
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板上に第１方向へ形成されたゲート配線と；
　前記第１基板の上部に第１方向と垂直な第２方向へ形成されたデータ配線と；
　前記第１基板の上部に第２方向へ前記ゲート配線と同一物資、同一工程により形成され
、前記データ配線及びゲート配線と共に画素領域を定義する電力供給配線と；
　前記データ配線と同一物資で、ゲート配線を横切るように形成され、前記電力供給配線
を連結する第１リンク配線と；
　前記ゲート配線及びデータ配線の交差領域の第１基板の上部に形成されたスイッチング
薄膜トランジスタと；
　前記ゲート配線及び電力供給配線の交差領域の第１基板の上部に形成された  駆動薄膜
トランジスタと；
　第２基板上の画素領域に対応するように形成された有機電界発光ダイオードと；
　絶縁物質であって、前記第１基板の上部の画素領域に形成された連結パターンと；
　前記連結パターンが形成された第１基板の上部の画素領域に形成され、前記駆動薄膜ト
ランジスタと有機電界発光ダイオードを電気的に連結する連結電極と；
　前記連結電極と同一物資、同一工程でゲート配線の周りに形成されて、前記第１リンク
配線と共に前記電力供給配線を連結する第２リンク配線と；
　前記電力供給配線を前記駆動薄膜トランジスタと連結するパワー電極を含むデュアルパ
ネルタイプ有機電界発光素子。
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【請求項２】
　前記ゲート配線、データ配線、電力供給配線の一端に各々ゲートパッド、データパッド
、電力供給パッドをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のデュアルパネルタイプ
有機電界発光素子。
【請求項３】
　前記ゲートパッド、データパッド、電力供給パッドを覆う領域で、前記連結電極と同一
工程、同一物質で構成されて、ゲートパッド、データパッド及び電力供給パッドと各々連
結されるゲートパッド電極、データパッド電極及び電力供給パッド電極をさらに含むこと
を特徴とする請求項２に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子。
【請求項４】
　純粋非晶質シリコンで構成された第１パターンと、不純物非晶質シリコンで構成された
第２パターンを含み、かつ前記データパッドの下部に形成された半導体パターンをさらに
含むことを特徴とする請求項２に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子。
【請求項５】
　前記パワー電極は、前記連結電極と同一物資、同一工程により形成される
ことを特徴とする請求項１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子。
【請求項６】
　前記スイッチング薄膜トランジスタには、前記ゲート配線から分岐されたスイッチング
用ゲート電極と、前記ゲート電極を覆う領域に位置して純粋非晶質シリコン物質で構成さ
れたアクティブ層及び不純物非晶質シリコン物質で構成されたオーミックコンタクト層の
積層構造で構成されたスイッチング用半導体層と、前記スイッチング用半導体層の上部で
、相互離隔されるように位置するスイッチング用ソース電極及びスイッチング用ドレイン
電極とを含むことを特徴とする請求項１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子
。
【請求項７】
　前記スイッチング用ドレイン電極であって、前記電力供給配線の上部へ延長して形成さ
れたキャパシター電極をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載のデュアルパネルタ
イプ有機電界発光素子。
【請求項８】
　前記駆動薄膜トランジスタには、前記スイッチング用ドレイン電極と連結される駆動用
ゲート電極と、前記駆動用ゲート電極を覆う位置にある駆動用半導体層と、前記駆動用半
導体層の上部で、相互に離隔されるように位置する駆動用ソース電極及び駆動用ドレイン
電極とを含むことを特徴とする請求項７に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子
。
【請求項９】
　前記キャパシター電極、データ配線、スイッチング用ソース電極及びスイッチング用ド
レイン電極、駆動用ソース電極及び駆動用ドレイン電極の下部に純粋非晶質シリコンと不
純物非晶質シリコンの二重層構造で形成された半導体層をさらに含むことを特徴とする請
求項８に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子。
【請求項１０】
　前記駆動用半導体層は、純粋非晶質シリコン物質で構成されたアクティブ層と不純物非
晶質シリコン物質で構成されたオーミックコンタクト層の二重構造になっていることを特
徴とする請求項９に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子。
【請求項１１】
　基板上に第１金属層を形成しパターニングして、ゲート電極、ゲート配線、電力供給配
線、ゲートパッド、電力供給パッドを形成する段階と；
　前記パターニングされた第１金属層の上部に、第１絶縁膜を形成する段階と；
　純粋非晶質シリコン物質で構成されたアクティブ層と不純物非晶質シリコン物質で構成
されたオーミックコンタクト層とで構成された半導体層をゲート電極の上部の第１絶縁膜
上に形成する段階と；
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　第２金属層を利用してオーミックコンタクト層の上部に相互に離隔されたソース電極及
びドレイン電極を形成して、第１絶縁膜上にデータ配線、データパッドとゲート配線を横
切る第１リンク配線を形成する段階と；
　前記ソース電極及びドレイン電極の間に露出されたオーミックコンタクト層をエッチン
グして、前記アクティブ層にチャンネルを形成して、ゲート電極、半導体層、ソース電極
及びドレイン電極を含む薄膜トランジスタを完成する段階と；
　前記薄膜トランジスタ、データ配線、データパッドを覆うように、第１絶縁膜の上部に
第２絶縁膜を形成する段階と；
　前記第１絶縁膜及び第２絶縁膜をエッチングして、前記第２絶縁膜を貫通するソースコ
ンタクトホール、ドレインコンタクトホール、データパッドコンタクトホールを形成して
、共に前記第１絶縁膜及び第２絶縁膜を貫通するゲートパッドコンタクトホール及び電力
供給配線コンタクトホールを形成する段階と；
　絶縁物質を利用して、前記第２絶縁膜上の画素領域に柱形状の連結パターンを形成する
段階と；
　第３金属物質を利用して  前記連結パターンを覆い、ドレインコンタクトホールを通じ
てドレイン電極と連結される連結電極と、前記ソースコンタクトホールを通じてソース電
極と連結されて、前記薄膜トランジスタを電力供給配線に連結するパワー電極と、前記ゲ
ート配線の周りで、第１リンク配線と共に電力供給配線を連結する第２リンク配線と、前
記データパッドの上部で、データパッドコンタクトホールを通じて、これと接触するデー
タパッド電極と、前記データパッドの上部で、ゲートパッドコンタクトホールを通じて、
これと接触するゲートパッド電極と、電力供給パッドの上部で、電力供給パッドコンタク
トホールを通じて、これと接触する電力供給パッド電極を形成する段階を含むデュアルパ
ネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記ゲート配線及び電力供給配線を形成する段階は第１マスクを利用して行い、前記半
導体層を形成する段階は第２マスクを利用して行い、前記ソース電極及びドレイン電極を
形成する段階は第３マスクを利用して行い、前記ソースコンタクトホール及びドレインコ
ンタクトホールを形成する段階は第４マスクを利用して行い、前記連結パターンを形成す
る段階は第５マスクを利用して行い、前記連結電極を形成する段階は第６マスクを利用し
て行うことを特徴とする請求項１１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製
造方法。
【請求項１３】
　前記ソース電極及びドレイン電極を形成する段階は、電力供給配線の上部に、キャパシ
ター電極を形成する段階を含み、前記キャパシター電極は、前記電力供給配線及びこれら
の間に介在された第１絶縁膜及び第２絶縁膜と共にストレージキャパシターを構成するこ
とを特徴とする請求項１１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１４】
　他の基板上に有機電界発光ダイオードを形成する段階を含み、前記連結電極は、前記薄
膜トランジスタと前記有機電界発光ダイオードを電気的に連結することを特徴とする請求
項１１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記ゲート配線は、基板上に第１方向へ形成されて、前記データ配線と電力供給配線は
、相互に離隔し前記第１方向と垂直に第２方向へ形成されて画素領域を定義することを特
徴とする請求項１１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１６】
　前記連結パターンのための絶縁物質は、有機絶縁物質であることを特徴とする請求項１
１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１７】
　基板上に第１金属層を形成しパターニングして、ゲート電極、ゲート配線、電力供給配
線、ゲートパッド、電力供給パッドを形成する段階と；

