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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備え、
　前記酸素供給層が、水（Ｈ2Ｏ）、ＯＲ基、またはＯＨ基を含む材料からなる層である
、半導体装置。
【請求項２】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
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　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備え、
　前記酸素供給層が、アクリル樹脂、ＳＯＧ材料、シリコーン樹脂、エステル重合樹脂、
あるいはシラノール基、ＣＯ－ＯＲ基、またはＳｉ－ＯＨ基を含む樹脂からなる、半導体
装置。
【請求項３】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備え、
　前記ゲート電極と同じ材料で形成された下部配線と、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極と同じ材料で形成された上部配線と、
　前記上部配線と前記下部配線とが接続された接続部と、を備え、
　前記接続部において、前記上部配線と前記下部配線とが、前記ゲート絶縁層を貫通する
コンタクトホールを介して接続されている、半導体装置。
【請求項４】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備え、
　前記ゲート電極と同じ材料による補助容量電極と、
　前記補助容量電極の上に、前記補助容量電極に接するように形成された前記拡散防止層
と、
　前記拡散防止層の上に形成された補助容量対向電極と、
　を有する補助容量を備えた、半導体装置。
【請求項５】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
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ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備え、
　前記ゲート電極と同じ材料による補助容量電極と、
　前記補助容量電極の上に、前記補助容量電極に接するように形成された第１導電層と、
　前記第１導電層の上に、前記第１導電層に接するように形成された前記拡散防止層と、
　前記拡散防止層の上に形成された補助容量対向電極と、
　を有する補助容量を備えた、半導体装置。
【請求項６】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備え、
　前記ゲート電極と同じ材料による補助容量電極と、
　前記補助容量電極の上に、前記補助容量電極に接するように形成された酸化物半導体層
と、
　前記補助容量電極上の前記酸化物半導体層に接するように形成された前記拡散防止層と
、
　前記拡散防止層の上に形成された補助容量対向電極と、
　を有する補助容量を備えた、半導体装置。
【請求項７】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備えた半導体装置を含む表示装置であって、
　前記酸素供給層と前記拡散防止層との間に配置された下層電極と、
　前記拡散防止層の上に配置され、前記薄膜トランジスタの前記ドレイン電極に接続され
た上層電極と、を備えたフリンジフィールド型の表示装置。
【請求項８】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
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　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備え、
　前記保護層の密度が１．９～２．２ｇ／ｃｍ3の範囲内にある、半導体装置。
【請求項９】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備え、
　前記保護層が、前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形
成された第１保護層、および前記第１保護層の上に形成された、前記第１保護層よりも密
度の低い第２保護層からなる、半導体装置。
【請求項１０】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層
と、
　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
　前記酸化物半導体層と前記ソース電極および前記ドレイン電極との間に形成されたエッ
チングストッパ層と、
を備えた、半導体装置。
【請求項１１】
　前記酸素供給層が、水（Ｈ2Ｏ）、ＯＲ基、またはＯＨ基を含む材料からなる層である
、請求項２から１０のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記酸素供給層が、アクリル樹脂、ＳＯＧ材料、シリコーン樹脂、エステル重合樹脂、
あるいはシラノール基、ＣＯ－ＯＲ基、またはＳｉ－ＯＨ基を含む樹脂からなる、請求項
１および３から１０のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記酸素供給層の厚さが５００ｎｍ～３５００ｎｍの範囲にある、請求項１から１２の
いずれかに記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記拡散防止層が、酸化シリコン、窒化シリコン、または酸窒化シリコンからなる、請
求項１から１３のいずれかに記載の半導体装置。
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【請求項１５】
　前記拡散防止層の厚さが５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲にある、請求項１から１４のいず
れかに記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記保護層が、酸化シリコンまたは窒化シリコンからなる、請求項１から１５のいずれ
かに記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記ゲート電極と同じ材料で形成された下部配線と、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極と同じ材料で形成された上部配線と、
　前記上部配線と前記下部配線とが接続された接続部と、を備え、
　前記接続部において、前記上部配線と前記下部配線とが、前記ゲート絶縁層を貫通する
コンタクトホールを介して接続されている、請求項１、２および４から１０のいずれかに
記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記接続部において、前記コンタクトホールが酸化物半導体層と前記ゲート絶縁層とを
貫通するように形成されており、前記上部配線と前記下部配線とが、前記コンタクトホー
ルを介して接続されている、請求項３に記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記接続部は、
　　前記下部配線の上に形成された絶縁層と、
　　前記絶縁層の上に形成された上部配線と、
　　前記上部配線の上に形成された保護層と、
　　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
　　前記拡散防止層の上に形成された導電層と、を有し、
　前記接続部の前記絶縁層、前記上部配線、前記保護層、前記酸素供給層、および前記拡
散防止層を貫通するようにコンタクトホールが形成されており、
　前記コンタクトホール内に形成された前記導電層を介して、前記下部配線と前記上部配
線とが電気的に接続されている、請求項３に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記接続部は、
　　前記下部配線の上に形成された絶縁層と、
　　前記絶縁層の上に形成された前記上部配線と、
　　前記上部配線の上に形成された保護層と、
　　前記保護層の上に形成された酸素供給層と、
　　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
　　前記拡散防止層の上に形成された導電層と、を有し、
　前記接続部の前記保護層、前記酸素供給層、および前記拡散防止層を貫通するように第
１コンタクトホールが形成されており、
　前記接続部の前記絶縁層、前記保護層、前記酸素供給層、および前記拡散防止層を貫通
するように第２コンタクトホールが形成されており、
　前記第１コンタクトホール内で前記上部配線と前記導電層とが電気的に接続されており
、
　前記第２コンタクトホール内で前記下部配線と前記導電層とが電気的に接続されている
、請求項３に記載の半導体装置。
【請求項２１】
　前記ゲート電極と同じ材料による補助容量電極と、
　前記補助容量電極の上に、前記補助容量電極に接するように形成された前記拡散防止層
と、
　前記拡散防止層の上に形成された補助容量対向電極と、
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　を有する補助容量を備えた、請求項１から３および５から１０のいずれかに記載の半導
体装置。
【請求項２２】
　前記ゲート電極と同じ材料による補助容量電極と、
　前記補助容量電極の上に、前記補助容量電極に接するように形成された第１導電層と、
　前記第１導電層の上に、前記第１導電層に接するように形成された前記拡散防止層と、
　前記拡散防止層の上に形成された補助容量対向電極と、
　を有する補助容量を備えた、請求項１から４および６から１０のいずれかに記載の半導
体装置。
【請求項２３】
　前記ゲート電極と同じ材料による補助容量電極と、
　前記補助容量電極の上に、前記補助容量電極に接するように形成された酸化物半導体層
と、
　前記補助容量電極上の前記酸化物半導体層に接するように形成された前記拡散防止層と
、
　前記拡散防止層の上に形成された補助容量対向電極と、
　を有する補助容量を備えた、請求項１から５および７から１０のいずれかに記載の半導
体装置。
【請求項２４】
　請求項１から２３のいずれかに記載の半導体装置を含む表示装置であって、
　前記拡散防止層の上に形成された画素電極を備え、
　前記画素電極が、前記保護層、前記酸素供給層、および前記拡散防止層を貫通するコン
タクトホールを介して前記ドレイン電極に接続されている表示装置。
【請求項２５】
　請求項１から６および８から１０のいずれかに記載の半導体装置を含む表示装置であっ
て、
　前記酸素供給層と前記拡散防止層との間に配置された下層電極と、
　前記拡散防止層の上に配置され、前記薄膜トランジスタの前記ドレイン電極に接続され
た上層電極と、を備えたフリンジフィールド型の表示装置。
【請求項２６】
　前記ゲート電極と同じ材料によって形成されたコモン線を備え、
　前記コモン線と前記下層電極とが、前記ゲート絶縁層、前記保護層、および前記酸素供
給層とを貫通するコンタクトホールを介して接続されている、請求項７に記載のフリンジ
フィールド型の表示装置。
【請求項２７】
　前記保護層の密度が１．９～２．２ｇ／ｃｍ3の範囲内にある、請求項１から７、９お
よび１０のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項２８】
　前記保護層が、前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形
成された第１保護層、および前記第１保護層の上に形成された、前記第１保護層よりも密
度の低い第２保護層からなる、請求項１から８および１０のいずれかに記載の半導体装置
。
【請求項２９】
　前記第１保護層の密度が２．１～２．４ｇ／ｃｍ3の範囲内にあり、前記第２保護層の
密度が１．９～２．２ｇ／ｃｍ3の範囲内にある、請求項２８に記載の半導体装置。
