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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されたゲート電極と、
　前記ゲート電極に対応してチャネル領域を形成する酸化物半導体層と、
　前記基板および前記ゲート電極上に形成され、シリコン窒化膜からなる第１ゲート絶縁
膜と、
　前記第１ゲート絶縁膜上の前記酸化物半導体層に対応する領域においてこの酸化物半導
体層と接するように選択的に形成され、シリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜からなる
第２ゲート絶縁膜と、
　複数の金属層を積層して構成されたソース・ドレイン電極と、
　酸化アルミニウムまたはシリコン窒化物を含んで構成された保護膜と
　を備え、
　前記複数の金属層のうちの前記酸化物半導体層と接する金属層が、酸素を含む金属材料
またはモリブデン（Ｍｏ）により構成され、
　前記第１ゲート絶縁膜上において、前記酸化物半導体層の上面および側面と前記第２ゲ
ート絶縁膜の側面とが、前記ソース・ドレイン電極および前記保護膜によって覆われてい
る
　薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記保護膜が、酸化アルミニウム膜またはシリコン窒化膜を少なくとも一層含む積層膜
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である
　請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記保護膜が、少なくとも前記チャネル領域に対応する領域に設けられたチャネル保護
膜である
　請求項１または請求項２に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記保護膜が、最表面全体を覆うように形成されたパッシベーション膜である
　請求項１または請求項２に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　表示素子と、この表示素子を駆動するための薄膜トランジスタとを備え、
　前記薄膜トランジスタは、
　基板上に形成されたゲート電極と、
　前記ゲート電極に対応してチャネル領域を形成する酸化物半導体層と、
　前記基板および前記ゲート電極上に形成され、シリコン窒化膜からなる第１ゲート絶縁
膜と、
　前記第１ゲート絶縁膜上の前記酸化物半導体層に対応する領域においてこの酸化物半導
体層と接するように選択的に形成され、シリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜からなる
第２ゲート絶縁膜と、
　複数の金属層を積層して構成されたソース・ドレイン電極と、
　酸化アルミニウムまたはシリコン窒化物を含んで構成された保護膜と
　を有し、
　前記複数の金属層のうちの前記酸化物半導体層と接する金属層が、酸素を含む金属材料
またはモリブデン（Ｍｏ）により構成され、
　前記第１ゲート絶縁膜上において、前記酸化物半導体層の上面および側面と前記第２ゲ
ート絶縁膜の側面とが、前記ソース・ドレイン電極および前記保護膜によって覆われてい
る
　表示装置。
【請求項６】
　前記表示素子は、アノードと、発光層を含む有機層と、カソードとを有する有機発光素
子である
　請求項５に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化物半導体層を用いた薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；Thin Film Transistor
）、およびそのような薄膜トランジスタを備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化亜鉛または酸化インジウムガリウム亜鉛（ＩＧＺＯ）等の酸化物半導体は、半導体
デバイスの活性層として優れた性質を示し、近年、ＴＦＴ，発光デバイス，透明導電膜な
どへの応用を目指して開発が進められている。
【０００３】
　例えば、酸化物半導体を用いたＴＦＴは、従来液晶表示装置に用いられているアモルフ
ァスシリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）をチャネルに用いたものと比較して、電子移動度が大きく
、優れた電気特性を有している。また、室温付近の低温でも高い移動度が期待できるとい
う利点もある。
【０００４】
　一方、酸化物半導体は耐熱性が充分でなく、ＴＦＴ製造プロセス中の熱処理により酸素
や亜鉛などが脱離して格子欠陥を形成することが知られている。この格子欠陥は、電気的
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には浅い不純物準位を形成し、酸化物半導体層の低抵抗化を引き起こす。そのため、その
ため、ゲート電圧を印加しなくてもドレイン電流が流れるノーマリーオン型すなわちデプ
レッション型の動作となり、欠陥準位の増大と共に閾電圧が小さくなり、リーク電流が増
大する。
【０００５】
　また、このような格子欠陥は、活性層となる酸化亜鉛中のキャリアの誘起を妨げ、キャ
リア濃度を減少させる。キャリア濃度の減少は活性層の導電率を引き下げ、薄膜トランジ
スタの電子移動度や電流伝達特性（例えば、サブスレッショルド特性やしきい電圧）に影
響する。
【０００６】
　そこで、従来では、例えば、酸化物半導体よりなるチャネル層に接するゲート絶縁層を
、アモルファス状の酸化アルミニウム（Ａｌ2 Ｏ3 ）により構成し、界面の欠陥準位を低
減することが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３９１３７５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここで、酸化物半導体膜ではさらに、水分の吸着により、半導体中のキャリア濃度が大
きく変化するという特徴を持っている。したがって、酸化物半導体膜をチャネルとして用
いた薄膜トランジスタを実用化するためには、水分の混入を抑えるようなデバイス構造を
実現することが必要である。
【０００９】
　このように従来の技術では、酸化物半導体層での格子欠陥の形成および水分の吸着を抑
え、信頼性を向上させるのが困難であった。
【００１０】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、酸化物半導体層を含む薄
