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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成されたゲート電極と、
　ゲート絶縁膜により前記ゲート電極と絶縁され、前記ゲート電極を覆うように前記ゲー
ト絶縁膜上に形成された、酸素を含む化合物半導体からなる活性層と、
　前記活性層の上部に形成された保護層と、
　前記活性層と接触するソース電極及びドレイン電極と、を備え、
　前記保護層は、チタン酸窒化物（ＴｉＯｘＮｙ）からなり、直流反応性スパッタリング
法で形成されたことを特徴とする薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記保護層が、前記活性層の上部に形成され、前記ソース電極及び前記ドレイン電極が
、前記保護層に形成されたコンタクトホールを介して前記活性層と接触することを特徴と
する請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記化合物半導体が、酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含むことを特徴とする請求項１または２に
記載の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記化合物半導体に、ガリウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、ジルコ
ニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、及びバナジウム（Ｖ）のうち少なくとも１つのイ
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オンがドープされることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の薄膜トランジ
スタ。
【請求項５】
　前記基板と前記ゲート電極との間に形成されたバッファ層をさらに備えることを特徴と
する請求項１～４のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　基板上にゲート電極を形成するステップと、
　前記ゲート電極の上部にゲート絶縁膜を形成するステップと、
　前記ゲート絶縁膜上に、酸素を含む化合物半導体で活性層を形成するステップと、
　前記活性層上に直流反応性スパッタリング法でチタン酸窒化物（ＴｉＯｘＮｙ）からな
る保護層を形成するステップと、
　前記活性層と接触するソース電極及びドレイン電極を形成するステップと、
　を含むことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項７】
　前記保護層を形成するステップは、
　前記活性層の上部に前記保護層を形成するステップと、
　前記保護層にコンタクトホールを形成するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項６に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項８】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成するステップは、
　前記コンタクトホールが埋め込まれるように、前記保護層上に導電層を形成するステッ
プと、
　前記導電層をパターニングして、前記コンタクトホールを介して前記活性層と接触する
前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項６または７に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項９】
　前記化合物半導体が、酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含むことを特徴とする請求項６～８のいず
れか一項に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１０】
　前記化合物半導体に、ガリウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、ジルコ
ニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、及びバナジウム（Ｖ）のうち少なくとも１つのイ
オンがドープされることを特徴とする請求項６～９のいずれか一項に記載の薄膜トランジ
スタの製造方法。
【請求項１１】
　前記保護層を、直流反応性スパッタリング法により形成することを特徴とする請求項６
～１０のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１２】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成するステップにおいて、前記保護層をエッ
