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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にゲート電極を形成する段階；
　前記ゲート電極を包含する基板上に、成膜チャンバー内に設置した高周波電極とこれと
対峙させたサセプタ電極とを備えたプラズマＣＶＤ装置を用い、シランガスとアンモニア
ガスとの混合ガスを、４０ｓｃｃｍ／１６０ｓｃｃｍ（ＳｉＨ４／ＮＨ３）に、第１の励
起電力を前記高周波電極に印加し、第１の基板バイアス電力を前記サセプタ電極に印加す
ることにより形成される第１の高周波電界によってプラズマ化して前記ゲート電極と半導
体能動膜との間の耐圧を向上させる第１の窒化ケイ素ゲート絶縁膜を基板上のゲート電極
の上に形成する段階；及び、
　連続して、前記混合ガスと同一の組成の混合ガスを、第２の励起電力を前記高周波電極
に印加し、第２の基板バイアス電力を前記サセプタ電極に印加することにより形成される
第１の高周波電界より大きい第２の高周波電界によってプラズマ化して半導体能動膜との
間の界面特性を向上させる第２の窒化ケイ素ゲート絶縁膜を前記第１の窒化ケイ素ゲート
絶縁膜上に形成し、ついで該第２の窒化ケイ素ゲート絶縁膜上に半導体能動膜を形成する
段階；を包含する薄膜トランジスタの製造方法において、
　前記第１の窒化ケイ素ゲート絶縁膜と前記第２の窒化ケイ素ゲート絶縁膜の成膜条件は
、前記高周波電極に印加する４０．６８ＭＨｚの前記第１と第２の励起電力を６００Ｗで
一定とし、１３．５６ＭＨｚの前記第１と第２の基板バイアス電力を前記第１のゲート絶
縁膜成膜時に０Ｗ（無印加状態）とし、第２のゲート絶縁膜成膜時に４００Ｗとすること
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を特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、薄膜トランジスタとその製造方法および液晶表示装置ならびに薄膜成膜装置に
関し、特に、逆スタガ型の薄膜トランジスタにおけるゲート絶縁膜の構造に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
図１４は、従来一般の薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor, 以下、ＴＦＴと記す）
型液晶表示装置において、逆スタガ型のＴＦＴ、ゲート配線、ソース配線等を備えたＴＦ
Ｔアレイ基板の一構造例を示すものである。このＴＦＴアレイ基板では、図１４に示すよ
うに、透明基板上に、ゲート配線５０とソース配線５１がマトリクス状に配設されている
。そして、ゲート配線５０とソース配線５１とで囲まれた領域が一つの画素５２となり、
各画素５２毎にＴＦＴ５３が設けられている。図１５はこのＴＦＴの構成を示す断面図で
ある。
【０００３】
このＴＦＴ５３は、図１５に示すように、透明基板５４上にゲート配線５０から引き出さ
れたゲート電極５５が設けられ、ゲート電極５５を覆うようにゲート絶縁膜５６が設けら
れている。ゲート電極５５上方のゲート絶縁膜５６上にアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ
）からなる半導体能動膜５７が設けられ、リン等のｎ型不純物を含むアモルファスシリコ
ン（ａ－Ｓｉ：ｎ+ ）からなるオーミックコンタクト層５８を介して半導体能動膜５７上
からゲート絶縁膜５６上にわたってソース配線５１から引き出されたソース電極５９およ
びドレイン電極６０が設けられている。そして、これらソース電極５９、ドレイン電極６
０、ゲート電極５５等で構成されるＴＦＴ５３を覆うパッシベーション膜６１が設けられ
、ドレイン電極６０上のパッシベーション膜６１にコンタクトホール６２が形成されてい
る。さらに、このコンタクトホール６２を通じてドレイン電極６０と電気的に接続される
インジウム錫酸化物（Indium Tin Oxide，以下、ＩＴＯと記す）等の透明性導電膜からな
る画素電極６３が設けられている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記ＴＦＴの構成要素のうち、ゲート電極と半導体能動膜との間に挟まれるゲ
ート絶縁膜は、ＴＦＴの電気的特性および信頼性を支配する最も重要な要素である。また
、表示欠陥の有無を決める要因ともなる。半導体能動膜材料としてアモルファスシリコン
を用いたアモルファスシリコンＴＦＴの場合、２層のゲート絶縁膜を異なる材料、異なる
方法で積層した２層ゲート絶縁膜構造を採用して、欠陥に強い冗長構造とすることもある
。例えば、ゲート電極のタンタル（Ｔａ）を陽極酸化して形成した緻密なＴａ2Ｏ5と、プ