膜トランジスタにおいて、信頼性を向上させることが可能な薄膜トランジスタ、およびそ
のような薄膜トランジスタを備えた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】
【００１１】
　本発明の薄膜トランジスタは、基板上に形成されたゲート電極と、このゲート電極に対
応してチャネル領域を形成する酸化物半導体層と、基板およびゲート電極上に形成され、
シリコン窒化膜からなる第１ゲート絶縁膜と、この第１ゲート絶縁膜上の酸化物半導体層
に対応する領域においてこの酸化物半導体層と接するように選択的に形成され、シリコン
酸化膜またはシリコン酸窒化膜からなる第２ゲート絶縁膜と、複数の金属層を積層して構
成されたソース・ドレイン電極と、酸化アルミニウムまたはシリコン窒化物を含んで構成
された保護膜とを備えたものである。また、上記複数の金属層のうちの酸化物半導体層と
接する金属層が、酸素を含む金属材料またはモリブデン（Ｍｏ）により構成されると共に
、上記第１ゲート絶縁膜上において、酸化物半導体層の上面および側面と第２ゲート絶縁
膜の側面とが、ソース・ドレイン電極および保護膜によって覆われるようになっている。
【００１２】
　本発明の表示装置は、表示素子と、この表示素子を駆動するための上記本発明の薄膜ト
ランジスタとを備えたものである。
【００１３】
　本発明の薄膜トランジスタおよび表示装置では、シリコン酸化膜またはシリコン酸窒化
膜からなる第２ゲート絶縁膜が、酸化物半導体層に対応する領域においてこの酸化物半導
体層と接するように選択的に形成されていることにより、酸化物半導体層中の酸素が安定
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な状態に維持され、酸化物半導体層との間で、界面準位密度の低い良好なデバイス界面が
形成される。また、シリコン窒化膜からなる第１ゲート絶縁膜上において、酸化物半導体
層の上面および側面と第２ゲート絶縁膜の側面とが、上記の材料からなるソース・ドレイ
ン電極および保護膜によって覆われていることにより、酸化物半導体層が外気に対して遮
断された構造となり、酸化物半導体層への水分等の混入が抑えられる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の薄膜トランジスタおよび表示装置によれば、シリコン酸化膜またはシリコン酸
窒化膜からなる第２ゲート絶縁膜を、酸化物半導体層に対応する領域においてこの酸化物
半導体層と接するように選択的に形成したので、酸化物半導体層との間で良好なデバイス
界面が形成され、酸化物半導体層での格子欠陥の形成を抑制することができる。また、シ
リコン窒化膜からなる第１ゲート絶縁膜上において、酸化物半導体層の上面および側面と
第２ゲート絶縁膜の側面とが上記の材料からなるソース・ドレイン電極および保護膜によ
って覆われているようにしたので、酸化物半導体層への水分等の混入が抑えられ、酸化物
半導体層での水分の吸着を抑制することができる。よって、酸化物半導体層を含む薄膜ト
ランジスタにおいて、信頼性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施の形態に係る表示装置の構成を表すブロック図である。
【図２】図１に示した画素回路の一例を表す等価回路図である。
【図３】図２に示したＴＦＴの構成を表す平面図である。
【図４】図３に示したＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図５】酸化物半導体を用いたＴＦＴの特性例を表す図である。
【図６】図３および図４に示したソース・ドレイン電極の詳細構成を表す断面図である。
【図７】図１に示した表示領域の構成例を表す断面図である。
【図８】図３および図４に示したＴＦＴ基板（ＴＦＴ）の形成方法の一例を工程順に表す
断面図である。
【図９】図８に続く工程を表す断面図である。
【図１０】酸化物半導体の酸素の脱離によるＴＦＴ動作への影響を説明するための図であ
る。
【図１１】比較例に係るＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図１２】本発明の変形例１に係るＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図１３】本発明の変形例２に係るＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図１４】本発明の変形例３に係るＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図１５】上記実施の形態の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。
【図１６】上記実施の形態の表示装置の適用例１の外観を表す斜視図である。
【図１７】（Ａ）は適用例２の表側から見た外観を表す斜視図であり、（Ｂ）は裏側から
見た外観を表す斜視図である。
【図１８】適用例３の外観を表す斜視図である。
【図１９】適用例４の外観を表す斜視図である。
【図２０】（Ａ）は適用例５の開いた状態の正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じ
た状態の正面図、（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下
の順序で行う。
１．実施の形態（第１・第２ゲート絶縁膜を形成する例）
２．変形例
　２－１．変形例１（チャネル保護膜を２層構造とした場合の例）
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　２－２．変形例２（ソース・ドレイン電極との接触部分にのみチャネル保護膜に開口を
設けた場合の例）
　２－３．変形例３（チャネル保護膜の代わりに保護膜（パッシベーション膜）を設けた
場合の例）
３．モジュールおよび適用例
【００１７】
＜１．実施の形態＞
［表示装置の構成例］
　図１は、本発明の一実施の形態に係る表示装置の構成を表すものである。この表示装置
は、極薄型の有機発光カラーディスプレイ装置などとして用いられるものである。この表
示装置では、例えば、ＴＦＴ基板１に、表示素子として後述する複数の有機発光素子１０
Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂよりなる画素ＰＸＬＣがマトリクス状に配置されてなる表示領域１１