チング停止層として使用することを特徴とする請求項６～１１のいずれか一項に記載の薄
膜トランジスタの製造方法。
【請求項１３】
　前記基板上にバッファ層を形成するステップをさらに含むことを特徴とする請求項６～
１２のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１４】
　複数の第１導電線及び第２導電線により複数の画素が画定され、各画素に供給される信
号を制御する薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された第１電極とが形成され
た第１基板と、
　第２電極が形成された第２基板と、
　前記第１電極と前記第２電極との間の密封された空間に注入された液晶層と、を備え、
　前記薄膜トランジスタは、
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　前記第１基板上に形成されたゲート電極と、
　ゲート絶縁膜により前記ゲート電極と絶縁され、前記ゲート電極を覆うように前記ゲー
ト絶縁膜上に形成された、酸素を含む化合物半導体からなる活性層と、
　前記活性層の上部に形成された保護層と、
　前記活性層と接触するソース電極及びドレイン電極と、を備え、
　前記保護層は、チタン酸窒化物（ＴｉＯｘＮｙ）からなり、直流反応性スパッタリング
法で形成されたことを特徴とする平板表示装置。
【請求項１５】
　前記保護層が、前記活性層の上部に形成され、前記ソース電極及び前記ドレイン電極が
、前記保護層に形成されたコンタクトホールを介して前記活性層と接触することを特徴と
する請求項１４に記載の平板表示装置。
【請求項１６】
　前記化合物半導体が、酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含むことを特徴とする請求項１４または１
５に記載の平板表示装置。
【請求項１７】
　前記化合物半導体に、ガリウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、ジルコ
ニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、及びバナジウム（Ｖ）のうち少なくとも１つのイ
オンがドープされることを特徴とする請求項１４～１６のいずれか一項に記載の平板表示
装置。
【請求項１８】
　第１電極、有機薄膜層、及び第２電極からなる有機電界発光素子と、前記有機電界発光
素子の動作を制御する薄膜トランジスタとが形成された第１基板と、
　前記第１基板に対向するように配置された第２基板と、を備え、
　前記薄膜トランジスタは、
　前記第１基板上に形成されたゲート電極と、
　ゲート絶縁膜により前記ゲート電極と絶縁され、前記ゲート電極を覆うように前記ゲー
ト絶縁膜上に形成された、酸素を含む化合物半導体からなる活性層と、
　前記活性層の上部に形成された保護層と、
　前記活性層と接触するソース電極及びドレイン電極と、を備え、
　前記保護層は、チタン酸窒化物（ＴｉＯｘＮｙ）からなり、直流反応性スパッタリング
法で形成されたことを特徴とする平板表示装置。
【請求項１９】
　前記保護層が、前記活性層の上部に形成され、前記ソース電極及び前記ドレイン電極が
、前記保護層に形成されたコンタクトホールを介して前記活性層と接触することを特徴と
する請求項１８に記載の平板表示装置。
【請求項２０】
　前記化合物半導体が、酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含むことを特徴とする請求項１８または１
９に記載の平板表示装置。
【請求項２１】
　前記化合物半導体に、ガリウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、ジルコ
ニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、及びバナジウム（Ｖ）のうち少なくとも１つのイ
オンがドープされることを特徴とする請求項１８～２０のいずれか一項に記載の平板表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ及びその製造方法、並びに薄膜トランジスタを備える平板
表示装置に関し、より詳細には、酸素を含む化合物半導体を活性層とする薄膜トランジス
タ及びその製造方法、並びに薄膜トランジスタを備える平板表示装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　一般的に、薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）は、チャ
ネル領域、ソース領域及びドレイン領域を提供する活性層と、チャネル領域の上部に形成
され、かつ、ゲート絶縁膜により活性層と電気的に絶縁されるゲート電極とからなる。
【０００３】