ラズマＣＶＤにより堆積したＳｉ3Ｎ4を積層する場合等がその一例である。
【０００５】
ＴＦＴの電気的特性に関しては、一般的に求められるゲート絶縁膜の性能として、絶縁耐
圧や半導体能動膜中のキャリアの移動度がある。絶縁耐圧はもともとゲート絶縁膜自身の
問題であるが、半導体能動膜中のキャリアの移動度についてもゲート絶縁膜と半導体能動
膜との間の界面特性が影響を及ぼす。
絶縁耐圧とは、ゲート電極と半導体能動膜との間の印加電圧を増加させた際にゲート絶縁
膜が絶縁破壊に耐え得る最大の電圧のことであり、絶縁耐圧が所望の設計値よりも低い場
合にはゲート絶縁膜が破壊しやすくなり、ＴＦＴの動作不良を引き起こし、ひいては表示
不良が生じることになる。
【０００６】
また、移動度とは、ＴＦＴ中のキャリアの動き易さを示す指数のことであり、この値が大
きい程そのＴＦＴの駆動能力が大きく、高速に動作することを表す。半導体の結晶の乱れ
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や不純物の存在によりキャリアの走行が阻害されると移動度は低下する。例えばシリコン
中の電子の場合、単結晶では約１０００cm2/V・sec の移動度があるが、多結晶シリコン
では結晶の乱れにより１０～１００cm2/V・sec 程度に低下し、アモルファスシリコンで
はさらに０．３～１cm2/V・sec 程度にまで低下する。このように、アモルファスシリコ
ンを用いた場合にはただでさえ移動度が低下するため、少しでも高い移動度を得たいとい
う要求があった。
【０００７】
このように、電気的特性および信頼性の良好なＴＦＴを得る上で絶縁耐圧とキャリア移動
度は重要な要因でありながら、従来一般に用いられていたゲート絶縁膜の材料の中には、
上記絶縁耐圧とキャリア移動度の双方ともに満足するものはなかった。また、上述したＴ
ａ2Ｏ5とＳｉ3Ｎ4の積層構造の例のように、ゲート絶縁膜に所望の性能を持たせるために
異なる２種類の膜を組み合わせることは従来から考えられていたが、その場合、ゲート絶
縁膜の形成工程が複雑になり、ＴＦＴアレイ基板の生産性が悪くなる等の問題を抱えてい
た。
【０００８】
本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、絶縁耐圧が良好であると
同時に、隣接する半導体能動膜の所望のキャリア移動度を確保し得るゲート絶縁膜を有す
るＴＦＴとその製造方法、および電気的特性と歩留まりの面で優れた液晶表示装置、なら
びに前記ＴＦＴの製造方法に用いることができる薄膜成膜装置を提供することを目的とす
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明のＴＦＴは、基板上に２層の絶縁膜からなるゲート
絶縁膜を挟んでゲート電極と半導体能動膜とが設けられるとともに、前記ゲート絶縁膜が
、前記ゲート電極側に設けられゲート電極と半導体能動膜との間の耐圧を向上させる第１
のゲート絶縁膜と、前記半導体能動膜側に設けられ半導体能動膜との間の界面特性を向上
させる第２のゲート絶縁膜とからなることを特徴とするものである。
すなわち、本発明のＴＦＴにおいては、ゲート電極と半導体能動膜との間の耐圧を向上さ
せる機能と、半導体能動膜との間の界面特性を向上させる機能をそれぞれ有する材料から
なる２層の絶縁膜を積層してゲート絶縁膜を形成することにより、所望の絶縁耐圧を持ち
、かつ半導体能動膜を所望のキャリア移動度とするゲート絶縁膜を実現しようというもの
である。なお、本発明において、「半導体能動膜との間の界面特性を向上させる」とは、
結果として半導体能動膜中のキャリアの移動度を向上させるという意味である。
【００１０】
上記第１のゲート絶縁膜および第２のゲート絶縁膜の材料の具体的な例の一つとして、第
１のゲート絶縁膜および第２のゲート絶縁膜がともに窒化ケイ素膜であり、第１のゲート
絶縁膜の光学的バンドギャップの値が３．０ないし４．５ｅＶの範囲にあるとともに、第
２のゲート絶縁膜の光学的バンドギャップの値が５．０ないし５．３ｅＶの範囲にあるも
のを用いることができる。
従来、異なる２つの機能を持つ絶縁膜と言えば、異なる２種類の材料で２層の膜を形成す
るのが通常であったが、本発明者は、同種の窒化ケイ素膜であってもその膜の光学的バン
ドギャップの値が異なると膜の特性が異なることを見い出し、本発明に適用した。光学的
バンドギャップの具体的な数値とゲート絶縁膜の特性との関係については実施例の項で後
述する。
【００１１】
上記のような特徴を持つゲート絶縁膜の形成工程を含む本発明のＴＦＴの製造方法は、成
膜チャンバー内に設置した高周波電極とこれと対峙させたサセプタ電極とを備えたプラズ
マＣＶＤ装置を用い、シランガスとアンモニアガスとの混合ガスを前記高周波電極と前記