10

20

30

40

50

(3) JP 3779972 B2 2006.5.31



　前記パターニングされた第１金属層の上部に第１絶縁膜、純粋非晶質シリコン、不純物
非晶質シリコン、第２金属層を順に積層する段階と；
　前記第２金属層上に感光性フォトレジストを形成する段階と；
　前記感光性フォトレジストの上部に、半透過部を持つマスクを位置させる段階と；
　前記マスクを通じた回折露光法を利用して、前記純粋非晶質シリコン層、不純物非晶質
シリコン層、第２金属層を同時にパターニングして、アクティブ層、オーミックコンタク
ト層、ソース電極及びドレイン電極、データ配線、第１リンク配線、データパッドを形成
する段階と；
　前記ソース電極及びドレイン電極の間に露出されたオーミックコンタクト層をエッチン
グして、前記アクティブ層にチャンネルを形成して、ゲート電極、半導体層、ソース電極
及びドレイン電極を含む薄膜トランジスタを完成する段階と；
　前記薄膜トランジスタ、データ配線、データパッドを覆うように、第１絶縁膜の上部に
第２絶縁膜を形成する段階と；
　前記第１絶縁膜及び第２絶縁膜をエッチングして、前記第２絶縁膜を貫通するソースコ
ンタクトホール、ドレインコンタクトホール、データパッドコンタクトホールを形成して
、共に前記第１絶縁膜及び第２絶縁膜を貫通するゲートパッドコンタクトホール及び電力
供給配線コンタクトホールを形成する段階と；
　絶縁物質を利用して、前記第２絶縁膜上の画素領域に柱形状の連結パターンを形成する
段階と；
　第３金属物質を利用して前記連結パターンを覆い、ドレインコンタクトホールを通じて
ドレイン電極と連結される連結電極と、前記ソースコンタクトホールを通じてソース電極
と連結されて、前記薄膜トランジスタを電力供給配線に連結するパワー電極と、前記ゲー
ト配線の周りで、第１リンク配線と共に電力供給配線を連結する第２リンク配線と、前記
データパッドの上部で、データパッドコンタクトホールを通じて、これと接触するデータ
パッド電極と、前記ゲートパッドの上部で、ゲートパッドコンタクトホールを通じて、こ
れと接触するゲートパッド電極と、電力供給パッドの上部で、電力供給パッドコンタクト
ホールを通じて、これと接触する電力供給パッド電極を形成する段階を含むデュアルパネ
ルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１８】
　前記ゲート配線及び電力供給配線を形成する段階は第１マスクを利用して行い、前記純
粋非晶質シリコン層、不純物非晶質シリコン層、第２金属層を同時にパターニングする段
階は第２マスクを利用して行い、前記ソースコンタクトホール及びドレインコンタクトホ
ールを形成する段階は第３マスクを利用して行い、前記連結パターンを形成する段階は第
４マスクを利用して行い、前記連結電極を形成する段階は第５マスクを利用して行うこと
を特徴とする請求項１７に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１９】
　前記純粋非晶質シリコン層、不純物非晶質シリコン層、第２金属層を同時にパターニン
グする段階は、電力供給配線の上部に、キャパシター電極を形成する段階を含むことを特
徴とする請求項１７に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項２０】
　前記キャパシター電極は、前記電力供給配線及びこれらの間に介在された第１絶縁膜及
び第２絶縁膜と共にストレージキャパシターを構成することを特徴とする請求項１９に記
載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項２１】
　前記純粋非晶質シリコン層、不純物非晶質シリコン層、第２金属層を同時にパターニン
グする段階は、前記データ配線、第１リンク配線、データパッドの下部に、半導体パター
ン層をさらに形成することを特徴とする請求項１９に記載のデュアルパネルタイプ有機電
界発光素子の製造方法。
【請求項２２】
　他の基板上に有機電界発光ダイオードを形成する段階をさらに含み、前記連結電極は、
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前記薄膜トランジスタと前記有機電界発光ダイオードを電気的に連結することを特徴とす
る請求項１７に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項２３】
　前記ゲート配線は、基板上に第１方向へ形成されて、前記データ配線と電力供給配線は
、相互に離隔され前記第１方向と垂直に第２方向へ形成され画素領域を定義することを特
徴とする請求項１７に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項２４】
　前記連結パターンのための絶縁物質は、有機絶縁物質であることを特徴とする請求項１
７に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【請求項２５】
　前記感光性フォトレジストは露光された所が現像工程により除去されるポジティブタイ
プであることを特徴とする請求項１７に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機電界発光素子 (Organic Electroluminescent Device)に係り、特に、デュ
アルパネルタイプのアクティブマトリックス型有機電界発光素子 (Dual Panel Type Activ
e－ Matrix Organic Electroluminescent Device)及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　新たな平板ディスプレー素子のうちの一つである有機電界発光素子は、自己発光型であ
るために液晶表示装置に比べて視野角、コントラストなどが優秀であり、バックライトが
要らないために軽量薄形が可能であって、消費電力側面でも有利である。そして、直流低
電圧駆動が可能であって応答速度が速くて、全部固体であるために外部衝撃に強くて使用
温度範囲も広い。さらに製造費用の面でも低廉であるという長所がある。
【０００３】
　前記有機電界発光素子は、液晶表示装置やプラズマ表示装置 (ＰＤＰ )の場合とは異なり
工程が非常に単純であるため、蒸着及びカプセル封止装備が製造設備の殆ど全体を占めて
いる。特に、アクティブマトリックス方式においては、画素に印加された電圧がストレー
ジキャパシターＣ stに充電されていて、その次のフレーム信号が印加される時まで電源を
印加することによって、ゲート配線の数に関係なく、一画面期間中引続き駆動することが
できる。従って、アクティブマトリックス方式によると、低い電流を印加しても同一の輝
度を示すので低消費電力、高精細、大型化が可能となる長所がある。
【０００４】
　以下、このようなアクティブマトリックス型有機電界発光素子の基本的な構造及び動作
特性について図面を参照しながら詳しく説明する。
【０００５】
　図１は、一般的なアクティブマトリックス型有機電界発光素子の基本画素構造を示した
図である。
【０００６】
　図示したように、第１方向へ走査線ＧＬが形成されていて、この第１方向と交差する第
２方向に相互一定間隔離隔された信号線ＤＬ及び電力供給線ＰＬが形成されていて、一つ
の画素領域を定義する。
【０００７】
　前記走査線ＧＬ及び信号線ＤＬの交差地点にはアドレッシングエレメント (Addressing 
Element)であるスイッチング薄膜トランジスタＴｓが形成されていて、このスイッチング
薄膜トランジスタＴｓと連結されてストレージキャパシターＣＳ Ｔ が形成されている。前
記スイッチング薄膜トランジスタＴｓ及びストレージキャパシターＣＳ Ｔ の連結部と電力
供給線ＰＬと連結されて、電流源エレメントである駆動薄膜トランジスタＴＤが形成され
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ている。この駆動薄膜トランジスタＴＤには、有機電界発光ダイオードＥの陽極 (＋ )が連
結されていて、陽極 (＋ )は、定電流駆動方式の有機電界発光ダイオードＥの陰極 (－ )と連
結されている。前記有機電界発光ダイオードＥの陽極 (＋ )及び陰極 (－ )は有機電界発光ダ
イオードＥを構成する。
【０００８】
　前記スイッチング薄膜トランジスタＴ sは電圧を制御して、ストレージキャパシターＣ

Ｓ Ｔ は電流源を貯蔵する役割をする。
【０００９】
  以下、前記アクティブマトリックス型有機電界発光素子の駆動の原理に関して説明する
。
【００１０】
  前記アクティブマトリックス方式では、選択信号により該当電極に走査信号を印加する
とスイッチング薄膜トランジスタＴＳ がオン状態になり、信号線ＳＬのデータ信号がこの
スイッチング薄膜トランジスタＴＳ を通過して、駆動薄膜トランジスタとＴＤ ストレージ
キャパシターＣＳ Ｔ に印加される。駆動薄膜トランジスタＴＤ がオン状態になると、電源
供給線から電流が駆動薄膜トランジスタＴＤ を通じて有機電界発光ダイオードＥに印加さ
れて発光する。この時、前記データ信号の大きさにより駆動薄膜トランジスタＴＤ のゲー
トの開閉程度が違って、駆動薄膜トランジスタＴＤ を通じて流れる電流量を調節するよう
になり、階調の表示ができる。そして、非選択区間には、ストレージキャパシターＣＳ Ｔ

に充填されたデータが駆動薄膜トランジスタＴＤ に引き続き  印加され、次の画面の信号
が印加されるまで、持続的に有機電界発光ダイオードＥを発光させることができる。
【００１１】
  図２は、従来のアクティブマトリックス型有機電界発光素子の一画素部に関する平面図
であって、スイッチング薄膜トランジスタと駆動薄膜トランジスタを各々一つずつ持つ２
ＴＦＴ構造を一例として説明する。
【００１２】
　図示したように、第１方向へゲート配線３７が形成されていて、ゲート配線３７と交差
するようにデータ配線５１及び電力供給配線４１が形成されている。前記ゲート配線５１
と電力供給配線４１は、相互に離隔されゲート配線３７と共に画素領域Ｐを定義する。す
なわち、ゲート配線３７及びデータ配線５１、電力供給配線４１の相互交差領域は画素領
域Ｐを構成する。
【００１３】
　前記ゲート配線３７及びデータ配線５１の交差領域には、スイッチング薄膜トランジス
タＴ s が位置しており、ゲート配線３７及び電力供給配線４１の交差領域には、駆動薄膜
トランジスタＴＤ  が位置する。前記スイッチング薄膜トランジスタＴ s の半導体層３１
と一体形で形成されたキャパシター電極３４が電力供給配線４１の上部へ延長して形成さ
れている。前記キャパシター電極３４と上部の電力供給配線４１はストレージキャパシタ
ーＣＳ Ｔ を構成する。
【００１４】
　前記駆動薄膜トランジスタＴＤ  と連結され第１電極５８が形成されていて、図面に示
してはないが、第１電極５８を覆う領域には、有機電界発光層及び第２電極が順に形成さ
れる。前記第１電極５８の形成部は、画素領域Ｐとして定義される。また、駆動薄膜トラ
ンジスタＴＤ  は、駆動用半導体層３２及び駆動用ゲート電極３８を含み、スイッチング
薄膜トランジスタＴ sもスイッチング用半導体層３１及びスイッチング用ゲート電極３５
を含む。
【００１５】
　以下、前記有機電界発光部、駆動薄膜トランジスタＴＤ、ストレージキャパシターＣＳ