　このような薄膜トランジスタの活性層は、一般的には非晶質シリコンまたはポリシリコ
ンのような半導体物質で形成される。しかしながら、活性層が非晶質シリコンで形成され
ると、移動度（ｍｏｂｉｌｉｔｙ）が低く、高速で動作する駆動回路の実現が困難であり
、ポリシリコンで形成されると、移動度は高いものの、閾値電圧が不均一であるため、補
償回路を別途付加しなければならないという問題がある。
【０００４】
　また、低温ポリシリコン（Ｌｏｗ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｐｏｌｙ－Ｓｉｌｉｃｏ
ｎ；ＬＴＰＳ）を用いた従来の薄膜トランジスタの製造方法では、レーザ熱処理などのよ
うな高価な工程が含まれ、特性の制御が困難であるため、大面積基板への適用が困難にな
るという問題がある。
【０００５】
　これらの問題を解決するため、最近では、化合物半導体を活性層として用いた研究が進
められている。
【０００６】
　下記特許文献１には、酸化亜鉛（Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ；ＺｎＯ）または酸化亜鉛（Ｚ
ｎＯ）を主成分とする化合物半導体で活性層を形成した薄膜トランジスタが開示されてい
る。
【０００７】
　酸化亜鉛（ＺｎＯ）を主成分とする化合物半導体は、非晶質形態でかつ安定した材料と
して評価されている。この化合物半導体を活性層として用いると、別の工程装置を追加購
入することなく、従来の工程装置を用いて、３５０℃以下の低温で薄膜トランジスタを製
造することができ、イオン注入工程の省略など、様々な長所がある。
【０００８】
　しかしながら、化合物半導体を用いると、活性層の上部に薄膜を形成したり、形成され
た薄膜をエッチングしたりする際、プラズマによる被爆が発生し、イオン衝撃効果（ｂｏ
ｍｂａｒｄｍｅｎｔ　ｅｆｆｅｃｔ）や放射効果などによってキャリアが増加し、電気的
特性の変化が生じる。化合物半導体の電気的特性の変化によって薄膜トランジスタの閾値
電圧が変化するなどの電気的特性の低下が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】韓国公開特許第２００８－０００２０００号公報
【特許文献２】特開２００４－２７３６１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、活性層の被爆による薄膜トランジスタの電気的特性の低下を防止可能
な薄膜トランジスタ及びその製造方法、並びに薄膜トランジスタを備える平板表示装置を
提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、表示装置の大型化のために大面積基板に適用可能な薄膜トランジ
スタ及びその製造方法、並びに薄膜トランジスタを備える平板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】
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　上記の目的を達成するための本発明の一形態に係る薄膜トランジスタは、基板と、基板
上に形成されたゲート電極と、ゲート絶縁膜によりゲート電極と絶縁され、ゲート電極を
覆うようにゲート絶縁膜上に形成された、酸素を含む化合物半導体からなる活性層と、活
性層の上部に形成された保護層と、活性層と接触するソース電極及びドレイン電極と、を
備え、保護層が、チタン酸化物（ＴｉＯｘ）を含む。
【００１３】
　上記の目的を達成するための本発明の他の形態に係る薄膜トランジスタの製造方法は、
基板上にゲート電極を形成するステップと、ゲート電極を含む上部にゲート絶縁膜を形成
するステップと、ゲート絶縁膜上に、酸素を含む化合物半導体で活性層を形成するステッ
プと、活性層上にチタン酸化物を含む保護層を形成するステップと、活性層と接触するソ
ース電極及びドレイン電極を形成するステップと、を含む。
【００１４】
　また、上記の目的を達成するための本発明のさらに他の形態に係る薄膜トランジスタを
備える平板表示装置は、複数の第１導電線及び第２導電線により複数の画素が画定され、
各画素に供給される信号を制御する薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された
第１電極とが形成された第１基板と、第２電極が形成された第２基板と、第１電極と前記
第２電極との間の密封された空間に注入された液晶層と、を備え、薄膜トランジスタは、
第１基板上に形成されたゲート電極と、ゲート絶縁膜によりゲート電極と絶縁され、酸素
を含む化合物半導体からなる活性層と、活性層の上部に形成された保護層と、活性層と接
触するソース電極及びドレイン電極と、を備え、保護層が、チタン酸化物（ＴｉＯｘ）を
含む。
【００１５】
　さらに、上記の目的を達成するための本発明のさらなる形態に係る薄膜トランジスタを
備える平板表示装置は、第１電極、有機薄膜層、及び第２電極からなる有機電界発光素子