サセプタ電極との間に形成される所望の高周波電界によってプラズマ化して前記第１のゲ
ート絶縁膜を基板上のゲート電極の上に形成し、前記混合ガスと同一の組成の混合ガスを
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前記高周波電界より大きい高周波電界によってプラズマ化して第２のゲート絶縁膜を第１
のゲート絶縁膜上に形成し、ついで、第２のゲート絶縁膜上に半導体能動膜を形成するこ
とを特徴とするものである。
【００１２】
この方法を用いる場合、プラズマＣＶＤ装置における上記高周波電極とサセプタ電極の各
々に印加する高周波電力のシーケンスとしては、以下の組み合わせを採用することができ
る。なお、高周波電極に印加する電力を励起電力、サセプタ電極に印加する電力を基板バ
イアス電力、という。
▲１▼　基板バイアス電力を第１のゲート絶縁膜形成時、第２のゲート絶縁膜形成時とも
に無印加状態とし、励起電力を第１のゲート絶縁膜形成時よりも第２のゲート絶縁膜形成
時に大きくする、
▲２▼　基板バイアス電力を第１のゲート絶縁膜形成時、第２のゲート絶縁膜形成時とも
に同一とし、励起電力を第１のゲート絶縁膜形成時よりも第２のゲート絶縁膜形成時に大
きくする、
▲３▼　基板バイアス電力を第１のゲート絶縁膜形成時よりも第２のゲート絶縁膜形成時
に大きくし、励起電力を第１のゲート絶縁膜形成時、第２のゲート絶縁膜形成時ともに同
一とする、
▲４▼　基板バイアス電力を第１のゲート絶縁膜形成時よりも第２のゲート絶縁膜形成時
に大きくし、励起電力を第１のゲート絶縁膜形成時よりも第２のゲート絶縁膜形成時に大
きくする。
上記のうち、基板バイアス電力および励起電力をともに印加する場合には、２周波励起プ
ラズマＣＶＤ装置を用いる必要がある。
【００１３】
もしくは、第２のゲート絶縁膜形成時に、第１のゲート絶縁膜形成時と同一組成の混合ガ
スと第１のゲート絶縁膜形成時の高周波電界より大きい高周波電界とを用いる方法に代え
て、上記と同一の方法で第１のゲート絶縁膜を形成した後、第１のゲート絶縁膜形成時の
混合ガスに比較してシランガスに対するアンモニアガスの混合割合が大きい混合ガスを第
１のゲート絶縁膜形成時の高周波電界と同一の高周波電界によってプラズマ化して第２の
ゲート絶縁膜を第１のゲート絶縁膜上に形成し、ついで、第２のゲート絶縁膜上に半導体
能動膜を形成するようにしてもよい。
このように、混合ガスの組成を切り替える方法を採る場合も、プラズマＣＶＤ装置におけ
る上記高周波電極とサセプタ電極の各々に印加する高周波電力のシーケンスとしては、上
記の場合と同様、▲１▼～▲４▼の４種類の方法を採用することができる。
【００１４】
上記のいずれの方法においても、第１のゲート絶縁膜、第２のゲート絶縁膜をともに窒化
ケイ素膜で形成し、第１のゲート絶縁膜形成工程から第２のゲート絶縁膜形成工程に移行
する際に高周波電力の切り替え、あるいは混合ガスの組成の切り替えのみによって、異な
る特性を持つ２層のゲート絶縁膜を連続的かつ容易に形成することができる。したがって
、従来の技術の項で述べたＴａ2Ｏ5とＳｉ3Ｎ4の積層構造の例のように、ゲート絶縁膜形
成工程が複雑になることがなく、１層のゲート絶縁膜を形成する場合に比べて生産性をそ
れ程低下させることなくＴＦＴアレイ基板を製造することが可能になる。
【００１５】
本発明の液晶表示装置は、対向配置された一対の基板の間に液晶が挟持され、前記一対の
基板の一方が上記ＴＦＴを有することを特徴とする。
本発明の液晶表示装置においては、ゲート電極と半導体能動膜との間の絶縁耐圧が高く、
半導体能動膜中のキャリア移動度が大きいＴＦＴを有するＴＦＴアレイ基板を用いるため
、高い応答速度を持ち、歩留まりや信頼性の面でも優れた液晶表示装置を実現することが
できる。
【００１６】
本発明の薄膜成膜装置は、成膜チャンバー内に設置した高周波電極に対峙して設けられ基
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板を載置するサセプタ電極と、前記成膜チャンバー内が所望の圧力となるよう排気しなが
ら前記成膜チャンバー内に反応ガスを供給するとともに、該反応ガスを前記高周波電極と
前記サセプタ電極との間に形成される第１の高周波電界によってプラズマ化して前記基板
上に第１の被膜を形成する工程と、前記高周波電極と前記サセプタ電極との間のプラズマ
を維持しながら前記反応ガスを前記第１の高周波電界より大きな第２の高周波電界によっ
てプラズマ化して前記第１の被膜の表面に第２の被膜を形成する工程とを順次行わせる制
御部とを有することを特徴とするものである。
【００１７】
前記第１の高周波電界より前記第２の高周波電界を大きくする手段としては、前記高周波