０が形成されている。また、この表示領域１１０の周辺には、信号部である水平セレクタ
（ＨＳＥＬ）１２１と、スキャナ部であるライトスキャナ（ＷＳＣＮ）１３１および電源
スキャナ（ＤＳＣＮ）１３２とが形成されている。
【００１８】
　表示領域１１０において、列方向には信号線ＤＴＬ１０１～１０ｎが配置され、行方向
には走査線ＷＳＬ１０１～１０ｍおよび電源ラインＤＳＬ１０１～１０ｍが配置されてい
る。各信号線ＤＴＬと各走査線ＷＳＬとの交差点には、有機発光素子ＰＸＬＣ（１０Ｒ，
１０Ｇ，１０Ｂのいずれか一つ（サブピクセル））を含む画素回路１４０が設けられてい
る。各信号線ＤＴＬは、水平セレクタ１２１に接続され、この水平セレクタ１２１から信
号線ＤＴＬに映像信号が供給される。各走査線ＷＳＬは、ライトスキャナ１３１に接続さ
れている。各電源ラインＤＳＬは、電源スキャナ１３２に接続されている。
【００１９】
　図２は、画素回路１４０の一例を表したものである。画素回路１４０は、サンプリング
用トランジスタ３Ａおよび駆動用トランジスタ３Ｂと、保持容量３Ｃと、有機発光素子Ｐ
ＸＬＣよりなる発光素子３Ｄとを有するアクティブ型の駆動回路である。サンプリング用
トランジスタ３Ａは、そのゲートが対応する走査線ＷＳＬ１０１に接続され、そのソース
およびドレインの一方が対応する信号線ＤＴＬ１０１に接続され、他方が駆動用トランジ
スタ３Ｂのゲートｇに接続されている。駆動用トランジスタ３Ｂは、そのドレインｄが対
応する電源線ＤＳＬ１０１に接続され、ソースｓが発光素子３Ｄのアノードに接続されて
いる。発光素子３Ｄのカソードは接地配線３Ｈに接続されている。なお、この接地配線３
Ｈは全ての画素ＰＸＬＣに対して共通に配線されている。保持容量３Ｃは、駆動用トラン
ジスタ３Ｂのソースｓとゲートｇとの間に接続されている。
【００２０】
　サンプリングトランジスタ３Ａは、走査線ＷＳＬ１０１から供給される制御信号に応じ
て導通し、信号線ＤＴＬ１０１から供給された映像信号の信号電位をサンプリングして保
持容量３Ｃに保持するものである。駆動用トランジスタ３Ｂは、第１電位にある電源線Ｄ
ＳＬ１０１から電流の供給を受け、保持容量３Ｃに保持された信号電位に応じて駆動電流
を発光素子３Ｄに供給するものである。発光素子３Ｄは、供給された駆動電流により、映
像信号の信号電位に応じた輝度で発光するようになっている。
【００２１】
［ＴＦＴの構成例］
　図３は、ＴＦＴ基板１の画素回路１４０の一部（図２のサンプリング用トランジスタ３
Ａに相当する部分）の平面構成を表したものである。ＴＦＴ基板１は、例えば、ガラス等
の基板１０上に、上述したサンプリング用トランジスタ３Ａを構成するＴＦＴ２０等を形
成したものである。なお、図３では省略したが、図２の駆動用トランジスタ３Ｂも、ＴＦ
Ｔ２０と同様に構成されている。
【００２２】
　図４は、図３に示したＴＦＴ２０の断面構造を表したものであり、図４（Ａ）は、図３
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におけるＩＩ－ＩＩ線に沿った断面構造を、図４（Ｂ）は、図３におけるＩＩＩ－ＩＩＩ
線に沿った断面構造を、それぞれ表している。
【００２３】
　このＴＦＴ２０は、例えば、基板１０上に、ゲート電極２１、ゲート絶縁膜２２１，２
２２、酸化物半導体層２３、チャネル保護膜２４およびソース・ドレイン電極２５を順に
有するボトムゲート型の酸化物半導体トランジスタである。ここで酸化物半導体とは、亜
鉛，インジウム，ガリウム，スズまたはそれらの混合物の酸化物をいい、優れた半導体特
性を示すことが知られている。
【００２４】
　図５は、例えば亜鉛，インジウムおよびガリウムの混合酸化物（酸化インジウムガリウ
ム亜鉛、ＩＧＺＯ）による酸化物半導体ＴＦＴの電流電圧特性を表したものである。酸化
物半導体は、従来半導体として使用されてきたアモルファスシリコンの１０倍から１００
倍の電子移動度を示し、かつ良好なオフ特性を示す。また、酸化物半導体は、従来のアモ
ルファスシリコンに比べて抵抗率が１０分の１から１００分の１になっており、閾電圧も
容易に低く、例えば０Ｖ以下に設定することも可能である。
【００２５】
　ゲート電極２１は、ＴＦＴ２０に印加されるゲート電圧により、酸化物半導体層２３中
の電子密度を制御するものである。このゲート電極２１は、例えば、厚みが５０ｎｍのモ
リブデン（Ｍｏ）層と、厚みが４００ｎｍのアルミニウム（Ａｌ）層またはアルミニウム
合金層との二層構造を有している。
【００２６】
　ゲート絶縁膜は、基板１０側から順に、例えば、厚みが３８０ｎｍ程度のゲート絶縁膜
２２１と、厚みが２０ｎｍ程度のゲート絶縁膜２２２との２層により構成されている。具
体的には、図４に示したように、酸化物半導体層２３の下部領域では、ゲート絶縁膜２２
１，２２２の積層構造となっており、それ以外の領域では、ゲート絶縁膜２２１の単層構
造となっている。
【００２７】
　ゲート絶縁膜２２１は、基板１０およびゲート電極２１上に形成されており、シリコン
窒化膜により構成されている。このシリコン窒化膜は、シリコン酸化膜やシリコン酸窒化
膜と比べて比誘電率が高く、酸化物半導体層２３の電気特性を変動させる水分の拡散を抑
制するという特徴を持っている。すなわち、シリコン窒化膜は、水分等に対するバリア性
が高いため、基板１０側から酸化物半導体層２３への水分拡散を抑制できるようになって
いる。
【００２８】
　ゲート絶縁膜２２２は、ゲート絶縁膜２２１上の酸化物半導体層２３に対応する領域に
おいて、この酸化物半導体層２３と接するように選択的に形成されている。このゲート絶
縁膜２２２は、シリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜により構成されている。シリコン
酸化膜やシリコン酸窒化膜は、膜中に十分な量の酸素を有しているため、酸化物半導体層
２３と接することにより、この酸化物半導体層２３中の酸素を安定な状態に維持すること
ができるようになっている。これにより、ゲート絶縁膜２２２と酸化物半導体層２３との
間で、界面準位密度の低い良好なデバイス界面が形成可能となっている。
【００２９】
　酸化物半導体層２３は、例えば、厚みが５０ｎｍであり、酸化インジウムガリウム亜鉛
（ＩＧＺＯ）により構成されている。この酸化物半導体層２３では、ゲート電極２１に対
応してチャネル領域（図示せず）が形成されている。なお、酸化物半導体層２３は、島状
にパターニングされるようになっている（図示せず）。
【００３０】
　ここで、図４に示したように、この酸化物半導体層２３の上面および側面と、ゲート絶