Ｔ の積層構造を図面を参照しながら、詳しく説明する。
【００１６】
　図３は、前記図２の III－ III線に沿って切断した断面を示した図である。
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　図示したように、半導体層３２、ゲート電極３８、ソース電極５０及びドレイン電極５
２とで構成された駆動薄膜トランジスタＴＤ  が絶縁基板１上に形成されていて、前記ソ
ース電極５０には、電力供給配線４１が連結されていて、前記ドレイン電極５２には、透
明導電性物質で構成された第１電極５８が連結されている。
【００１７】
　前記電力供給配線４１と対応する下部には、前記半導体層３２と同一物質で構成された
キャパシター電極３４が形成されていて、電力供給配線４１及びキャパシター電極３４が
重なる領域はストレージキャパシターＣ S Tを構成する。そして、前記第１電極５８の上部
には、有機電界発光層６４及び不透明金属物質で構成される第２電極６６が順に積層され
、有機電界発光部Ｅを構成する。前記有機電界発光部Ｅで、第１電極５８は陽極としての
役割をし、第２電極６６は陰極としての役割をする。
【００１８】
　前記有機電界発光部Ｅに位置する絶縁層等の積層構造をみると、前記絶縁基板１と半導
体層３２の間で緩衝作用をするバッファ層３０が位置しており、前記ストレージキャパシ
ターＣ S T用絶縁体として利用される第１保護層４０がキャパシター電極３４と電力供給配
線４１の間に位置する。また、ゲート電極３８と半導体層３２の間には、ゲート絶縁膜３
６が位置しており、前記ソース電極５０と電力供給配線４１の間に第２保護層４４が位置
する。前記第１電極５８とドレイン電極５２の間には、第３保護層５４が介在されていて
、前記第１電極５０と第２電極６６の間には、第４保護層６０が介在されている。前記第
1保護層４０、第２保護層４４、第３保護層５４、第４保護層６０には、それぞれ各伝導
体等の間の電気的連結のため、コンタクトホールが形成されている。
【００１９】
  図４Ａないし図４Ｉは、前記図２の III－ III線に沿って切断した断面を製造工程別に各
々示した図である。各々の構成層等は、感光性物質であるフォトレジスト（ＰＲ）を利用
したフォトエッチング工程によりパターニングして形成されており、以下の図４Ａないし
図４Ｉでは、このような一連のパターニング工程を工程順に説明する。
【００２０】
  図４Ａでは、絶縁基板１上に、第１絶縁物質を利用してバッファ層３０を基板全面にか
けて形成して、このバッファ層３０の上部に、ポリシリコン層を形成し、第１マスク工程
によりポリシリコン層をパターニングしてアクティブ層３２及びキャパシター電極３４を
形成する。
【００２１】
　図４Ｂでは、前記図４Ａの段階を経た基板上に、第２絶縁物質及び第１金属を連続的に
蒸着した後、第２マスク工程により前記アクティブ層３２の中央部に各々ゲート絶縁膜３
６及びゲート電極３８が形成される。
【００２２】
　このようなゲート絶縁膜３６及びゲート電極３８を形成した以後には、前記アクティブ
層３２の露出された両端部及びキャパシター電極３４にイオンドーピング (Ion Doping)処
理をする。このイオンドーピング処理された部分は、不純物が含まれたポリシリコン層に
なり、不純物が含まれたアクティブ層はドレイン領域３２ｂ及びソース領域３２ｃとして
定義される。また、このイオンドーピング工程で、前記ゲート電極３８はイオンストッパ
ー (Ion Stopper)としての役割を行ない、下部のアクティブ層３２にアクティブ領域３２
ａを構成する。従って、前記アクティブ層３２は、不純物がドーピングされてないアクテ
ィブ領域３２ａと、アクティブ領域３２ａの右左に不純物がドーピングされたドレイン領
域３２ｂ及びソース領域３２ｃを持つ。
【００２３】
　図４Ｃでは、前記図４Ｂの段階を経た基板上に、第３絶縁物質で構成された第１保護層
４０を形成する。この第１保護層４０の上部に、第２金属を蒸着した後、第３マスク工程
により前記キャパシター電極３４を覆う位置に電力供給配線４１を形成する。
【００２４】
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　図４Ｄでは、前記図４Ｃの段階を経た基板上に、第４絶縁物質を蒸着する。そして、第
４マスク工程により前記アクティブ領域３２ａの両端部であるドレイン領域３２ｂ及びソ
ース領域３２ｃを露出する第１コンタクトホール４６ａ及び第２コンタクトホール４６Ｂ
を形成すると同時に、電力供給配線４１の一部を露出する第３コンタクトホール４６ｃを
形成する。前記アクティブ領域３２ａの両端部には、以後の工程で形成されるソース電極
及びドレイン電極と連結されるようにするため、第１コンタクトホール４６ａ及び第２コ
ンタクトホール４６ｂを形成した。
【００２５】
　図４Ｅ段階では、第３金属を蒸着した後、第５マスク工程により前記第３コンタクトホ
ール (図４Ｄの４６ｃ )及び第２コンタクトホール (図４Ｄの４６ｂ )を通じて、電力供給配
線４１及びソース領域３２ｃと連結されるソース電極５０を形成すると同時に、このソー
ス電極５０と一定間隔離隔させて、第１コンタクトホール (図４Ｄの４６ａ )を通じて、ド
レイン領域３２ｂと連結されるドレイン電極５２を形成する。従って、この段階では、前
記半導体層３２、ゲート電極３８、ソース電極５０及びドレイン電極５２を含む駆動薄膜
トランジスタＴＤ  が完成される。
【００２６】
　一方、前記キャパシター電極３４は、図示してないスイッチング薄膜トランジスタＴ s
の半導体層と電気的に連結されて、前記第１保護層４０を絶縁体にして、上部の電力供給
配線４１と共にストレージキャパシターＣ S Tを形成する。
【００２７】
　図４Ｆでは、前記図４Ｅの段階を経た基板上に、第５絶縁物質を蒸着して第３保護層５
４を形成する。そして、第６マスク工程によりドレイン電極５２の一部を露出させるドレ
インコンタクトホール５６を形成する。
【００２８】
　図４Ｇ段階では、前記ドレインコンタクトホール (図４Ｆの５６ )を通じて、ドレイン電
極５２と連結されるように透明導電性物質を蒸着して、これを第７マスク工程によりパタ
ーニングする。それ故に、有機電界発光部Ｅに透明な第１電極５８を形成する。
【００２９】
　図４Ｈでは、前記図４Ｇの段階を経た基板上に、第６絶縁物質を蒸着して第４保護層６
０を形成する。以後第８マスク工程により前記有機電界発光部Ｅと対応して、第１電極５
８を露出させる電極露出部６２を第４保護層６０に形成する。この第４保護層６０は、駆
動薄膜トランジスタＴＤを水分及び異物質から保護する役割をする。
【００３０】
　これによって、マスク工程が伴う製造工程は終了し、続いて図４Ｉ段階では、前記電極
露出部 (図４Ｈの６２ )を通じて第１電極５８と連結される有機電界発光層６４と、この有
機電界発光層６４の上部に第４金属を利用して第２金属６６を基板全面にかけて形成する
。
【００３１】
　前記第１電極５８が陽極として利用される場合、第２電極は前記有機電界発光層６４か
ら放出される光を第１電極５８へ反射させて、有機電界発光素子の画面を具現しなければ
ならないので、第４金属は反射特性の優れた電子を簡単に出せる仕事関数 (Work Function
)値の低い金属物資のうちから選択する。
【００３２】
　以下、従来の有機電界発光素子パネルの積層構造を図面を参照しながら、詳しく説明す
る。
【００３３】
　図５は、従来の有機電界発光素子の全体断面図であって、有機電界発光部と駆動薄膜ト
ランジスタの連結部を中心にカプセル化 (Encapsulation)構造を持つ有機電界発光素子に
関して示した。
【００３４】
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　図示したように、相互に一定間隔離隔されるように第１基板７０及び第２基板９０が配
置されていて、第１基板７０の内部面には、画面を具現する最小単位であるサブピクセル
(Sub－ Pixel)単位で形成された駆動薄膜トランジスタＴＤを含むアレイ素子層８０が形成
されている。アレイ素子層８０の上部には、駆動薄膜トランジスタＴＤと連結されサブピ
クセル単位で第１電極７２が形成されていて、第１電極７２の上部には、サブピクセル単
位で赤、緑、青のカラーを発光させる有機電界発光層７４が形成されていて、有機電界発
光層７４の上部全面には、第２電極７６が形成されている。
【００３５】
　前記第１電極７２及び第２電極７６と、これらの間に介在された有機電界発光層７４は
、有機電界発光ダイオードＥを構成する。有機電界発光層７４から発光された光は第１電
極７２の方へ発光されるので、図５に示した有機電界発光素子は、下部発光方式 (Bottom 
Emission Type)であることを特徴とする。
【００３６】
　そして、前記第２基板９０は、カプセル化基板として利用されて、このような  第２基
板９０の内部中央部には、凹部９２が形成されていて、凹部９２内には、外部からの水分
を遮断して、有機電界発光ダイオードＥを保護するための  吸湿剤９４が封入されている
。
【００３７】
　前記吸湿剤９４が封入された第２基板９０の内部面と第２電極７６は相互に一定間隔離
隔されるように位置する。そして、前記第１基板７０及び第２基板９０の端は、シールパ
ターン (Seal Pattern)８５によりカプセル化されている。
【００３８】
　このように、既存の下部発光方式の有機電界発光素子は、アレイ素子及び  有機電界発
光ダイオードＥが形成された基板とは別途のカプセル化用基板の合着を通じて素子を制作
した。この場合、アレイ素子の収率と有機電界発光ダイオードＥの収率の倍が有機電界発
光素子の収率を決めるので、既存の有機電界発光素子構造では、後半工程に当たる有機電
界発光ダイオードＥの形成工程により全体の工程収率が大変限られる問題があった。例え
ば、アレイ素子が良好に形成されたとしても、 1,000Å程度の薄膜を使用する有機電界発
光層の形成時に異物やまた他の要素により不良が発生すると、有機電界発光素子は全体的
に不良等級に定められる。これによって、良品のアレイ素子を製造するのにかかる諸般經
費及び材料費の損失が生じて、結果的には非効率的で生産収率が低下する問題があった。
そして、下部発光方式は、カプセル化による安定性及び工程の自由度が高い特徴を持つ反
面、開口率が限られていて、高解像度製品に適用し難い問題がある。下部発光方式と異な
る上部発光方式は、薄膜トランジスタの設計が容易で、開口率が向上して、製品の寿命側
にとっては有利であるが、既存の上部発光方式構造では、有機電界発光層の上部に、通常
に陰極があるので、材料選択の幅が狭く、透過度が限られ光効率が低下する問題があった
。また、上部発光方式では、光  透過度の低下を最小化するために、薄膜型保護膜を構成
