることができる。

００2０ また、好ましくは、前記所定の材料が、酸ィヒインジウムを主成分とするとよい。

さらに好ましくは、前記所定の材料が、正二価の金属酸化物及び 又は正三価の

金属酸化物を含有しているとよい。

このよぅにすると、所定の材料の状態、例えば、非品質であるか結品質であるかによ

って、導電体として機能したり、あるレ ま、半導体として機能したりすることができる。

００2 1 上記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタは、ゲート電極、ゲート絶縁

膜、活性屑、ソース電極、ドレイン電極、及び、画素電極を備えた薄膜トランジスタで

あって、所定の材料からなり、前記活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組

成の材料からなり、前記ツ一ス電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとな

る導電体とを備えた構成としてある。

このよぅにすると、材料の共用化を図ることができ、管理コストを低減することができ

る０

００22 また、好ましくは、前記半導体が、結品質の前記所定の材料からなり、かつ、前記



導電体が、非品質の前記所定の材料からなるとよい。

このよぅにすると、結品質の所定の材料が半導体特性を有し、非品質の所定の材料

が導電性を有することができる。また、半導体が結品質であるので、安定して作動す

ることができる。

００23 また、好ましくは、前記所定の材料が、酸ィヒインジウムを主成分とするとよい。

さらに好ましくは、前記所定の材料が、正二価の金属酸化物及び 又は正三価の

金属酸化物を含有しているとよい。

このよぅにすると、所定の材料の状態、例えば、非品質であるか結品質であるかによ

って、導電体として機能したり、あるレ ま、半導体として機能したりすることができる。

００24 上記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、所定の材

料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなり、ソー

ス電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとなる導電体とを備えた薄膜トラ

ンジスタの製造方法であって、結品質の前記半導体を形成し、この後工程にて、非

品質の前記導電体を形成する工程、又は、非品質の前記導電体を形成し、この後工

程にて、結品質の前記半導体を形成する工程を有する方法としてある。

このよぅにすると、材料の共用化を図ることができ、管理コストを低減することができ

る。また、様々な薄膜トランジスタに本発明を適用することができる。

００25 上記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、所定の材

料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなり、ソー

ス電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとなる導電体とを備えた薄膜トラ

ンジスタの製造方法であって、非品質の前記所定の材料からなる被処理体及び前記

導電体を一括成膜し、さらに一括形成する工程と、形成された前記被処理体を結品

ィヒさせて前記半導体とする工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、半導体屑と導電体屑の一括成膜及び一括形成によって、生産性

を向上させることができる。すなわち、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを

図ることができる。また、様々な薄膜トランジスタに本発明を適用することができる。

００26 上記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、所定の材

料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなり、ソ一



ス電極、ドレイン電極及び画素電極となる導電体とを備えた薄膜トランジスタの製造

方法であって、某板の上方に、ゲート電極を形成する工程と、前記某板及びゲート電

極の上方に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜の上方に、結品質

の前記半導体を形成し、この後工程にて、非品質の前記導電体を形成する工程、又

は、非品質の前記導電体を形成し、この後工程にて、結品質の前記半導体を形成す

る工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、ボトムゲート型の薄膜トランジスタの製造方法において、材料の共

用化を図ることができ、管理コストを低減することができる。また、ソース電極、ドレイン

電極及び画素電極の一括成膜及び一括形成により、製造工程を削減して製造原価

のコストダウンを図ることができる。

００27 上記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、所定の材

料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなり、ソー

ス電極、ドレイン電極及び画素電極となる導電体とを備えた薄膜トランジスタの製造

方法であって、某板の上方に、ゲート電極を形成する工程と、前記某板及びゲート電

極の上方に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜の上方に、非品質

の前記所定の材料からなり、前記活性屑となる被処理体、及び、前記導電体を一括

成膜し、さらに一括形成する工程と、形成された前記被処理体を結品ィヒさせて前記

半導体とする工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、ボトムゲート型の薄膜トランジスタの製造方法において、半導体と

導電体の一括成膜及び一括形成によって、生産性を向上させることができる。すなわ

ち、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

００28 上記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、所定の材

料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなり、ソー

ス電極、ドレイン電極及び画素電極となる導電体とを備えた薄膜トランジスタの製造

方法であって、某板の上方に、結品質の前記半導体を形成し、この後工程にて、非

品質の前記導電体を形成する工程、又は、非品質の前記導電体を形成し、この後工

程にて、結品質の前記半導体を形成する工程と、前記某板、半導体及び導電体の

上方に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、前記半導体の上方の、前記ゲート絶縁膜



の上方にゲート電極を形成する工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、トップゲート型の薄膜トランジスタの製造方法において、材料の共

用化を図ることができ、管理コストを低減することができる。また、ソース電極、ドレイン

電極及び画素電極の一括成膜及び一括形成により、製造工程を削減して製造原価

のコストダウンを図ることができる。

００29 上記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、所定の材

料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなり、ソー

ス電極、ドレイン電極及び画素電極となる導電体とを備えた薄膜トランジスタの製造

方法であって、某板の上方に、非品質の前記所定の材料からなり、前記活性屑とな

る被処理体、及び、前記導電体を一括成膜し、さらに一括形成する工程と、形成され

た前記被処理体を結品ィヒさせて前記半導体とする工程と、前記某板、半導体及び導

電体の上方に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、前記半導体の上方の、前記ゲート

絶縁膜の上方にゲート電極を形成する工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、トップゲート型の薄膜トランジスタの製造方法において、半導体屑

と導電体屑の一括成膜及び一括形成することによって、生産性を向上させることがで

きる。すなわち、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

００3０ また、好ましくは、前記半導体と前記導電体を接続する金属屑を形成する工程を有

このよぅにすると、半導体と導電体を確実に電気的に接続させることができる。

００3 1 また、好ましくは、保護屑を形成する工程を有するとよい。

このよぅにすると、液品表示装置などに用いられる薄膜トランジスタとすることができ

る。

００32 また、好ましくは、前記所定の材料が、酸ィヒインジウムを主成分とするとよい。

さらに好ましくは、前記所定の材料が、正二価の金属酸化物及び 又は正三価の

金属酸化物を含有しているとよい。

このよぅにすると、所定の材料の状態、例えば、非品質であるか結品質であるかによ

って、導電体として機能したり、あるレ ま、半導体として機能したりすることができる。

００33 上記 目的を達成するために、本発明の半導体デバイスは、所定の材料からなる導



電体を備えた半導体デバイスであって、前記所定の材料にプラズマ処理を行ぅことに

よって半導体ィヒされた半導体を備えた構成としてある。

このよぅにすると、材料の共用化を図ることができ、管理コストを低減することができ

る。また、半導体は、所定の材料からなる導電体の一部にプラズマ処理を行ぅことによ

り得られる半導体でもよく、また、導電体とは別に形成された所定の材料からなる薄

膜にプラズマ処理を行ぅことにより得られる半導体でもよい。

なお、半導体デバイスとは、半導体素子、半導体部品。、半導体装置、集積回路など

をいぅ。

００34 また、好ましくは、前記所定の材料が、非品質金属酸化物であるとよい。

非品質金属酸化物は、酸素欠損によりキヤリアを発生している。したがって、ブラズ

マ処理により酸素欠損を制御することによって、キヤリア濃度を容易に制御することが

できる。すなわち、所定の材料を用いた薄膜の性質を自在に制御でき、例えば、所

定の材料を用いて導電体と半導体を設けることができたり、あるレ ま、導電体の導電

性や半導体の特性などを容易に設定することができる。

００35 また、好ましくは、前記非品質金属酸化物が、酸ィヒインジウム、酸化亜鉛及び酸化

錫のぅち少なくとも一つを含有するとよい。このよぅにすると、安定した導電性と安定し

た半導体特性を両立できる。

さらに好ましくは、前記非品質金属酸化物が、正二価の金属酸化物、正三価の金

属酸化物及び正四価の金属酸化物のぅち少なくとも一つを含有しているとよい。この

よぅにすると、効果的に薄膜トランジスタの特性を安定化することができる。

００36 上記 目的を達成するために、本発明の半導体デバイスの製造方法は、所定の材料

からなる導電体と、前記所定の材料を某材とした半導体を備えた半導体デバイスの

製造方法であって、前記所定の材料をプラズマ処理により半導体化し、前記半導体

とする工程を有する方法としてある。

このよぅにすると、材料の共用化を図ることができ、管理コストを低減することができ

る。

００37 上記 目的を達成するために、本発明の半導体デバイスの製造方法は、所定の材料

からなる導電体と、前記所定の材料を某材とした半導体を備えた半導体デバイスの



製造方法であって、前記所定の材料を成膜し、被処理体及び前記導電体を形成す
る工程と、前記被処理体をブラズマ処理により半導体化し、前記半導体とする工程と

を有する方法としてある。

このよぅにすると、半導体となる被処理体と導電体をともに成膜 (一括成膜 ) し、被処

理体と導電体をともにェッチング (一括形成)することによって、生産性を向上させるこ

とができる。すなわち、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができ

る。

００38 上記 目的を達成するために、本発明の半導体デバイスの製造方法は、所定の材料

からなる導電体と、前記所定の材料を某材とした半導体を備えた半導体デバイスの

製造方法であって、前記所定の材料を成膜する工程と、成膜された前記所定の材料

の一部をブラズマ処理により半導体化する工程と、成膜された前記所定の材料をェ
ッチングして、前記導電体及び半導体を形成する工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、半導体となる被処理体と導電体をともに成膜 (一括成膜 ) し、半導

体と導電体をともにェッチング (一括形成)することによって、生産性を向上させること

ができる。すなわち、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる

００39 また、好ましくは、前記ブラズマ処理により半導体ィヒする際、前記導電体とする領城

を覆い、かつ、半導体ィヒさせる領城にブラズマを接触させるための開口部を有する

遮蔽屑を用いるとよい。

このよぅにすると、半導体の形状や配置などを任意に形成することができる。

なお、開口部の形状、数呈、配置などは特に限定されるものではない。

００4０ 上記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタは、ゲート電極、ゲート絶縁

膜、活性屑、ソース電極、ドレイン電極、及び、画素電極を備えた薄膜トランジスタで

あって、所定の材料からなり、前記ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくと

も一つとなる導電体と、前記所定の材料にブラズマ処理を行ぅことによって半導体化

された前記活性屑とを備えた構成としてある。

このよぅにすると、材料の共用化を図ることができ、管理コストを低減することができ

る。



００4 1 記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、所定の材

料からなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとなる導電体と

、前記所定の材料を某材とし、活性屑となる半導体とを備えた薄膜トランジスタの製

造方法であって、前記所定の材料をブラズマ処理により半導体化し、前記半導体と

する工程を有する方法としてある。

このよぅにすると、材料の共用化を図ることができ、管理コストを低減することができ

る。

００42 記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、所定の材

料からなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとなる導電体と

、前記所定の材料を某材とし、活性屑となる半導体とを備えた薄膜トランジスタの製

造方法であって、前記所定の材料を成膜し、被処理体及び前記導電体を形成する

工程と、前記被処理体をブラズマ処理により半導体化し、前記半導体とする工程とを

有する方法としてある。

このよぅにすると、半導体となる被処理体と導電体をともに成膜 (一括成膜 ) し、被処

理体と導電体をともにェッチング (一括形成)することによって、生産性を向上させるこ

とができる。すなわち、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができ

る。

００43 記 目的を達成するために、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、所定の材

料からなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとなる導電体と

、前記所定の材料を某材とし、活性屑となる半導体とを備えた薄膜トランジスタの製

造方法であって、前記所定の材料を成膜する工程と、成膜された前記所定の材料の

一部をブラズマ処理により半導体化する工程と、成膜された前記所定の材料をェッ

チングして、前記導電体及び半導体を形成する工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、半導体となる被処理体と導電体をともに成膜 (一括成膜 ) し、半導

体と導電体をともにェッチング (一括形成)することによって、生産性を向上させること

ができる。すなわち、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる

００44 また、好ましくは、保護屑を形成する工程を有するとよい。



このようにすると、液品表示装置などに用いられる薄膜トラン、ジスタとすることができ

る。

図面の簡単な説明

図 図 は、本発明の第一実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明する

ための概略フローチヤート図を示している。

図2 図2は、本発明の第一実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明する

ための要部の概略図であり、(a)はゲート電極及びゲート配線の形成された平面図を

示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)はゲート絶縁膜、活性屑、ソース配線

、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極の形成された平面図を示し

ており、(d)は(c)の断面図を示している。

図3 図3は、本発明の第一実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明する

ための要部の概略図であり、(a)は保護屑の形成された平面図を示しており、(b)は(a)

の断面図を示している。

図4 図4は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明する

ための概略フローチヤート図を示している。

図5 図5は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明する

ための要部の概略図であり、(a)はゲート電極、ゲート配線、ゲート絶縁膜、活性屑、

ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極の形成された平

面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)は保護屑の形成された平面図

を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図6 図6は、ゲート長さ及びゲート幅を説明するための概略拡大図であり、(a)は平面

図を示しており、(b)は(a)の断面図を示している。

図7 図7は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第一応用

例を説明するための概略フローチヤート図を示している。

図8 図8は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第一応用

例を説明するための要部の概略図であり、(a)はゲート電極、ゲート配線、ゲート絶縁

膜、活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極及び金

属屑の形成された平面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)は保護屑



の形成された平面図を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図9 図9は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法の第二応用

例を説明するための概略フローチヤート図を示している。

図1０図 ０は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法の第二応

用例を説明するための要部の概略図であり、(a)はゲート電極、ゲート配線、ゲート絶

縁膜、金属屑及び開口部の形成された平面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示

しており、(c)はソース電極、ソース配線、活性屑、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電

極及びゲート配線パッドの形成された平面図を示しており、(d)は(c)の断面図を示し

ている。

図11 図 は、本発明の第三実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明す

るための概略フローチヤート図を示している。

図12 図 2は、本発明の第三実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a)は活性屑の形成された平面図を示しており、(b)は(

a)の断面図を示しており、(c)はソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線

及び画素電極の形成された平面図を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図13 図 3は、本発明の第三実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a)はゲート絶縁膜、ゲート電極及びゲート配線の形

成された平面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)は保護屑の形成さ

れた平面図を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図14 図 4は、本発明の第四実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明す

るための概略フローチヤート図を示している。

図15 図 5は、本発明の第四実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a)は活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、

ドレイン配線及び画素電極の形成された平面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示

しており、(c)はゲート絶縁膜、ゲート電極、ゲート配線及び保護屑の形成された平面

図を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図16 図 6は、本発明の第四実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法の第三応

用例を説明するための概略フローチヤート図を示している。



図17 図 7は、本発明の第四実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第三応

用例を説明するための要部の概略図であり、(a)はゲート電極、ゲート配線、ゲート絶

縁膜、活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極及び

金属屑の形成された平面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)は保護

屑の形成された平面図を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図18 図 8は、本発明の第一実施形態にかかる半導体デバイスである、ショットキー

ダイオードの要部の概略断面図を示している。

図19 図 9は、本発明の第二実施形態にかかる半導体デバイスである、

ダイオードの要部の概略断面図を示している。

図2０図2０は、本発明の第三実施形態にかかる半導体デバイスである、

ダイオードの要部の概略断面図を示している。

図2 1 図2 は、本発明の第五実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明す

るための概略フローチヤート図を示している。

図22 図22は、本発明の第五実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a) はゲート電極及びゲート配線の形成された平面図

を示しており、(b)は (a) の断面図を示しており、(c) はゲート絶縁膜、活性屑、ソース

配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極の形成された平面図を

示しており、(d) は (c) の断面図を示している。

図23 図23は、本発明の第五実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a) は保護屑の形成された平面図を示しており、(b)

は (a) の断面図を示している。

図24 図24は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明す

るための概略フローチヤート図を示している。

図25 図25は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a) はゲート電極、ゲート配線、ゲート絶縁膜、活性屑

、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極の形成された平

面図を示しており、(b) ほ (a) の断面図を示しており、(c) ほ保護屑の形成された平面

図を示しており、(d)は (c) の断面図を示している。



図26 図26は、ゲート長さ及びゲート幅を説明するための概略拡大図であり、(a) は

平面図を示しており、(b) ほ (a) の断面図を示している。

図27 図27は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第四応

用例を説明するための概略フローチヤート図を示している。

図28 図28は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第四応

用例を説明するための要部の概略図であり、(a) はゲート電極、ゲート配線、ゲート絶

縁膜、活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極及び

金属屑の形成された平面図を示しており、(b)は (a) の断面図を示しており、(c) は保

護屑の形成された平面図を示しており、(d) は (c) の断面図を示している。

図29 図29は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第五応

用例を説明するための概略フローチヤート図を示している。

図3０図3０ほ、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第五応

用例を説明するための要部の概略図であり、(a) はゲート電極、ゲート配線、ゲート絶

縁膜、金属屑及び開口部の形成された平面図を示しており、(b)は (a) の断面図を

示しており、(c) はソース電極、ソース配線、活性層、ドレイン電極、ドレイン配線、画

索電極及びゲート配線パッドの形成された平面図を示しており、(d) は (c) の断面図

図3 1 図3 は、本発明の第七実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明す

るための概略フローチヤート図を示している。

図32 図32は、本発明の第七実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a) は活性屑の形成された平面図を示しており、(b)

ほ (a) の断面図を示しており、(c) ほソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン

配線及び画素電極の形成された平面図を示しており、(d) は (c) の断面図を示してい
る。

図33 図33は、本発明の第七実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a) はゲート絶縁膜、ゲート電極及びゲート配線の形

成された平面図を示しており、(b)は (a) の断面図を示しており、(c) は保護屑の形成

された平面図を示しており、(d) は (c) の断面図を示している。



図34 図34は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明す

るための概略フローチヤート図を示している。

図35 図3 5は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a) は活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極

、ドレイン配線及び画素電極の形成された平面図を示しており、(b)は (a) の断面図

を示しており、(c) はゲート絶縁膜、ゲート電極、ゲート配線及び保護屑の形成された

平面図を示しており、(d) ほ (c) の断面図を示している。

図36 図36は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第六応

用例を説明するための概略フローチヤート図を示している。

図37 図3 7は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第六応

用例を説明するための要部の概略図であり、(a) は活性屑、ソース配線、ソース電極

、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極及び金属屑の形成された平面図を示してお

り、(b) は (a) の断面図を示しており、(c) はゲート絶縁膜、ゲート電極、ゲート配線及

び保護屑の形成された平面図を示しており、(d) は (c) の断面図を示している。

図38 図38は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第七応

用例を説明するための概略フローチヤート図を示している。

図39 図39は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第七応

用例を説明するための要部の概略図であり、(a) は活性屑、ソース配線、ソース電極

、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極、金属屑、ゲート絶縁膜、ゲート電極及びゲ

ート配線の形成された平面図を示しており、(b)は (a) の断面図を示しており、(c) は

保護屑が形成され、金属屑の一部がエッチングされた平面図を示しており、(d) は (c

) の断面図を示している。

図4０図4０は、本発明の第四実施形態にかかる半導体デバイスである、ショットキー

ダイオードの要部の概略断面図を示している。

図4 1 従来例にかかる 某板の製造方法を説明するための概略図であり、(a) は

ゲート電極が形成された断面図を、(b)はエッチストッパ一が形成された断面図を、(

c) ほソース電極及びドレイン電極が形成された断面図を、(d) ほ屑間絶縁膜が形成

された断面図を、(e) は透明電極が形成された断面図を示している。



発明を実施するための最良の形態

００46 薄膜トランジスタの製造方法の第一実施形態」

図 は、本発明の第一実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するため

の概略フローチヤート図を示している。

また、図2は、本発明の第一実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、(a)はゲート電極及びゲート配線の形成された平面図

を示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)はゲート絶縁膜、活性屑、ソース配

線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極の形成された平面図を示

しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図 、図2 (a) 及び図2 (b) において、まず、透明なガラス某板 ００が用意され、こ

のガラス某板 ０ ０上に、第一のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法に

より、金属薄膜よりなる所望の形状のゲート電極 ０2 及びゲート配線 ０22を形成

なお、某板は、ガラス某板 ００に限定されるものではなく、薄膜トランジスタ ００

の用途に応じて様々な材料からなる某板を用いることができる。たとえば、可擁性を

有する樹脂製のフィルム某板などを用いてもよい。

００47 上記金属薄膜の材料として、 C o若しくは 、又は、それらの合金な

どを用いることができる。薄膜の厚さは、通常、5０～5００ であり、好ましくは ００～
０ である。この理由は、5 より薄いと、ゲート配線 ０22の抵抗が大きくなり

、信号遅延の問題が起こるおそれがあるからである。また、5００ より厚いと、その

段差が大きくなり、上部に形成される薄膜であるゲート絶縁膜 ０3０、ソース配線 ０5

2、ドレイン配線 ０54などの断線や線細りによって、不良発生のおそれがあるからで

ある。また、合金については、元となる金属の抵抗値を大きく変ィヒさせない、様々な

金属を添加してもよい。例えば、 合金としては、 d a o、Wなどの金属が

添加された合金が望ましい。なお、上記金属薄膜は、透明な薄膜である。

００48 次に、図 、図2 及び図2 (d) に示すように、ガラス某板 ００、ゲート電極 ０2

及びゲート配線 ０22上に、ゲート絶縁膜 ０3０としてのS 膜をC (ィヒ学気相

成長法) により形成する (ステップS ００2)。この膜の厚さは、通常、 ００～ ０ で



あり、好ましくは2 ００～ ０ である。また、一般的に、ゲート絶縁膜 ０3 ０の厚さは

、ゲート配線 ０2 2 の厚さより厚くする方が好ましい。このよぅに厚くすると、ゲート配線

０2 2 からその上部に位置するソース配線 ０5 2 やドレイン配線 ０5 4 へのリーク電流

を 、さくすることができる。

００4 9 続いて、ゲート電極 ０2 の上方のゲート絶縁膜 ０3 ０上に、活性屑 ０4 を形成

この活性屑 ０4 は、所定の材料からなり、結品質とすることによって半導体として

の特性を有する。なお、活性屑 ０4 の材料の組成などについては、後述する。

ここで、活性屑 ０4 は、スパッタ法などにより結品質の状態で成膜され、第二のマ

スク ( 図示せず) を用いたフォトリソグラフィー法により形成される。ただし、これに限定

されるものではなく、たとえば、非品質の状態で成膜し、その役に結品化してもよい。

００5 ０ なお、結品化する条件ほ、結品化方法や装置などにより典なるが、X 線回折装置で

結品ピークが出る条件で行ぅのが好ましい。

また、活性屑 ０4 における電子キヤリア濃度の下限値は、トランジスタの活性屑と

して適用できれば特に限定されるものではない。したがって、本発明においては、活

性屑 ０4 となる結品質酸化物の材料、組成比、製造条件、後処理条件などを制御

して、例えば、電子キヤリア濃度を、 8以上 未満とする。また、好

2ましくは 7以上 以下、さらに好ましくは、 6以上 ０ C

3 以下の範囲にするとよい。このよぅにすると、所定の大きさの電子移動度を有し、。
off比を十分に大きくすることができる。また、ノーマリーオフの薄膜トランジスタが

