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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素は、
　画素電極と、
　トランジスタと、
　前記トランジスタのゲート電極として機能する、第１の配線と、
　前記画素電極へ画像信号を伝達する機能を有する、第２の配線と、
　前記トランジスタと電気的に接続された容量素子と、
　前記トランジスタのチャネル形成領域を形成する半導体層と、を有し、
　前記半導体層は、第１の溝部及び第２の溝部を有し、
　前記第１の溝部は、前記第１の配線と交差する方向に、前記第１の配線の線幅方向の両
端を越えて、延在するように配置され、
　前記第２の溝部は、前記容量素子を構成する、第３の配線と交差する方向に、延在する
ように配置され、
　前記第２の溝部は、前記画素電極の両端部を越えて、延在しており、
　前記第２の溝部は、前記画素電極と重ならず、
　前記第１の溝部及び前記第２の溝部はそれぞれ、前記画素電極と、前記第２の配線との
間に配置されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
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　前記半導体層は、酸化物半導体を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　画素は、
　画素電極を有する液晶素子と、
　トランジスタと、
　前記トランジスタのゲート電極として機能する、第１の配線と、
　前記液晶素子へ画像信号を伝達する機能を有する、第２の配線と、
　前記トランジスタと電気的に接続された容量素子と、
　前記トランジスタのチャネル形成領域を形成する半導体層と、を有し、
　前記半導体層は、第１の溝部及び第２の溝部を有し、
　前記第１の溝部は、前記第１の配線と交差する方向に、前記第１の配線の線幅方向の両
端を越えて、延在するように配置され、
　前記第２の溝部は、前記容量素子を構成する、第３の配線と交差する方向に、延在する
ように配置され、
　前記第２の溝部は、前記画素電極の両端部を越えて、延在しており、
　前記第２の溝部は、前記画素電極と重ならず、
　前記第１の溝部及び前記第２の溝部はそれぞれ、前記画素電極と、前記第２の配線との
間に配置されることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記半導体層は、酸化物半導体を有することを特徴とする液晶表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体装置、およびその作製方法に関する。
【０００２】
なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置
全般を指し、トランジスタ、半導体回路、記憶装置、撮像装置、表示装置、電気光学装置
および電子機器などは、全て半導体装置と言える。
【背景技術】
【０００３】
近年、ガラス基板等の絶縁性表面を有する基板上に形成された、厚さ数ｎｍ乃至数百ｎｍ
程度の半導体薄膜により構成されるトランジスタが注目されている。トランジスタは、Ｉ
Ｃ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）および電気光学装置を始めとした電子デバ
イスに広く応用されている。トランジスタは、特にアクティブマトリクス型の液晶表示装
置やＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置等の表示装置に代表さ
れる、画像表示装置のスイッチング素子として開発が急がれている。アクティブマトリク
ス型液晶表示装置では、選択されたスイッチング素子に接続された画素電極と、該画素電
極に対応する対向電極の間に電圧が印加されることにより、画素電極と対向電極との間に
配置された液晶層の光学変調が行われ、この光学変調が表示パターンとして観察者に認識
される。ここで、アクティブマトリクス型の表示装置とは、マトリクス状に配置された画
素電極をスイッチング素子により駆動することによって、画面上に表示パターンが形成さ
れる方式を採用した表示装置をいう。
【０００４】
上記のようなアクティブマトリクス型の表示装置の用途は拡大しており、画面サイズの大
面積化、高精細化および高開口率化の要求が高まっている。また、アクティブマトリクス
型表示装置には高い信頼性が求められ、その生産方法には高い生産性および生産コストの
低減が求められる。生産性を高め、生産コストを低減する方法の一つに、工程の簡略化が
挙げられる。
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【０００５】
アクティブマトリクス型の表示装置では、スイッチング素子として主にトランジスタが用
いられている。トランジスタの作製において、フォトリソグラフィ工程を削減または簡略
化することは、工程全体の簡略化のために重要である。例えばフォトリソグラフィ工程に
用いるマスクが１つ増加すると、レジスト塗布、プリベーク、露光、現像、ポストベーク
等の工程と、その前後の工程において、被膜の形成およびエッチング工程、更にはレジス
ト剥離、洗浄および乾燥工程等が必要になる。そのため、作製工程におけるフォトリソグ
ラフィ工程に用いるマスクが１つ増加するだけで、工程数が大幅に増加する。そのため、
作製工程におけるフォトリソグラフィ工程を削減または簡略化するために、数多くの技術
開発がなされている。
【０００６】
トランジスタは、チャネル形成領域がゲート電極より下層に設けられるトップゲート型と
、チャネル形成領域がゲート電極より上層に設けられるボトムゲート型に大別される。こ
れらのトランジスタは、少なくとも５枚のフォトマスクを用いて、少なくとも５回のフォ
トリソグラフィ工程により作製されることが一般的である。
【０００７】
また、アクティブマトリクス型のＥＬ表示装置では、画素毎にＥＬ層を分離するための隔
壁層を形成する必要があるため、さらにもう１枚フォトマスクを用いて、少なくとも合計
６回のフォトリソグラフィ工程により作製されることが一般的である。
【０００８】
フォトリソグラフィ工程を簡略化させる従来の技術としては、裏面露光、レジストリフロ
ー又はリフトオフ法といった複雑な技術を用いるものが多く、特殊な装置を必要とするも
のが多い。このような複雑な技術を用いることで、これに起因する様々な問題が生じ、歩
留まりの低下の一因となっている。また、トランジスタの電気的特性を低下させてしまう
ことも多い。
【０００９】
また、トランジスタの作製工程における、フォトリソグラフィ工程を簡略化するための代
表的な手段として、多階調マスク（ハーフトーンマスク又はグレートーンマスクと呼ばれ
るもの）を用いた技術が広く知られている。多階調マスクを用いて作製工程を低減する技
術として、例えば特許文献１が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－１７９０６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
しかしながら、フォトリソグラフィ工程を削減または簡略化すると、本来必要のない場所
にチャネルが形成され、意図しない部分がトランジスタとして機能してしまう場合がある
。
【００１２】
例えば、画素電極と絶縁層を介して重畳する半導体層が存在すると、画素電極に供給され
る電位によっては、画素電極と重畳する半導体層にチャネルが形成されてしまう場合があ
る。なお、このように本来必要のない場所に形成されるチャネルを寄生チャネルという。
【００１３】
また、例えば、第１の画素と、第１の画素に隣接する第２の画素で共通の配線Ａを使用し
ている場合に、配線Ａと絶縁層を介して重畳する半導体層に寄生チャネルが形成されると
、半導体層に接して形成されている、第１の画素が有する配線Ｂと第２の画素が有する配
線Ｃが、寄生チャネルにより電気的に接続されてしまう場合がある。すなわち、配線Ａが
ゲート電極として機能し、配線Ｂがソース電極またはドレイン電極の一方として機能し、
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配線Ｃ線がソース電極またはドレイン電極の他方として機能するトランジスタが形成され
てしまう場合がある。このように、意図せず形成されるトランジスタを寄生トランジスタ
という。
【００１４】
また、隣接する配線までの距離が短い場合は、ゲート電極として機能する層が無くても、
隣接する配線間に生じる電界により半導体層中に寄生チャネルが形成され、隣接する配線
同士が電気的に接続されてしまう場合がある。
【００１５】
寄生チャネルまたは寄生トランジスタが形成されると、配線間の信号が干渉し、正確な信
号の伝達が困難となるため、表示品位の低下や、信頼性低下の一因となる。
【００１６】
また、半導体装置は複雑な構造の複数の薄膜で構成されており、多種の材料、方法及び工
程で作製される。よって、用いられる作製工程によっては、得られる半導体装置の形状不
良や電気特性の低下が生じる恐れがある。
【００１７】
このような問題に鑑み、信頼性の高い半導体装置を提供することを課題の一とする。
【００１８】
本発明の一態様は、半導体装置の作製に用いるフォトリソグラフィ工程を従来よりも少な
くすることを課題の一とする。
【００１９】
本発明の一態様は、半導体装置の作製に用いるフォトマスクの枚数を従来よりも少なくす
ることを課題の一とする。
【００２０】
本発明の一態様は、生産性の良い半導体装置を提供することを課題の一とする。
【００２１】
本発明の一態様は、消費電力が低減された半導体装置を提供することを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
島状半導体層を形成するためのフォトリソグラフィ工程を省略し、ゲート電極（同一層で
形成される配線を含む）を形成する工程、ソース電極およびドレイン電極（同一層で形成
される配線を含む）を形成する工程、コンタクトホールを形成する（コンタクトホール以
外の絶縁層等の除去を含む）工程、画素電極（同一層で形成される配線等を含む）を形成
する工程の４つのフォトリソグラフィ工程で液晶表示装置に用いる半導体装置を作製する
。
【００２３】
島状半導体層を形成するためのフォトリソグラフィ工程を省略し、ゲート電極（同一層で
形成される配線を含む）を形成する工程、ソース電極およびドレイン電極（同一層で形成
される配線を含む）を形成する工程、コンタクトホールを形成する（コンタクトホール以
外の絶縁層等の除去を含む）工程、画素電極（同一層で形成される配線等を含む）を形成
する工程、隔壁層を形成する工程の５つのフォトリソグラフィ工程でＥＬ表示装置に用い
る半導体装置を作製する。
【００２４】
上記の半導体装置において寄生チャネルまたは寄生トランジスタの生成による影響を避け
るため、延伸方向がゲート電極と電気的に接続する第１の配線の延伸方向と略直交し、ソ
ース電極またはドレイン電極の一方と電気的に接続する第２の配線に沿って溝部を設ける
。例えば、溝部を第１の配線の線幅方向の両端部を越えて、第１の配線の少なくとも一部
を横切るように形成する。また、溝部を第２の配線が延伸する方向に沿って、第２の配線
と画素電極の間に、画素電極の端部を越えて形成する。なお、溝部を第２の配線が延伸す
る方向に沿って、画素電極と重畳し、かつ、画素電極の端部を越えて形成してもよい。ま
た、隣接する画素間において、両画素の、半導体層に接して形成される配線の間に溝部を
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形成する。
【００２５】
溝部はコンタクトホールの形成工程と同一工程で形成される。溝部では半導体層が除去さ
れる。すなわち、少なくとも溝部の底面には半導体層がない状態となる。
【００２６】
少なくとも底面に半導体層がない溝部を形成することにより、寄生チャネルおよび寄生ト
ランジスタの生成を防ぐことができる。
【００２７】
本発明の一態様は、ゲート電極と、ソース電極と、ドレイン電極と、半導体層と、を有す
るトランジスタと、ゲート電極に電気的に接続する第１の配線と、ソース電極に電気的に
接続する第２の配線と、ドレイン電極に電気的に接続する画素電極と、容量配線と、溝部
を有し、半導体層は、第１の配線と、第２の配線と、画素電極と、容量配線に重畳し、溝
部は、第１の配線上の少なくとも一部と、容量配線上の少なくとも一部に形成され、また
溝部は、第２の配線に沿って形成され、第２の配線が延伸する方向に沿って、画素電極の
端部を越えて形成されることを特徴とする。
【００２８】
また、溝部の大きさに特に制限はないが、寄生トランジスタの生成を確実に防ぐため、第
２の配線が延伸する方向と直交する方向における、溝部内の半導体層が除去された部分の
距離は１μｍ以上とすることが好ましく、２μｍ以上とするとさらに好ましい。
【００２９】
本発明の一態様は、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第１の配線と、第２
の配線と、第３の配線と、画素電極と、第１の溝部と、第２の溝部を有し、第１のトラン
ジスタと第２のトランジスタは、ゲート電極と、ソース電極と、ドレイン電極と、半導体
層を有し、第１のトランジスタのゲート電極は、第１の配線に電気的に接続され、第１の
トランジスタのソース電極またはドレイン電極の一方は、第２の配線に電気的に接続され
、第１のトランジスタのソース電極またはドレイン電極の他方は、第２のトランジスタの
ゲート電極に電気的に接続され、第２のトランジスタのソース電極またはドレイン電極の
一方は、第３の配線に電気的に接続され、第２のトランジスタのソース電極またはドレイ
ン電極の他方は、画素電極に電気的に接続され、半導体層は、第１の配線と、第２の配線
と、第３の配線と、画素電極に重畳し、第１の溝部は、第２の配線と第３の配線の間にお
いて、第１の配線上に第１の配線の線幅方向を横切って形成され、第２の溝部は、第２の
配線が延伸する方向に沿って、第２の配線と画素電極の間に、画素電極の端部を越えて形
成されていることを特徴とする。
【００３０】
本発明の一態様は、第１の画素と、第１の画素に隣接する第２の画素を有し、第１の画素
と第２の画素は、それぞれ、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第１の配線
と、第２の配線と、第３の配線と、画素電極と、第１の溝部と、第２の溝部を有し、第１
のトランジスタと第２のトランジスタは、ゲート電極と、ソース電極と、ドレイン電極と
、半導体層を有し、第１のトランジスタのゲート電極は、第１の配線に電気的に接続され
、第１のトランジスタのソース電極またはドレイン電極の一方は、第２の配線に電気的に
接続され、第１のトランジスタのソース電極またはドレイン電極の他方は、第２のトラン
ジスタのゲート電極に電気的に接続され、第２のトランジスタのソース電極またはドレイ
ン電極の一方は、第３の配線に電気的に接続され、第２のトランジスタのソース電極また
はドレイン電極の他方は、画素電極に電気的に接続され、半導体層は、第１の配線と、第
２の配線と、第３の配線と、画素電極に重畳し、第１の溝部は、第２の配線と第３の配線
の間において、第１の配線上に第１の配線の線幅方向を横切って形成され、第２の溝部は
、第２の配線が延伸する方向に沿って、第２の配線と画素電極の間に、画素電極の端部を
越えて形成され、第３の溝部は、第１の画素と第２の画素間に形成され、第１の画素の端
部を越えて形成されていることを特徴とする。
【００３１】
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第１の溝部と、第２の溝部と、第３の溝部は、それぞれの溝部が独立して形成されてもよ
い。また、第１の溝部乃至第３の溝部のうち、複数または全ての溝部が一つの溝部で形成
されてもよい。
【００３２】
また、本発明の一態様は、基板上に、第１のフォトリソグラフィ工程によりゲート電極と
、ゲート電極に電気的に接続する第１の配線と、容量配線を形成し、ゲート電極と、第１
の配線と、容量配線上にゲート絶縁層を形成し、ゲート絶縁層上に半導体層を形成し、半
導体層上に、第２のフォトリソグラフィ工程によりソース電極およびドレイン電極を形成
し、ソース電極およびドレイン電極上に保護層を形成し、第３のフォトリソグラフィ工程
において、ドレイン電極と重なる保護層の一部を選択的に除去して行うコンタクトホール
の形成と、第１の配線上の半導体層の少なくとも一部の除去と、容量配線上の半導体層の
少なくとも一部の除去を行い、保護層上に、第４のフォトリソグラフィ工程により画素電
極を形成することを特徴とする。
【００３３】
本発明の一態様は、基板上に、第１のフォトリソグラフィ工程によりゲート電極を形成し
、ゲート電極上にゲート絶縁層を形成し、ゲート絶縁層上に半導体層を形成し、第２のフ
ォトリソグラフィ工程により、半導体層上にソース電極及びドレイン電極を形成し、ソー
ス電極及び前記ドレイン電極上に保護層を形成し、第３のフォトリソグラフィ工程により
、ドレイン電極と重なる保護層の一部を選択的に除去して行うコンタクトホールの形成と
、保護層、半導体層、ゲート絶縁層の一部を除去して行う溝部の形成を行い、第４のフォ
トリソグラフィ工程により、保護層上に画素電極を形成することを特徴とする。
【００３４】
また、基板とゲート電極の間に、基板からの不純物元素の拡散を防止する機能を有する絶
縁層を設けてもよい。
【００３５】
本発明の一態様は、基板上に第１の層を形成し、第１の層上に第１の電極を形成し、第１
の電極上に第２の層を形成し、第２の層上に半導体層を形成し、半導体層上に第２の電極
および第３の電極を形成し、第２の電極と第３の電極を覆って第３の層を形成し、第２の
電極または第３の電極と重なる第３の層の一部を除去して行うコンタクトホールの形成と
、第３の層の一部と、半導体層の一部と、および第２の層の一部を除去する工程を、同一
のフォトリソグラフィ工程で行うことを特徴とする。
【００３６】
第１の層は下地層として機能し、第２の層はゲート絶縁層として機能し、第３の層は保護
層として機能する。また、第１の電極はゲート電極として機能し、第２の電極はソース電
極またはドレイン電極の一方として機能し、第３の電極はソース電極またはドレイン電極
の他方として機能する。
【００３７】
コンタクトホールの形成と、第３の層、半導体層、および第２の層の一部の除去は、ドラ
イエッチング法またはウェットエッチング法、もしくはドライエッチング法とウェットエ
ッチング法を組み合わせて行うことができる。
【００３８】
ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、もしくはこれらの電極に接続する配線を、銅ま
たはアルミニウムを含む材料で形成することにより、配線抵抗を低減し、信号の遅延を防
ぐことができる。
【００３９】
また、半導体層に酸化物半導体を用いることで、消費電力が少なく、信頼性の高い半導体
装置を実現できる。
【００４０】
ソース電極およびドレイン電極の形成後に、露出した半導体層の表面や側面に付着した不
純物を除去するための洗浄処理を行うことが好ましい。
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【００４１】
また、第３の層または保護層として、ＩｎまたはＺｎの少なくとも一方を含む酸化物絶縁
材料、または、半導体層よりも絶縁性の高い酸化物半導体材料を適用することで、絶縁層
のチャージアップによるしきい値電圧の変動を抑え、静電気などによるトランジスタの特
性劣化や破損を防ぐことができる。
【００４２】
また、半導体層よりも下層に、ＩｎまたはＺｎの少なくとも一方を含む酸化物絶縁材料、
または、半導体層よりも絶縁性の高い酸化物半導体材料を形成してもよい。
【００４３】
本発明の一態様は、チャネルが形成される酸化物半導体層の上に、ＩｎまたはＺｎの少な
くとも一方を含む酸化物絶縁材料、または、該酸化物半導体層よりも絶縁性の高い酸化物
半導体材料を用いた層を形成することを特徴とする半導体装置である。
【００４４】
また、ＩｎまたはＺｎの少なくとも一方を含む酸化物絶縁材料、または、該酸化物半導体
層よりも絶縁性の高い酸化物半導体材料を用いた層は、チャネルが形成される酸化物半導
体層の下に形成してもよいし、該酸化物半導体層の上および下に形成してもよい。
【００４５】
本発明の一態様は、チャネルが形成される酸化物半導体層上に、Ｉｎ、元素Ｍ（元素Ｍは
、３Ａ族元素、４Ａ族元素、または４Ｂ族元素）、およびＺｎを含む酸化物材料、または
、Ｉｎ、元素Ｍ１、元素Ｍ２、およびＺｎを含む酸化物材料（Ｉｎ－Ｍ１－Ｍ２－Ｚｎ系
酸化物）を用いた層を形成することを特徴とする半導体装置である。ただし、元素Ｍ１は
、３Ａ族、３Ｂ族、及び４Ａ族に含まれる元素のうち、３価の元素である。元素Ｍ２は４
Ａ族、及び４Ｂ族に含まれる元素のうち、４価の元素である。具体的に、元素Ｍ１にＧａ
を用いる場合、Ｉｎ－Ｍ１－Ｍ２－Ｚｎ系酸化物において、３価のＧａの一部が、４価の
元素で置き換えられることになる。４価の元素は３価の元素よりも一本結合手が多いので
、３価の元素の一部を４価の元素に置き換えることで、Ｉｎ－Ｍ１－Ｍ２－Ｚｎ系酸化物
を構成する金属元素（Ｍ１またはＭ２）と酸素の結合力を高めることができる。具体的に
、元素Ｍ２として、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｇｅ、Ｃｅなどが挙げられる。
【００４６】
Ｉｎ、元素Ｍ、およびＺｎを含む酸化物材料としては、化学式ＩｎＭＺｎＯＸ（Ｘ＞０）
で表記されるＩｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物を用いることができる。
【００４７】
元素Ｍとして、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物の絶縁性が、チャネルが形成される酸化物半導体
層を構成する金属酸化物の絶縁性よりも高くなるような元素を適用する。例えば、元素Ｍ
として、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｇｅ、Ｃｅなどの４価の元素を適用することができる。４価
の元素は３価の元素よりも一本結合手が多いので、これら４価の元素を元素Ｍとして用い
たＩｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物は、元素Ｍと酸素の結合力が高く、絶縁性を高めることができ
る。
【００４８】
本発明の一態様は、ゲート電極と、ゲート絶縁層と、酸化物半導体層と、保護層と、を有
し、酸化物半導体層は、ゲート絶縁層を介してゲート電極と重畳し、保護層は、酸化物半
導体層を介してゲート絶縁層と重畳し、また、保護層は、Ｉｎ、元素Ｍ１、元素Ｍ２、お
よびＺｎを含む酸化物材料で形成されていることを特徴とする半導体装置である。
【００４９】
なお、半導体層に用いる酸化物半導体は、水分または水素などの不純物が低減され、酸化
物半導体内の酸素欠損を低減することによりｉ型（真性）または実質的にｉ型化した酸化
物半導体を用いることが好ましい。
【００５０】
電子供与体（ドナー）となる水分または水素などの不純物が低減されて高純度化された酸
化物半導体（ｐｕｒｉｆｉｅｄ　ＯＳ）は、その後、酸化物半導体に酸素を供給して、酸
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化物半導体内の酸素欠損を低減することによりｉ型（真性）の酸化物半導体又はｉ型に限
りなく近い（実質的にｉ型化した）酸化物半導体とすることができる。チャネルが形成さ
れる半導体層にｉ型または実質的にｉ型化された酸化物半導体を用いたトランジスタは、
オフ電流が著しく低いという特性を有する。具体的に、高純度化された酸化物半導体は、
二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔ
ｒｏｍｅｔｒｙ）による水素濃度の測定値が、５×１０１９／ｃｍ３以下、好ましくは５
×１０１８／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７／ｃｍ３以下とする。
【００５１】
また、ホール効果測定により測定できるｉ型または実質的にｉ型化された酸化物半導体の
キャリア密度は、１×１０１４／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１２／ｃｍ３未満、さ
らに好ましくは１×１０１１／ｃｍ３未満である。また、酸化物半導体のバンドギャップ
は、２ｅＶ以上、好ましくは２．５ｅＶ以上、より好ましくは３ｅＶ以上である。チャネ
ルが形成される半導体層にｉ型または実質的にｉ型化された酸化物半導体を用いることに
より、トランジスタのオフ電流を下げることができる。
【００５２】
ここで、酸化物半導体中の、水素濃度のＳＩＭＳ分析について触れておく。ＳＩＭＳ分析
は、その原理上、試料表面近傍や、材質が異なる膜との積層界面近傍のデータを正確に得
ることが困難であることが知られている。そこで、膜中における水素濃度の厚さ方向の分
布をＳＩＭＳで分析する場合、対象となる膜が存在する範囲において、値に極端な変動が