【請求項３０】
　前記酸化物半導体層と前記ソース電極および前記ドレイン電極との間に形成されたエッ
チングストッパ層を備えた、請求項１から９のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項３１】
　請求項２９または３０に記載の半導体装置を備えた表示装置。



(7) JP 5284544 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

【請求項３２】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に配置された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に、前記酸化物半導
体層に接するように形成された酸素供給層と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極と前記酸素供給層との間
に配置された保護層と、
を備え、
　前記酸素供給層が、前記保護層に形成されたコンタクトホールを介して、前記酸化物半
導体層に接している、半導体装置。
【請求項３３】
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層を備える、請求項３２に記載の半導体装置
。
【請求項３４】
　薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記ゲート電極の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上に配置された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイ
ン電極と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に、前記酸化物半導
体層に接するように形成された酸素供給層と、
　前記酸化物半導体層と前記ソース電極および前記ドレイン電極との間に形成されたエッ
チングストッパ層と、
を備えた、半導体装置。
【請求項３５】
　薄膜トランジスタを備えたトップゲート型の半導体装置であって、
　基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極の上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された絶縁層
と、
　前記絶縁層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、
　前記絶縁層及び前記ゲート電極の上に形成された酸素供給層と、
　前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備えた、半導体装置。
【請求項３６】
　請求項３２から３５のいずれかに記載の半導体装置を備えた表示装置。
【請求項３７】
　前記酸化物半導体層は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系半導体からなる層である請求項１から
６、８から２３、２７から３０および３２から３６のいずれかに記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタを備える半導体装置および表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　アクティブマトリクス型の液晶表示装置や有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓ
ｃｅｎｃｅ）表示装置は、一般に、画素毎にスイッチング素子として薄膜トランジスタ（
Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；以下、「ＴＦＴ」とも呼ぶ）が形成された
基板（以下、「ＴＦＴ基板」と呼ぶ）と、対向電極およびカラーフィルタなどが形成され
た対向基板と、ＴＦＴ基板と対向基板との間に設けられた液晶層などの光変調層とを備え
ている。
【０００３】
　ＴＦＴ基板には、複数のソース配線と、複数のゲート配線と、これらの交差部にそれぞ
れ配置された複数のＴＦＴと、液晶層などの光変調層に電圧を印加するための画素電極と
、補助容量配線および補助容量電極などが形成されている。
【０００４】
　ＴＦＴ基板の構成は、例えば特許文献１に開示されている。以下、図面を参照しながら
、特許文献１に開示されたＴＦＴ基板の構成を説明する。
【０００５】
　図３０（ａ）は、ＴＦＴ基板の概略を示す模式的な平面図であり、図３０（ｂ）は、Ｔ
ＦＴ基板における１個の画素を示す拡大平面図である。また、図３１は、図３０に示す半
導体装置におけるＴＦＴおよび端子部の断面図である。
【０００６】
　図３０（ａ）に示すように、ＴＦＴ基板は、複数のゲート配線２０１６と、複数のソー
ス配線２０１７とを有している。これらの配線２０１６、２０１７で包囲されたそれぞれ
の領域２０２１が「画素」となる。ＴＦＴ基板のうち画素が形成される領域（表示領域）
以外の領域２０４０には、複数のゲート配線２０１６およびソース配線２０１７のそれぞ
れを駆動回路に接続するための複数の接続部２０４１が配置されている。各接続部２０４
１は、外部配線と接続するための端子部を構成する。
【０００７】
　図３０（ｂ）および図３１に示すように、画素となる各領域２０２１を覆うように画素
電極２０２０が設けられている。また、各領域２０２１にはＴＦＴが形成されている。Ｔ
ＦＴは、ゲート電極Ｇと、ゲート電極Ｇを覆うゲート絶縁膜２０２５、２０２６と、ゲー
ト絶縁膜２０２６上に配置された半導体層２０１９と、半導体層２０１９の両端部にそれ
ぞれ接続されたソース電極Ｓおよびドレイン電極Ｄとを有している。ＴＦＴは保護膜２０
２８で覆われている。保護膜２０２８と画素電極２０２０との間には、層間絶縁膜２０２
９が形成されている。ＴＦＴのソース電極Ｓはソース配線２０１７に、ゲート電極Ｇはゲ
ート配線２０１６に接続されている。また、ドレイン電極Ｄは、コンタクトホール２０３
０内で画素電極２０２０に接続されている。
【０００８】
　また、ゲート配線２０１６と平行に補助容量配線２０１８が形成されている。補助容量
配線２０１８は補助容量に接続されている。ここでは、補助容量は、ドレイン電極Ｄと同
じ導電膜から形成された補助容量電極２０１８ｂと、ゲート配線２０１６と同じ導電膜か
ら形成された補助容量電極２０１８ａと、それらの間に位置するゲート絶縁膜２０２６と
から構成されている。
【０００９】
　各ゲート配線２０１６またはソース配線２０１７から延びた接続部２０４１上には、ゲ
ート絶縁膜２０２５、２０２６および保護膜２０２８が形成されておらず、接続部２０４
１の上面と接するように接続配線２０４４が形成されている。これにより、接続部２０４
１と接続配線２０４４との電気的な接続が確保されている。
【００１０】
　なお、図３１に示すように、液晶表示装置では、ＴＦＴ基板は、液晶層２０１５を挟ん
で、対向電極やカラーフィルタが形成された基板２０１４と対向するように配置される。
【００１１】
　このようなＴＦＴ基板を製造する際には、画素となる領域２０２１（「画素部」ともい
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う。）と、端子部とを共通のプロセスで形成し、マスク数や工程数の増大を抑えることが
好ましい。
【００１２】
　上記のＴＦＴ基板を製造しようとすると、ゲート絶縁膜２０２５、２０２６および保護
膜２０２８のうち端子配置領域２０４０に位置する部分、および、ゲート絶縁膜２０２５
および保護膜２０２８のうち補助容量が形成される領域に位置する部分をエッチングする
必要がある。特許文献１には、有機絶縁膜を用いて層間絶縁膜２０２９を形成し、これを
マスクとして、これらの絶縁膜２０２５、２０２６、および保護膜２０２８をエッチング
することが開示されている。
【００１３】
　近年、シリコン半導体膜の代わりに、ＩＧＺＯ（ＩｎＧａＺｎＯX）などの酸化物半導
体膜を用いてＴＦＴのチャネル層を形成することが提案されている。このようなＴＦＴを
「酸化物半導体ＴＦＴ」と称する。酸化物半導体がアモルファスシリコンよりも高い移動
度を有していることから、酸化物半導体ＴＦＴは、アモルファスシリコンＴＦＴよりも高
速で動作することが可能である。また、酸化物半導体膜は、多結晶シリコン膜よりも簡便
なプロセスで形成されるため、大面積が必要とされる装置にも適用できる。
【００１４】
　特許文献２には、酸化物半導体ＴＦＴの一例が記載されている。また、特許文献３には
、非晶質酸化物半導体の活性層を備えた電界効果型トランジスタの例が記載されている。
【００１５】
　特許文献３には、非晶質酸化物半導体層を形成するために、基板上に非晶質酸化物半導
体層を形成する前に、基板表面にオゾン雰囲気中で紫外線を照射したり、基板表面にプラ
ズマを照射したり、あるいは基板表面を過酸化水素で洗浄することが記載されている。ま
た、この文献には、非晶質酸化物を含む活性層を形成する工程を、オゾンガス、窒素酸化
物ガス等の雰囲気の中で行なうことや、基板上に非晶質酸化物を形成した後に、非晶質酸
化物の成膜温度よりも高い温度で熱処理を行なうことなどが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開２００８－１７０６６４号公報
【特許文献２】特開２００３－２９８０６２号公報
【特許文献３】特開２００６－１６５５３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、酸化物半導体ＴＦＴでは、ＴＦＴの製造プロセス中、例えば熱処理工程
等において酸素欠損が生じ、キャリア電子が生じて不要なＯＦＦ電流が発生するなどの問
題が発生し得る。また、ソース・ドレイン電極のエッチング工程やその上部の絶縁層の形
成工程において、下方にある酸化物半導体層が、還元作用等のダメージを受けるという問
題も生じ得る。
【００１８】
　本願発明者が検討した結果、酸化物半導体層がその下部のゲート絶縁層、またはその上
部の保護層等と接する構成の酸化物半導体ＴＦＴにおいては、酸化物半導体層内部、また
は酸化物半導体層と絶縁層、保護層等との界面近傍に酸素欠損等による欠陥準位が発生し
易く、それにより、ＴＦＴの特性低下、信頼性低下、品質のばらつき増加等の問題が発生
することがわかった。
【００１９】
　上記特許文献３には、特性の優れたトランジスタを得るために、非晶質酸化物を形成し
た後に、非晶質酸化物の成膜温度よりも高い温度で熱処理を行なうことなどが記載されて
いるが、このような方法によっても、酸素欠損に起因する欠陥準位の低減を行なうことは
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できず、良好なＴＦＴ特性を得ることは難しい。
【００２０】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、酸化物半導体ＴＦＴの酸化物半導体層に
発生する欠陥を低減して、ＴＦＴ特性の優れた半導体装置を製造することを目的とする。
また本発明は、そのような半導体装置をＴＦＴ基板として備えた高性能の表示装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明による半導体装置は、薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、基板の上
に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、前記ゲート電極の上に形成された
ゲート絶縁層と、前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、前記酸化物半導
体層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極と、前記酸
化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された保護層と、前記