電極に所望のプラズマ励起電力を印加するとともに、前記第１の被膜を形成する際に前記
サセプタ電極に印加する第１の基板バイアス電力より、前記第２の被膜を形成する際に前
記サセプタ電極に印加する第２の基板バイアス電力の方を大きくすればよい。もしくは、
前記第１の被膜を形成する際に前記高周波電極に印加する第１のプラズマ励起電力より、
前記第２の被膜を形成する際に前記高周波電極に印加する第２のプラズマ励起電力の方を
大きくしてもよい。
【００１８】
本発明の他の薄膜成膜装置は、成膜チャンバー内に設置した高周波電極に対峙して設けら
れ基板を載置するサセプタ電極と、前記成膜チャンバー内が所望の圧力となるよう排気し
ながら前記成膜チャンバー内にシランガスとアンモニアガスとが第１の混合割合で混合さ
れた第１の混合ガスを供給する工程と、該第１の混合ガスを前記高周波電極と前記サセプ
タ電極との間に形成される高周波電界によってプラズマ化して前記基板上に第１の窒化珪
素被膜を形成する工程と、前記高周波電極と前記サセプタ電極との間のプラズマを維持し
ながら前記第１の混合割合よりアンモニアガスの割合が大きな第２の混合割合でシランガ
スとアンモニアガスとが混合された第２の混合ガスを前記成膜チャンバー内に供給すると
ともに、前記第２の混合ガスをプラズマ化して前記第１の窒化珪素被膜の表面に第２の窒
化珪素被膜を形成する工程とを順次行わせる制御部を有することを特徴とするものである
。
【００１９】
本発明の薄膜成膜装置によれば、上記のように特性が異なる２層の被膜を１台の装置内で
連続的に形成することが可能になる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を図１ないし図９を参照して説明する。
図１は本実施の形態のＴＦＴの構成を示す断面図であり、逆スタガ型のＴＦＴ構造の一例
を示すものである。
【００２１】
このＴＦＴ１は、図１に示すように、透明基板２上にアルミニウム等の金属からなるゲー
ト電極３が設けられ、ゲート電極３を覆うように２層の絶縁膜からなるゲート絶縁膜４が
設けられている。ゲート絶縁膜４をなす第１のゲート絶縁膜５、第２のゲート絶縁膜６は
ともに窒化ケイ素（ＳｉＮx ）膜であり、第１のゲート絶縁膜５の光学的バンドギャップ
の値が３．０ないし４．５ｅＶの範囲にあり、第２のゲート絶縁膜６の光学的バンドギャ
ップの値が５．０ないし５．３ｅＶの範囲にある。
【００２２】
ゲート電極３上方のゲート絶縁膜４上にアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）からなる半導
体能動膜７が設けられ、リン等のｎ型不純物を含むアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ：ｎ
+ ）からなるオーミックコンタクト層８を介して半導体能動膜７上からゲート絶縁膜４上
にわたってアルミニウム等の金属からなるソース電極９およびドレイン電極１０が設けら
れている。そして、これらソース電極９、ドレイン電極１０、ゲート電極３等で構成され
るＴＦＴ１を覆うパッシベーション膜１１が設けられ、ドレイン電極１０上のパッシベー
ション膜１１にコンタクトホール１２が形成されている。さらに、このコンタクトホール
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１２を通じてドレイン電極１０と電気的に接続されるＩＴＯ等の透明性導電膜からなる画
素電極１３が設けられている。
【００２３】
次に、このＴＦＴ１を有するＴＦＴアレイ基板を製造する手順を図２を用いて説明する。
まず、図２（Ａ）に示すように、透明基板２上に導電膜を成膜し、これをパターニングし
てゲート電極３およびゲート配線（図示せず）を形成する。次に、図２（Ｂ）に示すよう
に、ゲート電極３を覆う２層のＳｉＮx 膜からなるゲート絶縁膜４を形成した後、ａ－Ｓ
ｉ膜１４、ａ－Ｓｉ：ｎ+ 膜１５を順次成膜し、一つのフォトマスクを用いてこれらａ－
Ｓｉ膜１４、ａ－Ｓｉ：ｎ+ 膜１５を一括してパターニングすることによりゲート電極３
上にゲート絶縁膜４を介してアイランド部１６を形成する。
【００２４】
ここで、２層のＳｉＮx 膜からなるゲート絶縁膜４を成膜する際に使用する薄膜成膜装置
について説明する。
図３は、本実施の形態の薄膜成膜装置である２周波励起プラズマＣＶＤ装置を示す概略図
であり、図において、符号３１はプラズマ励起電源、符号３２は高周波電極、符号３３は
バイアス電源、符号３４はサセプタ電極、３５は成膜チャンバーを各々示す。
【００２５】
この２周波励起プラズマＣＶＤ装置３０は、図３に示すように、内部を真空雰囲気に維持
することが可能な成膜チャンバー３５と、成膜チャンバー３５内にプラズマを発生させる