無く、ほぼ一定の値が得られる領域における平均値を、水素濃度として採用する。また、
測定の対象となる膜の厚さが小さい場合、隣接する膜内の水素濃度の影響を受けて、ほぼ
一定の値が得られる領域を見いだせない場合がある。この場合、当該膜が存在する領域に
おける、水素濃度の最大値または最小値を、当該膜中の水素濃度として採用する。さらに
、当該膜が存在する領域において、最大値を有する山型のピーク、最小値を有する谷型の
ピークが存在しない場合、変曲点の値を水素濃度として採用する。
【発明の効果】
【００５３】
本発明の一態様によれば、トランジスタの作製に用いるフォトリソグラフィ工程を従来よ
りも少なくすることができる。よって、トランジスタを有する半導体装置の作製に用いる
フォトマスクの枚数を従来よりも少なくすることができ、低コストで生産性の良い半導体
装置を提供することができる。また、該半導体装置を用いた低コストで生産性の良い表示
装置を提供することができる。
【００５４】
本発明の一態様によれば、チャネルが形成される半導体層に酸化物半導体を用いることで
、消費電力が少なく、信頼性の高い半導体装置を提供することができる。また、該半導体
装置を用いた信頼性の高い表示装置を提供することができる。
【００５５】
ＩｎまたはＺｎの少なくとも一方を含む酸化物絶縁材料で形成された層を半導体層に接し
て形成することにより、該層と半導体層の界面の状態を良好に保つことができ、トランジ
スタの特性を良好なものとすることができる。従って、該トランジスタを用いることによ
り、安定した電気特性を有する信頼性の高い半導体装置を提供することができる。
【００５６】
半導体層の上層または下層に、半導体層よりも絶縁性の高い酸化物半導体を形成すること
で、絶縁層のチャージアップによるしきい値電圧の変動を抑え、静電気などによるトラン
ジスタの特性劣化や破損を防ぐことができる。従って、該トランジスタを用いることによ
り、半導体装置を歩留まりよく作製することができ、半導体装置の生産性を向上させるこ
とができる。
【００５７】
本発明の一態様は、上記課題の少なくとも一を解決する。
【図面の簡単な説明】
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【００５８】
【図１】本発明の一態様を説明する図。
【図２】本発明の一態様を説明する図。
【図３】本発明の一態様を説明する図。
【図４】本発明の一態様を説明する図。
【図５】本発明の一態様を説明する図。
【図６】本発明の一態様を説明する回路図。
【図７】本発明の一態様を説明する図。
【図８】本発明の一態様を説明する図。
【図９】作製方法を説明する図。
【図１０】作製方法を説明する図。
【図１１】本発明の一態様を説明する図。
【図１２】本発明の一態様を説明する図。
【図１３】本発明の一態様を説明する図。
【図１４】本発明の一態様を説明する図。
【図１５】本発明の一態様を説明する図。
【図１６】本発明の一態様を説明する図。
【図１７】本発明の一態様を説明する回路図。
【図１８】作製方法を説明する図。
【図１９】作製方法を説明する図。
【図２０】本発明の一態様を説明する図。
【図２１】本発明の一態様を説明する図。
【図２２】電子機器を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定さ
れず、本発明の趣旨およびその範囲から逸脱することなくその形態および詳細を様々に変
更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実施の形
態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する発明の構成にお
いて、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用
い、その繰り返しの説明は省略する。
【００６０】
また、本明細書等における「第１」、「第２」、「第３」などの序数は、構成要素の混同
を避けるために付すものであり、数的に限定するものではない。
【００６１】
また、図面等において示す各構成の、位置、大きさ、範囲などは、理解の簡単のため、実
際の位置、大きさ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する発明は、必
ずしも、図面等に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。
【００６２】
トランジスタは半導体素子の一種であり、電流や電圧の増幅や、導通または非導通を制御
するスイッチング動作などを実現することができる。本明細書におけるトランジスタは、
ＩＧＦＥＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉ
ｓｔｏｒ）や薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）
を含む。
【００６３】
また、トランジスタの「ソース」や「ドレイン」の機能は、異なる極性のトランジスタを
採用する場合や、回路動作において電流の方向が変化する場合などには入れ替わることが
ある。このため、本明細書においては、「ソース」や「ドレイン」の用語は、入れ替えて
用いることができるものとする。
【００６４】



(10) JP 6059968 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

また、本明細書等において「電極」や「配線」の用語は、これらの構成要素を機能的に限
定するものではない。例えば、「電極」は「配線」の一部として用いられることがあり、
その逆もまた同様である。さらに、「電極」や「配線」の用語は、複数の「電極」や「配
線」が一体となって形成されている場合なども含む。
【００６５】
（実施の形態１）
本実施の形態では、フォトマスク数およびフォトリソグラフィ工程数を削減した半導体装
置の一例として、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に用いることが可能な半導体装
置およびその作製方法の一例について、図１乃至図１０を用いて説明する。
【００６６】
図６（Ａ）を用いて、液晶表示装置に用いることが可能な半導体装置１００の構成例を説
明する。半導体装置１００は、基板１０１上に画素領域１０２と、ｍ個（ｍは１以上の整
数）の端子１０５＿１～１０５＿ｍおよび端子１０７を有する端子部１０３と、ｎ個（ｎ
は１以上の整数）の端子１０６＿１～１０６＿ｎを有する端子部１０４を有している。ま
た、半導体装置１００は、端子部１０３に電気的に接続するｍ本の配線２１２＿１～２１
２＿ｍおよび配線２０３、端子部１０４に電気的に接続するｎ本の配線２１６＿１～２１
６＿ｎを有している。また、画素領域１０２は、縦ｍ個（行）×横ｎ個（列）のマトリク
ス状に配置された複数の画素１１０を有している。ｉ行ｊ列の画素１１０（ｉ、ｊ）（ｉ
は１以上ｍ以下の整数、ｊは１以上ｎ以下の整数）は、配線２１２＿ｉ、配線２１６＿ｊ
にそれぞれ電気的に接続されている。また、各画素は、容量電極または容量配線として機
能する配線２０３と接続され、配線２０３は端子１０７と対向電極接続部２２５に電気的
に接続されている。また、配線２１２＿ｉは端子１０５＿ｉと電気的に接続され、配線２
１６＿ｊは端子１０６＿ｊと電気的に接続されている。
【００６７】
半導体装置１００を用いて形成する液晶表示装置を、液晶層を基板１０１の表面と垂直な
方向の電界で動作させる液晶表示装置として用いる場合、基板１０１と向かい合わせて設
ける基板（以下、「対向基板」ともいう。）に、電極（以下、「対向電極」ともいう。）
を設ける必要がある。また、対向電極は、基板１０１上に形成された対向電極接続部２２
５を介して配線２０３と接続し、配線２０３と同じ電位が供給される。対向電極と対向電
極接続部２２５は、導電性ペーストや導電性粒子を介して接続することができる。
【００６８】
なお、半導体装置１００を用いて形成する液晶表示装置を、液晶層を基板１０１の表面と
平行な方向の電界で動作させる液晶表示装置として用いる場合は、対向基板に対向電極が
形成されないため、対向電極接続部２２５の形成を省略することもできる。
【００６９】
端子部１０３および端子部１０４は外部入力端子であり、外部に設けられた制御回路とＦ
ＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）等を用いて接続される。外
部に設けられた制御回路から供給される信号は、端子部１０３および端子部１０４を介し
て半導体装置１００に入力される。図６（Ａ）では、端子部１０３を画素領域１０２の左
右外側に形成し、２カ所から信号を入力する構成を示している。また、端子部１０４を画
素領域１０２の上下外側に形成し、２カ所から信号を入力する構成を示している。２カ所
から信号を入力することにより、信号の供給能力が高まるため、半導体装置１００の高速
動作が容易となる。また、半導体装置１００の大型化や高精細化に伴う配線抵抗の増大に
よる信号遅延の影響を軽減することができる。また、半導体装置１００に冗長性を持たせ
ることが可能となるため、半導体装置１００の信頼性を向上させることができる。なお、
図６（Ａ）では端子部１０３および端子部１０４をそれぞれ２カ所設ける構成としている
が、それぞれ１カ所設ける構成としても構わない。
【００７０】
図６（Ｂ）は、画素１１０の回路構成を示している。画素１１０は、トランジスタ１１１
と、液晶素子１１２と、容量素子１１３を有している。トランジスタ１１１のゲート電極
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は配線２１２＿ｉに電気的に接続され、トランジスタ１１１のソース電極またはドレイン
電極の一方は配線２１６＿ｊに電気的に接続されている。また、トランジスタ１１１のソ
ース電極またはドレイン電極の他方は、液晶素子１１２の一方の電極と、容量素子１１３
の一方の電極に電気的に接続されている。液晶素子１１２の他方の電極は、電極１１４に
電気的に接続されている。電極１１４の電位は、ＧＮＤ、共通電位、または任意の固定電
位とすることが好ましい。ただし、必要に応じて電極１１４の電位を変化させることも可
能である。容量素子１１３の他方の電極は、配線２０３に電気的に接続されている。また
、配線２０３の電位と電極１１４の電位は、同じ電位とすることが好ましい。
【００７１】
トランジスタ１１１は、液晶素子１１２に配線２１６＿ｊから供給される画像信号を入力
させるか否かを選択する機能を有する。配線２１２＿ｉにトランジスタ１１１をオン状態
とする信号が供給されると、トランジスタ１１１を介して配線２１６＿ｊの画像信号が液
晶素子１１２に供給される。液晶素子１１２は、供給される画像信号（電位）に応じて、
光の透過率が制御される。容量素子１１３は、液晶素子１１２に供給された電位を保持す
るための保持容量（Ｃｓ容量ともいう）としての機能を有する。容量素子１１３は、必ず
しも設ける必要はないが、容量素子１１３を設けることにより、トランジスタ１１１がオ
フ状態の時にソース電極とドレイン電極間に流れる電流（オフ電流）に起因する、液晶素
子１１２に与えられた電位の変動を抑制することができる。
【００７２】
トランジスタ１１１のチャネルが形成される半導体層には、単結晶半導体、多結晶半導体
、微結晶半導体、非晶質半導体等を用いることができる。半導体材料としては、例えば、
シリコン、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、炭化シリコン、またはガリウムヒ素等
を挙げることができる。なお、本実施の形態で説明する表示装置は、画素領域内に半導体
層が残る構成であるため、上記半導体を用いた表示装置を透過型の表示装置として用いる
場合は、半導体層を極力薄くするなどして、可視光の透過率を高めることが好ましい。
【００７３】
また、トランジスタ１１１のチャネルが形成される半導体層には、酸化物半導体を用いる
ことが好適である。酸化物半導体は、エネルギーギャップが３．０ｅＶ以上と大きく、可
視光に対する透過率が大きい。また、酸化物半導体を適切な条件で加工して得られたトラ
ンジスタにおいては、オフ電流を使用時の温度条件下（例えば、２５℃）において、１０
０ｚＡ（１×１０－１９Ａ）以下、もしくは１０ｚＡ（１×１０－２０Ａ）以下、さらに
は１ｚＡ（１×１０－２１Ａ）以下とすることができる。このため、容量素子１１３を設
けなくても液晶素子１１２に印加された電位の保持が可能となる。また、容量素子１１３
を設けなくても液晶素子１１２に印加された電位の保持が可能となるため、画素の開口率
を高めることができ、表示品位が良い液晶表示装置を提供することができる。また、画素
の開口率を高めることで、バックライトなどの光源の光を効率よく利用することができ、
液晶表示装置の消費電力を低減することができる。
【００７４】
また、本実施の形態ではトランジスタ１１１を、ｎチャネル型のトランジスタとして説明
を行うが、ｐチャネル型のトランジスタであってもよい。
【００７５】
次に、図６で示した画素１１０の構成例について、図１および図２を用いて説明する。図
１は、画素１１０の平面構成を示す上面図であり、図２は、画素１１０の積層構成を示す
断面図である。図１におけるＡ１－Ａ２、Ｂ１－Ｂ２、Ｃ１－Ｃ２、Ｄ１－Ｄ２の鎖線は
、図２（Ａ）乃至図２（Ｄ）における断面Ａ１－Ａ２、断面Ｂ１－Ｂ２、断面Ｃ１－Ｃ２
、断面Ｄ１－Ｄ２に相当する。なお、図面を見やすくするため、図１では、幾つかの構成
要素の記載を省略している。
【００７６】
本実施の形態に示すトランジスタ１１１は、ドレイン電極２０６ｂを、Ｕ字型（Ｃ字型、
コの字型、または馬蹄型）のソース電極２０６ａで囲む形状としている。このような形状
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とすることで、トランジスタの面積が小さくても、十分なチャネル幅を確保することが可
能となり、トランジスタの導通時に流れる電流（オン電流ともいう）の量を増やすことが
可能となる。トランジスタ１１１のオン電流が増えると、信号の書き込みをより迅速に行
うことが可能となる。
【００７７】
また、画素電極２１０と電気的に接続するドレイン電極２０６ｂと、ゲート電極２０２の
間に生じる寄生容量が大きいと、フィードスルーの影響を受けやすくなるため、液晶素子
１１２に供給された電位が正確に保持できず、表示品位が低下する要因となる。本実施の
形態に示すように、ソース電極２０６ａをＵ字型としてドレイン電極２０６ｂを囲む形状
とすることで、十分なチャネル幅を確保しつつ、ドレイン電極２０６ｂとゲート電極２０
２間に生じる寄生容量を小さくすることができるため、液晶表示装置の表示品位を向上さ
せることができる。
【００７８】
配線２０３は、容量電極または容量配線として機能する。本実施の形態では、配線２０３
とドレイン電極２０６ｂを重畳させて容量素子１１３を形成している。
【００７９】
また、本実施の形態で説明する半導体装置は、工程簡略化のため島状半導体層を形成する
ためのフォトリソグラフィ工程を行わないため、画素領域の全てに半導体層２０５が残る
構成となる。その結果、配線２１２＿ｉがゲート電極として機能し、配線２１６＿ｊがソ
ース電極またはドレイン電極の一方として機能し、隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ
＋１がソース電極またはドレイン電極の他方として機能する第１の寄生トランジスタが生
じる恐れがある。
【００８０】
また、配線２０３がゲート電極として機能し、配線２１６＿ｊがソース電極またはドレイ
ン電極の一方として機能し、隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ＋１がソース電極また
はドレイン電極の他方として機能する第２の寄生トランジスタが生じる恐れがある。
【００８１】
また、画素電極２１０がゲート電極として機能し、層２０７がゲート絶縁層として機能し
、配線２１６＿ｊがソース電極またはドレイン電極の一方として機能し、隣接する画素が
有する配線２１６＿ｊ＋１がソース電極またはドレイン電極の他方として機能する第３の
寄生トランジスタが生じる恐れがある。
【００８２】
配線２１２＿ｉにトランジスタ１１１をオン状態とする電位が供給されると、第１の寄生
トランジスタもオン状態となり、配線２１６＿ｊと隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ
＋１が電気的に接続されることとなる。第１の寄生トランジスタにより配線２１６＿ｊと
配線２１６＿ｊ＋１が電気的に接続されると、双方の画像信号が干渉し、正確な画像信号
を液晶素子１１２に供給することが困難となる。
【００８３】
また、第２の寄生トランジスタがｎ型のトランジスタとして機能する場合、配線２０３に
供給された電位よりも配線２１６＿ｊまたは隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ＋１の
電位が低くなり、その電位差の絶対値が第２の寄生トランジスタのしきい値よりも大きく
なると、配線２０３と重畳する半導体層２０５に寄生チャネルが形成され、第２の寄生ト
ランジスタがオン状態となる。
【００８４】
第２の寄生トランジスタがオン状態となると、配線２１６＿ｊと隣接する画素が有する配
線２１６＿ｊ＋１が電気的に接続されることとなる。第２の寄生トランジスタにより配線
２１６＿ｊと配線２１６＿ｊ＋１が電気的に接続されると、双方の画像信号が干渉し、正
確な画像信号を液晶素子１１２に供給することが困難となる。
【００８５】
また、第３の寄生トランジスタがｎ型のトランジスタとして機能する場合、画素電極２１
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０に供給された、または保持された電位よりも配線２１６＿ｊまたは隣接する画素が有す
る配線２１６＿ｊ＋１の電位が低くなり、その電位差の絶対値が第３の寄生トランジスタ
のしきい値よりも大きくなると、画素電極２１０と重畳する半導体層２０５に寄生チャネ
ルが形成され、第３の寄生トランジスタがオン状態となる。
【００８６】
第３の寄生トランジスタがオン状態となると、配線２１６＿ｊと隣接する画素が有する配
線２１６＿ｊ＋１が電気的に接続されることとなる。第３の寄生トランジスタにより配線
２１６＿ｊと配線２１６＿ｊ＋１が電気的に接続されると、双方の画像信号が干渉し、正
確な画像信号を液晶素子１１２に供給することが困難となる。また、画素の開口率を大き
くするなどの理由により、画素電極２１０を配線２１６＿ｊや配線２１６＿ｊ＋１に近づ
けると、第３の寄生トランジスタの影響がより強くなる。
【００８７】
そこで、本実施の形態では、画素１１０に半導体層２０５が除去された溝部２３０を設け
、上述の寄生トランジスタが生じない構成とする。溝部２３０を、配線２１２＿ｉの線幅
方向の両端部を越えて横切る様に設けることで、第１の寄生トランジスタの生成を防ぐこ
とができる。また、溝部２３０を、配線２０３の線幅方向の両端部を越えて横切る様に設
けることで、第２の寄生トランジスタの生成を防ぐことができる。なお、配線２１２＿ｉ
上の溝部２３０もしくは、配線２０３上の溝部２３０は複数設けてもよい。
【００８８】
また、溝部２３０を画素電極２１０と配線２１６＿ｊとの間、または画素電極２１０と隣
接する画素が有する配線２１６＿ｊ＋１との間の少なくともどちらか一方に、配線２１６
＿ｊまたは配線２１６＿ｊ＋１が延伸する方向に沿って、画素電極２１０の端部２３１お
よび端部２３２を越えて形成する。これにより、第３の寄生トランジスタの生成を防ぐこ
とができる。なお、配線２１６＿ｊまたは配線２１６＿ｊ＋１が延伸する方向に沿って設
けられる溝部２３０は、配線２１６＿ｊまたは配線２１６＿ｊ＋１が延伸する方向と平行
に設けられている必要はなく、屈曲部または湾曲部を有していてもよい。
【００８９】
なお、図１では、配線２１２＿ｉと配線２０３に挟まれた領域で溝部２３０が途切れてい
るが、配線２１２＿ｉの線幅方向の端部を越えて設けられた溝部２３０を延伸し、配線２
０３の幅方向の端部を越えて設けられた溝部２３０と接続した構成としてもよい。
【００９０】
また、配線２０３上に溝部２３０を設けずに、配線２０３の電位を、配線２１６＿ｊまた
は配線２１６＿ｊ＋１に供給される電位よりも低い電位としておくことで、第２の寄生ト
ランジスタの生成を防ぐこともできる。ただし、この場合は、上記電位を配線２０３に供
給するための電源を別途設ける必要がある。
【００９１】
また、半導体層２０５が除去された溝部２３０の大きさに特に制限はないが、寄生トラン
ジスタの生成を確実に防ぐため、配線２１６＿ｊまたは配線２１６＿ｊ＋１が延伸する方
向と直交する方向における、溝部２３０内の半導体層が除去された部分の距離は１μｍ以
上とすることが好ましく、２μｍ以上とするとさらに好ましい。
【００９２】
断面Ａ１－Ａ２は、トランジスタ１１１および容量素子１１３の積層構造を示している。
トランジスタ１１１は、チャネルエッチング型と呼ばれるボトムゲート構造のトランジス
タである。断面Ｂ１－Ｂ２は、画素電極２１０および溝部２３０を含む、配線２１６＿ｊ
から配線２１６＿ｊ＋１までの積層構造を示している。また、断面Ｃ１－Ｃ２は、配線２
１６＿ｊと、配線２１２＿ｉの交差部における積層構造を示している。また、断面Ｄ１－
Ｄ２は、配線２１６＿ｊ＋１と、配線２１２＿ｉの交差部と、溝部２３０の積層構造を示
している。
【００９３】
図２（Ａ）に示す断面Ａ１－Ａ２において、基板２００上に下地層２０１が形成され、下
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地層２０１上にゲート電極２０２および配線２０３が形成されている。また、ゲート電極
２０２および配線２０３上に、ゲート絶縁層２０４と半導体層２０５が形成されている。
また、半導体層２０５上にソース電極２０６ａおよびドレイン電極２０６ｂが形成されて
いる。また、半導体層２０５の一部に接し、ソース電極２０６ａおよびドレイン電極２０
６ｂ上に層２０７が形成されている。層２０７上には画素電極２１０が形成され、層２０
７に形成されたコンタクトホール２０８を介してドレイン電極２０６ｂに電気的に接続さ
れている。
【００９４】
配線２０３とドレイン電極２０６ｂが、ゲート絶縁層２０４と半導体層２０５を間に挟ん
で重なっている部分が容量素子１１３として機能する。ゲート絶縁層２０４と半導体層２
０５は誘電体層として機能する。配線２０３とドレイン電極２０６ｂの間に形成される誘
電体層を多層構造とすることで、一つの誘電体層にピンホールが生じても、ピンホールは
他の誘電体層で被覆されるため、容量素子１１３を正常に機能させることができる。また
、酸化物半導体の比誘電率は１４乃至１６と大きいため、半導体層２０５に酸化物半導体
を用いると、容量素子１１３の容量値を大きくすることが可能となる。
【００９５】
図２（Ｂ）に示す断面Ｂ１－Ｂ２において、基板２００上に下地層２０１が形成され、下
地層２０１上にゲート絶縁層２０４が形成され、ゲート絶縁層２０４上に半導体層２０５
が形成されている。半導体層２０５上に配線２１６＿ｊおよび配線２１６＿ｊ＋１が形成
され、半導体層２０５と、配線２１６＿ｊおよび配線２１６＿ｊ＋１上に層２０７が形成
されている。また、層２０７上に画素電極２１０が形成されている。
【００９６】
配線２１６＿ｊ＋１と画素電極２１０の間に、ゲート絶縁層２０４の一部、半導体層２０
５の一部、および層２０７の一部が除去された溝部２３０が形成されている。溝部２３０
は、少なくともその底面において半導体層を有していない構成となっている。
【００９７】
図２（Ｃ）に示す断面Ｃ１－Ｃ２において、基板２００上に下地層２０１が形成され、下
地層２０１上に配線２１２＿ｉが形成されている。また、配線２１２＿ｉ上に、ゲート絶
縁層２０４と半導体層２０５が形成されている。また、半導体層２０５上に配線２１６＿
ｊが形成され、配線２１６＿ｊ上に層２０７が形成されている。
【００９８】
図２（Ｄ）に示す断面Ｄ１－Ｄ２において、基板２００上に下地層２０１が形成され、下
地層２０１上に配線２１２＿ｉが形成されている。また、配線２１２＿ｉ上に、ゲート絶
縁層２０４と半導体層２０５が形成されている。また、半導体層２０５上に配線２１６＿
ｊ＋１が形成され、配線２１６＿ｊ＋１上に層２０７が形成されている。また、ゲート絶
縁層２０４の一部、半導体層２０５の一部、および層２０７の一部が除去された溝部２３
０が形成されている。
【００９９】
次に、図１で示した構成とは異なる画素構成例について、図３および図４を用いて説明す
る。図３は、画素１２０の平面構成を示す上面図である。図４（Ａ）乃至図４（Ｃ）に示
す断面Ａ１－Ａ２、断面Ｅ１－Ｅ２、断面Ｆ１－Ｆ２は、図３におけるＡ１－Ａ２、Ｅ１
－Ｅ２、Ｆ１－Ｆ２の鎖線で示す部位の断面に相当する。図３に示す画素１２０は、図１
に示した画素１１０と、溝部２３０の平面形状が異なる。なお、図３におけるＡ１－Ａ２
の鎖線で示す部位の構成は、図１および図２（Ａ）で説明した構成と同じである。
【０１００】
画素１２０は、溝部２３０を画素電極２１０と配線２１６＿ｊとの間、および画素電極２
１０と隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ＋１との間に設けた構成としている。また、