と、有機電界発光素子の動作を制御する薄膜トランジスタとが形成された第１基板と、第
１基板に対向するように配置された第２基板と、を備え、前記薄膜トランジスタは、第１
基板上に形成されたゲート電極と、ゲート絶縁膜によりゲート電極と絶縁され、ゲート電
極を覆うようにゲート絶縁膜上に形成された、酸素を含む化合物半導体からなる活性層と
、活性層の上部に形成された保護層と、活性層と接触するソース電極及びドレイン電極と
、を備え、保護層が、チタン酸化物（ＴｉＯｘ）を含む。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の薄膜トランジスタは、酸素を含む化合物半導体からなる活性層を備え、活性層
の上部に、チタン酸化物を含む保護層が形成される。保護層は、チャネル領域の汚染や被
爆を防止するため、活性層の被爆による薄膜トランジスタの電気的特性の低下が防止され
る。また、基板内での閾値電圧の改善が可能であり、ソース及びドレイン電極を形成する
過程でエッチング停止層として使用可能であるため、製造工程が容易になる。さらに、チ
タン酸化物を含む保護層は、金属ターゲットを用いた直流反応性スパッタリング法により
形成できるため、大面積基板にも適用可能になることから、表示装置の大型化が容易にな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】本発明の実施形態に係る薄膜トランジスタを説明するための断面図である。
【図１Ｂ】本発明の実施形態に係る薄膜トランジスタを説明するための断面図である。
【図２Ａ】本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するための断面図である。
【図２Ｂ】本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するための断面図である。
【図２Ｃ】本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するための断面図である。
【図２Ｄ】本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するための断面図である。
【図３Ａ】保護層を形成する前と保護層を形成した後に測定した薄膜トランジスタの電気
的特性グラフである。
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【図３Ｂ】保護層を形成する前と保護層を形成した後に測定した薄膜トランジスタの電気
的特性グラフである。
【図３Ｃ】保護層を形成する前と保護層を形成した後に測定した薄膜トランジスタの電気
的特性グラフである。
【図４】本発明に係る薄膜トランジスタを備える平板表示装置の一実施形態を説明するた
めの平面図である。
【図５Ａ】本発明に係る薄膜トランジスタを備える平板表示装置の他の実施形態を説明す
るための平面図及び断面図である。
【図５Ｂ】本発明に係る薄膜トランジスタを備える平板表示装置の他の実施形態を説明す
るための平面図及び断面図である。
【図６】図５Ａの有機電界発光素子を説明するための断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
【００１９】
　活性層がポリシリコンからなる薄膜トランジスタでは、一般的に、シリコン酸化物（Ｓ
ｉＯ２）、シリコン窒化物（ＳｉＮｘ）、またはアルミニウム酸化物（Ａｌ２Ｏ３）で保
護層を形成する。しかし、活性層が酸素を含む化合物半導体からなる薄膜トランジスタの
場合、保護層を、シリコン酸化物（ＳｉＯ２）、シリコン窒化物（ＳｉＮｘ）、またはア
ルミニウム酸化物（Ａｌ２Ｏ３）で形成すると、深刻な電気的特性の低下を生じる。この
電気的特性の低下は、蒸着過程でプラズマによって発生する活性層の被爆によるものと推
定される。プラズマによる被爆が発生すると、酸素の欠陥によって活性層のキャリア濃度
が増加し、この過剰キャリアによってオフ電流（ｏｆｆ　ｃｕｒｒｅｎｔ）が増加し、Ｓ
ファクタ（Ｓ－ｆａｃｔｏｒ）の特性が低下する。
【００２０】
　そこで、本発明は、活性層の被爆による薄膜トランジスタの電気的特性の低下を防止し
、また、表示装置の大型化のために大面積基板に適用可能な薄膜トランジスタ及びその製
造方法を提供する。
【００２１】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の実施形態に係る薄膜トランジスタを説明するための断面
図である。
【００２２】
　図１Ａに示すように、基板１０上にバッファ層１１が形成され、バッファ層１１上にゲ
ート電極１２が形成される。ゲート電極１２を含めたバッファ層１１の上部には、ゲート
絶縁膜１３が形成され、ゲート絶縁膜１３上には、化合物半導体からなる活性層１４が形
成される。活性層１４は、チャネル領域１４ａ、ソース領域１４ｂ及びドレイン領域１４
ｃを提供し、チャネル領域１４ａがゲート電極１２と重なるように配置される。また、チ