縁膜２２２の側面とは、ゲート絶縁膜２２１上において、以下説明するソース・ドレイン
電極２５およびチャネル保護膜２４によって覆われるようになっている。これにより、詳
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細は後述するが、従来のパッシベーション膜（保護膜）を形成しなくとも、大気中の水分
等の影響を受けることなく、ＴＦＴ２０が安定に動作することが可能となっている。
【００３１】
　チャネル保護膜２４は、少なくとも酸化物半導体層２３におけるチャネル領域に対応す
る領域に形成されており、基板１０側から順に、チャネル保護膜２４１，２４２，２４３
からなる３層の積層構造となっている。これらのチャネル保護膜２４１～２４３はそれぞ
れ、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）またはシリコン窒化物（ＳｉＮ等）を含んで構成され
、具体的には、酸化アルミニウム膜、シリコン窒化膜またはシリコン酸窒化膜により構成
されている。ただし、これらのうち、チャネル保護膜２４２，２４３のうちの少なくとも
一層は、酸化アルミニウム膜またはシリコン窒化膜により構成されている。このような構
造からなるチャネル保護膜２４は、酸化物半導体層２３におけるチャネル領域の損傷を防
止すると共に、酸化物半導体層２３へ水素や水分などが浸入することを防ぐ役割を果たし
ている。また、ソース・ドレイン電極２５を形成する際のレジスト剥離液などから、チャ
ネル領域を保護する役割をも果たしている。
【００３２】
　ソース・ドレイン電極２５は、例えば、複数の金属層が積層した多層膜により構成され
ている。具体的には、例えば図６に示したように、例えば、厚みが５０ｎｍ程度の第１金
属層２５１と、厚みが５００ｎｍ程度の第２金属層２５２と、厚みが５０ｎｍ程度の第３
金属層２５３の３層が積層した構造となっている。これらのうち第１金属層２５１は、酸
化物半導体層２３との界面に沿って形成され、この第１金属層２５１上に、第２金属層２
５２および第３金属層２５３がこの順に形成されている。このような金属層２５１～２５
３はそれぞれ、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、チタン（Ｔｉ
）、ＩＴＯ（インジウム・スズ複合酸化物）もしくは酸化チタン（ＴｉＯ）等の金属材料
により構成されている。ただし、これらの金属層２５１～２５３のうち、酸化物半導体層
２３と接する第１金属層２５１は、モリブデン（Ｍｏ）または酸素を含む金属材料（ＩＴ
Ｏや酸化チタンなど）により構成することが好ましい。酸化物半導体層２３での酸素脱離
を抑え、ＴＦＴ２０の電気特性を安定化させることが可能となるためである。
【００３３】
［表示領域の断面構成例］
　図７は、図１に示した表示領域１１０の断面構成を表したものである。表示領域１１０
には、赤色の光を発生する有機発光素子１０Ｒと、緑色の光を発生する有機発光素子１０
Ｇと、青色の光を発生する有機発光素子１０Ｂとが、順に全体としてマトリクス状に形成
されている。なお、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは短冊形の平面形状を有し、隣
り合う有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの組み合わせが一つの画素（ピクセル）を構
成している。
【００３４】
　有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは、それぞれ、ＴＦＴ基板１上に、平坦化絶縁膜
５１を間にして、アノード（陽極）５２、電極間絶縁膜５４、後述する発光層を含む有機
層５３、およびカソード（陰極）５５がこの順に積層された構成を有している。
【００３５】
　このような有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは、必要に応じて、窒化ケイ素（Ｓｉ
Ｎ）または酸化ケイ素（ＳｉＯ）などの保護膜５６により被覆されている。また、この保
護膜５６上に、熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂などの接着層６０を間にしてガラス
などよりなる封止用基板７１が全面にわたって貼り合わされることにより、封止されてい
る。封止用基板７１には、必要に応じてカラーフィルタ７２およびブラックマトリクスと
しての光遮蔽膜（図示せず）が設けられていてもよい。
【００３６】
　平坦化絶縁膜５１は、画素回路１４０が形成されたＴＦＴ基板１の表面を平坦化するた
めのものであり、微細な接続孔５１Ａが形成されるためパターン精度が良い材料により構
成されていることが好ましい。平坦化絶縁膜５１の構成材料としては、例えば、ポリイミ
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ド等の有機材料、あるいは酸化シリコン（ＳｉＯ2）などの無機材料が挙げられる。図２
に示した駆動トランジスタ３Ｂは、平坦化絶縁膜５１に設けられた接続孔５１Ａを介して
アノード５２に電気的に接続されている。また、図７では省略したが、保持容量３Ｃを構
成するキャパシタ３０の下層電極３１も、平坦化絶縁膜５１に設けられた接続孔（図示せ
ず）を介してアノード５２に電気的に接続されている（図２参照。）。
【００３７】
　アノード５２は、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの各々に対応して形成されてい
る。また、アノード５２は、発光層で発生した光を反射させる反射電極としての機能を有
しており、できるだけ高い反射率を有するようにすることが発光効率を高める上で望まし
い。アノード５２は、例えば、厚みが１００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下であり、銀（Ａｇ
），アルミニウム（Ａｌ），クロム（Ｃｒ），チタン（Ｔｉ），鉄（Ｆｅ），コバルト（
Ｃｏ），ニッケル（Ｎｉ），モリブデン（Ｍｏ），銅（Ｃｕ），タンタル（Ｔａ），タン
グステン（Ｗ），白金（Ｐｔ）あるいは金（Ａｕ）などの金属元素の単体または合金によ
り構成されている。
【００３８】
　電極間絶縁膜５４は、アノード５２とカソード５５との絶縁性を確保すると共に発光領
域を正確に所望の形状にするためのものであり、例えば、ポリイミドなどの有機材料、ま
たは酸化シリコン（ＳｉＯ2）などの無機絶縁材料により構成されている。電極間絶縁膜
