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(57)【要約】
【課題】半導体層に残存する金属触媒の量を減少させて
、漏洩電流特性及び薄膜トランジスタの電気的特性を向
上させることができる薄膜トランジスタとその製造方法
及びそれを備えた有機電界発光表示装置を提供する。
【解決手段】本発明に係る薄膜トランジスタは、基板と
、基板上に位置する第１半導体層と、第１半導体層の一
定領域を開口する第２半導体層と、第１半導体層及び第
２半導体層に連結されるソース／ドレイン電極と、ソー
ス／ドレイン電極を含む基板上に配設されるゲート絶縁
膜と、ゲート絶縁膜上に位置し、且つ第１半導体層の開
口した一定領域に対応するように位置するゲート電極と
、を含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に位置する第１半導体層と、
　前記第１半導体層の一定領域を開口する第２半導体層と、
　前記第１半導体層及び前記第２半導体層に連結されるソース／ドレイン電極と、
　前記ソース／ドレイン電極を含む基板上に位置するゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に位置し、かつ、前記第１半導体層の開口した一定領域に対応する
ように配設されるゲート電極と、
を備えることを特徴とする、薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記第２半導体層には、不純物がさらに注入される
ことを特徴とする、請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記不純物は、リンまたはホウ素である
ことを特徴とする、請求項２に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記第１半導体層及び前記第２半導体層は、金属触媒が含有される
ことを特徴とする、請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　前記金属触媒は、
　Ｎｉ、Ｐｄ、Ｔｉ、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｍｏ、Ｔｒ、Ｒｕ、
Ｒｈ、Ｃｄ及びＰｔよりなる群から選ばれたいずれか１つ以上の物質である
ことを特徴とする、請求項４に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　前記第１半導体層の金属触媒の濃度は、１×１０１５／ｃｍ３未満である
ことを特徴とする、請求項４に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　前記第２半導体層及び前記第２半導体層の下部に位置する前記第１半導体層領域は、ソ
ース／ドレイン領域である
ことを特徴とする、請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項８】
　前記ゲート電極の下部に位置する前記第１半導体層領域は、チャネル領域である
ことを特徴とする、請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項９】
　基板を用意し、
　前記基板上に第１非晶質シリコン層を形成し、
　前記第１非晶質シリコン層を、金属触媒を用いて第１多結晶シリコン層に結晶化し、前
記第１多結晶シリコン層上に第２非晶質シリコン層を形成し、
　前記第２非晶質シリコン層に不純物を注入し、
　前記基板を熱処理して前記第１多結晶シリコン層に残留する金属触媒を除去すると同時
に、前記第２非晶質シリコン層を第２多結晶シリコン層に結晶化し、
　前記第１多結晶シリコン層及び前記第２多結晶シリコン層をパターニングして第１半導
体層及び第２半導体層を形成し、
　前記第１半導体層及び前記第２半導体層に連結されるソース／ドレイン電極を形成し、
　前記基板の全面にゲート絶縁膜を形成し、
　前記第１半導体層の一定領域に対応するようにゲート電極を形成する
ことを特徴とする、薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１０】
　前記第１非晶質シリコン層を第１多結晶シリコン層に結晶化する方法として、金属誘導
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結晶化法、金属誘導側面結晶化法及びＳＧＳ結晶化法よりなる群から選択されるいずれか
１つを利用する
ことを特徴とする、請求項９に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１１】
　前記ＳＧＳ結晶化法では、
　非晶質シリコン層上にキャッピング層を形成し、前記キャッピング層上に金属触媒層を
形成した後、熱処理して、多結晶シリコン層に形成する
ことを特徴とする、請求項１０に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１２】
　前記金属触媒は、
　Ｎｉ、Ｐｄ、Ｔｉ、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｍｏ、Ｔｒ、Ｒｕ、
Ｒｈ、Ｃｄ及びＰｔよりなる群から選ばれたいずれか１つ以上の物質である
ことを特徴とする、請求項９に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１３】