保護層の上に形成された酸素供給層と、前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、
を備えている。
【００２２】
　ある実施形態では、前記酸素供給層は、水（Ｈ2Ｏ）、ＯＲ基、またはＯＨ基を含む材
料からなる層である。
【００２３】
　ある実施形態では、前記酸素供給層は、アクリル樹脂、ＳＯＧ材料、シリコーン樹脂、
エステル重合樹脂、あるいはシラノール基、ＣＯ－ＯＲ基、またはＳｉ－ＯＨ基を含む樹
脂からなる。
【００２４】
　ある実施形態では、前記酸素供給層の厚さは５００ｎｍ～３５００ｎｍの範囲にある。
【００２５】
　ある実施形態では、前記拡散防止層は、酸化シリコン、窒化シリコン、または酸窒化シ
リコンからなる。
【００２６】
　ある実施形態では、前記拡散防止層の厚さは５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲にある。
【００２７】
　ある実施形態では、前記保護層は、酸化シリコンまたは窒化シリコンからなる。
【００２８】
　ある実施形態では、前記半導体装置は、前記ゲート電極と同じ材料で形成された下部配
線と、前記ソース電極および前記ドレイン電極と同じ材料で形成された上部配線と、前記
上部配線と前記下部配線とが接続された接続部と、を備え、前記接続部において、前記上
部配線と前記下部配線とが、前記ゲート絶縁層を貫通するコンタクトホールを介して接続
されている。
【００２９】
　ある実施形態では、前記接続部において、前記コンタクトホールは酸化物半導体層と前
記ゲート絶縁層とを貫通するように形成されており、前記上部配線と前記下部配線とが、
前記コンタクトホールを介して接続されている。
【００３０】
　ある実施形態では、前記接続部は、前記下部配線の上に形成された絶縁層と、前記絶縁
層の上に形成された上部配線と、前記上部配線の上に形成された保護層と、前記保護層の
上に形成された酸素供給層と、前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、前記拡散
防止層の上に形成された導電層と、を有し、前記接続部の前記絶縁層、前記上部配線、前
記保護層、前記酸素供給層、および前記拡散防止層を貫通するようにコンタクトホールが
形成されており、前記コンタクトホール内に形成された前記導電層を介して、前記下部配
線と前記上部配線とが電気的に接続されている。
【００３１】
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　ある実施形態では、前記接続部は、前記下部配線の上に形成された絶縁層と、前記絶縁
層の上に形成された前記上部配線と、前記上部配線の上に形成された保護層と、前記保護
層の上に形成された酸素供給層と、前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と、前記
拡散防止層の上に形成された導電層と、を有し、前記接続部の前記保護層、前記酸素供給
層、および前記拡散防止層を貫通するように第１コンタクトホールが形成されており、前
記接続部の前記絶縁層、前記保護層、前記酸素供給層、および前記拡散防止層を貫通する
ように第２コンタクトホールが形成されており、前記第１コンタクトホール内で前記上部
配線と前記導電層とが電気的に接続されており、前記第２コンタクトホール内で前記下部
配線と前記導電層とが電気的に接続されている。
【００３２】
　ある実施形態では、前記半導体装置は、前記ゲート電極と同じ材料による補助容量電極
と、前記補助容量電極の上に、前記補助容量電極に接するように形成された前記拡散防止
層と、前記拡散防止層の上に形成された補助容量対向電極と、を有する補助容量を備えて
いる。
【００３３】
　ある実施形態では、前記半導体装置は、前記ゲート電極と同じ材料による補助容量電極
と、前記補助容量電極の上に、前記補助容量電極に接するように形成された第１導電層と
、前記第１導電層の上に、前記前記第１導電層に接するように形成された前記拡散防止層
と、前記拡散防止層の上に形成された補助容量対向電極と、を有する補助容量を備えてい
る。
【００３４】
　ある実施形態では、前記半導体装置は、前記ゲート電極と同じ材料による補助容量電極
と、前記補助容量電極の上に、前記補助容量電極に接するように形成された酸化物半導体
層と、前記補助容量電極上の前記酸化物半導体層に接するように形成された前記拡散防止
層と、前記拡散防止層の上に形成された補助容量対向電極と、を有する補助容量を備えて
いる。
【００３５】
　本発明による表示装置は、上記の半導体装置を含む表示装置であって、前記拡散防止層
の上に形成された画素電極を備え、前記画素電極が、前記保護層、前記酸素供給層、およ
び前記拡散防止層を貫通するコンタクトホールを介して前記ドレイン電極に接続されてい
る。
【００３６】
　本発明による他の表示装置は、上記の半導体装置を含む表示装置であって、前記酸素供
給層と前記拡散防止層との間に配置された下層電極と、前記拡散防止層の上に配置され、
前記薄膜トランジスタの前記ドレイン電極に接続された上層電極と、を備えたフリンジフ
ィールド型の表示装置である。
【００３７】
　ある実施形態では、他の表示装置は、前記ゲート電極と同じ材料によって形成されたコ
モン線を備え、前記コモン線と前記下層電極とが、前記ゲート絶縁層、前記保護層、およ
び前記酸素供給層とを貫通するコンタクトホールを介して接続されている。
【００３８】
　本発明による半導体装置のある実施形態では、前記保護層の密度は１．９～２．２ｇ／
ｃｍ3の範囲内にある。
【００３９】
　本発明による半導体装置のある実施形態では、前記保護層は、前記酸化物半導体層、前
記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された第１保護層、および前記第１保護
層の上に形成された、前記第１保護層よりも密度の低い第２保護層からなる。
【００４０】
　ある実施形態では、前記第１保護層の密度は２．１～２．４ｇ／ｃｍ3の範囲内にあり
、前記第２保護層の密度は１．９～２．２ｇ／ｃｍ3の範囲内にある。
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【００４１】
　本発明による半導体装置のある実施形態は、前記酸化物半導体層と前記ソース電極およ
びドレイン電極との間に形成されたエッチングストッパ層を備えている。
【００４２】
　本発明による他の表示装置は、上記の半導体装置を備えた表示装置である。
【００４３】
　本発明による他の半導体装置は、薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、基板
の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、前記ゲート電極の上に形成さ
れたゲート絶縁層と、前記ゲート絶縁層の上に形成された酸化物半導体層と、前記酸化物
半導体層の上に配置された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極と、前
記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に、前記酸化物半導体層
に接するように形成された酸素供給層と、を備えている。
【００４４】
　ある実施形態では、半導体装置は、前記酸化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ド
レイン電極と前記酸素供給層との間に配置された保護層を備え、前記酸素供給層は、前記
保護層に形成されたコンタクトホールを介して、前記酸化物半導体層に接している。
【００４５】
　ある実施形態では、半導体装置は前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層を備えて
いる。
【００４６】
　ある実施形態では、半導体装置は前記酸化物半導体層と前記ソース電極およびドレイン
電極との間に形成されたエッチングストッパ層を備えている。
【００４７】
　本発明による他の半導体装置は、薄膜トランジスタを備えた半導体装置であって、基板
の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、前記ゲート電極の上に形成さ
れたゲート絶縁層と、前記ゲート絶縁層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソー
ス電極及びドレイン電極と、前記ゲート絶縁層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極
の上に形成された酸化物半導体層と、前記酸化物半導体層の上に形成された保護層と、前
記保護層の上に形成された酸素供給層と、を備えている。
【００４８】
　本発明による他の半導体装置は、薄膜トランジスタを備えたトップゲート型の半導体装
置であって、基板の上に形成された、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電
極と、前記ソース電極及び前記ドレイン電極の上に形成された酸化物半導体層と、前記酸
化物半導体層、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極の上に形成された絶縁層と、前記
絶縁層の上に形成された、前記薄膜トランジスタのゲート電極と、前記絶縁層及び前記ゲ
ート電極の上に形成された酸素供給層と、前記酸素供給層の上に形成された拡散防止層と
、を備えている。
【００４９】
　本発明による他の表示装置は、上記半導体装置を備えた表示装置である。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明によれば、酸素供給層から酸化物半導体層にＨ2Ｏ、ＯＲ基、またはＯＨ基が供
給されるため、より欠陥の修復された酸化物半導体層を有する、高性能の半導体装置を得
ることができる。また、本発明によれば、ＴＦＴ毎に特性のばらつきが少ない、高信頼性
の半導体装置を得ることができる。また、本発明によれば、特性の優れた酸化物半導体Ｔ
ＦＴを有する表示装置によって、高品質な表示を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施形態１による液晶表示装置１０００の構成を模式的に示す斜視図で
ある。
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【図２】液晶表示装置１０００のＴＦＴ基板（半導体装置１００）の構成を模式的に示す
平面図である。
【図３】ＴＦＴ基板１００の表示領域ＤＡの構成を模式的に表した平面図である。
【図４】実施形態１によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である。
【図５】実施形態１によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図であり、ＴＦＴ１０
による効果を説明するための図である。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、ＴＦＴ１０による効果を説明するためのグラフであり、
（ａ）は、酸素供給層を有するＴＦＴの電圧－電流特性を表しており、（ｂ）は酸素供給
層を有しないＴＦＴの電圧－電流特性を表している。
【図７】（ａ）～（ｄ）は、ＴＦＴ基板１００の製造工程を模式的に表した断面図である
。
【図８】（ｅ）～（ｇ）は、ＴＦＴ基板１００の製造工程を模式的に表した断面図である
。
【図９】ＴＦＴ基板１００における上部配線と下部配線との接続部の第１構成例を模式的
に表した断面図である。
【図１０】ＴＦＴ基板１００における接続部の第２構成例を模式的に表した断面図である
。
【図１１】ＴＦＴ基板１００における接続部の第３構成例を模式的に表した断面図である
。
【図１２】本発明の実施形態２によるＴＦＴ基板１００の構成を模式的に表した断面図で
ある。
【図１３】実施形態２によるＴＦＴ基板１００の第１変形例の構成を模式的に表した断面
図である。
【図１４】実施形態２によるＴＦＴ基板１００の第２変形例の構成を模式的に表した断面