する場合、外気を充分に遮断できない問題があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３９】
　前記問題点を解決するために、本発明では生産収率が向上された高解像度／高開口率構
造アクティブマトリックス型有機電界発光素子を提供する。このために、本発明ではアレ
イ素子と有機電界発光ダイオードを相互に異なる基板に形成して、アレイ素子の駆動薄膜
トランジスタＴＤと、有機電界発光ダイオード素子の第２電極を別途の電気的連結電極を
通じてデュアルパネルタイプ (Dual Panel Type)有機電界発光素子を提供する。
【００４０】
　本発明のまた他の特徴は、非晶質シリコン物質を利用する逆スタッガード型 (Inverted 
Staggered Type)薄膜トランジスタ構造の採択によって、少ないマスク工程の数で制作さ
れたデュアルパネルタイプ有機電界発光素子  用の下部基板を提供する。
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【００４１】
　逆スタッガード型 (Inverted Staggered Type)薄膜トランジスタを含んだ工程を行なう
と、低温条件下で工程が行われて、電気的連結電極を含む工程を行なっても、既存よりマ
スク工程の数を減らせる長所がある。
【課題を解決するための手段】
【００４２】
　前記目的を達成するために、本発明によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子は、
第１基板上に第１方向へ形成されたゲート配線と；前記第１基板の上部に第１方向と垂直
な第２方向へ形成されたデータ配線と；前記第１基板の上部に第２方向へ前記ゲート配線
と同一物資、同一工程により形成され、前記データ配線及びゲート配線と共に画素領域を
定義する電力供給配線と；前記データ配線と同一物資で、ゲート配線を横切るように形成
され、前記電力供給配線を連結する第１リンク配線と；前記ゲート配線及びデータ配線の
交差領域の第１基板の上部に形成されたスイッチング薄膜トランジスタと；前記ゲート配
線及び電力供給配線の交差領域の第１基板の上部に形成された駆動薄膜トランジスタと；
第２基板上の画素領域に対応するように形成された有機電界発光ダイオードと；絶縁物質
であって、前記第１基板の上部の画素領域に形成された連結パターンと；前記連結パター
ンが形成された第１基板の上部の画素領域に形成され、前記駆動薄膜トランジスタと有機
電界発光ダイオードを電気的に連結する連結電極と；前記連結電極と同一物資、同一工程
でゲート配線の周りに形成されて、前記第１リンク配線と共に前記電力供給配線を連結す
る第２リンク配線と；前記電力供給配線を前記駆動薄膜トランジスタと連結するパワー電
極を含むことを特徴とする。
【００４３】
　デュアルパネルタイプ有機電界発光素子は、前記ゲート配線、データ配線、電力供給配
線の一端に各々ゲートパッド、データパッド、電力供給パッドをさらに含むことを特徴と
する。デュアルパネルタイプ有機電界発光素子は、前記ゲートパッド、データパッド、電
力供給パッドを覆う領域で、前記連結電極と同一工程、同一物質で構成されて、ゲートパ
ッド、データパッド及び電力供給パッドと各々連結されるゲートパッド電極、データパッ
ド電極及び電力供給パッド電極をさらに含むことを特徴とする。デュアルパネルタイプ有
機電界発光素子は、純粋非晶質シリコンで構成された第１パターンと、不純物非晶質シリ
コンで構成された第２パターンを含み、かつ前記データパッドの下部に形成された半導体
パターンをさらに含む。前記パワー電極は、前記連結電極と同一物資、同一工程により形
成される。前記スイッチング薄膜トランジスタには、前記ゲート配線から分岐されたスイ
ッチング用ゲート電極と、前記ゲート電極を覆う領域に位置して純粋非晶質シリコン物質
で構成されたアクティブ層及び不純物非晶質シリコン物質で構成されたオーミックコンタ
クト層の積層構造で構成されたスイッチング用半導体層と、前記スイッチング用半導体層
の上部で、相互離隔されるように位置するスイッチング用ソース電極及びスイッチング用
ドレイン電極とを含む。前記デュアルパネルタイプ有機電界発光素子は、スイッチング用
ドレイン電極であって、前記電力供給配線の上部へ延長して形成されたキャパシター電極
をさらに含む。前記駆動薄膜トランジスタには、前記スイッチング用ドレイン電極と連結
される駆動用ゲート電極と、前記駆動用ゲート電極を覆う位置にある駆動用半導体層と、
前記駆動用半導体層の上部で、相互に離隔されるように位置する駆動用ソース電極及び駆
動用ドレイン電極とを含む。前記デュアルパネルタイプ有機電界発光素子は、キャパシタ
ー電極、データ配線、スイッチング用ソース電極及びスイッチング用ドレイン電極、駆動
用ソース電極及び駆動用ドレイン電極の下部に純粋非晶質シリコンと不純物非晶質シリコ
ンの二重層構造で形成された半導体層をさらに含む。前記駆動用半導体層は、純粋非晶質
シリコン物質で構成されたアクティブ層と不純物非晶質シリコン物質で構成されたオーミ
ックコンタクト層の二重構造になっている。
【００４４】
　本発明によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法は、基板上に第１金属
層を形成しパターニングして、ゲート電極、ゲート配線、電力供給配線、ゲートパッド、
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電力供給パッドを形成する段階と；前記パターニングされた第１金属層の上部に、第１絶
縁膜を形成する段階と；純粋非晶質シリコン物質で構成されたアクティブ層と不純物非晶
質シリコン物質で構成されたオーミックコンタクト層とで構成された半導体層をゲート電
極の上部の第１絶縁膜上に形成する段階と；第２金属層を利用してオーミックコンタクト
層の上部に相互に離隔されたソース電極及びドレイン電極を形成して、第１絶縁膜上にデ
ータ配線、データパッドとゲート配線を横切る第１リンク配線を形成する段階と；前記ソ
ース電極及びドレイン電極の間に露出されたオーミックコンタクト層をエッチングして、
前記アクティブ層にチャンネルを形成して、ゲート電極、半導体層、ソース電極及びドレ
イン電極を含む薄膜トランジスタを完成する段階と；前記薄膜トランジスタ、データ配線
、データパッドを覆うように、第１絶縁膜の上部に第２絶縁膜を形成する段階と；前記第
１絶縁膜及び第２絶縁膜をエッチングして、前記第２絶縁膜を貫通するソースコンタクト
ホール、ドレインコンタクトホール、データパッドコンタクトホールを形成して、共に前
記第１絶縁膜及び第２絶縁膜を貫通するゲートパッドコンタクトホール及び電力供給配線
コンタクトホールを形成する段階と；絶縁物質を利用して、前記第２絶縁膜上の画素領域
に柱形状の連結パターンを形成する段階と；第３金属物質を利用して前記連結パターンを
覆い、ドレインコンタクトホールを通じてドレイン電極と連結される連結電極と、前記ソ
ースコンタクトホールを通じてソース電極と連結されて、前記薄膜トランジスタを電力供
給配線に連結するパワー電極と、前記ゲート配線の周りで、第１リンク配線と共に電力供
給配線を連結する第２リンク配線と、前記データパッドの上部で、データパッドコンタク
トホールを通じて、これと接触するデータパッド電極と、前記データパッドの上部で、ゲ
ートパッドコンタクトホールを通じて、これと接触するゲートパッド電極と、電力供給パ
ッドの上部で、電力供給パッドコンタクトホールを通じて、これと接触する電力供給パッ
ド電極を形成する段階を含むことを特徴とする。
【００４５】
　前記デュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法で、ゲート配線及び電力供給配
線を形成する段階は第１マスクを利用して行い、前記半導体層を形成する段階は第２マス
クを利用して行い、前記ソース電極及びドレイン電極を形成する段階は第３マスクを利用
して行い、前記ソースコンタクトホール及びドレインコンタクトホールを形成する段階は
第４マスクを利用して行い、前記連結パターンを形成する段階は第５マスクを利用して行
い、前記連結電極を形成する段階は第６マスクを利用して行うことを特徴とする。前記ソ
ース電極及びドレイン電極を形成する段階は、電力供給配線の上部に、キャパシター電極
を形成する段階を含み、前記キャパシター電極は、前記電力供給配線及びこれらの間に介
在された第１絶縁膜及び第２絶縁膜と共にストレージキャパシターを構成する。前記デュ
アルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法で、他の基板上に有機電界発光ダイオード
を形成する段階を含み、この時、前記連結電極は、前記薄膜トランジスタと前記有機電界
発光ダイオードを電気的に連結する。前記ゲート配線は、基板上に第１方向へ形成されて
、前記データ配線と電力供給配線は、相互に離隔し前記第１方向と垂直に第２方向へ形成
されて画素領域を定義する。前記連結パターンのための絶縁物質は、有機絶縁物質である
ことを特徴とする。
【００４６】
　本発明のまた他の特徴によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法は、基
板上に第１金属層を形成しパターニングして、ゲート電極、ゲート配線、電力供給配線、
ゲートパッド、電力供給パッドを形成する段階と；前記パターニングされた第１金属層の
上部に第１絶縁膜、純粋非晶質シリコン、不純物非晶質シリコン、第２金属層を順に積層
する段階と；前記第２金属層上に感光性フォトレジストを形成する段階と；前記感光性フ
ォトレジストの上部に、半透過部を持つマスクを位置させる段階と；前記マスクを通じた
回折露光法を利用して、前記純粋非晶質シリコン層、不純物非晶質シリコン層、第２金属
層を同時にパターニングして、アクティブ層、オーミックコンタクト層、ソース電極及び
ドレイン電極、データ配線、第１リンク配線、データパッドを形成する段階と；前記ソー
ス電極及びドレイン電極の間に露出されたオーミックコンタクト層をエッチングして、前
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記アクティブ層にチャンネルを形成して、ゲート電極、半導体層、ソース電極及びドレイ
ン電極を含む薄膜トランジスタを完成する段階と；前記薄膜トランジスタ、データ配線、
データパッドを覆うように、第１絶縁膜の上部に第２絶縁膜を形成する段階と；前記第１
絶縁膜及び第２絶縁膜をエッチングして、前記第２絶縁膜を貫通するソースコンタクトホ
ール、ドレインコンタクトホール、データパッドコンタクトホールを形成して、共に前記