　前記不純物は、リンまたはホウ素である
ことを特徴とする、請求項９に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１４】
　前記熱処理は、５００～９９３℃の温度範囲で行う
ことを特徴とする、請求項９に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１５】
　前記熱処理は、３０秒～１０時間行う
ことを特徴とする、請求項９に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１６】
　基板と、
　前記基板上に位置する第１半導体層と、
　前記第１半導体層の一定領域を開口する第２半導体層と、
　前記第１半導体層及び前記第２半導体層に連結されるソース／ドレイン電極と、
　前記ソース／ドレイン電極を含む基板上に位置するゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に位置し、かつ、前記第１半導体層の開口した一定領域に対応する
ように配設されるゲート電極と、
　前記ソース／ドレイン電極に連結される第１電極と、
　前記第１電極上に位置する有機膜層及び第２電極と、
を含むことを特徴とする、有機電界発光表示装置。
【請求項１７】
　前記第２半導体層には、不純物がさらに注入される
ことを特徴とする、請求項１６に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１８】
　前記不純物は、リンまたはホウ素である
ことを特徴とする、請求項１７に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１９】
　前記第１半導体層及び第２半導体層は、金属触媒を含有する
ことを特徴とする、請求項１６に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２０】
　前記金属触媒は、
　Ｎｉ、Ｐｄ、Ｔｉ、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｍｏ、Ｔｒ、Ｒｕ、
Ｒｈ、Ｃｄ及びＰｔよりなる群から選ばれたいずれか１つ以上の物質である
ことを特徴とする、請求項１９に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２１】
　前記第１半導体層の金属触媒の濃度は、１×１０１５／ｃｍ３未満である
ことを特徴とする、請求項１９に記載の有機電界発光表示装置。
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【請求項２２】
　前記第２半導体層及び前記第２半導体層の下部に位置する前記第１半導体層領域は、ソ
ース／ドレイン領域である
ことを特徴とする、請求項１６に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２３】
　前記ゲート電極の下部に位置する前記第１半導体層領域は、チャネル領域である
ことを特徴とする、請求項１６に記載の有機電界発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタとその製造方法及び有機電界発光表示装置に関し、より詳
細には、半導体層に残存する金属触媒の量を減少させて、漏洩電流特性及び薄膜トランジ
スタの電気的特性を向上させることが可能な薄膜トランジスタとその製造方法及び有機電
界発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、多結晶シリコン層は、高い電界効果移動度を示した高速動作回路に適用可能
であり、かつＣＭＯＳ回路構成が可能であるという長所がある。このため、多結晶シリコ
ン層は、薄膜トランジスタ用半導体層用として、多く使われている。このような多結晶シ
リコン層を用いた薄膜トランジスタは、主として、能動行列型液晶ディスプレイ装置（Ａ
ＭＬＣＤ）の能動素子や有機電界発光表示装置（ＯＬＥＤ）のスイッチング素子及び駆動
素子に使われる。
【０００３】
　前記非晶質シリコンを多結晶シリコンに結晶化する方法として、例えば、固相結晶化法
（Ｓｏｌｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ：ＳＰＣ）、エキシマーレ
ーザー結晶化法（Ｅｘｃｉｍｅｒ　Ｌａｓｅｒ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ：ＥＬＡ）、金属誘
導結晶化法（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ：ＭＩＣ）
及び金属誘導側面結晶化法（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｌａｔｅｒａｌ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌｌｉｚａｔｉｏｎ：ＭＩＬＣ）などが挙げられる。
【０００４】
　固相結晶化法は、非晶質シリコン層を、薄膜トランジスタが使われるディスプレイ素子
の基板を形成する物質であるガラスの変形温度である約７００℃以下の温度で、数時間～
数十時間にわたってアニーリングする方法である。また、エキシマーレーザー結晶化法は
、エキシマーレーザーを非晶質シリコン層に走査して、非常に短時間に局部的に高い温度