ャネル領域１４ａの活性層１４の上部には、保護層１５が形成され、ソース領域１４ｂ及
びドレイン領域１４ｃの活性層１４には、ソース電極１６ａ及びドレイン電極１６ｂが接
触する。
【００２３】
　図１Ａには、保護層１５が、チャネル領域１４ａの活性層１４の上部にのみ形成された
構造を示している。しかし、図１Ｂのように、保護層１５が、活性層１４を含む全体の上
部に形成され、ソース電極１６ａ及びドレイン電極１６ｂが、保護層１５に形成されたコ
ンタクトホールを介してソース領域１４ｂ及びドレイン領域１４ｃの活性層１４と接触す
ることもできる。
【００２４】
　上記の実施形態において、活性層１４は、酸素を含む化合物半導体、例えば、酸化亜鉛
（ＺｎＯ）で形成され、該化合物半導体には、ガリウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、
スズ（Ｓｎ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、及びバナジウム（Ｖ）のう
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ち少なくとも１つのイオンがドープされ得る。また、保護層１５は、チタン酸化物（Ｔｉ
Ｏｘ）またはチタン酸窒化物（ＴｉＯｘＮｙ）で形成される。
【００２５】
　以下では、薄膜トランジスタの製造工程に従って本発明をより詳細に説明する。
【００２６】
　図２Ａ～図２Ｄは、本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法を説明するための断面図
である。
【００２７】
　図２Ａに示すように、基板１０上にバッファ層１１を形成した後、バッファ層１１上に
ゲート電極１２を形成し、ゲート電極１２を含めたバッファ層１１の上部にゲート絶縁膜
１３を形成する。基板１０としては、シリコン（Ｓｉ）などの半導体基板、ガラスやプラ
スチックなどの絶縁基板、または金属基板を使用する。ゲート電極１２は、Ａｌ、Ｃｒ、
ＭｏＷなどの金属や導電性ポリマーなどで形成することができ、ゲート絶縁膜１３は、Ｓ
ｉＯ２、ＳｉＮＸ、Ｇａ２Ｏ３などの絶縁物で形成することができる。
【００２８】
　図２Ｂに示すように、ゲート絶縁膜１３の上部に、化合物半導体で活性層１４を形成す
る。活性層１４は、チャネル領域１４ａ、ソース領域１４ｂ及びドレイン領域１４ｃを提
供し、チャネル領域１４ａがゲート電極１２と重なるように形成される。活性層１４は、
酸素を含む化合物半導体、例えば酸化亜鉛（ＺｎＯ）で形成し、該化合物半導体に、ガリ
ウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム
（Ｈｆ）、及びバナジウム（Ｖ）のうち少なくとも１つのイオンをドープすることができ
る。化合物半導体としては、例えば、ＺｎＯ、ＺｎＧａＯ、ＺｎＩｎＯ、ＺｎＳｎＯ、Ｇ
ａＩｎＺｎＯなどが使用可能である。
【００２９】
　図２Ｃに示すように、活性層１４を含めたゲート絶縁膜１３の上部に、チタン酸化物（
ＴｉＯｘ）を含む保護層１５を形成した後、保護層１５をパターニングして、活性層１４
のソース領域１４ｂ及びドレイン領域１４ｃが露出するように、コンタクトホール１５ａ
を形成する。保護層１５をパターニングする過程において、図１Ａのように、保護層１５
をチャネル領域１４ａの活性層１４の上部にのみ残留させることもできる。
【００３０】
　チタン酸化物（ＴｉＯｘ）を含む保護層１５は、水分や酸素から活性層１４を保護し、
活性層１４の汚染や被爆を防止する。保護層１５として用いられるチタン酸化物（ＴｉＯ
ｘ）（ｘ＝０．３～３．０）及びチタン酸窒化物（ＴｉＯｘＮｙ）（ｘ＝０．３～３．０
、ｙ＝０．３～５．０）は、金属ターゲットを用いた直流反応性スパッタリング（ＤＣ　
ｒｅａｃｔｉｖｅ　ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）法により蒸着できる。このため、大面積基板
にも適用可能になることから、表示装置の大型化が容易になる。例えば、チタン（Ｔｉ）
ターゲットを用いた直流反応性スパッタリング法により酸素（Ｏ）及び窒素（Ｎ）の量を
調節しながら、チタン酸化物（ＴｉＯｘ）またはチタン酸窒化物（ＴｉＯｘＮｙ）を大面
積基板に蒸着することができる。
【００３１】
　参考として、酸化物や窒化物のような無機物は、一般的に、高周波スパッタリング（Ｒ
Ｆ　ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）法または化学気相蒸着（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄ
ｅｐｏｓｉｔｉｏｎ；ＣＶＤ）法により蒸着する。しかし、高周波スパッタリング法では
、蒸着速度（ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｒａｔｅ）が低く、大面積基板への蒸着が困難であ