歩留まり良く得られる。

なお、本発明に係る結品質酸化物の電子キヤリア濃度は、室温で測定する場合の

値である。室温とは、例えば oCであり、具体的には約０～4 ０C程度の範囲から適

宜選択される温度である。

００5 1 また、薄膜トランジスタ の活性屑 ０4 ( 半導体薄膜 ) は、結品質を含む薄膜 (すな

わち、結品質酸化物 ) としてある。この結品質酸化物は、半導体薄膜の少なくとも一

部 企部を結品質とすることで、キヤリア濃度の低減や制御を容易とすることがで

き、さらに、トランジスタを構成した際に動作が安定化する。このため、トランジスタの



電気的特性、安定性、均一性、再現性、耐熱性及び耐久性などといった性能を向上

させることができる。

なお、薄膜に含ませる結品質は、単結品又は多結品 (ェピタキシャル膜を含む。)

のいずれであってもよいが、工業的に製造が容易で、大面積化が可能な多結品膜が

好ま 、。また、単結品は、製造プロセスや使用時における屈曲や衝撃でクラックが

発生するおそれがあるため、このことからも多結品が好ま 、。

また、本発明において、結品質酸化物とは、X線回折スペクトルにおいて、特定の

回折線を示す酸化物をいぅ。一方、非品質酸化物とは、ハローパターンが観測され、

特定の回折線を示さない酸化物をいぅ。

００52 また、好ましくは、本発明に係る半導体薄膜の伝導帯と価電子帯とのェネルギーバ

ンドギャップを約2・8e 以上とするとよく、このよぅにすることで、可視光の照射により

、価電子帯の電子が励起されて洞れ電流が流れやすくなるおそれがあるといぅ不具

合を有効に回避することができる。

００53 また、好ましくは、結品質酸化物が非縮退半導体であるとよい。

このよぅにすると、 ff電流を小さくすることができ、o ff比を大きくすることができ

る。

００54 続いて、ゲート絶縁膜 ０3０及び活性屑 ０4 上に、ソース配線 ０52、ソース電極

０5 、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０55を形成する (ステ

このソース配線 ０52、ソース電極 ０5 、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及

び画素電極 ０55は、活性屑 ０4 の所定の材料と同じ組成の材料からなり、非品質

とすることによって、導電体としての特性を有する。なお、この導電体としての特性な

どについては、後述する。

ここで、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０5

4及び画素電極 ０55は、スパッタ法などにより非品質の状態で一括成膜され、第三

のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法により一括エッチングされることに

よって形成される。これにより、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ること

ができる。



また、この際、活性屑 ０4 は結品ィヒされており、通常、P 耐性 (燐酸、

び硝酸からなる混酸に溶解しない性質)を有しているので、P 系エッチング液によ

り選択エッチングが可能となる。すなわち、活性屑 ０4 にダメージを与えることなく、

ソース電極 ０5 やドレイン電極 ０53などを形成することができる。

００5 5 図3は、本発明の第一実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明するため

の要部の概略図であり、(a)は保護屑の形成された平面図を示しており、(b)は(a)の断

面図を示している。

次に、図3に示すように、ゲート絶縁膜 ０3０、ソース配線 ０52、ソース電極 ０5

、活性屑 ０4 、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5上に、保

護屑 ０6０としてのS 膜をC により形成する (ステップS ００5)

ここで、成膜された保護屑 ０6０は、第四のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライエッチングされ、画素電極 ０5 5が露出する。また、開口部 ０23

及び開口部 ０56が形成され、それぞれゲート配線 ０22及びソース配線 ０52の一

部が露出する。

このように、本実施形態によれば、保護屑 ０6０を備えた薄膜トラン、ジスタ ００ を、

4枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

なお、図示してないが、ソース配線 ０52、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5と

ゲート絶縁膜 ０3０との間にも、活性屑 ０4 を形成する場合には、 枚のハーフトー

ンマスクを用いて、活性屑 ０4 、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極

０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成することができる。

００56 次に、結品質の所定の材料からなる活性屑 ０4 、並びに、活性屑 ０4 の所定の

材料と同じ組成であり、かつ、非品質の材料からなる、ソース電極 ０5 、ソース配線

０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5について、説明

する。

上記所定の材料は、酸ィヒイン、ジウムを主成分とする材料である。この材料は、結品

質とすることによって、半導体としての特性を有し、活性屑 ０4 として用いられる。ま

た、この材料は、非品質の状態では、透明な導電体としての特性を有し、ソース電極

０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5



5として用いられる。

すなわち、非品質の上記材料は、非品質に伴ぅ酸素欠損によりキャリア (電子) が発

生し、導電性に優れた透明電極などとして機能する。一方、結品化した上記材料は、

酸素欠損に伴ぅキャリア (電子) の発生が抑制され、薄膜トランジスタの活性屑として

有効に機能する。

なお、「酸ィヒインジウムを主成分とする」とは、その材料の全金属酸化物中の金属成

分 (金属の総原子数 ) において、インジウムの原子数が 5０原子 以上であることをい
っ。

００5 7 また、好ましくは、上記酸ィヒインジウムを主成分とする材料が、正二価の金属酸化

正二価の金属酸化物を含有することにより、結品化した場合には、酸化インジウム

を主成分とする薄膜トランジスタの活性屑のキヤリア発生を効率良く抑制することがで

き、長期にわたる駆動でも安定に作動するよぅになる。正二価の金属酸化物としては

、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化かレシウム、酸化二ツケル、酸ィヒ銅などが有効

である。これらは、酸素欠損により発生したキヤリアを有効に抑制することができ、薄

膜トランジスタの活性屑が長期にわたる駆動でも安定に作動するよぅになる。

また、非品質の場合には、非品質を安定化させる効果 (製造プロセス中での結品ィヒ

の阻告や、酸素との反応による酸素欠損の減少によるキヤリアの低下など) によりキヤ

リアの発生を安定ィヒさせ、かつ、長期にわたる駆動でも安定に作動するよぅになる。

００58 また、好ましくは、上記酸化インジウムを主成分とする材料が、正三価の金属酸化

物を含有しているとよい。

正三価の金属酸化物を含有することにより、結品化した場合には、酸化インジウム

を主成分とする薄膜トランジスタの活性屑のキヤリア発生を効率良く抑制することがで

き、長期にわたる駆動でも安定に作動するよぅになる。正三価の金属酸化物としては

、酸化ホウ素、酸化アルミニウム、酸化ガリウム、酸化スヵンジウム、酸化イットリウム、

酸化ランタノイド系酸化物などが有効である。酸化ランタノイド系酸化物としては、 a

、S 、G C、 o 、 などの酸化物が有用である。これら

は、酸素との結合力が強く、結品化したときに、酸素欠損の発生を抑え、それによる



キヤリアの発生を有効に抑えることができる。

また、非品質の場合にほ、非品質を安定化させる効果 (製造プロセス中での結品ィヒ

の阻告や、酸素との反応による酸素欠損の減少によるキヤリアの低下など) によりキヤ

リアの発生を安定ィヒさせ、かつ、長期にわたる駆動でも安定に作動するよぅになる。

００59 また、好ましくは、上記酸化インジウムを主成分とする材料が、正二価の金属酸化

物及び正三価の金属酸化物を含有しているとよい。

正二価の金属酸化物及び正三価の金属酸化物を含有することにより、結品化した

場合には、酸化インジウムを主成分とする薄膜トランジスタの活性屑のキヤリア発生を

効率良く抑制することができ、長期にわたる駆動でも安定に作動するよぅになる。正

二価の金属酸化物としてほ、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化かレシウム、酸化二

ツケル、酸ィヒ銅などが有効である。正三価の金属酸化物としては、酸化ホウ素、酸化

アルミニウム、酸化ガリウム、酸化スヵンジウム、酸化イットリウム、酸化ランタノイド系

酸化物などが有効である。酸ィヒランタノイド系酸化物としては、 、S 、G

d、 o 、 などの酸化物が有用である。正二価の金属酸化物は

、酸素欠損により発生したキヤリアを有効に抑制することができ、薄膜トランジスタの

活性屑が長期にわたる駆動でも安定に作動するよぅになる。また、正三価の金属酸

化物は、酸素との結合力が強く、結品化したときに、酸素欠損によるキヤリアの発生を

有効に抑えることができる。このよぅに、正二価の金属酸化物及び正三価の金属酸化

物を含有することにより、効果的に薄膜トランジスタの活性を安定化することができる

また、非品質の場合にほ、非品質を安定化させる効果 (製造プロセス中での結品ィヒ

の阻告や、酸素との反応による酸素欠損の減少によるキヤリアの低下など) によりキヤ

リアの発生を安定ィヒさせ、かつ、長期にわたる駆動でも安定に作動するよぅになる。

なお、正二価の金属酸化物及び正三価の金属酸化物の添加呈は、薄膜を構成し

た段階では、非品質であり、その後の熱処理 (例えば、レーザアニール、ブラズマ処

理、ランプ加熱) などにより結品化を阻苦しない範囲で添加することができる。

００6０ 以上説明したよぅに、本実施形態の薄膜トランジスタの製造方法によれば、結品質

の所定の材料からなる活性屑 ０4 を形成し、活性屑 ０4 の所定の材料と同じ組成



であり、かつ、非品質の材料からなる、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン

電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を一括成膜しさらに一括エッチン

グすることができる。

すなわち、本発明では、同じ組成の所定の材料を、結品ィヒさせることにより活性屑

０4 (半導体 ) とし、非品質の状態のまま用いることにより導電体としているので、材料

の共用ィヒを図ることができ、管理コストを低減することができる。

また、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54

及び画素電極 ０5 5は、非品質の状態で一括成膜され、さらに、一括エッチングされ

ることによって形成されるので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図るこ

とができる。

００6 1 薄膜トラン、ジスタの第一実施形態」

また、上記実施形態における薄膜トラン、ジスタ ００ は、薄膜トラン、ジスタの発明とし

ても有効である。

薄膜トラン、ジスタ ００ は、上記所定の材料からなり、半導体としての活性屑 ０4 と

、上記所定の材料と同じ組成の材料からなり、導電体としてのソース電極 ０5 、ソー

ス配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を備えた

構成としてある (図3参照 )。

このように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタ ００ は、材料の共用ィヒを図ることができ

、管理コストを低減することができる。また、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレ

イン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5は、非品質の状態で一括成

膜され、さらに、一括エッチングされることによって形成されるので、製造工程を削減

して製造原価のコストダウンを図ることができる。

００62 薄膜トラン、ジスタの製造方法の第二実施形態」

図4は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明するため

の概略フローチヤート図を示している。

また、図5は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明す

るための要部の概略図であり、a) ゲート電極、ゲート配線、ゲート絶縁膜、活性屑

、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極の形成された平



面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)は保護屑の形成された平面図

を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図4及び図5において、本実施形態の薄膜トランジスタの製造方法は、上述した第

一実施形態と比べて、ステップS ００3 S ００4 (図 参照 ) の代わりに、活性屑 ０4

となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン

配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成し(ステップS ０ 3) 、続いて、被処理体を結

品化し活性屑 ０4 とする (ステップS ０ 4)点が相違する。他の方法は第一実施形

態とほぼ同様としてある。

００63 まず、第一実施形態とほぼ同様に、ガラス某板 ００上に、ゲート電極 ０2 及びゲ

ート配線 ０22を形成し(ステップS ０ ) 、続いて、ゲート絶縁膜 ０3０を形成する (

００64 次に、ゲート絶縁膜 ０3０上に、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソ

ース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成

すなわち、図5 (a )及び図5 に示すよぅに、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース

電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極

０5 5は、上述した所定の材料からなり、スパッタ法などにより非品質の状態で一括

成膜され、第二のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法により一括エッチ

ングされることによって形成される。これにより、製造工程を削減して製造原価のコスト

ダウンを図ることができる。

００65 続いて、ゲート電極 ０2 の上方に位置する被処理体を、局所的に結品ィヒさせて

活性屑 ０4 とする (ステップS ０ 4)。すなわち、第一実施形態と比べて、活性屑

０4 を形成するための専用のマスクを必要としないので、製造工程を削減して製造

原価のコストダウンを図ることができる。

ここで、活性屑 ０4 (薄膜トランジスタ) となる部分は、レーザーアニール法やプラ

ズマによるラピッドザーマルアニーリング法等によって結品ィヒされる。また、局所的に

結品化させて、半導体化させる形状は、図6に示すよぅに、ゲート電極長よりゲート長

が短く、かつ、ゲート電極幅よりゲート幅を 、さくするとよい。このよぅにすると、活性屑



０4 が、ゲート電極 ０2 に電圧が印加された影響を効果的に受けることができ、ト

ランジスタ特性を向上させることができる。

００66 なお、結品化する条件は、レーザーアニール法やブラズマによるラピッドザーマル

アニーリング法等に用いる装置により典なるが、X線回折装置で結品ピークが出る条

件で行うのが好ましい。

また、活性屑 ０4 における電子キヤリア濃度の下限値は、トランジスタの活性屑と

して適用できれば特に限定されるものではない。したがって、本発明においては、結

品酸化物の材料、組成比、製造条件、後処理条件などを制御して、例えば、電子キ
8

ヤリア濃度を、 以上 未満とする。また、好ましくは 以
7上 以下、さら 2に好ましくは、 6以上 以下の範囲にする

とよい。このようにすると、所定の大きさの電子移動度を有し、o Off比を十分に大

きくすることができる。また、ノーマリーオフの薄膜トランジスタが歩留まり良く得られる

また、電子キヤリア濃度の測定は、ホール効果測定により求める。約 7 末

満の電子キヤリア濃度の測定は、 Cホール測定で行うことが好ましい。この理由は、

Cホール測定では測定値のばらつきが大きく、測定の信頼性が低くなるおそれがあ

るからである。

００67 また、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン

電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5となる薄膜 (適宜、非品質酸化物

屑と略称する。)を成膜する場合、スパッタリング法が有用である。

この場合のスパッタリング用ガスとしては、アルゴンガスが好ましい。このようにするこ

とにより、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０5

4及び画素電極 ０5 5の抵抗を下げることができる。また、上記非品質酸化物屑は、

某板温度が室温の状態にて成膜される。このように低温で成膜することにより、非品

質の酸化物屑を形成することができる。この非品質酸化物屑は、非品質構造による

酸素欠損によってキヤリアを発生し、導電性と透明性に優れるものである。キ 、ヤリア濃

度の制限はないが、 ０ c 2以上 未満、好ましくは ０ c 以上 ０
2 3未満がよい。



また、スパッタリング用ガスは、 ００。のアルゴンガスに限定されるものではなく、た

とえば、酸素、空素などを微呈含有するアルゴンガスでもよい。このように酸素、空素

などを含有するアルゴンガスの雰囲気中にて成膜することにより、非品質状態では安

定した透明電極として作動し、また、結品化すると酸素欠損を低減し、半導体として

の性能 (キヤリア濃度 ) の安定ィヒに効果がある。

００68 次に、図4、図5 (c) 及び図5 (d) において、第一実施形態とほぼ同様に、ゲート絶

縁膜 ０3０、活性屑 ０4 、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53

、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5上に、保護屑 ０6０としてのS 膜をC

により形成する (ステップS ０ 5)

ここで、成膜された保護屑 ０6０は、第三のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライエッチングされ、画素電極 ０5 5が露出する。また、開口部 ０23

及び開口部 ０56が形成され、それぞれゲート配線 ０22及びソース配線 ０52の一

部が露出し、各配線パッドとなる。

このように、本実施形態によれば、保護屑 ０6０を備えた薄膜トラン、ジスタ ００2を、

3枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

００69 以上説明したように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタの製造方法によれば、非品質

の所定の材料からなる、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース配線

０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を一括成膜しさら

に一括エッチングすることができる。

すなわち、非品質の所定の材料からなる薄膜を、一括成膜しさらに一括エッチング

し、この薄膜の一部を局所的に結品ィヒさせることにより活性屑 ０4 (半導体 ) とし、残

りの部分を非品質の状態のまま用いることにより導電体としているので、製造工程を

削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

また、材料の共用ィヒを図ることができるので、管理コストを低減することができる。

なお、例えば、従来の液品パネル駆動用のシリコン系 では、トラン、ジスタの材

料が液品駆動用の透明電極 (画素電極 ) の材料と典なるために、同一屑として、活，性

屑や画素電極を構成することはできなかった。本発明では、液品駆動用の透明電極

と薄膜トラン、ジスタ (活性屑 )を構成する材料を同一とし、電極部分を非品質構造とし



、活性屑部分を結品質構造とすることにより、大幅に製造工程を削減することができ

る。

００7０ 薄膜トラン、ジスタの第二実施形態」

また、上記実施形態における薄膜トラン、ジスタ ００2は、薄膜トラン、ジスタの発明とし

ても有効である。

薄膜トラン、ジスタ ００2は、上記所定の材料からなり、半導体としての活性屑 ０4 と

、上記所定の材料と同じ組成の材料からなり、導電体としてのソース電極 ０5 、ソー

ス配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を備えた

構成としてある (図5参照 )。

このように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタ ００2は、材料の共用ィヒを図ることができ

、管理コストを低減することができる。また、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極

０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5

5は、非品質の状態で一括成膜され、さらに、一括エッチングされることによって形成

されるので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

００7 1 (第一応用例)

また、上記薄膜トラン、ジスタの製造方法の第二実施形態及び薄膜トラン、ジスタの第

二実施形態は、様々な応用例を有している。

次に、第一応用例について、図面を参照して説明する。

図7は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法の第一応用例

を説明するための概略フローチヤート図を示している。

また、図8は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法の第一応

用例を説明するための要部の概略図であり、a)はゲート電極、ゲート配線、ゲート絶

縁膜、活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極及び

金属屑の形成された平面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)は保護

屑の形成された平面図を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図7及び図8において、本応用例の薄膜トラン、ジスタ ００2aの製造方法は、上述し

た第二実施形態と比べて、ステップS ０ 3とS ０ 4 図4参照 ) の間に、金属屑から

なる、ソース電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配線



０54a を形成する (ステップS ０24) 点が相違する。他の方法は第二実施形態とほぼ

同様としてある。

００72 まず、第二実施形態とほぼ同様に、ガラス某板 ００上に、ゲート電極 ０2 及びゲ

ート配線 ０22を形成し(ステップS ０2 ) 、続いて、ゲート絶縁膜 ０3０を形成する (

００73 次に、第二実施形態とほぼ同様に、ゲート絶縁膜 ０3０上に、活性屑 ０4 となる

被処理体、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０

54及び画素電極 ０5 5を形成するため非品質酸化物屑を成膜し、続いて、スパッタ

法などにより金属屑が成膜される。

そして、第二のハーフトーンマスク (図示せず)を用いてフオトリソグラフィー法により

、ゲート絶縁膜 ０3０上に、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース

配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成する (

００74 次に、第二のハーフトーンマスクにより形成されたいジストを再形成し、この再形成さ

れたいジスト(図示せず)を用いてフオトリソグラフィー法により、金属屑からなるソース

電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極 53a 及びドレイン配線 ０54a を形成

する (ステップS ０24) 。これにより、活性屑 ０4 及び画素電極 ０5 5の表面が露出

する。すなわち、薄膜トランジスタ ００2aのソース電極、ソース配線、ドレイン電極及

びドレイン配線は、非品質酸化物屑と金属屑の積層構造となり、活性屑 ０4 (薄膜ト

ラスジスタ部 )及び画素電極 ０5 5は、非品質酸化物屑のみからなる構造となる。

続いて、図8 (b) に示すよぅに、第二実施形態とほぼ同様にして、ゲート電極 ０2

の上方に位置する被処理体を、局所的に結品化させて活性屑 ０4 とする (ステップ

S ０25)

００75 次に、図8 (c) 及び図8 (d) に示すよぅに、第二実施形態とほぼ同様にして、ゲート

絶縁膜 ０3０、活性屑 ０4 、ソース電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極

０53a 、ドレイン配線 ０54a 及び画素電極 ０5 5上に、保護屑 ０6０としてのS 膜

をC により形成する (ステップS ０26)

ここで、成膜された保護屑 ０6０は、第三のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラ



フィー法によりドライエッチングされ、画素電極 ０5 5が露出する。また、開口部 ０23

及び開口部 ０56が形成され、それぞれゲート配線 ０22及びソース配線 ０52aの

一部が露出し、各配線パッドとなる。

このように、本応用例によれば、保護屑 ０6０を備えた薄膜トラン、ジスタ ００2aを、3

枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

００76 以上説明したように、本応用例の薄膜トラン、ジスタ ００2aの製造方法によれば、非

品質の所定の材料からなる、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース

配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を一括成膜

しさらに一括エッチングすることができる。また、金属屑からなるソース電極 ０5 a、ソ

ース配線 ０52a、ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配線 ０54a を形成することにより

、活性屑 ０4 と確実に接続する。

また、本応用例における薄膜トラン、ジスタ ００2aは、薄膜トラン、ジスタの発明としても

有効である。

なお、上記応用例では、保護屑 ０6０を成膜する前に活性屑 ０4 の結品ィヒを行

っているが、これに限定されるものではなく、たとえば、保護屑 ０6０の形成後に、ガ

ラス面側からレーザーアニール法等により結品ィヒを行ってもよい。

また、上記応用例では、再形成されたレジスト(図示せず)を用いて金属屑をパター

ニングした後に、活性屑 ０4 の結品化を行っているが、これに限定されるものでは

なく、たとえば、非品質酸化物屑をパターニングした後に、活性屑 ０4 の結品化を

行い、その後に、金属屑をパターニングしてもよい。

００77 (第二応用例)