で加熱して結晶化する方法である。また、金属誘導結晶化法は、ニッケル、パラジウム、
金、アルミニウムなどの金属を非晶質シリコン層と接触させたり注入したりして、前記金
属により非晶質シリコン層が多結晶シリコン層へと相変化が誘導される現象を利用する方
法である。金属誘導側面結晶化法は、金属とシリコンとが反応して生成されたシリサイド
が側面に続けて伝搬されながら順次非晶質シリコン層の結晶化を誘導する方法を利用する
結晶化方法である。
【０００５】
　しかしながら、上記の固相結晶化法は、工程時間が長いだけでなく、高温で長時間熱処
理することによって、基板の変形が発生しやすいという短所がある。また、エキシマーレ
ーザー結晶化法は、高価なレーザー装置が必要であるだけでなく、多結晶化した表面に突
起（ｐｒｏｔｒｕｓｉｏｎ）が発生し、半導体層とゲート絶縁膜との界面特性が悪くなる
という短所がある。前記金属誘導結晶化法または金属誘導側面結晶化法で結晶化する場合
には、多量の金属触媒が結晶化した多結晶シリコン層に残留し、薄膜トランジスタの半導
体層の漏洩電流を増加させるという短所がある。
【０００６】
　現在、金属を用いて非晶質シリコン層を結晶化する方法は、固相結晶化（Ｓｏｌｉｄ　
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Ｐｈａｓｅ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ）より低い温度で早い時間内に結晶化させ
ることができるという長所を有するため、多く研究されている。金属を用いた結晶化方法
は、金属誘導結晶化法（ＭＩＣ：Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａ
ｔｉｏｎ）と金属誘導側面結晶化法（ＭＩＬＣ：Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｌａｔｅ
ｒａｌ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ）とに大別される。しかし、金属触媒を用いた
前記方法の場合は、金属触媒による汚染に起因して薄膜トランジスタの素子特性が低下す
るという問題点がある。
【０００７】
　そこで、前述のような金属触媒の汚染問題を解決するために、カバー層を用いた結晶化
方法で多結晶シリコン層を製造する方法（例えば、特許文献１参照。）が開発された。こ
の方法は、基板上に非晶質シリコン層及びカバー層を蒸着し、その上に金属触媒層を形成
した後、前記基板を、熱処理或いはレーザーを用いた熱処理工程において、カバー層を介
して前記金属触媒を非晶質シリコン層に拡散させてシード（ｓｅｅｄ）を形成した後、こ
れを用いて多結晶シリコン層を得る方法である。前記方法は、金属触媒がカバー層を介し
て拡散するので、不要な金属汚染を防止することができるという長所があるが、相変らず
多結晶シリコン層の内部に金属触媒層が多量存在するという問題点がある。
【０００８】
　したがって、金属触媒を用いて非晶質シリコン層を結晶化した後には、前記金属触媒を
除去するためのゲッタリング（ｇｅｔｔｅｒｉｎｇ）工程が行われる。
【０００９】
【特許文献１】大韓民国特許公開第２００３－６０４０３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の方法を利用する場合にも、多結晶シリコン層の
内部の金属触媒の除去効果が大きく改善されずに、相変らず漏洩電流が大きいという問題
点があった。
【００１１】
　そこで、本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的は、金属触媒を
用いて結晶化した半導体層において、前記半導体層内に残存する金属触媒をゲッタリング
し、前記半導体層に残存する金属触媒の量を減少させて、電気的特性に優れた、新規かつ
改良された薄膜トランジスタとその製造方法及び有機電界発光表示装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、基板と、前記基板上に位置す
る第１半導体層と、前記第１半導体層の一定領域を開口する第２半導体層と、前記第１半
導体層及び前記第２半導体層に連結されるソース／ドレイン電極と、前記ソース／ドレイ
ン電極を含む基板上に位置するゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に位置し、かつ、前
記第１半導体層の開口した一定領域に対応するように配設されるゲート電極と、を備える
薄膜トランジスタが提供される。
【００１３】
　前記第２半導体層には、不純物がさらに注入されてもよく、前記不純物は、リン（Ｐ）
またはホウ素（Ｂ）であってもよい。
【００１４】
　前記第１半導体層及び第２半導体層は、金属触媒が含有されていてもよい。
【００１５】
　前記金属触媒は、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｔｉ、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｍ
ｏ、Ｔｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｃｄ及びＰｔよりなる群から選ばれたいずれか１つ以上の物質で
あってもよい。
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【００１６】