ための高周波電界を生成する高周波電極３２およびサセプタ電極３４と、これら電極３２
、３４に所定の周波数の高周波電力をそれぞれ供給するプラズマ励起電源３１およびバイ
アス電源３３と、サセプタ電極３４上に載置された基板２９を加熱する図示しない加熱手
段と、成膜チャンバー３５内部にガス導入管３６を介して所望のガスを供給するガス供給
手段３７と、これに対応して成膜チャンバー３５内を所望の圧力とするよう排気を行うガ
ス排気手段３８と、加熱手段、プラズマ励起電源３１、バイアス電源３３、ガス供給手段
３７、ガス排気手段３８等、この２周波励起プラズマＣＶＤ装置３０の各部を制御する制
御部３９とを有する構成となっている。
【００２６】
上記構成の２周波励起プラズマＣＶＤ装置３０は、制御部３９に格納されたプログラムに
より次の２種類のシーケンスで動作するようになっている。これら２種類のシーケンスは
、オペレータにより適宜選択可能となっている。
【００２７】
第１のシーケンスは、図４に示すように、成膜チャンバー３５内に設置した高周波電極３
２に対峙して設けられたサセプタ電極３４上に基板２９を載置した後（図４中のステップ
Ｓ０）、成膜チャンバー３５内が所望の圧力となるよう排気しながら成膜チャンバー３５
内にモノシランガスとアンモニアガスの混合ガスを供給するとともに、この混合ガスを高
周波電極３２とサセプタ電極３４との間に形成される第１の高周波電界によってプラズマ
化して基板２９上にＳｉＮx 膜からなる第１のゲート絶縁膜５を形成する工程（図４中の
ステップＳ１）、高周波電極３２とサセプタ電極３４との間のプラズマを維持しながら前
記混合ガスを第１の高周波電界より大きな第２の高周波電界によってプラズマ化して第１
のゲート絶縁膜５の表面に第２のゲート絶縁膜６を形成する工程（図４中のステップＳ２
）、を順次行い、第１のゲート絶縁膜５、第２のゲート絶縁膜６を連続的に成膜するもの
である。
【００２８】
上記の第１のシーケンスの中で、第１の高周波電界より第２の高周波電界を大きくする手
段としては、第１のゲート絶縁膜５を形成する際にサセプタ電極３４に印加する第１の基
板バイアス電力より、第２のゲート絶縁膜６を形成する際にサセプタ電極３４に印加する
第２の基板バイアス電力の方を大きくする方法、第１のゲート絶縁膜５を形成する際に高
周波電極３２に印加する第１のプラズマ励起電力より、第２のゲート絶縁膜６を形成する
際に高周波電極３２に印加する第２のプラズマ励起電力の方を大きくする方法、のいずれ
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を採ってもよい。
【００２９】
第２のシーケンスは、図５に示すように、成膜チャンバー３５内に設置した高周波電極３
２に対峙して設けられたサセプタ電極３４上に基板２９を載置した後（図５中のステップ
Ｓ０）、成膜チャンバー３５内が所望の圧力となるよう排気しながら成膜チャンバー３５
内にモノシランガスとアンモニアガスとが第１の混合割合で混合された第１の混合ガスを
供給する工程（図５中のステップＳ１’）、この第１の混合ガスを高周波電極３２とサセ
プタ電極３４との間に形成される高周波電界によってプラズマ化して基板２９上にＳｉＮ

x 膜からなる第１のゲート絶縁膜５を形成する工程（図５中のステップＳ１）、高周波電
極３２とサセプタ電極３４との間のプラズマを維持しながら前記第１の混合割合よりアン
モニアガスの割合が大きな第２の混合割合でモノシランガスとアンモニアガスとが混合さ
れた第２の混合ガスを成膜チャンバー３５内に供給するとともに、この第２の混合ガスを
プラズマ化して第１のゲート絶縁膜５の表面にＳｉＮx 膜からなる第２のゲート絶縁膜６
を形成する工程（図５中のステップＳ２）、を順次行い、第１のゲート絶縁膜５、第２の
ゲート絶縁膜６を連続的に成膜するものである。
【００３０】
次に、２層のＳｉＮx 膜からなるゲート絶縁膜４を成膜する際の３つの具体例を説明する
。
上述したように、第１のゲート絶縁膜５、第２のゲート絶縁膜６はともにＳｉＮx 膜であ
り、２周波励起プラズマＣＶＤ装置を用いて連続的に成膜することができるが、各膜の光
学的バンドギャップが異なるため、これら２層を作り分ける必要がある。
【００３１】
第１の例は上記第１のシーケンスを用いる例であり、図６に示すように、被処理基板を保
持するサセプタ電極に印加する基板バイアス電力を変化させる方法である。
具体的な成膜条件は、高周波電極に印加する４０．６８ＭＨｚの高周波励起電力を６００
Ｗで一定とし、１３．５６ＭＨｚの基板バイアス電力を第１のゲート絶縁膜５成膜時に０
Ｗ（無印加状態）とし、第２のゲート絶縁膜６成膜時に４００Ｗとする。この時、ＳｉＮ

x 膜の原料ガスであるモノシランガスとアンモニアガスの流量比はＮＨ3／ＳｉＨ4：１６