次に、第二応用例について、図面を参照して説明する。

図9は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法の第二応用例

を説明するための概略フローチヤート図を示している。

また、図 ０は、本発明の第二実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法の第二

応用例を説明するための要部の概略図であり、(a)はゲート電極、ゲート配線、ゲート

絶縁膜、金属屑及び開口部の形成された平面図を示しており、(b)は(a)の断面図を

示しており、(c)はソース電極、ソース配線、活性屑、ドレイン電極、ドレイン配線、画素



電極及びゲート配線パッドの形成された平面図を示しており、(d)は(c)の断面図を示

している。

図9及び図 ０において、本応用例の薄膜トランジスタ ００2bの製造方法は、上述

した第二実施形態と比べて、ステップS ０ 2とS ０ 3 (図4参照 ) の間に、金属屑か

らなる、ソース電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配

線 ０54a を形成する (ステップS ０33) 点、及び、保護屑 ０6０を形成しない点など

が相違する。他の方法は第二実施形態とほぼ同様としてある。

００78 まず、第二実施形態とほぼ同様に、ガラス某板 ００上に、ゲート電極 ０2 及びゲ

ート配線 ０22を形成し(ステップS ０3 ) 、続いて、ゲート絶縁膜 ０3０を形成する (

００79 次に、スパッタ法などにより金属屑が成膜され、第二のマスク (図示せず)を用いた

フオトリソグラフィー法により、金属屑よりなるソース電極 ０5 a、ソース配線 ０52a

ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配線 ０54a を形成する (ステップS ０33) 。続いて、

図 ０(b) に示すように、第三のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法によ

り、ゲート配線 ０22の一部の上方に開口部 ０23が形成される。

００8０ 次に、ゲート絶縁膜 ０3０、ソース電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極 ０

53a 、ドレイン配線 ０54a 及び露出したゲート配線 ０22の一部の上に、スパッタ法

などにより、非品質の上記所定の材料からなる薄膜 (非品質酸化物屑 )を一括成膜す
る。続いて、第四のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法により、活性屑

０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレ

イン配線 ０54 、画素電極 ０5 5及びゲート配線パッド ０24を一括形成する (ステッ

プS ０34)

００8 1 次に、第二実施形態とほぼ同様にして、ゲート電極 ０2 の上方に位置する被処理

体を、局所的に結品ィヒさせて活性屑 ０4 とする (ステップS ０35)

ここで、ソース電極 ０5 a及びドレイン電極 ０53a は、活性屑 ０4 と良好に接続

する。

このように、本応用例によれば、薄膜トランジスタ ００2bを、4枚のマスクを用いた製

造プロセスにより製造することができる。



００82 以上説明したように、本応用例の薄膜トラン、ジスタ ００2bの製造方法によれば、非

品質の所定の材料からなる、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース

配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54 、画素電極 ０5 5及びゲート配線

パッド ０24を一括成膜しさらに一括エッチングすることができる。また、金属屑からな

るソース電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配線 ０5

4aを形成することにより、活性屑 ０4 と確実に接続する。

また、本応用例における薄膜トラン、ジスタ ００2bは、薄膜トラン、ジスタの発明としても

有効である。

００83 薄膜トラン、ジスタの製造方法の第三実施形態」

図 は、本発明の第三実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明するた

めの概略フローチヤート図を示している。

また、図 2は、本発明の第三実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明

するための要部の概略図であり、(a)は活性屑の形成された平面図を示しており、(b)

は(a)の断面図を示しており、(c)はソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配

線及び画素電極の形成された平面図を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図 、図 2 (a) 及び図 b) において、まず、透明なガラス某板 ００が用意され

、このガラス某板 ００上に、第一のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法

により、活性屑 ０4 を形成する (ステップS ０4 )。この活性屑 ０4 は、上記所定

の材料からなり、結品質とすることにより半導体としての特性を有する。

ここで、活性屑 ０4 は、スパッタ法などにより結品質の状態で成膜され、第一のマ

スク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法により形成される。ただし、これに限定

されるものではなく、たとえば、非品質の状態で成膜し、第一のマスク (図示せず)を

用いたフオトリソグラフィー法により形成した後に、結品化してもよい。

００84 次に、ガラス某板 ００及び活性屑 ０4 上に、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０5

2、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成する (ステップ

S ０42)

このソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及

び画素電極 ０5 5は、活性屑 ０4 の所定の材料と同じ組成の材料からなり、非品質



とすることにより、導電体としての特性を有する。

ここで、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０5

4及び画素電極 ０5 5は、スパッタ法などにより非品質の状態で一括成膜され、第二

のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法により一括エッチングされることに

よって形成される。これにより、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ること

ができる。

また、この際、活性屑 ０4 は結品化されており、通常、P 耐性を有しているの

で、P 系エッチング液により選択エッチングが可能となる。すなわち、活性屑 ０4

にダメージを与えることなく、ソース電極 ０5 やドレイン電極 ０53などを形成する

ことができる。

００85 図 3は、本発明の第三実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明するた

めの要部の概略図であり、(a)はゲート絶縁膜、ゲート電極及びゲート配線の形成さ

れた平面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)は保護屑の形成された

平面図を示しており、(d)ほ(c)の断面図を示している。

次に、図 、図 3 (a) 及び図 b に示すように、ガラス某板 ００、ソース配線

０5 2、ソース電極 ０5 、活性屑 ０4 、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び

画素電極 ０5 5上に、ゲート絶縁膜 ０3０としてのS 膜をC (ィヒ学気相成長法

) により形成する (ステップS ０43)

続いて、ゲート絶縁膜 ０3０上に、金属薄膜よりなる所望の形状のゲート電極 ０2

及びゲート配線 ０22を形成する(ステップS 44)

００86 次に、図 3 (c) 及び図 3 (d) に示すように、ゲート絶縁膜 ０3０、ゲート電極 ０2

及びゲート配線 ０22上に、保護屑 ０6０としてのS 膜をC により形成する (ス

ここで、成膜された保護屑 ０6０は、第四のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライェッチングされ、画素電極 ０5 5が露出する。また、開口部 ０23

及び開口部 ０56が形成され、それぞれゲート配線 ０22及びソース配線 ０52の一

部が露出し、各配線パッドとなる。

このよぅに、本実施形態によれば、保護屑 ０6０を備えたトップゲート型の薄膜トラン



ジスタ ００3を、4枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

００87 以上説明したように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタ ００3の製造方法によれば、結

品質の所定の材料からなる活性屑 ０4 を形成し、活性屑 ０4 の所定の材料と同じ

組成であり、かつ、非品質の材料からなる、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレ

イン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を一括成膜しさらに一括エッ

チングすることができる。

すなわち、本発明では、同じ組成の所定の材料を、結品化させることにより活性屑

０4 (半導体 ) とし、非品質の状態のまま用いることにより導電体としているので、材料

の共用ィヒを図ることができ、管理コストを低減することができる。

また、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54

及び画素電極 ０5 5は、非品質の状態で一括成膜され、さらに、一括エッチングされ

ることによって形成されるので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図るこ

とができる。

００88 薄膜トラン、ジスタの第三実施形態」

また、上記実施形態における薄膜トラン、ジスタ ００3は、薄膜トラン、ジスタの発明とし

ても有効である。

薄膜トラン、ジスタ ００3は、上記所定の材料からなり、半導体としての活性屑 ０4 と

、上記所定の材料と同じ組成の材料からなり、導電体としてのソース電極 ０5 、ソー

ス配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を備えた

構成としてある (図 3参照 )。

このように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタ ００3は、材料の共用ィヒを図ることができ

、管理コストを低減することができる。また、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレ

イン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5は、非品質の状態で一括成

膜され、さらに、一括エッチングされることによって形成されるので、製造工程を削減

して製造原価のコストダウンを図ることができる。

００89 薄膜トラン、ジスタの製造方法の第四実施形態」

図 4 、本発明の第四実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明するた

めの概略フローチヤート図を示している。



また、図 5は、本発明の第四実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明

するための要部の概略図であり、(a)は活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電

極、ドレイン配線及び画素電極の形成された平面図を示しており、(b)は(a)の断面図

を示しており、(c)はゲート絶縁膜、ゲート電極、ゲート配線及び保護屑の形成された

平面図を示しており、(d)ほ(c)の断面図を示している。

図 4及び図 5において、本実施形態の薄膜トランジスタの製造方法は、上述した

第三実施形態と比べて、ステップS ０4 及びS ０4 2 (図 参照 ) の代わりに、活性

屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53

ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成し(ステップS ０5 ) 、続いて、被処理

体を結品化し活性屑 ０4 とする (ステップS ０52)点が相違する。他の方法は第三

実施形態とほぼ同様としてある。

００9０ まず、ガラス某板 ００ｱに、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソー

ス配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成す

すなわち、図 b に示すように、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5

、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5は、

上述した所定の材料からなり、スパッタ法などにより非品質の状態で一括成膜され、

第一のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法により一括エッチングされるこ

とによって形成される。これにより、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図

ることができる。

００9 1 続いて、被処理体を、局所的に結品ィヒさせて活性屑 ０4 とする (ステップS ０52)

。すなわち、第三実施形態と比べて、活性屑 ０4 を形成するための専用のマスクを

必要としないので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

また、第二実施形態とほぼ同様にして、活性屑 ０4 (薄膜トラン、ジスタ) となる部分

をレーザーアニール法やプラズマによるラピッドザーマルアニーリング法等により結品

ィヒさせる。

００92 次に、図 c )及び図 d に示すように、第三実施形態とほぼ同様にして、ガラ

ス基板 ０ ０、ソース配線 ０52、ソース電極 ０5 、活性屑 ０4 、ドレイン電極 ０5



3、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5上に、ゲート絶縁膜 ０3０としてのS 膜

をC (ィヒ学気相成長法) により形成する (ステップS ０53)

続いて、第二のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法により、ゲート絶縁

膜 ０3０上に、金属薄膜よりなる所望の形状のゲート電極 ０2 及びゲート配線 ０2

2を形成する(ステップS ０54)

００93 次に、ゲート絶縁膜 ０3０、ゲート電極 ０2 及びゲート配線 ０22上に、保護屑 ０

6０としてのS 膜をC により形成する (ステップS ０55)

ここで、成膜された保護屑 ０6０は、第三のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライエッチングされ、画素電極 ０5 5が露出する。また、開口部 ０23

及び開口部 ０56が形成され、それぞれゲート配線 ０22及びソース配線 ０52の一

部が露出し、各配線パッドとなる。

このように、本実施形態によれば、保護屑 ０6０を備えたトップゲート型の薄膜トラン

ジスタ ００4を、3枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

００94 以上説明したように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタの製造方法によれば、非品質

の所定の材料からなる、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース配線

０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を一括成膜しさら

に一括エッチングすることができる。

すなわち、非品質の所定の材料からなる薄膜を、一括成膜しさらに一括エッチング

し、この薄膜の一部を局所的に結品ィヒさせることにより活性屑 ０4 (半導体 ) とし、残

りの部分を非品質の状態のまま用いることにより導電体としているので、製造工程を

削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。また、材料の共用ィヒを図ること

ができるので、管理コストを低減することができる。

００95 薄膜トラン、ジスタの第四実施形態」

また、上記実施形態における薄膜トラン、ジスタ ００4は、薄膜トラン、ジスタの発明とし

ても有効である。

薄膜トラン、ジスタ ００4は、上記所定の材料からなり、半導体としての活性屑 ０4 と

、上記所定の材料と同じ組成の材料からなり、導電体としてのソース電極 ０5 、ソー

ス配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を備えた



構成としてある (図 5参照 )。

このように、本実施形態の薄膜トランジスタ ００4は、材料の共用ィヒを図ることができ

、管理コストを低減することができる。また、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極

０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5

5は、非品質の状態で一括成膜され、さらに、一括エッチングされることによって形成

されるので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

００96 第三応用例)

また、上記薄膜トランジスタの製造方法の第四実施形態及び薄膜トランジスタの第

四実施形態は、様々な応用例を有している。

次に、第三応用例について、図面を参照して説明する。

図 6は、本発明の第四実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第三応用例

を説明するための概略フローチヤート図を示している。

また、図 7は、本発明の第四実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第三

応用例を説明するための要部の概略図であり、(a)はゲート電極、ゲート配線、ゲート

絶縁膜、活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極及

び金属屑の形成された平面図を示しており、(b)は(a)の断面図を示しており、(c)は保

護屑の形成された平面図を示しており、(d)は(c)の断面図を示している。

図 6及び図 7において、本応用例の薄膜トランジスタ ００4aの製造方法は、上述

した第四実施形態と比べて、ステップS ０5 とS ０52 (図 4参照 ) の間に、金属屑

からなる、ソース電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配

線 ０54a を形成する (ステップS ０62) 点が相違する。他の方法は第四実施形態と

ほぼ同様としてある。

００97 まず、第四実施形態とほぼ同様に、ガラス某板 ００上に、活性屑 ０4 となる被処

理体、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54

及び画素電極 ０5 5を形成するため非品質酸化物屑を成膜し、続いて、スパッタ法

などにより金属屑が成膜される。

そして、第一のハーフトーンマスク(図示せず)を用いてフオトリソクラフィー法により

、ガラス某板 ００上に、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース配



線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成する (ス

００98 次に、第一のハーフトーンマスクにより形成されたいジストを再形成し、この再形成さ

れたいジスト(図示せず)を用いてフオトリソグラフィー法により、金属屑からなるソース

電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配線 ０54a を形

成する (ステップS ０62) 。これにより、活性屑 ０4 及び画素電極 ０5 5の表面が露

出する。すなわち、薄膜トラスジスタ ００4aのソース電極、ソース配線、ドレイン電極

及びドレイン配線は、非品質酸化物屑と金属屑の積層構造となり、活性屑 ０4 (薄

膜トラスジスタ部 )及び画素電極 ０5 5は、非品質酸化物屑のみからなる構造となる。

続いて、図 b に示すよぅに、第四実施形態とほぼ同様にして、被処理体を、局

所的に結品ィヒさせて活性屑 ０4 とする (ステップS ０63)

００99 次に、図 7 (c) 及び図 d に示すよぅに、第四実施形態とほぼ同様にして、ガラ

ス某板 ０ ０、ソース配線 ０52a、ソース電極 ０5 a、活性屑 ０4 、ドレイン電極

０53a 、ドレイン配線 ０54a 及び画素電極 ０5 5上に、ゲート絶縁膜 ０3０としての

膜をC (ィヒ学気相成長法) により形成する (ステップS ０64)

続いて、第二のマスク (図示せず)を用いてフオトリソグラフィー法により、ゲート絶縁

膜 ０3０上に、金属薄膜よりなる所望の形状のゲート電極 ０2 及びゲート配線 ０2

2を形成する(ステップS ０65)

０1００ 次に、ゲート絶縁膜 ０3０、ゲート電極 ０2 及びゲート配線 ０22上に、保護屑 ０

6０としてのS 膜をC により形成する (ステップS ０66)

ここで、成膜された保護屑 ０6０は、第三のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライェッチングされ、画素電極 ０5 5が露出する。また、開口部 ０23

及び開口部 ０56が形成され、それぞれゲート配線 ０22及びソース配線 ０52aの

一部が露出し、各配線パッドとなる。

このよぅに、本応用例によれば、保護屑 ０6０を備えたトップゲート型の薄膜トラン、ジ

スタ ００4aを、3枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

０1０1 以上説明したよぅに、本応用例の薄膜トラスジスタ ００4aの製造方法によれば、非

品質の所定の材料からなる、活性屑 ０4 となる被処理体、ソース電極 ０5 、ソース



配線 ０52、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を一括成膜

しさらに一括エッチングすることができる。また、金属屑からなるソース電極 ０5 a、ソ

ース配線 ０52a、ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配線 ０54a を形成することにより

、活性屑 ０4 と確実に接続する。

また、本応用例における薄膜トランジスタ ００4aは、薄膜トランジスタの発明としても

有効である。

なお、上記応用例では、保護屑 ０6０を成膜する前に活性屑 ０4 の結品化を行

っているが、これに限定されるものではなく、たとえば、保護屑 ０6０の形成後に、ガ

ラス面側からレーザーアニール法等により結品ィヒを行ってもよい。

また、上記応用例では、再形成されたレ、ジスト(図示せず)を用いて金属屑をパター

ニングした後に、活性屑 ０4 の結品化を行っているが、これに限定されるものでは

なく、たとえば、非品質酸化物屑をパターニングした後に、活性屑 ０4 の結品化を

行い、その後に、金属屑をパターニングしてもよい。

０1０2 (第一実施例)

次に、上記実施形態や応用例における実施例について、説明する。

本実施例は、上記第二実施形態の第二応用例に対応する実施例である。

まず、図9、図2 (a )及び図2 に示すよぅに、透明なガラス某板 ０ ０上に、モリブ

デンを2００ の厚さにスパッタリング法により成膜し、第一のマスク(図示せず)を用

いてフオトリソグラフィー法によって、ゲート電極 ０2 及びゲート配線 ０22を形成し

０1０3 次に、図 ０(a) 及び図 ０(b) に示すように、ゲート絶縁膜として、S 膜を25０

の厚さにC 法により成膜した (ステップS ０32)

続いて、モリブデンを の厚さに成膜し、第二のマスク(図示せず)を用いてフ

オトリソグラフィー法により、ソース電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極 ０5

3a及びドレイン配線 ０54a を形成した (ステップS ０33)

さらに、第三のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法により、ゲート配線

０22の一部の上方に開口部 ０23を形成した。すなわち、開口部 ０23に対応する

ゲート絶縁膜 ０3０(S 膜 )を、C ガスなどを用いたドライエッチングにより除去



した。

０1０4 次に、図 ０(c) 及び図 ０(d) に示すよぅに、後述する酸化インジウム一酸化亜鉛の

ターゲットを用いて、某板温度を室温としてスパッタリング法により、厚さ5０ の非品

質の薄膜を成膜し、フオトリソグラフィー法により、トランジスタの活性屑 ０4 となる被

処理体、ソース配線 ０52、ソース電極 ０5 、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線 ０5

4及び画素電極 ０5 5を形成した (ステップS ０34)

続いて、活性層 ０4 となる被処理体に、レーザー光を集光して照射し、結品化さ

せて活性屑 ０4 とした(ステップS ０35) 。このよぅに、レーザー光を用いることにより

、薄膜半導体になるべき部分のみ結品ィヒすることができた。

０1０5 」非品質酸化物及び結品質酸化物の作製例

次に、上記ソース配線 ０52、ソース電極 ０5 、ドレイン電極 ０53、ドレイン配線

０54及び画素電極 ０5 5となる非品質酸化物、並びに、活性屑4 となる結品質酸ィヒ

物について、説明する。

( )スパッタリングターゲットの製造及び評価

・ターゲットの製造

原料として、平均粒径が約3・4 は の酸化インジウムと、平均粒径が約０・6 の

酸化亜鉛とを、インジウムの原子 (二 ( Z ) ここで、 はインジウム

の原子数、Z は亜鉛の原子数である。 が0・9 5、亜鉛の原子 (二 Z

Z ) が0・０5となるよぅに混合して、これを湿式ボールミルに供給し、約 72時間混

合粉伸して原料微粉末を得た。

得られた原料微粉末を造粒した後、直径約 ０c 、厚さ約 5 の寸法にプレス成

形して、これを焼成炉に入れ、約 4００ ，約4 8時間の条件で焼成して、焼結体 (タ

ーゲット)を得た。このとき、昇温速度は、約3 分であった。

2・ターゲットの評価

得られたターゲットにつき、密度、バルク抵抗値を測定した。その結果、理論相対密

度は約99 であり、四端子法により測定したバルク抵抗値は、約8０ 白であった。

０1０6 2)非品質酸化物の成膜

上記 ( )で得られたスパッタリングターゲットを、 Cスパッタ法の一つである Cマグ



ネトロンスパッタリング法の成膜装置に装着し、ガラス某板 ０(コ一ニング 737) のゲ

ート絶縁膜3０上に酸化物を成膜した。

ここでのスパッタ条件としては、某板温度 約 C、到達圧力 約 X ０ Pa、雰

囲気ガス 約 ００。、スパッタ圧力 (全圧) 約4 X ０ Pa、投入電力約 ００W

成膜時間約 ０分間、S 距離約95 とした。

この結果、ガラス某板上に、膜厚が約 の酸化物の薄膜が形成された。

なお、得られた膜組成を CP法で分析したところ、インジウムの原子 。が約０・95

亜鉛の原子 が約０・０5であった。

０1０7 また、上記製作条件にて製作した酸化物の特性は、X線結品構造解析により非品

質であることが確認された。

上記非品質酸化物のキヤリア濃度 (電子キヤリア濃度 ) 、及びホール移動度 (電子

移動度 )をホール測定装置により測定した。キヤリア濃度が約 ０ c 、ホール

移動度は約35c sであった。四端子法により測定した比抵抗の値は、約０・００

０6 白c であった。また、薄膜の組成分析を行ったところ、 及び aの濃度は

０1０8 ホール測定装置、及びその測定条件は下記のとおりであった、

ホール測定装置」

東陽テクニカ製 : es es 83 ０

測 」定条件

室温 (約25 )、約０ 」 。
・5 、約 ０ ～０ は C磁場ホール測定。

０1０9 さらに、この非品質酸化物は、分光光度計により波長約 ０ の光線についての

光線透過率が約82 であり、薄膜の屈折率 (波長約5００ )が約2・ であった。す

なわち、透明性においても優れたものであった。また、ェネルギーバンドギヤップは約

4・2e と十分に大きかった。

０11０ P 耐性」

P によるエッチング速度が約 分以上のものをX とし、それ以外のものを

とした。P 耐性はXであった。

ここで、P 耐性の評価には、約 CのP エッチン久液 (リン酸約9 4 。、



硝酸約3・ 。、酢酸約 5・3 を用いた。なお、一般的に、P エノチンク抜

(リン酸、硝酸、酢酸を含むエノチンク抜 ) は、通常リン酸か約2０～ 。、硝酸約

0・5～ 。、酢酸約3～5０ 。の範囲にあるものか用いられる。

すなわち、上述した非品質酸化物は、透明な導電体てあった。

０111 (3) 非品質酸化物の結品化処理

上記 (2)て得られた非品質酸化物の一部 (活性屑 ０4 となる被処理体 ) に、大気

中 (酸素存在 )て、レーザー光を集光して照射し、結品化させて活性屑 ０4 とした

。すなわち、X線結品構造解析により多結品てあることか確甜され、X S側定により

とZ は同様の局所構造をとっている (少なくとも一部の亜鉛Z か酸化インシウムの

ヒノクスハイト型結品のインシウムザイトを置き換えている)ことか確甜てきた。

０112 (4)結品質酸化物の物性の秤価

上記 (3) て得られた結品質酸化物のキヤリア儂度 (電子キヤリア儂度 ) 、及ひホール
。

移動度 (電子移動度 )をホール側定装置により側定した。キヤリア儂度は約6 X ０ c

3、ホール移動度は約 5c sてあった。また、四端子怯により側定した比抵抗

の値は、約2 ００白c てあった。また、薄膜の組成分析を行ったところ、 及ひ aの

儂度は 以下てあった。

０113 さらに、この結品質酸化物は、分光光度計により波長約 ０ の光線についての

光線透過卒か約 てあり、屈折率 (波長約 5００ )か、約 ・9てあった。すなわ

ち、透明性においても優れたものてあった。また、ェネルキーハントキヤノプは約3・6

e と十分に大きかった。

また、P 耐性は、良好 ( )てあった。

すなわち、上述した結品質酸化物は、優れた透明半導体薄膜としての特性を有し

ていた。

０114 なお、活性屑 ０4 、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０52、トレイン電極 ０53、トレ