　前記第１半導体層の金属触媒の濃度は、１×１０１５／ｃｍ３未満であってもよい。
【００１７】
　前記第２半導体層及び前記第２半導体層の下部に位置する第１半導体層領域は、ソース
／ドレイン領域であってもよい。
【００１８】
　前記ゲート電極の下部に位置する第１半導体層領域は、チャネル領域であってもよい。
【００１９】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、基板を用意し、前記基板上に
第１非晶質シリコン層を形成し、前記第１非晶質シリコン層を、金属触媒を用いて第１多
結晶シリコン層に結晶化し、前記第１多結晶シリコン層上に第２非晶質シリコン層を形成
し、前記第２非晶質シリコン層に不純物を注入し、前記基板を熱処理して前記第１多結晶
シリコン層に残留する金属触媒を除去すると同時に、前記第２非晶質シリコン層を第２多
結晶シリコン層に結晶化し、前記第１多結晶シリコン層及び前記第２多結晶シリコン層を
パターニングして第１半導体層及び第２半導体層を形成し、前記第１半導体層及び前記第
２半導体層に連結されるソース／ドレイン電極を形成し、前記基板の全面にゲート絶縁膜
を形成し、前記第１半導体層の一定領域に対応するようにゲート電極を形成する薄膜トラ
ンジスタの製造方法が提供される。
【００２０】
　前記第１非晶質シリコン層を第１多結晶シリコン層に結晶化する方法として、金属誘導
結晶化法（ＭＩＣ法）、金属誘導側面結晶化法（ＭＩＬＣ法）及びＳＧＳ（Ｓｕｐｅｒ　
Ｇｒａｉｎｅｄ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）結晶化法よりなる群から選択されるいずれか１つを利
用してもよい。
【００２１】
　前記ＳＧＳ結晶化法では、非晶質シリコン層上にキャッピング層を形成し、前記キャッ
ピング層上に金属触媒層を形成した後、熱処理して、多結晶シリコン層に形成してもよい
。
【００２２】
　前記金属触媒は、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｔｉ、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｍ
ｏ、Ｔｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｃｄ及びＰｔよりなる群から選ばれたいずれか１つ以上の物質で
あってもよい。
【００２３】
　前記不純物は、リン（Ｐ）またはホウ素（Ｂ）であってもよい。
【００２４】
　前記熱処理は、５００～９９３℃の温度範囲で行ってもよい。
【００２５】
　前記熱処理は、３０秒～１０時間内で行ってもよい。
【００２６】
　上記課題を解決するために、本発明の更に別の観点によれば、基板と、前記基板上に位
置する第１半導体層と、前記第１半導体層の一定領域を開口する第２半導体層と、前記第
１半導体層及び前記第２半導体層に連結されるソース／ドレイン電極と、前記ソース／ド
レイン電極を含む基板上に位置するゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に位置し、かつ
、前記第１半導体層の開口した一定領域に対応するように配設されるゲート電極と、前記
ソース／ドレイン電極に連結される第１電極と、前記第１電極上に位置する有機膜層及び
第２電極と、を含む有機電界発光表示装置が提供される。
【００２７】
　前記第２半導体層には、不純物がさらに注入されてもよく、前記不純物は、リン（Ｐ）
またはホウ素（Ｂ）であってもよい。
【００２８】
　前記第１半導体層及び第２半導体層は、金属触媒を含有していてもよい。
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【００２９】
　前記金属触媒は、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｔｉ、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｍ
ｏ、Ｔｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｃｄ及びＰｔよりなる群から選ばれたいずれか１つ以上の物質で
あってもよい。
【００３０】
　前記第１半導体層の金属触媒の濃度は、１×１０１５／ｃｍ３未満であってもよい。
【００３１】
　前記第２半導体層及び前記第２半導体層の下部に位置する第１半導体層領域は、ソース
／ドレイン領域であってもよい。
【００３２】
　前記ゲート電極の下部に位置する第１半導体層領域は、チャネル領域であってもよい。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、半導体層のチャネル領域に残留する金属触媒を除去し、漏洩電流を減
少させて、電気的特性に優れた薄膜トランジスタとその製造方法及びこの薄膜トランジス
タを備えた有機電界発光表示装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３５】
　図１Ａ～図１Ｄは、本発明の一実施形態に係る結晶化工程を示す断面図である。
【００３６】
　まず、図１Ａに示したように、ガラスまたはプラスチックのような基板１００上に、バ
ッファ層１１０を形成する。前記バッファ層１１０は、化学的気相蒸着（Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法または物理的気相蒸着（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法により、シリコン酸化膜やシリコン窒化膜のよう