０sccm／４０sccmで一定とする。基板温度は２５０ないし３００℃、チャンバー内圧力は
１５０Ｐａとする。
【００３２】
第２の例も上記第１のシーケンスを用いる例であり、図７に示すように、高周波励起電力
を変化させる方法である。
具体的な成膜条件は、基板バイアス電力を０Ｗ（無印加状態）で一定とし、高周波励起電
力を第１のゲート絶縁膜５成膜時に２００Ｗとし、第２のゲート絶縁膜６成膜時に８００
Ｗとする。この時、モノシランガスとアンモニアガスの流量比はＮＨ3／ＳｉＨ4：１６０
sccm／４０sccmで一定とする。基板温度は２５０ないし３００℃、チャンバー内圧力は１
５０Ｐａとする。
【００３３】
第３の例は上記第２のシーケンスを用いる例であり、図８に示すように、モノシランガス
とアンモニアガスの流量比を変化させる方法である。
具体的な成膜条件は、モノシランガスとアンモニアガスの流量比を第１のゲート絶縁膜５
成膜時にＮＨ3／ＳｉＨ4：８０sccm／４０sccmとし、第２のゲート絶縁膜６成膜時にＮＨ

3／ＳｉＨ4：２４０sccm／４０sccmとする。この時、高周波励起電力は８００Ｗで一定と
し、基板バイアス電力は１００Ｗで一定とする。基板温度は２５０ないし３００℃、チャ
ンバー内圧力は１５０Ｐａとする。
【００３４】
上に挙げた３つの方法例のいずれを用いても、第１のゲート絶縁膜５の光学的バンドギャ
ップの値を３．０ないし４．５ｅＶの範囲に、第２のゲート絶縁膜６の光学的バンドギャ
ップの値を５．０ないし５．３ｅＶの範囲に調整することができる。
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【００３５】
次に、図２（Ｃ）に示すように、全面に導電膜を成膜した後、これをパターニングして導
電膜からなるドレイン電極１０、ソース電極９およびソース配線（図示せず）を形成し、
さらにａ－Ｓｉ膜１４のチャネル部上のａ－Ｓｉ：ｎ+ 膜１５を除去してａ－Ｓｉ：ｎ+ 

膜１５からなるオーミックコンタクト層８を形成する。
【００３６】
次に、図２（Ｄ）に示すように、全面にパッシベーション膜１１を成膜し、これをパター
ニングすることによりドレイン電極１０上のパッシベーション膜１１を開口し、ドレイン
電極１０と画素電極１３を電気的に接続するためのコンタクトホール１２を形成する。最
後に、図２（Ｅ）に示すように、全面にＩＴＯ膜を成膜し、これをパターニングすること
により画素電極１３を形成する。このような工程を経て、本実施の形態のＴＦＴアレイ基
板が完成する。
【００３７】
本実施の形態のＴＦＴ１の場合、上記のように異なる光学的バンドギャップを持つ２層の
ＳｉＮx 膜からゲート絶縁膜４が構成され、第１のゲート絶縁膜５がゲート電極３と半導
体能動膜７との間の耐圧を向上させる機能を持つとともに、第２のゲート絶縁膜６が半導
体能動膜７との間の界面特性を向上させる機能を持っている。したがって、ゲート絶縁膜
４全体としては、自身が所望の絶縁耐圧を持つと同時に半導体能動膜７を所望のキャリア
移動度とするようなゲート絶縁膜を実現することができる。その結果、動作不良が少なく
、高速動作が可能なＴＦＴを得ることができる。
【００３８】
また、ゲート絶縁膜４の成膜方法として上記の３つの例のいずれを用いても、第１のゲー
ト絶縁膜形成工程から第２のゲート絶縁膜形成工程に移行する際に励起電力または基板バ
イアス電力の切り替え、あるいは混合ガスの混合比の切り替えのみにより、異なる特性を
持つ２層のゲート絶縁膜５、６を連続的に形成することができる。したがって、１層のゲ
ート絶縁膜を形成する場合に比べて生産性をそれ程低下させることなく、ＴＦＴアレイ基
板を製造することが可能になる。
【００３９】
以下、本実施の形態のＴＦＴアレイ基板を用いたＴＦＴ型液晶表示装置の一例を説明する
。
本実施の形態の液晶表示装置は、図９に示すように、一対の透明基板２、１７が対向して
配置され、これら透明基板のうち、一方の基板２が上記ＴＦＴ１を備えたＴＦＴアレイ基
板、他方の基板１７が対向基板となっている。ＴＦＴアレイ基板２の対向面側に画素電極
１３が設けられるとともに、対向基板１７の対向面側に共通電極１８が設けられている。
さらに、これら画素電極１３、共通電極１８の各々の上に配向膜１９、２０が設けられ、
これら配向膜１９、２０間に液晶層２１が配設された構成となっている。そして、透明基
板２、１７の外側にそれぞれ第１、第２の偏光板２２、２３が設けられ、第１の偏光板２
２の外側にはバックライト２４が取り付けられている。
【００４０】
本実施の形態のＴＦＴ型液晶表示装置においては、ゲート電極３と半導体能動膜７との間
の絶縁耐圧が高く、半導体能動膜７中のキャリア移動度が大きいＴＦＴ１を有しているた
め、高い応答速度を持ち、歩留まりや信頼性の面でも優れた液晶表示装置を実現すること