溝部２３０を、配線２１２＿ｉおよび配線２０３の幅方向の端部を越えて横切るように設
けるだけでなく、配線２１２＿ｉと配線２０３の間の領域にも設ける構成としている。こ
のように、溝部２３０を広く配置することで、寄生トランジスタの生成をより確実に防ぐ
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ことができる。
【０１０１】
次に、図１乃至図４で示した構成とは異なる画素構成例について、図５を用いて説明する
。図５（Ａ）は、画素１３０の平面構成を示す上面図である。図５（Ｂ）に示す断面Ｇ１
－Ｇ２は、図５（Ａ）におけるＧ１－Ｇ２の鎖線で示す部位の断面に相当する。図５に示
す画素１３０は、画素電極２１１に光反射率の高い導電層を用いることで、反射型の液晶
表示装置に適用できる画素構成の一例を示している。
【０１０２】
画素１３０は、半導体層２０５が除去された溝部２５１および溝部２５２が、配線２１２
＿ｉの線幅方向の両端部を越えて横切る様に設けられている。配線２１２＿ｉの線幅方向
の両端部を越えて横切る溝部を複数設けることで、配線２１２＿ｉと重畳して形成される
寄生チャネルの影響を、より確実に抑えることができる。
【０１０３】
また、画素１３０は、半導体層２０５が除去された溝部２５３および溝部２５４が、配線
２０３の線幅方向の両端部を越えて横切る様に設けられている。配線２０３の線幅方向の
両端部を越えて横切る溝部を複数設けることで、配線２０３と重畳して形成される寄生チ
ャネルの影響を、より確実に抑えることができる。
【０１０４】
また、画素１３０は、半導体層２０５が除去された溝部２５５および溝部２５６が、配線
２１６＿ｊまたは隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ＋１が延伸する方向に沿って、画
素電極２１１の端部２３３および端部２３４を越えて設けられている。配線２１６＿ｊま
たは配線２１６＿ｊ＋１が延伸する方向に沿って、画素電極２１１の端部２３３および端
部２３４を越えて溝部を複数設けることで、画素電極２１１と重畳して形成される寄生チ
ャネルの影響を、より確実に抑えることができる。配線２１６＿ｊまたは配線２１６＿ｊ
＋１が延伸する方向に沿って設けられる溝部２５５および溝部２５６は、配線２１６＿ｊ
または配線２１６＿ｊ＋１が延伸する方向と平行に設けられている必要はなく、屈曲部ま
たは湾曲部を有していてもよい。
【０１０５】
画素１３０が有する溝部２５５および溝部２５６は、湾曲部を有し、一部が画素電極２１
１と重畳して形成されている。また、画素１３０は、画素電極２１１と重畳して形成され
る溝部２５７および溝部２５８を有している。このように、画素電極２１１に重畳して溝
部２５５乃至溝部２５８を設けることにより、画素電極２１１表面に凹凸を設けることが
できる。画素電極２１１表面に凹凸を設けると、入射した外光を乱反射させ、より良好な
表示を行うことができる。よって、表示における視認性が向上する。
【０１０６】
また、画素電極２１１と重畳して形成される溝部２５５乃至溝部２５８は、溝部の側面が
テーパー形状であると、画素電極２１１の被覆性が向上するため好ましい。
【０１０７】
次に、端子１０５＿１～１０５＿ｍおよび端子１０６＿１～１０６＿ｎの構成例について
、図７を用いて説明する。図７（Ａ１）、図７（Ａ２）は、端子１０５＿１～１０５＿ｍ
の上面図および断面図をそれぞれ図示している。図７（Ａ１）におけるＪ１－Ｊ２の一点
鎖線は、図７（Ａ２）における断面Ｊ１－Ｊ２に相当する。また、図７（Ｂ１）、図７（
Ｂ２）は、端子１０６＿１～１０６＿ｎの上面図および断面図をそれぞれ図示している。
図７（Ｂ１）におけるＫ１－Ｋ２の一点鎖線は、図７（Ｂ２）における断面Ｋ１－Ｋ２に
相当する。なお、断面Ｊ１－Ｊ２および断面Ｋ１－Ｋ２において、Ｊ２およびＫ２は、基
板端部に相当する。
【０１０８】
断面Ｊ１－Ｊ２において、基板２００上に下地層２０１が形成され、下地層２０１上に配
線２１２＿ｉが形成されている。また、配線２１２＿ｉ上に、ゲート絶縁層２０４、半導
体層２０５、および層２０７が形成されている。層２０７上に電極２２１が形成され、電
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極２２１は、ゲート絶縁層２０４、半導体層２０５、および層２０７に形成されたコンタ
クトホール２１９を介して配線２１２＿ｉに電気的に接続されている。
【０１０９】
断面Ｋ１－Ｋ２において、基板２００上に、下地層２０１、ゲート絶縁層２０４、および
半導体層２０５が形成されている。半導体層２０５上に配線２１６＿ｊが形成され、配線
２１６＿ｊ上に層２０７が形成されている。層２０７上に電極２２２が形成され、電極２
２２は、層２０７に形成されたコンタクトホール２２０を介して配線２１６＿ｊに電気的
に接続されている。
【０１１０】
なお、端子１０７の構成も、端子１０５＿１～１０５＿ｍまたは端子１０６＿１～１０６
＿ｎと同様の構成とすることができる。
【０１１１】
また、画素領域１０２と端子部１０４はｎ本の配線２１６＿１～２１６＿ｎで接続されて
いるが、画素領域１０２から端子部１０４が有する端子１０６＿１～１０６＿ｎに至るま
での配線２１６＿１～２１６＿ｎの引き回しにおいて、隣接する配線２１６＿１～２１６
＿ｎ同士が近い場合は、隣接する配線２１６＿１～２１６＿ｎの電位差によって、隣接す
る配線２１６＿１～２１６＿ｎ間に存在する半導体層２０５中に寄生チャネルが形成され
、隣接する配線２１６＿１～２１６＿ｎ同士が意図せず電気的に接続されてしまう恐れが
ある。
【０１１２】
このような現象は、絶縁層を介して、画素領域１０２から端子部１０４までの領域全体、
もしくは、隣接する配線２１６＿１～２１６＿ｎの間に導電層を設け、該導電層の電位を
半導体層２０５中に寄生チャネルが形成されない電位としておくことで防ぐことができる
。
【０１１３】
例えば、半導体層２０５に酸化物半導体を用いる場合、多くの酸化物半導体はｎ型の半導
体となりやすいため、導電層の電位を配線２１６＿１～２１６＿ｎに供給される電位より
も低い電位としておけばよい。
【０１１４】
また、後述するコンタクトホール形成工程において、隣接する配線２１６間の半導体層２
０５を除去することでも、隣接する配線２１６＿１～２１６＿ｎ同士の意図しない電気的
な接続を防ぐことができる。
【０１１５】
図８に、隣接する配線２１６＿ｊ、２１６＿ｊ＋１、２１６＿ｊ＋２の間に、溝部２４０
を形成し、半導体層２０５を除去する構成を示す。図８（Ａ）は、端子１０６＿ｊ、１０
６＿ｊ＋１、１０６＿ｊ＋２に接続する配線２１６＿ｊ、２１６＿ｊ＋１、２１６＿ｊ＋
２の平面構成を示す上面図である。図８（Ｂ）に示す断面Ｌ１－Ｌ２は、図８（Ａ）にお
けるＬ１－Ｌ２の一点鎖線で示す部位の断面に相当する。図８（Ａ）において、配線２１
６＿ｊは端子１０６＿ｊに接続され、配線２１６＿ｊ＋１は端子１０６＿ｊ＋１に接続さ
れ、配線２１６＿ｊ＋２は端子１０６＿ｊ＋２に接続されている。なお、図面を見やすく
するため、図８（Ａ）では、基板２００、下地層２０１、ゲート絶縁層２０４、および半
導体層２０５の記載を省略している。
【０１１６】
図８（Ｂ）に示す断面Ｌ１－Ｌ２において、基板２００上に、下地層２０１、ゲート絶縁
層２０４、および半導体層２０５が形成されている。また、半導体層２０５上に配線２１
６＿ｊ、配線２１６＿ｊ＋１、および配線２１６＿ｊ＋２が形成されている。また、配線
２１６＿ｊ、配線２１６＿ｊ＋１、および配線２１６＿ｊ＋２上に層２０７が形成されて
いる。
【０１１７】
また、隣接する配線２１６＿ｊと配線２１６＿ｊ＋１の間に、半導体層２０５が除去され
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た溝部２４０が形成されている。また、隣接する配線２１６＿ｊ＋１と配線２１６＿ｊ＋
２の間に、半導体層２０５が除去された溝部２４０が形成されている（図８（Ａ）、図８
（Ｂ）参照）。このように、隣接する配線２１６＿１～２１６＿ｎ間に半導体層２０５が
除去された溝部２４０を設けることで、隣接する配線２１６＿１～２１６＿ｎ同士の意図
しない電気的な接続を防ぐことができる。なお、溝部２４０は、溝部２３０と同一工程で
形成することができる。
【０１１８】
また、半導体層２０５が除去された溝部２４０の大きさに特に制限はないが、寄生チャネ
ルの生成を確実に防ぐため、配線２１６＿ｊまたは配線２１６＿ｊ＋１が延伸する方向と
直交する方向における、溝部２４０内の半導体層が除去された部分の距離は１μｍ以上と
することが好ましく、２μｍ以上とするとさらに好ましい。
【０１１９】
続いて、図１、図２、図７、図８を用いて説明した液晶表示装置に用いることが可能な半
導体装置の作製方法について、図９および図１０を用いて説明する。なお、図９および図
１０における断面Ａ１－Ａ２、断面Ｊ１－Ｊ２、および断面Ｋ１－Ｋ２は、図１および図
７におけるＡ１－Ａ２、Ｊ１－Ｊ２、およびＫ１－Ｋ２の一点鎖線で示した部位の断面図
である。
【０１２０】
まず、基板２００上に下地層２０１となる絶縁層を５０ｎｍ以上３００ｎｍ以下、好まし
くは１００ｎｍ以上２００ｎｍ以下の厚さで形成する。基板２００は、ガラス基板、セラ
ミック基板の他、本作製工程の処理温度に耐えうる程度の耐熱性を有するプラスチック基
板等を用いることができる。また、基板に透光性を要しない場合には、ステンレス合金等
の金属の基板の表面に絶縁層を設けたものを用いてもよい。ガラス基板としては、例えば
、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス若しくはアルミノケイ酸ガラス
等の無アルカリガラス基板を用いるとよい。他に、石英基板、サファイア基板などを用い
ることができる。また、基板２００として、第３世代（５５０ｍｍ×６５０ｍｍ）、第３
．５世代（６００ｍｍ×７２０ｍｍ、または６２０ｍｍ×７５０ｍｍ）、第４世代（６８
０ｍｍ×８８０ｍｍ、または７３０ｍｍ×９２０ｍｍ）、第５世代（１１００ｍｍ×１３
００ｍｍ）、第６世代（１５００ｍｍ×１８５０ｍｍ）、第７世代（１８７０ｍｍ×２２
００ｍｍ）、第８世代（２２００ｍｍ×２４００ｍｍ）、第９世代（２４００ｍｍ×２８
００ｍｍ、２４５０ｍｍ×３０５０ｍｍ）、第１０世代（２９５０ｍｍ×３４００ｍｍ）
等のガラス基板を用いることができる。本実施の形態では、基板２００にアルミノホウケ
イ酸ガラスを用いる。
【０１２１】
下地層２０１は、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化シリコン、酸化シリコ
ン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリコン、または酸化アルミニウムから選ばれた一又は
複数の絶縁層による積層構造により形成することができ、基板２００からの不純物元素の
拡散を防止する機能がある。なお、本明細書中において、窒化酸化シリコンとは、その組
成として、酸素よりも窒素の含有量が多いものであって、好ましくは、ラザフォード後方
散乱分析法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃ
ｔｒｏｍｅｔｒｙ）および水素前方散乱分析法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｆｏｒｗａ
ｒｄｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）を用いて測定した場合に、組成
範囲として酸素が５原子％以上３０原子％以下、窒素が２０原子％以上５５原子％以下、
珪素が２５原子％以上３５原子％以下、水素が１０原子％以上３０原子％以下の範囲で含
まれるものをいう。下地層２０１は、スパッタリング法、ＣＶＤ法、塗布法、印刷法等を
適宜用いることができる。
【０１２２】
また、下地層２０１に、塩素、フッ素などのハロゲン元素を含ませることで、基板２００
からの不純物元素の拡散を防止または低減する機能をさらに高めることができる。下地層
２０１に含ませるハロゲン元素の濃度は、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎ
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ｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）を用いた分析により得られる
濃度ピークにおいて、１×１０１５／ｃｍ３以上１×１０２０／ｃｍ３以下とすればよい
。
【０１２３】
本実施の形態では、基板２００上に下地層２０１として、プラズマＣＶＤ法を用いて膜厚
２００ｎｍの酸化窒化シリコンを形成する。また、下地層２０１形成時の温度は、基板２
００が耐えうる温度以下で、より高いほうが好ましい。例えば、基板２００を３５０℃以
上４５０℃以下の温度に加熱しながら下地層２０１を形成する。なお、下地層２０１形成
時の温度は一定であることが好ましい。例えば、下地層２０１の形成を、基板を３５０℃
に加熱して行う。
【０１２４】
また、下地層２０１の形成後、減圧下、窒素雰囲気下、希ガス雰囲気下、または超乾燥エ
ア雰囲気下において、加熱処理を行ってもよい。加熱処理により下地層２０１に含まれる
水素、水分、水素化物、または水酸化物などの濃度を低減することができる。加熱処理度
は、基板２００が耐えうる温度以下で、より高い温度で行うことが好ましい。具体的には
、下地層２０１の成膜温度以上、基板２００の歪点以下で行うことが好ましい。
【０１２５】
なお、下地層２０１中の水素濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは
１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

以下、更に好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが望ましい。
【０１２６】
また、下地層２０１の形成後、下地層２０１に酸素（少なくとも、酸素ラジカル、酸素原
子、酸素イオン、のいずれかを含む）を導入して下地層２０１を酸素過剰な状態としても
よい。酸素の導入は、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマージョンイオン
インプランテーション法、酸素雰囲気下で行うプラズマ処理などを用いることができる。
【０１２７】
また、酸素の導入により、下地層２０１を構成する元素と水素の間の結合、或いは該元素
と水酸基の間の結合を切断するとともに、これらの水素または水酸基が酸素と反応するこ
とで水を生成するため、酸素の導入後に加熱処理を行うと、不純物である水素または水酸
基が、水として脱離しやすくなる。このため、下地層２０１へ酸素を導入した後に加熱処
理を行ってもよい。その後、さらに下地層２０１に酸素を導入し、下地層２０１を酸素過
剰な状態としてもよい。また、上記酸素の導入と加熱処理は、それぞれを交互に複数回繰
り返しおこなってもよい。また、酸素の導入と加熱処理を同時に行ってもよい。
【０１２８】
次に、下地層２０１上にスパッタリング法、真空蒸着法、またはメッキ法を用いて１００
ｎｍ以上５００ｎｍ以下、好ましくは２００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の厚さで導電層を形
成し、第１のフォトリソグラフィ工程により、レジストマスクを形成し、導電層の一部を
選択的にエッチング除去し、ゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉを形成する
。
【０１２９】
ゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉを形成するための導電層は、モリブデン
（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）タンタル（Ｔａ）、アルミニウム（Ａｌ
）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、スカンジウム（Ｓｃ）等の金属材
料又はこれらを主成分とする合金材料を用いて、単層又は積層して形成することができる
。
【０１３０】
また、上記導電層は、単層構造でも、二層以上の積層構造としてもよい。例えば、シリコ
ンを含むアルミニウムを用いた単層構造、アルミニウム上にチタンを積層する二層構造、
窒化チタン上にチタンを積層する二層構造、窒化チタン上にタングステンを積層する二層
構造、窒化タンタル上にタングステンを積層する二層構造、Ｃｕ－Ｍｇ－Ａｌ合金上にＣ
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ｕを積層する二層構造、窒化チタン上に銅を積層し、さらにその上にタングステンを形成
する三層構造などがある。
【０１３１】
また、上記導電層は、インジウム錫酸化物、酸化タングステンを含むインジウム酸化物、
酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸
化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したイン
ジウム錫酸化物などの透光性を有する導電性材料を適用することもできる。また、上記透
光性を有する導電性材料と、上記金属元素を含む材料の積層構造とすることもできる。
【０１３２】
また、上記導電層として、窒素を含む金属酸化物、具体的には、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－
Ｚｎ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｓｎ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｇａ系酸化物や、
窒素を含むＩｎ－Ｚｎ系酸化物や、窒素を含むＳｎ系酸化物や、窒素を含むＩｎ系酸化物
や、金属窒化膜（ＩｎＮ、ＳｎＮなど）を用いることができる。
【０１３３】
これらの材料は５ｅＶ（電子ボルト）以上の仕事関数を有し、ゲート電極として用いた場
合、トランジスタの電気特性のしきい値電圧をプラスにすることができ、所謂ノーマリー
オフのｎ型トランジスタを実現できる。
【０１３４】
導電層は配線となるため、低抵抗材料であるＡｌやＣｕを用いるのが好ましい。ＡｌやＣ
ｕを用いることで、信号遅延を低減し、高画質化を実現することができる。なお、Ａｌは
耐熱性が低く、ヒロック、ウィスカー、あるいはマイグレーションによる不良が発生しや
すい。Ａｌのマイグレーションを防ぐため、Ａｌに、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗなどの、Ａｌよりも
融点の高い金属材料を積層することが好ましい。
【０１３５】
また、導電層にＣｕを用いる場合も、マイグレーションによる不良やＣｕ元素の拡散を防
ぐため、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗなどの、Ｃｕよりも融点の高い金属材料を積層することが好まし
い。
【０１３６】
導電層のエッチングはドライエッチング法またはウェットエッチング法で行うことができ
る。また、導電層のエッチングを、ドライエッチング法とウェットエッチング法の両方を
組み合わせて行ってもよい。導電層上に形成するレジストマスクはフォトリソグラフィ法
、印刷法、インクジェット法等を適宜用いることができる。レジストマスクをインクジェ
ット法で形成するとフォトマスクを使用しないため、製造コストを低減できる。
【０１３７】
導電層のエッチングをドライエッチング法で行う場合は、エッチングガスとしてハロゲン
元素を含むガスを用いることができる。ハロゲン元素を含むガスの一例としては、塩素（
Ｃｌ２）、三塩化硼素（ＢＣｌ３）、四塩化珪素（ＳｉＣｌ４）もしくは四塩化炭素（Ｃ
Ｃｌ４）などを代表とする塩素系ガス、四フッ化炭素（ＣＦ４）、六フッ化硫黄（ＳＦ６

）、三フッ化窒素（ＮＦ３）もしくはトリフルオロメタン（ＣＨＦ３）などを代表とする
フッ素系ガス、臭化水素（ＨＢｒ）または酸素を適宜用いることができる。また用いるエ
ッチング用ガスに不活性気体を添加してもよい。また、ドライエッチング法としては、平
行平板型ＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ）法や、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕ
ｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：誘導結合型プラズマ）エッチング法を
用いることができる。所望の加工形状にエッチングできるように、エッチング条件（コイ
ル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等
）を適宜調節する。
【０１３８】
本実施の形態では、導電層として下地層２０１上にスパッタリング法により厚さ１００ｎ
ｍのタングステンを形成する。その後、第１のフォトリソグラフィ工程により導電層を選
択的にエッチング除去し、ゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉを形成する（
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図９（Ａ）参照。）。また、形成されたゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉ
の端部がテーパー形状であると、後に積層する絶縁層や導電層の被覆性が向上するため好
ましい。
【０１３９】
具体的には、ゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉの断面形状が台形または三
角形状となるように、ゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉの端部をテーパー
形状とする。ここで、ゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉ端部のテーパー角
θを、６０°以下、好ましくは４５°以下、さらに好ましくは３０°以下とする。なお、
テーパー角θとは、テーパー形状を有する層を、その断面（基板の表面と直交する面）に
垂直な方向から観察した際に、当該層の側面と底面がなす傾斜角を示す。また、テーパー
角が９０°未満である場合を順テーパーといい、テーパー角が９０°以上である場合を逆
テーパーという。各層の端部を順テーパー形状とすることで、その上に形成する層が途切
れてしまう現象（段切れ）を防ぎ、被覆性を向上させることができる。
【０１４０】
また、ゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉを複数層からなる積層構造とする
ことで、ゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉの端部を階段形状とすることが
でき、その上に形成する層の段切れを防ぎ、被覆性を向上させることができる。
【０１４１】
なお、特段の説明が無い限り、本明細書で言うフォトリソグラフィ工程には、レジストマ
スクの形成工程と、導電層または絶縁層のエッチング工程と、レジストマスクの剥離工程
が含まれているものとする。
【０１４２】
次いで、ゲート電極２０２、配線２０３、配線２１２＿ｉ上にゲート絶縁層２０４を形成
する。ゲート絶縁層２０４には、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化
酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化
アルミニウム、酸化タンタル、酸化ガリウム、酸化イットリウム、酸化ランタン、酸化ハ
フニウム、ハフニウムシリケート、窒素が導入されたハフニウムシリケート、窒素が導入
されたハフニウムアルミネート等を用いることができ、プラズマＣＶＤ法やスパッタリン
グ法等で形成することができる。また、ゲート絶縁層２０４は単層に限らず異なる層の積
層でも良い。例えば、ゲート絶縁層ＡとしてプラズマＣＶＤ法により窒化シリコンを形成
し、ゲート絶縁層Ａの上にゲート絶縁層Ｂとして酸化シリコンを形成して、ゲート絶縁層
２０４としても良い。
【０１４３】
一般に、容量素子は対向する二つの電極の間に誘電体を挟む構成を有し、誘電体の厚さが
薄いほど（対向する二つの電極間距離が短いほど）、また、誘電体の誘電率が大きいほど
容量値が大きくなる。ただし、容量素子の容量値を増やすために誘電体を薄くすると、二
つの電極間に流れる漏れ電流（以下、「リーク電流」ともいう）が増加しやすくなり、ま
た、容量素子の絶縁耐圧が低下しやすくなる。
【０１４４】
トランジスタのゲート電極、ゲート絶縁層、半導体層が重畳する部分は、前述した容量素
子として機能する（以下、「ゲート容量」ともいう）。なお、半導体層の、ゲート絶縁層
を介してゲート電極と重畳する領域にチャネルが形成される。すなわち、ゲート電極と、
チャネル形成領域が容量素子の二つの電極として機能し、ゲート絶縁層が容量素子の誘電