る。また、化学気相蒸着（ＣＶＤ）法では、蒸着過程で酸素が拡散するため、化合物半導
体層の電気的特性を劣化させる。これに対し、直流反応性スパッタリング法では、大面積
基板に薄膜を安定して蒸着することができる。しかし、ガリウム（Ｇａ）やアルミニウム
（Ａｌ）などは、溶融点が低いか、あるいはアーク放電が発生するため、適切な金属ター
ゲットを選択しなければならない。チタン（Ｔｉ）は、直流反応性スパッタリング法によ
り第４世代（７３０ｍｍ×９２０ｍｍ）以上の大面積基板に安定して蒸着することができ
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る。このため、蒸着過程で酸素（Ｏ）及び窒素（Ｎ）の量（分圧）を適切に調節すると、
所望の膜質のチタン酸化物（ＴｉＯｘ）またはチタン酸窒化物（ＴｉＯｘＮｙ）を蒸着す
ることができる。
【００３２】
　図２Ｄに示すように、コンタクトホール１５ａが埋め込まれるように、保護層１５上に
、Ｍｏ、ＭｏＷ、Ａｌ、ＡｌＮｄ、ＡｌＬｉＬａなどで導電層を形成した後、導電層をパ
ターニングして、コンタクトホール１５ａを介してソース領域１４ｂ及びドレイン領域１
４ｃと接触するソース電極１６ａ及びドレイン電極１６ｂを形成する。このとき、保護層
１５は、ソース電極１６ａ及びドレイン電極１６ｂを形成するため、導電層をパターニン
グする過程でエッチング停止層（ｅｔｃｈ　ｓｔｏｐ　ｌａｙｅｒ）として使用できる。
このため、エッチング工程が容易になり、エッチング過程でチャネル領域１４ａの活性層
１４を保護し、後続の工程で有機物などによる活性層１４の汚染を防止する。
【００３３】
　図３Ａ～図３Ｃは、保護層１５を形成する前後のゲート電圧（Ｇａｔｅ　Ｖｏｌｔａｇ
ｅ；Ｖｇ）に対応するドレイン電流（Ｄｒａｉｎ　Ｃｕｒｒｅｎｔ；Ｉｄ）の変化を示す
グラフである。図３Ａは酸素（Ｏ２）分圧を１５％に調節した場合、図３Ｂは酸素（Ｏ２

）分圧を１９％に調節した場合、図３Ｃは窒素（Ｎ２）分圧を１３％に調節した場合をそ
れぞれ示す。図３Ａ～図３Ｃにおいて、保護層を形成する前の測定結果を示す線Ａ１、Ａ
１１及びＡ２１と、線Ａ２、Ａ１２及びＡ２２は、ソース電極１６ａとドレイン電極１６
ｂとの間の電圧Ｖｄｓが０．１Ｖ及び５．１Ｖで測定されており、保護層を形成した後の
測定結果を示す線Ｂ１、Ｂ１１及びＢ２１と、線Ｂ２、Ｂ１２及びＢ２２も、ソース電極
１６ａとドレイン電極１６ｂとの間の電圧Ｖｄｓが０．１Ｖ及び５．１Ｖで測定されてい
る。
【００３４】
　図３Ａ～図３Ｃから明らかなように、保護層を形成する前と後の閾値電圧Ｖｔｈの変化
が非常に小さいため、保護層１５により活性層１４の汚染及び被爆が効果的に防止されて
いることが分かる。
【００３５】
　上記のように構成された本発明の薄膜トランジスタは、平板表示装置に適用可能である
。
【００３６】
　図４は、本発明に係る薄膜トランジスタを備える平板表示装置の一実施形態を説明する
ための斜視図である。この図を参照して、画像を表示する表示パネル１００を中心に概略
的に説明する。
【００３７】
　表示パネル１００は、対向するように配置された２つの基板１１０及び１２０と、２つ
の基板１１０及び１２０の間に介在する液晶層１３０とからなり、基板１１０にマトリク
ス状に配列された複数のゲート線１１１及びデータ線１１２により画素領域１１３が画定
される。また、ゲート線１１１とデータ線１１２とが交差する部分の基板１１０には、各
画素に供給される信号を制御する薄膜トランジスタ１１４と、薄膜トランジスタ１１４に
接続された画素電極１１５とが形成される。
【００３８】
　薄膜トランジスタ１１４は、図１Ａ及び図１Ｂのような構造を有し、図２Ａ～図２Ｄを
参照して説明した本発明の製造方法に従って製造することができる。
【００３９】
　また、基板１２０には、カラーフィルタ１２１と、共通電極１２２とが形成される。そ
して、基板１１０及び１２０の背面には、偏光板１１６及び１２３がそれぞれ形成され、
偏光板１１６の下部には、光源としてバックライト（図示せず）が配置される。
【００４０】
　一方、表示パネル１００の画素領域１１３の周辺には、表示パネル１００を駆動させる
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ための駆動部（ＬＣＤ　Ｄｒｉｖｅ　ＩＣ）（図示せず）が実装される。駆動部は、外部
から提供される電気的信号を走査信号及びデータ信号に変換して、ゲート線１１１及びデ
ータ線１１２に供給する。
【００４１】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明に係る薄膜トランジスタを備える平板表示装置の他の実施
形態を説明するための平面図及び断面図であって、画像を表示する表示パネル２００を中
心に概略的に説明する。
【００４２】
　図５Ａに示すように、基板２１０は、画素領域２２０と、画素領域２２０の周辺の非画
素領域２３０とに画定される。画素領域２２０の基板２１０には、走査ライン２２４とデ