図である。
【図１５】本発明の実施形態３によるＴＦＴ基板１００の画素５０の構成を模式的に表し
た平面図である。
【図１６】実施形態３によるＴＦＴ基板１００の構成を模式的に表した断面図である。
【図１７】実施形態３による画素５０の変形例の構成を模式的に表した平面図である。
【図１８】本発明の実施形態４によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である。
【図１９】本発明の実施形態５によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である。
【図２０】本発明の実施形態６によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である。
【図２１】本発明の実施形態７によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である。
【図２２】実施形態７のＴＦＴ１０による効果を説明するためのグラフであり、実施形態
７のＴＦＴ１０の電圧－電流特性を表している。
【図２３】本発明の実施形態８によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である。
【図２４】本発明の実施形態９によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である。
【図２５】本発明の実施形態１０によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である
。
【図２６】本発明の実施形態１１によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である
。
【図２７】本発明の実施形態１２によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である
。
【図２８】本発明の実施形態１３によるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である
。
【図２９】本発明の実施形態１４による有機ＥＬ表示装置１００２の構成を模式的に表し
た断面図である。
【図３０】（ａ）は、従来のＴＦＴ基板の概略を示す模式的な平面図であり、（ｂ）は、
（ａ）のＴＦＴ基板における１個の画素を示す拡大平面図である。
【図３１】図３０に示す従来のＴＦＴ基板におけるＴＦＴおよび端子部の断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態による表示装置、半導体装置を説明する
。ただし、本発明の範囲は以下の実施形態に限られるものではない。本発明の半導体装置
は、酸化物半導体ＴＦＴが形成されたＴＦＴ基板であり、各種表示装置や電子機器などの
ＴＦＴ基板を広く含むものとする。本実施形態の説明においては、半導体装置を、酸化物
半導体ＴＦＴをスイッチング素子として備えた表示装置のＴＦＴ基板として説明する。
【００５３】
　（実施形態１）
　図１は、本発明の実施形態による液晶表示装置１０００の構成を模式的に示す斜視図で
ある。
【００５４】
　図１に示すように、液晶表示装置１０００は、液晶層を挟んで互いに対向するＴＦＴ基
板（半導体装置）１００および対向基板２００と、ＴＦＴ基板１００および対向基板２０
０のそれぞれの外側に配置された偏光板２１０および２２０と、表示用の光をＴＦＴ基板
１００に向けて出射するバックライトユニット２３０とを備えている。ＴＦＴ基板１００
には、複数の走査線（ゲートバスライン）を駆動する走査線駆動回路２４０、および複数
の信号線（データバスライン）を駆動する信号線駆動回路２５０が配置されている。走査
線駆動回路２４０および信号線駆動回路２５０は、ＴＦＴ基板１００の内部または外部に
配置された制御回路２６０に接続されている。制御回路２６０による制御に応じて、走査
線駆動回路２４０からＴＦＴのオン－オフを切り替える走査信号が複数の走査線に供給さ
れ、信号線駆動回路２５０から表示信号（図３に示す画素電極２０への印加電圧）が、複
数の信号線に供給される。
【００５５】
　対向基板２００は、カラーフィルタおよび共通電極を備えている。カラーフィルタは、
３原色表示の場合、それぞれが画素に対応して配置されたＲ（赤）フィルタ、Ｇ（緑）フ
ィルタ、およびＢ（青）フィルタを含む。対向基板２００を４原色以上の表示方式に対応
させてもよい。共通電極は、液晶層を挟んで複数の画素電極２０を覆うように形成されて
いる。共通電極と各画素電極２０との間に与えられる電位差に応じて両電極の間の液晶分
子が画素毎に配向し、表示がなされる。
【００５６】
　図２は、ＴＦＴ基板１００の構成を模式的に示す平面図であり、図３は、ＴＦＴ基板１
００の表示領域ＤＡの構成を模式的に示す平面図である。
【００５７】
　図２に示すように、ＴＦＴ基板１００は、表示部ＤＡと表示部ＤＡの外側に位置する周
辺部ＦＡを有する。周辺部ＦＡには、図１に示した走査線駆動回路２４０および信号線駆
動回路２５０、電圧供給回路の電気素子などが、例えばＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　ｏｎ　Ｇｌａ
ｓｓ）方式によって配置されている。周辺部ＦＡにおけるＴＦＴ、ダイオード等の電気素
子は、表示部ＤＡのＴＦＴと同じ製造工程にて形成され得る。また、周辺部ＦＡの外端部
付近にはＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）等の外部素子
を取り付けるための端子部３０が配置されている。さらに、周辺部ＦＡには、信号線等の
上部配線と走査線等の下部配線とを電気的に接続する接続部２５が形成されている。
【００５８】
　図示してはいないが、表示領域ＤＡと周辺領域ＦＡとの境界には複数の接続配線が配置
されている。各信号線１２は、それぞれに対応して形成された接続部を介して接続配線に
電気的に接続されている。接続部によって、上部配線である信号線１２が下部配線である
接続配線に接続される。
【００５９】
　図３に示すように、表示部ＤＡには、複数の画素５０がマトリクス状に配置されており
、複数の走査線１４と複数の信号線１２とが互いに直交するように延びている。走査線１
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４の一部はＴＦＴ１０のゲート電極を構成する。複数の走査線１４と複数の信号線１２と
の交点それぞれの付近には、能動素子である薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）１０が画素５０
毎に形成されている。各画素５０には、ＴＦＴ１０のドレイン電極に電気的に接続された
、例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）からなる画素電極２０が配置され
ている。また、隣り合う２つの走査線１４の間には補助容量線（Ｃｓラインとも呼ぶ）１
６が走査線１４と平行に延びている。
【００６０】
　各画素１０内には補助容量（Ｃｓ）１８が形成されており、補助容量線１６の一部が補
助容量１８の補助容量電極（下部電極）をなしている。この補助容量電極と、補助容量対
向電極（上部電極）と、両電極の間に配置された層により補助容量１８が構成される。Ｔ
ＦＴ１０のドレイン電極は補助容量の補助容量対向電極に接続されており、補助容量対向
電極は層間絶縁層に形成されたコンタクトホールを介して画素電極２０に接続されている
。ＴＦＴ１０のゲート電極、走査線１４、補助容量線１６、および補助容量電極は、基本
的に、同一の材料によって、同一の工程で形成される。ＴＦＴ１０のソース電極とドレイ
ン電極、信号線１２、補助容量対向電極は、基本的に、同一の材料によって、同一の工程
で形成される。
【００６１】
　図４は、実施形態１によるＴＦＴ基板１００（「半導体装置１００」と呼ぶこともある
）におけるＴＦＴ１０の構成を模式的に表した断面図である。
【００６２】
　図４に示すように、ＴＦＴ１０は、ガラス基板等の基板６０の上に形成されたゲート電
極６２と、基板６０の上にゲート電極６２を覆うように形成されたゲート絶縁層６６（単
に「絶縁層６６」と呼ぶこともある）と、ゲート絶縁層６６の上に形成された酸化物半導
体層６８と、ゲート絶縁層６６および酸化物半導体層６８の上に形成されたソース電極７
０ｓおよびドレイン電極７０ｄと、ソース電極７０ｓおよびドレイン電極７０ｄの上に形
成された保護層７２と、保護層７２の上に形成された酸素供給層７４と、酸素供給層７４
の上に形成された拡散防止層７８と、を備えている。
【００６３】
　後に図１２～１４に示すように、拡散防止層７８の上には透明導電材料による画素電極
２０が形成されている。画素電極２０の下の拡散防止層７８、層間絶縁層７４、および保
護層７２にはコンタクトホールが形成されており、画素電極２０は、そのコンタクトホー
ルの底でＴＦＴ１０のドレイン電極７０ｄと接している。
【００６４】
　ゲート電極６２は、例えばチタン（Ｔｉ）からなる下層ゲート電極の上に、例えば銅（
Ｃｕ）からなる上層ゲート電極が形成された２層構造を有し得る。ゲート電極を、Ｔｉ／
Ａｌ（アルミニウム）／Ｔｉ等の３層構成としてもよい。ゲート絶縁層６６は、窒化シリ
コンによって形成されている。ゲート絶縁層６６を、酸化シリコンで形成してもよく、窒
化シリコン層と酸化シリコン層との２層構成に形成してもよい。
【００６５】
　酸化物半導体層６８は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系半導体（ＩＧＺＯ）からなる層である
。酸化物半導体層６８の上に形成されたソース電極７０ｓおよびドレイン電極７０ｄは、
Ｔｉ／Ａｌ／Ｔｉの３層構成からなる導電層である。ソース電極７０ｓおよびドレイン電
極７０ｄを、Ａｌ／Ｔｉ、Ｃｕ／Ｔｉ、Ｃｕ／Ｍｏ（モリブデン）等の２層構成としても
よい。保護層７２は、酸化シリコン（ＳｉＯ2）または窒化シリコン（ＳｉＮx）により形
成されている。保護層７２を設けない構成もあり得る。拡散防止層７８は、酸化シリコン
（ＳｉＯ2）、窒化シリコン（ＳｉＮx）、または酸窒化シリコン（ＳｉＮＯ）により形成
されている。
【００６６】
　酸素供給層７４は、水（Ｈ2Ｏ）、ＯＲ基、またはＯＨ基を含む材料からなる層である
。本実施形態では、酸素供給層７４は、例えばアクリル樹脂をスピンコート法によって塗
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布して形成されている。ＳＯＧ材料には、シリコーン（ｓｉｌｉｃｏｎｅ）樹脂、シラノ
ール（例えばＳｉ（ＯＨ）4）、アルコキシシラン、シロキサン樹脂等を含むスピンオン
グラス（ＳＯＧ）材料を用いることができる。酸素供給層７４を、シラノール基またはＳ
ｉ－ＯＨ基を含む他の樹脂材料から形成してもよい。また、酸素供給層７４は、エステル
重合樹脂、またはＣＯ－ＯＲ基を含む樹脂材料によって形成してもよい。
【００６７】
　図５に示すように、酸素供給層７４がＨ2Ｏ、ＯＲ基、またはＯＨ基を含むことから、
アニール等の熱処理工程において、酸素供給層７４から保護層７２を介して酸化物半導体
層６８のチャネル部にＨ2Ｏ、ＯＨ基、またはＯＲ基が拡散され、酸化物半導体層６８中
の酸素欠損等に起因する欠陥が補われる。これにより、ＴＦＴの特性が向上し、ＴＦＴ毎
のばらつきが少ない、高品質の半導体装置を提供することができる。また、酸化物半導体
層７４の上部に拡散防止層７８が配置されていることから、酸素供給層７４から上方に移
動したＨ2Ｏ、ＯＲ基、またはＯＨ基が、拡散防止層７８の底面にて反射されて酸化物半
導体層６８に向けて移動する。よって、拡散防止層７８を形成した後に熱処理を行なう場
合、酸化物半導体層６８により多くのＨ2Ｏ、ＯＲ基、またはＯＨ基の供給がなされ、よ
り多くの欠陥が修復される。
【００６８】
　図６（ａ）は、複数のＴＦＴ１０の電圧－電流特性を表したグラフであり、（ｂ）は酸
素供給層および拡散防止層を有しない複数のＴＦＴの電圧－電流特性を表したグラフであ
る。両グラフにおいて、横軸はゲート電圧値を表し、縦軸はソース－ドレイン電流値を表