５４は、アノード５２の発光領域に対応して開口部を有している。なお、有機層５３およ
びカソード５５は、発光領域だけでなく電極間絶縁膜５４の上にも連続して設けられてい
てもよいが、発光が生じるのは電極間絶縁膜５４の開口部だけである。
【００３９】
　有機層５３は、例えば、アノード５２の側から順に、正孔注入層，正孔輸送層，発光層
および電子輸送層（いずれも図示せず）を積層した構成を有するが、これらのうち発光層
以外の層は必要に応じて設ければよい。また、有機層５３は、有機発光素子１０Ｒ，１０
Ｇ，１０Ｂの発光色によってそれぞれ構成が異なっていてもよい。正孔注入層は、正孔注
入効率を高めるためのものであると共に、リークを防止するためのバッファ層である。正
孔輸送層は、発光層への正孔輸送効率を高めるためのものである。発光層は、電界をかけ
ることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものである。電子輸送層は、
発光層への電子輸送効率を高めるためのものである。なお、有機層５３の構成材料は、一
般的な低分子または高分子有機材料であればよく、特に限定されない。
【００４０】
　カソード５５は、例えば、厚みが５ｎｍ以上５０ｎｍ以下であり、アルミニウム（Ａｌ
），マグネシウム（Ｍｇ），カルシウム（Ｃａ），ナトリウム（Ｎａ）などの金属元素の
単体または合金により構成されている。中でも、マグネシウムと銀との合金（ＭｇＡｇ合
金）、またはアルミニウム（Ａｌ）とリチウム（Ｌｉ）との合金（ＡｌＬｉ合金）が好ま
しい。また、カソード５５は、ＩＴＯ（インジウム・スズ複合酸化物）またはＩＺＯ（イ
ンジウム・亜鉛複合酸化物）により構成されていてもよい。
【００４１】
［表示装置の製造方法例］
　この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。
【００４２】
（ＴＦＴ２０を形成する工程）
　図８および図９は、ＴＦＴ２０を有するＴＦＴ基板１を形成する工程の一例を断面図で
表すものである。
【００４３】
　まず、図８（Ａ）に示したように、ガラスよりなる基板１０上に、例えばスパッタリン
グ法により、例えば、厚みが５０ｎｍのモリブデン（Ｍｏ）層と、厚みが４００ｎｍのア
ルミニウム（Ａｌ）層またはアルミニウム合金層との二層構造を形成する。次いで、この
二層構造に対して、フォトリソグラフィおよびエッチングを施すことにより、ゲート電極
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２１を形成する。
【００４４】
　続いて、基板１０の全面に、例えばスパッタリング法またはプラズマＣＶＤ（Chemical
 Vapor Deposition；化学気相成長）法により、ゲート絶縁膜２２１となるシリコン窒化
膜と、ゲート絶縁膜２２２となるシリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜との２層構造を
形成する。この際、シリコン窒化膜上に形成したシリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜
は、酸化物半導体層２３を島状に加工した後に引き続きエッチングにより除去するため、
５ｎｍ以上５０ｎｍ以下の膜厚で形成することが望ましい。
【００４５】
　そののち、図８（Ｂ）に示したように、例えばスパッタリング法により、酸化物半導体
層２３となる酸化インジウムガリウム亜鉛（ＩＧＺＯ）膜を、５ｎｍ～１００ｎｍ程度の
厚みで形成する。その際、例えば、酸化物半導体層２３をＩＧＺＯにより構成する場合に
は、ＩＧＺＯのセラミックをターゲットとしたＤＣスパッタ法を用い、アルゴン（Ａｒ）
と酸素（Ｏ2）との混合ガスによるプラズマ放電により基板１０上に酸化物半導体層２３
を形成する。なお、プラズマ放電の前に真空容器内の真空度が１×１０-4Ｐａ以下になる
まで排気したのち、アルゴンと酸素との混合ガスを導入する。また、例えば、酸化物半導
体層２３を酸化亜鉛により構成する場合は、酸化亜鉛のセラミックをターゲットとしたＲ
Ｆスパッタ法、または亜鉛の金属ターゲットを用いてアルゴンと酸素とを含むガス雰囲気
中でＤＣスパッタ法を用いて形成する。
【００４６】
　酸化物半導体層２３を形成したのち、例えばスパッタリング法またはＣＶＤ法により、
チャネル保護膜２４１となる酸化アルミニウム膜、シリコン酸化膜あるいはシリコン酸窒
化膜を、例えば１０ｎｍ～５０ｎｍの厚みで形成する。この際、スパッタリング法を用い
て酸化アルミニウム膜またはシリコン酸化膜を形成する場合には、酸化物半導体層２３と
酸化アルミニウム膜等とをスパッタ装置内で連続して形成することが好ましい。これによ
り、ＴＦＴ２０の特性を均一化することができるからである。なお、生産性を優先する場
合には、このようなチャネル保護層２４１を形成せずに、次の工程に進めるようにしても
よい。
【００４７】
　次に、図８（Ｃ）に示したように、ＴＦＴ２０のチャネル領域となる酸化物半導体層２
３とチャネル保護層２４１とを、島状にパターン形成する。この際、ゲート絶縁膜２２２
も、酸化物半導体層２３のエッチング後に引き続きエッチングするようにする。これによ
り、島状に加工した酸化物半導体層２３の下部領域にのみゲート絶縁膜２２が設けられる
と共に、それ以外の領域にはゲート絶縁膜２１のみが設けられることになる。
【００４８】
　続いて、図９（Ａ）に示したように、例えばＣＶＤ法により、チャネル保護膜２４２，
２４３となる酸化アルミニウム膜、シリコン酸化膜あるいはシリコン酸窒化膜を、１００
ｎｍの厚みで形成する。この際、例えば、チャネル保護膜２４２を酸化アルミニウム膜に
より構成し、チャネル保護膜２４３をシリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜により構成
することが可能である。あるいは逆に、チャネル保護膜２４２をシリコン酸化膜またはシ
リコン酸窒化膜により構成し、チャネル保護膜２４３を酸化アルミニウム膜により構成す
るようにしてもよい。なお、シリコン酸化膜あるいはシリコン酸窒化膜をプラズマＣＶＤ
法等により形成した場合、チャネル保護膜２４全体として、ソース・ドレイン電極２５の
形成時のエッチングの際に必要な約２００ｎｍ程度の膜厚まで容易に厚膜化することが可
能となる。
【００４９】
　続いて、図９（Ｂ）に示したように、酸化アルミニウム膜、シリコン酸化膜あるいはシ
リコン酸窒化膜に対して、フォトリソグラフィおよびエッチングを施すことにより、所定