体として機能する。ゲート容量の容量値は大きいほうが好ましいが、容量値を増やすため
にゲート絶縁層を薄くすると、前述のリーク電流の増加や、絶縁耐圧の低下といった問題
が生じやすい。
【０１４５】
一方で、ゲート絶縁層２０４として、ハフニウムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙ（ｘ＞０、
ｙ＞０））、窒素が添加されたハフニウムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙＮｚ（ｘ＞０、ｙ
＞０、ｚ＞０））、窒素が添加されたハフニウムアルミネート（ＨｆＡｌｘＯｙＮｚ（ｘ
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＞０、ｙ＞０、ｚ＞０））、酸化ハフニウム、酸化イットリウムなどのｈｉｇｈ－ｋ材料
を用いると、ゲート絶縁層２０４を厚くしても、ゲート電極２０２と半導体層２０５間の
容量値を十分確保することが可能となる。
【０１４６】
例えば、ゲート絶縁層２０４として誘電率が大きいｈｉｇｈ－ｋ材料を用いると、ゲート
絶縁層２０４を厚くしても、ゲート絶縁層２０４に酸化シリコンを用いた場合と同等の容
量値を実現できるため、ゲート電極２０２と半導体層２０５間に生じるリーク電流を低減
できる。また、ゲート電極２０２と同じ層を用いて形成された配線と、該配線と重畳する
他の配線との間に生じるリーク電流を低減できる。なお、ｈｉｇｈ－ｋ材料と、酸化シリ
コン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化窒
化アルミニウム、および酸化ガリウムのいずれか一以上との積層構造としてもよい。ゲー
ト絶縁層２０４の厚さは、１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下、より好ましくは５０ｎｍ以上２
００ｎｍ以下とするとよい。例えば、ゲート絶縁層２０４を、厚さ１０ｎｍ以上５０ｎｍ
以下の窒化シリコンと、厚さ１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の酸化窒化シリコンの積層構
造としてもよい。
【０１４７】
また、ゲート絶縁層２０４形成時の温度は、基板２００およびゲート電極２０２（同一層
で形成される配線を含む）が耐えうる温度以下で、より高いほうが好ましい。例えば、ゲ
ート絶縁層２０４として基板２００を３５０℃以上４５０℃以下に加熱しながら、高密度
プラズマＣＶＤ法により厚さ１００ｎｍの酸化窒化シリコンを形成する。なお、ゲート絶
縁層２０４形成時の温度は一定であることが好ましい。例えば、ゲート絶縁層２０４の形
成を、基板２００を３５０℃に加熱して行う。
【０１４８】
また、ゲート絶縁層２０４の形成後、減圧下、窒素雰囲気下、希ガス雰囲気下、または超
乾燥エア雰囲気下において、加熱処理を行ってもよい。加熱処理によりゲート絶縁層２０
４に含まれる水素、水分、水素化物、または水酸化物などの濃度を低減することができる
。加熱処理度は、基板２００が耐えうる温度以下で、より高い温度で行うことが好ましい
。具体的には、ゲート絶縁層２０４の成膜温度以上、基板２００の歪点以下で行うことが
好ましい。
【０１４９】
なお、ゲート絶縁層２０４中の水素濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ま
しくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３以下、更に好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが望ましい
。
【０１５０】
また、半導体層２０５に酸化物半導体を用いる場合、ゲート絶縁層２０４は、半導体層２
０５と接する部分において酸素を含むことが好ましい。特に、ゲート絶縁層２０４は、層
中（バルク中）に少なくとも化学量論比を超える量の酸素が存在することが好ましく、例
えば、ゲート絶縁層２０４として、酸化シリコンを用いる場合には、ＳｉＯ２＋α（ただ
し、α＞０）とする。
【０１５１】
ゲート絶縁層２０４は、スパッタリング法、ＭＢＥ法、ＣＶＤ法、パルスレーザ堆積法、
ＡＬＤ法等を適宜用いて形成することができる。また、μ波（例えば周波数２．４５ＧＨ
ｚ）を用いた高密度プラズマＣＶＤ法などを適用することができる。また、ゲート絶縁層
２０４は、スパッタリングターゲット表面に対し、概略垂直に複数の基板表面がセットさ
れた状態で成膜を行うスパッタ装置を用いて成膜してもよい。
【０１５２】
また、ゲート絶縁層２０４の形成後、ゲート絶縁層２０４に酸素（少なくとも、酸素ラジ
カル、酸素原子、酸素イオン、のいずれかを含む）を導入してゲート絶縁層２０４を酸素
過剰な状態としてもよい。酸素の導入は、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマ
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イマージョンイオンインプランテーション法、酸素雰囲気下で行うプラズマ処理などを用
いることができる。
【０１５３】
また、酸素の導入により、ゲート絶縁層２０４を構成する元素と水素の間の結合、或いは
該元素と水酸基の間の結合を切断するとともに、これらの水素または水酸基が酸素と反応
することで水を生成するため、酸素の導入後に加熱処理を行うと、不純物である水素また
は水酸基が、水として脱離しやすくなる。このため、ゲート絶縁層２０４へ酸素を導入し
た後に加熱処理を行ってもよい。その後、さらにゲート絶縁層２０４に酸素を導入し、ゲ
ート絶縁層２０４を酸素過剰な状態としてもよい。また、上記酸素の導入と加熱処理は、
それぞれを交互に複数回繰り返しおこなってもよい。また、酸素の導入と加熱処理を同時
に行ってもよい。
【０１５４】
半導体層２０５に酸化物半導体を用いる場合、酸素の供給源となる酸素を多く（過剰に）
含むゲート絶縁層２０４を半導体層２０５と接して設けることによって、ゲート絶縁層２
０４から半導体層２０５へ酸素を供給することができる。半導体層２０５およびゲート絶
縁層２０４を少なくとも一部が接した状態で加熱処理を行うことによって半導体層２０５
への酸素の供給を行ってもよい。半導体層２０５へ酸素を供給することにより、半導体層
２０５中の酸素欠損を補填することができる。
【０１５５】
本実施の形態では、ゲート絶縁層２０４として、酸化窒化シリコンを用いる。具体的には
、ゲート電極２０２上に酸化窒化シリコンを１００ｎｍの厚さで形成する。
【０１５６】
次に、ゲート絶縁層２０４上に、半導体層２０５となる半導体を形成する。本実施の形態
では、半導体層２０５として酸化物半導体を用いる。また、酸化物半導体の形成に先立ち
、ゲート絶縁層２０４の半導体層２０５が接して形成される領域に、平坦化処理を行って
もよい。平坦化処理としては、特に限定されないが、研磨処理（例えば、化学的機械研磨
法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ：ＣＭＰ））、ドラ
イエッチング処理、プラズマ処理を用いることができる。
【０１５７】
プラズマ処理としては、例えば、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパッ
タリングを行うことができる。逆スパッタリングとは、アルゴン雰囲気下で基板側にＲＦ
電源を用いて電圧を印加して基板近傍にプラズマを形成して表面を改質する方法である。
なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウム、酸素などを用いてもよい。逆スパッタリ
ングを行うと、ゲート絶縁層２０４の表面に付着している粉状物質（パーティクル、ごみ
ともいう）を除去することができる。
【０１５８】
また、平坦化処理としての、研磨処理、ドライエッチング処理、プラズマ処理は複数回行
ってもよく、それらを組み合わせて行ってもよい。また、組み合わせて行う場合、工程順
も特に限定されず、ゲート絶縁層２０４表面の凹凸状態に合わせて適宜設定すればよい。
【０１５９】
酸化物半導体は、スパッタリング法、蒸着法、ＰＣＶＤ法、ＰＬＤ法、ＡＬＤ法またはＭ
ＢＥ法などを用いて形成することができる。なお、酸化物半導体は、成膜時に酸素が多く
含まれるような条件（例えば、酸素１００％の雰囲気下でスパッタリング法により成膜を
行うなど）で成膜して、酸素を多く含む（好ましくは酸化物半導体が結晶状態における化
学量論的組成に対し、酸素の含有量が過剰な領域が含まれている）膜とすることが好まし
い。
【０１６０】
酸化物半導体をスパッタリング法で作製するためのターゲットは、例えば、Ｉｎ、Ｇａ、
およびＺｎを含む金属酸化物を、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：１［ｍｏｌ
数比］の組成で有するターゲットを用いることができる。また、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３
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：ＺｎＯ＝１：１：２［ｍｏｌ数比］の組成を有するターゲット、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ

３：ＺｎＯ＝１：１：４［ｍｏｌ数比］の組成を有するターゲット、またはＩｎ２Ｏ３：
Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝２：１：８［ｍｏｌ数比］の組成を有するターゲットを用いること
もできる。
【０１６１】
また、金属酸化物ターゲットの相対密度は９０％以上１００％以下、好ましくは９５％以
上９９．９％以下である。相対密度の高い金属酸化物ターゲットを用いることにより、成
膜した酸化物半導体を緻密な膜とすることができる。
【０１６２】
酸化物半導体の成膜は、減圧状態に保持された成膜室内に基板を保持し、基板温度を１０
０℃以上６００℃以下好ましくは３００℃以上５００℃以下として行う。
【０１６３】
基板を加熱しながら成膜することにより、成膜した酸化物半導体に含まれる水素、水分、
水素化物、または水酸化物などの不純物濃度を低減することができる。また、スパッタリ
ングによる損傷が軽減される。そして、成膜室内の残留水分を除去しつつ水素および水分
が除去されたスパッタガスを導入し、上記ターゲットを用いて酸化物半導体を形成する。
【０１６４】
成膜条件の一例としては、基板とターゲットの間との距離を１００ｍｍ、圧力０．６Ｐａ
、直流（ＤＣ）電源電力０．５ｋＷ、酸素（酸素流量比率１００％）雰囲気下の条件が適
用される。なお、パルス直流電源を用いると、成膜時に発生する粉状物質（パーティクル
、ごみともいう）が軽減でき、膜厚分布も均一となるために好ましい。
【０１６５】
なお、上記スパッタリング装置を用いても、酸化物半導体は少なからず窒素を含んで形成
される場合ある。例えば、酸化物半導体中に窒素が、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未
満の濃度で含まれる場合がある。
【０１６６】
ここで、酸化物半導体を形成するスパッタリング装置について、以下に詳細を説明する。
【０１６７】
酸化物半導体を形成する処理室は、リークレートを１×１０－１０Ｐａ・ｍ３／秒以下と
することが好ましく、それによりスパッタリング法により成膜する際、膜中への不純物の
混入を低減することができる。
【０１６８】
リークレートを低くするには、外部リークのみならず内部リークを低減する必要がある。
外部リークとは、微小な穴やシール不良などによって真空系の外から気体が流入すること
である。内部リークとは、真空系内のバルブなどの仕切りからの漏れや内部の部材からの
放出ガスに起因する。リークレートを１×１０－１０Ｐａ・ｍ３／秒以下とするためには
、外部リークおよび内部リークの両面から対策をとる必要がある。
【０１６９】
外部リークを減らすには、成膜室の開閉部分はメタルガスケットでシールするとよい。メ
タルガスケットは、フッ化鉄、酸化アルミニウム、または酸化クロムによって被覆された
金属材料を用いると好ましい。メタルガスケットはＯリングと比べ密着性が高く、外部リ
ークを低減できる。また、フッ化鉄、酸化アルミニウム、酸化クロムなどの不動態によっ
て被覆された金属材料を用いることで、メタルガスケットから生じる水素を含む放出ガス
が抑制され、内部リークも低減することができる。
【０１７０】
処理室の内壁を構成する部材として、水素を含む放出ガスの少ないアルミニウム、クロム
、チタン、ジルコニウム、ニッケルまたはバナジウムを用いる。また、前述の材料を鉄、
クロムおよびニッケルなどを含む合金材料に被覆して用いてもよい。鉄、クロムおよびニ
ッケルなどを含む合金材料は、剛性があり、熱に強く、また加工に適している。ここで、
表面積を小さくするために部材の表面凹凸を研磨などによって低減しておくと、放出ガス
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を低減できる。あるいは、前述の成膜装置の部材をフッ化鉄、酸化アルミニウム、酸化ク
ロムなどの不動態で被覆してもよい。
【０１７１】
さらに、スパッタガスを処理室に導入する直前に、スパッタガスの精製機を設けることが
好ましい。このとき、精製機から成膜室までの配管の長さを５ｍ以下、好ましくは１ｍ以
下とする。配管の長さを５ｍ以下または１ｍ以下とすることで、配管からの放出ガスの影
響を長さに応じて低減できる。
【０１７２】
処理室の排気は、ドライポンプなどの粗引きポンプと、スパッタイオンポンプ、ターボ分
子ポンプおよびクライオポンプなどの高真空ポンプとを適宜組み合わせて行うとよい。ま
た、成膜室内の残留水分を除去するためには、吸着型の真空ポンプ、例えば、クライオポ
ンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーションポンプを用いることが好ましい。ターボ分
子ポンプは大きいサイズの分子の排気が優れる一方、水素や水の排気能力が低い。さらに
、水の排気能力の高いクライオポンプまたは水素の排気能力の高いスパッタイオンポンプ
を組み合わせることが有効となる。また、ターボ分子ポンプにコールドトラップを加えた
ものであってもよい。クライオポンプ等の吸着型の真空ポンプを用いて排気した成膜室は
、例えば、水素原子、水（Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む化合物（より好ましくは炭素原子
を含む化合物も）等が排気されるため、当該成膜室で成膜した酸化物半導体に含まれる不
純物の濃度を低減できる。
【０１７３】
処理室の内側に存在する吸着物は、内壁に吸着しているために成膜室の圧力に影響しない
が、成膜室を排気した際のガス放出の原因となる。そのため、リークレートと排気速度に
相関はないが、排気能力の高いポンプを用いて、成膜室に存在する吸着物をできる限り脱
離し、予め排気しておくことが重要である。なお、吸着物の脱離を促すために、成膜室を
ベーキングしてもよい。ベーキングすることで吸着物の脱離速度を１０倍程度大きくする
ことができる。ベーキングは１００℃以上４５０℃以下で行えばよい。このとき、不活性
ガスを添加しながら吸着物の除去を行うと、排気するだけでは脱離しにくい水などの脱離
速度をさらに大きくすることができる。
【０１７４】
スパッタリング法において、プラズマを発生させるための電源装置は、ＲＦ電源装置、Ａ
Ｃ電源装置、ＤＣ電源装置等を適宜用いることができる。なお、パルスＤＣ電源を用いる
と、成膜時に発生する粉状物質（パーティクル、ごみともいう）が軽減でき、膜厚分布も
均一となるために好ましい。
【０１７５】
半導体層２０５の厚さは、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上５０ｎｍ以
下とする。本実施の形態では、半導体層２０５として、ＡＣ電源装置を有するスパッタリ
ング装置を用いたスパッタリング法により、膜厚３５ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物（
ＩＧＺＯ）を形成する（図９（Ｂ）参照。）。また、ターゲットとして、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚ
ｎ＝１：１：１（＝１／３：１／３：１／３）の原子比のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物ター
ゲットを用いる。なお、成膜条件は、酸素およびアルゴン雰囲気下（酸素流量比率５０％
）、圧力０．６Ｐａ、電源電力５ｋＷ、基板温度１７０℃とする。この成膜条件での成膜
速度は、１６ｎｍ／ｍｉｎである。
【０１７６】
また、酸化物半導体中のナトリウム（Ｎａ）、リチウム（Ｌｉ）、カリウム（Ｋ）などの
アルカリ金属の濃度は、Ｎａは５×１０１６ｃｍ－３以下、好ましくは１×１０１６ｃｍ
－３以下、さらに好ましくは１×１０１５ｃｍ－３以下、Ｌｉは５×１０１５ｃｍ－３以
下、好ましくは１×１０１５ｃｍ－３以下、Ｋは５×１０１５ｃｍ－３以下、好ましくは
１×１０１５ｃｍ－３以下とすることが好ましい。
【０１７７】
酸化物半導体は不純物に対して鈍感であり、酸化物半導体中にはかなりの金属不純物が含
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まれていても問題がなく、ナトリウムのようなアルカリ金属が多量に含まれる廉価なソー
ダ石灰ガラスも使えると指摘されている（神谷、野村、細野、「アモルファス酸化物半導
体の物性とデバイス開発の現状」、固体物理、アグネ技術センター、２００９年９月号、
Ｖｏｌ．４４、ｐ．６２１－６３３）しかし、このような指摘は適切でない。アルカリ金
属は酸化物半導体を構成する元素ではないため、不純物である。アルカリ土類金属も、酸
化物半導体を構成する元素ではない場合において、不純物となる。特に、アルカリ金属の
うちＮａは、酸化物半導体層に接する絶縁層が酸化物である場合、当該絶縁層中に拡散し
てＮａ＋となる。また、Ｎａは、酸化物半導体層内において、酸化物半導体を構成する金
属と酸素の結合を分断する、或いは、その結合中に割り込む。その結果、例えば、閾値電
圧がマイナス方向にシフトすることによるノーマリオン化、移動度の低下等の、トランジ
スタの特性の劣化が起こり、加えて、特性のばらつきも生じる。この不純物によりもたら
されるトランジスタの特性の劣化と、特性のばらつきは、酸化物半導体層中の水素の濃度
が十分に低い場合において顕著に現れる。したがって、酸化物半導体中の水素の濃度が５
×１０１９ｃｍ－３以下、特に５×１０１８ｃｍ－３以下である場合には、酸化物半導体
中のアルカリ金属の濃度を上記の値にすることが強く求められる。
【０１７８】
半導体層２０５に用いる酸化物半導体としては、少なくともインジウム（Ｉｎ）あるいは
亜鉛（Ｚｎ）を含むことが好ましい。特にＩｎとＺｎを含むことが好ましい。また、該酸
化物半導体を用いたトランジスタの電気特性のばらつきを減らすためのスタビライザーと
して、それらに加えてガリウム（Ｇａ）を有することが好ましい。また、スタビライザー
として錫（Ｓｎ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてハフニウム（Ｈ
ｆ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてアルミニウム（Ａｌ）を有す
ることが好ましい。また、スタビライザーとしてジルコニウム（Ｚｒ）を有することが好
ましい。
【０１７９】
また、他のスタビライザーとして、ランタノイドである、ランタン（Ｌａ）、セリウム（
Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユウロピウム
（Ｅｕ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホル
ミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ）、ル
テチウム（Ｌｕ）のいずれか一種あるいは複数種を有してもよい。
【０１８０】
例えば、酸化物半導体として、酸化インジウム、酸化錫、酸化亜鉛、Ｉｎ－Ｚｎ系酸化物
、Ｉｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物（ＩＧＺＯとも
表記する）、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ
系酸化物、Ｉｎ－Ｌａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系
酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸
化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化
物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物
、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ
－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸
化物を用いることができる。
【０１８１】
また、酸化物半導体として、元素Ｊを含む化学式ＩｎＪＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表
記される材料を用いてもよい。なお、元素Ｊは、Ｚｎ、Ｇａ、Ａｌ、Ｆｅ、ＭｎおよびＣ
ｏから選ばれた一の金属元素または複数の金属元素を示す。また、酸化物半導体として、
Ｉｎ２ＳｎＯ５（ＺｎＯ）ｎ（ｎ＞０）で表記される材料を用いてもよい。
【０１８２】
例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１（＝１／３：１／３：１／３）、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚ
ｎ＝２：２：１（＝２／５：２／５：１／５）、あるいはＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２
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（＝１／２：１／６：１／３）の原子数比のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物やその組成の近傍
の酸化物を用いることができる。あるいは、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝１：１：１（＝１／３：
１／３：１／３）、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：３（＝１／３：１／６：１／２）あるい
はＩｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：５（＝１／４：１／８：５／８）の原子数比のＩｎ－Ｓｎ
－Ｚｎ系酸化物やその組成の近傍の酸化物を用いるとよい。
【０１８３】
しかし、インジウムを含む酸化物半導体は、これらに限られず、必要とする半導体特性（
移動度、しきい値、ばらつき等）に応じて適切な組成のものを用いればよい。また、必要
とする半導体特性を得るために、キャリア密度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素
の原子数比、原子間距離、密度等を適切なものとすることが好ましい。
【０１８４】
例えば、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物では比較的容易に高い移動度が得られる。しかしなが
ら、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物でも、バルク内欠陥密度を低くすることにより移動度を上
げることができる。
【０１８５】
なお、例えば、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎの原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝ａ：ｂ：ｃ（ａ＋ｂ＋
ｃ＝１）である酸化物の組成が、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝Ａ：Ｂ：Ｃ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ
＝１）の酸化物の組成の近傍であるとは、ａ、ｂ、ｃが、（ａ－Ａ）２＋（ｂ－Ｂ）２＋
（ｃ－Ｃ）２≦ｒ２を満たすことを言い、ｒは、例えば、０．０５とすればよい。他の酸
化物でも同様である。
【０１８６】
半導体層２０５に用いる酸化物半導体は、単結晶、多結晶（ポリクリスタルともいう。）
、微結晶、または非晶質などの状態をとる。
【０１８７】
半導体層２０５に用いる酸化物半導体は、好ましくは、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　
Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）
とする。
【０１８８】
ＣＡＡＣ－ＯＳは、完全な単結晶ではなく、完全な非晶質でもない。ＣＡＡＣ－ＯＳは、
非晶質相に結晶部を有する結晶－非晶質混相構造の酸化物半導体である。なお、当該結晶
部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさであることが多い。また、透過型
電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏ
ｐｅ）による観察像では、ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる非晶質部と結晶部との境界は明確で
はない。また、ＴＥＭによってＣＡＡＣ－ＯＳには粒界（グレインバウンダリーともいう
。）は確認できない。そのため、ＣＡＡＣ－ＯＳは、粒界に起因する電子移動度の低下が
抑制される。
【０１８９】
ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる結晶部は、ｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳの被形成面または表面に垂直
な方向に揃い、かつａｂ面に垂直な方向から見て三角形状または六角形状の原子配列を有
し、ｃ軸に垂直な方向から見て金属原子が層状または金属原子と酸素原子とが層状に配列
している。なお、異なる結晶部間で、それぞれａ軸およびｂ軸の向きが異なっていてもよ
い。本明細書において、単に垂直と記載する場合、８５°以上９５°以下の範囲も含まれ
ることとする。
【０１９０】
なお、ＣＡＡＣ－ＯＳにおいて、結晶部の分布が一様でなくてもよい。例えば、ＣＡＡＣ
－ＯＳの形成過程において、酸化物半導体膜の表面側から結晶成長させる場合、被形成面
の近傍に対し表面の近傍では結晶部の占める割合が高くなることがある。また、ＣＡＡＣ
－ＯＳへ不純物を添加することにより、当該不純物添加領域において結晶部が非晶質化す
ることもある。
【０１９１】
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ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる結晶部のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳの被形成面または表面に垂直
な方向に揃うため、ＣＡＡＣ－ＯＳの形状（被形成面の断面形状または表面の断面形状）
によっては互いに異なる方向を向くことがある。なお、結晶部のｃ軸の方向は、ＣＡＡＣ
－ＯＳが形成されたときの被形成面または表面に垂直な方向となる。結晶部は、成膜する
ことにより、または成膜後に加熱処理などの結晶化処理を行うことにより形成される。
【０１９２】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳの被形成面は非晶質であることが好ましい。ＣＡＡＣ－ＯＳの被形
成面が結晶質であると、結晶性が乱れやすくＣＡＡＣ－ＯＳが形成されにくい。なお、Ｃ
ＡＡＣ－ＯＳの被形成面がＣＡＡＣ－ＯＳと同様の結晶質を有する場合はこの限りではな
い。ＣＡＡＣ－ＯＳと同様の結晶質を有する表面上に酸化物半導体層を形成すると、該化
物半導体層はＣＡＡＣ－ＯＳになりやすい。
【０１９３】
ＣＡＡＣ－ＯＳを用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変動が
小さい。よって、当該トランジスタは、信頼性が高い。
【０１９４】
なお、酸化物半導体膜を構成する酸素の一部は窒素で置換されてもよい。
【０１９５】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳのように結晶部を有する酸化物半導体では、よりバルク内欠陥を低
減することができ、表面の平坦性を高めればアモルファス状態の酸化物半導体以上の移動
度を得ることができる。表面の平坦性を高めるためには、平坦な表面上に酸化物半導体を
形成することが好ましく、具体的には、平均面粗さ（Ｒａ）が１ｎｍ以下、好ましくは０
．３ｎｍ以下、より好ましくは０．１ｎｍ以下の表面上に形成するとよい。Ｒａは原子間
力顕微鏡（ＡＦＭ：Ａｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）にて評価可能で
ある。
【０１９６】
ただし、本実施の形態で説明するトランジスタ１１１は、ボトムゲート型であるため、ゲ
ート絶縁層２０４の下方には、ゲート電極２０２が存在する。従って、上記平坦な表面を
得るためにゲート電極２０２上にゲート絶縁層２０４を形成した後、少なくともゲート電
極２０２と重畳するゲート絶縁層２０４の表面に対してＣＭＰ処理などの平坦化処理を行
ってもよい。
【０１９７】
また、半導体層２０５としてＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物材料をスパッタリング法で成膜す
る場合、好ましくは、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１、４：２：３、３：１：
２、１：１：２、２：１：３、または３：１：４で示されるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物タ
ーゲットを用いることができる。前述の原子数比を有するＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物ター
ゲットを用いて半導体層２０５を成膜することで、多結晶酸化物半導体またはＣＡＡＣ－
ＯＳが形成されやすくなる。
【０１９８】
また、半導体層２０５となる酸化物半導体の形成前に、減圧下、窒素雰囲気下、希ガス雰
囲気下、または超乾燥エア雰囲気下において、加熱処理を行ってもよい。例えば、窒素雰
囲気下で３５０℃以上４５０℃以下の温度で加熱処理を行ってもよい。例えば、３５０℃
で、１時間の加熱処理を行う。該加熱処理により、ゲート絶縁層２０４表面に付着した水
素、水分、ハイドロカーボンなどの不純物を軽減することができる。なお、該加熱処理後
に基板１０１を大気に曝すことなく、連続して酸化物半導体層を形成することが好ましい
。
【０１９９】
また、ゲート絶縁層２０４の形成から半導体層２０５の形成までの工程は、途中で大気に
曝すことなく連続して行うことが好ましい。ゲート絶縁層２０４と酸化物半導体層を途中
で大気に曝すことなく連続して形成すると、ゲート絶縁層２０４表面に水素、水分、ハイ
ドロカーボンなどの不純物が吸着することを防ぐことができる。すなわち、ゲート絶縁層
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２０４と酸化物半導体層の界面を清浄な状態とすることができるため、半導体装置の信頼
性を向上することが可能となる。
【０２００】
また、半導体層２０５に、過剰な水素（水や水酸基を含む）を除去（脱水化または脱水素
化）するための加熱処理を行ってもよい。加熱処理の温度は、３００℃以上７００℃以下
、または基板の歪点未満とする。加熱処理は減圧下又は窒素雰囲気下、希ガス雰囲気下な
どで行うことができる。
【０２０１】
本実施の形態では、加熱処理装置の一つである電気炉に基板を導入し、半導体層２０５に
対して窒素雰囲気下において３５０℃以上４５０℃以下の温度で１時間の加熱処理を行い
、さらに窒素および酸素雰囲気下において３５０℃以上４５０℃以下の温度で１時間の加
熱処理を行う。例えば、３５０℃で、１時間の加熱処理を行う。
【０２０２】
なお、加熱処理装置は電気炉に限られず、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導または熱
輻射によって、被処理物を加熱する装置を用いてもよい。例えば、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒ
ａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ　Ｔ
ｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅ
ａｌ）装置を用いることができる。ＬＲＴＡ装置は、ハロゲンランプ、メタルハライドラ
ンプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀
ランプなどのランプから発する光（電磁波）の輻射により、被処理物を加熱する装置であ
る。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを用いて加熱処理を行う装置である。高温のガスには、
アルゴンなどの希ガス、または窒素のような、加熱処理によって被処理物と反応しない不
活性気体が用いられる。
【０２０３】
例えば、加熱処理として、６５０℃～７００℃の高温に加熱した不活性ガス中に基板を入
れ、数分間加熱した後、基板を不活性ガス中から出すＧＲＴＡを行ってもよい。
【０２０４】
なお、加熱処理においては、窒素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスに、水
、水素などが含まれないことが好ましい。または、熱処理装置に導入する窒素、またはヘ
リウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上好ましく
は７Ｎ（９９．９９９９９％）以上（即ち不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１
ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。
【０２０５】
また、脱水化又は脱水素化のための加熱処理によって、酸化物半導体を構成する主成分材
料である酸素が同時に脱離して減少してしまうおそれがある。酸化物半導体において、酸
素が脱離した箇所では酸素欠損が存在し、該酸素欠損に起因してトランジスタの電気的特
性変動を招くドナー準位が生じてしまう。
【０２０６】
そこで、加熱処理で半導体層２０５を加熱した後、同じ炉に高純度の酸素ガス、高純度の
一酸化二窒素ガス、又は超乾燥エア（ＣＲＤＳ（キャビティリングダウンレーザー分光法
）方式の露点計を用いて測定した場合の水分量が２０ｐｐｍ（露点換算で－５５℃）以下
、好ましくは１ｐｐｍ以下、より好ましくは１０ｐｐｂ以下の空気）を導入してもよい。
酸素ガスまたは一酸化二窒素ガスに、水、水素などが含まれないことが好ましい。または
、熱処理装置に導入する酸素ガスまたは一酸化二窒素ガスの純度を、６Ｎ以上好ましくは
７Ｎ以上（即ち、酸素ガスまたは一酸化二窒素ガス中の不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ま
しくは０．１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。酸素ガス又は一酸化二窒素ガスの作用
により、脱水化または脱水素化処理による不純物の排除工程によって同時に減少してしま
った酸化物半導体を構成する主成分材料である酸素を供給することによって、半導体層２
０５を高純度化およびｉ型（真性）化することができる。
【０２０７】
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また、脱水化又は脱水素化処理を行った半導体層２０５に、酸素（少なくとも、酸素ラジ
カル、酸素原子、酸素イオン、のいずれかを含む）を導入して膜中に酸素を供給してもよ
い。
【０２０８】
酸素の導入は、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマージョンイオンインプ
ランテーション法、酸素雰囲気下で行うプラズマ処理などを用いることができる。
【０２０９】
また、酸素の導入により、酸化物半導体を構成している元素と水素の間の結合、或いは該
元素と水酸基の間の結合を切断するとともに、これら水素、または水酸基が、酸素と反応
することで水を生成するため、後に行われる加熱処理により、不純物である水素、または
水酸基を、水として、脱離させやすくすることができる。このため、半導体層２０５へ酸
素を導入した後に加熱処理を行い、その後、半導体層２０５へ酸素を導入し、半導体層２
０５を酸素過剰な状態としてもよい。また、上記酸素の導入と加熱処理は、それぞれを交
互に複数回繰り返し行ってもよい。また、酸素の導入と加熱処理を同時に行ってもよい。
【０２１０】
脱水化又は脱水素化処理を行った半導体層２０５に、酸素を導入して層中に酸素を供給す
ることによって、半導体層２０５をｉ型（真性）化することができる。ｉ型（真性）化し
た半導体層２０５を有するトランジスタは、電気特性変動が抑制されており、電気的に安
定である。
【０２１１】
なお、半導体層２０５中の水素濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましく
は１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ
３以下、更に好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが望ましい。
【０２１２】
このように、水素濃度が十分に低減されて高純度化され、十分な酸素の供給により酸素欠
乏に起因するエネルギーギャップ中の欠陥準位が低減された酸化物半導体では、キャリア
密度が１×１０１２／ｃｍ３未満、望ましくは、１×１０１１／ｃｍ３未満、より望まし
くは１．４５×１０１０／ｃｍ３未満となる。例えば、室温（２５℃）でのオフ電流（こ
こでは、単位チャネル幅（１μｍ）あたりの値）は、１００ｚＡ（１ｚＡ（ゼプトアンペ
ア）は１×１０－２１Ａ）以下、望ましくは、１０ｚＡ以下となる。また、８５℃では、
１００ｚＡ（１×１０－１９Ａ）以下、望ましくは１０ｚＡ（１×１０－２０Ａ）以下と
なる。このように、ｉ型化（真性化）または実質的にｉ型化された酸化物半導体を用いる
ことで、極めて優れたオフ電流特性のトランジスタを得ることができる。
【０２１３】
また、ｉ型化（真性化）または実質的にｉ型化された酸化物半導体を有するトランジスタ
は、しきい値電圧やオン電流などの電気的特性に温度依存性がほとんど見られない。また
、光劣化によるトランジスタ特性の変動も少ない。
【０２１４】
このように、高純度化し、また、酸素欠損を低減することによりｉ型（真性）化した酸化
物半導体を有するトランジスタは、電気的特性変動が抑制されており、電気的に安定であ
る。よって安定した電気的特性を有する信頼性の高い液晶表示装置を提供することができ
る。
【０２１５】
次いで、半導体層２０５上に、ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２０６ｂ、および配線
２１６＿ｊとなる導電層を形成する。ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２０６ｂ、およ
び配線２１６＿ｊに用いる導電層は、ゲート電極２０２と同様の材料および方法で形成す
ることができる。また、ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２０６ｂ、および配線２１６
＿ｊに用いる導電層として、導電性の金属酸化物で形成しても良い。導電性の金属酸化物
としては酸化インジウム、酸化錫、酸化亜鉛、インジウム錫酸化物（ＩＴＯと略記する）
、インジウム亜鉛酸化物またはこれらの金属酸化物材料に酸化シリコンを含ませたものを
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用いることができる。
【０２１６】
本実施の形態では、導電層としてスパッタリング法により膜厚１００ｎｍのチタン、膜厚
４００ｎｍのアルミニウム、膜厚１００ｎｍのチタンの積層を形成する。その後、第２の
フォトリソグラフィ工程により、ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２０６ｂ、および配
線２１６＿ｊを形成する（図９（Ｃ）参照。）。
【０２１７】
なお、導電層のエッチングは、ゲート電極２０２の形成と同様の方法で行うことができる
。本実施の形態では、第１のエッチング条件でチタンとアルミニウムの２層をエッチング
した後、第２のエッチング条件で残りのチタン膜単層を除去する。なお、第１のエッチン
グ条件は、エッチングガス（ＢＣｌ３：Ｃｌ２＝７５０ｓｃｃｍ：１５０ｓｃｃｍ）を用
い、バイアス電力を１５００Ｗとし、ＩＣＰ電源電力を０Ｗとし、圧力を２．０Ｐａとす
る。第２のエッチング条件は、エッチングガス（ＢＣｌ３：Ｃｌ２＝７００ｓｃｃｍ：１
００ｓｃｃｍ）を用い、バイアス電力を７５０Ｗとし、ＩＣＰ電源電力を０Ｗとし、圧力
を２．０Ｐａとする。
【０２１８】
この時、ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２０６ｂ、および配線２１６＿ｊの形成によ
り露出した半導体層２０５の表面には、導電層を構成する元素や、処理室内に存在する元
素、エッチングに用いたエッチングガスまたはエッチング液を構成する元素が不純物とし
て付着する場合がある。
【０２１９】
不純物が付着すると、トランジスタのオフ電流の増加、或いはトランジスタの電気的特性
の劣化がもたらされやすい。また、半導体層２０５に寄生チャネルが生じやすくなり、電
気的に分離されるべき電極や配線が半導体層２０５を介して電気的に接続されやすくなる
。
【０２２０】
また、不純物によっては、半導体層２０５内の表面近傍や側面近傍に混入し、半導体層２
０５中の酸素を引き抜いてしまい、半導体層２０５の表面近傍や側面近傍に酸素欠損が形
成されることがある。例えば、上述したエッチングガスに含まれる塩素やボロンや、処理
室の構成材料であるアルミニウムは、半導体層２０５が低抵抗化（ｎ型化）する要因の一
つとなりうる。
【０２２１】
そこで、本発明の一態様では、ソース電極２０６ａおよびドレイン電極２０６ｂを形成す
るためのエッチングが終了した後、半導体層２０５の表面や側面に付着した不純物を除去
するための洗浄処理（不純物除去処理）を行う。
【０２２２】
不純物除去処理は、プラズマ処理、または溶液による処理によって行うことができる。プ
ラズマ処理としては、酸素プラズマ処理または一酸化二窒素プラズマ処理などを用いるこ
とができる。また、プラズマ処理として希ガス（代表的にはアルゴン）を用いてもよい。
【０２２３】
また、溶液による洗浄処理としては、ＴＭＡＨ溶液などのアルカリ性の溶液、水、希フッ
酸などの酸性の溶液を用いて行うことができる。例えば、希フッ酸を用いる場合、５０重
量％フッ酸を、水で１／１０２乃至１／１０５程度、好ましくは１／１０３乃至１／１０
５程度に希釈した希フッ酸を使用する。すなわち、濃度が０．５重量％乃至５×１０－４

重量％の希フッ酸、好ましくは５×１０－２重量％乃至５×１０－４重量％の希フッ酸を
洗浄処理に用いることが望ましい。洗浄処理により、半導体層２０５の表面に付着した上
記不純物を除去することができる。
【０２２４】
また、希フッ酸溶液を用いて不純物除去処理を行うと、半導体層２０５の表面をエッチン
グすることができる。すなわち、半導体層２０５の表面に付着した不純物や、半導体層２
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０５内の表面近傍に混入した不純物を、半導体層２０５の一部とともに除去することがで
きる。これにより、半導体層２０５の、ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２０６ｂおよ
び配線２１６＿ｊと重畳する領域の膜厚が、重畳しない領域の膜厚より大きくなる場合が
ある。例えば、１／１０３希釈フッ酸（０．０５重量％フッ酸）で、ＩＧＺＯ膜を処理す
ると、１秒あたり１～３ｎｍ膜厚が減少し、２／１０５希釈フッ酸（０．００２５重量％
フッ酸）で、ＩＧＺＯ膜を処理すると、１秒あたり０．１ｎｍ程度膜厚が減少する。
【０２２５】
不純物除去処理を行うことで、ＳＩＭＳを用いた分析により得られる濃度のピーク値にお
いて、半導体層表面における塩素濃度を１×１０１９／ｃｍ３以下（好ましくは５×１０
１８／ｃｍ３以下、さらに好ましくは１×１０１８／ｃｍ３以下）とすることができる。
また、半導体層表面におけるボロン濃度を１×１０１９／ｃｍ３以下（好ましくは５×１
０１８／ｃｍ３以下、さらに好ましくは１×１０１８／ｃｍ３以下）とすることができる
。また、半導体層表面におけるアルミニウム濃度を１×１０１９／ｃｍ３以下（好ましく
は５×１０１８／ｃｍ３以下、さらに好ましくは１×１０１８／ｃｍ３以下）とすること
ができる。
【０２２６】
不純物除去処理を行うことで、安定した電気特性を有する信頼性の高いトランジスタを実
現することができる。
【０２２７】
次いで、ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２０６ｂ、および配線２１６＿ｊ上に層２０
７を形成する（図１０（Ａ）参照。）。層２０７は、保護層として機能し、ゲート絶縁層
２０４または下地層２０１と同様の材料および方法で形成することができる。また、半導
体層２０５に酸化物半導体を用いる場合、層２０７は、半導体層２０５と接する部分にお
いて酸素を含むことが好ましい。特に、層２０７は、層中（バルク中）に少なくとも化学
量論比を超える量の酸素が存在することが好ましい。
【０２２８】
また、層２０７形成前に、酸素プラズマ処理または一酸化二窒素プラズマ処理などを行い
、表面に付着した水分や有機物を除去することが好ましい。層２０７は、酸素プラズマ処
理または一酸化二窒素プラズマ処理などを行った後、大気に曝すことなく連続して形成す
ることが好ましい。
【０２２９】
また、層２０７として、ＩｎまたはＺｎの少なくとも一方を含む酸化物絶縁材料、または
、半導体層２０５よりも絶縁性の高い酸化物半導体材料を用いることができる。
【０２３０】
例えば、層２０７として、元素Ｍを含む化学式ＩｎＭＺｎＯＸ（Ｘ＞０）で表記されるＩ
ｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物を用いることができる。この時、元素Ｍとして、層２０７の絶縁性
が半導体層２０５よりも高くなるような元素を適用する。例えば、元素Ｍとして４Ａ族元
素であるチタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）や、３Ａ族元素で
あるセリウム（Ｃｅ）、４Ｂ族元素であるゲルマニウム（Ｇｅ）などの４価のイオンとな
る金属元素を適用することができる。
【０２３１】
４価の金属元素は３価の金属元素（例えば、Ｇａなど）よりも結合手が一本多く、３価の
金属元素よりも酸素との結合力が強いため、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物の絶縁性を高めるこ
とができる。例えば、元素ＭとしてＺｒを用いたＩｎ－Ｚｒ－Ｚｎ系酸化物のエネルギー
ギャップは、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物のエネルギーギャップ（約３．２ｅＶ）よりも大
きく、Ｉｎ－Ｚｒ－Ｚｎ系酸化物はＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物よりも絶縁性が高いといえ
る。
【０２３２】
なお、絶縁性を高める元素であれば、３Ａ族元素を用いることも可能である。そのような
元素の一例としては、イットリウム（Ｙ）が挙げられる。イットリウムはＧａよりも電気
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陰性度が小さいため、酸化物半導体中での酸素との結合をより強くすることができる。
【０２３３】
なお、本明細書において、「エネルギーギャップ」という用語は、「バンドギャップ」や
、「禁制帯幅」と同じ意味で用いている。また、バンドギャップの値は、材料の単膜のエ
リプソで測定して得られる値を用いる。
【０２３４】
また、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物中の元素Ｍの含有量は、Ｉｎの含有量の０．３倍以上１．
３倍未満である。また、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物中の元素Ｍの含有量は、Ｚｎの含有量の
０．３倍以上１．３倍未満である。元素Ｍに対して相対的にＩｎまたはＺｎの数を減らす
と、絶縁性を高めることができる。
【０２３５】
具体的には、元素Ｍを含ませた金属酸化物材料をスパッタリング法で形成する場合、好ま
しくは原子数比がＩｎ：Ｍ：Ｚｎ＝１：１：１、３：１：３、３：２：４、２：１：３、
４：５：４、または４：２：３で示される金属酸化物ターゲットを用いる。
【０２３６】
また、層２０７として、Ｉｎ－Ｍ１－Ｍ２－Ｚｎ系酸化物を適用してもよい。具体的には
、上記材料において、元素Ｍ１は３価のイオンとなる金属元素であり、その一部を元素Ｍ

２として４価のイオンとなる金属元素で置き換える。４価の金属元素は３価の金属元素よ