第１絶縁膜及び第２絶縁膜を貫通するゲートパッドコンタクトホール及び電力供給配線コ
ンタクトホールを形成する段階と；絶縁物質を利用して、前記第２絶縁膜上の画素領域に
柱形状の連結パターンを形成する段階と；第３金属物質を利用して前記連結パターンを覆
い、ドレインコンタクトホールを通じてドレイン電極と連結される連結電極と、前記ソー
スコンタクトホールを通じてソース電極と連結されて、前記薄膜トランジスタを電力供給
配線に連結するパワー電極と、前記ゲート配線の周りで、第１リンク配線と共に電力供給
配線を連結する第２リンク配線と、前記データパッドの上部で、データパッドコンタクト
ホールを通じて、これと接触するデータパッド電極と、前記ゲートパッドの上部で、ゲー
トパッドコンタクトホールを通じて、これと接触するゲートパッド電極と、電力供給パッ
ドの上部で、電力供給パッドコンタクトホールを通じて、これと接触する電力供給パッド
電極を形成する段階を含むことを特徴とする。
【００４７】
　前記デュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法で、ゲート配線及び電力供給配
線を形成する段階は第１マスクを利用して行い、前記純粋非晶質シリコン層、不純物非晶
質シリコン層、第２金属層を同時にパターニングする段階は第２マスクを利用して行い、
前記ソースコンタクトホール及びドレインコンタクトホールを形成する段階は第３マスク
を利用して行い、前記連結パターンを形成する段階は第４マスクを利用して行い、前記連
結電極を形成する段階は第５マスクを利用して行う。前記純粋非晶質シリコン層、不純物
非晶質シリコン層、第２金属層を同時にパターニングする段階は、電力供給配線の上部に
、キャパシター電極を形成する段階を含む。前記キャパシター電極は、前記電力供給配線
及びこれらの間に介在された第１絶縁膜及び第２絶縁膜と共にストレージキャパシターを
構成する。前記純粋非晶質シリコン層、不純物非晶質シリコン層、第２金属層を同時にパ
ターニングする段階は、前記データ配線、第１リンク配線、データパッドの下部に、半導
体パターン層をさらに形成する。前記デュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法
は、他の基板上に有機電界発光ダイオードを形成する段階をさらに含み、前記連結電極は
、前記薄膜トランジスタと前記有機電界発光ダイオードを電気的に連結する。前記ゲート
配線は、基板上に第１方向へ形成されて、前記データ配線と電力供給配線は、相互に離隔
され前記第１方向と垂直に第２方向へ形成され画素領域を定義する。前記連結パターンの
ための絶縁物質は、有機絶縁物質であることを特徴とする。前記感光性フォトレジストは
露光された所が現像工程により除去されるポジティブタイプであることを特徴とする。
【００４８】
  以下、本発明による望ましい実施例を図面を参照しながら詳しく説明する。
　図６は、本発明によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の断面図であって、上板
と下板の電気的連結構造を中心に概略的に示した。
【００４９】
　図示したように、画面を具現する最小単位であるサブピクセル単位で、第１基板１１０
及び第２基板１５０が相互に一定間隔を維持しながら対向するように配置されている。
【００５０】
　前記第１基板１１０の内部面には、サブピクセル単位で形成された多数個の駆動薄膜ト
ランジスタＴＤ を含むアレイ素子層１４０が形成されていて、アレイ素子層１４０の上部
には、駆動薄膜トランジスタＴＤ と連結されて電気的連結パターン１４２が形成されてい
る。
【００５１】
  前記電気的連結パターン１４２は、伝導性物質から選択されて、前記電気的連結パター
ン１４２は厚く形成するために、絶縁物質を含む多重層で形成されたり、別途の連結電極
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を通じて駆動薄膜トランジスタＴＤと連結されたりする。そして、前記駆動薄膜トランジ
スタＴＤは、ゲート電極１１２、半導体層１１４、ソース電極１１６及びドレイン電極１
１８とで構成されて、実質的に前述した電気的連結パターン１４２はドレイン電極１１８
と連結されている。
【００５２】
　前記第２基板１５０の内部面には、第１電極１５２が全面に形成されていて、第１電極
１５２の下部には、サブピクセル単位で繰り返し配置される赤、緑、青の発光層１５６ａ
，１５６ｂ，１５６ｃを含む有機電界発光層１６０が形成されていて、有機電界発光層１
６０の下部にはサブピクセル単位で第２電極１６２が形成されている。より詳しくは、前
記  有機電界発光層１６０には、第１電極１５２の下部面と接触される第１キャリア伝達
層 (First Carrier Transporting Layer)１５４と、赤、緑、青の発光層１５６ａ，１５６
ｂ，１５６ｃの下部に位置して、第２電極１６２の上部面と接触される第２キャリア伝達
層 (Second Carrier Transporting Layer)１５８がさらに含まれている。
【００５３】
　一例として、前記第１電極１５２を陽極、第２電極１６２が陰極に当たる場合、第１キ
ャリア伝達層１５４は順に正孔注入層 (Hole Injecting Layer)及び正孔輸送層 (Hole Tran
sporting Layer)を含み、第２キャリア伝達層１５８は順に  電子輸送層 (Electron Transp
orting Layer)及び電子注入層 (Electron Injecting Layer)を含む。そして、前記第１電
極１５２及び第２電極１６２と、これらの間に介在された有機電界発光層１６０は有機電
界発光ダイオードＥを構成する。
【００５４】
　本発明では、前記電気的連結パターン１４２の最上部面が第２電極１６２の下部面と連
結され、駆動薄膜トランジスタＴＤから供給される電流が  電気的連結パターン１４２を
通じて第２電極１６２へ伝達されることを特徴とする。そして、前記第１基板１１０及び
第２基板１５０の端部には、シールパターン１７０が位置しており、前記第１基板１１０
及び第２基板１５０を合着させている。
【００５５】
　本発明では、有機電界発光ダイオードＥとアレイ素子層１４０を相互に異なる基板に形
成するが、電気的連結パターン１４２を利用して、二つの素子を連結させる方式のデュア
ルパネルタイプで構成することを特徴とする。
【００５６】
　図６では、説明の便宜上、三つのサブピクセルが一つのピクセルを構成する２ピクセル
構造を一例として図示したが、薄膜トランジスタの構造及び電気的連結パターンの連結方
式は多様に変更される。また、本発明によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子は、
図面上の発光方向のように、上部発光方式であるために、薄膜トランジスタの設計が容易
であり、高開口率／高解像度の具現が可能となる長所がある。
【発明の効果】
【００５７】
　以上のように、本発明によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子及びその製造方法
によると次のような長所がある。第１に、アレイ素子と有機電界発光ダイオード素子を相
互に異る基板上に形成するために、生産収率及び生産管理効率を向上させて、製品の寿命
を伸ばせる。第２に、上部発光方式であるため、薄膜トランジスタの設計がし易くなり、
高開口率及び高解像度の具現が可能になる。第３に、非晶質シリコン物質を利用した逆ス
タッガード型 (Inverted Staggered Type)薄膜トランジスタ構造の採択によって低温工程
が可能となり、別途の電気的連結パターンを加えたとしても、マスク工程数が少ない製造
方法で制作できて、工程単純化を通じて生産収率の高い製品を提供する。
【実施例１】
【００５８】
　図７は、本発明の実施例１によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子に関する平面
図である。
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【００５９】
　図示したように、第１方向へゲート配線２１２が形成されていて、第１方向と交差され
る第２方向へデータ配線２３６及び電力供給配線２１３が相互に離隔して形成されている
。ゲート配線２１２及びこれと交差するデータ配線２３６及び電力供給配線２１３は、画
素領域Ｐを定義する。前記ゲート配線２１２及びデータ配線２３６の交差地点には、スイ
ッチング薄膜トランジスタＴ s (Switching Thin Film Transistor)が形成されている。前
記スイッチング薄膜トランジスタＴ s は、ゲート配線２１２から分岐されたスイッチング
用ゲート電極２１４と、データ配線２３６から分岐されたスイッチング用ソース電極２２
６と、前記スイッチング用ソース電極２２６と離隔して配置されたスイッチング用ドレイ
ン電極２３０と、スイッチング用ゲート電極２１４を覆う領域に位置したスイッチング用
半導体２２２を含む。
【００６０】
　前記電力供給配線２１３は、ゲート配線２１２と同一工程、同一物質で構成することを
特徴とする。そして、前記スイッチング薄膜トランジスタＴ s及び電力供給配線２１３と
連結されて、駆動薄膜トランジスタＴＤ  が形成されている。前記駆動薄膜トランジスタ
ＴＤ  には、前記ゲート配線２１２と同一工程、同一物質で構成されて、前記スイッチン
グ用ドレイン電極２３０と連結される駆動用ゲート電極２１６と、前記駆動用ゲート電極
２１６の両側と一定間隔重なり合い、相互に離隔して配置され、前記データ配線２３６と
同一工程、同一物質で構成された駆動用ソース電極２２８及び駆動用ドレイン電極２３２
と、前記駆動用ゲート電極２１６を覆う領域に駆動用半導体層２２４とが位置する。
【００６１】
　前記駆動用ソース電極２２８とソースコンタクトホール２４６を通じて連結されたパワ
ー電極２７８が形成されていて、パワー電極２７８の一側は電力供給コンタクトホール２
５１を通じて電力供給配線２１３と連結される。そして、前記駆動用ドレイン電極２３２
と連結され画素領域Ｐに連結電極２７６が形成されている。前記パワー電極２７８及び連
結電極２７６は同一工程、同一物質で構成される。
【００６２】
　前記画素領域Ｐは、図示してない有機電界発光ダイオードの第２電極と対応する領域に
当たる。図面に示してはないが、前記画素領域Ｐには、柱形状の電気的連結パターンが含
まれており、電気的連結パターンに関しては、断面積層構造を通じてより詳しく説明する
。そして、前記スイッチング用ドレイン電極２３０には、前記電力供給配線２１３と重な
るように電力供給配線２１３の上部へ連結形成されたキャパシター電極２３４が一体形で