している。図６（ａ）からわかるように、実施形態１のＴＦＴ１０では、ゲート電圧０Ｖ
付近における電流の立ち上がりが急峻であり、かつ複数のＴＦＴ１０の特性（Ｓ値）間に
ばらつきが少ない。これは、何れのＴＦＴ１０においても、ＴＦＴ１０のＯＮ時から印加
電圧に応じた適切な電流値が得られることを示している。一方、図６（ｂ）に示されるよ
うに、酸素供給層および拡散防止層を有しないＴＦＴでは、ＯＮ電流の立ち上がりが鈍く
、立ち上がり位置に大きなばらつきが見られる。また、ＯＦＦ電流値にもばらつきが生じ
ている。これら比較から、実施形態１のＴＦＴ１０によれば、よりＴＦＴ特性の安定した
高性能の半導体装置が得られることがわかる。
【００６９】
　次に、図７および図８を参照しながらＴＦＴ基板１００の製造方法を説明する。
【００７０】
　図７（ａ）～（ｄ）および図８（ｅ）～（ｇ）は、ＴＦＴ基板１００の製造工程を示す
模式的な断面図である。
【００７１】
　工程（Ａ）：
　まず、基板６０の上にスパッタ法などにより、Ｔｉ層およびＣｕ層をこの順に積層する
。Ｔｉ層の厚さは３０～１５０ｎｍであり、Ｃｕ層の厚さは２００～５００ｎｍである。
次に、積層した２層を公知のフォトリソグラフィ法およびウェットエッチング法を用いて
パターニングして（第１マスク工程）、図７（ａ）に示すゲート電極６２を得る。このと
き、ここでは図示しない走査線１４、補助容量線１６、補助容量電極、下部配線等も同時
に形成される。その後、残ったレジストの剥離および基板の洗浄が行われる。
【００７２】
　工程（Ｂ）：
　次に、基板６０の上にゲート電極６２を覆うようにゲート絶縁層６６を積層する。ゲー
ト絶縁層６６は、プラズマＣＶＤ法によって厚さ１００～７００ｎｍに積層された窒化シ
リコン層である。窒化シリコンの変わりに酸化シリコン（ＳｉＯ2）を積層してもよく、
窒化シリコンと酸化シリコンの両方を積層してもよい。
【００７３】
　次に、図７（ｂ）に示すように、ゲート絶縁層６６の上に酸化物半導体材料６８ｍを積
層する。酸化物半導体材料６８ｍは、例えばＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ（ＩＧＺＯ）であり、
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スパッタ法によって厚さ１０～１００ｎｍ積層される。酸化物半導体材料６８ｍを塗布法
またはインクジェット法によって積層してもよい。酸化物半導体材料には、ＩＧＺＯの代
わりに他の種類の酸化物半導体膜を用いてもよい。
【００７４】
　工程（Ｃ）：
　その後、積層した酸化物半導体材料６８ｍを、フォトリソグラフィ法、例えばシュウ酸
を用いたウェットエッチング法でパターニングして（第２マスク工程）、図７（ｃ）に示
すように、ＴＦＴ１０のチャネル層を含む酸化物半導体層６８を得る。その後、残ったレ
ジストの剥離および基板の洗浄が行われる。
【００７５】
　工程（Ｄ）：
　次に、スパッタ法により、ゲート絶縁層６６の上に酸化物半導体層６８を覆うように、
Ｔｉ、Ａｌ、およびＴｉをこの順番に積層する。次に、フォトリソグラフィ法およびウェ
ットエッチング法によって、これら３層をパターニングして、図７（ｄ）に示すように、
ソース電極７０ｓおよびドレイン電極７０ｄを得る（第３マスク工程）。その後、残った
レジストの除去、および基板洗浄がなされる。ウェットエッチングの代わりにドライエッ
チングを用いることも可能である。Ｔｉ、Ａｌ、およびＴｉを積層する代わりに、Ａｌ／
Ｔｉ、Ａｌ／Ｍｏ、Ｃｕ／Ｔｉ、またはＣｕ／Ｍｏを積層してもよい。またこれらの金属
を単層で用いることもあり得る。この工程では、ここでは図示しない信号線１２、補助容
量対向電極、上部配線等も同時に形成される。
【００７６】
　工程（Ｅ）：
　次に、図８（ｅ）に示すように、ＣＶＤ法により酸化シリコンを基板全体に積層して、
保護層７２を形成する。酸化シリコンの代わりに、窒化シリコンを積層してもよく、また
、酸化シリコンおよび窒化シリコンの両方を積層してもよい。保護層７２の厚さは、２５
ｎｍ～３５０ｎｍである。保護層７２の厚さがこれよりも薄い場合、保護層としての機能
が落ち、ＴＦＴの信頼性が低下する。これよりも厚い場合には、膜応力等による膜剥がれ
が懸念される。またその場合、保護層７２の成膜およびエッチングに時間がかかり、生産
性が悪くなる。
【００７７】
　工程（Ｆ）：
　次に、図８（ｆ）に示すように、保護層７２の上に、アクリル樹脂の酸素供給材料７４
ｍを塗布する。シリコーン樹脂等のＳＯＧ材料をスピンコートで塗布してもよい。酸素供
給材料７４ｍとして、シラノール（Ｓｉ（ＯＨ）4）、アルコキシシラン、シロキサン樹
脂等を含む材料を用いることができる。酸素供給層７４を、シラノール基またはＳｉ－Ｏ
Ｈ基を含む他の樹脂材料から形成してもよい。また、酸素供給層７４は、エステル重合樹
脂、またはＣＯ－ＯＲ基を含む樹脂材料によって形成してもよい。酸素供給層７４の厚さ
は、５００ｎｍ～３５００ｎｍである。酸素供給層７４の厚さがこれよりも薄い場合、発
明の効果が得られない恐れがあり、また、これよりも厚い場合には、膜剥がれ、および生
産性の低下が懸念される。
【００７８】
　工程（Ｇ）：
　次に、酸素供給層７４の上にＣＶＤ法により酸化シリコンを基板全体に積層して、図８
（ｇ）に示すように、拡散防止層７８を形成する。酸化シリコンの代わりに、窒化シリコ
ンを積層してもよく、また、酸化シリコンおよび窒化シリコンの両方を積層してもよい。
【００７９】
　拡散防止層７８の厚さは、５０ｎｍ～５００ｎｍである。その後、大気雰囲気の中で、
２００℃～４００℃の温度でアニール処理を行って、ＴＦＴ１０が完成する。拡散防止層
７８を、窒化シリコン膜、もしくは酸化シリコンと窒化シリコン膜との積層膜とし、保護
層７２をシリコン酸化膜とすることで、拡散防止層７８による高い拡散防止効果と保護層
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７２による保護膜機能を両立させることが可能となる。なお、保護層７２には保護膜とし
ての機能とＨ2Ｏ、ＯＲ基、またはＯＨ基を適度に透過する性質が必要である。窒化シリ
コン膜は酸化シリコン膜に比べ、Ｈ2Ｏ、ＯＲ基、またはＯＨ基を透過しにくい性質を有
する。
【００８０】
　アニール処理の際に、酸素供給層７４から保護層７２を介して酸化物半導体層６８のチ
ャネル部に、Ｈ2Ｏ、ＯＨ基、またはＯＲ基が拡散され、酸化物半導体層６８中の酸素欠
損等に起因する欠陥が補われる。また、酸素供給層７４から上方に移動したＨ2Ｏ、ＯＲ
基、またはＯＨ基が、拡散防止層７８の底面にて反射されて酸化物半導体層６８に向けて
移動する。よって、酸化物半導体層６８にＨ2Ｏ、ＯＲ基、またはＯＨ基の供給がなされ
、より欠陥が修復される。
【００８１】
　その後、拡散防止層７８の上に、例えばスパッタ法により透明導電材料を堆積する。こ
のとき透明導電材料は、ドレイン電極７０ｄ上の保護層７２、酸素供給層７４、および拡
散防止層７８に設けられたコンタクトホール内にも積層され、コンタクトホールの底部に
おいてドレイン電極７０ｄと接する。透明導電材料としては、ＩＴＯを用いる。透明導電
材料にＩＺＯ、ＺｎＯ等を用いてもよい。次いで、公知のフォトリソグラフィ法によって
、透明電極層のパターニングを行って画素電極２０が形成される。
【００８２】
　以上の工程により、ＴＦＴ１０を有するＴＦＴ基板１００が完成する。
【００８３】
　次に、図９～図１１を参照して、ＴＦＴ基板１００における接続部２５の第１～第３構
成例を説明する。図９～図１１は、それぞれ、接続部２５の第１～第３構成例の断面を模
式的に表している。
【００８４】
　第１構成例：
　第１構成例による接続部２５は、図９に示すように、基板６０の上に形成された下部配
線６２ｄと、下部配線６２ｄの上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の
上に形成された酸化物半導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に形成された上部配線７
０ｕとを備えている。酸化物半導体層６８が配置されない形態もあり得る。下部配線６２
ｄは、ゲート電極６２と同時に同じ材料で形成された金属層である。上部配線７０ｕは、
ソース電極７０ｓおよびドレイン電極７０ｄと同時に同じ材料で形成された金属層である
。
【００８５】
　接続部２５において、酸化物半導体層６８およびゲート絶縁層６６のそれぞれには、互
いに重なる位置に開口が設けられており、これら２層を貫通するようにコンタクトホール
２５ｈａが形成されている。ゲート絶縁層６６の開口は酸化物半導体層６８の開口よりも
大きく、コンタクトホール２５ｈａにおいて、ゲート絶縁層６６および酸化物半導体層６
８の側面は階段状に形成されている。上部配線７０ｕと下部配線６２ｄとは、コンタクト
ホール２５ｈａを介して接続されている。つまり、コンタクトホール２５ｈａ内に形成さ
れた上部配線７０ｕが、コンタクトホール２５ｈａの底部で下部配線６２ｄと接続されて
いる。なお、接続部２５に酸化物半導体層６８が配置されない形態においては、コンタク
トホール２５ｈａは、ゲート絶縁層６６のみを貫通するように形成される。
【００８６】
　上部配線７０ｕの金属層を積層する場合、コンタクトホール２５ｈａの側面が急斜面で
あると、側面において金属層の切断が生じやすく、接続部における断線が発生する恐れが
ある。本構成例では、上部配線７０ｕが、急傾斜の側面ではなく、ゲート絶縁層６６およ
び酸化物半導体層６８の階段状の側面の上に形成されるため、上部配線７０ｕの切断が生
じにくい。よって、信頼性の高い接続部２５を形成することができる。
【００８７】



(19) JP 5284544 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

　第２構成例：
　第２構成例による接続部２５は、図１０に示すように、基板６０の上に形成された下部
配線６２ｄと、下部配線６２ｄの上に形成されたたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６
６の上に形成された上部配線７０ｕと、上部配線７０ｕの上に形成された保護層７２と、
保護層７２の上に形成された酸素供給層７４と、酸素供給層７４の上に形成された拡散防
止層７８と、拡散防止層７８の上に形成された導電層２０ｔとを備えている。下部配線６
２ｄは、ゲート電極６２と同時に同じ材料で形成された金属層であり、上部配線７０ｕは
、ソース電極７０ｓおよびドレイン電極７０ｄと同時に同じ材料で形成された金属層であ
る。導電層２０ｔは、画素電極２０と同時に同じ材料で形成されている。
【００８８】
　接続部２５において、ゲート絶縁層６６、上部配線７０ｕ、保護層７２、酸素供給層７
４、および拡散防止層７８のそれぞれには、互いに重なる位置に開口が設けられている。
開口は、下層から上層に向けて大きくなるように形成されており、これらの層を貫通する
ようにコンタクトホール２５ｈｂが形成されている。コンタクトホール２５ｈｂにおいて
、各層の端部は、より上層になるに従ってより外側に位置するように、階段状に形成され
ている。
【００８９】
　上部配線７０ｕと下部配線６２ｄとは、コンタクトホール２５ｈｂ内の導電層２０ｔを
介して接続されている。つまり、コンタクトホール２５ｈｂ内には、ゲート絶縁層６６、
上部配線７０ｕ、保護層７２、酸素供給層７４、および拡散防止層７８の側面を覆うよう
に導電層２０ｔが形成されており、その側面において導電層２０ｔと上部配線７０ｕが接
続され、コンタクトホール２５ｈｂの底部で導電層２０ｔと下部配線６２ｄとが接続され
ている。
【００９０】
　コンタクトホール２５ｈｂ内に導電層２０ｔを形成する場合、ＩＴＯ、ＩＺＯ等の金属
がスパッタ法によって積層されるが、コンタクトホール２５ｈｂの側面が急斜面であると
、金属層の切断や金属層と上部配線７０ｕとの接触不良が発生し易い。また、各層の端部
が同じ位置となるように形成しようとすると、フォトリソグラフィにおけるマスクの位置
ずれ、エッチングシフトのばらつき、オーバーハング等により、下層の端部が上層の端部