イン配線 ０54及ひ画素電極 ０5 5を形成する材科として、上記酸化インシウム一酸

化亜鉛タ一ケノトを用いたか、酸化インシウム卓独ても用いることかてきる。この場合

、結品性を上けることによって半導体としての性飴か発揮するため、レーザー光によ

る結品化の際に、レーザー光のパワーを上けたり、光の照射回数を複数回行うなと



の方怯によって、行うこともてきる。また、酸素含有中の雰囲気てレーザー光を昭射

する方怯も有効てある。

０115 また、酸化亜鉛以外の正二価の企属酸化物としては、酸化マクネシウム、酸化かレ

シウム、酸化ニノケル、酸化銅、酸化コハルトを用いることかてきる。これらの企属酸

化物の添加により、酸素欠損により発生するキヤリアを有効に抑制てきる。しかしなか

ら、酸化白企、酸化第一飲、酸化銀なとの企属酸化物ては、キヤリアの抑制効果は

ない。添加する呈に制限はないか、レーザー光なとによる結品化を阻告する企属酸

化物の場合には、結品化領城まて、添加呈を制限する必要かある。この結品化によ

り出現する結品は酸化インシウムのヒノクスハイト構造てある。他の結品相を含有して

いても、キヤリアの抑制に影響かなけれは、特に問題はない。結品構造の決定には、

X線回折により行うことかてきる。

正二価の企属酸化物の添加呈としては、例えは、全企属元素中に占める正二価の

企属の含有呈は、 5原子 以下、好ましくは ０原子 以下、てある。この理由は、

5原子 超ては、結品化温度か上かりすき、結品化工程か高価になる場合かあるか
らてある。

０116 (第二実施例)

本実施例は、上記第四実施形態の第三応用例に対応する実施例てある。

ます、図 6、図 7 (a) 及ひ図 b に示すように、透明なカラス某板 ００上に、

酸化インシウム一酸化イノテリヒウムのタ一ケノトを用いて、某板温度を室温としてス

パノタリンク怯により、厚さ4０ の非品質の背膜 (非品質酸化物屑 )を成膜し、吹に

、企属屑としてのチタンを ０ の厚さにスパノタリンク怯により成膜した。

なお、酸化インシウム一酸化イノテリヒウムのタ一ケノトは、上記非品質酸化物及ひ

結品質酸化物の作製例とほほ同様に作製し、インシウムの原子 (二 (

b ) ここて、 はインシウムの原子数、 b はイノテリヒウムの原子数てある。 か

0・9 5、イノテリヒウムの原子 (二 b ( b ) か0・０5となるように混合し

た」０

０117 吹に、第一のハーフトーンマスク (図示せす)を用いたフオトリソクラフィー怯により、

トランシスタの活性屑 ０4 となる被処理体、ソース配線 ０52、ソース電極 ０5 、ト



レイン電極 ０53、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成した (ステップS ０6

)

続いて、第一のハーフトーンマスクにより形成されたレ、ジストを再形成し、この再形

成されたレジスト(図示せず)を用いてフオトリソグラフィー法により、金属屑からなるソ

ース電極 ０5 a、ソース配線 ０52a、ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配線 ０54a

を形成した(ステップS ０62) 。すなわち、被処理体及び画素電極 ０5 5上の金属屑

(チタン)を、S ガスなどを用いて除去した。これにより、活性屑 ０4 及び画素電極

０5 5の表面が露出した。すなわち、薄膜トランジスタ ００4aのソース電極、ソース配

線、ドレイン電極及びドレイン配線は、非品質酸化物屑と金属屑の積層構造となり、

活性屑 ０4 (薄膜トランジスタ部 )及び画素電極 ０5 5は、非品質酸化物屑のみか
らなる構造とした。

０118 続いて、図 b に示すよぅに、活性屑 ０4 となる被処理体に、レーザー光を集

光して照射し、結品ィヒさせて活性屑 ０4 とした (ステップS ０63) 。このよぅに、レー

ザー光を用いることにより、薄膜半導体になるべき部分のみ結品ィヒすることができた。

この場合、レーザー光は、金属面、ガラス面のどちらかでも照射することができるが、

金属面から照射した場合、レーザー光は、活性屑 ０4 の部分にのみ当り、金属面

ではレーザー光が反射されたり、熱が拡散され、金属と接触している部分は結品ィヒ

せず、光が当たった部分のみが結品化し、より均一に活性屑 ０4 の部分のみを結

品ィヒすることができた。

０119 次に、ゲート絶縁膜 ０3０として、S 膜を25０ の厚さに、ケミ力ル・べ一パー・

デポジション(C )法により成膜した (ステップS ０64) 。続けて、チタンを2００

の厚さに成膜し、第二のマスク (図示せず)及びフオトリソグラフィー法により、所望の

ゲート電極 ０2 及びゲート配線 ０22を形成した(ステップS ０65)

０12０ 次に、保護膜となるS 膜を の厚さに成膜し、続いて、第三のマスク (図示

せず)を用いたフオトリソグラフィー法により、C ガスなどを用いたドライェッチング

により除去し、画素電極 ０5 5を露出させた。また、開口部 ０23及び開口部 ０56を

形成し、それぞれゲート配線 ０22及びソース配線 ０52aの一部が露出し、各配線



０12 1 なお、活性屑 ０4 、ソース電極 ０5 、ソース配線 ０5 2、ドレイン電極 ０5 3 、ドレ

イン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成する材料として、上記酸化インジウム一酸

化イッテリビウムのターゲットを用いたが、酸化亜鉛などとともに用いることができる。こ

の場合、結品性を上げることにより半導体としての性能が発揮されるため、レーザー

光による結品化の際に、レーザー光のパワーを上げたり、光の照射回数を複数回行

ぅなどの方法によって、行ぅこともできる。また、酸素含有中の雰囲気でレーザー光を

照射する方法も有効である。

０122 酸化イッテリビウム以外の正三価の金属酸化物としては、酸化ホウ素、酸化アルミニ

ウム、酸化ガリウム、酸化スカンジウム、酸化イットリウム、酸化ランタン、酸化ネオジム

、酸化ザマリウム、酸化ュウロピウム、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ジスプ

ロシウム、酸化ホルミウム、酸化ェルビウム、酸化ソリウム、酸化イッテルビウム、酸化

ルテチウムなどを用いることができる。これらの金属酸化物の添加により、酸素欠損の

発生を抑え、それにより酸素欠損により発生するキャリアを有効に抑制できる。しかし

ながら、酸化タリウムなどの金属酸化物では、キャリアの抑制効果はない。添加する

呈に制限はないが、レーザー光などによる結品化を阻告する金属酸化物の場合に

は、結品化領城まで、添加呈を制限する必要がある。この結品化により出現する結品

は酸化インジウムのビックスバイト構造である。他の結品相を含有していても、キャリア

の抑制に影響がなければ、問題はない。結品構造の決定には、X線回折により行ぅこ

とができる。

正三価の金属酸化物の添加呈としては、例えば、全金属元素中に占める正三価の

金属の含有呈は、2０原子 以下、好ましくは ０原子 以下、より好ましくは5原子

以下である。この理由は、2０原子 超では、結品化温度が上がりすぎ、結品化工程

が高価になる場合があるからである。また、正二価の金属酸化物とともに添加すること

もできる。

０123 (第三実施例)

本実施例は、上記第二実施形態の第一応用例に対応する実施例である。

まず、図7、図8 a )及び図8 (b) に示すよぅに、透明なガラス某板 ０ ０上に、アルミ

合金 ( (g : : ) を2００ の厚さにスパッタリング法により成膜



し、第一のマスク (図示せず) を用いたフォトリソグラフィー法により、所望のゲート電極

０2 及びゲート配線 ０22を形成した (ステップS ０2 ) 。続いて、ゲート絶縁膜 ０

3０として、S 膜を2 5０ の厚さに、ケミ力ル・べ一パー・デポジション(C ) 、法

により成膜した (ステップS ０22)

０124 次に、酸ィヒイン、ジウム一酸化ガリウム一酸ィヒ亜鉛膜のターゲットを用いて、スパッタ

リング法により厚さ の薄膜を室温にて成膜し、続いて、金属屑としてのチタンを

の厚さに成膜した。

なお、酸ィヒイン、ジウム一酸化ガリウム一酸ィヒ亜鉛膜のターゲットは、上記非品質酸

ィヒ物及び結品質酸ィヒ物の作製例とほぼ同様に作製し、イン、ジウムの原子 (二

( Ga z ) ここで、 はイン、ジウムの原子数、Ga はガリウムの原子数

z は亜鉛の原子数である。 が0・94 、ガリウムの原子 (二 Ga ( Ga

z ) が0・０3、亜鉛の原子 (二 z ( Ga z ) が0・０3となるよう

に混合した。

０125 次に、第二のハーフトーンマスク (図示せず) を用いたフォトリソグラフィー法により、

ソース電極 ０5 、ソース配線 ０5 2、ドレイン電極 ０5 3、ドレイン配線 ０54 、画素

電極 ０5 5、及び、活性屑 ０4 となる被処理体を形成した (ステップS ０23)

続いて、第二のハーフトーンマスクにより形成されたレジストを再形成し、この再形

成されたレジスト(図示せず) を用いてフォトリソグラフィー法により、活性屑 ０4 及び

画素電極 ０5 5の上方のチタンを除去し、チタンからなるソース配線 ０5 2a、ソース

電極 ０5 a、ドレイン電極 ０53a 及びドレイン配線 ０54a を形成した (ステップS ０

24) 。なお、チタンのエッチングには、S やC などの反応性イオンエッチングを用

い、酸ィヒイン、ジウム一酸化ガリウム一酸ィヒ亜鉛屑は催酸水溶液に。

０126 次に、薄膜トランジスタの活性屑 ０4 となる部分 (被処理体 ) に、レーザー光を集

光して照射し、薄膜半導体となる部分のみ結品ィヒさせ、活性屑 ０4 とした (ステップ

S ０25) 。このように、レーザー光を用いることにより、薄膜半導体になるべき部分の

み結品化させることができた。

なお、本実施例では、薄膜トランジスタの活性屑 ０4 、ソース電極 ０5 、ソース配



線 ０5 2、ドレイン電極 ０5 3、ドレイン配線 ０54及び画素電極 ０5 5を形成する材

料として、酸化インジウム一酸化ガリウム一酸化亜鉛のターゲットを用いたが、結品性

を上げることにより半導体としての性能が向上する。したがって、レーザー光による結

品化の際に、レーザー光のパワーを上げたり、光の照射回数を複数回行ったり、また

、酸素含有中の雰囲気でレーザー光を照射する方法も有効である。

０127 また、酸化亜鉛以外の正二価の金属酸化物としては、酸化マグネシウム、酸化かレ

シウム、酸化二ッケル、酸化銅、酸化コバルトを用いることができる。これらの金属酸

化物の添加により、酸素欠損により発生するキャリアを有効に抑制できる。しかしなが

ら、酸化白金、酸化第一鉄、酸化銀などの金属酸化物では、キャリアの抑制効果は

ない。添加する呈に制限はないが、レーザー光などによる結品ィヒを阻告する金属酸

化物の場合には、結品ィヒ領城まで、添加呈を制限する必要がある。この結品化によ

り出現する結品は、酸化インジウムのビックスバイト構造である。他の結品相を含有し

ていても、キャリアの抑制に影響がなければ、問題はない。結品構造の決定には、X

線回折により行ぅことができる。

正二価の金属酸化物の添加呈としては、例えば、全金属元素中に占める正二価の

金属の含有呈は、 5原子 以下、好ましくは ０原子 以下、である。この理由は、

5原子 超では、結品化温度が上がりすぎ、結品化工程が高価になる場合があるか
らである。

０128 また、酸化ガリウム以外の正三価の金属酸化物としては、酸化ホウ素、酸化アルミニ

ウム、酸化スカンジウム、酸化イットリウム、酸化ランタン、酸化ネオジム、酸化ザマリウ

ム、酸化ュウロピウム、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ジスプロシウム、酸ィヒ

ホルミウム、酸化工ルビウム、酸化ッリウム、酸化イッテルビウム、酸化ルテチウムなど

を用いることができる。これらの金属酸化物の添加により、酸素欠損の発生を抑え、そ

れにより酸素欠損により発生するキャリアを有効に抑制できる。しかしながら、酸化タリ

ウムなどの金属酸化物でほ、キャリアの抑制効果は少ない。

添加する呈に制限はないが、レーザー光などによる結品ィヒを阻告する金属酸化物

の場合には、結品化領域まで、添加最を制限する必要がある。この結品化により出

現する結品は酸化インジウムのビックスバイト構造である。他の結品相を含有してい



ても、キヤリアの抑制に影響がなければ、問題はない。結品構造の決定には、X線回

折により行うことができる。

正三価の金属酸化物の添加呈としては、例えば、全金属元素中に占める正三価の

金属の含有呈は、2０原子 以下、好ましくは ０原子 以下、より好ましくは5原子

以下である。この理由は、2０原子 超では、結品化温度が上がりすぎ、結品化工程

が高価になる場合があるからである。

5０129 なお、上記各実施例の薄膜トランジスタのo ff比は、 ０以上であった。また、

出力特性から電界効果移動度を算出したところ、飽和領城において約 7c ・s e

cの電界効果移動度が得られた。さらに、閾値電圧 ( )は、約 2 ０ であり、ノー

マリーオフの特性を示し、また、出力特性は明瞭なピンチオフを示した。さらに、ゲー

ト電圧を印加しないとき、ソース電極 ０5 とドレイン電極 ０5 3の間に約 5 の電圧を

印加したところ、ソース電極 ０5 とド 7
レイン電極 ０5 3間の電流を約 0 アンペアに

することができた。

また、作製した薄膜トランジスタに可視光を照射して同様の測定を行ったが、トラン

ジスタ特性の変化は認められなかった。すなわち、各実施例によれば、電子キヤリア

、濃度が 、さく、したがって、電気抵抗率が高く、かつ、電子移動度が大きい活性屑を

有する薄膜トランジスタを実現できた。

０13０ また、各実施例では、ガラス某板 ００上に薄膜トランジスタを作製したが、成膜 自

体は室温で行え、その後、低温ブラズマ結品化法などにより低温で結品ィヒさせること

ができるので、ブラスチック板やフィルムなどの某板が使用可能である。また、各実施

例で得られた結品質酸化物は、可視光の光吸収がほとんどなく、透明なフレキシブ

ル を実現できる。

０13 1 また、本発明は、上記薄膜トランジスタ及びその製造方法の発明に限定されるもの

ではなく、半導体デバイス及びその製造方法の発明としても有効である。

次に、半導体デバイス及びその製造方法の各実施形態について、図面を参照して

説明する。

０132 半導体デバイス及びその製造方法の第一実施形態」

図 8は、本発明の第一実施形態にかかる半導体デバイスである、ショットキーダイ



オードの要部の概略断面図を示している。

図 8において、ショットキーダイオード ００5は、ガラス某板 ００と、ガラス某板 ０

０上に形成された 型半導体 ０4 2と、 型半導体 ０4 2の上面両端部にそれぞれ

形成された電極 ０4 3および電極 ０44とを備えている。

本実施形態の半導体デバイスは、ショットキーダイオード ００5としてあり、上述した

活性屑 ０4 と同じ結品質酸化物が電子伝導体 ( 型半導体 ０42) として用いられ

ている。

０133 本実施形態の 型半導体 ０4 2は、成膜される際に、結品ィヒされた状態で成膜さ

れる。

また、電極 ０4 3は、 型半導体 ０4 2の材料と同じ組成の材料からなり、非品質と

してあり、導電体として機能する。また、この電極 ０4 3は、 型半導体 ０4 2とオーミ

また、電極 ０44の材料として、 型半導体 ０4 2のフェルミ準位の絶対値よりも大

きな仕事関数を持つ材料、例えば、P が用いられる。この仕事関数の違いによって、

型半導体 ０4 2にキヤリアの少ない障壁屑が形成される。

０134 以上説明したよぅに、本実施形態のショットキーダイオード ００5によれば、同じ組

成の所定の材料を、結品ィヒさせることにより 型半導体 ０4 2とし、非品質の状態の

まま用いることにより電極 ０4 3としているので、材料の共用化を図ることができ、管理

コストを低減することができる。

また、本実施形態は、ショットキーダイオード ００5の製造方法の発明としても有効

であり、所定の材料からなる 型半導体 ０4 2と、所定の材料と同じ組成の材料から

なる導電体 (電極 ０43) を備えたショットキーダイオード ００5の製造方法であって、

結品質の 型半導体 ０4 2を形成し、この後工程にて、非品質の導電体 (電極 ０4 3

) を形成する工程を有する方法としてある。このよぅにすると、材料の共用化を図ること

ができ、管理コストを低減することができる。

０135 半導体デバイス及びその製造方法の第二実施形態」

図 9 、本発明の第二実施形態にかかる半導体デバイスである、ショットキーダイ

オードの要部の概略断面図を示している。



図 9において、ショットキーダイオード ００5aは、ガラス某板 ００と、ガラス某板

０ ０上に形成された 型半導体 ０4 2と、 型半導体 ０4 2の上面両端部に形成さ

れた電極 ０4 3および電極 ０4 4とを備えている。

また、本実施形態の半導体デバイスは、ショットキーダイオード ００5aとしてあり、上

述したショットキーダイオード ００5と比べて、 型半導体 ０4 2となる被処理体と電極

０4 3がともに成膜 (一括成膜 ) され、さらに、ともに形成 (一括形成) され、その後、被

処理体が結品ィヒされ 型半導体 ０4 2となる点が相違する。なお、その他の構成は、

ほぼショットキーダイオード ００5と同様としてある。

０136 以上説明したよぅに、本実施形態のショットキーダイオード ００5aによれば、非品質

の所定の材料からなる、 型半導体 ０4 2となる被処理体、及び、電極 ０4 3を一括

成膜しさらに一括エッチングすることができる。

すなわち、非品質の所定の材料からなる薄膜を、一括成膜しさらに一括エッチング

し、この薄膜の一部を局所的に結品ィヒさせることにより 型半導体 ０4 2とし、残りの

部分を非品質の状態のまま用いることにより導電体 (電極 ０43) としているので、製

造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

また、材料の共用化を図ることができるので、管理コストを低減することができる。

０137 また、本実施形態は、ショットキーダイオード ００5aの製造方法の発明としても有効

であり、所定の材料からなる 型半導体 ０4 2と、所定の材料と同じ組成の材料から

なる導電体 (電極 ０43) を備えたショットキーダイオード ００5aの製造方法であって

、非品質の所定の材料からなる被処理体及び導電体 (電極 ０43) を一括成膜し、さ

らに一括形成する工程と、形成された被処理体を結品ィヒさせて 型半導体 ０4 2と

する工程とを有する方法としてある。このよぅにすると、製造工程を削減して製造原価

のコストダウンを図ることができ、また、材料の共用化を図ることができ、管理コストを

低減することができる。

０138 半導体デバイス及びその製造方法の第三実施形態」

図2０は、本発明の第三実施形態にかかる半導体デバイスである、ショットキーダイ

オードの要部の概略断面図を示している。

図2０において、ショットキーダイオード ００5bは、ガラス某板 ００と、ガラス某板



０ ０上に形成された 型半導体 ０4 2と、 型半導体 ０4 2の上面両端部に形成さ

れた電極 ０4 3および電極 ０4 4 とを備え、さらに、 型半導体 ０4 2と電極 ０4 3を

接続する、金属屑からなる電極 ０43a と、 型半導体 ０4 2と電極 ０4 4を接続する

、金属屑からなる電極 ０44a とを備えている。

また、本実施形態の半導体デバイスは、ショットキーダイオード ００5bとしてあり、上

述したショットキーダイオード ００5 aと比べて、電極 ０43a ０44a を備えた点が相

違する。なお、その他の構成は、ほぼショットキーダイオード ００5 aと同様としてある。

０139 以上説明したよぅに、本実施形態のショットキーダイオード ００5bによれば、金属屑

からなる電極 ０43a ０44a を形成することにより、 型半導体 ０4 2と電極 ０4 3

０4 4 とを確実に接続することができる。

また、本実施形態は、ショットキーダイオード ００5bの製造方法の発明としても有効

であり、 型半導体 ０4 2と導電体 (電極 ０43) を接続する金属屑 (電極 ０43a) を

形成する工程を有する方法としてある。このよぅにすると、 型半導体 ０4 2と電極 ０

4 3とを確実に接続することができる。

０14０ なお、本発明における半導体デバイスは、薄膜トランジスタやショットキーダイオード

に限定されるものではなく、半導体素子、半導体部品。、半導体装置、集積回路などを

いぅ。したがって、例えば、半導体デバイスには、集積回路 (論理回路、メモり回路、

差動増幅回路等 ) なども含まれ、論理回路として、インバータ、 O 、フリッ

プフロップ、シフトレジスタなどを挙げることができる。また、メモり回路として、S山女 (

S a c a do ccess e o ) O ( ead O e o )などを挙

げることができる。さらに、差動増幅回路として、差動アンプなどを挙げることができる

。また、 タグや Cタグの無線通信回路などであってもよい。

０14 1 薄膜トランジスタの製造方法の第五実施形態」

図2 は、本発明の第五実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するた

めの概略フローチヤート図を示している。

また、図2 2は、本発明の第五実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明

するための要部の概略図であり、(a) ゲート電極及びゲート配線の形成された平面

図を示しており、(b) は (a) の断面図を示しており、(c) はゲート絶縁膜、活性屑、ソ一



ス配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極の形成された平面図

を示しており、(d) は (c) の断面図を示している。

図2 、図22 (a )及び図22 (b) において、まず、透明なガラス某板 2００が用意され

、このガラス某板 2００上に、第一のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法

により、金属薄膜よりなる所望の形状のゲート電極2０2 及びゲート配線2０22を形成

なお、某板は、ガラス基板 2００に限定されるものではなく、薄膜トランジスタ2００

の用途に応じて様々な材料からなる某板を用いることができる。たとえば、可擁性を

有する樹脂製のフィルム某板などを用いてもよい。

０142 上記金属薄膜の材料として、 C o若しくは 、又は、それらの合金な

どを用いることができる。薄膜の厚さは、通常、5０～5００ であり、好ましくは ００～
０ である。この理由は、 より薄いと、ゲート配線2０22の抵抗が大きくなり

、信号遅延の問題が起こるおそれがあるからである。また、5００ より厚いと、その

段差が大きくなり、上部に形成される薄膜であるゲート絶縁膜 2０3０、ソース配線2０5

2、ドレイン配線2０54などの断線や線細りによって、不良発生のおそれがあるからで

ある。また、合金については、元となる金属の抵抗値を大きく変ィヒさせない、様々な

金属を添加してもよい。例えば、 合金としては、 d a o、Wなどの金属が

添加された合金が望ましい。なお、上記金属薄膜は、透明な薄膜である。

０143 次に、図2 、図22 (c )及び図22 (d) に示すように、ガラス基板 2００、ゲート電極2

０2 及びゲート配線2０22上に、ゲート絶縁膜 2０3０としてのS 膜をC (ィヒ学気

相成長法) により形成する (ステップS 2００2)。この膜の厚さは、通常、 ００～ ０

であり、好ましくは2００～ ０ である。また、一般的に、ゲート絶縁膜 2０3０の厚さ

は、ゲート配線2０22の厚さより厚くする方が好ましい。このように厚くすると、ゲート配

線2０22からその上部に位置するソース配線2０5 2やドレイン配線2０54へのリーク電

流を 、さくすることができる。

０144 続いて、ゲート電極2０2 の上方のゲート絶縁膜 2０3０上に、ブラズマ処理により半

導体ィヒされた活性屑2０4 を形成する (ステップS 2００3)