連結されていて、前記キャパシター電極２３４及び電力供給配線２１３が重ねる領域はス
トレージキャパシターＣ S Tを構成する。
【００６３】
　前記データ配線２３６、ゲート配線２１２、電力供給配線２１３の各々の一端には、デ
ータパッド２３８、ゲートパッド２１８、電力供給パッド２１９が形成されていて、前記
データパッド２３８、ゲートパッド２１８、電力供給パッド２１９を覆う位置には、前記
連結電極２７６と同一工程、同一物質で構成されたデータパッド電極２８０、ゲートパッ
ド電極２８２、電力供給パッド電極２８４が各々形成されている。特に、本実施例では、
ゲート配線２１２と電力供給配線２１３を同一工程で形成するため、ゲート配線２１２、
電力供給配線２１３が交差部で短絡されることを防ぐために、電力供給配線２１３はゲー
ト配線２１２の部分を通さずに、その代り、データ配線２３６と同一工程、同一物質で構
成された電力供給第１リンク配線２８３ａをゲート配線２１２との交差するように形成し
て、電力供給配線２１３の連結配線とする。より詳しくは、前記電力供給第１リンク配線
２８３ａの両側には、連結電極２７６と同一工程、同一物質で構成された電力供給第２リ
ンク配線２８３ｂを形成して、電力供給第２リンク配線２８３ｂを通じて電力供給第１リ
ンク配線２８３ａと電力供給配線２１３を実質的に連結する。従って、前記画素領域Ｐに
形成された各々の電力供給配線２１３は実質的に相互に連結する。また、前記データパッ
ド２３８及び電力供給パッド２１９は、相互異なる信号電圧が印加されるので、図面での
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ように、相互に逆方向の一端に形成することが望ましい。
【００６４】
　図８Ａないし図８Ｆ、図９Ａないし図９Ｆ、図１０Ａないし図１０Ｆ及び図１１Ａない
し図１１Ｆは、それぞれ前記図７のＶ III－Ｖ III、ＩＸ－ＩＸ、Ｘ－Ｘ及びＸＩ－ＸＩ線
に沿って切断した断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｖ III－Ｖ IIIは駆動用薄膜
トランジスタ部、ＩＸ－ＩＸはデータパッド部、Ｘ－Ｘはゲートパッド部、ＸＩ－ＸＩは
電力供給パッド部の図である。説明の便宜上、駆動用ゲート電極、駆動用半導体層、駆動
用ソース電極及びドレイン電極は、ゲート電極、半導体層、ソース電極及びドレイン電極
と略称して説明する。
【００６５】
　図８Ａ，９Ａ，１０Ａ及び１１Ａは、基板２１０上に第１金属物質を利用した第１マス
ク工程により、ゲート電極２１６、ゲートパッド２１８、電力供給パッド２１９を形成す
る段階である。図面に示してはないが、この段階では、前記電力供給パッド２１９と一体
形で電力供給配線 (図７の２１３ )が形成されて、ゲート電極２１６及びゲートパッド２１
８と一体形でゲート配線 (図７の２１２ )が形成される。
【００６６】
　前記第１金属物質は、比抵抗が低い金属物質から選択されて、望ましくは、アルミニウ
ムを含む金属物質から選択する。
【００６７】
　図面に詳しくは示してないが、本発明に利用されるマスク工程は、感光性物質であるＰ
Ｒを塗布した後、望むパターンを持つマスクを配置して、露光－現像処理を通じて形成さ
れたＰＲパターンをマスクを利用して露出させた被エッチング層をエッチングする方法で
パターニングする。
【００６８】
　図８Ｂ，９Ｂ，１０Ｂ，１１Ｂは、前記ゲート電極２１６、ゲートパッド２１８、電力
供給パッド２１９を覆う領域に、第１絶縁物質であるゲート絶縁膜２２０、純粋非晶質シ
リコン物質 (ａ－Ｓｉ )、不純物非晶質シリコン物質 (ｎ +ａ－Ｓｉ )を順に形成した後、前
記純粋非晶質シリコン物質 (ａ－Ｓｉ )及び不純物非晶質シリコン物質 (ｎ +ａ－Ｓｉ )を第
２マスク工程によりパターニングする段階である。このようなパターニングの結果として
、ゲート電極２１６を覆う領域のゲート絶縁膜２２０上に半導体層２２４を形成する。
【００６９】
　前記半導体層２２４は、純粋非晶質シリコン物質 (ａ－Ｓｉ )で構成されたアクティブ層
２２４ａと、不純物非晶質シリコン物質 (ｎ +ａ－Ｓｉ )で構成されたオーミックコンタク
ト層２２４ｂを含む。そして、前記第１絶縁物質は、絶縁物質から選択されて、望ましく
は、シリコン窒化膜 (ＳｉＮＸ )にする。
【００７０】
　図８Ｃ，９Ｃ，１０Ｃ，１１Ｃは、前記半導体層２２４を覆う領域に第２金属物質を形
成した後、第３マスク工程により半導体層２２４の上部には、相互に離隔されて位置する
ソース電極２２８及びドレイン電極２３２と、データパッド形成部に位置するデータパッ
ド２３８を形成する段階である。
【００７１】
　図面には示してないが、この段階では、第２方向へデータ配線  (図７の２３６ )を形成
する段階を含み、前記データパッド２３８は、データ配線の一端部領域に形成される。望
ましくは、前記電力供給パッド２１９と相互に逆方向の一端部に形成される。この段階で
、第１リンク配線 (図７の２８３ａ )はゲート配線２１２を横切るように形成される。また
、図７に示したように、キャパシター電極２３４をこの段階で形成するが、キャパシター
電極２３４は、スイッチング用ドレイン電極２３０から延長されて電力供給配線２１３の
上部に形成される。
【００７２】
　前記第２金属物質は、化学的耐食性の強い金属物質から選択されて、望ましくは、モリ
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ブデン (Ｍｏ )、チタン (Ｔｉ )、クロム (Ｃｒ )、タングステン (Ｗ )のうちから選択される。
また、この段階では、前記ソース電極２２８及びドレイン電極２３２の間区間のオーミッ
クコンタクト層２２４ｂを除去して、その下部層を構成するアクティブ層２２４ａを露出
させる段階を含み、露出されたアクティブ層２２４ａ領域はチャンネル (Ｃｈ )を構成する
。
【００７３】
　前記ゲート電極２１６、半導体層２２４、ソース電極２２８及びドレイン電極２３２は
駆動薄膜トランジスタＴＤ  を構成する。
【００７４】
　図８Ｄ，９Ｄ，１０Ｄ，１１Ｄでは、前記駆動用薄膜トランジスタＴＤ及びデータパッ
ド２３８、ゲートパッド２１８、電力供給パッド２１９を覆う領域に、第２絶縁物質を形
成する。第４マスク工程により、前記ソース電極２２８、ドレイン電極２３２、データパ
ッド２３８、ゲートパッド２１８、電力供給パッド２１９を各々一部露出させるソースコ
ンタクトホール２４６、ドレインコンタクトホール２４８、データパッドコンタクトホー
ル２５０、ゲートパッドコンタクトホール２５２、電力供給パッドコンタクトホール２５
４を保護層２５６に形成する。この時、前記ゲートパッドコンタクトホール２５２及び電
力供給パッドコンタクトホール２５４は、ゲートパッド２１８及び電力供給パッド２１９
を覆う領域にゲート絶縁膜２２０及び保護層２５６を共通に通過して形成され、ソースコ
ンタクトホール２４６、ドレインコンタクトホール２４８及びデータパッドコンタクトホ
ール２５０は、ただ保護層２５６だけを通過して形成される。
【００７５】
　前記第２絶縁物質は、有機絶縁物質または、無機絶縁物質から選択されて、単一層また
は、複数層で構成されたりするが、薄膜トランジスタと接する絶縁物質は無機絶縁物質か
ら選択されるのが望ましい。
【００７６】
　図８Ｅ，９Ｅ，１０Ｅ，１１Ｅでは、前記保護層２５６の上部に第３絶縁物質を形成し
て、第５マスク工程により、画素領域Ｐに柱形状の電気的連結パターン２７４を形成する
段階である。前記画素領域Ｐは、図示してない有機電界発光ダイオードの第２電極と対応
する領域に当たる。前記第３絶縁物質は、厚く形成するのに適した有機絶縁物質から選択
されるのが望ましい。  
【００７７】
　図８Ｆ，９Ｆ，１０Ｆ，１１Ｆは、前記電気的連結パターン２７４を覆う領域に第３金
属物質を利用して金属層を形成した後、第５マスク工程により、前記ドレインコンタクト
ホール２４８を通じてドレイン電極２３２と連結され、前記電気的連結パターン２７４を
覆い、画素領域Ｐに位置する連結電極２７６を形成する段階である。この時、ソースコン
タクトホール２４６を通じてソース電極２２８と連結されるパワー電極２７８と、データ
パッドコンタクトホール２５０を通じてデータパッド２３８と連結されるデータパッド電
極２８０と、ゲートパッドコンタクトホール２５２を通じてゲートパッド２１８と連結さ
れるゲートパッド電極２８２と、電力供給パッドコンタクトホール２５４を通じて電力供
給パッド２１９と連結される電力供給パッド電極２８４を形成する。また、この工程にお
いて、ゲート配線２１２の周りに第２リンク配線 (図７の２８３ｂ )を形成して、第２リン
ク配線は、第１リンク配線と共に電力供給配線２１３を連結させる役割を行う。図面に示
してはないが、前記パワー電極２７８はゲート工程で形成された電力供給配線 (図７の２
１３ )とは別途にコンタクトホールを通じて連結構成される。
【実施例２】
【００７８】
　図１２は、本発明の実施例２によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子に関する平
面図である。
　図１２に示したように、第１方向へゲート配線３１２が形成されていて、第１方向と交
差される第２方向へデータ配線３３６及び電力供給配線３１３が相互に離隔して形成され
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ている。前記ゲート配線３１２及びデータ配線３３６の交差地点には、スイッチング薄膜
トランジスタＴ sが形成されている。前記スイッチング薄膜トランジスタＴ sには、ゲート
配線３１２から分岐されたスイッチング用ゲート電極３１４と、データ配線３３６から分
岐されたスイッチング用ソース電極３２６と、ソース電極３２６と離隔して配置されたス
イッチング用ドレイン電極３３０と、スイッチング用ゲート電極３１４を覆う領域にはス
イッチング用半導体３２２が形成されている。本実施例では、スイッチング用半導体３２
２がスイッチング用ソース電極３２６の下段部はもちろん、スイッチング用ドレイン電極
３３０の下段部まで延長して形成されている。
【００７９】
　前記電力供給配線３１３は、ゲート配線３１２と同一工程、同一物質で構成することを
特徴とする。電力供給配線３１３の上部には、スイッチング用ドレイン電極３３０から延
長して形成されたキャパシター電極３３４が形成されている。キャパシター電極３３４は
、これと重なった電力供給配線３１３とストレージキャパシターＣ S Tを構成する。また、
データ配線３３６とキャパシター電極３３４の下段には、半導体パターン３２１が形成さ
れているが、この半導体パターン３２１は、ソース電極３２６及びドレイン電極３３０の