よりも外側に形成されることが生じ得る。これは導電層２０ｔに断線を引き起こす原因と
なる。
【００９１】
　本構成例では、各層の側面が、より上層になるに従ってより外側に位置するように形成
されるため、コンタクトホール２５ｈｂの側面が階段状に形成され、導電層２０ｔの断線
および導電層２０ｔと上部配線７０ｕとの接触不良が防止される。また、多層構成部位に
おける接続を一つのコンタクトホールを介して行なうため、接続部の面積を小さく抑える
ことができる。これにより、ＴＦＴ基板の高密度化、小型化が可能となる。また、コンタ
クトホール２５ｈｂを、各層のエッチングをハーフトーン露光、レジストアッシング等を
利用して、一括して行なって形成することもできる。この場合、製造効率が向上し、ＴＦ
Ｔ基板を低コストで製造することが可能となる。
【００９２】
　第３構成例：
　第３構成例による接続部２５は、図１１に示すように、基板６０の上に形成された下部
配線６２ｄと、下部配線６２ｄの上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６
の上に形成された上部配線７０ｕと、上部配線７０ｕの上に形成された保護層７２と、保
護層７２の上に形成された酸素供給層７４と、酸素供給層７４の上に形成された拡散防止
層７８と、拡散防止層７８の上に形成された導電層２０ｔとを備えている。下部配線６２
ｄは、ゲート電極６２と同時に同じ材料で形成された金属層であり、上部配線７０ｕは、
ソース電極７０ｓおよびドレイン電極７０ｄと同時に同じ材料で形成された金属層である
。導電層２０ｔは、画素電極２０と同時に同じ材料で形成されている。
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【００９３】
　接続部２５には、拡散防止層７８、酸素供給層７４、および保護層７２を貫通する第１
コンタクトホール２５ｈｃ、ならびに、拡散防止層７８、酸素供給層７４、保護層７２、
およびゲート絶縁層６６を貫通する第２コンタクトホール２５ｈｄが形成されている。上
部配線７０ｕと導電層２０ｔとは、第１コンタクトホール２５ｈｃ内で接続されている。
つまり、コンタクトホール２５ｈｃ内には、拡散防止層７８、酸素供給層７４、および保
護層７２の側面を覆うように導電層２０ｔが形成されており、コンタクトホール２５ｈｃ
の底部で導電層２０ｔと上部配線７０ｕとが接続されている。導電層２０ｔと下部配線６
２ｄとは、第２コンタクトホール２５ｈｄ内で接続されている。つまり、コンタクトホー
ル２５ｈｄ内には、拡散防止層７８、酸素供給層７４、保護層７２、およびゲート絶縁層
６６の側面を覆うように導電層２０ｔが形成されており、コンタクトホール２５ｈｄの底
部で導電層２０ｔと下部配線６２ｄとが接続されている。
【００９４】
　このようにして、上部配線７０ｕと下部配線６２ｄとが、導電層２０ｔを介して電気的
に接続されている。第１および第２構成例同様、コンタクトホール２５ｈｃおよび２５ｈ
ｄの側面を階段状に形成してもよく、それによって、導電層２０ｔの断線を防止すること
ができる。
【００９５】
　次に、本発明による他の実施形態（実施形態２～１４）を説明する。以下の説明におい
ては、実施形態１と同じ構成要素には同じ参照番号を付け、その詳細な説明を省略する。
同様の構成を有する構成要素からは同様の効果を得ることができる。以下の実施形態で説
明するＴＦＴおよびＴＦＴ基板は、基本的に実施形態１のＴＦＴ１０およびＴＦＴ基板１
００と交換可能である。
【００９６】
　（実施形態２）
　図１２は、実施形態２によるＴＦＴ基板１００の構成を模式的に示す断面図である。本
実施形態によるＴＦＴ基板１００の基本的構成は、以下に説明する以外、実施形態１のＴ
ＦＴ基板１００と同じである。本実施形態によるＴＦＴ基板１００は、図１および図２に
示した液晶表示装置１０００のＴＦＴ基板１００として用いられ得る。
【００９７】
　図１２に示すように、ＴＦＴ基板１００は、接続部２５と、ＴＦＴ１０と、補助容量（
Ｃｓ）１８を備えている。実施形態２における接続部２５の構成は、基本的に実施形態１
の第２構成例の接続部２５と同じである。ただし、第２構成例におけるゲート絶縁層６６
と上部配線７０ｕとの間に、酸化物半導体層６８が配置されており、ゲート絶縁層６６、
酸化物半導体層６８、上部配線７０ｕ、保護層７２、酸素供給層７４、および拡散防止層
７８を貫通するようにコンタクトホール２５ｈｂが形成されている。
【００９８】
　本実施形態の接続部２５においても、コンタクトホール２５ｈｂ側面において、複数の
層がより上層になるに従ってより外側に位置するように形成されるため、コンタクトホー
ル２５ｈｂの側面が階段状に形成され、導電層２０ｔの断線および導電層２０ｔと上部配
線７０ｕとの接触不良が防止される。また、配線接続を一つのコンタクトホールを介して
行なうため、接続部の面積を小さく抑えることができる。接続部２５として、実施形態１
の第１あるいは第３構成例の接続部２５を形成してもよい。
【００９９】
　補助容量１８が形成された領域（Ｃｓ領域と呼ぶ）には、基板６０の上に、補助容量電
極６２ｃ、ゲート絶縁層６６、保護層７２、酸素供給層７４、拡散防止層７８、および補
助容量対向電極２０ｃがこの順に積層されている。補助容量電極６２ｃはＴＦＴ１０のゲ
ート電極６２と同じ工程で同じ材料によって形成されている。補助容量対向電極２０ｃは
画素電極２０と同じ工程で同じ材料によって形成されている。
【０１００】
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　補助容量電極６２ｃの上には、ゲート絶縁層６６、保護層７２、および酸素供給層７４
を貫通する開口が形成されており、その開口内に拡散防止層７８および補助容量対向電極
２０ｃが積層されている。開口内で、拡散防止層７８は補助容量電極６２ｃに接しており
、補助容量対向電極２０ｃは拡散防止層７８に接している。補助容量電極６２ｃと、それ
に対向する補助容量対向電極２０ｃと、両電極の間に挟まれた拡散防止層７８とによって
、補助容量１８が構成される。この構成により、両電極の間隔を狭めることができるので
、酸素供給層７４を含む多層構成のＴＦＴ基板１００においても、狭い領域に大きな容量
を有する補助容量１８を形成することができる。
【０１０１】
　次に、図１３を参照しながら、実施形態２によるＴＦＴ基板１００の第１変形例の構成
を説明する。第１変形例によるＴＦＴ基板１００の基本的構成は、以下に説明する以外、
実施形態２のＴＦＴ基板１００と同じである。以下、異なる部分を中心に説明する。
【０１０２】
　図１３に示すように、ＴＦＴ基板１００は、接続部２５と、ＴＦＴ１０と、補助容量（
Ｃｓ）１８を備えている。補助容量１８が形成されたＣｓ領域には、基板６０の上に、補
助容量電極６２ｃ、ゲート絶縁層６６、保護層７２、酸素供給層７４、透明電極材料から
なる導電層（第１導電層）２２、拡散防止層７８、および補助容量対向電極（第２導電層
）２０ｃがこの順に積層されている。
【０１０３】
　補助容量電極６２ｃの上には、ゲート絶縁層６６、保護層７２、および酸素供給層７４
を貫通する開口が形成されており、その開口内に導電層２２、拡散防止層７８、および補
助容量対向電極２０ｃが積層されている。開口内で、導電層２２は補助容量電極６２ｃと
接しており、拡散防止層７８は導電層２２と補助容量対向電極２０ｃとに挟まれている。
【０１０４】
　補助容量電極６２ｃおよび導電層２２と、それに対向する補助容量対向電極２０ｃと、
拡散防止層７８とによって、補助容量１８が構成される。この構成により、両電極の間隔
を狭めることができるので、酸素供給層７４を含む多層構成のＴＦＴ基板１００において
も、狭い領域に大きな容量を有する補助容量１８を形成することができる。
【０１０５】
　次に、図１４を参照しながら、実施形態２によるＴＦＴ基板１００の第２変形例の構成
を説明する。第２変形例によるＴＦＴ基板１００の基本的構成は、以下に説明する以外、
実施形態２のＴＦＴ基板１００と同じである。以下、異なる部分を中心に説明する。
【０１０６】
　図１４に示すように、ＴＦＴ基板１００は、接続部２５と、ＴＦＴ１０と、補助容量（
Ｃｓ）１８を備えている。補助容量１８が形成されたＣｓ領域には、基板６０の上に、補
助容量電極６２ｃ、ゲート絶縁層６６、酸化物半導体層６８、保護層７２、酸素供給層７
４、拡散防止層７８、および補助容量対向電極２０ｃがこの順に積層されている。
【０１０７】
　補助容量電極６２ｃの上面はゲート絶縁層６６に覆われることなく、酸化物半導体層６
８に接している。酸化物半導体層６８の上には、保護層７２および酸素供給層７４を貫通
する開口が形成されており、その開口内に拡散防止層７８および補助容量対向電極２０ｃ
が積層されている。開口内で、酸化物半導体層６８は拡散防止層７８と接しており、拡散
防止層７８は補助容量対向電極２０ｃに接している。
【０１０８】
　補助容量電極６２ｃおよび酸化物半導体層６８と、それに対向する補助容量対向電極２
０ｃと、拡散防止層７８とによって、補助容量１８が構成される。酸化物半導体層６８は
熱処理がなされることにより導体化しており、補助容量電極としての機能を果たす。よっ
て、両電極の間隔を狭めることができ、酸素供給層７４を含む多層構成のＴＦＴ基板１０
０においても、狭い領域に大きな容量を有する補助容量１８を形成することができる。ま
た、Ｃｓ部における酸化物半導体層６８のパターニングおよび熱処理は、それぞれＴＦＴ



(22) JP 5284544 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

１０の酸化物半導体層６８のパターニングおよび熱処理と同時に行なわれる。よって、工
程数を増やすことなく効率的に高性能の補助容量１８を形成することができる。
【０１０９】
　（実施形態３）
　次に、本発明の実施形態３による表示装置を説明する。実施形態３の表示装置は、フリ
ンジフィールド（ＦＦＳ）型の液晶表示装置である。実施形態１と同じ構成要素には同じ
参照番号を付け、異なる部分を中心に説明を行なう。
【０１１０】
　図１５は、実施形態３によるＴＦＴ基板１００の画素５０の構成を模式的に表した平面
図であり、図１６は、実施形態３によるＴＦＴ基板１００のＡ－Ａ’断面（ＴＦＴ１０の
断面）およびＢ－Ｂ’断面の構成を模式的に表した断面図である。
【０１１１】
　図１５および図１６に示すように、ＴＦＴ基板１００は、画素５０ごとにＴＦＴ１０、
ＴＦＴ１０のドレイン電極７０ｄに接続された上層電極（画素電極）９４、および下層電
極９２を備えている。ＴＦＴ１０の構成は、実施形態１および２において説明したＴＦＴ
１０と同じである。ＴＦＴ基板１００には、走査線１４と平行に延びるコモン線９０が配
置されている。走査線１４、コモン線９０、および隣り合う２つの信号線１２によって囲
まれた領域が１つの画素５０に対応している。
【０１１２】
　コモン線９０からは、画素５０の周辺部において信号線１２と平行に延びる支線９０ｂ
が分岐している。支線９０ｂの上のゲート絶縁層６６、保護層７２、および酸素供給層７
４にはコンタクトホールが形成されており、コンタクトホール側面および底面には下層電
極９２の一部が形成されている。つまり、下部電極９２と支線９０ｂ（およびコモン線９
０）とは、コンタクトホールを介して接続されている。コモン線９０および支線９０ｂは
、ＴＦＴ１０のゲート電極６２と同じ工程において同じ材料で形成される。
【０１１３】
　上層電極９４は櫛歯状の形態を有している。下層電極９２は酸素供給層７４と拡散防止
層７８との間に、画素５０のほぼ全体にわたって形成されており、上層電極９２は、拡散
防止層７８の上に形成されている。上層電極９２の櫛歯部分（互いに平行に延びる複数の
線状部分）と下層電極９２との間に形成される電界に応じて、上層電極９４上の液晶が配
向し、表示がなされる。
【０１１４】
　図１７は、実施形態３のＴＦＴ基板１００における画素５０の構成の変形例を模式的に
表した平面図である。図１７に示すように、変形例ではコモン線９０は画素１０の中央付
近を走査線１４と平行に延びている。支線９０ｂは形成されず、コモン線９０と下部電極
９２とは、コモン線９０の上に形成されたコンタクトホールを介して接続されている。