りも結合手が一本多いので、元素Ｍ１を元素Ｍ２に置換することで酸素との結合力を高め
、酸素欠損が形成されることを抑える。すなわち、元素Ｍ１に対する元素Ｍ２の比率を高
めることで、上記材料の絶縁性を高めることができる。
【０２３７】
元素Ｍ１としては、３Ｂ族元素であるガリウム（Ｇａ）などが挙げられる。元素Ｍ２とし
ては、４Ａ族元素であるチタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）や
、３Ａ族元素であるセリウム（Ｃｅ）、４Ｂ族元素であるゲルマニウム（Ｇｅ）などが挙
げられる。なお、上記材料は、非単結晶である。
【０２３８】
なお、絶縁性を高める元素であれば、元素Ｍ２として３価の金属元素を用いることも可能
である。そのような元素の一例としては、３Ａ族元素であるイットリウム（Ｙ）が挙げら
れる。イットリウムはＧａよりも電気陰性度が小さいため、酸化物半導体中での酸素との
結合を強くし、絶縁性を高めることができる。
【０２３９】
また、上記材料において、構成元素以外の重金属不純物はほとんど含まれず、上記材料の
純度は３Ｎ、好ましくは４Ｎ以上である。
【０２４０】
本実施の形態では、層２０７としてＩｎ：Ｚｒ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：０．０５：０．９５：
２のターゲットを用いて、スパッタリング法により、Ｉｎ－Ｍ１－Ｍ２－Ｚｎ系酸化物を
形成する。
【０２４１】
Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物や、Ｉｎ－Ｍ１－Ｍ２－Ｚｎ系酸化物は、半導体層２０５との界
面の状態を良好に保つことができ、トランジスタの特性を良好なものとすることができる
。また、層２０７に半導体層２０５よりも絶縁性の高い酸化物半導体を用いることで、寄
生チャネルが生じることなく、絶縁層のチャージアップによるしきい値電圧の変動を抑え
ることができる。半導体層２０５よりも絶縁性の高い酸化物半導体としては、上記化学式
で表記される材料を適用することができる。
【０２４２】
また、半導体層２０５の上層または下層に、半導体層２０５よりも絶縁性の高い酸化物半
導体を用いることで、寄生チャネルが生じることなく、絶縁層のチャージアップによるし
きい値電圧の変動を抑えることができる。従って、静電気などによるトランジスタの特性
劣化や破損を防ぐことができるため、半導体装置を歩留まりよく作製することができ、半
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導体装置の生産性を向上させることができる。また、半導体装置の信頼性を向上させるこ
とができる。半導体層２０５よりも絶縁性の高い酸化物半導体としては、上記化学式で表
記される材料を適用することができる。
【０２４３】
また、例えばゲート絶縁層２０４をゲート絶縁層２０４ａとゲート絶縁層２０４ｂの積層
構造とし（図示せず）、ゲート絶縁層２０４ａとゲート絶縁層２０４ｂのどちらか一方を
、下地層２０１またはゲート絶縁層２０４と同様の材料および方法で形成し、ゲート絶縁
層２０４ａとゲート絶縁層２０４ｂの他方を、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物、またはＩｎ－Ｍ

１－Ｍ２－Ｚｎ系酸化物を用いて形成してもよい。
【０２４４】
また、半導体層２０５より上層と、半導体層２０５より下層に、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物
、またはＩｎ－Ｍ１－Ｍ２－Ｚｎ系酸化物を用いた層を形成することで、半導体装置の信
頼性をさらに向上させることができる。
【０２４５】
また、層２０７形成後に、酸素（少なくとも、酸素ラジカル、酸素原子、酸素イオン、の
いずれかを含む）を導入して膜中に酸素を供給してもよい。酸素の導入は、層２０７に直
接導入してもよいし、他の層を介して導入してもよい。酸素を他の層を通過して導入する
場合は、イオン注入法、イオンドーピング法、プラズマイマージョンイオンインプランテ
ーション法などを用いてもよい。また、層２０７へ直接酸素を導入する場合は、上記の方
法に加えて酸素雰囲気下で行うプラズマ処理なども用いることができる。
【０２４６】
酸素の導入により、層２０７を構成している元素と水素の間の結合、或いは該元素と水酸
基の間の結合を切断するとともに、これら水素、または水酸基が、酸素と反応することで
水を生成するため、酸素の導入後に加熱処理を行うことで、不純物である水素、または水
酸基を、水として、脱離させやすくすることができる。すなわち、層２０７中の不純物濃
度をさらに低減することができる。このため、層２０７へ酸素を導入した後に加熱処理を
行ってもよい。その後、さらに層２０７に酸素を導入し、層２０７を酸素過剰な状態とし
てもよい。また、上記酸素の導入と加熱処理は、それぞれを交互に複数回繰り返しおこな
ってもよい。また、酸素の導入と加熱処理を同時に行ってもよい。
【０２４７】
なお、層２０７中の水素濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは１×
１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下
、更に好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが望ましい。
【０２４８】
また、層２０７形成前に、酸素プラズマ処理または一酸化二窒素プラズマ処理などを行い
、表面に付着した水分や有機物を除去することが好ましい。層２０７は、酸素プラズマ処
理または一酸化二窒素プラズマ処理などを行った後、大気に曝すことなく連続して形成す
ることが好ましい。
【０２４９】
層２０７の形成後、窒素雰囲気下、希ガス雰囲気下、酸素雰囲気下、窒素と酸素、または
希ガスと酸素の混合ガス雰囲気下で加熱処理を行ってもよい。本実施の形態では、窒素と
酸素の混合ガス窒素雰囲気下３００℃で１時間の加熱処理を行う。
【０２５０】
次いで、第３のフォトリソグラフィ工程により、レジストマスクを形成し、ドレイン電極
２０６ｂ上の層２０７の一部を選択的に除去し、コンタクトホール２０８を形成する。ま
た、断面Ｋ１－Ｋ２における配線２１６＿ｊ上の層２０７の一部を選択的に除去し、コン
タクトホール２２０を形成する。また、断面Ｊ１－Ｊ２における配線２１２＿ｉ上では、
層２０７、半導体層２０５、およびゲート絶縁層２０４の一部を選択的に除去し、コンタ
クトホール２１９を形成する。（図１０（Ｂ）参照。）。なお、図示していないが、第３
のフォトリソグラフィ工程において、溝部２３０もコンタクトホール２１９と同様に形成
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する。このため、溝部２３０の側面は、層２０７、半導体層２０５、およびゲート絶縁層
２０４の側面が露出している。
【０２５１】
層２０７、半導体層２０５、およびゲート絶縁層２０４のエッチングは、ドライエッチン
グでもウェットエッチングでもよく、両方を用いてもよい。ドライエッチングに用いるエ
ッチングガスとしては、塩素を含むガス（塩素系ガス、例えば塩素（Ｃｌ２）、三塩化硼
素（ＢＣｌ３）、四塩化珪素（ＳｉＣｌ４）、四塩化炭素（ＣＣｌ４）など）を用いるこ
とができる。
【０２５２】
ドライエッチングとしては、平行平板型ＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉ
ｎｇ）法や、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：誘導結
合型プラズマ）エッチング法を用いることができる。また、下地層２０１は基板２００か
らの不純物元素の拡散を防止する機能を有するため、上記エッチングに際して、下地層２
０１が極力エッチングされることのないように、エッチング条件を調整することが好まし
い。
【０２５３】
一般に、半導体層のエッチングとコンタクトホールの形成は、異なるフォトリソグラフィ
工程により別々に実施されるが、本実施の形態に示す作製工程によれば、一回のフォトリ
ソグラフィ工程により、同時に実施することが可能となる。よって、フォトマスクの削減
のみならず、フォトリソグラフィ工程そのものを削減することができる。すなわち、少な
いフォトリソグラフィ工程により、低コストで、生産性よく液晶表示装置を作製すること
ができる。
【０２５４】
また、本実施の形態に示す作製工程によれば、半導体層２０５のチャネル形成領域にフォ
トレジストが直接形成されることがない。特に、半導体層２０５として酸化物半導体を用
いる場合、半導体層２０５のチャネル形成領域が層２０７で保護されるため、その後のフ
ォトレジストの剥離洗浄工程においても、半導体層２０５のチャネル形成領域に水分が付
着することがないため、トランジスタ１１１の特性バラツキが低減され、信頼性が向上す
る。
【０２５５】
次いで、層２０７上に、スパッタリング法、真空蒸着法などを用いて、画素電極２１０、
電極２２１、および電極２２２となる透光性を有する導電層（透明導電層ともいう）を３
０ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下の厚さで形成する（
図１０（Ｃ）参照。）。
【０２５６】
透光性を有する導電層としては、酸化タングステンを含むインジウム酸化物、酸化タング
ステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを
含むインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物（以下、ＩＴＯと示す）、インジウム亜鉛
酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの透光性を有する導電性材料を用
いることができる。また、１枚乃至１０枚のグラフェンシートよりなる材料を用いてもよ
い。
【０２５７】
また、本実施の形態では透過型の液晶表示装置の画素部の作製方法について例示したが、
透過型に限らず、反射型や半透過型の液晶表示装置の画素部にも適用することができる。
反射型の液晶表示装置の画素部を得る場合は、画素電極として光反射率の高い導電層（反
射導電層ともいう）、例えば、アルミニウム、チタン、銀、ロジウム、ニッケルなどの可
視光の反射率が高い金属、或いは、これら金属の少なくとも１つを含む合金、またはそれ
らの積層を用いればよい。半透過型の液晶表示装置の画素部を得る場合は、一つの画素電
極を、透明導電層と反射導電層とで形成し、透過部分と反射部分とを設ける。
【０２５８】
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本実施の形態では、透光性を有する導電層として厚さ８０ｎｍのＩＴＯ層を形成し、第４
のフォトリソグラフィ工程により、レジストマスクを形成し、透光性を有する導電層を選
択的にエッチングして、画素電極２１０、電極２２１、および電極２２２を形成する。
【０２５９】
画素電極２１０は、コンタクトホール２０８を介してドレイン電極２０６ｂに電気的に接
続される。また、電極２２１はコンタクトホール２１９を介して配線２１２＿ｉに電気的
に接続される。また、電極２２２はコンタクトホール２２０を介して配線２１６＿ｊに電
気的に接続される。
【０２６０】
また、端子部１０３および端子部１０４に形成されるコンタクトホール２１９およびコン
タクトホール２２０において、配線２１２＿ｉおよび配線２１６＿ｊを露出した状態のま
まとせず、ＩＴＯなどの導電性酸化物材料で覆うことは重要である。配線２１２＿ｉおよ
び配線２１６＿ｊは金属層であるため、配線２１２＿ｉおよび配線２１６＿ｊを露出した
状態のままとすると、露出表面が酸化され、ＦＰＣ等との接触抵抗が増大する。接触抵抗
の増大は、外部から入力される信号の遅延や波形のなまりを生じ、外部からの信号が正確
に伝達されず、半導体装置の信頼性が低下してしまう。配線２１２＿ｉおよび配線２１６
＿ｊの露出表面を、ＩＴＯなどの導電性酸化物材料で覆うことにより、接触抵抗の増大を
防ぎ、半導体装置の信頼性を向上させることができる。
【０２６１】
本実施の形態によれば、従来よりも少ないフォトリソグラフィ工程により半導体装置を作
製することが可能となる。よって、低コストで、生産性の良い液晶表示装置を作製するこ
とができる。また、本実施の形態によれば、電気的特性の劣化が少ない信頼性に優れた半
導体装置を作製することが可能となる。よって、信頼性に優れた液晶表示装置を作製する
ことができる。
【０２６２】
本実施の形態では、ボトムゲート構造のトランジスタを例として説明したが、トップゲー
ト構造のトランジスタに適用することも可能である。
【０２６３】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０２６４】
（実施の形態２）
実施の形態１に示した半導体装置を用いた液晶表示装置の一形態を図１１に示す。
【０２６５】
図１１（Ａ）は、トランジスタ４０１０、および液晶素子４０１３を、第１の基板４００
１と第２の基板４００６との間にシール材４００５によって封止したパネルの平面図であ
り、図１１（Ｂ）は、図１１（Ａ）のＭ１－Ｍ２における断面図に相当する。また、第１
の基板４００１上に、溝部４０４０が設けられている。
【０２６６】
第１の基板４００１上に設けられた画素部４００２を囲むようにして、シール材４００５
が設けられ、画素部４００２上に第２の基板４００６が設けられている。よって画素部４
００２は、第１の基板４００１とシール材４００５と第２の基板４００６とによって、液
晶層４００８と共に封止されている。
【０２６７】
また、第１の基板４００１上のシール材４００５によって囲まれている領域より外側の領
域に、入力端子４０２０を有し、ＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃ
ｕｉｔ）４０１８ａ、ＦＰＣ４０１８ｂが接続されている。ＦＰＣ４０１８ａは、別途異
なる基板に作製された信号線駆動回路４００３と電気的に接続され、ＦＰＣ４０１８ｂは
、別途異なる基板に作製された走査線駆動回路４００４と電気的に接続されている。画素
部４００２に与えられる各種信号および電位は、ＦＰＣ４０１８ａおよびＦＰＣ４０１８
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ｂを介して、信号線駆動回路４００３および走査線駆動回路４００４から供給される。
【０２６８】
なお、別途異なる基板に作製された駆動回路の接続方法は、特に限定されるものではなく
、ＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）、ワイヤボンディング、ＴＣＰ（Ｔａｐｅ　Ｃ
ａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）などを用いることができる。
【０２６９】
また、図示していないが、信号線駆動回路４００３または走査線駆動回路４００４は、本
明細書で開示するトランジスタを用いて、基板４００１上に形成してもよい。
【０２７０】
表示装置に設けられる表示素子としては液晶素子（液晶表示素子ともいう）を用いること
ができる。また、電子インクなど、電気的作用によりコントラストが変化する表示媒体も
適用することができる。
【０２７１】
図１１に示す表示装置は、電極４０１６および配線４０１５を有しており、電極４０１６
および配線４０１５はＦＰＣ４０１８ａが有する端子と異方性導電層４０１９を介して、
電気的に接続されている。
【０２７２】
電極４０１６は、第１の電極４０３０と同じ導電層から形成され、配線４０１５は、トラ
ンジスタ４０１０のソース電極およびドレイン電極と同じ導電層で形成されている。
【０２７３】
本実施の形態では、トランジスタ４０１０として、実施の形態１で示したトランジスタを
適用することができる。画素部４００２に設けられたトランジスタ４０１０は表示素子と
電気的に接続し、表示パネルを構成する。表示素子は表示を行うことがでれば特に限定さ
れず、様々な表示素子を用いることができる。
【０２７４】
図１１は、表示素子として液晶素子を用いた表示装置の例を示している。図１１において
、表示素子である液晶素子４０１３は、第１の電極４０３０、第２の電極４０３１、およ
び液晶層４００８を含む。なお、液晶層４００８を挟持するように配向膜として機能する
絶縁層４０３２、絶縁層４０３３が設けられている。なお、配向膜として機能する絶縁層
４０３２は、溝部４０４０上にも設けられている。第２の電極４０３１は第２の基板４０
０６側に設けられ、第１の電極４０３０と第２の電極４０３１とは液晶層４００８を介し
て積層する構成となっている。
【０２７５】
また、スペーサー４０３５は、第２の基板４００６上に絶縁層で形成された柱状のスペー
サーであり、液晶層４００８の膜厚（セルギャップ）を制御するために設けられている。
なお球状のスペーサーを用いても良い。
【０２７６】
表示素子として、液晶素子を用いる場合、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子液
晶、高分子分散型液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶等を用いることができる。これら
の液晶材料は、条件により、コレステリック相、スメクチック相、キュービック相、カイ
ラルネマチック相、等方相等を示す。
【０２７７】
また、配向膜が不要であるブルー相を示す液晶を用いてもよい。ブルー相は液晶相の一つ
であり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する
直前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改
善するために５重量％以上のカイラル剤を混合させた液晶組成物を用いて液晶層に用いる
。ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が１ｍｓｅｃ以下と
短く、光学的等方性であるため配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。また配向
膜を設けなくてもよいのでラビング処理も不要となるため、ラビング処理によって引き起
こされる静電破壊を防止することができ、作製工程中の液晶表示装置の不良や破損を軽減
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することができる。よって液晶表示装置の生産性を向上させることが可能となる。
【０２７８】
また、液晶材料の固有抵抗率は、１×１０９Ω・ｃｍ以上であり、好ましくは１×１０１

１Ω・ｃｍ以上であり、さらに好ましくは１×１０１２Ω・ｃｍ以上である。なお、本明
細書における固有抵抗率の値は、２０℃で測定した値とする。
【０２７９】
液晶表示装置に設けられる保持容量の大きさは、画素部に配置されるトランジスタのリー
ク電流等を考慮して、所定の期間の間電荷を保持できるように設定される。上記実施の形
態で開示した、チャネルが形成される半導体層に、ｉ型化（真性化）または実質的にｉ型
化された酸化物半導体を用いたトランジスタを用いると、保持容量の大きさ（容量値）を
、各画素における液晶容量の１／３以下、好ましくは１／５以下とすることができる。
【０２８０】
上記実施の形態で開示した酸化物半導体をチャネルが形成される半導体層に用いたトラン
ジスタは、オフ状態における電流値（オフ電流値）を低くすることができる。よって、画
像信号等の電気信号の保持時間を長くすることができ、電源オン状態では書き込み間隔も
長く設定できる。よって、リフレッシュ動作の頻度を少なくすることができるため、消費
電力を抑制する効果を奏する。また、チャネルが形成される半導体層にｉ型化（真性化）
または実質的にｉ型化された酸化物半導体を用いたトランジスタは、保持容量を設けなく
ても、液晶素子に印加された電位の保持が可能となる。
【０２８１】
さらに、チャネルが形成される半導体層の上層または下層に、該半導体層よりも絶縁性の
高い酸化物半導体材料を用いることで、寄生チャネルが生じることなく、絶縁層のチャー
ジアップによるしきい値電圧の変動を抑えることができる。従って、表示品位の優れた液
晶表示装置を提供することが可能となる。
【０２８２】
また、チャネルが形成される半導体層に接する層を、該半導体層よりも絶縁性の高い酸化
物半導体で形成することで、両層の界面の状態を良好に保つことができる。従って、安定
した電気特性を有する信頼性の高い液晶表示装置を提供することが可能となる。
【０２８３】
また、チャネルが形成される半導体層に酸化物半導体を用いたトランジスタは、比較的高
い電界効果移動度が得られるため、液晶表示装置の高速駆動が可能である。よって、液晶
表示装置の画素部に上記トランジスタを用いることで、垂直同期周波数を通常の１．５倍
好ましくは２倍以上にすることで動画表示時に問題となる残像現象や動画のぼけなどを軽
減する、所謂、倍速駆動と呼ばれる駆動技術の適用が容易となる。よって、表示品位のよ
い液晶表示装置を提供することができる。
【０２８４】
また、上記トランジスタは、同一基板上に駆動回路部または画素部に作り分けて作製する
こともできるため、液晶表示装置の部品点数を削減することができる。よって、液晶表示
装置の生産性を向上させることができる。
【０２８５】
液晶表示装置には、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐ
ｌａｎｅ－Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔ
ｃｈｉｎｇ）モード、ＡＳＭ（Ａｘｉａｌｌｙ　Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　ａｌｉｇｎｅｄ　
Ｍｉｃｒｏ－ｃｅｌｌ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂ
ｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）モード、ＦＬＣ（Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉ
ｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード、ＡＦＬＣ（ＡｎｔｉＦｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モードなどを用いることができる。
【０２８６】
また、ノーマリーブラック型の液晶表示装置、例えば垂直配向（ＶＡ：Ｖｅｒｔｉｃａｌ
　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードを採用した透過型の液晶表示装置としてもよい。ここで、
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垂直配向モードとは、液晶表示パネルの液晶分子の配列を制御する方式の一種であり、電
圧が印加されていないときにパネル面に対して液晶分子が垂直方向を向く方式である。垂
直配向モードとしては、いくつか挙げられるが、例えば、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－Ｄｏｍａ
ｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード、ＰＶＡ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　
Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード、ＡＳＶ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｕｐｅ
ｒ－Ｖｉｅｗ）モードなどを用いることができる。また、画素（ピクセル）をいくつかの
領域（サブピクセル）に分け、それぞれ別の方向に分子を倒すよう工夫されているマルチ
ドメイン化あるいはマルチドメイン設計といわれる方法を用いることができる。
【０２８７】
また、液晶表示装置において、ブラックマトリクス（遮光層）、偏光部材、位相差部材、
反射防止部材などの光学部材（光学基板）などは適宜設ける。例えば、偏光基板および位
相差基板による円偏光を用いてもよい。また、光源としてバックライト、サイドライトな
どを用いてもよい。
【０２８８】
また、バックライトとして複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いて、時間分割表示方式
（フィールドシーケンシャル駆動方式）を行うことも可能である。フィールドシーケンシ
ャル駆動方式を適用することで、カラーフィルタを用いることなく、カラー表示を行うこ
とができる。
【０２８９】
また、画素部における表示方式は、プログレッシブ方式やインターレース方式等を用いる
ことができる。また、カラー表示する際に画素で制御する色要素としては、ＲＧＢ（Ｒは
赤、Ｇは緑、Ｂは青を表す）の三色に限定されない。例えば、ＲＧＢＷ（Ｗは白を表す）
、又はＲＧＢに、イエロー、シアン、マゼンタ等を一色以上追加したものがある。なお、