この活性屑2０4 は、所定の材料を某材としてあり、ブラズマ処理によって半導体と



しての特性を有する。なお、活性屑2０4 の材料の組成などについては、後述する。

ここで、活性屑2０4 は、まず、スパッタ法などにより非品質の状態で成膜され、次

に、第二のマスク (図示せず) を用いたフォトリソグラフイ一法により形成される。続いて

、ブラズマ処理により半導体ィヒされる。ただし、これに限定されるものではなく、たとえ

ば、非品質の状態で成膜し、次に、ブラズマ処理を了 、刊 、続いて、所定の形状に形

成してもよい。

なお、本発明において、非品質の状態とは、X線回折スペクトルにおいて、ハロー

パターンが観測され、特定の回折線を示さない状態をいぅ。一方、結品質の状態とは

、特定の回折線を示す状態をいぅ。

０145 本発明では、上記所定の材料にプラズマ処理を施すことにより、この所定の材料を

活性ィヒさせ半導体とする。活性ィヒする条件は、ブラズマ処理装置やプラズマガスの

種類により典なる。ブラズマガスの種類は、種々選択できるが、通常、酸素、空素、ア

ルゴン、及びそれらの混合ガスなどが用いられる。酸素ブラズマでは、薄膜トランジス

タの活性屑に活性ィヒされた酸素原子が飛び込み、酸素欠損を低減する効果がある。

空素ブラズマでは、薄膜トランジスタの活性屑に活性ィヒされた空素原子が挿入され、

酸素欠損を低減する効果がある。アルゴンプラズマの場合、薄膜トランジスタの活性

屑に含まれる遊離の酸素原子を活性化して、酸素欠損を低減する効果がある。また

、ブラズマの種類としては、大気圧ブラズマ、ブラズマジェットや、真空中で発生させ

られたプラズマガンにより発生されたプラズマや、低温ブラズマなどが使用できる。

なお、酸素含有中の雰囲気でプラズマを照射する方法が最も有効的に薄膜トラン

ジスタの活性屑2０4 を活性化できる。

０146 本発明においては、活性屑2０4 となる某材の材料、組成比、製造条件、ブラズマ

処理条件などを制御して、例えば、電子キヤリア濃度を、 ０ c 以 _ c

未満とする。また、好ましくは 以上 7 以下、さらに好ましくは、 ０
。。3以上 ０ 。3以下の範囲にするとよい。このよぅにすると、所定の大きさの

電子移動度を有し、o f f比を十分に大きくすることができる。また、ノーマリーオフ

の薄膜トランジスタが歩留まり良く得られる。

なお、本発明に係る電子キヤリア濃度は、室温で測定する場合の値である。室温と



は、例えば Cであり、具体的には約０～4０C程度の範囲から適宜選択される温度
7である。また、電子キヤリア濃度の測定は、ホール効果測定により求める。約

Cホール測定で行ぅことが好ましい。この理

由は、 Cホール測定では測定値のばらつきが大きく、測定の信頼性が低くなるおそ

れがあるからである。

また、ブラズマ処理は、通常、X (X線回折)で結品ピークが出ない条件で行わ

れる。ただし、これに限定されるものではなく、たとえば、ブラズマ処理によって、結品

ピークが出てもよい。

０147 また、好ましくは、活性屑2０4 (半導体薄膜 ) の伝導帯と価電子帯とのエネルギー

バンドギヤップを約2・8eV以上とするとよく、このよぅにすることで、可視光の照射によ

り、価電子帯の電子が励起されて洞れ電流が流れやすくなるおそれがあるとレぢ不具

合を有効に回避することができる。

０148 また、好ましくは、活性屑2０4 が非縮退半導体であるとよい。

このよぅにすると、 ff電流を小さくすることができ、o off比を大きくすることができ

る。

０149 続いて、ゲート絶縁膜2０3０及び活性屑2０4 上に、ソース配線2０52、ソース電極

2０5 、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成する (ステ

ップS 2００4)

このソース配線2０5 2、ソース電極2０5 、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及

び画素電極2０5 5は、活性屑2０4 となった某材 (所定の材料 ) と同じ組成の材料か
らなり、非品質とすることによって、導電体としての特性を有する。なお、この導電体と

しての特性などについてほ、後述する。

ここで、ソース電極2０5 、ソース配線2０52、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０5

4及び画素電極2０5 5は、スパッタ法などにより非品質の状態でまとめて成膜され、第

三のマスク (図示せず)を用いたフオトリソグラフィー法によりまとめてェッチングされる

ことによって形成される。これにより、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを

図ることができる。

０15０ 図23は、本発明の第五実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するた



めの要部の概略図であり、(a) は保護屑の形成された平面図を示しており、(b) は (a

) の断面図を示している。

次に、図 に示すよぅに、ゲート絶縁膜 2０3０、ソース配線2０5 2、ソース電極2０5

、活性屑2０4 、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5上に、保

護屑2０6０としてのS 膜をC により形成する (ステップS 2００5)

ここで、成膜された保護屑2０6０は、第四のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライェッチングされ、画素電極2０5 5が露出する。また、開口部2０23

及び開口部2０5 6が形成され、それぞれゲート配線2０22及びソース配線2０5 2の一

部が露出する。

このよぅに、本実施形態によれば、保護屑2０6０を備えた薄膜トランジスタ2００ を、

4枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

０15 1 なお、図示してないが、ソース配線2０5 2、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5と

ゲート絶縁膜 2０3０との間にも、活性屑2０4 を形成する場合には、 枚のハーフトー

ンマスクを用いて、活性屑2０4 、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極

2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成することができる。すなわち、ま

ず、活性屑2０4 となる某材を成膜し、次に、ブラズマ処理を施し、続いて、導電体と

なる薄膜を成膜する。次に、 枚のハーフトーンマスクを用いて、活性屑2０4 、ソー

ス配線2０5 2、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成し、続いて、ソース電極

2０5 及びドレイン電極2０5 3を形成する。このよぅにすると、保護屑2０6０を備えた薄

膜トランジスタを、3枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

０152 次に、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54

及び画素電極2０5 5に用いられる所定の材料、並びに、活性屑2０4 の某材として

用いられる前記所定の材料について、説明する。

まず、ソース電極2０5 などに用いられる所定の材料と、活性屑2０4 の某材として

用いられる所定の材料は、同じである。これにより、材料の共用化を図ることができ、

管理コストを低減することができる。

０153 上記所定の材料は、非品質金属酸化物である。この非品質金属酸化物は、酸素欠

よりキヤリアを発生している。したがって、ブラズマ処理により酸素欠損を制御す



ることによって、キヤリア濃度を容易に制御することができる。すなわち、所定の材料

を用いた薄膜の性質を自在に制御でき、例えば、所定の材料を用いて導電体と半導

体を設けることができたり、あるレ ま、導電体の導電性や半導体の特性などを容易に

設定することができる。

０154 また、好ましくは、上記非品質金属酸化物が、酸ィヒインジウム、酸化亜鉛及び酸化

錫のぅち少なくとも一つを含有するとよい。

たとえば、非品質金属酸化物として、酸化イスジウムと酸化亜鉛からなる非品質薄

膜を用いることにより、安定した導電性と安定した半導体特性を両立できる。酸ィヒイン

ジウムと酸化亜鉛の組成比としては、 z ) 二０・2～・０(０・2以上

０以下) である。好ましくは、 1 z ) 二０・5～０・9 5 (０・5以上０ 9 5以下

) であり、より好ましくは、 ( z )二０・6～０・9 (０・6以上０・9以下) であ

る。なお、 はインジウムの原子数であり、z は亜鉛の原子数である。

また、たとえば、非品質金属酸化物として、酸化錫と酸化亜鉛からなる非品質薄膜

を用いることにより、安定した導電性と安定した半導体特性を両立できる。酸化錫と酸

化亜鉛の組成比としては、 S ( S z )二０・2～０・9 5 (０・2以上０ 9 5以

下) である。好ましくは、 S ( S z )二０・4～０・9０(０・4以上０ 9０以下)

であり、より好ましくは、S ( S z )二０・5～０・6 (０・5以上０・6以下) であ

る。なお、 S は錫の原子数である。

０155 さらに好ましくは、上記非品質金属酸化物が、正二価の金属酸化物、正三価の金

属酸化物及び正四価の金属酸化物のぅち少なくとも一つを含有しているとよい。

たとえば、上記非品質金属酸化物が、正二価の金属酸化物を含有しているとよい。

このよぅに正二価の金属酸化物を含有することにより、ブラズマ処理によって活性屑2

０4 のキヤリア発生を効率良く抑制することができ、長期にわたる駆動でも安定に作

動するよぅになる。正二価の金属酸化物としては、酸化マグネシウム、酸化かレシウム

、酸化二ツケル、酸化銅などが有用である。これらは、酸素との結合力が強く、酸素欠

損によるキヤリアの発生を有効に抑えることができる。このよぅに、正二価の金属酸化

物を含有することにより、効果的に薄膜トラスジスタの特性を安定化することができる



また、正二価の金属酸化物を含有することにより非品質を安定化させる効果 (製造

プロセス中での結品化の阻告など) によりキャリアの発生を安定ィヒさせ、かつ、長期に

わたる駆動でも安定に作動するよぅになる。

正二価の金属酸化物の添加呈は、透明導電膜 (ソース電極2０5 など) の導電性に

影響しない程度にとどめるのがよい。添加呈が多すぎると、透明導電膜の導電性を

損なぅ恐れがある。添加呈としては、全金属元素に対して、4０原子 以下、好ましく

は2０原子 以下にするのがよい。

０156 また、たとえば、上記非品質金属酸化物が、正三価の金属酸化物を含有していると

よい。このよぅに正三価の金属酸化物を含有することにより、ブラズマ処理によって活

性屑2０4 のキャリア発生を効率良く抑制することができ、長期にわたる駆動でも安

定に作動するよぅになる。正三価の金属酸化物としては、酸化ホウ素、酸化アルミニウ

ム、酸化ガリウム、酸化スヵンジウム、酸化イットリウム、酸化ランタン、酸化ネオジム、

酸化ザマリウム、酸化ュウロピウム、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ジスプロ

シウム、酸化ホルミウム、酸化工ルビウム、酸化ッリウム、酸化イッテルビウム、酸化ル

テチウムなどが有用である。これらは、酸素との結合力が強く、酸素欠損によるキャリ

アの発生を有効に抑えることができる。このよぅに、正三価の金属酸化物を含有する

ことにより、効果的に薄膜トランジスタの特性を安定化することができる。

また、正三価の金属酸化物を含有することにより非品質を安定化させる効果 (製造

プロセス中での結品化の阻告など) によりキャリアの発生を安定ィヒさせ、かつ、長期に

わたる駆動でも安定に作動する。

正三価の金属酸化物の添加呈は、透明導電膜の導電性に影響しない程度にとど

めるのがよい。添加呈が多すぎると、透明導電性の導電性を損なぅ恐れがある。添加

呈としては、全金属元素に対して、4０原子 以下、好ましくは2０原子 以下にする

のがよい。

０157 また、たとえば、上記非品質金属酸化物が、正二価の金属酸化物及び正三価の金

属酸化物を含有しているとよい。このよぅに正二価の金属酸化物及び正三価の金属

酸化物を含有することにより、ブラズマ処理によって活性屑2０4 のキャリア発生を効

率良く抑制することができ、長期にわたる駆動でも安定に作動するよぅになる。正二



価の金属酸化物としては、酸化マグネシウム、酸化かレシウム、酸化二ツケル、酸化

銅などが有用である。また、正三価の金属酸化物としては、酸化ホウ素、酸化アルミ

ニウム、酸化ガリウム、酸化スヵンジウム、酸化イットリウム、酸化ランタン、酸化ネオジ

ム、酸化ザマリウム、酸化ュウロピウム、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ジス

プロシウム、酸化ホルミウム、酸化工ルビウム、酸化ッリウム、酸化イッテルビウム、酸

化ルテチウムなどが有用である。正二価の金属酸化物や正三価の金属酸化物のこ

れらは、酸素との結合力が強く、酸素欠損によるキャリアの発生を有効に抑えることが

できる。このよぅに、正二価の金属酸化物及び正三価の金属酸化物を含有することに

より、効果的に薄膜トランジスタの特性を安定化することができる。

また、正二価の金属酸化物及び正三価の金属酸化物を含有することにより非品質

を安定ィヒさせる効果 (製造プロセス中での結品化の阻告など) によりキャリアの発生を

安定化させ、かつ、長期にわたる駆動でも安定に作動する。

正二価の金属酸化物及び正三価の金属酸化物の添加呈は、透明導電膜の導電

性に影響しない程度にとどめるのがよい。添加呈が多すぎると、透明導電性の導電

性を損なぅ恐れがある。添加呈としては、全金属元素に対して、4０原子 以下、好ま

しくは2０原子 以下にするのがよい。

０158 また、たとえば、上記非品質金属酸化物が、正四価の金属酸化物を含有していると

よい。このよぅに正四価の金属酸化物を含有することにより、価数のバランスがとれる

ので、状態が安定化し信頼性が高くなることが期待できる。正四価の金属酸化物とし

ては、酸化ゲルマニウム、酸化ケイ素、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウ

ムなどが有用である。

なお、正二価の金属酸化物とは、イオン状態での価数として正二価を取りぅる金属

酸化物をレ 、、また、正三価の金属酸化物とは、イオン状態での価数として正三価を

取りぅる金属酸化物をいい、さらに、正四価の金属酸化物とは、イオン状態での価数

として正四価を取りぅる金属酸化物をいぅ。

０159 以上説明したよぅに、本実施形態の薄膜トランジスタの製造方法によれば、所定の

材料からなる某材にブラズマ処理を施すことにより活性屑2０4 を形成し、上記某材

と同じ所定の材料からなる非品質の、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン



電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5をまとめて成膜しさらにまとめて

エッチングすることができる。

すなわち、本発明では、同じ組成の所定の材料を、ブラズマ処理することにより活

性屑2０4 (半導体 ) とし、非品質の状態のまま用いることにより導電体としているので

、材料の共用ィヒを図ることができ、管理コストを低減することができる。

また、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3 、ドレイン配線2０54

及び画素電極2０5 5は、非品質の状態でまとめて成膜され、さらに、まとめてエッチン

グされることによって形成されるので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを

図ることができる。

０16０ 薄膜トラン、ジスタの第五実施形態」

また、上記実施形態における薄膜トラン、ジスタ2００ は、薄膜トラン、ジスタの発明とし

ても有効である。

薄膜トラン、ジスタ2００ は、上記所定の材料からなり、ソース電極2０5 、ソース配線

2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5となる導電体と、

この所定の材料にブラズマ処理を行うことによって半導体ィヒされた活性屑2０4 とを

備えた構成としてある (図23参照 ) 。

このように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタ2００ は、材料の共用ィヒを図ることができ

、管理コストを低減することができる。また、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレ

イン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5は、非品質の状態でまとめて

成膜され、さらに、まとめてエッチングされることによって形成されるので、製造工程を

削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

０16 1 薄膜トラン、ジスタの製造方法の第六実施形態」

図24は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明するた

めの概略フローチヤート図を示している。

また、図2 5は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明

するための要部の概略図であり、(a) はゲート電極、ゲート配線、ゲート絶縁膜、活，性

屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極の形成された

平面図を示しており、(b)は (a) の断面図を示しており、(c) は保護屑の形成された平



面図を示しており、(d)は (c) の断面図を示している。

図24及び図2 5において、本実施形態の薄膜トランジスタの製造方法は、上述した

第五実施形態と比べて、ステッ S 2００3 S2００4 (図2 参照 ) の代わりに、活性屑2

０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレ

イン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成し(ステップ5 2０ 3) 、続いて、ブラズマ処

理により被処理体を活性屑2０4 とする (ステップS 2０ 4 )点が相違する。他の方法

は第五実施形態とほぼ同様としてある。

０162 まず、第五実施形態とほぼ同様に、ガラス某板 2００上に、ゲート電極2０2 及びゲ

ート配線2０22を形成し(ステップS 2０ ) 、続いて、ゲート絶縁膜 2０3０を形成する (

０163 次に、ゲート絶縁膜 2０3０上に、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソ

ース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成

すなわち、図2 5 (a )及び図2 5 (b)に示すよぅに、活性屑2０4 となる被処理体、ソー

ス電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電

極2０5 5は、上述した所定の材料からなり、スパッタ法などにより非品質の状態でまと

めて成膜され、第二のハーフトーンマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法

によりまとめてェッチングされることによって形成される。これにより、製造工程を削減

して製造原価のコストダウンを図ることができる。

また、上記第二のハーフトーンマスクによって形成されたレジストは、ソース電極2０

、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を

覆ぅ部分が、活性屑2０4 となる被処理体を覆ぅ部分より厚い形状としてある。

０164 次に、第二のハーフトーンマスクにより形成されたレジストを再形成すると、活性屑2

０4 となる被処理体が露出し、かつ、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電

極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を覆ぅ形状のレ、ジストとなる。

続いて、この再形成されたレジスト(図示せず) を用いて、ブラズマ処理を行ぅと、被

処理体が半導体ィヒされ活性屑2０4 となる (ステップS 2０ 4 )。すなわち、再形成さ

れたレ、ジストが、ソース電極2０5 などの導電体とする領城を覆い、かつ、半導体ィヒさ



せる領城 (被処理体 ) にブラズマを接触させるための開口部を有する遮蔽屑として機

能する。これにより、活性屑2０4 の形状や配置などを任意に形成することができる。

また、第五実施形態と比べて、活性屑2０4 を形成するための専用のマスクを必要と

しないので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

また、局所的にブラズマ処理を行い活性屑2０4 とする形状は、図26に示すよぅに

、ゲート電極長よりゲート長が短く、かつ、ゲート電極幅よりゲート幅を 、さくするとよい

。このよぅにすると、活性屑2０4 が、ゲート電極2０2 に電圧が印加された影響を効

果的に受けることができ、トランジスタ特性を向上させることができる。

０165 また、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン

電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5となる薄膜 (適宜、非品質金属酸

化物屑と略称する。) を成膜する場合、スパッタリン外法が有用である。

この場合のスパッタリング用ガスとしては、アルゴンガスが好ま 、。このよぅにするこ

とにより、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０5

4及び画素電極2０5 5の抵抗を下げることができる。また、上記非品質金属酸化物屑

は、某板温度が室温の状態にて成膜される。このよぅに低温で成膜することにより、非

品質の金属酸化物屑を形成することができる。この非品質金属酸化物屑は、非品質

構造による酸素欠損によってキヤリアを発生し、導電性と透明性に優れるものである。

また、スパッタリング用ガスは、 ００。のアルゴンガスに限定されるものではなく、た

とえば、酸素、空素などを微呈含有するアルゴンガスでもよい。このよぅに酸素、空素

などを含有するアルゴンガスの雰囲気中にて成膜することにより、非品質状態では安

定した透明電極として作動し、また、ブラズマ処理すると酸素欠損を低減し、半導体と

しての性能 (キヤリア濃度 ) の安定化に効果がある。

このよぅに、本実施形態では、一つの薄膜から、透明導電膜と半導体膜を得ること

ができ、生産性を大幅に向上させることができる。

０166 次に、図24、図2 5 (c )及び図2 5 (d) において、第五実施形態とほぼ同様に、ゲー

ト絶縁膜 2０3０、活性屑2０4 、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０

5 3 、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5上に、保護屑2０6０としてのS 膜をC

により形成する (ステップS 2０ 5)



ここで、成膜された保護屑2０6０は、第三のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライェッチングされ、画素電極2０5 5が露出する。また、開口部2０23

及び開口部2０5 6が形成され、それぞれゲート配線2０22及びソース配線2０5 2の一

部が露出し、各配線パッドとなる。

このよぅに、本実施形態によれば、保護屑2０6０を備えた薄膜トランジスタ2００2を、

3枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

０167 以上説明したよぅに、本実施形態の薄膜トランジスタの製造方法によれば、非品質

の所定の材料からなる、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線

2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5をまとめて成膜し

さらにまとめて形成する。続いて、再形成されたレジストを遮蔽屑として用いてブラズ

マ処理を了 、刊 、被処理体を活性屑2０4 とする。すなわち、非品質の所定の材料から

なる薄膜を、一括成膜しさらに一括形成し、この薄膜の一部を局所的にブラズマ処理

することにより活性屑2０4 (半導体 ) とし、残りの部分を非品質の状態のまま用いるこ

とにより導電体としているので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図るこ

とができる。

また、材料の共用ィヒを図ることができるので、管理コストを低減することができる。

なお、例えば、従来の液品パネル駆動用のシリコン系 では、トランジスタの材

料が液品駆動用の透明電極 (画素電極 ) の材料と典なるために、同一屑として、活性

屑や画素電極を構成することはできなかった。本発明では、液品駆動用の透明電極

と薄膜トランジスタ (活性屑 ) を構成する材料を同一とし、電極部分を非品質構造とし

、活性屑部分にブラズマ処理を行ぅことにより、大幅に製造工程を削減することができ

る。

０168 薄膜トランジスタの第六実施形態」

また、上記実施形態における薄膜トランジスタ2００2は、薄膜トランジスタの発明とし

ても有効である。

薄膜トランジスタ2００2は、上記所定の材料からなり、ソース電極2０5 、ソース配線

2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5となる導電体と、

この導電体と同じ屑であり、かつ、この所定の材料にブラズマ処理を行ぅことによって



半導体ィヒされた活性屑2０4 とを備えた構成としてある (図26参照 ) 。

このよぅに、本実施形態の薄膜トランジスタ2００2は、材料の共用化を図ることができ

、管理コストを低減することができる。また、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極

2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5

5は、非品質の状態でまとめて成膜され、さらに、まとめてェッチングされることによっ
て形成されるので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