【０１１５】
　（実施形態４）
　次に、図１８を参照して、本発明の実施形態４によるＴＦＴ１０の構成を説明する。図
１８は、実施形態４によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１１６】
　実施形態４のＴＦＴ１０は、基板６０の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電極
６２の上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成された酸化物半
導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に配置されたソース電極７０ｓ及びドレイン電極
７０ｄと、酸化物半導体層６８、ソース電極７０ｓ、及びドレイン電極７０ｄの上に、酸
化物半導体層６８のチャネル部分に接するように形成された酸素供給層７４とを備えてい
る。このＴＦＴ１０は、実施形態１のＴＦＴ１０から保護層７２と拡散防止層７８とを除
いた構成を有しており、それ以外の構成は実施形態１と同じである。
【０１１７】
　実施形態４の構成によれば、酸化物半導体層６８のチャネル部に酸素供給層７４が直接
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接しているため、チャネル部の欠陥を効率的に補うことができる。ただし、拡散防止層７
８による効果を得ることはできない。
【０１１８】
　（実施形態５）
　次に、図１９を参照して、本発明の実施形態５によるＴＦＴ１０の構成を説明する。図
１９は、実施形態５によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１１９】
　実施形態５のＴＦＴ１０は、基板６０の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電極
６２の上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成された酸化物半
導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に配置されたソース電極７０ｓ及びドレイン電極
７０ｄと、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄの上に形成された保護層７２と、保
護層７２の上に形成された酸素供給層７４とを備えている。このＴＦＴ１０は、実施形態
１のＴＦＴ１０から拡散防止層７８を除いた構成を有しており、保護層７２にはコンタク
トホール７２ｈが形成されている。それ以外の構成は実施形態１と同じである。
【０１２０】
　コンタクトホール７２ｈは酸素供給層７４によって埋められており、コンタクトホール
７２ｈの底部で酸素供給層７４が酸化物半導体層６８に接している。酸素供給層７４と酸
化物半導体層６８とがチャネル部近傍で接しているため、実施形態１よりも酸化物半導体
層６８により多くのＨ2Ｏ等を補充することができる。また、実施形態４のように、酸化
物半導体層６８のチャネル部に直接酸素供給層７４が接する場合、チャネル部の上面付近
に多くの不純物が混入するなどの不具合が発生する恐れがある。しかし、本実施形態では
、チャネル部上に保護層７２が形成されているため、そのような不具合が防止され、ＴＦ
Ｔの信頼性が向上する。なお、拡散防止層７８による効果を得ることはできない。
【０１２１】
　（実施形態６）
　次に、図２０を参照して、本発明の実施形態６によるＴＦＴ１０の構成を説明する。図
２０は、実施形態５によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１２２】
　実施形態５のＴＦＴ１０は、基板６０の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電極
６２の上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成された酸化物半
導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に配置されたソース電極７０ｓ及びドレイン電極
７０ｄと、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄの上に形成された酸素供給層７４と
、酸素供給層７４の上に形成された拡散防止層７８とを備えている。このＴＦＴ１０は、
実施形態１のＴＦＴ１０から保護層７２を除いた構成を有しており、実施形態４に拡散防
止層７８を付加した構成を有している。
【０１２３】
　実施形態６の構成によれば、酸化物半導体層６８のチャネル部に酸素供給層７４が直接
接しているため、チャネル部の欠陥を効率的に補うことができる。また、拡散防止層７８
による効果も得ることができる。
【０１２４】
　（実施形態７）
　次に、図２１を参照して、本発明の実施形態７によるＴＦＴ１０の構成を説明する。図
２１は、実施形態７によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１２５】
　実施形態７のＴＦＴ１０は、基板６０の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電極
６２の上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成された酸化物半
導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に配置されたソース電極７０ｓ及びドレイン電極
７０ｄと、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄの上に形成された保護層７２と、保
護層７２の上に形成された酸素供給層７４と、酸素供給層の上に形成された拡散防止層７
８とを備えている。このＴＦＴ１０は、実施形態１のＴＦＴ１０における保護層７２にコ
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ンタクトホール７２ｈが形成された形態を有している。また、この形態は、実施形態５に
拡散防止層７８を付加した形態でもある。
【０１２６】
　コンタクトホール７２ｈは酸素供給層７４によって埋められており、コンタクトホール
７２ｈの底部で酸素供給層７４が酸化物半導体層６８に接している。酸素供給層７４と酸
化物半導体層６８とがチャネル部近傍で接しているため、実施形態１よりも酸化物半導体
層６８により多くのＨ2Ｏ等を補充することができる。また、実施形態４のように、酸化
物半導体層６８のチャネル部に直接酸素供給層７４が接する場合、チャネル部の上面付近
に多くの不純物が混入するなどの不具合が発生する恐れがある。しかし、本実施形態では
、チャネル部上に保護層７２が形成されているため、そのような不具合が防止され、ＴＦ
Ｔの信頼性が向上する。また本形態によれば、拡散防止層７８による効果も得ることがで
きる。
【０１２７】
　図２２は、本実施形態による複数のＴＦＴ１０の電圧－電流特性を表したグラフであり
、横軸はゲート電圧値を、縦軸はソース－ドレイン電流値をそれぞれ表している。図６（
ａ）は、保護層７２がコンタクトホール７２ｈを有さず、酸化物半導体層６８と酸素供給
層７４とが直接接することのない実施形態１の特性を表していた。図６（ａ）と図２２と
を比較してわかるように、実施形態７のＴＦＴ１０では、実施形態１のＴＦＴ１０よりも
、ゲート電圧０Ｖ付近での電流の立ち上がりがより急峻であり、かつ複数のＴＦＴ１０の
特性（Ｓ値）にばらつきが少ない。これは、実施形態７によれば、複数のＴＦＴ１０にお
いて、ＯＮ時から印加電圧に応じたより適切な電流値が、よりばらつき少なく得られるこ
とを示している。これらの比較から、酸化物半導体層６８と酸素供給層７４とが直接接す
ることにより、よりＴＦＴ特性の安定した高性能の半導体装置が得られることがわかる。
【０１２８】
　次に、図２３～２８を参照して本発明による実施形態８～１３を説明する。これらの実
施形態では、各ＴＦＴ１０が酸素供給層７４の上に拡散防止層７８が配置されるものとし
て説明しているが、拡散防止層７８を備えない形態もあり得る。
【０１２９】
　（実施形態８）
　まず、図２３を参照して、本発明の実施形態８によるＴＦＴ１０の構成を説明する。図
２３は、実施形態８によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１３０】
　実施形態８のＴＦＴ１０は、基板６０の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電極
６２の上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成された酸化物半
導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に配置されたソース電極７０ｓ及びドレイン電極
７０ｄと、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄの上に形成された保護層７２と、保
護層７２の上に形成された酸素供給層７４と、酸素供給層７４の上に形成された拡散防止
層７８とを備えている。
【０１３１】
　このＴＦＴ１０は、実施形態１のＴＦＴ１０と同じ構成を有している。ただし、本実施
形態の保護層７２は実施形態１の保護層７２よりも低い密度を有している。保護層７２の
密度は、例えば実施形態１では、２．２ｇ／ｃｍ3であり、実施形態８では２．０ｇ／ｃ
ｍ3である。実施形態８の保護層７２の密度は１．９～２．２ｇ／ｃｍ3の範囲内にあるこ
とが好ましい。より低い密度を有することにより、実施形態１の保護層７２よりもＨ2Ｏ
等の透過率が高くなり、より多くのチャネル部の欠陥を補うことができる。
【０１３２】
　（実施形態９）
　次に、図２４を参照して、本発明の実施形態９によるＴＦＴ１０の構成を説明する。図
２４は、実施形態９によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１３３】
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　実施形態９のＴＦＴ１０は、基板６０の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電極
６２の上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成された酸化物半
導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に配置されたソース電極７０ｓ及びドレイン電極
７０ｄと、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄの上に形成された第１保護層７２ａ
と、第１保護層７２ａの上に形成された第２保護層７２ｂと、第２保護層７２ｂの上に形
成された酸素供給層７４と、酸素供給層７４の上に形成された拡散防止層７８とを備えて
いる。
【０１３４】
　このＴＦＴ１０は、保護層７２が、第１保護層７２ａと第２保護層７２ｂによる２層構
成となっている以外は、実施形態１のＴＦＴ１０と同じ構成を有している。第１保護層７
２ａは第２保護層７２ｂよりも高い密度を有する。
【０１３５】
　第１保護層７２ａの密度は、例えば２．２ｇ／ｃｍ3であり、第２保護層７２ｂの密度
は、例えば２．０ｇ／ｃｍ3である。第１保護層７２ａの密度は２．１～２．４ｇ／ｃｍ3

の範囲内にあることが好ましく、第２保護層７２ｂの密度は１．９～２．２ｇ／ｃｍ3の
範囲内にあることが好ましい。
【０１３６】
　酸化物半導体層６８と接する第１保護層７２ａを低密度にすると、保護層としての信頼
性が低下する。本実施形態では、保護層７２の特に重要な酸化物半導体層６８界面付近の
部分（酸化物半導体層６８の界面から５～２５ｎｍの厚さ部分）を高密度膜とし、第２保
護層７２ｂを低密度膜とすることで、保護膜としての機能とＨ2Ｏ、ＯＲ基、またはＯＨ