な絶縁膜を用いて、単層またはこれらの複層として形成する。この際、前記バッファ層１
１０は、基板１００から発生する水分または不純物の拡散を防止したり、結晶化の際に、
熱の伝達速度を調節したりすることによって、前記非晶質シリコン層の結晶化がよく行わ
れるようにする役目を果たす。
【００３７】
　次に、前記バッファ層１１０上に、第１非晶質シリコン層１２０を形成する。この際、
前記第１非晶質シリコン層１２０の形成には、化学的気相蒸着法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖ
ａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）または物理的気相蒸着法（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐ
ｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）を利用することができる。また、前記第１非晶質シリコン
層１２０を形成する時、または、形成した後に、脱水素処理し、水素の濃度を低減する工
程を行うことができる。
【００３８】
　次に、前記第１非晶質シリコン層１２０を第１多結晶シリコン層へと結晶化する。本実
施形態では、ＭＩＣ（Ｍｅｔａｌ　ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ）
法と、ＭＩＬＣ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　ｌａｔｅｒａｌ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚ
ａｔｉｏｎ）法またはＳＧＳ（Ｓｕｐｅｒ　Ｇｒａｉｎｅｄ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）法などの
ような金属触媒を用いた結晶化方法を用いて、前記第１非晶質シリコン層を第１多結晶シ
リコン層に結晶化する。
【００３９】
　前記ＭＩＣ法は、ニッケル（Ｎｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、アルミニウム（Ａｌ）など
の金属触媒を非晶質シリコン層と接触させたり非晶質シリコン層に注入したりして、前記
金属触媒により非晶質シリコン層が多結晶シリコン層に相変化が誘導される現象を利用す



(8) JP 2008-166785 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

る方法である。また、前記ＭＩＬＣ法は、金属触媒とシリコンとが反応して生成されたシ
リサイドが側面に続けて伝搬されながら順次シリコンの結晶化を誘導する方法を用いて、
非晶質シリコン層を多結晶シリコン層に結晶化する方法である。
【００４０】
　本発明の実施形態において、ＳＧＳ結晶化法で多結晶シリコン層を形成する場合につい
て、以下に説明する。
【００４１】
　図１Ｂは、前記第１非晶質シリコン層上にキャッピング層及び金属触媒層を形成する工
程を示す断面図である。
【００４２】
　図１Ｂに示したように、前記第１非晶質シリコン１２０上にキャッピング層１３０を形
成する。この際、前記キャッピング層１３０は、後続の工程で形成される金属触媒が熱処
理工程を通じて拡散し得るシリコン窒化膜で形成することが好ましく、シリコン窒化膜と
シリコン酸化膜との複層を使用することも可能である。前記キャッピング層１３０は、化
学的気相蒸着法または物理的気相蒸着法などのような方法で形成する。この際、前記キャ
ッピング層１３０の厚さは、例えば、１～２０００Å（０．１ｎｍ～２００ｎｍ）で形成
する。
【００４３】
　次に、前記キャッピング層１３０上に金属触媒を蒸着し、金属触媒層１４０を形成する
。この際、前記金属触媒は、例えば、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｔｉ、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｓｂ
、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｍｏ、Ｔｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｃｄ及びＰｔよりなる群から選択されるいずれ
か１つを使用することができ、好ましくは、ニッケル（Ｎｉ）を利用する。
【００４４】
　この際、前記金属触媒層１４０は、前記キャッピング層１３０上に、例えば１０１１～
１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２の面密度で形成する。前記金属触媒が１０１１ａｔｏｍｓ／
ｃｍ２の面密度より小さく形成された場合には、結晶化の核であるシードの量が少ないた
め、前記非晶質シリコン層が多結晶シリコン層に結晶化することが困難となる。また、前
記金属触媒が１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２の面密度より多く形成された場合には、非晶質
シリコン層に拡散する金属触媒の量が多くなるため、多結晶シリコン層の結晶粒が小さく