ができる。また、バックライト２４側に位置するＴＦＴアレイ基板の第１のゲート絶縁膜
５が、高い絶縁耐圧を有すると同時に紫外光を吸収する役目も果たすため、バックライト
２４からの光によるＴＦＴ特性への悪影響を最小限に抑えることができる。
【００４１】
なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば上記実施の形態では
２層のゲート絶縁膜を成膜する際に２周波励起プラズマＣＶＤ装置を用いたが、基板バイ
アス電力を印加せずに第１のゲート絶縁膜、第２のゲート絶縁膜の作り分けを行う方法を
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採用する場合には２周波励起プラズマＣＶＤ装置を用いる必要はなく、高周波電極のみを
備えた通常のプラズマＣＶＤ装置を用いることもできる。また、ゲート絶縁膜の成膜方法
として３つの例のみを示したが、その他、「課題を解決するための手段」の項に述べた種
々の方法を用いてもよい。
【００４２】
【実施例】
以下、本発明のＴＦＴにおけるゲート絶縁膜の光学的バンドギャップと特性との関係につ
いて調査した。その結果を報告する。
まず、ゲート絶縁膜成膜時の高周波印加電力の値によって光学的バンドギャップがどのよ
うに変化するかを調査した。２周波励起プラズマＣＶＤ装置を用いて４０．６８ＭＨｚの
高周波励起電力（Ｒｆ1）を２００、４００、６００、８００arb.と４種類変え、各々の
場合で１３．５６ＭＨｚの基板バイアス電力（Ｒｆ2）を０arb.から４００arb.（arb.は
相対単位を表わす）まで変化させてＳｉＮx 膜を成膜し、成膜した各ＳｉＮx 膜の光学的
バンドギャップを測定した。他の成膜条件は、原料ガスの流量比をＳｉＨ4／ＮＨ3／Ｎ2

：４０sccm／１６０sccm／６００sccm とし、基板温度を３００℃、チャンバー内圧力を
２５０Ｐａとした。測定結果を図１０に示す。
【００４３】
図１０において、横軸は各膜の成膜時の基板バイアス電力（arb.）であり、縦軸は各膜の
光学的バンドギャップ（ｅＶ）である。また、図中「○」で示すデータは高周波励起電力
（Ｒｆ1）が２００arb.の場合、「■」で示すデータはＲｆ1が４００arb.の場合、「▲」
で示すデータはＲｆ1が６００arb.の場合、「▽」で示すデータはＲｆ1が８００arb.の場
合、である。
図１０に示す結果から、高周波励起電力（Ｒｆ1）を２００arb.とした場合、基板バイア
ス電力（Ｒｆ2）を０ないし２００arb.程度の値に設定して成膜すると、そのＳｉＮx 膜
の光学的バンドギャップは３．５ないし４．５ｅＶ程度の値を取ることがわかった。
【００４４】
次に、高周波励起電力（Ｒｆ1）を０、１００、２００、３００arb.と変えるとともに、
基板バイアス電力（Ｒｆ2）を０arb.から５００arb.まで変化させてそれぞれＳｉＮx 膜
を成膜し、成膜した各ＳｉＮx 膜を用いて絶縁耐圧を測定した。
この際、絶縁耐圧の測定パターンとして、基板上に膜厚１３００Åの第１の導電膜、膜厚
１３００ÅのＳｉＮx 膜、膜厚任意の第２の導電膜を順次積層した断面構造とし、所定の
面積を有する平面視矩形状の第１の導電膜と第２の導電膜との間でＳｉＮx 膜平坦部での
絶縁耐圧を測定する「平坦部耐圧測定パターン」と、前記第１の導電膜と第２の導電膜を
ともに線状に形成して交差させ、その交差点にあたるＳｉＮx 膜段差部での絶縁耐圧を測
定する「段差部耐圧測定パターン」の双方を用いた。平坦部絶縁耐圧の測定結果を図１１
に、段差部絶縁耐圧の測定結果を図１２にそれぞれ示す。
【００４５】
図１１および図１２において、横軸は各膜の成膜時の印加高周波電力（arb.：ただし、「
印加高周波電力」とは、高周波励起電力（Ｒｆ1）と基板バイアス電力（Ｒｆ2）との合計
）であり、縦軸は絶縁耐圧（MV/cm）である。高周波励起電力（Ｒｆ1）を０、１００、２
００、３００arb.と変化させて測定を行った。図１１、図１２ともに「●」で示すデータ
は高周波励起電力（Ｒｆ1）が０arb.の場合、「△」で示すデータはＲｆ1が１００arb.の
場合、「□」で示すデータはＲｆ1が２００arb.の場合、「○」で示すデータはＲｆ1が３
００arb.の場合、である。
図１１に示す平坦部絶縁耐圧の測定では、印加高周波電力が０arb.の時、絶縁耐圧が２MV
/cm程度であり、印加高周波電力を５００arb.まで増加させるにつれて絶縁耐圧が８MV/cm
程度まで向上する。これに対して、絶縁耐圧の評価としてはより厳しい評価となる図１２
に示す段差部絶縁耐圧の測定の場合、印加高周波電力が０ないし２００arb.の範囲では絶
縁耐圧は６ないし８MV/cm程度の値が得られるが、印加高周波電力を５００arb.まで増加
させるにつれて絶縁耐圧が１MV/cm以下にまで低下してしまい、所望の耐圧が得られない