色要素のドット毎にその表示領域の大きさが異なっていてもよい。ただし、本発明はカラ
ー表示の液晶表示装置に限定されるものではなく、モノクロ表示の液晶表示装置に適用す
ることもできる。
【０２９０】
なお、図１１において、第１の基板４００１、第２の基板４００６としては、ガラス基板
の他、可撓性を有する基板も用いることができ、例えば透光性を有するプラスチック基板
などを用いることができる。プラスチックとしては、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒｇｌａｓｓ－Ｒ
ｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）板、ＰＶＦ（ポリビニルフルオライド）フィル
ム、ポリエステルフィルムまたはアクリル樹脂フィルムを用いることができる。また、ア
ルミニウムホイルをＰＶＦフィルムやポリエステルフィルムで挟んだ構造のシートを用い
ることもできる。
【０２９１】
透過型の液晶表示装置は、光源又は表示素子からの光を透過させて表示を行う。よって光
が透過する画素部に設けられる基板、絶縁層、導電層などの薄膜はすべて可視光の波長領
域の光に対して透光性とすることが好ましい。
【０２９２】
表示素子に電圧を印加する第１の電極および第２の電極（画素電極、共通電極、対向電極
などともいう）においては、取り出す光の方向、電極が設けられる場所、および電極のパ
ターン構造によって透光性、反射性を選択すればよい。
【０２９３】
第１の電極４０３０、第２の電極４０３１は、酸化タングステンを含むインジウム酸化物
、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、
酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物（以下、ＩＴＯと示す。）、
インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの透光性を有する
導電性材料を用いることができる。また、１枚乃至１０枚のグラフェンシートよりなる材
料を用いてもよい。
【０２９４】
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また、第１の電極４０３０、第２の電極４０３１のいずれか一方はタングステン（Ｗ）、
モリブデン（Ｍｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、バナジウム（Ｖ）、
ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎ
ｉ）、チタン（Ｔｉ）、白金（Ｐｔ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）
等の金属、又はその合金、若しくはその窒化物から一つ、又は複数種を用いて形成するこ
とができる。
【０２９５】
また、第１の電極４０３０、第２の電極４０３１として、導電性高分子（導電性ポリマー
ともいう）を含む導電性組成物を用いて形成することができる。導電性高分子としては、
いわゆるπ電子共役系導電性高分子を用いることができる。例えば、ポリアニリンまたは
その誘導体、ポリピロールまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはその誘導体、若しく
はアニリン、ピロールおよびチオフェンの２種以上からなる共重合体またはその誘導体な
どがあげられる。
【０２９６】
また、トランジスタは静電気などにより破壊されやすいため、保護回路を設けることが好
ましい。保護回路は、非線形素子を用いて構成することが好ましい。
【０２９７】
以上のように上記実施の形態で例示したトランジスタを適用することで、信頼性の高い液
晶表示装置を提供することができる。なお、上記実施の形態で例示したトランジスタは表
示機能を有する半導体装置のみでなく、電源回路に搭載されるパワーデバイス、ＬＳＩ等
の半導体集積回路、対象物の情報を読み取るイメージセンサ機能を有する半導体装置など
様々な機能を有する半導体装置に適用することが可能である。
【０２９８】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０２９９】
（実施の形態３）
本実施の形態では、フォトマスク数およびフォトリソグラフィ工程数を削減した半導体装
置の一例として、アクティブマトリクス型のＥＬ表示装置に用いることが可能な半導体装
置およびその作製方法の一例について、図１２乃至図１９を用いて説明する。
【０３００】
図１７（Ａ）を用いて、ＥＬ表示装置に用いることが可能な半導体装置１５０の構成例を
説明する。半導体装置１５０は、基板１０１上に画素領域１０２と、ｍ個（ｍは１以上の
整数）の端子１０５＿１～１０５＿ｍおよび端子１０７を有する端子部１０３と、ｎ個（
ｎは１以上の整数）の端子１０６＿１～１０６＿ｎおよび端子１０８を有する端子部１０
４を有している。また、半導体装置１５０は、端子部１０３に電気的に接続するｍ本の配
線２１２＿１～２１２＿ｍと、配線２２４、端子部１０４に電気的に接続するｎ本の配線
２１６＿１～２１６＿ｎと、配線２１７を有している。また、画素領域１０２は、縦ｍ個
（行）×横ｎ個（列）のマトリクス状に配置された複数の画素１６０を有している。ｉ行
ｊ列の画素１６０（ｉ、ｊ）（ｉは１以上ｍ以下の整数、ｊは１以上ｎ以下の整数）は、
配線２１２＿ｉ、配線２１６＿ｊにそれぞれ電気的に接続されている。また、各画素は、
陽極または陰極の一方の電位が供給される配線として機能する配線２２４と、陽極または
陰極の他方の電位が供給される配線として機能する配線２１７に電気的に接続され、配線
２２４は端子１０７と電気的に接続され、配線２１７は端子１０８と電気的に接続されて
いる。また、配線２１２＿ｉは端子１０５＿ｉと電気的に接続され、配線２１６＿ｊは端
子１０６＿ｊと電気的に接続されている。
【０３０１】
端子部１０３および端子部１０４は外部入力端子であり、外部に設けられた制御回路とＦ
ＰＣ等を用いて接続される。外部に設けられた制御回路から供給される信号は、端子部１
０３および端子部１０４を介して半導体装置１５０に入力される。図１７（Ａ）では、端
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子部１０３を画素領域１０２の左右外側に形成し、２カ所から信号を入力する構成を示し
ている。また、端子部１０４を画素領域１０２の上下外側に形成し、２カ所から信号を入
力する構成を示している。２カ所から信号を入力することにより、信号の供給能力が高ま
るため、半導体装置１５０の高速動作が容易となる。また、半導体装置１５０の大型化や
高精細化に伴う配線抵抗の増大による信号遅延の影響を軽減することができる。また、半
導体装置１５０に冗長性を持たせることが可能となるため、半導体装置１５０の信頼性を
向上させることができる。なお、図１７（Ａ）では端子部１０３および端子部１０４をそ
れぞれ２カ所設ける構成としているが、それぞれ１カ所設ける構成としても構わない。
【０３０２】
図１７（Ｂ）は、画素１６０の回路構成を示している。画素１６０は、トランジスタ１１
１と、トランジスタ１２１と、ＥＬ素子１１６と、容量素子１１３を有している。トラン
ジスタ１１１のゲート電極は配線２１２＿ｉに電気的に接続され、トランジスタ１１１の
ソース電極またはドレイン電極の一方は配線２１６＿ｊに電気的に接続されている。また
、トランジスタ１１１のソース電極またはドレイン電極の他方は、トランジスタ１２１の
ゲート電極と容量素子１１３の一方の電極が電気的に接続されたノード１１５に電気的に
接続されている。また、トランジスタ１２１のソース電極またはドレイン電極の一方はＥ
Ｌ素子１１６の一方の電極と電気的に接続され、ソース電極またはドレイン電極の他方は
容量素子１１３の他方の電極と配線２１７に電気的に接続されている。また、ＥＬ素子１
１６の他方の電極は、配線２２４に電気的に接続されている。配線２１７と配線２２４の
電位差は、トランジスタ１２１のしきい値電圧と、ＥＬ素子１１６のしきい値電圧の合計
電圧よりも大きくなるように設定する。
【０３０３】
トランジスタ１１１は、トランジスタ１２１のゲート電極に、配線２１６＿ｊから供給さ
れる画像信号を入力させるか否かを選択する機能を有する。配線２１２＿ｉにトランジス
タ１１１をオン状態とする信号が供給されると、トランジスタ１１１を介して配線２１６
＿ｊの画像信号がノード１１５に供給される。
【０３０４】
トランジスタ１２１は、ノード１１５に供給された電位（画像信号）に応じた電流を、Ｅ
Ｌ素子１１６に流す機能を有する。容量素子１１３は、ノード１１５と配線２１７の電位
差を一定に保つ機能を有する。トランジスタ１２１は、画像信号に応じた電流をＥＬ素子
１１６に流すための電流源として機能する。
【０３０５】
トランジスタ１１１およびトランジスタ１２１のチャネルが形成される半導体層には、単
結晶半導体、多結晶半導体、微結晶半導体、非晶質半導体等を用いることができる。半導
体材料としては、例えば、シリコン、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、炭化シリコ
ン、またはガリウムヒ素等を挙げることができる。なお、本実施の形態で説明する表示装
置は、画素領域内に半導体層が残る構成であるため、上記半導体を用いた表示装置をボト
ムエミッション型のＥＬ表示装置に用いる場合は、半導体層を極力薄くするなどして、可
視光の透過率を高めることが好ましい。
【０３０６】
また、トランジスタ１１１及びトランジスタ１２１のチャネルが形成される半導体層には
、酸化物半導体を用いることが好適である。酸化物半導体は、エネルギーギャップが３．
０ｅＶ以上と大きく、可視光に対する透過率が大きい。また、酸化物半導体を適切な条件
で加工して得られたトランジスタにおいては、オフ電流を使用時の温度条件下（例えば、
２５℃）において、１００ｚＡ（１×１０－１９Ａ）以下、もしくは１０ｚＡ（１×１０
－２０Ａ）以下、さらには１ｚＡ（１×１０－２１Ａ）以下とすることができる。このた
め、容量素子１１３を設けなくてもトランジスタ１２１のゲート電極に印加された電位の
保持が可能となる。
【０３０７】
また、本実施の形態ではトランジスタ１１１およびトランジスタ１２１を、共にｎチャネ
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ル型のトランジスタとして説明を行うが、どちらか一方または両方がｐチャネル型のトラ
ンジスタであってもよい。
【０３０８】
容量素子１１３は、トランジスタ１２１のゲート電極に供給された画像信号を保持するた
めの機能を有する。容量素子１１３は、必ずしも設ける必要はないが、トランジスタ１１
１がオフ状態の時にソースとドレインの間に流れる電流（オフ電流）に起因する、トラン
ジスタ１２１のゲート電極に与えられた電位の変動を抑制することができる。
【０３０９】
ＥＬ素子１１６は、陽極となる一方の電極と陰極となる他方の電極との間にＥＬ層を挟持
した構造を有し、ＥＬ層に流れる電流量に応じて輝度が制御される。すなわち、ＥＬ素子
１１６の輝度は、トランジスタ１２１のソースとドレインの間に流れる電流量に応じて制
御される。
【０３１０】
次に、図１７で示した画素１６０の構成例について、図１２乃至図１５を用いて説明する
。図１２および図１３は、画素１６０の平面構成を示す上面図である。図１２は、最上層
に画素電極２１０が形成された状態の上面図であり、図１３は、さらに画素電極２１０上
に隔壁層２１８、ＥＬ層２６１、対向電極２２６が形成された状態の上面図である。図面
を見やすくするため、図１２および図１３では、幾つかの構成要素の記載を省略している
。
【０３１１】
図１４および図１５は、画素１６０の積層構成を示す断面図である。図１４（Ａ）は、図
１２および図１３におけるＰ１－Ｐ２の一点鎖線における断面に相当し、図１４（Ｂ）は
、図１２および図１３におけるＱ１－Ｑ２の一点鎖線における断面に相当し、図１５は、
図１２および図１３におけるＲ１－Ｒ２の一点鎖線における断面に相当する。
【０３１２】
また、ノード１１５（図１７（Ｂ）参照）と電気的に接続するドレイン電極２０６ｂと、
ゲート電極２０２の間に生じる寄生容量が大きいと、ノード１１５が配線２１２＿ｉの電
位変動の影響を受けやすくなるため、トランジスタ１１１がオン状態からオフ状態に変化
する時にノード１１５に供給された電位が正確に保持できず、表示品位が低下する要因と
なる。本実施の形態１で説明したように、ソース電極２０６ａをＵ字型としてドレイン電
極２０６ｂを囲む形状とすることで、十分なチャネル幅を確保しつつ、ドレイン電極２０
６ｂとゲート電極２０２間に生じる寄生容量を小さくすることができるため、ＥＬ表示装
置の表示品位を向上させることができる。
【０３１３】
また、本実施の形態で説明する半導体装置においても、工程簡略化のため島状半導体層を
形成するためのフォトリソグラフィ工程を行わないため、画素領域の全てに半導体層２０
５が残る構成となる。その結果、上記実施の形態と同様に、本実施の形態で説明する半導
体装置においても、寄生トランジスタが生じる恐れがある。
【０３１４】
本実施の形態で説明する半導体装置では、配線２１２＿ｉがゲート電極として機能し、配
線２１６＿ｊがソース電極またはドレイン電極の一方として機能し、配線２１７がソース
電極またはドレイン電極の他方として機能する第１の寄生トランジスタが生じる恐れがあ
る。
【０３１５】
なお、本実施の形態で説明する半導体装置には配線２０３が無いため、上記実施の形態で
説明した第２の寄生トランジスタは生じないが、画素電極２１０がゲート電極として機能
し、層２０７がゲート絶縁層として機能し、配線２１６＿ｊがソース電極またはドレイン
電極の一方として機能し、配線２１７がソース電極またはドレイン電極の他方として機能
する第３の寄生トランジスタが生じる恐れがある。特に、画素の開口率を大きくするなど
の理由により、画素電極２１０を配線２１６＿ｊや配線２１７に近づけると、第３の寄生
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トランジスタの影響がより強くなる。
【０３１６】
また、配線２１７と、隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ＋１の電位差が大きくなると
、両配線間に生じる電界により、両配線間の半導体層２０５に寄生チャネルが生じる恐れ
がある。
【０３１７】
配線２１２＿ｉにトランジスタ１１１をオン状態とする電位が供給されると、第１の寄生
トランジスタもオン状態となり、配線２１６＿ｊと配線２１７が電気的に接続される。第
１の寄生トランジスタにより配線２１６＿ｊと配線２１７が電気的に接続されると、正確
な画像信号をノード１１５に供給することが困難となる。
【０３１８】
また、第３の寄生トランジスタがｎ型のトランジスタとして機能する場合、画素電極２１
０に供給された、または保持された電位よりも、配線２１６＿ｊの電位が低くなり、その
電位差の絶対値が第３の寄生トランジスタのしきい値よりも大きくなると、画素電極２１
０の下に位置する半導体層２０５にチャネルが形成され、第３の寄生トランジスタがオン
状態となる。
【０３１９】
第３の寄生トランジスタがオン状態となると、配線２１６＿ｊと配線２１７が電気的に接
続される。第３の寄生トランジスタにより配線２１６＿ｊと配線２１７が電気的に接続さ
れると、正確な画像信号をノード１１５に供給することが困難となる。また、画素の開口
率を大きくするなどの理由により、画素電極２１０を配線２１６＿ｊや配線２１７に近づ
けると、第３の寄生トランジスタの影響がより強くなる。
【０３２０】
また、配線２１７と、隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ＋１の間に寄生チャネルが生
じると、配線２１７と配線２１６＿ｊ＋１が電気的に接続され、正確な画像信号をそれぞ
れの画素が有するノード１１５に供給することが困難となる。
【０３２１】
そこで、画素１６０に半導体層２０５が除去された溝部２３０を設け、上述の寄生トラン
ジスタおよび寄生チャネルが生じない構成とする。溝部２３０を、配線２１６＿ｊと配線
２１７の間に位置する配線２１２＿ｉの線幅方向の両端部を越えて横切る様に設けること
で、第１の寄生トランジスタの生成を防ぐことができる。なお、溝部２３０は配線２１２
＿ｉ上に複数設けてもよい。
【０３２２】
また、溝部２３０を配線２１６＿ｊと画素電極２１０との間、または配線２１７と画素電
極２１０との間の少なくともどちらか一方に、配線２１６＿ｊまたは配線２１７が延伸す
る方向に沿って、画素電極２１０の端部２３１および端部２３２を越えて形成する。これ
により、第３の寄生トランジスタの生成を防ぐことができる。なお、配線２１６＿ｊまた
は配線２１７が延伸する方向に沿って設けられる溝部２３０は、配線２１６＿ｊまたは配
線２１７と平行に設けられている必要はなく、屈曲部または湾曲部を有していてもよい。
【０３２３】
また、配線２１７と、隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ＋１の間に、画素の端部を越
えて溝部２３０を形成する。これにより、これにより、寄生チャネルの生成を防ぐことが
できる。
【０３２４】
また、半導体層２０５が除去された溝部２３０の大きさに特に制限はないが、寄生トラン
ジスタおよび寄生チャネルの生成を確実に防ぐため、配線２１６＿ｊまたは配線２１７が
延伸する方向と直交する方向における、溝部２３０内の半導体層が除去された部分の距離
は１μｍ以上とすることが好ましく、２μｍ以上とするとさらに好ましい。
【０３２５】
図１４（Ａ）に示す断面Ｐ１－Ｐ２は、トランジスタ１１１、トランジスタ１２１、およ
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び容量素子１１３の積層構造を示している。トランジスタ１１１およびトランジスタ１２
１は、チャネルエッチング型と呼ばれるボトムゲート構造のトランジスタである。図１４
（Ｂ）に示す断面Ｑ１－Ｑ２は、画素電極２１０および溝部２３０を含む、配線２１６＿
ｊから配線２１６＿ｊ＋１までの積層構造を示している。また、図１５に示す断面Ｒ１－
Ｒ２は、配線２１２＿ｉと、配線２１７および配線２１６＿ｊ＋１、の交差部における積
層構造を示している。
【０３２６】
図１４（Ａ）に示す断面Ｐ１－Ｐ２において、基板２００上に下地層２０１が形成され、
下地層２０１上にゲート電極２０２、ゲート電極２４３、容量電極２１５が形成されてい
る。また、ゲート電極２０２上に、ゲート絶縁層２０４と半導体層２０５が形成されてい
る。また、半導体層２０５上にソース電極２０６ａおよびドレイン電極２０６ｂが形成さ
れている。また、半導体層２０５の一部に接し、ソース電極２０６ａおよびドレイン電極
２０６ｂ上に層２０７が形成されている。層２０７上には画素電極２１０が形成され、層
２０７に形成されたコンタクトホール２０８を介してトランジスタ１２１のソース電極ま
たはドレイン電極の一方と電気的に接続されている。
【０３２７】
また、層２０７、半導体層２０５、ゲート絶縁層２０４の一部が除去されたコンタクトホ
ール２０９が形成され、コンタクトホール２０９と重畳して配線２１３が形成されている
。配線２１３により、トランジスタ１１１のドレイン電極２０６ｂと、トランジスタ１２
１のゲート電極２４３が電気的に接続される。なお、図１４（Ａ）では図示していないが
、層２０７、半導体層２０５、ゲート絶縁層２０４の他の一部が除去されたコンタクトホ
ール２１４が形成され、コンタクトホール２１４と重畳して形成される配線２２３により
容量電極２１５と配線２１７が電気的に接続されている。配線２１３および配線２２３は
、画素電極２１０と同一の層により形成される。なお、コンタクトホール２０８、コンタ
クトホール２０９、コンタクトホール２１４、および溝部２３０は、同一工程で形成され
る。
【０３２８】
また、層２０７上に、画素毎にＥＬ層２６１を分離するための隔壁層２１８が形成されて
いる。また、画素電極２１０、および隔壁層２１８上にＥＬ層２６１が形成され、隔壁層
２１８およびＥＬ層２６１上に対向電極２２６が形成されている。画素電極２１０、ＥＬ
層２６１、および対向電極２２６が重畳している部位がＥＬ素子１１６として機能する。
【０３２９】
容量電極２１５とドレイン電極２０６ｂが、ゲート絶縁層２０４および半導体層２０５を
間に挟んで重なっている部分が容量素子１１３として機能する。ゲート絶縁層２０４と半
導体層２０５は誘電体層として機能する。容量電極２１５とドレイン電極２０６ｂの間に
形成される誘電体層を多層構造とすることで、一つの誘電体層にピンホールが生じても、
ピンホールは他の誘電体層で被覆されるため、容量素子１１３を正常に機能させることが
できる。また、酸化物半導体の比誘電率は１４乃至１６と大きいため、半導体層２０５に
酸化物半導体を用いると、容量素子１１３の容量値を大きくすることが可能となる。
【０３３０】
図１４（Ｂ）に示す断面Ｑ１－Ｑ２において、基板２００上に下地層２０１が形成され、
下地層２０１上にゲート絶縁層２０４が形成され、ゲート絶縁層２０４上に半導体層２０
５が形成されている。半導体層２０５上に配線２１６＿ｊ、配線２１６＿ｊ＋１、および
配線２１７が形成され、半導体層２０５、配線２１６＿ｊ、配線２１６＿ｊ＋１、および
配線２１７上に層２０７が形成されている。また、層２０７上に画素電極２１０が形成さ
れている。
【０３３１】
配線２１６＿ｊと画素電極２１０の間に、ゲート絶縁層２０４、半導体層２０５、および
層２０７の一部が除去された溝部２３０が形成されている。また、配線２１７と、配線２
１６＿ｊ＋１の間に、ゲート絶縁層２０４、半導体層２０５、および層２０７の一部が除
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去された溝部２３０が形成されている。溝部２３０は、少なくともその底面において半導
体層を有していない構成となっている。
【０３３２】
図１５に示す断面Ｒ１－Ｒ２において、基板２００上に下地層２０１が形成され、下地層
２０１上に配線２１２＿ｉが形成されている。また、配線２１２＿ｉ上に、ゲート絶縁層
２０４と半導体層２０５が形成されている。また、半導体層２０５上に配線２１７および
隣接する画素が有する配線２１６＿ｊ＋１が形成され、半導体層２０５、配線２１７、お
よび配線２１６＿ｊ＋１上に層２０７が形成されている。また、層２０７上に隔壁層２１
８が形成され、隔壁層２１８上に対向電極２２６が形成されている。また、ゲート絶縁層
２０４、半導体層２０５、および層２０７の一部が除去された溝部２３０が形成されてい
る。溝部２３０は、少なくともその底面において半導体層を有していない構成となってい
る。
【０３３３】
次に、図１２と異なる平面構成を有する画素の一例について、図１６を用いて説明する。
図１６は、画素１７０の平面構成を示す上面図である。なお、図面を見やすくするため、
図１６では、下地層２０１、ゲート絶縁層２０４、半導体層２０５、層２０７、隔壁層２
１８、ＥＬ層２６１、および対向電極２２６の記載を省略している。図１６に示す画素１
７０は、図１２および図１３に示した画素１６０と、溝部２３０の平面構成が異なる。な
お、図１６におけるＰ１－Ｐ２の一点鎖線で示す部位の積層構成は、図１４（Ａ）で説明
した構成と同じである。
【０３３４】
画素１７０は、溝部２３０を配線２１７と画素電極２１０との間、および配線２１６＿ｊ
と画素電極２１０との間に設けた構成としている。また、溝部２３０を単に配線２１２＿
ｉの幅方向の端部を越えて横切るように設けるだけでなく、画素１６０よりも広く形成し
ている。また、コンタクトホール２０９およびコンタクトホール２１４を、溝部２３０と
一体で形成し、容量電極２１５やゲート電極２４３の周囲にも可能な限り溝部２３０を形
成する構成としている。このように、溝部２３０を広範囲に配置することで、寄生トラン
ジスタの生成をより確実に防ぐことができる。
【０３３５】
続いて、図１２乃至図１５を用いて説明したＥＬ表示装置用いることが可能な半導体装置
の作製方法について、図１８および図１９を用いて説明する。なお、図１８および図１９
における断面Ｐ１－Ｐ２は、図１２および図１３におけるＰ１－Ｐ２の一点鎖線で示した
部位の断面図である。なお、本実施の形態で説明する半導体装置は、画素電極２１０の形
成工程までは、実施の形態１に示した半導体装置と同様の工程により形成することが可能
である。また、少なくとも上記実施の形態で用いた符号と同一の符号で示す部分は、実施
の形態１に示した内容と同様の材料および方法を用いて形成することが可能である。よっ
て、本実施の形態における詳細な説明は省略する。
【０３３６】
まず、基板２００上に下地層２０１を形成し、下地層２０１上に導電層を形成する。続い
て、第１のフォトリソグラフィ工程により、導電層上にレジストマスクを形成し、導電層
の一部を選択的に除去し、ゲート電極２０２、ゲート電極２４３、容量電極２１５、配線
２１２＿ｉ（図１８に図示せず）を形成する（図１８（Ａ）参照。）。本実施の形態では
、基板２００にアルミノホウケイ酸ガラスを用い、下地層２０１に酸化窒化シリコンを用
い、導電層としてタングステンを用いる。