なり、且つ、残留する金属触媒の量が多くなり、前記多結晶シリコン層をパターニングし
て形成される半導体層の特性が低下する。
【００４５】
　この際、一般的には、金属誘導結晶化法または金属誘導側面結晶化法で金属触媒の厚さ
または密度を用心深く調節しなければならないが、これは、結晶化の後に、前記金属触媒
が多結晶シリコン層の表面に残留して薄膜トランジスタの漏洩電流を増加させるなどの問
題を引き起こすからである。しかしながら、本実施形態では、前記金属触媒層の厚さまた
は密度を精度よく制御する必要はなく、厚く形成しても構わない。これは、前記キャッピ
ング層１３０が拡散する金属触媒を制御して、微量の金属触媒だけが非晶質シリコン層に
拡散して結晶化に寄与し、大部分の金属触媒は、前記キャッピング層１３０を通過するこ
とが難しいため、結晶化に寄与することができないためである。
【００４６】
　図１Ｃは、前記基板を熱処理してキャッピング層を介して金属触媒を拡散させて、第１
非晶質シリコン層の界面に移動させる工程を示す断面図である。
【００４７】
　図１Ｃに示したように、バッファ層１１０、第１非晶質シリコン層１２０、キャッピン
グ層１３０及び金属触媒層１４０が形成された基板１００を熱処理１５０して、金属触媒
層１４０の金属触媒中の一部を第１非晶質シリコン層１２０の表面に移動させる。すなわ
ち熱処理１５０によりキャッピング層１３０を通過して拡散する金属触媒１４０ａ、１４
０ｂのうち微量の金属触媒１４０ｂだけが第１非晶質シリコン層１２０の表面に拡散し、
大部分の金属触媒１４０ａは、前記非晶質シリコン層１２０に到達せず、キャッピング層
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１３０を通過しない。
【００４８】
　したがって、前記キャッピング層１３０の拡散阻止能力により、第１非晶質シリコン層
１２０の表面に到達する金属触媒の量が決定され、前記キャッピング層１３０の拡散阻止
能力は、前記キャッピング層１３０の厚さと密接な関係がある。すなわちキャッピング層
１３０の厚さが厚くなるほど拡散する量が少なくなり、結晶粒の大きさが大きくなり、厚
さが薄くなるほど拡散する量が多くなり、結晶粒の大きさは小さくなる。
【００４９】
　この際、前記熱処理１５０工程は、２００～９００℃の温度範囲で数秒～数時間進行し
て前記金属触媒を拡散させ、前記熱処理１５０工程は、炉（ｆｕｒｎａｃｅ）工程、ＲＴ
Ａ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）工程、ＵＶ工程またはレーザー
（Ｌａｓｅｒ）工程のうちいずれか１つの工程を利用することができる。
【００５０】
　図１Ｄは、拡散した金属触媒により第１非晶質シリコン層が第１多結晶シリコン層に結
晶化する工程を示す断面図である。
【００５１】
　図１Ｄに示したように、前記キャッピング層１３０を通過して第１非晶質シリコン層１
２０の表面に拡散した金属触媒１４０ｂにより、前記第１非晶質シリコン層１２０が第１
多結晶シリコン層１６０に結晶化する。すなわち、拡散した金属触媒１４０ｂが非晶質シ
リコン層のシリコンと結合して金属シリサイドを形成し、前記金属シリサイドが結晶化の
核であるシード（ｓｅｅｄ）を形成し、非晶質シリコン層が多結晶シリコン層に結晶化す
る。
【００５２】
　この際、本実施形態に係る結晶化法は、非晶質シリコン層上にキャッピング層を形成し
、前記キャッピング層上に金属触媒層を形成した後、熱処理し、金属触媒を拡散させた後
、前記拡散した金属触媒により非晶質シリコン層が多結晶シリコン層に結晶化する方法を
利用し、これをＳＧＳ（Ｓｕｐｅｒ　Ｇｒａｉｎｅｄ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）結晶化法と言う
。
【００５３】
　したがって、前記結晶化の核である金属シリサイドの量、すなわち、前記結晶化に寄与
する金属触媒１４０ｂの量を調節することによって、多結晶シリコン層１６０の結晶粒の
大きさを調節することができる。
【００５４】
　一方、図１Ｄでは、キャッピング層１３０及び金属触媒層１４０を除去せずに、熱処理
１５０工程を進行したが、金属触媒を前記非晶質シリコン層上に拡散させて、結晶化の核
である金属シリサイドを形成した後、前記キャッピング層１３０及び金属触媒層１４０を
除去し熱処理することによって、多結晶シリコン層を形成しても構わない。
【００５５】
　次に、図２Ａ～図２Ｅは、本発明の一実施形態に係る薄膜トランジスタの製造工程を示
す断面図である。
【００５６】
　図２Ａに示したように、前記第１多結晶シリコン層１６０上に、第２非晶質シリコン層
１７０を形成する。前記第２非晶質シリコン層１７０の形成には、化学的気相蒸着法（Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）または物理的気相蒸着法（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）を利用することができる。
【００５７】
　次に、前記第２非晶質シリコン層１７０に、不純物１７５イオンを注入する。前記不純
物１７５イオンとしてｐ型不純物またはｎ型不純物を用いることで、薄膜トランジスタを
形成することができる。前記ｐ型不純物は、例えば、ホウ素（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ
）、ガリウム（Ｇａ）及びインジウム（Ｉｎ）よりなる群から選択することができ、前記