下段に形成された半導体層のような物質で構成されている。このような半導体パターン３
２１は、上部に形成される金属層のような工程によりパターニングされ、上部の金属層の
ようなパターンを持つ。
【００８０】
　前記スイッチング薄膜トランジスタＴ s及び電力供給配線３１３と連結されて、駆動薄
膜トランジスタＴＤ  が形成されている。前記駆動薄膜トランジスタＴＤは、前記スイッ
チング用ゲート配線３１２と同一工程、同一物質で構成されて、前記スイッチング用ドレ
イン電極３３０と連結される駆動用ゲート電極３１６を含み、前記駆動用ゲート電極３１
６の両側と一定間隔重なり合い、相互に離隔して配置され、前記データ配線３３６と同一
工程、同一物質で構成された駆動用ソース電極３２８及びドレイン電極３３２を含む。ま
た、駆動薄膜トランジスタＴＤは、前記駆動用ゲート電極３１６を覆う領域に駆動用半導
体層３２４が位置する。
【００８１】
　前記電力供給配線３１３と駆動用ソース電極３２８の間には、ソースコンタクトホール
３４６及び電力供給コンタクトホール３５１を通じて駆動用ソース電極３２８及び電力供
給配線３１３と連結されるパワー電極３７８が形成されている。パワー電極３７８は、駆
動薄膜トランジスタＴＤと電力供給配線３１３を連結する役割を行う。そして、前記駆動
用ドレイン電極３３２と連結されて、画素領域Ｐに連結電極３７６が形成されている。前
記パワー電極３７８及び連結電極３７６は同一工程、同一物質で構成される。
【００８２】
　前記画素領域Ｐは、図示してない有機電界発光ダイオードの第２電極と対応する領域に
当たる。図面に示してはないが、前記画素領域Ｐの連結電極３７６の下部には、柱形状の
絶縁物質で構成された連結パターンが含まれており、連結パターンに関しては、断面積層
構造を通じてより詳しく説明する。
【００８３】
　前記データ配線３３６、ゲート配線３１２、電力供給配線３１３の各々の一端には、デ
ータパッド３３８、ゲートパッド３１８、電力供給パッド３１９が形成されている。前記
データパッド３３８、ゲートパッド３１８、電力供給パッド３１９を覆う位置には、前記
連結電極３７６と同一工程、同一物質で構成されたデータパッド電極３８０、ゲートパッ
ド電極３８２、電力供給パッド電極３８４が各々形成されている。特に、本実施例では、
ゲート配線３１２と電力供給配線３１３を同一工程で形成するため、ゲート配線３１２、
電力供給配線３１３が交差部で短絡されることを防ぐために、データ配線３３６と同一工
程、同一物質で構成された電力供給第１リンク配線３８３ａをゲート配線３１２と交差す
るように形成して、電力供給配線３１３の連結配線とする。より詳しくは、前記電力供給
第１リンク配線３８３ａの両側には、連結電極３７６と同一工程、同一物質で構成された
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電力供給第２リンク配線３８３ｂを形成して、上下画素領域Ｐに各々形成された電力供給
配線３１３は、前記電力供給第１リンク配線３８３ａ及び電力供給第２リンク配線３８３
ｂを通じて相互に実質的に連結される。この時、前記データパッド３３８及び電力供給パ
ッド３１９は、相互に異なる信号電圧が印加されるので、図面でのように、相互に逆方向
の一端に形成することが望ましい。
【００８４】
　図１３Ａないし図１３Ｅ、図１４Ａないし図１４Ｅ、図１５Ａないし図１５Ｅ、図１６
Ａないし図１６Ｅは、前記図１２のＸ III－Ｘ III、ＸＩＶ－ＸＩＶ、ＸＶ－ＸＶ、Ｘ VI－
Ｘ VI線に沿って切断した各々の断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｘ III－Ｘ III
は駆動用薄膜トランジスタ部、ＸＩＶ－ＸＩＶはデータパッド部、ＸＶ－ＸＶはゲートパ
ッド部、Ｘ VI－Ｘ VIは電力供給パッド部の図である。説明の便宜上、駆動用ゲート電極、
駆動用半導体層、駆動用ソース電極及びドレイン電極は、ゲート電極、半導体層、ソース
電極及びドレイン電極と略称して説明する。
【００８５】
　図１３Ａ，１４Ａ，１５Ａ、１６Ａは、基板３１０上に第１金属物質を利用した第１マ
スク工程により、ゲート電極３１６、ゲートパッド３１８、電力供給パッド３１９を形成
する段階である。図面に示してはないが、この段階では、前記電力供給パッド３１９と一
体形で電力供給配線 (図１２の３１３ )が形成されて、ゲート電極３１６及びゲートパッド
３１８と一体形でゲート配線 (図１２の３１２ )が形成される。
【００８６】
　前記第１金属物質は、比抵抗が低い金属物質から選択されて、望ましくは、アルミニウ
ムを含む金属物質から選択する。
【００８７】
　図面に詳しくは示してないが、本発明に利用されるマスク工程は、感光性物質であるＰ
Ｒを塗布した後、望むパターンを持つマスクを配置して、露光－現像処理を通じて形成さ
れたＰＲパターンをマスクに利用して露出された被エッチング層をエッチングする方法で
パターニングする。
【００８８】
　図１３Ｂ，１４Ｂ，１５Ｂ，１６Ｂは、前記ゲート電極３１６、ゲートパッド３１８、
電力供給パッド３１９を覆う領域に、第１絶縁物質であるゲート絶縁膜３２０、純粋非晶
質シリコン物質 (ａ－Ｓｉ )、不純物非晶質シリコン物質 (ｎ +ａ－Ｓｉ )、第２金属物質を
順に積層する。第２マスク工程により前記第２金属物質、不純物非晶質シリコン物質 (ｎ +
ａ－Ｓｉ )、純粋非晶質シリコン物質 (ａ－Ｓｉ )を連続的にエッチングして、ゲート電極
３１６を覆う領域に位置する半導体層３２４と、前記半導体層３２４と対応されるパター
ン構造を持ち、前記半導体層３２４の上部で、相互に離隔されて位置するソース電極３２
８及びドレイン電極３３２と、データパッド形成部にデータパッド３３８を形成する。
【００８９】
　図面には示してないが、この段階は、第２方向へデータ配線を形成する段階を含み、前
記データパッド形成部はデータ配線の一端に形成されて、望ましくは、前記電力供給パッ
ド３１９と相互に逆方向の一端部に位置する。
【００９０】
　図１３Ｂで、前記ゲート電極３１６、半導体層３２４、ソース電極３２８及びドレイン
電極３３２は駆動薄膜トランジスタＴＤを構成する。
【００９１】
　前記半導体層３２４は、純粋非晶質シリコン物質で構成されたアクティブ層３２４ａと
、不純物非晶質シリコン物質で構成されたオーミックコンタクト層３２４ｂが順に積層さ
れた構造である。また、前記ソース電極３２８及びドレイン電極３３２を形成した後、前
記ソース電極３２８及びドレイン電極３３２をマスクを利用して、前記ソース電極３２８
及びドレイン電極３３２の間の区間に位置するオーミックコンタクト層３２４ｂを除去し
て、前記離隔区間に露出されたアクティブ層３２４ａ領域をチャンネル (Ｃｈ )として構成
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する。
【００９２】
　図１３Ｂ，１４Ｂ，１５Ｂ及び１６Ｂには示してないが、図１２に示したデータ配線３
３６及びキャパシター電極３３４をソース電極３２８及びドレイン電極３３２と共に形成
する。また、データパッド３３８の下部、データ配線３３６の下部、キャパシター電極３
３４の下部には、前記半導体パターン３２１を同一マスク工程により形成する。前記半導
体パターン３２１は純粋非晶質シリコン物質層及び不純物非晶質シリコン物質層が順に積
層された構造で、上部の金属層と同一な形のパターンを持つ。また、この段階では、ソー
ス電極３２８及びドレイン電極３３２と半導体層３２４を同一マスク工程により形成して
、前記チャンネル (Ｃｈ )の上部の金属物質層だけを選択的に除去することを特徴とするが
、このような一つのマスク工程を利用して選択的にエッチングするためには、光の露光量
を調節できる  回折露光法を利用することが望ましい。  回折露光法に関しては、図１７Ａ
ないし図１７Ｄを参照しながら、より詳しく説明する。
【００９３】
　前記第１絶縁物質であるゲート絶縁膜３２０は、シリコン絶縁物質から選択されること
が望ましくて、さらに望ましくは、シリコン窒化膜 (ＳｉＮＸ )にする。前記第２金属物質
は、化学的耐食性の強い金属物質から選択されて、望ましくは、モリブデン (Ｍｏ )、チタ
ン (Ｔｉ )、クロム (Ｃｒ )、タングステン (Ｗ )のうちから選択する。
【００９４】
　図１３Ｃ，１４Ｃ，１５Ｃ，１６Ｃは、  前記駆動用薄膜トランジスタＴＤ及びデータ
パッド３３８、ゲートパッド３１８、電力供給パッド３１９を覆う領域に、第２絶縁物質
を形成する。第３マスク工程により、前記ソース電極３２８、ドレイン電極３３２、デー
タパッド３３８、ゲートパッド３１８、電力供給パッド３１９を各々一部露出させるソー
スコンタクトホール３４６、ドレインコンタクトホール３４８、データパッドコンタクト
ホール３５０、ゲートパッドコンタクトホール３５２、電力供給パッドコンタクトホール
３５４を保護層３５６及び下部のゲート絶縁膜３２０に形成する。この時、前記ゲートパ
ッドコンタクトホール３５２及び電力供給パッドコンタクトホール３５４は、ゲートパッ
ド３１８及び電力供給パッド３１９を覆う領域にゲート絶縁膜３２０及び保護層３５６を
共通に形成されたコンタクトホールに該当し、ソースコンタクトホール３４６、ドレイン
コンタクトホール３４８及びデータパッドコンタクトホール３５０は、ただ保護層３５６
にだけ形成されたコンタクトホールに該当する。
【００９５】
　前記第２絶縁物質は、有機絶縁物質または、無機絶縁物質から選択されて、単一層また
は、複数層で構成されたりするが、薄膜トランジスタと接する絶縁物質は無機絶縁物質か
ら選択されるのが望ましい。
【００９６】
　図１３Ｄ，１４Ｄ，１５Ｄ，１６Ｄは、前記保護層３５６上に、第３絶縁物質を利用し
て、第４マスク工程により、画素領域Ｐに柱形状の連結パターン３７４を形成する段階で
ある。前記画素領域Ｐは、図示してない有機電界発光ダイオードの第２電極と対応する領
域に当たる。前記第３絶縁物質は、厚く形成するのに適した有機絶縁物質から選択される
のが望ましい。  
【００９７】
　図１３Ｅ，１４Ｅ，１５Ｅ，１６Ｅは、前記電気的連結パターン３７４を覆う領域に第
３金属物質を利用して金属層を形成した後、第５マスク工程により、前記ドレインコンタ
クトホール３４８を通じてドレイン電極３３２と連結され、前記電気的連結パターン３７
４を覆い、画素領域Ｐに位置する連結電極３７６を形成する段階である。この時、ソース
コンタクトホール３４６を通じてソース電極３２８と連結されるパワー電極３７８と、デ
ータパッドコンタクトホール３５０を通じてデータパッド３３８と連結されるデータパッ
ド電極３８０と、ゲートパッドコンタクトホール３５２を通じてゲートパッド３１８と連
結されるゲートパッド電極３８２と、電力供給パッドコンタクトホール３５４を通じて電