０169 第四応用例)

また、上記薄膜トランジスタの製造方法の第六実施形態及び薄膜トランジスタの第

六実施形態は、様々な応用例を有している。

次に、第四応用例について、図面を参照して説明する。

図27は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第四応用例

を説明するための概略フローチヤート図を示している。

また、図2 は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第四

応用例を説明するための要部の概略図であり、(a) はゲート電極、ゲート配線、ゲート

絶縁膜、活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極及

び金属屑の形成された平面図を示しており、(b)は (a) の断面図を示しており、(c) は

保護屑の形成された平面図を示しており、(d) は (c) の断面図を示している。

図27及び図28において、本応用例の薄膜トランジスタ2００2aの製造方法は、上述

した第六実施形態と比べて、ステップS 2０ 3とS 2０ 4 (図24参照 ) の間に、金属屑

からなる、ソース電極2０5 a、ソース配線2０5 2a、ドレイン電極2０53a 、ドレイン配線

2０54a 及び画素電極2０55a を形成する (ステップS 2０24) 点が相違する。他の方法

は第六実施形態とほぼ同様としてある。

０17０ まず、第六実施形態とほぼ同様に、ガラス某板 2００上に、ゲート電極2０2 及びゲ

ート配線2０22を形成し(ステップ5 2０2 ) 、続いて、ゲート絶縁膜 2０3０を形成する (

ステップS 2０22)

０17 1 次に、第六実施形態とほぼ同様に、ゲート絶縁膜 2０3０上に、活性屑2０4 となる

被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０

54及び画素電極2０5 5を形成するため非品質金属酸化物屑を成膜し、続いて、スパ



ッタ法などにより金属屑が成膜される。

そして、第二のハーフトーンマスク (図示せず)を用いてフオトリソグラフィー法により

、ゲート絶縁膜2０3０上に、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース

配線2０52、ドレイン電極2０53、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成する (

ステップS 2０23) 。この際、金属屑からなるソース配線2０52a、ドレイン配線2０54a 及

び画素電極2０55a も形成される。

また、上記第二のハーフトーンマスクによって形成されたいジストは、ソース電極2０

、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０53、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5

の上方の部分が、活性屑2０4 となる被処理体の上方の部分より厚い形状としてある

次に、第二のハーフトーンマスクにより形成されたいジストを再形成し、この再形成さ

れたいジスト(図示せず)を用いてフオトリソグラフィー法により、金属屑からなるソース

電極2０5 及びドレイン電極2０53a を形成する (ステップS 2０24) 。これにより、活性

屑2０4 の表面が露出する。すなわち、薄膜トランジスタ2００2aのソース電極、ソース

配線、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極は、非品質金属酸化物屑と金属屑

の積層構造となり、活性屑2０4 薄膜トランジスタ部 ) は、非品質金属酸化物屑のみ

からなる構造となる。また、再形成されたいジストは、除去される。

次に、ブラズマ処理を行ぅと、被処理体が半導体ィヒされ活性屑2０4 となる (ステッ

プS 2０25) 。すなわち、金属屑からなるソース電極2０5 a、ソース配線2０52a、ドレイ

ン電極2０53a 、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a が、ソース電極2０5 など

の導電体とする領城を覆い、かつ、半導体ィヒさせる領城 (被処理体 ) にブラズマを接

触させるための開口部を有する遮蔽屑として機能する。これにより、活性屑2０4 の

形状や配置などを任意に形成することができる。また、第一実施形態と比べて、活性

屑2０4 を形成するための専用のマスクを必要としないので、製造工程を削減して製

造原価のコストダウンを図ることができる。

なお、本応用例では、ブラズマ処理が行われる前に、再形成されたいジストが、除

去されるが、これに限定されるものではない。たとえば、再形成されたいジストを、ブラ

ズマアッシング装置にて除去する際、このブラズマアッシング装置を用いて、被処理



体を半導体化し活性屑2０4 としてもよい。このよぅにすると、一つの工程で、再形成

されたいジストを除去するとともに、被処理体を活性屑2０4 とすることができ、生産性

を向上させることができる。

また、遮蔽屑は、レジストや金属屑 (導電体屑 ) に限定されるものではなく、たとえば

、絶縁屑などでもよく、ブラズマを遮蔽可能な材料を用いることができる。

０174 次に、図28 (c )及び図28 (d) に示すよぅに、第六実施形態とほぼ同様にして、ゲー

ト絶縁膜2０3０、活性屑2０4 、ソース電極2０5 a 、ソース配線2０5 2a、ドレイン電極

2０53a 、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a 上に、保護屑2０6０としてのS

膜をC により形成する (ステップS 2０26)

ここで、成膜された保護屑2０6０は、第三のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライェッチングされ、画素電極2０55a が露出する。また、開口部2０2

3及び開口部2０5 6が形成され、それぞれゲート配線2０22及びソース配線2０5 2aの

一部が露出し、各配線パッドとなる。

このよぅに、本応用例によれば、保護屑2０6０を備えた薄膜トランジスタ2００2を、3

枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

０175 なお、図示してないが、上記第三のマスクの代わりに、第三のハーフトーンマスクを

用いたフオトリソグラフィー法により、画素電極2０55a を除去し、画素電極2０5 5を露

出させるとよい。すなわち、第三のハーフトーンマスクを用いたフオトリソグラフィー法

により、画素電極2０55a 上の保護屑2０6０をドライェッチング (エッチングガスは、C

など) し、さらに、画素電極2０55a をドライェッチング (エッチングガスは、S など)

する。次に、再形成されたいジストを用いて、保護屑2０6０やゲート絶縁膜 2０3０をド

ライェッチング (エッチングガスは、C など)する。これにより、開口部2０23及び開

口部2０5 6が形成され、それぞれゲート配線2０22及びソース配線2０5 2aの一部が

露出し、各配線パッドとする。このよぅにすると、非品質金属酸化物のみからなる画素

電極2０5 5を得ることができ、透光性を向上させることができる。

０176 以上説明したよぅに、本応用例の薄膜トランジスタ2００2aの製造方法によれば、非

品質の所定の材料からなる、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース

配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を一括成膜



しさらに一括形成することができる。また、金属屑からなる、ソース電極2０5 a、ソース

配線2０5 2a、ドレイン電極2０53a 、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a を、効

率よく形成することができる。

また、本応用例における薄膜トランジスタ2００2aは、薄膜トランジスタの発明としても

有効である。

０177 第五応用例)

次に、第五応用例について、図面を参照して説明する。

図29は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第五応用例

を説明するための概略フローチヤート図を示している。

また、図3０は、本発明の第六実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第五

応用例を説明するための要部の概略図であり、(a) はゲート電極、ゲート配線、ゲート

絶縁膜、金属屑及び開口部の形成された平面図を示しており、(b)は (a) の断面図

を示しており、(c) はソース電極、ソース配線、活性屑、ドレイン電極、ドレイン配線、

画素電極及びゲート配線パッドの形成された平面図を示しており、(d) は (c) の断面

図を示している。

図29及び図3０において、本応用例の薄膜トランジスタ2００2bの製造方法は、上述

した第六実施形態と比べて、ステップS 2０ 2とS 2０ 3 (図24参照 ) の間に、金属屑

からなる、ソース電極2０5 a、ソース配線2０5 2a、ドレイン電極2０53a 及びドレイン配

線2０54a を形成する (ステップ5 2０33) 点、及び、保護屑2０6０を形成しない点など

が相違する。他の方法は第六実施形態とほぼ同様としてある。

０178 まず、第六実施形態とほぼ同様に、ガラス某板 2００上に、ゲート電極2０2 及びゲ

ート配線2０22を形成し(ステップ5 2０3 ) 、続いて、ゲート絶縁膜 2０3０を形成する (

０179 次に、スパッタ法などにより金属屑が成膜され、第二のマスク (図示せず) を用いた

フオトリソグラフィー法により、金属屑よりなるソース電極2０5 a 、ソース配線2０5 2a

ドレイン電極2０53a 及びドレイン配線2０54a を形成する (ステップ5 2０33) 。続いて、

図3０(b) に示すように、第三のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法によ

り、ゲート配線2０22の一部の上方に開口部2０23が形成される。



０18０ 次に、ゲート絶縁膜 2０3０、ソース電極2０5 a、ソース配線2０5 2a、ドレイン電極2０

53a 、ドレイン配線2０54a 及び露出したゲート配線2０22の一部の上に、スパッタ法

などにより、非品質の上記所定の材料からなる薄膜 (非品質金属酸化物屑 ) を成膜す
る。

続いて、第四のハーフトーンマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法により

、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2

０5 3、ドレイン配線2０54 、画素電極2０5 5及びゲート配線パッド2０24をまとめて形

成する (ステップ5 2０34)

また、上記第四のハーフトーンマスクによって形成されたレジストは、ソース電極2０

、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54 、画素電極2０5 5及び

ゲート配線パッド2０24を覆ぅ部分が、活性屑2０4 となる被処理体を覆ぅ部分より厚

い形状としてある。

０18 1 次に、第四のハーフトーンマスクにより形成されたレジストを再形成すると、活性屑2

０4 となる被処理体が露出し、かつ、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電

極2０5 3、ドレイン配線2０54 、画素電極2０5 5及びゲート配線パッド2０24を覆ぅ形状

のレジストとなる。

続いて、この再形成されたレジスト(図示せず) を用いて、ブラズマ処理を行ぅと、被

処理体が半導体ィヒされ活性屑2０4 となる (ステップ5 2０35) 。すなわち、再形成さ

れたレ、ジストが、ソース電極2０5 などの導電体とする領城を覆い、かつ、半導体ィヒさ

せる領城 (被処理体 ) にブラズマを接触させるための開口部を有する遮蔽屑として機

能する。これにより、活性屑2０4 の形状や配置などを任意に形成することができる。

このよぅに、本応用例によれば、薄膜トランジスタ2００2bを、4枚のマスクを用いた製

造プロセスにより製造することができる。

０182 以上説明したよぅに、本応用例の薄膜トランジスタ2００2bの製造方法によれば、非

品質の所定の材料からなる、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース

配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54 、画素電極2０5 5及びゲート配線

パッド2０24をまとめて成膜しさらにまとめてェッチングすることができる。また、金属屑

からなるソース電極2０5 a 、ソース配線2０5 2a、ドレイン電極2０53a 及びドレイン配



線2０54a を形成することにより、導電性を向上させることができる。

また、本応用例における薄膜トランジスタ2００2bは、薄膜トランジスタの発明としても

有効である。

０183 薄膜トランジスタの製造方法の第七実施形態」

図 は、本発明の第七実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するた

めの概略フローチヤート図を示している。

また、図 は、本発明の第七実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明

するための要部の概略図であり、(a) は活性屑の形成された平面図を示しており、(b

) は (a) の断面図を示しており、(c) はソース配線、ソース電極、ドレイン電極、ドレイン

配線及び画素電極の形成された平面図を示しており、(d) は (c) の断面図を示してい
る。

図 、図3 2 (a )及び図3 2 (b) において、まず、透明なガラス某板 2００が用意され

、このガラス某板 2００上に、第一のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法

により、活性屑2０4 を形成する (ステップS 2０4 ) 。この活性屑2０4 は、上記所定

の材料を某材とし、ブラズマ処理とすることによって半導体としての特性を有する。

ここで、活性屑2０4 は、まず、スパッタ法などにより非品質の状態で成膜され、次

に、第一のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法により形成され、続いて、

ブラズマ処理により半導体ィヒされる。ただし、これに限定されるものではなく、たとえば

、まず、非品質の状態で成膜し、次に、ブラズマ処理により半導体化し、続いて、第

一のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法により形成してもよい。

０184 次に、ガラス某板 2００及び活性屑2０4 上に、ソース電極2０5 、ソース配線2０5

2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成する (ステップ

S 2０42)

このソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及

び画素電極2０5 5は、活性屑2０4 となる所定の材料と同じ材料からなり、非品質と

することにより、導電体としての特性を有する。

ここで、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０5

4及び画素電極2０5 5は、スパッタ法などにより非品質の状態でまとめて成膜され、第



二のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法によりまとめてェッチングされる

ことによって形成される。これにより、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを

図ることができる。

０185 図 は、本発明の第七実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するた

めの要部の概略図であり、(a) はゲート絶縁膜、ゲート電極及びゲート配線の形成さ

れた平面図を示しており、(b)は (a) の断面図を示しており、(c) は保護屑の形成され

た平面図を示しており、( ) は (c) の断面図を示している。

次に、図 、図3 3 (a) 及び図3 3 (b) に示すよぅに、ガラス某板 2００、ソース配線2

０5 2、ソース電極2０5 、活性屑2０4 、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び

画素電極2０5 5上に、ゲート絶縁膜 2０3０としてのS 膜をC (ィヒ学気相成長法

) により形成する (ステップ5 2０43)

続いて、ゲート絶縁膜 2０3０上に、金属薄膜よりなる所望の形状のゲート電極2０2

及びゲート配線2０22を形成する (ステップ5 2０44)

０186 次に、図3 3 (c )及び図3 3 (d) に示すよぅに、ゲート絶縁膜 2０3０、ゲート電極2０2

及びゲート配線2０22上に、保護屑2０6０としてのS 膜をC により形成するほ

ここで、成膜された保護屑2０6０は、第四のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライェッチングされ、画素電極2０5 5が露出する。また、開口部2０23

及び開口部2０5 6が形成され、それぞれゲート配線2０22及びソース配線2０5 2の一

部が露出し、各配線パッドとなる。

このよぅに、本実施形態によれば、保護屑2０6０を備えたトップゲート型の薄膜トラン

ジスタ2００3を、4枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

０187 以上説明したよぅに、本実施形態の薄膜トランジスタ2００3の製造方法によれば、所

定の材料からなる某材にブラズマ処理を施すことにより活性屑2０4 を形成し、上記

某材と同じ所定の材料からなる非品質の、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレ

イン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を一括成膜しさらに一括ェッ

チングすることができる。

すなわち、本発明では、同じ組成の所定の材料を、ブラズマ処理することにより活



性屑2０4 (半導体 ) とし、非品質の状態のまま用いることにより導電体としているので

、材料の共用ィヒを図ることができ、管理コストを低減することができる。

また、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3 、ドレイン配線2０54

及び画素電極2０5 5は、非品質の状態で一括成膜され、さらに、一括エッチングされ

ることによって形成されるので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図るこ

とができる。

０188 薄膜トラン、ジスタの第七実施形態

また、上記実施形態における薄膜トラン、ジスタ2００3は、薄膜トラン、ジスタの発明とし

ても有効である。

薄膜トラン、ジスタ2００3は、上記所定の材料からなり、半導体としての活性屑2０4 と

、上記所定の材料と同じ組成の材料からなり、導電体としてのソース電極2０5 、ソー

ス配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を備えた

構成としてある (図3 3参照 ) 。

このように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタ2００3は、材料の共用ィヒを図ることができ

、管理コストを低減することができる。また、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレ

イン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5は、非品質の状態でまとめて

成膜され、さらに、まとめてエッチングされることによって形成されるので、製造工程を

削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

０189 薄膜トラン、ジスタの製造方法の第八実施形態」

図34は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明するた

めの概略フローチヤート図を示している。

また、図3 5は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トラン、ジスタの製造方法を説明

するための要部の概略図であり、(a) は活性屑、ソース配線、ソース電極、ドレイン電

極、ドレイン配線及び画素電極の形成された平面図を示しており、(b)は (a) の断面

図を示しており、(c) はゲート絶縁膜、ゲート電極、ゲート配線及び保護屑の形成され

た平面図を示しており、(d) は (c) の断面図を示している。

図34及び図3 5において、本実施形態の薄膜トランジスタの製造方法は、上述した

第七実施形態と比べて、ステップS 2０4 及びS 2０4 2 (図3 参照 ) の代わりに、活，性



屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3

ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成し(ステップ5 2０5 ) 、続いて、ブラズ

マ処理により被処理体を活性屑2０4 とする (ステップS 2０5 2)点が相違する。他の

方法は第七実施形態とほぼ同様としてある。

０19０ 次に、ゲート絶縁膜 2０3０上に、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソ

ース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成

すなわち、図3 5 (a )及び図3 5 (b) に示すよぅに、活性屑2０4 となる被処理体、ソー

ス電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電

極2０5 5は、上述した所定の材料からなり、スパッタ法などにより非品質の状態でまと

めて成膜され、第一のハーフトーンマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法

によりまとめて形成される。これにより、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを

図ることができる。

また、上記第一のハーフトーンマスクによって形成されたいジストは、ソース電極2０

5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を

覆ぅ部分が、活性屑2０4 となる被処理体を覆ぅ部分より厚い形状としてある。

０19 1 次に、第二のハーフトーンマスクにより形成されたいジストを再形成すると、活性屑2

０4 となる被処理体が露出し、かつ、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電

極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を覆ぅ形状のいジストとなる。

続いて、この再形成されたいジスト(図示せず) を用いて、ブラズマ処理を行ぅと、被

処理体が半導体ィヒされ活性屑2０4 となる (ステップS 2０5 2)。すなわち、再形成さ

れたいジストが、ソース電極2０5 などの導電体とする領城を覆い、かつ、半導体ィヒさ

せる領城 (被処理体 ) にブラズマを接触させるための開口部を有する遮蔽屑として機

能する。これにより、活性層2０4 の形状や配置などを任意に形成することができる。

また、第七実施形態と比べて、活性屑2０4 を形成するための専用のマスクを必要と

しないので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

０192 また、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン

電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5となる薄膜 (適宜、非品質金属酸



化物屑と略称する。 を成膜する場合、スパッタリン外法が有用である。

この場合のスパッタリング用ガスとしては、アルゴンガスが好ま 、。このよぅにするこ

とにより、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０5

4及び画素電極2０5 5の抵抗を下げることができる。また、上記非品質金属酸化物屑

は、某板温度が室温の状態にて成膜される。このよぅに低温で成膜することにより、非

品質の金属酸化物屑を形成することができる。この非品質金属酸化物屑は、非品質

構造による酸素欠損によってキヤリアを発生し、導電性と透明性に優れるものである。

また、スパッタリング用ガスは、 ００。のアルゴンガスに限定されるものではなく、た

とえば、酸素、空素などを微呈含有するアルゴンガスでもよい。このよぅに酸素、空素

などを含有するアルゴンガスの雰囲気中にて成膜することにより、非品質状態では安

定した透明電極として作動し、また、ブラズマ処理すると酸素欠損を低減し、半導体と

しての性能 (キヤリア濃度 ) の安定化に効果がある。

このよぅに、本実施形態では、一つの薄膜から、透明導電膜と半導体膜を得ること

ができ、生産性を大幅に向上させることができる。

０193 次に、図3 5 (c) 及び図3 5 (d) に示すよぅに、第七実施形態とほぼ同様にして、ガラ

ス某板 2０ ０、ソース配線2０5 2、ソース電極2０5 、活性屑2０4 、ドレイン電極2０5

3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5上に、ゲート絶縁膜 2０3０としてのS 膜

をC (ィヒ学気相成長法) により形成する (ステップS 2０53)

続いて、第二のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラフィー法により、ゲート絶縁

膜 2０3０上に、金属薄膜よりなる所望の形状のゲート電極2０2 及びゲート配線2０2

2を形成する (ステップS 2０54)

０194 次に、ゲート絶縁膜 2０3０、ゲート電極2０2 及びゲート配線2０22上に、保護屑2０

6０としてのS 膜をC により形成する (ステップS 2０55)

ここで、成膜された保護屑2０6０は、第三のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライェッチングされ、画素電極2０5 5が露出する。また、開口部2０23

及び開口部2０5 6が形成され、それぞれゲート配線2０22及びソース配線2０5 2の一

部が露出し、各配線パッドとなる。

このよぅに、本実施形態によれば、保護屑2０6０を備えたトップゲート型の薄膜トラン



ジスタ2００4を、3枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

０195 以上説明したように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタの製造方法によれば、非品質

の所定の材料からなる、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線

2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5をまとめて成膜し

さらにまとめて形成する。続いて、再形成されたレジストを遮蔽屑として用いてブラズ

マ処理を行い、被処理体を活性屑2０4 とする。すなわち、非品質の所定の材料から

なる薄膜を成膜しさらにまとめて形成し、この薄膜の一部を局所的にブラズマ処理す

ることにより活性屑2０4 (半導体 ) とし、残りの部分を非品質の状態のまま用いること

により導電体としているので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ること

ができる。

また、材料の共用ィヒを図ることができるので、管理コストを低減することができる。

なお、例えば、従来の液品パネル駆動用のシリコン系 では、トラン、ジスタの材

料が液品駆動用の透明電極 (画素電極 ) の材料と典なるために、同一屑として、活，性

屑や画素電極を構成することはできなかった。本発明では、液品駆動用の透明電極

と薄膜トラン、ジスタ (活性屑 ) を構成する材料を同一とし、電極部分を非品質構造とし

、活性屑部分にブラズマ処理を行うことにより、大幅に製造工程を削減することができ

る。

０196 薄膜トラン、ジスタの第八実施形態」

また、上記実施形態における薄膜トラン、ジスタ2００4は、薄膜トラン、ジスタの発明とし

ても有効である。

薄膜トラン、ジスタ2００4は、上記所定の材料からなり、半導体としての活性屑2０4 と

、上記所定の材料と同じ組成の材料からなり、導電体としてのソース電極2０5 、ソー

ス配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を備えた

構成としてある (図3 5参照 ) 。

このように、本実施形態の薄膜トラン、ジスタ2００4は、材料の共用ィヒを図ることができ

、管理コストを低減することができる。また、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極

2０5 、ソース配ぁ腺2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配ぁ腺2０54及び画素電極2０5

5は、非品質の状態でまとめて成膜され、さらに、まとめてエッチングされることによっ



て形成されるので、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

０197 (第六応用例)