基を適度に透過する性質の両方を保護層７２に与えている。
【０１３７】
　（実施形態１０）
　次に、図２５を参照して、本発明の実施形態１０によるＴＦＴ１０の構成を説明する。
図２５は、実施形態１０によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１３８】
　実施形態１０のＴＦＴ１０は、基板６０の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電
極６２の上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成された酸化物
半導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に配置されたエッチングストッパ層（ＥＳ層）
９７と、ソース電極７０ｓ、及びドレイン電極７０ｄと、ＥＳ層９７、ソース電極７０ｓ
、及びドレイン電極７０ｄの上に形成された保護層７２と、保護層７２の上に形成された
酸素供給層７４と、酸素供給層７４の上に形成された拡散防止層７８とを備えている。
【０１３９】
　ＥＳ層９７は、酸化物半導体層６８のチャネル部上の、ソース電極７０ｓとドレイン電
極７０ｄの端部に挟まれた位置に配置されている。ＥＳ層９７の両端部の上には、それぞ
れソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄの端部が形成されており、ＥＳ層９７の中央
部の上面は保護層７２に接している。ＥＳ層９７は、シリコン酸化膜もしくはシリコン酸
化膜とシリコン窒化膜の積層膜（上層がシリコン窒化膜）によって形成されている。ここ
ではシリコン酸化膜の厚さを１００ｎｍとした。ＥＳ層９７が配置されることにより、ソ
ース電極７０ｓおよびドレイン電極７０ｄとなるメタル層をエッチングする際のエッチン
グダメージから酸化物半導体層６８のチャネル部を保護することができる。したがって、
より特性の安定した信頼性の高いＴＦＴを作製することができる。
【０１４０】
　（実施形態１１）
　次に、図２６を参照して、本発明の実施形態１１によるＴＦＴ１０の構成を説明する。
図２６は、実施形態１１によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１４１】
　実施形態１１のＴＦＴ１０は、基板６０の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電
極６２の上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成された酸化物
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半導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に配置されたＥＳ層９７、ソース電極７０ｓ、
及びドレイン電極７０ｄと、ＥＳ層９７、ソース電極７０ｓ、及びドレイン電極７０ｄの
上に形成された酸素供給層７４と、酸素供給層７４の上に形成された拡散防止層７８とを
備えている。
【０１４２】
　実施形態１０とは保護層７２が形成されていない点で異なるが、他の構成は同じである
。酸化物半導体層６８のチャネル部に酸素供給層７４がＥＳ層９７のみを介して接してい
るため、Ｈ2Ｏ等のチャネル部への移動が容易となり、チャネル部の欠陥を効率的に補う
ことができる。
【０１４３】
　実施形態１０および１１では、ＴＦＴ１０がＥＳ層９７を有する２つの形態を説明した
が、これに限られず、上述した実施形態１～９のチャネル層の上にＥＳ層９７が配置され
た形態も本願発明の実施形態に含まれ得る。
【０１４４】
　（実施形態１２）
　次に、図２７を参照して、本発明の実施形態１２によるＴＦＴ１０の構成を説明する。
図２７は、実施形態１２によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１４５】
　実施形態１２のＴＦＴ１０は、基板６０の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電
極６２の上に形成されたゲート絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成されたソース
電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄと、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄの上に
形成された酸化物半導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に配置された保護層７２と、
保護層７２の上に形成された酸素供給層７４と、酸素供給層７４の上に形成された拡散防
止層７８とを備えている。
【０１４６】
　ここでは、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄはゲート絶縁層６６と酸化物半導
体層６８との間に形成される。ただし、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄの端部
に挟まれた酸化物半導体層６８のチャネル部は、その下面がゲート絶縁層６６の上面と直
接接するように形成されている。
【０１４７】
　この構成によれば、酸化物半導体層６８が、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄ
を挟むことなく、保護層７２のみを介して酸素供給層７４に接するので、Ｈ2Ｏ等の酸化
物半導体層６８への移動が容易となり、酸化物半導体層６８の欠陥をより多く補うことが
できる。
【０１４８】
　（実施形態１３）
　次に、図２８を参照して、本発明の実施形態１３によるＴＦＴ１０の構成を説明する。
図２８は、実施形態１３によるＴＦＴ１０の断面を模式的に表している。
【０１４９】
　実施形態１３のＴＦＴ１０はトップゲート型のＴＦＴであり、基板６０の上に形成され
たソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄと、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０
ｄの上に形成された酸化物半導体層６８と、酸化物半導体層６８の上に形成されたゲート
絶縁層６６と、ゲート絶縁層６６の上に形成されたゲート電極６２と、ゲート電極６２の
上に形成された酸素供給層７４と、酸素供給層７４の上に形成された拡散防止層７８とを
備えている。
【０１５０】
　酸化物半導体層６８の、ソース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄの端部に挟まれたチ
ャネル部は基板６０に接するように形成され、その他の部分はソース電極７０ｓまたはド
レイン電極７０ｄの上に形成される。ゲート電極６２は、酸化物半導体層６８の中央上部
に配置され、ゲート電極６２が形成されていない部分では、ゲート絶縁層６６と酸素供給
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層７４とが直接接している。
【０１５１】
　この構成によれば、ゲート絶縁層６６を介して、酸素供給層７４から酸化物半導体層６
８にＨ2Ｏ等が移動するため、酸化物半導体層６８の欠陥を補うことができる。また、ソ
ース電極７０ｓ及びドレイン電極７０ｄが拡散防止層としての役割を果たすので、より効
果的に欠陥が補われる。
【０１５２】
　（実施形態１４）
　次に、本発明の実施形態１４による有機ＥＬ表示装置１００２を説明する。
【０１５３】
　図２９は、有機ＥＬ表示装置１００２（単に「表示装置１００２」とも呼ぶ）の構成を
模式的に示す断面図である。図に示すように、表示装置１００２は、ＴＦＴ基板１４０と
、ＴＦＴ基板１４０の上に設けられたホール輸送層１４４と、ホール輸送層１４４の上に
設けられた発光層１４６と、発光層１４６の上に設けられた対向電極１４８を備えている
。ホール輸送層１４４と発光層１４６は有機ＥＬ層を構成する。有機ＥＬ層は絶縁性突起
１４７によって区分されており、区分された有機ＥＬ層が１つの画素の有機ＥＬ層をなす
。
【０１５４】
　ＴＦＴ基板１４０は、上述した実施形態のＴＦＴ基板１００と基本的に同じ構成を有し
ており、基板６０の上に形成されたＴＦＴ１０を備えている。ＴＦＴ１０には、実施形態
１から１３で説明したＴＦＴ１０が用いられ得る。ＴＦＴ基板１４０は、ＴＦＴ１０を覆
って積層された層間絶縁層７４、および層間絶縁層７４の上に形成された画素電極１０９
を有している。画素電極１０９は、層間絶縁層７４に形成されたコンタクトホール内でＴ
ＦＴ１０のドレイン電極に接続されている。ＴＦＴ基板１４０の平面構成は、図２および
３に示したものと基本的に同じであるので、その説明を省略する。なお、ＴＦＴ基板１４
０として、補助容量を有しない形態を用いてもよい。
【０１５５】
　画素電極１０９および対向電極１４８によって有機ＥＬ層に電圧が印加されると、ホー
ル輸送層１４４を介して画素電極１０９から発生したホールが発光層１４６に送られる。
また同時に、発光層１４６には対向電極１４８から発生した電子が移動し、そのようなホ
ールと電子が再結合されることにより発光層１４６内で発光が起こる。発光層１４６での
発光を、アクティブマトリクス基板であるＴＦＴ基板１４０を用いて画素毎に制御するこ
とにより、所望の表示がなされる。
【０１５６】
　ホール輸送層１４４、発光層１４６、および対向電極１４８の材料、ならびにこれらの
層構造には、公知の材料および構造を用いてよい。ホール輸送層１４４と発光層１４６と
の間に、ホール注入効率を上げるために、ホール注入層を設けることもあり得る。光の出
射効率を上げるとともに、有機ＥＬ層への高い電子注入効率を達成するため、対向電極１
４８には、透過率が高く、且つ仕事関数の小さな材料を用いることが好ましい。
【０１５７】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置１００２は、実施形態１～１３で説明したＴＦＴ１０を
用いているため、実施形態１～１３で説明したものと同様の効果を得ることができる。本
実施形態によれば、高性能な表示を行うことができる有機ＥＬ表示装置１００２を製造効
率よく提供することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１５８】
　本発明は、薄膜トランジスタを有する半導体装置、および薄膜トランジスタをＴＦＴ基
板に備えた液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置等の表示装置に好適に用いられる。
【符号の説明】
【０１５９】
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　１０　　ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）
　１２　　信号線
　１４　　走査線
　１６　　補助容量線
　１８　　補助容量（Ｃｓ）
　２０　　画素電極
　２０ｃ　　補助容量対向電極
　２０ｔ、２２　　導電層
　２５　　接続部
　３０　　端子部
　５０　　画素
　６０　　基板
　６２　　ゲート電極
　６２ｃ　　補助容量電極
　６２ｄ　　下部配線
　６６　　ゲート絶縁層
　６８　　酸化物半導体層
　６８ｍ　　酸化物半導体材料
　７０ｄ　　ドレイン電極
　７０ｓ　　ソース電極
　７０ｕ　　上部配線
　７２　　保護層
　７２ｈ　　コンタクトホール
　７４　　酸素供給層
　７８　　拡散防止層
　９０　　コモン線
　９２　　下層電極
　９４　　上層電極
　９７　　ＥＳ層
　１００　　ＴＦＴ基板（半導体装置）
　２００　　対向基板
　２１０、２２０　　偏光板
　２３０　　バックライトユニット
　２４０　　走査線駆動回路
　２５０　　信号線駆動回路
　２６０　　制御回路
　１０００　　液晶表示装置
　１００２　　有機ＥＬ表示装置
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