の形状に成形する。これにより、図４に示した形状のチャネル保護膜２４１～２４３から
なるチャネル保護膜２４が形成される。
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【００５０】
　ここで、酸化物半導体層２３は、水分の吸着等により半導体の電気特性が変化するとい
う問題がある。そこで、酸化アルミニウム膜をチャネル保護膜として用いることにより、
酸化アルミニウム膜の優れたガスバリア耐性によって、ＴＦＴ２０の電気特性を安定化さ
せると共に、ＴＦＴ２０の特性劣化をさせることなくチャネル保護膜を形成することがで
きる。また、そのような酸化アルミニウム膜を原子層成膜（ＡＬＤ）法により形成する場
合には、酸化物半導体層２３の電気特性を劣化させる水素の発生を抑制した状態で、緻密
な絶縁膜を形成することが可能となる。ここで、原子層成膜法を用いる場合には、原料ガ
スとなるトリメチルアルミニウムガスを真空チャンバーに導入し、基板１０の表面に原子
層のアルミニウム膜を形成する。続いて、オゾンガスあるいは酸素ガスをプラズマで励起
した酸素ラジカルを基板１０の表面まで導入してアルミニウム膜を酸化する。最初に形成
したアルミニウム膜は原子層の厚みであるので、オゾンあるいは酸素ラジカルによって容
易に酸化することが可能であり、基板１０全面に均一な酸化アルミニウム膜を形成するこ
とが可能となる。そののち、アルミニウム膜の形成と酸化プロセスとを繰り返すことによ
り、所望の厚みの酸化アルミニウム膜よりなるチャネル保護膜を形成することが可能であ
る。この方法では、酸化アルミニウム膜中の酸素濃度を不足させることなく、化学量論比
となる組成にすることが可能である。そのために、アルミニウムと酸素との組成比を理想
的な２：３にすることが可能であり、優れた電気特性とガスバリア耐性を有するチャネル
保護膜を形成することが可能となる。
【００５１】
　続いて、例えばスパッタリング法により、ゲート絶縁膜２２１、酸化物半導体層２３お
よびチャネル保護膜２４上に、ソース・ドレイン電極２５を形成する。具体的には、例え
ば、厚みが５０ｎｍ程度のモリブデン層（第１金属層２５１）、厚みが５００ｎｍ程度の
アルミニウム層（第２金属層２５２）および厚みが５０ｎｍのモリブデン層（第３金属層
）を、この順に形成する。そして、これらの第１～第３金属層２５１～２５３をそれぞれ
、フォトリソグラフィおよびエッチング（例えば、リン酸、硝酸および酢酸を含む混合液
を用いたウエットエッチング法）により、所定の形状に成形する。これにより、ソース・
ドレイン電極２５が形成される。以上により、図３および図４に示したＴＦＴ２０を有す
るＴＦＴ基板１が形成される。
【００５２】
（有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを形成する工程）
　まず、ＴＦＴ基板１の全面に感光性樹脂を塗布し、露光および現像することにより、平
坦化絶縁膜５１および接続孔５１Ａを形成し、焼成する。次いで、例えば直流スパッタリ
ングにより、上述した材料よりなるアノード５２を成膜し、例えばリソグラフィ技術を用
いて選択的にエッチングし、所定の形状にパターニングする。続いて、例えばＣＶＤ法に
より上述した厚みおよび材料よりなる電極間絶縁膜５４を形成し、例えばリソグラフィ技
術を用いて開口部を形成する。そののち、例えば蒸着法により、上述した材料よりなる有
機層５３およびカソード５５を順次成膜し、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを形成
する。続いて、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを、上述した材料よりなる保護膜５
６で覆う。
【００５３】
　そののち、保護膜５６の上に、接着層６０を形成する。そののち、カラーフィルタ７２
が設けられ、上述した材料よりなる封止用基板７１を用意し、ＴＦＴ基板１と封止用基板
７１とを接着層６０を間にして貼り合わせる。以上により、図７に示した表示装置が完成
する。
【００５４】
［表示装置の作用・効果］
　次に、本実施の形態の表示装置の作用および効果について、比較例と比較しつつ説明す
る。
【００５５】
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　本実施の形態の表示装置では、走査線ＷＳＬから供給される制御信号に応じてサンプリ
ング用トランジスタ３Ａが導通し、信号線ＤＴＬから供給された映像信号の信号電位がサ
ンプリングされて保持容量３Ｃに保持される。また、第１電位にある電源線ＤＳＬから駆
動用トランジスタ３Ｂに電流が供給され、保持容量３Ｃに保持された信号電位に応じて、
駆動電流が発光素子３Ｄ（有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ）に供給される。発光素
子３Ｄ（有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ）は、供給された駆動電流により、映像信
号の信号電位に応じた輝度で発光する。この光は、カソード５５，カラーフィルタ７２お
よび封止用基板７１を透過して取り出される。
【００５６】
　ここで、酸化物半導体は耐熱性が十分でなく、ＴＦＴ製造プロセス中の熱処理やプラズ
マ処理により酸素が脱離し、格子欠陥を形成する。この格子欠陥は、電気的には浅い不純
物準位を形成し、酸化物半導体の低抵抗化を引き起こす。そのため、酸化物半導体をＴＦ
Ｔの活性層に用いた場合、欠陥準位の増大とともに、閾電圧が小さくなり、リーク電流が
増大し、ゲート電流を印加しなくてもドレイン電流が流れるデプレッション型の動作とな
る。十分に欠陥準位が増大すると、例えば図１０に示したように、トランジスタ動作をし
なくなり、導電体動作へと移行してしまう。
【００５７】
（比較例）
　そこで、図１１に断面構造を示した比較例に係るＴＦＴ８２０では、シリコン酸化膜ま
たはシリコン酸窒化膜からなるゲート絶縁膜２２２が、酸化物半導体層２３と接するよう
に形成されている。また、ゲート絶縁膜２２２上において、酸化物半導体層２３の上面お
よび側面が、ソース・ドレイン電極２５およびチャネル保護膜２４によって覆われている
。これにより、酸化物半導体層２３中の酸素が安定な状態に維持され、ゲート絶縁膜２２
２と酸化物半導体層２３との間で、界面準位密度の低い良好なデバイス界面が形成される
。ただし、このゲート絶縁膜２２２は、本実施の形態のＴＦＴ２０とは異なり、酸化物半