また、上記薄膜トランジスタの製造方法の第八実施形態及び薄膜トランジスタの第

八実施形態は、様々な応用例を有している。

次に、第六応用例について、図面を参照して説明する。

図 は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第六応用例

を説明するための概略フローチヤート図を示している。

また、図 は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第六

応用例を説明するための要部の概略図であり、(a) は活性屑、ソース配線、ソース電

極、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極及び金属屑の形成された平面図を示して

おり、(b) は (a) の断面図を示しており、(c) はゲート絶縁膜、ゲート電極、ゲート配線

及び保護屑の形成された平面図を示しており、(d) は (c) の断面図を示している。

図 及び図 において、本応用例の薄膜トランジスタ2００4 aの製造方法は、上述

した第八実施形態と比べて、ステップS 2０5 とS 2０5 2 (図34参照 ) の間に、金属屑

からなる、ソース電極2０5 a、ソース配線2０5 2a、ドレイン電極2０53a 、ドレイン配線

2０54a 及び画素電極2０55a を形成する (ステップS 2０62) 点が相違する。他の方法

は第八実施形態とほぼ同様としてある。

０198 まず、第八実施形態とほぼ同様に、ガラス某板 2００上に、活性屑2０4 となる被処

理体、ソース電極2０5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54

及び画素電極2０5 5を形成するため非品質金属酸化物屑を成膜し、続いて、スパッ

タ法などにより金属屑が成膜される。

そして、第一のハーフトーンマスク (図示せず) を用いてフオトリソグラフィー法により

、ガラス某板 2００上に、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配

線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成するほ
テップS 2０6 。この際、金属屑からなるソース配線2０5 2a、ドレイン配線2０54a 及

び画素電極2０55a も形成される。

また、上記第一のハーフトーンマスクによって形成されたいジストは、ソース電極2０

5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０5 3、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5



の上方の部分が、活性屑2０4 となる被処理体の上方の部分より厚い形状としてある

０199 次に、第一のハーフトーンマスクにより形成されたいジストを再形成し、この再形成さ

れたいジスト(図示せず) を用いてフオトリソグラフィー法により、金属屑からなるソース

電極2０5 a及びドレイン電極2０53a を形成する (ステップS 2０62) 。これにより、活性

屑2０4 の表面が露出する。すなわち、薄膜トランジスタ2００4 aのソース電極、ソース

配線、ドレイン電極、ドレイン配線及び画素電極は、非品質金属酸化物屑と金属屑

の積層構造となり、活性屑2０4 (薄膜トランジスタ部 ) は、非品質金属酸化物屑のみ

からなる構造となる。なお、再形成されたいジストは、除去される。

０2００ 次に、ブラズマ処理を行ぅと、被処理体が半導体ィヒされ活性屑2０4 となる (ステッ

プS 2０63) 。すなわち、金属屑からなるソース電極2０5 a 、ソース配線2０5 2a、ドレイ

ン電極2０53a 、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a が、ソース電極2０5 など

の導電体とする領城を覆い、かつ、半導体ィヒさせる領城 (被処理体 ) にブラズマを接

触させるための開口部を有する遮蔽屑として機能する。これにより、活性屑2０4 の

形状や配置などを任意に形成することができる。また、第七実施形態と比べて、活性

屑2０4 を形成するための専用のマスクを必要としないので、製造工程を削減して製

造原価のコストダウンを図ることができる。

０2０1 次に、図3 7 (c) 及び図3 7 (d) に示すよぅに、第八実施形態とほぼ同様にして、ガラ

ス某板 2０ ０、活性屑2０4 、ソース電極2０5 a 、ソース配線2０5 2a、ドレイン電極2

０53a 、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a 上に、ゲート絶縁膜 2０3０としてのS

膜をC により形成する (ステップS 2０64)

続いて、第二のマスク (図示せず) を用いてフオトリソグラフィー法により、ゲート絶縁

膜 2０3０上に、金属薄膜よりなる所望の形状のゲート電極2０2 及びゲート配線2０2

2を形成する (ステップS 2０65)

０2０2 次に、ゲート絶縁膜 2０3０、ゲート電極2０2 及びゲート配線2０22上に、保護屑2０

6０としてのS 膜をC により形成する (ステップS 2０66)

ここで、成膜された保護屑2０6０は、第三のマスク (図示せず) を用いたフオトリソグラ

フィー法によりドライェッチングされ、画素電極2０55a が露出する。また、開口部2０2



3及び開口部2０56が形成され、それぞれゲート配線2０22及びソース配線2０52aの

一部が露出し、各配線パッドとなる。

このよぅに、本応用例によれば、保護屑2０6０を備えたトップゲート型の薄膜トランジ

スタ2００4を、3枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

以上説明したよぅに、本応用例の薄膜トランジスタ2００4aの製造方法によれば、非

品質の所定の材料からなる、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース

配線2０52、ドレイン電極2０53、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5をまとめて成

膜しさらにまとめて形成することができる。また、金属屑からなる、ソース電極2０5 a

ソース配線2０52a、ドレイン電極2０53a 、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a

を、効率よく形成することができる。

また、本応用例における薄膜トランジスタ2００4aは、薄膜トランジスタの発明としても

有効である。

また、上記応用例では、再形成されたレ、ジスト(図示せず)を除去した後に、ブラズ

マ処理を行っているが、これに限定されるものではない。たとえば、再形成されたレジ

ストを遮蔽屑として、ブラズマ処理を行った後に、再形成されたレジストを除去してもよ

第七用例)

次に、第七応用例について、図面を参照して説明する。

図 は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第七応用例

を説明するための概略フローチヤート図を示している。

また、図39は、本発明の第八実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法の第七

応用例を説明するための要部の概略図であり、(a) は活性屑、ソース配線、ソース電

極、ドレイン電極、ドレイン配線、画素電極、金属屑、ゲート絶縁膜、ゲート電極及び

ゲート配線の形成された平面図を示しており、(b)は (a) の断面図を示しており、(c)

は保護屑が形成され、金属屑の一部がェッチングされた平面図を示しており、(d) は

(c) の断面図を示している。

図 及び図39において、本応用例の薄膜トランジスタ2００4bの製造方法は、上述

した第六応用例と比べて、ステップ52０6 6 (図36参照 ) の代わりに、金属屑の一部 (



画素電極2０55a 及ひ開口部2０56内のソース配線2０52a) をエノチンクし、保穫屑2

０6０を形成する (ステノプ52０67) 点か相違する。他の方怯は第六応用例とほほ同

様としてある。

ます、第六応用例とほほ同様に、カラス某板2００上に、活性屑2０4 となる被処理

体、ソース電極2０5 、ソース配線2０52、トレイン電極2０53、トレイン配線2０54及

ひ画素電極2０5 5を形成する (ステノプS 2０6 )。この際、企属屑からなるソース配線。

2０52a、トレイン配線2０54a 及ひ画素宙極2０55a も形成される。続いて、企属屑か

らなるソース電極2０5 a及ひトレイン電極2０53a を形成する (ステノプS 2０62) 。吹

に、ブラスマ処理を行ぅと、露出した被処理体か半導体ィヒされ活性屑2０4 となるほ

吹に、図39 (a )及ひ図39 (b) に示すように、第六応用例とほほ同様にして、カラス

某板2０ ０、活性屑2０4 、ソース電極2０5 a、ソース配線2０52a、トレイン電極2０5

3a、トレイン配線2０54a 及ひ画素電極2０55a 上に、ケート絶縁膜2０3０としてのS

膜をC により形成する (ステノプS 2０64)

続いて、第二のマスク (図示せす)を用いてフオトリソクラフィー怯により、ケート絶縁

膜2０3０上に、企属薄膜よりなる所望の形状のケート電極2０2 及ひケート配線2０2

2を形成する (ステノプS 2０65)

吹に、図39 (c )及ひ図39 (d) に示すように、第六応用例とほほ同様にして、ケート

絶縁膜2０3０、ケート電極2０2 及ひケート配線2０22上に、保穫屑2０6０としてのS

膜をC により成膜する。続いて、第三のハーフトーンマスク (図示せす)を用い
たフオトリソクラフィー怯により、企属屑の一部 (画素電極2０55a 及ひ開口部2０56内

のソース配線2０52a) をエノチンクし、保穫屑2０6０を形成する (ステノプ52０67)

すなわち、ます、第三のハーフトーンマスク (図示せす)を用いたフオトリソクラフィー

怯により、画素電極2０55a 上の保穫屑2０6０及ひケート絶縁膜2０3０、並ひに、開口

部2０56となる領城の保穫屑2０6０及ひケート絶縁膜2０3０をトライエノチンク (エノチ

ンクカスは、 なと) し、続いて、画素電極2０55a 及ひ開口部2０56内のソース

配線2０52aをトライエノチンク (エノチンクカスは、S なと)する。次に、再形成され

たレンストを用いて、保穫屑2０6０をトライエノチンク (エノチンクカスは、C なと)



し、開口部2０23が形成される。このようにすると、ゲート配線2０22及びソース配線2

０5 2の一部が露出し、各配線パッドとすることができる。また、非品質金属酸化物の

みからなる画素電極2０5 5を得ることができ、透光性を向上させることができる。

このように、本応用例によれば、保護屑2０6０を備えたトップゲート型の薄膜トランジ

スタ2００4を、3枚のマスクを用いた製造プロセスにより製造することができる。

０2０8 以上説明したように、本応用例の薄膜トランジスタ2００4bの製造方法によれば、画

素電極2０5 5が露出するので、透光性を向上させることができる。

また、本応用例における薄膜トランジスタ2００4bは、薄膜トランジスタの発明としても

有効である。

０2０9 (第四実施例)

次に、上記実施形態や応用例における実施例について、説明する。

本実施例は、上記の第七応用例に対応する実施例である。

まず、図38、図39 (a) 及び図39 (b) に示すように、透明なガラス某板2００上に、

酸ィヒインジウム一酸化ガリウム一酸ィヒ亜鉛のターゲットを用いて、某板温度を室温と

してスパッタリング法により、厚さ4０ の非品質の薄膜を成膜した。ここで、上記ター

ゲットは、酸ィヒインジウム、酸化ガリウム及び酸ィヒ亜鉛からなっている。インジウムの原

子 (二 ( Ga z ) ここで、 はインジウムの原子数であり、Ga

はガリウムの原子数であり、 は亜鉛の原子数である。 は、4 5 であった。また、

ガリウムの原子 (二 Ga ( Ga z ) は、3０ であった。さらに、亜鉛の

原子 (二 z ( Ga z ) は、25 であった。

続いて、チタンを2００ の厚さにスパッタリング法により成膜した。

０2 1０ 次に、第一のハーフトーンマスク (図示せず)を用いてフオトリソグラフィー法により、

ガラス某板2００上に、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線

2０52、ドレイン電極2０53、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成した(ステ

ップS 2０6 )。この際、チタン層からなるソース配線2０52a、ドレイン配線2０54a 及び

画素電極2０55a も形成された。

また、上記第一のハーフトーンマスクによって形成されたレジストは、ソース電極2０

5 、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０53、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5



の上方の部分が、活性屑2０4 となる被処理体の上方の部分より厚い形状であった。

０2 11 次に、第一のハーフトーンマスクにより形成されたレジストを再形成し、この再形成さ

れたレ、ジスト(図示せず) を用いてフォトリソグラフィー法により、チタン層からなるソー

ス電極2０5 a及びドレイン電極2０53a を形成した (ステップS 2０62) 。これにより、活

性屑2０4 となる被処理体の上方のチタンが、S ガスなどを用いたドライエッチング

により除去され、被処理体の表面が露出した。

続いて、レジストを除去するプラズマアッシング装置を用いて、再形成されたレ、ジスト

を除去するとともに、ブラズマ処理により被処理体を活性ィヒし、活性屑2０4 とした (ス

テップS 2０63)

０2 12 通常、ブラズマアッシング装置では、使用できるガスとしては、酸素、空素、アルゴン

、及びそれらの混合ガスが使用され、酸素ガスが最も効果がある。

酸素ブラズマの場合、ガス圧としては、 P a以上、2０００P a以下がよい。好ましく

は、3００P a以上、 0 P a以下である。また、処理時間としては、0・ ～０分、好ま

しくは0・5～5分である。さらに、ブラズマの出力は、5０～０００W、好ましくは ００～
8 W、より好ましくは、3００～5００Wである。

また、空素、アルゴンガス、及び、酸素との混合ガスを用いた場合にも、ほぼ、上記

の条件で、被処理体を活性ィヒすることができる。

さらに、被処理体を活性ィヒとは、薄膜トランジスタにおける活性屑2０4 の電子キヤ

リア濃度の制御を意味する。電子キヤリア濃度の下限に制限はないが、電子キヤリア

、濃度を、 ０ c 以 8 3未満とする。また、好ましくは ０ c 以上 ０
7 3以下、さらに好ましくは、 c 以上 6 3以下の範囲にするとよ

い。このようにすることにより、本実施例の薄膜トランジスタは、ノーマリーオフであり、

かつ、o ff比を十分に大きくすることができた。

０2 13 次に、図3 9 (a) 及び図3 9 (b) に示すように、第七応用例とほぼ同様にして、ガラス

某板 2０ ０、活性屑2０4 、ソース電極2０5 a 、ソース配線2０5 2a、ドレイン電極2０5

3a、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a 上に、ゲート絶縁膜 2０3０としてのS

膜をC により の厚さに形成した (ステップS 2０64)

続いて、ゲート絶縁膜 2０3０上に、チタンを2００ の厚さに成膜し、第二のマスク (



図示せず)を用いてフォトリソグラフィー法により、チタン薄膜よりなる所望の形状のゲ

ート電極2０2 及びゲート配線2０22を形成した(ステップS 2０65)

０2 14 次に、ゲート絶縁膜2０3０、ゲート電極2０2 及びゲート配線2０22上に、保護屑2０

6０としてのS 膜をC により の厚さに成膜し、金属屑の一部をエッチン

グするとともに、保護屑2０6０を形成した(ステップ52０67)

すなわち、まず、第三のハーフトーンマスク (図示せず)を用いたフォトリソグラフィー

法により、画素電極2０55a 上の保護屑2０6０及びゲート絶縁膜2０3０、並びに、開口

部2０56となる領城の保護屑2０6０及びゲート絶縁膜2０3０を、C ガスなどを用い

たドライエッチングにより除去した。続いて、S ガスなどを用いたドライエッチングに

より、画素電極2０55a 及び開口部2０56内のソース配線2０52aを除去した。次に、再

形成されたレジストを用いて、保護屑2０6０をドライエッチング (エッチングガスは、C

など) し、開口部2０23を形成した。このようにすると、ゲート配線2０22及びソー

ス配線2０52の一部が露出し、各配線パッドとすることができた。また、非品質金属酸

化物のみからなる画素電極2０5 5を得ることができ、透光性を向上させることができた

０2 15 以上説明したように、本実施例の薄膜トランジスタの製造方法によれば、非品質の

所定の材料からなる、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線2

０5 2、ドレイン電極2０53、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5をまとめて成膜しさ

らにまとめて形成することができた。また、金属屑からなる、ソース電極2０5 a、ソース

配線2０52a、ドレイン電極2０53a 、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a を、効

率よく形成することができた。

また、本実施例における薄膜トランジスタは、ノーマリーオフであり、かつ、o ff

比がを十分に大きくすることができた。

０2 16 なお、本実施例では、非品質の所定の材料として、上記酸化インジウム、酸化ガリウ

ム及び酸化亜鉛からなる材料を用いたが、酸化亜鉛に代えて酸化マグネシウムなど

を用いることができる。正二価の金属酸化物としては、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、

酸化かレシウム又はこれらの混合物などを用いることができる。これらの金属酸化物

の添加により、活性屑2０4 の活性化にともない、酸素欠損により発生しているキヤリ



アを有効に抑制てきる。しかしなから、酸化二ノケル、酸ィヒ銅、酸化コハルト、酸化白

企、酸化第一飲、酸化銀なとの企属酸化物ては、キャリアの抑制効果は少ない。この

場合、半導体としての特性か発揮されるよぅに、ブラスマ処理による活性化の際、ブラ

スマ処理装置の出力を上けたり、ブラスマの昭射回数を複数回行ぅなとの方怯か用

いられる。

０2 17 また、上記非品質の所定の材科における酸化インシウムと酸化亜鉛の比卒は、適

宜避択することかてきる。たたし、非品質状態て、半導体の活性屑及ひ透明導宙膜

部を形成するためには、インシウムの原子 (二 z ) ここて、 は

インシウムの原子数てあり、z は亜鉛の原子数てある。 を、2０。～9 5 。にすると

よく、また、好ましくは5０ ～9０。にするとよい。この理由は、酸化インシウムの含有

呈か多すきると、酸化物持膜か結品ィヒする場合かあり、ェノチンクする際に残俺か発

生したりする場合かあるからてある。また、少なすきると、ブラスマ処理によっても、半

導体となる活性屑2０4 か活性化しない場合かあるからてある。

また、酸化亜鉛の一部を他の正二価の企属酸化物に置き換えることもてきる。この

場合、酸化亜鉛と正二価の企属酸化物の比は、酸化亜鉛を主成分とする。主成分と

は、酸化亜鉛の含有呈か、添加する正二価の企属酸化物より多いことを首味する。

いすれにせよ、酸化インシウム又は酸化亜鉛を主成分とすることか重要てある。

０2 18 また、酸化ヵリウム以外の正三価の企属酸化物としては、酸化ホウ素、酸化アルミニ

ウム、酸化スヵンシウム、酸化イノトリウム、酸化ランタン、酸化ネオシム、酸化ザマリウ

ム、酸化ュウロピウム、酸化ヵトリニウム、酸化テルヒウム、酸化シスプロシウム、酸ィヒ

ホルミウム、酸化工ルヒウム、酸化ッリウム、酸化イノテルヒウム、酸化ルテチウムなと

を用いることかてきる。これらの企属酸化物の添加により、酸素欠損の発生を抑え、そ

れにより酸素欠損により発生するキャリアを有効に抑制てきる。しかしなから、酸化タリ

ウムなとの企属酸化物てほ、キャリアの抑制効果はない。

なお、添加する呈に制限はないか、ブラスマ処理なとによる活性ィヒを阻告する企属

酸化物の場合には、活性ィヒする領城まて、添加呈を制限する必要かある。この活性

化により、キャリアの抑制に影響かなけれは、特に問越はない。非品質構造の決定に

は、X線回折によりピークか観察されないことにより行ぅことかてきる。



０2 19 また、正三価の金属酸化物の添加呈としては、例えば、全金属元素中に占める正

三価の金属の含有呈は、4０原子 以下、好ましくは2０原子 以下にするとよい。こ

の理由は、4０原子 を超えると、透明導電膜 (画素電極 55) の導電性が下がりすぎ

、被品の駆動や の駆動が困難になる場合があるからである。また、正二価の金属

酸化物とともに添加することもできる。

０22０ また、成膜する際のスパッタリング用ガスとして、アルゴンガスを用いるとよい。このよ

ぅにすることにより、ソース電極2０5 、ソース配線2０52、ドレイン電極2０53、ドレイン

配線2０54及び画素電極2０5 5の抵抗を下げることができる。また、非品質金属酸ィヒ

物屑の形成には、某板温度を室温にて (某板加熱なし)成膜するのがよい。このよぅ

に低温で成膜することにより、非品質の酸化物屑を形成することができる。これらの非

品質膜は、非品質構造から酸素欠損によりキヤリアを発生し、導電性と透明性に優れ
9るものである。電子キヤリア濃度の制限はないが、 以上 ０ c 以下と

するとよく、さらに好ましくほ ０ c 以 2 3以下とするとよい。

また、スパッタリング用ガスとしては、酸素や空素を微呈含有するアルゴンガスを用

いてもよい。このよぅに酸素、空素を含有するアルゴンにて成膜することにより、非品

質状態では安定した透明電極として作動し、ブラズマ処理を行ぅと酸素欠損を低減し

、半導体としての性能 (電子キヤリア濃度 ) の安定化に効果がある場合がある。

０22 1 (第五実施例)

本実施例は、上記の第七応用例に対応する実施例である。

また、第四実施例と比べて、酸化インジウム一酸化ガリウム一酸化亜鉛のターゲット

の代わりに、酸化錫一酸化亜鉛一酸化ガリウムのターゲットを用いた点が相違した。

その他は、ほぼ同様とした。

０222 まず、図38、図39 (a) 及び図39 (b)に示すよぅに、透明なガラス某板2００上に、

酸化錫一酸化亜鉛一酸化ガリウムのターゲットを用いて、某板温度を室温としてスパ

ッタリング法により、厚さ の非品質の背膜を成膜した。ここで、上記ターゲットは

、酸化錫、酸化亜鉛及び酸化ガリウムからなっている。錫の原子 (二 S ( S

十 z 十 Ga ) ここで、 S は錫の原子数であり、z は亜鉛の原子数であり、Ga

はガリウムの原子数である。 は、4０ であった。また、亜鉛の原子 二



Z Ga は、5０ であった。さらに、ガリウムの原子 (二 Ga ( Z

「Ga ) は、 であった。

続いて、チタンを2００ の厚さにスパッタリング法により成膜した。

０223 次に、第一のハーフトーンマスク (図示せず)を用いてフォトリソグラフィー法により、

ガラス某板2００上に、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線

2０52、ドレイン電極2０53、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を形成した(ステ

ップS 2０6 )。この際、チタン層からなるソース配線2０52a、ドレイン配線2０54a 及び

画素電極2０55a も形成された。

また、上記第一のハーフトーンマスクによって形成されたレジストは、ソース電極2０

、ソース配線2０5 2、ドレイン電極2０53、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5

の上方の部分が、活性屑2０4 となる被処理体の上方の部分より厚い形状であった。

０224 次に、第一のハーフトーンマスクにより形成されたレジストを再形成し、この再形成さ

れたレジスト(図示せず)を用いてフォトリソグラフィー法により、チタン層からなるソー

ス電極2０5 a及びドレイン電極2０53a を形成した (ステップS 2０62) 。これにより、活

性屑2０4 となる被処理体の上方のチタンが、S ガスなどを用いたドライエッチング

により除去され、被処理体の表面が露出した。

続いて、レジストを除去するブラズマアッシング装置を用いて、再形成されたレジスト

を除去するとともに、ブラズマ処理により被処理体を活性ィヒし、活性屑2０4 とした (ス

テップ5 2０63) 。また、第四実施例と同様に、本実施例の薄膜トラン、ジスタは、ノーマ
リーオフであり、かつ、o ff比がを十分に大きくすることができた。

０225 次に、図39 (a) 及び図39 (b) に示すように、第四実施例とほぼ同様にして、ガラス

某板2０ ０、活性屑2０4 、ソース電極2０5 a、ソース配線2０52a、ドレイン電極2０5

3a、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a 上に、ゲート絶縁膜2０3０としてのS

膜をC により の厚さに形成した(ステップS 2０64)