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ｎ型不純物は、例えば、リン（Ｐ）、砒素（Ａｓ）及びアンチモン（Ｓｂ）よりなる群か
ら選択することができる。
【００５８】
　次に、図２Ｂに示したように、前記第１多結晶シリコン層１６０に残留している金属触
媒（Ｎｉなど）を除去するために、熱処理１８０工程を行う。前記熱処理１８０は、例え
ば、５００～９９３℃の温度範囲で行い、３０秒以上１０時間以下の時間の間に加熱する
ことが好ましい。これは、前記熱処理１８０の温度を５００℃未満にする場合には、前記
第１多結晶シリコン層１６０の金属触媒（Ｎｉなど）の拡散が生じないため、金属触媒が
除去されることが難しく、また、前記熱処理１８０の温度を９９３℃超過にする場合には
、ニッケルの共融点（ｅｕｔｅｃｔｉｃ　ｐｏｉｎｔ）が９９３℃であるので、９９３℃
以下でニッケルが固体状態に存在することができるからであり、また、高温により基板１
００が変形することを防止するためである。
【００５９】
　また、前記熱処理１８０時間を３０秒未満にする場合には、第１多結晶シリコン層１６
０の金属触媒（Ｎｉなど）が十分に除去されることが難しく、前記熱処理１８０時間が１
０時間を超過する場合には、長時間の熱処理による基板１００の変形問題と薄膜トランジ
スタの生産費用及び収率の問題が発生する。
【００６０】
　したがって、前記熱処理１８０工程によって、前記第１多結晶シリコン層１６０に残留
する金属触媒（Ｎｉなど）１４０ｂが、前記第２非晶質シリコン層１７０が形成された部
分に拡散する場合、金属触媒は沈殿し、これ以上拡散しない。これは、金属触媒（Ｎｉな
ど）は、多結晶シリコン内に存在するよりも、非晶質シリコン内に存在する方が安定であ
るため、多結晶シリコン内の金属触媒（Ｎｉなど）が非晶質シリコンに容易に移動するか
らである。
【００６１】
　ここで、前記熱処理１８０工程によって、金属触媒（Ｎｉなど）が前記第２非晶質シリ
コン層１７０に拡散しつつ、前記金属触媒により前記第２非晶質シリコン層１７０が第２
多結晶シリコン層に結晶化する。
【００６２】
　したがって、このような原理で、後続して第１半導体層のチャネル領域として作用すべ
き第１多結晶シリコン層１６０に残留する金属触媒を除去して、第１半導体層のチャネル
領域に残留する金属触媒が１×１０１５／ｃｍ３未満と電気的特性に優れた薄膜トランジ
スタを形成することができる。なお、半導体層内に存在する金属触媒の濃度は、一般的な
不純物濃度測定装備を利用して測定することが可能である。
【００６３】
　次に、図２Ｃに示したように、前記第１多結晶シリコン層１６０及び第２多結晶シリコ
ン層をパターニングして、第１半導体層１９０及び第２半導体層２００を形成する。
【００６４】
　次に、図２Ｄに示したように、前記基板１００の全面にソース／ドレイン電極物質を蒸
着し、これをパターニングして、ソース／ドレイン電極２１０ａ、２１０ｂを形成する。
したがって、前記ソース／ドレイン電極２１０ａ、２１０ｂは、第１半導体層１９０及び
第２半導体層２００に電気的に連結される。
【００６５】
　ここで、前記ソース／ドレイン電極２１０ａ、２１０ｂは、例えば、モリブデン（Ｍｏ
）、タングステン（Ｗ）、モリブデン－タングステン（ＭｏＷ）及びアルミニウム（Ａｌ
）よりなる群から選択されたいずれか１つで形成することができる。
【００６６】
　次に、図２Ｅに示したように、前記基板１００の全面に、下部構造物を絶縁するゲート
絶縁膜２２０を形成する。前記ゲート絶縁膜２２０は、シリコン窒化膜と、シリコン酸化
膜またはこれらの多重層で形成することができる。
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【００６７】
　次に、前記基板１００の全面にゲート電極物質を蒸着し、これをパターニングして、ゲ
ート電極２３０を形成する。前記ゲート電極２３０は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）ま
たはアルミニウム－ネオジム（Ａｌ－Ｎｄ）のようなアルミニウム合金の単一層、又は、
クロム（Ｃｒ）またはモリブデン（Ｍｏ）合金上にアルミニウム合金が積層された多重層
とすることが可能である。したがって、前記第２半導体層２００及び前記第２半導体層２
００の下部に位置する第１半導体層１９０領域は、ソース／ドレイン領域１９１、１９３
として作用し、前記ゲート電極２３０の下部に位置する第１半導体層１９０領域は、チャ
ネル領域１９２として作用する。
【００６８】
　本発明の一実施形態では、半導体層上にソース／ドレイン電極が位置し、ソース／ドレ
イン電極上にゲート絶縁膜及びゲート電極が位置する構造の薄膜トランジスタを例示した
が、これ以外にも、半導体層上にゲート絶縁膜と、ゲート電極と、層間絶縁膜と、ソース
／ドレイン電極とが順次形成されている構造の薄膜トランジスタ、または本発明の技術的
思想から逸脱しない範囲内においての薄膜トランジスタの構造でも適用可能である。
【００６９】
　したがって、前述のように、本発明の一実施形態に係る薄膜トランジスタを完成する。
【００７０】
　前述のように、金属触媒を用いて結晶化工程を進行した多結晶シリコン層上に非晶質シ
リコン層を形成し、前記多結晶シリコン層内に残留する金属触媒を除去することによって
、半導体層の漏洩電流特性及び薄膜トランジスタの電気的特性を向上させることが可能な