導体層２３の島状加工後においても、基板１０の全面に残っている（図中の符号Ｐ８０１
，Ｐ８０２の領域参照）。したがって、このＴＦＴ８２０では、基板１０の全面に残って
いるゲート絶縁膜２２２（シリコン酸化膜あるいはシリコン酸窒化膜）を介して水分が拡
散により酸化物半導体層２３中に供給されることにより、ＴＦＴ８２０の電気特性が不安
定となる。
【００５８】
（本実施の形態）
　これに対して、本実施の形態では、シリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜からなるゲ
ート絶縁膜２２２が、酸化物半導体層２３に対応する領域において、この酸化物半導体層
２３と接するように選択的に形成されている。これにより、酸化物半導体層２３中の酸素
が安定な状態に維持され、ゲート絶縁膜２２２と酸化物半導体層２３との間で、界面準位
密度の低い良好なデバイス界面が形成される。また、シリコン窒化膜からなるゲート絶縁
膜２２１上において、酸化物半導体層２３の上面および側面とゲート絶縁膜２２２の側面
とが、ソース・ドレイン電極２５およびチャネル保護膜２４によって覆われている。これ
により、比較例とは異なり、酸化物半導体層２３が外気に対して遮断された構造となり、
酸化物半導体層２３への水分等の混入が抑えられる。
【００５９】
　以上のように本実施の形態では、シリコン酸化膜またはシリコン酸窒化膜からなるゲー
ト絶縁膜２２２を、酸化物半導体層２３に対応する領域においてこの酸化物半導体層２３
と接するように選択的に形成したので、ゲート絶縁膜２２２と酸化物半導体層２３との間
で良好なデバイス界面が形成され、酸化物半導体層２３での格子欠陥の形成を抑制するこ
とができる。また、シリコン窒化膜からなるゲート絶縁膜２２１上において、酸化物半導
体層２３の上面および側面とゲート絶縁膜２２２の側面とがソース・ドレイン電極２５お
よびチャネル保護膜２４によって覆われているようにしたので、酸化物半導体層２３への
水分等の混入が抑えられ、酸化物半導体層２３での水分の吸着を抑制することができる。
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よって、酸化物半導体層を含む薄膜トランジスタにおいて、信頼性を向上させることが可
能となる。
【００６０】
　また、このようなＴＦＴ２０を用いた表示装置では、安価かつ高品位のフラットパネル
ディスプレイを実現することが可能となる。
【００６１】
＜２．変形例＞
　以下、本発明の変形例をいくつか挙げて説明する。なお、上記実施の形態における構成
要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００６２】
（変形例１）
　図１２は、本発明の変形例１に係るＴＦＴ２０Ａの断面構造を表すものである。このＴ
ＦＴ２０Ａでは、工程簡略化のため、チャネル保護膜２４Ａが、例えば酸化アルミニウム
膜からなるチャネル保護膜２４１と、例えばシリコン酸化膜からなるチャネル保護膜２４
２と２層構造となっている。
【００６３】
（変形例２）
　図１３は、本発明の変形例２に係るＴＦＴ２０Ｂの断面構造を表すものである。このＴ
ＦＴ２０Ｂでは、ソース・ドレイン電極２５との接触部分にのみ、チャネル保護膜２４Ａ
に開口が設けられた構造となっている。また、基板１０の全面にチャネル保護膜２４Ａと
ソース・ドレイン電極２５とを残す構造となっており、これにより外部の水分等からＴＦ
Ｔ２０Ｂを保護する構造となっている。このような構造のＴＦＴ２０Ｂにおいても、本発
明を適用することが可能である。
【００６４】
（変形例３）
　図１４は、本発明の変形例３に係るＴＦＴ２０Ｃの断面構造を表すものである。このＴ
ＦＴ２０Ｃでは、これまで説明したチャネル保護膜２４の代わりに、ＴＦＴ２０Ｃの最表
面全体を覆うように保護膜（パッシベーション膜）２６が設けられている。このような保
護膜２６も、チャネル保護膜２４と同様に、酸化アルミニウムまたはシリコン窒化物を含
んで構成することが好ましく、また、酸化アルミニウム膜またはシリコン窒化膜を少なく
とも一層含む積層膜としてもよい。
【００６５】
＜３．モジュールおよび適用例＞
　以下、上記実施の形態および変形例で説明した表示装置の適用例について説明する。上
記実施の形態等の表示装置は、テレビジョン装置，デジタルカメラ，ノート型パーソナル
コンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなどのあらゆる分野の電
子機器に適用することが可能である。言い換えると、上記実施の形態等の表示装置は、外
部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として
表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。
【００６６】
（モジュール）
　上記実施の形態等の表示装置は、例えば、図１５に示したようなモジュールとして、後
述する適用例１～５などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、
基板１１の一辺に、封止用基板７１および接着層６０から露出した領域２１０を設け、こ
の露出した領域２１０に、信号線駆動回路１２０および走査線駆動回路１３０の配線を延
長して外部接続端子（図示せず）を形成したものである。外部接続端子には、信号の入出
力のためのフレキシブルプリント配線基板（ＦＰＣ；Flexible Printed Circuit）２２０
が設けられていてもよい。
【００６７】
（適用例１）
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　図１６は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表した
ものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル３１０およびフィルター
ガラス３２０を含む映像表示画面部３００を有しており、この映像表示画面部３００は、
上記各実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００６８】
（適用例２）
　図１７は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したも
のである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部４１０、表示部４２０