ータライン２２６との間にマトリクス方式で接続された複数の有機電界発光素子３００が
形成される。非画素領域２３０の基板２１０には、画素領域２２０の走査ライン２２４及
びデータライン２２６から延びる走査ライン２２４及びデータライン２２６と、有機電界
発光素子３００の動作のための電源供給ライン（図示せず）と、パッド２２８を介して外
部から提供された信号を処理して、走査ライン２２４及びデータライン２２６に供給する
走査駆動部２３４及びデータ駆動部２３６とが形成される。
【００４３】
　図６に示すように、有機電界発光素子３００は、アノード電極３１７及びカソード電極
３２０と、アノード電極３１７とカソード電極３２０との間に形成された有機薄膜層３１
９とからなる。有機薄膜層３１９は、正孔輸送層、有機発光層、及び電子輸送層が積層さ
れた構造で形成され、正孔注入層及び電子注入層がさらに備えられていてもよい。また、
有機電界発光素子３００の動作を制御するための薄膜トランジスタと、信号を保持させる
ためのキャパシタとがさらに備えられていてもよい。
【００４４】
　薄膜トランジスタは、図１Ａ及び図１Ｂのような構造を有し、図２Ａ～図２Ｄを参照し
て説明した本発明の製造方法に従って製造することができる。
【００４５】
　以下では、上記のように構成された薄膜トランジスタを備える有機電界発光素子３００
を、図５Ａ及び図６を参照してより詳細に説明する。
【００４６】
　基板２１０上にバッファ層１１が形成され、画素領域２２０のバッファ層１１上にゲー
ト電極１２が形成される。このとき、画素領域２２０には、ゲート電極１２に接続された
走査ライン２２４が形成され、非画素領域２３０には、画素領域２２０の走査ライン２２
４から延びる走査ライン２２４と、外部から信号を受信するためのパッド２２８とが形成
される。
【００４７】
　ゲート電極１２を含む上部には、ゲート絶縁膜１３によりゲート電極１２と電気的に絶
縁され、かつ、チャネル領域１４ａ、ソース領域１４ｂ及びドレイン領域１４ｃを提供す
る活性層１４が形成される。
【００４８】
　活性層１４を含む上部には、保護層１５が形成され、保護層１５には、活性層１４のソ
ース領域１４ｂ及びドレイン領域１４ｃが露出するように、コンタクトホールが形成され
る。また、保護層１５上には、コンタクトホールを介してソース領域１４ｂ及びドレイン
領域１４ｃと接触するように、ソース電極１６ａ及びドレイン電極１６ｂが形成される。
このとき、画素領域２２０には、ソース電極１６ａ及びドレイン電極１６ｂに接続された
データライン２２６が形成され、非画素領域２３０には、画素領域２２０のデータライン
２２６から延びるデータライン２２６と、外部から信号を受信するためのパッド２２８と
が形成される。
【００４９】
　ソース電極１６ａ及びドレイン電極１６ｂを含む上部には、平坦化層１７が形成され、
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平坦化層１７には、ソース電極１６ａまたはドレイン電極１６ｂが露出するように、ビア
ホールが形成される。また、ビアホールを介してソース電極１６ａまたはドレイン電極１
６ｂに接続されたアノード電極３１７が形成される。
【００５０】
　アノード電極３１７の一部領域（発光領域）が露出するように、平坦化層１７上に画素
画定膜３１８が形成され、露出したアノード電極３１７上に有機薄膜層３１９が形成され
、有機薄膜層３１９を含む画素画定膜３１８上にカソード電極３２０が形成される。
【００５１】
　図５Ｂに示すように、上記のように有機電界発光素子３００が形成された基板２１０の
上部には、画素領域２２０を密封させるための封止基板４００が配置され、密封材４１０
により封止基板４００が基板２１０に貼り合わされ、これにより、表示パネル２００が完
成する。
【符号の説明】
【００５２】
１０、１１０、１２０、２１０　基板、
１１　バッファ層、
１２　ゲート電極、
１３　ゲート絶縁膜、
１４（１４ａ、１４ｂ、１４ｃ）　活性層（チャネル領域、ソース領域、ドレイン領域）
、
１５　保護層、
１６ａ、１６ｂ　ソース電極、ドレイン電極、
１００、２００　表示パネル、
１３０　液晶層、
２２０　画素領域、
２３０　非画素領域、
３００　有機電界発光素子、
４００　封止基板、
４１０　密封材。
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【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図２Ｃ】

【図２Ｄ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図３Ｃ】

【図４】
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【図５Ｂ】
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