10

20

30

40

50

(19) JP 3779972 B2 2006.5.31



力供給パッド３１９と連結される電力供給パッド電極３８４を形成する。また、この工程
において、ゲート配線３１２の周りに第２リンク配線 (図１２の３８３ｂ )を形成して、第
２リンク配線は、第１リンク配線と共に電力供給配線３１３を連結させる役割を行う。図
面に示してはないが、前記パワー電極３７８はゲート工程で形成された電力供給配線 (図
１２の３１３ )とは別途にコンタクトホールを通じて連結構成される。
【００９８】
　図１７Ａないし図１７Ｄは、本発明による回折露光工程を利用した薄膜トランジスタの
製造工程を段階別に示した断面図である。
【００９９】
　図１７Ａに示したように、基板４１０の上部に第１金属層をパターニングしてゲート電
極４１２を形成する。そして、ゲート電極４１２が形成された基板４１０全面に、ゲート
絶縁膜４１４、半導体層４１６、第２金属層を連続に積層する。前記半導体層４１６は、
純粋非晶質シリコン層４１６ａと不純物非晶質シリコン層４１６ｂで構成されている。こ
のような層を連続に形成した後、感光性物質で構成されたフォトレジスト４２０を第２金
属層４１８上に形成する。フォトレジスト４２０の上部に、回折露光処理のために、マス
ク４３０が位置する。
【０１００】
　前記フォトレジスト４２０は、光が照射された部分が現像工程を通じて除去されるポジ
ティブタイプ (Positive Type)感光性物質から選択される。前記マスク４３０は、ゲート
電極４１２の上部のチャンネル部 (Ｃｈ )と対応するように配置される半透過部 (Ｍ１ )、半
透過部 (Ｍ１ )の両側に位置する光遮断部 (Ｍ２ )、光遮断部 (Ｍ２ )の両側に位置する光透過
部 (Ｍ３ )で構成される。前記半透過部 (Ｍ１ )は、多数のスリット (Slits)や半透過性物質
で構成されていて、光の一部だけを透過する性質を有する。すなわち、半透過部 (Ｍ１ )が
スリット (Slits)で構成されている場合、半透過部 (Ｍ１ )領域では、光の回折現像により
光透過部 (Ｍ３ )での光の照射量より少ない量の光がフォトレジスト４２０に当る。従って
、半透過部 (Ｍ１ )と対応する領域のフォトレジスト４２０は、光透過部 (Ｍ３ )と対応する
領域より薄い厚さで露光される。前記光遮断部 (Ｍ２ )は、以後形成されるソース電極及び
ドレイン電極と対応する領域に配置される。
【０１０１】
　図１７Ｂは、前記露光されたフォトレジスト４２０を現像工程を通じて形成された以後
の状態である。フォトレジスト４２０を現像すると、光により完全に露出された部分は完
全に除去されて、マスク４３０の光遮断部 (Ｍ２ )に対応していたフォトレジストはそのま
ま残って、チャンネル部 (Ｃｈ )で凹部４４０を持つＰＲパターン４４２が完成する。
【０１０２】
　前記ＰＲパターン４４２は、マスクを利用して露出された金属層４１８及び半導体物質
層４１６を連続にエッチングすると、ＰＲパターン４４２の下部に半導体物質層と金属層
のパターンが形成される。
【０１０３】
　図１７Ｃに示したように、チャンネル部 (Ｃｈ )の金属層４１８を露出させる厚さ (Ｄ )ほ
どＰＲパターン４４２をアッシング処理する。それ故に、前記ＰＲパターン４４２にチャ
ンネル部 (Ｃｈ )の金属層４１８を露出させるオープン部４４４をＰＲパターン４４２に形
成する。
【０１０４】
　前記アッシング処理されたＰＲパターン４４２をマスクで利用して、前記オープン部４
４４に露出された金属層４１８をエッチングして、前記半導体層４１６の上部で、相互に
離隔されて位置するソース電極４４６及びドレイン電極４４８を完成する。その後前記Ｐ
Ｒパターン４４２をストリップ (Strip)して除去する。
【０１０５】
　図１７Ｄでは、前記ソース電極４４６及びドレイン電極４４８をマスクで利用して、前
記チャンネル部 (Ｃｈ )に位置する第２半導体層４１６ｂを除去して、その下部層を構成す
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る第１半導体層４１６ａ露出させる。それ故に、前記第１半導体物質層４１６ａ領域にチ
ャンネル (Ｃｈ )を構成する。この段階で、前記離隔区間の第２半導体層４１６ｂを完全に
除去するために、過エッチング処理をして、その下部層を構成する第１半導体層４１６ａ
も一部エッチングされる。この段階により、前記第１半導体物質層４１６ａはアクティブ
層４５０ａを構成して、第２半導体層４１６ｂはオーミックコンタクト層４５０ｂを構成
する。
【０１０６】
　前記ゲート電極４１２、アクティブ層４５０ａ、オーミックコンタクト層４５０ｂ、ソ
ース電極４４６及びドレイン電極４４８は薄膜トランジスタＴを構成する。このように、
回折露光法によると、一つのマスク工程により半導体層、ソース電極及びドレイン電極を
一括に形成する。本発明は、前記実施例で限定しないで、本発明の趣旨に反しない限度内
で多様に変形して実施できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】一般的なアクティブマトリックス型有機電界発光素子の基本画素の構造を示した
回路である。
【図２】従来のアクティブマトリックス型有機電界発光素子のひと画素部に関する平面図
である。
【図３】図２の III－ III線に沿って切断した断面を示した断面図である。
【図４Ａ】図２の III－ III線に沿って切断した断面を製造工程の段階別に各々示した断面
図である。
【図４Ｂ】図４Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｃ】図４Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｄ】図４Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｅ】図４Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｆ】図４Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｇ】図４Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｈ】図４Ｇに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｉ】図４Ｈに続く製造工程を示す断面図である。
【図５】従来の有機電界発光素子の全体の断面図である。
【図６】本発明によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子に関する断面図である。
【図７】本発明の実施例１によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子に関する断面図
である。
【図８Ａ】図７のＶ III－Ｖ III、ＩＸ－ＩＸ、Ｘ－Ｘ及びＸＩ－ＸＩ線に沿って切断した
各々の断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｖ III－Ｖ IIIは駆動用薄膜トランジス
タ部、ＩＸ－ＩＸはデータパッド部、Ｘ－Ｘはゲートパッド部、ＸＩ－ＸＩは電力供給パ
ッド部に関する断面図である。
【図８Ｂ】図８Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図８Ｃ】図８Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図８Ｄ】図８Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図８Ｅ】図８Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図８Ｆ】図８Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ａ】図７のＶ III－Ｖ III、ＩＸ－ＩＸ、Ｘ－Ｘ及びＸＩ－ＸＩ線に沿って切断した
各々の断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｖ III－Ｖ IIIは駆動用薄膜トランジス
タ部、ＩＸ－ＩＸはデータパッド部、Ｘ－Ｘはゲートパッド部、ＸＩ－ＸＩは電力供給パ
ッド部に関する断面図である。
【図９Ｂ】図９Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｃ】図９Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｄ】図９Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｅ】図９Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
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【図９Ｆ】図９Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ａ】図７のＶ III－Ｖ III、ＩＸ－ＩＸ、Ｘ－Ｘ及びＸＩ－ＸＩ線に沿って切断し
た各々の断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｖ III－Ｖ IIIは駆動用薄膜トランジ
スタ部、ＩＸ－ＩＸはデータパッド部、Ｘ－Ｘはゲートパッド部、ＸＩ－ＸＩは電力供給
パッド部に関する断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｅ】図１０Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｆ】図１０Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ａ】図７のＶ III－Ｖ III、ＩＸ－ＩＸ、Ｘ－Ｘ及びＸＩ－ＸＩ線に沿って切断し
た各々の断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｖ III－Ｖ IIIは駆動用薄膜トランジ
スタ部、ＩＸ－ＩＸはデータパッド部、Ｘ－Ｘはゲートパッド部、ＸＩ－ＸＩは電力供給
パッド部に関する断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｄ】図１１Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｅ】図１１Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｆ】図１１Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図１２】本発明の実施例２によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子に関する平面
図である。
【図１３Ａ】図１２のＸ III－Ｘ III、ＸＩＶ－ＸＩＶ、ＸＶ－ＸＶ、Ｘ VI－Ｘ VI線に沿っ
て切断した各々の断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｘ III－Ｘ IIIは駆動用薄膜
トランジスタ部、ＸＩＶ－ＸＩＶはデータパッド部、ＸＶ－ＸＶはゲートパッド部、Ｘ VI
－Ｘ VIは電力供給パッド部の断面図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１３Ｃ】図１３Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１３Ｄ】図１３Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１３Ｅ】図１３Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図１４Ａ】図１２のＸ III－Ｘ III、ＸＩＶ－ＸＩＶ、ＸＶ－ＸＶ、Ｘ VI－Ｘ VI線に沿っ
て切断した各々の断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｘ III－Ｘ IIIは駆動用薄膜
トランジスタ部、ＸＩＶ－ＸＩＶはデータパッド部、ＸＶ－ＸＶはゲートパッド部、Ｘ VI
－Ｘ VIは電力供給パッド部の断面図である。
【図１４Ｂ】図１４Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１４Ｃ】図１４Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１４Ｄ】図１４Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１４Ｅ】図１４Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図１５Ａ】図１２のＸ III－Ｘ III、ＸＩＶ－ＸＩＶ、ＸＶ－ＸＶ、Ｘ VI－Ｘ VI線に沿っ
て切断した各々の断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｘ III－Ｘ IIIは駆動用薄膜
トランジスタ部、ＸＩＶ－ＸＩＶはデータパッド部、ＸＶ－ＸＶはゲートパッド部、Ｘ VI
－Ｘ VIは電力供給パッド部の断面図である。
【図１５Ｂ】図１５Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１５Ｃ】図１５Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１５Ｄ】図１５Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１５Ｅ】図１５Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図１６Ａ】図１２のＸ III－Ｘ III、ＸＩＶ－ＸＩＶ、ＸＶ－ＸＶ、Ｘ VI－Ｘ VI線に沿っ
て切断した各々の断面を製造段階別に示した断面図であって、Ｘ III－Ｘ IIIは駆動用薄膜
トランジスタ部、ＸＩＶ－ＸＩＶはデータパッド部、ＸＶ－ＸＶはゲートパッド部、Ｘ VI
－Ｘ VIは電力供給パッド部の断面図である。
【図１６Ｂ】図１６Ａに続く製造工程を示す断面図である。
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【図１６Ｃ】図１６Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１６Ｄ】図１６Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１６Ｅ】図１６Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図１７Ａ】本発明による回折露光工程を利用した薄膜トランジスタ素子の製造工程を段
階別に示した断面図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１７Ｃ】図１７Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１７Ｄ】図１７Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１０８】
２１０：基板
２１６：ゲート電極
２２０：ゲート絶縁膜
２２４ａ：アクティブ層
２２４ｂ：オーミックコンタクト層
２２４：半導体層
２２８：ソース電極
２３２：ドレイン電極
２４６：ソースコンタクトホール
２４８：ドレインコンタクトホール
２５６：保護層
２７４：連結パターン  
２７６：連結電極
２７８：電力供給配線
Ｃｈ：チャンネル
ＴＤ：駆動用薄膜トランジスタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ Ａ 】

【 図 ４ Ｂ 】

【 図 ４ Ｃ 】

【 図 ４ Ｄ 】

【 図 ４ Ｅ 】
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【 図 ４ Ｆ 】

【 図 ４ Ｇ 】

【 図 ４ Ｈ 】

【 図 ４ Ｉ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ Ａ 】

【 図 ８ Ｂ 】

【 図 ８ Ｃ 】

【 図 ８ Ｄ 】

【 図 ８ Ｅ 】

【 図 ８ Ｆ 】

【 図 ９ Ａ 】
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【 図 ９ Ｂ 】 【 図 ９ Ｃ 】

【 図 ９ Ｄ 】 【 図 ９ Ｅ 】
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【 図 ９ Ｆ 】 【 図 １ ０ Ａ 】

【 図 １ ０ Ｂ 】 【 図 １ ０ Ｃ 】

(28) JP 3779972 B2 2006.5.31



【 図 １ ０ Ｄ 】 【 図 １ ０ Ｅ 】

【 図 １ ０ Ｆ 】

【 図 １ １ Ａ 】 【 図 １ １ Ｂ 】
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【 図 １ １ Ｃ 】 【 図 １ １ Ｄ 】

【 図 １ １ Ｅ 】 【 図 １ １ Ｆ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ Ａ 】

【 図 １ ３ Ｂ 】

【 図 １ ３ Ｃ 】

【 図 １ ３ Ｄ 】

【 図 １ ３ Ｅ 】

【 図 １ ４ Ａ 】
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【 図 １ ４ Ｂ 】

【 図 １ ４ Ｃ 】

【 図 １ ４ Ｄ 】

【 図 １ ４ Ｅ 】

【 図 １ ５ Ａ 】 【 図 １ ５ Ｂ 】
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【 図 １ ５ Ｃ 】 【 図 １ ５ Ｄ 】

【 図 １ ５ Ｅ 】

【 図 １ ６ Ａ 】

【 図 １ ６ Ｂ 】

【 図 １ ６ Ｃ 】
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【 図 １ ６ Ｄ 】

【 図 １ ６ Ｅ 】

【 図 １ ７ Ａ 】

【 図 １ ７ Ｂ 】

【 図 １ ７ Ｃ 】

【 図 １ ７ Ｄ 】
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