、メニュースイッチ４３０およびシャッターボタン４４０を有しており、その表示部４２
０は、上記各実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００６９】
（適用例３）
　図１８は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータ
の外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５１
０，文字等の入力操作のためのキーボード５２０および画像を表示する表示部５３０を有
しており、その表示部５３０は、上記各実施の形態等に係る表示装置により構成されてい
る。
【００７０】
（適用例４）
　図１９は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したもの
である。このビデオカメラは、例えば、本体部６１０，この本体部６１０の前方側面に設
けられた被写体撮影用のレンズ６２０，撮影時のスタート／ストップスイッチ６３０およ
び表示部６４０を有している。そして、その表示部６４０は、上記各実施の形態等に係る
表示装置により構成されている。
【００７１】
（適用例５）
　図２０は、上記実施の形態等の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したもので
ある。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２０とを連結部（ヒンジ
部）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０，サブディスプレイ７５０，ピク
チャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。そのディスプレイ７４０またはサ
ブディスプレイ７５０は、上記各実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００７２】
　以上、実施の形態および変形例ならびにそれらの適用例を挙げて本発明を説明したが、
本発明はこれらの実施の形態等に限定されるものではなく、種々変形が可能である。
【００７３】
　例えば、上記実施の形態で説明したチャネル保護膜２４と、上記変形例３で説明した保
護膜（パッシベーション膜）２６との両保護膜を、薄膜トランジスタにおいて形成するよ
うにしてもよい。このように構成した場合、外部の水分等から薄膜トランジスタをより厳
重に保護することができ、薄膜トランジスタの信頼性をさらに向上させることが可能とな
る。
【００７４】
　また、例えば、上記実施の形態等において説明した各層の材料および厚み、または成膜
方法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、
または他の成膜方法および成膜条件としてもよい。
【００７５】
　更に、上記実施の形態等では、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｂ，１０Ｇの構成を具体的に
挙げて説明したが、全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい
。
【００７６】
　加えて、本発明は、有機発光素子のほか、液晶表示素子、無機エレクトロルミネッセン
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の他の表示素子を用いた表示装置にも適用可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　１…ＴＦＴ基板、３Ａ…サンプリング用トランジスタ、３Ｂ…駆動用トランジスタ、３
Ｃ…保持容量、３Ｄ…発光素子、１０…基板、１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ…有機発光素子、
２０，２０Ａ～２０Ｃ…ＴＦＴ、２１…ゲート電極、２２１，２２２…ゲート絶縁膜、２
３…酸化物半導体層、２４，２４Ａ，２４１～２４３…チャネル保護膜、２５…ソース・
ドレイン電極、２５１…第１金属層、２５２…第２金属層、２５３…第３金属層、２６…
保護膜（パッシベーション膜）、５１…平坦化絶縁膜、５１Ａ…接続孔、５２…アノード
、５３…有機層、５４…電極間絶縁膜、５５…カソード、５６…保護膜、６０…接着層、
７１…封止用基板、７２…カラーフィルタ、１１０…表示領域、１４０…画素回路。

【図１】

【図２】

【図３】



(15) JP 4752925 B2 2011.8.17

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】



(16) JP 4752925 B2 2011.8.17

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】



(17) JP 4752925 B2 2011.8.17

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(18) JP 4752925 B2 2011.8.17

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ｖ          　　　　　

(72)発明者  藤森　隆成
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内

    審査官  綿引　隆

(56)参考文献  特開２００７－２５８２２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８９８５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０８６８０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００８／１２６７２９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００８－２１９００８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３３６　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７８６　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