薄膜トランジスタを提供できるという利点がある。
【００７１】
　次に、図３は、本発明の一実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【００７２】
　図３に示したように、前記基板１００の全面に、平坦化膜２４０を形成する。前記平坦
化膜２４０は、有機膜または無機膜で形成したり、これらの複合膜で形成したりすること
が可能である。前記平坦化膜２４０を無機膜で形成する場合は、例えば、ＳＯＧ（ｓｐｉ
ｎ　ｏｎ　ｇｌａｓｓ）を使用して形成することが好ましく、有機膜で形成する場合は、
例えば、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂またはＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔ
ｅｎｅ）を使用して形成することが好ましい。
【００７３】
　この際、前記平坦化膜２４０及びゲート絶縁膜２２０をエッチングして、前記ソース／
ドレイン電極２１０ａ、２１０ｂのいずれか１つを露出させるビアホールを形成し、前記
ソース／ドレイン電極２１０ａ、２１０ｂのいずれか１つに連結される第１電極２５０を
形成する。前記第１電極２５０は、前記ビアホールの底部に位置し、且つ前記露出したソ
ース／ドレイン電極２１０ａ、２１０ｂのいずれか１つに当接し、前記平坦化膜２４０上
に延設される。前記第１電極２５０は、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉ
ｄｅ）またはＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）を使用して形成することが
できる。
【００７４】
　次に、前記第１電極２５０を含む基板１００の全面に、前記第１電極２５０が位置する
ビアホールを十分に満たすことができる程度の厚さで画素定義膜２６０を形成する。前記
画素定義膜２６０は、有機膜または無機膜で形成することができ、好ましくは、有機膜で
形成する。より好ましくは、前記画素定義膜２６０は、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂ
ｕｔｅｎｅ）と、アクリル系高分子及びポリイミドよりなる群から選択される１つである
。前記画素定義膜２６０は、流動性（ｆｌｏｗａｂｉｌｉｔｙ）に優れているので、前記
基板全体に平坦に形成することができる。
【００７５】
　この際、前記画素定義膜２６０をエッチングして前記第１電極２５０を露出させる開口
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る。前記有機膜層２７０は、少なくとも発光層を含み、正孔注入層と、正孔輸送層と、電
子輸送層または電子注入層重のうちいずれか１つ以上の層を更に含むことができる。
【００７６】
　次に、前記基板１００の全面に、第２電極２８０を形成する。前記第２電極２８０は、
透過電極であって、透明で、かつ仕事関数の低いＭｇ、Ａｇ、Ａｌ、Ｃａ及びこれらの合
金を使用することができる。
【００７７】
　したがって、前述のように、本発明の一実施形態に係る有機電界発光表示装置を完成す
る。
【００７８】
　前述のように、ニッケルを金属触媒として用いて結晶化した多結晶シリコン層に形成さ
れた半導体層において、前記多結晶シリコン層上に非晶質シリコン層を形成し熱処理する
ことによって、前記金属触媒であるニッケルをゲッタリング（ｇｅｔｔｅｒｉｎｇ）して
、後続して半導体層のチャネル領域となる多結晶シリコン層に残っている金属触媒の残留
量を最小化し、漏洩電流を顕著に減少させて、電気的特性に優れた薄膜トランジスタ及び
それを備えた有機電界発光表示装置を提供することができるという利点がある。
【００７９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載
された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、そ
れらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係る結晶化工程を示す断面図である。
【図１Ｂ】同実施形態に係る結晶化工程を示す断面図である。
【図１Ｃ】同実施形態に係る結晶化工程を示す断面図である。
【図１Ｄ】同実施形態に係る結晶化工程を示す断面図である。
【図２Ａ】同実施形態に係る薄膜トランジスタの製造工程を示す断面図である。
【図２Ｂ】同実施形態に係る薄膜トランジスタの製造工程を示す断面図である
【図２Ｃ】同実施形態に係る薄膜トランジスタの製造工程を示す断面図である
【図２Ｄ】同実施形態に係る薄膜トランジスタの製造工程を示す断面図である
【図２Ｅ】同実施形態に係る薄膜トランジスタの製造工程を示す断面図である
【図３】同実施形態に係る有機電界発光表示装置を示す断面図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１００　　基板
　１１０　　バッファ層
　１９０　　第１半導体層
　２００　　第２半導体層
　２１０ａ、２１０ｂ　　ソース／ドレイン電極
　２２０　　ゲート絶縁膜
　２３０　　ゲート電極
　２４０　　平坦化膜
　２５０　　第１電極
　２６０　　画素定義膜
　２７０　　有機膜層
　２８０　　第２電極
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