続いて、ゲート絶縁膜2０3０上に、チタンを2００ の厚さに成膜し、第二のマスク (

図示せず)を用いてフォトリソグラフィー法により、チタン薄膜よりなる所望の形状のゲ

ート電極2０2 及びゲート配線2０22を形成した(ステップS 2０65)

０226 次に、ゲート絶縁膜2０3０、ゲート電極2０2 及びゲート配線2０22上に、保護屑2０



6０としてのS 膜をC により の厚さに成膜し、金属屑の一部をェッチン

グするとともに、保護屑2０6０を形成した(ステップ52０67)

０227 以上説明したよぅに、本実施例の薄膜トランジスタの製造方法によれば、非品質の

所定の材料からなる、活性屑2０4 となる被処理体、ソース電極2０5 、ソース配線2

０5 2、ドレイン電極2０53、ドレイン配線2０54及び画素電極2０5 5を一括成膜しさら

に一括形成することができた。また、金属屑からなる、ソース電極2０5 a、ソース配線

2０52a、ドレイン電極2０53a 、ドレイン配線2０54a 及び画素電極2０55a を、効率よく

形成することができた。

また、本実施例における薄膜トランジスタは、ノーマリーオフであり、かつ、o Off

比がを十分に大きくすることができた。

０228 なお、本実施例では、非品質の所定の材料として、上記酸化錫、酸化亜鉛及び酸

化ガリウムからなる材料を用いたが、酸化マグネシウムなどとともに用いることができる

。この場合、半導体としての特性が発揮されるよぅに、ブラズマ処理による活性化の際

、ブラズマ処理装置の出力を上げたり、ブラズマの照射回数を複数回行ぅなどの方法

が用いられる。

０229 また、上記非品質の所定の材料における酸化錫と酸化亜鉛の比率は、適宜選択す

ることができる。ただし、非品質状態で、半導体の活性屑及び透明導電膜部を形成

するためには、亜鉛の原子 (二 z ( S z ) ここで、 S は錫の原子数

であり、 は亜鉛の原子数である。 を、5 ～9 5 。にするとよく、また、好ましくは5

０ ～9０。にするとよい。この理由は、これらの範囲外では、半導体の活性屑2０4

がブラズマ処理によっても活性化しない場合があるからである。

また、酸化亜鉛の一部を他の正二価の金属酸化物に置き換えることもできる。この

場合、酸化亜鉛と正二価の金属酸化物の比は、酸化亜鉛を主成分とする。主成分と

は、酸化亜鉛の含有呈が、添加する正二価の金属酸化物より多いことを意味する。

いずれにせよ、酸化錫又は酸化亜鉛を主成分とすることが重要である。

また、酸化錫と酸化亜鉛の含有呈を適宜選択することにより、催酸でのェッチング

を可能にしたり、燐酸、酢酸及び硝酸の混合酸によってもェッチングできるよぅになっ
たり、選択エッチングャ生 (例えば、催酸でェッチングでき、燐酸、酢酸及び硝酸の混



合酸には耐性のあること)を付与することもできる。

０23０ E三価の金属酸化物の添加呈としては、例えば、全金属元素中に占める正三価の

金属の含有呈は、2０原子 以下とするとよく、好ましくは ０原子 以下であり、より

好ましくは5原子 以下とするとよい。この理由は、2０原子 を超えると、透明導電膜

の導電性が下がりすぎ、液品の駆動や の駆動が困難になる場合があるからである

また、透明導電膜 (画素電極2０55) の性能に影響しない範囲で、正二価の金属酸

化物とともに添加することもできる。

０23 1 酸化物屑の形成には、某板温度を室温にて (某板加熱なし)成膜することもできる

が、某板を加熱しながら行ぅこともできる。ただし、某板の耐熱性が低い樹脂某板など

の場合には、室温 (某板加熱なし)で成膜するのがよい。このよぅに低温で成膜するこ

とにより、非品質の酸化物屑を形成することができる。これらの非品質膜は、非品質

構造から酸素欠損によりキャリアを発生し、導電性と透明性に優れるものである。電

子キャリア濃度の制限はないが、 ０ c 以上 2 以下とするとよく、さらに

好ましくは ０ c 2以上 以下とするとよい。

０232 また、本発明は、上記薄膜トランジスタ及びその製造方法の発明に限定されるもの

ではなく、半導体デバイス及びその製造方法の発明としても有効である。

次に、半導体デバイス及びその製造方法の各実施形態について、図面を参照して

説明する。

０233 半導体デバイス及びその製造方法の第四実施形態」

図4０は、本発明の第四実施形態にかかる半導体デバイスである、ショットキーダイ

オードの要部の概略断面図を示している。

図4０において、ショットキーダイオード2００5は、ガラス某板2００と、 型半導体2

０4 2と、電極2０4 3と、電極2０44とを備えている。

図4０において、本実施形態の半導体デバイスは、ショットキーダイオード2００5とし

てあり、上述した活性屑2０4 と同じ、ブラズマ処理された非品質金属酸化物が電子

伝導体 ( 型半導体2０42) として用いられている。

まず、透明なガラス某板2００が用意され、このガラス某板2００上に、第一のマス



ク (図示せず)を用いたフォトリソグラフイ一法により、金属薄膜よりなる所望の形状の

電極2０44を形成する。また、電極2０44の材料として、 型半導体2０4 2のフェルミ

準位の絶対値よりも大きな仕事関数を持つ材料、例えば、白金が用いられる。この仕

事関数の違いによって、 型半導体2０4 2にキヤリアの少ない障壁屑が形成される。

０234 次に、ガラス基板2００及び電極2０44上に、 型半導体2０4 2となる被処理体及

び電極2０4 3を形成する。すなわち、図4０に示すよぅに、 型半導体2０4 2となる被

処理体及び電極2０4 3は、上述した所定の材料からなり、スパッタ法などにより非品

質の状態でまとめて成膜され、第二のハーフトーンマスク (図示せず)を用いたフォトリ

ソグラフイ一法によりまとめてエッチングされることによって形成される。これにより、製

造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

また、上記第二のハーフトーンマスクによって形成されたいジストは、電極2０4 3を

覆ぅ部分が、 型半導体2０4 2となる被処理体を覆ぅ部分より厚い形状としてある。

０235 次に、第二のハーフトーンマスクにより形成されたいジストを再形成すると、 型半

導体2０4 2となる被処理体が露出し、かつ、電極2０4 3を覆ぅ形状のいジストとなる。

続いて、この再形成されたいジスト(図示せず)を用いて、ブラズマ処理を行ぅと、被

処理体が半導体化され 型半導体2０4 2となる。すなわち、再形成されたいジストが、

電極2０4 3の導電体とする領城を覆い、かつ、半導体ィヒさせる領城 (被処理体 ) にブ

ラズマを接触させるための開口部を有する遮蔽屑として機能する。これにより、 型半

導体2０4 2の形状や配置などを任意に形成することができる。

また、電極2０4 3は、 型半導体2０4 2の某材と同じ材料からなり、非品質としてあり

、導電体として機能する。また、この電極2０4 3は、 型半導体2０4 2とオーミックコン

０236 以上説明したように、本実施形態のショットキーダイオード2００5によれば、所定の

材料を、ブラズマ処理することにより 型半導体2０4 2とし、同じ所定の材料を、非品

質の状態のまま用いることにより電極2０4 3としているので、材料の共用化を図ること

ができ、管理コストを低減することができる。

また、本実施形態は、ショットキーダイオード2００5の製造方法の発明としても有効

であり、所定の材料からなる導電体 (電極2０43) と、所定の材料を某材とした半導体



( 型半導体 2０42) を備えたショットキーダイオード2００5の製造方法であって、所定

の材料を成膜し、 型半導体 2０4 2となる被処理体及び導電体 (電極2０43) を形成

する工程と、被処理体をプラズマ処理により半導体化し、半導体 ( 型半導体 2０42)

とする工程とを有する方法としてある。このよぅにすると、材料の共用化を図ることがで

き、管理コストを低減することができる。

また、図示してないが、電極2０4 3と 型半導体 2０4 2を別々に成膜し形成する場

合と比べると、マスク数を削減できるので、製造工程を削減して製造原価のコストダウ

ンを図ることができる。

０237 さらに、上記実施形態のショットキーダイオード2００5は、所定の材料を成膜し、被

処理体及び電極2０4 3を形成し、続いて、被処理体をプラズマ処理により半導体化し

、 型半導体 2０4 2とする製造方法であるが、これに限定されるものではない。

たとえば、図示してないが、所定の材料を成膜し、続いて、第二のハーフトーンマス

ク (図示せず) を用いて、レジストを形成する。このいジストは、 型半導体 2０4 2となる

被処理体が露出する開口部を有し、電極2０4 3を覆ぅ部分が、他の部部より厚い形状

としてある。このいジストを遮蔽屑として、ブラズマ処理 、新刊 、被処理体を半導体ィヒ

して 型半導体 2０4 2とする。次に、第二のハーフトーンマスクにより形成されたレ、ジ

ストを再形成すると、電極2０4 3を覆ぅ形状のいジストとなる。続いて、この再形成され

たいジスト(図示せず) を用いて、電極2０4 3及び 型半導体 2０4 2を形成してもよい。

このよぅにすると、材料の共用化を図ることができ、管理コストを低減することができる

。また、製造工程を削減して製造原価のコストダウンを図ることができる。

０238 なお、本発明における半導体デバイスは、薄膜トランジスタやショットキーダイオード

に限定されるものではなく、半導体素子、半導体部品。、半導体装置、集積回路などを

いぅ。したがって、例えば、半導体デバイスには、集積回路 (論理回路、メモり回路、

差動増幅回路等 ) なども含まれ、論理回路として、インバータ、 O 、フリッ

プフロップ、シフトレジスタなどを挙げることができる。また、メモり回路として、S R (

S a c a do ccess e o ) O ( ead O e o )などを挙

げることができる。さらに、差動増幅回路として、差動アンプなどを挙げることができる

。また、 タグや Cタグの無線通信回路などであってもよい。



０239 以上、本発明の半導体デバイス及び薄膜トラスジスタ、並びに、それらの製造方法

について、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明に係る半導体デバイス及

び薄膜トラスジスタ、並びに、それらの製造方法は、上述した実施形態にのみ限定さ

れるものではなく、本発明の範囲で種々の変史実施が可能であることは吉ぅまでもな

例えば、非品質酸化物屑を局所的に結品ィヒさせる方法は、上述したレーザアニー

ル、ブラズマ処理、ランプ加熱などの方法に限定されるものではなく、様々な結品化

方法を用いることができる。

また、本発明の薄膜トランジスタ及び薄膜トラスジスタの製造方法は、 某板 (薄

膜トラスジスタ某板 ) の発明としても有効である。

産業上の禾 用可肯巨，吐

０24０ 本発明に係る半導体デバイス及び薄膜トラスジスタ、並びに、それらの製造方法は

C や有機 ディスプレイのスイッチング素子の製造方法として利用できる。また

、ブラスチックフィルムをはじめとするフレキシブル素材に半導体の薄膜を形成し、フ

レキシブル・ディスプレイをはじめ、Cカードや タグなどの製造方法に幅広く応用

できる。



請求の範囲

所定の材料からなる半導体を備えた半導体デバイスであって、

前記所定の材料と同じ組成の材料からなる導電体を備えたことを特徴とする半導体

2 前記半導体が、結品質の前記所定の材料からなり、かつ、前記導電体が、非品質

の前記所定の材料からなることを特徴とする請求項 に記載の半導体デバイス。

3 前記所定の材料が、酸ィヒインジウムを主成分とすることを特徴とする請求項 又は2

に記載の半導体デバイス。

4 前記所定の材料が、正二価の金属酸化物及び 又は正三価の金属酸化物を含有

していることを特徴とする請求項3に記載の半導体デバイス。

5 所定の材料からなる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなる導電体

を備えた半導体デバイスの製造方法であって、

結品質の前記半導体を形成し、この後工程にて、非品質の前記導電体を形成する

工程、又は、非品質の前記導電体を形成し、この後工程にて、結品質の前記半導体

を形成する工程

を有することを特徴とする半導体デバイスの製造方法。

6 所定の材料からなる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料からなる導電体

を備えた半導体デバイスの製造方法であって、

非品質の前記所定の材料からなる被処理体及び前記導電体を一括成膜し、さらに

一括形成する工程と、

形成された前記被処理体を結品ィヒさせて前記半導体とする工程と

を有することを特徴とする半導体デバイスの製造方法。

7 前記半導体と前記導電体を接続する金属屑を形成する工程を有することを特徴と

する請求項6に記載の半導体デバイスの製造方法。

8 前記所定の材料が、酸ィヒインジウムを主成分とすることを特徴とする請求項5～7の

いずれか一項に記載の半導体デバイスの製造方法。

9 前記所定の材料が、正二価の金属酸化物及び 又は正三価の金属酸化物を含有

していることを特徴とする請求項8に記載の半導体デバイスの製造方法。



０ ゲート電極、ゲート絶縁膜、活性屑、ソース電極、ドレイン電極、及び、画素電極を

備えた薄膜トランジスタであって、

所定の材料からなり、前記活性屑となる半導体と、

前記所定の材料と同じ組成の材料からなり、前記ソース電極、ドレイン電極及び画

素電極の少なくとも一つとなる導電体と

を備えたことを特徴とする薄膜トランジスタ。

前記半導体が、結品質の前記所定の材料からなり、かつ、前記導電体が、非品質

の前記所定の材料からなることを特徴とする請求項 ０に記載の薄膜トランジスタ。

2 前記所定の材料が、酸ィヒインジウムを主成分とすることを特徴とする請求項 ０又は

に記載の薄膜トランジスタ。

3 前記所定の材料が、正二価の金属酸化物及び 又は正三価の金属酸化物を含有

していることを特徴とする請求項 2に記載の薄膜トランジスタ。

4 所定の材料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料か
らなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとなる導電体とを備

えた薄膜トランジスタの製造方法であって、

結品質の前記半導体を形成し、この後工程にて、非品質の前記導電体を形成する

工程、又は、非品質の前記導電体を形成し、この後工程にて、結品質の前記半導体

を形成する工程

を有することを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

5 所定の材料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料か
らなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとなる導電体とを備

えた薄膜トランジスタの製造方法であって、

非品質の前記所定の材料からなる被処理体及び前記導電体を一括成膜し、さらに

一括形成する工程と、

形成された前記被処理体を結品ィヒさせて前記半導体とする工程と

を有することを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

6 所定の材料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料か
らなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極となる導電体とを備えた薄膜トランジ



スタの製造方法であって、

某板の上方に、ゲート電極を形成する工程と、

前記某板及びゲート電極の上方に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記ゲート絶縁膜の上方に、結品質の前記半導体を形成し、この後工程にて、非

品質の前記導電体を形成する工程、又は、非品質の前記導電体を形成し、この後工

程にて、結品質の前記半導体を形成する工程と

を有することを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

7 所定の材料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料か

らなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極となる導電体とを備えた薄膜トランジ

スタの製造方法であって、

某板の上方に、ゲート電極を形成する工程と、

前記某板及びゲート電極の上方に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記ゲート絶縁膜の上方に、非品質の前記所定の材料からなり、前記活性屑となる

被処理体、及び、前記導電体を一括成膜し、さらに一括形成する工程と、

形成された前記被処理体を結品ィヒさせて前記半導体とする工程と

を有することを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

8 所定の材料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料か

らなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極となる導電体とを備えた薄膜トランジ

スタの製造方法であって、

某板の上方に、結品質の前記半導体を形成し、この後工程にて、非品質の前記導

電体を形成する工程、又は、非品質の前記導電体を形成し、この後工程にて、結品

質の前記半導体を形成する工程と、

前記某板、半導体及び導電体の上方に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記半導体の上方の、前記ゲート絶縁膜の上方にゲート電極を形成する工程と、

を有することを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

9 所定の材料からなり、活性屑となる半導体と、前記所定の材料と同じ組成の材料か

らなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極となる導電体とを備えた薄膜トランジ

スタの製造方法であって、



某板の上方に、非品質の前記所定の材料からなり、前記活性屑となる被処理体、

及び、前記導電体を一括成膜し、さらに一括形成する工程と、

形成された前記被処理体を結品ィヒさせて前記半導体とする工程と、

前記某板、半導体及び導電体の上方に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記半導体の上方の、前記ゲート絶縁膜の上方にゲート電極を形成する工程と、

を有することを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

2０ 前記半導体と前記導電体を接続する金属屑を形成する工程を有することを特徴と

する請求項 7 は 9に記載の薄膜トランジスタの製造方法。

2 保護屑を形成する工程を有することを特徴とする請求項 4～2０のいずれか一項

に記載の薄膜トランジスタの製造方法。

22 前記所定の材料が、酸ィヒインジウムを主成分とすることを特徴とする請求項 4～2

のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタの製造方法。

23 前記所定の材料が、正二価の金属酸化物及び 又は正三価の金属酸化物を含有

していることを特徴とする請求項22に記載の薄膜トランジスタの製造方法。

24 所定の材料からなる導電体を備えた半導体デバイスであって、

前記所定の材料にブラズマ処理を行ぅことによって半導体ィヒされた半導体を備えた

ことを特徴とする半導体デバイス。

25 前記所定の材料が、非品質金属酸化物であることを特徴とする請求項24に記載の

半導体デバイス。

26 前記非品質金属酸化物が、酸化インジウム、酸化亜鉛及び酸化錫のぅち少なくとも

一つを含有することを特徴とする請求項25に記載の半導体デバイス。

27 前記非品質金属酸化物が、正二価の金属酸化物、正三価の金属酸化物及び正四

価の金属酸化物のぅち少なくとも一つを含有していることを特徴とする請求項26に記

載の半導体デバイス。

28 所定の材料からなる導電体と、前記所定の材料を某材とした半導体を備えた半導

体デバイスの製造方法であって、

前記所定の材料をブラズマ処理により半導体化し、前記半導体とする工程を有す

ることを特徴とする半導体デバイスの製造方法。



29 所定の材料からなる導電体と、前記所定の材料を某材とした半導体を備えた半導

体デバイスの製造方法であって、

前記所定の材料を成膜し、被処理体及び前記導電体を形成する工程と、

前記被処理体をブラズマ処理により半導体化し、前記半導体とする工程と

を有することを特徴とする半導体デバイスの製造方法。

3０ 所定の材料からなる導電体と、前記所定の材料を某材とした半導体を備えた半導

体デバイスの製造方法であって、

前記所定の材料を成膜する工程と、

成膜された前記所定の材料の一部をブラズマ処理により半導体化する工程と、

成膜された前記所定の材料をェッチングして、前記導電体及び半導体を形成する

工程と

を有することを特徴とする半導体デバイスの製造方法。

3 前記ブラズマ処理により半導体化する際、前記導電体とする領城を覆い、かつ、半

導体ィヒさせる領城にブラズマを接触させるための開口部を有する遮蔽屑を用いること

を特徴とする請求項29又は3０に記載の半導体デバイスの製造方法。

32 前記所定の材料が、非品質金属酸化物であることを特徴とする請求項2 ～3 の

いずれか一項に記載の半導体デバイスの製造方法。

33 前記非品質金属酸化物が、酸化インジウム、酸化亜鉛及び酸化錫のぅち少なくとも

一つを含有することを特徴とする請求項32に記載の半導体デバイスの製造方法。

34 前記非品質金属酸化物が、正二価の金属酸化物、正三価の金属酸化物及び正四

価の金属酸化物のぅち少なくとも一つを含有していることを特徴とする請求項33に記

載の半導体デバイスの製造方法。

35 ゲート電極、ゲート絶縁膜、活性屑、ソース電極、ドレイン電極、及び、画素電極を

備えた薄膜トランジスタであって、

所定の材料からなり、前記ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つ
となる導電体と、

前記所定の材料にブラズマ処理を行ぅことによって半導体ィヒされた前記活性屑と

を備えたことを特徴とする薄膜トランジスタ。



36 前記所定の材料が、非品質金属酸化物であることを特徴とする請求項3 5に記載の

薄膜トランジスタ。

37 前記非品質金属酸化物が、酸化インジウム、酸化亜鉛及び酸化錫のぅち少なくとも

一つを含有することを特徴とする請求項36に記載の薄膜トランジスタ。

38 前記非品質金属酸化物が、正二価の金属酸化物、正三価の金属酸化物及び正四

価の金属酸化物のぅち少なくとも一つを含有していることを特徴とする請求項3 7に記

載の薄膜トランジスタ。

39 所定の材料からなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとな

る導電体と、前記所定の材料を某材とし、活性屑となる半導体とを備えた薄膜トラン

、ジスタの製造方法であって、

前記所定の材料をブラズマ処理により半導体化し、前記半導体とする工程を有す

ることを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

4０ 所定の材料からなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとな

る導電体と、前記所定の材料を某材とし、活性屑となる半導体とを備えた薄膜トラン

、ジスタの製造方法であって、

前記所定の材料を成膜し、被処理体及び前記導電体を形成する工程と、

前記被処理体をブラズマ処理により半導体化し、前記半導体とする工程と

を有することを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

4 所定の材料からなり、ソース電極、ドレイン電極及び画素電極の少なくとも一つとな

る導電体と、前記所定の材料を某材とし、活性屑となる半導体とを備えた薄膜トラン

、ジスタの製造方法であって、

前記所定の材料を成膜する工程と、

成膜された前記所定の材料の一部をブラズマ処理により半導体化する工程と、

成膜された前記所定の材料をェッチングして、前記導電体及び半導体を形成する

工程と

を有することを特徴とする半導体デバイスの製造方法。

42 前記ブラズマ処理により半導体化する際、前記導電体とする領域を覆い、かつ、半

導体ィヒさせる領城にブラズマを接触させるための開口部を有する遮蔽屑を用いること



を特徴とする請求項4０又は4 に記載の半導体デバイスの製造方法。

43 保護屑を形成する工程を有することを特徴とする請求項39～4 2のいずれか一項

に記載の薄膜トランジスタの製造方法。

44 前記所定の材料が、非品質金属酸化物であることを特徴とする請求項39～4 3の

いずれか一項に記載の薄膜トランジスタの製造方法。

45 前記非品質金属酸化物が、酸化インジウム、酸化亜鉛及び酸化錫のぅち少なくとも

一つを含有することを特徴とする請求項44に記載の薄膜トランジスタの製造方法。

46 前記非品質金属酸化物が、正二価の金属酸化物、正三価の金属酸化物及び正四

価の金属酸化物のぅち少なくとも一つを含有していることを特徴とする請求項4 5に記

載の薄膜トランジスタの製造方法。
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