【０３３７】
次いで、ゲート電極２０２、ゲート電極２４３、容量電極２１５、配線２１２＿ｉ上にゲ
ート絶縁層２０４を形成し、ゲート絶縁層２０４上に半導体層２０５を形成する（図１８
（Ｂ）参照。）。本実施の形態では、ゲート絶縁層２０４として、酸化窒化シリコンを用
い、半導体層２０５として酸化物半導体を用いる。
【０３３８】
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次いで、半導体層２０５上に、ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２０６ｂ、および配線
２１６＿ｊ（図１８に図示せず。）となる導電層を形成する。本実施の形態では、導電層
としてチタン、アルミニウム、チタンの積層を形成する。その後、第２のフォトリソグラ
フィ工程により、導電層の一部を選択的に除去し、ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２
０６ｂ、および配線２１６＿ｊを形成する（図１８（Ｃ）参照。）。
【０３３９】
次いで、ソース電極２０６ａ、ドレイン電極２０６ｂ、および配線２１６＿ｊ上に層２０
７を形成する（図１８（Ｄ）参照。）。本実施の形態では、層２０７としてＩｎＺｒＧａ
ＺｎＯ膜を形成する。
【０３４０】
次いで、第３のフォトリソグラフィ工程により、レジストマスクを形成し、ドレイン電極
２０６ｂ上の層２０７の一部を選択的に除去し、コンタクトホール２０８を形成する。ま
た、ドレイン電極２０６ｂ上の層２０７の一部と、ゲート電極２４３上の層２０７の一部
、半導体層２０５の一部、およびゲート絶縁層２０４の一部を選択的に除去し、コンタク
トホール２０９を形成する（図１９（Ａ）参照。）。
【０３４１】
なお、図１９では図示していないが、第３のフォトリソグラフィ工程において、コンタク
トホール２１４、および溝部２３０も、コンタクトホール２０９と同様に形成する。この
ため、溝部２３０の側面は、層２０７、半導体層２０５、およびゲート絶縁層２０４の側
面が露出する。このように、第３のフォトリソグラフィ工程により、コンタクトホール２
０８、２０９、２１４および溝部２３０を形成することができる。
【０３４２】
次いで、画素電極２１０、配線２１３、および配線２２３となる導電層を形成する。本実
施の形態では、透光性を有する導電層としてＩＴＯを形成する。続いて、第４のフォトリ
ソグラフィ工程により、導電層を選択的にエッチングして、画素電極２１０、配線２１３
、および配線２２３を形成する（図１２、図１９（Ｂ）参照。）。
【０３４３】
画素電極２１０は、コンタクトホール２０８においてトランジスタ１２１のソースまたは
ドレインの一方と電気的に接続される。また、コンタクトホール２０９において、配線２
１３を介してドレイン電極２０６ｂとゲート電極２４３が電気的に接続される。また、コ
ンタクトホール２１４において、配線２２３を介して容量電極２１５と配線２１７が電気
的に接続される。
【０３４４】
次に、第５のフォトリソグラフィ工程により、画素領域１０２上に隔壁層２１８を形成す
る。隔壁層２１８を形成するための材料としては、有機絶縁材料、無機絶縁材料を用いる
ことができる。隔壁層２１８は、画素電極２１０と重畳する位置に開口部２６２を有する
（図１３、図１４参照）。なお、隔壁層２１８の側壁形状は、テーパー形状もしくは曲率
を有する形状とすることが好ましい。隔壁層２１８となる材料に感光性の材料を用いると
、フォトレジストを用いることなく隔壁層２１８を形成することができ、隔壁層２１８の
側壁形状を連続した曲率を有する形状とすることができる。隔壁層２１８を形成するため
の有機絶縁材料としては、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ポリスチレン、ポリイミドな
どを適用することができる。本実施の形態では、隔壁層２１８として感光性のポリイミド
を用いる。
【０３４５】
また、隔壁層２１８は、コンタクトホール２０８、コンタクトホール２０９、コンタクト
ホール２１４、および溝部２３０上にも形成される。隔壁層２１８でコンタクトホール２
０８、コンタクトホール２０９、コンタクトホール２１４、および溝部２３０を埋めるこ
とで、コンタクトホールおよび溝部を形成した際露出した半導体層及び絶縁層の端部を覆
うことができる。当該構成とすることにより、前述の露出した部分を保護することができ
るため、半導体装置の信頼性を向上させることができる。なお、隔壁層２１８は、端子部
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１０３、端子部１０４上には形成しない。
【０３４６】
また、半導体装置１５０が有する端子１０５＿１～１０５＿ｍおよび端子１０６＿１～１
０６＿ｎは、実施の形態１に示した半導体装置１００が有する端子１０５＿１～１０５＿
ｍおよび端子１０６＿１～１０６＿ｎと同様に形成することができる。また、半導体装置
１５０が有する端子１０８は、実施の形態１に示した半導体装置１００が有する端子１０
５＿１～１０５＿ｍまたは端子１０６＿１～１０６＿ｎと同様に形成することができる。
【０３４７】
次いで開口部２６２の画素電極２１０と接する領域にＥＬ層２６１を形成する。次いで、
ＥＬ層２６１および隔壁層２１８上に、対向電極２２６を形成する（図１９（Ｃ）参照）
。
【０３４８】
画素電極２１０はＥＬ素子１１６の一方の電極として機能する。また、対向電極２２６は
ＥＬ素子１１６の他方の電極として機能する。なお、ＥＬ層２６１は、正孔注入層、正孔
輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層等を積層して用いればよい。また、画素電極２
１０を陽極として用いる場合は、画素電極２１０に仕事関数が大きい材料を用いる。また
、画素電極２１０を複数層の積層構造とする場合は、少なくともＥＬ層２６１と接する層
に仕事関数の大きい材料を用いる。また、対向電極２２６を陰極として用いる場合は、対
向電極２２６に仕事関数の小さい金属材料を用いればよい。具体的に対向電極２２６とし
ては、アルミニウムとリチウムとの合金を用いることができる。
【０３４９】
本実施の形態によれば、従来よりも少ないフォトリソグラフィ工程により半導体装置を作
製することが可能となる。よって、低コストで、生産性の良いＥＬ表示装置を作製するこ
とができる。また、本実施の形態によれば、電気的特性の劣化が少ない信頼性に優れた半
導体装置を作製することが可能となる。よって、信頼性に優れたＥＬ表示装置を作製する
ことができる。
【０３５０】
本実施の形態では、ボトムゲート構造のトランジスタを例として説明したが、トップゲー
ト構造のトランジスタに適用することも可能である。
【０３５１】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０３５２】
（実施の形態４）
実施の形態１で例示したトランジスタを用いた表示装置の一形態を図２０に示す。
【０３５３】
図２０（Ａ）は、トランジスタ４０１０、及びＥＬ素子４１１３を、第１の基板４００１
と第２の基板４００６との間に封止材４１０５によって封止したパネルの平面図であり、
図２０（Ｂ）は、図２０（Ａ）のＭ－Ｎにおける断面図に相当する。また、第１の基板４
００１上に、溝部４０４０が設けられている。
【０３５４】
第１の基板４００１上に設けられた画素部４００２を囲むようにして、封止材４１０５が
設けられ、画素部４００２上に第２の基板４００６が設けられている。よって画素部４０
０２は、第１の基板４００１と封止材４１０５と第２の基板４００６とによって封止され
ている。封止材４１０５は、公知のシール材やガラスフリット等を用いて形成できる。具
体的には、熱硬化樹脂、又は光硬化樹脂などの有機樹脂や、低融点ガラスなどの材料を用
いることができる。また、シール材に乾燥剤が含まれていても良い。
【０３５５】
第１の基板４００１、第２の基板４００６、および封止材４１０５で囲まれた空間４００
７は、気体で充填されている。特に、ＥＬ素子４１１３に対して不活性である気体で充填
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されていることが好ましい。例えば、該気体としては、希ガスや窒素で充填されているこ
とが好ましい。
【０３５６】
また、第１の基板４００１上の封止材４１０５によって囲まれている領域より外側の領域
に、入力端子４０２０を有し、ＦＰＣ４０１８ａ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　
ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＣ４０１８ｂが接続されている。ＦＰＣ４０１８ａは、別途異な
る基板に作製された信号線駆動回路４００３と電気的に接続され、ＦＰＣ４０１８ｂは、
別途異なる基板に作製された走査線駆動回路４００４と電気的に接続されている。画素部
４００２に与えられる各種信号及び電位は、ＦＰＣ４０１８ａ及びＦＰＣ４０１８ｂを介
して、信号線駆動回路４００３及び走査線駆動回路４００４から供給される。
【０３５７】
なお、別途異なる基板に作製された駆動回路の接続方法は、特に限定されるものではなく
、ＣＯＧ、ワイヤボンディング、ＴＣＰなどを用いることができる。
【０３５８】
また、図示していないが、信号線駆動回路４００３または走査線駆動回路４００４は、本
明細書で開示するトランジスタを用いて、第１の基板４００１上に形成してもよい。
【０３５９】
図２０（Ｂ）に示す表示装置は、配線４０１５及び電極４０１６を有しており、配線４０
１５及び電極４０１６はＦＰＣ４０１８ａが有する端子と異方性導電層４０１９を介して
、電気的に接続されている。
【０３６０】
配線４０１５は、トランジスタ４０１０のソース電極及びドレイン電極と同じ導電層から
形成され、電極４０１６は、ＥＬ素子４１１３の一方の電極となる第１の電極４１３０と
同じ導電層で形成されている。
【０３６１】
本実施の形態では、トランジスタ４０１０として、実施の形態１で示したトランジスタを
適用することができる。画素部４００２に設けられたトランジスタ４０１０はＥＬ素子と
電気的に接続し、表示パネルを構成する。
【０３６２】
また図２０（Ｂ）に示す表示装置は、表示素子としてＥＬ素子を用いた例を示している。
図２０において、ＥＬ素子４１１３は、第１の電極４１３０、第２の電極４１３１、及び
ＥＬ層４１０８を有する。当該ＥＬ素子４１１３と、他のＥＬ素子４１１３を電気的に分
離するために設けられる隔壁層４００９は、溝部４０４０上にも設けられている。
【０３６３】
溝部４０４０を隔壁層４００９で埋めることで、溝部４０４０を形成した際露出した半導
体層及び絶縁層の端部を覆うことができる。当該構成とすることにより、前述の露出した
部分を保護することができるため、半導体装置の信頼性を向上させることができる。
【０３６４】
また、本実施の形態で用いるトランジスタの半導体層に酸化物半導体層を用いることで、
アモルファスシリコンを用いたトランジスタと比較して、高い電界効果移動度が得られる
ため、高速駆動が可能である。よって、ＥＬ表示装置の画素部に上記トランジスタを用い
ることで、高画質な画像を提供することができる。また、上記トランジスタは、同一基板
上に駆動回路部または画素部に作り分けて作製することもできるため、ＥＬ表示装置の部
品点数を削減することができる。
【０３６５】
以上のように実施の形態１で例示したトランジスタを適用することで、トランジスタを有
する表示装置の作製工程に用いるフォトマスクの枚数を増やさず、トランジスタの信頼性
を向上させたＥＬ表示装置を作製することができる。よって、低コストで、生産性が高く
、信頼性に優れたＥＬ表示装置を提供することができる。
【０３６６】
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本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０３６７】
（実施の形態５）
上記実施の形態で説明した表示装置は、３Ｄ映像を表示する半導体装置に適用することが
可能である。本実施の形態では、左目用の映像と右目用の映像を高速で切り換える表示装
置を用いて、表示装置の映像と同期する専用の眼鏡を用いて動画または静止画である３Ｄ
映像を視認する例を、図２１を用いて示す。
【０３６８】
図２１（Ａ）は表示装置２７１１と、専用の眼鏡本体２７０１がケーブル２７０３で接続
されている外観図を示す。表示装置２７１１には、本明細書で開示する表示装置を用いる
ことができる。専用の眼鏡本体２７０１は、左目用パネル２７０２ａと右目用パネル２７
０２ｂに設けられているシャッターが交互に開閉することによって使用者が表示装置２７
１１の画像を３Ｄとして認識することができる。
【０３６９】
また、表示装置２７１１と専用の眼鏡本体２７０１の主要な構成についてのブロック図を
図２１（Ｂ）に示す。
【０３７０】
図２１（Ｂ）に示す表示装置２７１１は、表示制御回路２７１６、表示部２７１７、タイ
ミング発生器２７１３、ソース線側駆動回路２７１８、外部操作手段２７２２及びゲート
線側駆動回路２７１９を有する。なお、キーボード等の外部操作手段２７２２による操作
に応じて、出力する信号を可変する。
【０３７１】
タイミング発生器２７１３では、スタートパルス信号などを形成するとともに、左目用映
像と左目用パネル２７０２ａのシャッターとを同期させるための信号、右目用映像と右目
用パネル２７０２ｂのシャッターとを同期させるための信号などを形成する。
【０３７２】
左目用映像の同期信号２７３１ａを表示制御回路２７１６に入力して表示部２７１７に表
示すると同時に、左目用パネル２７０２ａのシャッターを開ける同期信号２７３０ａを左
目用パネル２７０２ａに入力する。また、右目用映像の同期信号２７３１ｂを表示制御回
路２７１６に入力して表示部２７１７に表示すると同時に、右目用パネル２７０２ｂのシ
ャッターを開ける同期信号２７３０ｂを右目用パネル２７０２ｂに入力する。
【０３７３】
また、表示装置２７１１に液晶表示装置を用いる場合は、バックライト部に発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）を用いて、時分割によりカラー表示する継時加法混色法（フィールドシーケ
ンシャル法）とすることが好ましい。フィールドシーケンシャル法を用いることにより、
表示装置の解像度を高めることが可能となる。また、フィールドシーケンシャル法を用い
る場合、タイミング発生器２７１３は、バックライト部にも同期信号２７３０ａ、２７３
０ｂと同期する信号を入力する。なお、バックライト部に用いるＬＥＤは赤（Ｒ）、緑（
Ｇ）、及び青（Ｂ）のＬＥＤを有することが好ましい。
【０３７４】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０３７５】
（実施の形態６）
本実施の形態では、上記実施の形態で説明した表示装置を具備する電子機器の例について
説明する。
【０３７６】
図２２（Ａ）は、ノート型のパーソナルコンピュータであり、本体３００１、筐体３００
２、表示部３００３、キーボード３００４などによって構成されている。上記実施の形態
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で示したＥＬ表示装置を適用することにより、信頼性の高いノート型のパーソナルコンピ
ュータとすることができる。
【０３７７】
図２２（Ｂ）は、携帯情報端末（ＰＤＡ）であり、本体３０２１には表示部３０２３と、
外部インターフェイス３０２５と、操作ボタン３０２４等が設けられている。また操作用
の付属品としてスタイラス３０２２がある。上記実施の形態で示した表示装置を適用する
ことにより、信頼性の高い携帯情報端末（ＰＤＡ）とすることができる。
【０３７８】
図２２（Ｃ）は、電子書籍の一例を示している。例えば、電子書籍は、筐体２７０６およ
び筐体２７０４の２つの筐体で構成されている。筐体２７０６および筐体２７０４は、軸
部２７１２により一体とされており、該軸部２７１２を軸として開閉動作を行うことがで
きる。このような構成により、紙の書籍のような動作を行うことが可能となる。
【０３７９】
筐体２７０６には表示部２７０５が組み込まれ、筐体２７０４には表示部２７０７が組み
込まれている。表示部２７０５および表示部２７０７は、続き画面を表示する構成として
もよいし、異なる画面を表示する構成としてもよい。異なる画面を表示する構成とするこ
とで、例えば右側の表示部（図２２（Ｃ）では表示部２７０５）に文章を表示し、左側の
表示部（図２２（Ｃ）では表示部２７０７）に画像を表示することができる。上記実施の
形態で示した表示装置を適用することにより、信頼性の高い電子書籍とすることができる
。
【０３８０】
また、図２２（Ｃ）では、筐体２７０６に操作部などを備えた例を示している。例えば、
筐体２７０６において、電源端子２７２１、操作キー２７２３、スピーカー２７２５など
を備えている。操作キー２７２３により、頁を送ることができる。なお、筐体の表示部と
同一面にキーボードやポインティングデバイスなどを備える構成としてもよい。また、筐
体の裏面や側面に、外部接続用端子（イヤホン端子、ＵＳＢ端子など）、記録媒体挿入部
などを備える構成としてもよい。さらに、電子書籍は、電子辞書としての機能を持たせた
構成としてもよい。
【０３８１】
また、電子書籍は、無線で情報を送受信できる構成としてもよい。無線により、電子書籍
サーバから、所望の書籍データなどを購入し、ダウンロードする構成とすることも可能で
ある。
【０３８２】
図２２（Ｄ）は、携帯電話であり、筐体２８００及び筐体２８０１の二つの筐体で構成さ
れている。筐体２８０１には、表示パネル２８０２、スピーカー２８０３、マイクロフォ
ン２８０４、ポインティングデバイス２８０６、カメラ用レンズ２８０７、外部接続端子
２８０８などを備えている。また、筐体２８００には、携帯型情報端末の充電を行う太陽
電池セル２８１０、外部メモリスロット２８１１などを備えている。また、アンテナは筐
体２８０１内部に内蔵されている。
【０３８３】
また、表示パネル２８０２はタッチパネルを備えており、図２２（Ｄ）には映像表示され
ている複数の操作キー２８０５を点線で示している。なお、太陽電池セル２８１０で出力
される電圧を各回路に必要な電圧に昇圧するための昇圧回路も実装している。
【０３８４】
表示パネル２８０２は、使用形態に応じて表示の方向が適宜変化する。また、表示パネル
２８０２と同一面上にカメラ用レンズ２８０７を備えているため、テレビ電話が可能であ
る。スピーカー２８０３及びマイクロフォン２８０４は音声通話に限らず、テレビ電話、
録音、再生などが可能である。さらに、筐体２８００と筐体２８０１は、スライドし、図
２２（Ｄ）のように展開している状態から重なり合った状態とすることができ、携帯に適
した小型化が可能である。
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【０３８５】
外部接続端子２８０８はＡＣアダプタ及びＵＳＢケーブルなどの各種ケーブルと接続可能
であり、充電及びパーソナルコンピュータなどとのデータ通信が可能である。また、外部
メモリスロット２８１１に記録媒体を挿入し、より大量のデータ保存及び移動に対応でき
る。
【０３８６】
また、上記機能に加えて、赤外線通信機能、テレビ受信機能などを備えたものであっても
よい。上記実施の形態で示した表示装置を適用することにより、信頼性の高い携帯電話と
することができる。
【０３８７】
図２２（Ｅ）は、デジタルビデオカメラであり、本体３０５１、表示部（Ａ）３０５７、
接眼部３０５３、操作スイッチ３０５４、表示部（Ｂ）３０５５、バッテリー３０５６な
どによって構成されている。上記実施の形態で示した表示装置を適用することにより、信
頼性の高いデジタルビデオカメラとすることができる。
【０３８８】
図２２（Ｆ）は、テレビジョン装置の一例を示している。テレビジョン装置は、筐体９６
０１に表示部９６０３が組み込まれている。表示部９６０３により、映像を表示すること
が可能である。また、ここでは、スタンド９６０５により筐体９６０１を支持した構成を
示している。上記実施の形態で示した表示装置を適用することにより、信頼性の高いテレ
ビジョン装置とすることができる。
【０３８９】
テレビジョン装置の操作は、筐体９６０１が備える操作スイッチや、別体のリモコン操作
機により行うことができる。また、リモコン操作機に、当該リモコン操作機から出力する
情報を表示する表示部を設ける構成としてもよい。
【０３９０】
なお、テレビジョン装置は、受信機やモデムなどを備えた構成とする。受信機により一般
のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを介して有線または無線による通信
ネットワークに接続することにより、一方向（送信者から受信者）または双方向（送信者
と受信者間、あるいは受信者間同士など）の情報通信を行うことも可能である。
【０３９１】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【符号の説明】
【０３９２】
１００　　半導体装置
１０１　　基板
１０２　　画素領域
１０３　　端子部
１０４　　端子部
１０５＿１～１０５＿ｍ　　端子
１０６＿１～１０６＿ｎ　　端子
１０７　　端子
１０８　　端子
１１０　　画素
１１１　　トランジスタ
１１２　　液晶素子
１１３　　容量素子
１１４　　電極
１１５　　ノード
１１６　　ＥＬ素子
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１２０　　画素
１２１　　トランジスタ
１３０　　画素
１５０　　半導体装置
１６０　　画素
２００　　基板
２０１　　下地層
２０２　　ゲート電極
２０３　　配線
２０４　　ゲート絶縁層
２０５　　半導体層
２０７　　層
２０８　　コンタクトホール
２０９　　コンタクトホール
２１０　　画素電極
２１１　　画素電極
２１２＿１～２１２＿ｎ　　配線
２１３　　配線
２１４　　コンタクトホール
２１５　　容量電極
２１６＿１～２１６＿ｎ　　配線
２１７　　配線
２１８　　隔壁層
２１９　　コンタクトホール
２２０　　コンタクトホール
２２１　　電極
２２２　　電極
２２３　　配線
２２４　　配線
２２５　　対向電極接続部
２２６　　対向電極
２３０　　溝部
２３１　　端部
２３２　　端部
２３３　　端部
２３４　　端部
２４０　　溝部
２４３　　ゲート電極
２５１　　溝部
２５２　　溝部
２５３　　溝部
２５４　　溝部
２５５　　溝部
２５６　　溝部
２５７　　溝部
２５８　　溝部
２６１　　ＥＬ層
２６２　　開口部
２７０１　　眼鏡本体
２７０３　　ケーブル
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２７０４　　筐体
２７０５　　表示部
２７０６　　筐体
２７０７　　表示部
２７１１　　表示装置
２７１２　　軸部
２７１３　　タイミング発生器
２７１６　　表示制御回路
２７１７　　表示部
２７１８　　ソース線側駆動回路
２７１９　　ゲート線側駆動回路
２７２１　　電源端子
２７２２　　外部操作手段
２７２３　　操作キー
２７２５　　スピーカー
２８００　　筐体
２８０１　　筐体
２８０２　　表示パネル
２８０３　　スピーカー
２８０４　　マイクロフォン
２８０５　　操作キー
２８０６　　ポインティングデバイス
２８０７　　カメラ用レンズ
２８０８　　外部接続端子
２８１０　　太陽電池セル
２８１１　　外部メモリスロット
３００１　　本体
３００２　　筐体
３００３　　表示部
３００４　　キーボード
３０２１　　本体
３０２２　　スタイラス
３０２３　　表示部
３０２４　　操作ボタン
３０２５　　外部インターフェイス
３０５１　　本体
３０５３　　接眼部
３０５４　　操作スイッチ
３０５６　　バッテリー
４００１　　基板
４００２　　画素部
４００３　　信号線駆動回路
４００４　　走査線駆動回路
４００５　　シール材
４００６　　基板
４００７　　空間
４００８　　液晶層
４００９　　隔壁層
４０１０　　トランジスタ
４０１３　　液晶素子
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４０１５　　配線
４０１６　　電極
４０１９　　異方性導電層
４０２０　　入力端子
４０３０　　電極
４０３１　　電極
４０３２　　絶縁層
４０３３　　絶縁層
４０３５　　スペーサー
４０４０　　溝部
４１０５　　封止材
４１０８　　ＥＬ層
４１１３　　ＥＬ素子
４１３０　　電極
４１３１　　電極
９６０１　　筐体
９６０３　　表示部
９６０５　　スタンド
１０５＿ｉ　　端子
１０６＿ｊ　　端子
２０４ａ　　ゲート絶縁層
２０４ｂ　　ゲート絶縁層
２０６ａ　　ソース電極
２０６ｂ　　ドレイン電極
２１２＿ｉ　　配線
２１６＿ｊ　　配線
２７０２ａ　　左目用パネル
２７０２ｂ　　右目用パネル
２７３０ａ　　同期信号
２７３０ｂ　　同期信号
２７３１ａ　　同期信号
２７３１ｂ　　同期信号
４０１８ａ　　ＦＰＣ
４０１８ｂ　　ＦＰＣ
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