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ことがわかった。
【００４６】
特に逆スタガ型のＴＦＴにおけるゲート絶縁膜の耐圧に関して言えば、ゲート電極の端部
に必ずゲート絶縁膜の段差ができ、この段差部に電界集中が生じてゲート絶縁膜破壊が起
こりやすくなるため、ＴＦＴの正常な動作を保証するという点からは特に段差部での絶縁
耐圧が高いことが重要である。
よって、成膜時の印加高周波電力を０ないし２００arb.の範囲とすることが好ましく、図
１０ないし図１２の結果から総合的に判断すると、ＳｉＮx 膜の光学的バンドギャップが
３．５ないし４．５ｅＶ程度の値を取ったときにＳｉＮx 膜の絶縁耐圧、特にゲート電極
段差部での絶縁耐圧が良好となり、信頼性の高いＴＦＴが得られることが実証された。
【００４７】
また、光学的バンドギャップが異なる数種のＳｉＮx 膜を成膜し、成膜した各ＳｉＮx 膜
を用いて電界効果移動度を測定した。試料としては、ＳｉＮx 膜成膜時のチャンバー内圧
力を変えたもの２種類を作成し（図１３中「●」で示す試料が圧力Ｐ1Ｐａのもの、図１
３中「□」で示す試料が圧力Ｐ2Ｐａのものである）、それぞれ電界効果移動度を測定し
た。その結果を図１３に示す。
【００４８】
図１３において、横軸は各膜の光学的バンドギャップ（eV）であり、縦軸は電界効果移動
度（cm2/V・sec ）である。図１３に示す結果から、光学的バンドギャップが３．５ない
し５．０ｅＶの範囲では、光学的バンドギャップの増加に伴って電界効果移動度が緩やか
に増加する傾向を示すことがわかる。ところが、光学的バンドギャップが５．０ｅＶを越
えると、電界効果移動度が急激に増加し始め、光学的バンドギャップが５．３ｅＶになる
と１．０cm2/V・sec 前後の電界効果移動度が得られ、光学的バンドギャップが３．５ｅ
Ｖのときの約２倍の値が得られた。したがって、キャリアの移動度を向上させるという観
点からは、光学的バンドギャップが５．０ないし５．３ｅＶの範囲のＳｉＮx 膜を用いる
のが好ましいことが実証された。
【００４９】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明によれば、第１のゲート絶縁膜がゲート電極と半導
体能動膜との間の耐圧を向上させる機能を持つとともに、第２のゲート絶縁膜が半導体能
動膜との間の界面特性を向上させる機能を持っているため、ゲート絶縁膜全体としては、
所望の絶縁耐圧を持つと同時に半導体能動膜を所望のキャリア移動度とするようなゲート
絶縁膜を実現することができる。その結果、動作不良が少なく、高速動作が可能なＴＦＴ
を得ることができる。また、ゲート絶縁膜の成膜方法として第１のゲート絶縁膜形成から
第２のゲート絶縁膜形成に移行する際に励起電力または基板バイアス電力の切り替え、あ
るいは混合ガスの混合比の切り替えのみによって、異なる特性を持つ２層のゲート絶縁膜
を連続的に形成することができる。したがって、１層のゲート絶縁膜を形成する場合に比
べて生産性をそれ程低下させることなく、ＴＦＴアレイ基板を製造することが可能になる
。さらに、本発明の薄膜成膜装置によれば、第１のゲート絶縁膜形成から第２のゲート絶
縁膜形成に移行する際に励起電力または基板バイアス電力の切り替え、あるいは混合ガス
の混合比の切り替えを順次行うことが可能となり、異なる特性を持つ２層のゲート絶縁膜
を連続的に形成することができる。したがって、１層のゲート絶縁膜を形成する場合に比
べて生産性をそれ程低下させることなく、ＴＦＴアレイ基板を製造することが可能になる
。さらにまた、本発明によれば、高い応答速度を持ち、歩留まりや信頼性の面でも優れた
液晶表示装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態であるＴＦＴの構造を示す断面図である。
【図２】　同、ＴＦＴの製造工程を示すプロセスフロー図である。
【図３】　本実施の形態で用いる２周波励起プラズマＣＶＤ装置を示す概略図である。
【図４】　同装置の処理の第１のシーケンスを示すフローチャートである。



(11) JP 4332263 B2 2009.9.16

10

20

30

【図５】　同、第２のシーケンスを示すフローチャートである。
【図６】　同、ＴＦＴのゲート絶縁膜形成時のシーケンスを示す図であり、基板バイアス
電力を変化させる方法の例を示す図である。
【図７】　同、ＴＦＴのゲート絶縁膜形成時のシーケンスを示す図であり、高周波励起電
力を変化させる方法の例を示す図である。
【図８】　同、ＴＦＴのゲート絶縁膜形成時のシーケンスを示す図であり、混合ガスの流
量比を変化させる方法の例を示す図である。
【図９】　同、ＴＦＴを備えたＴＦＴアレイ基板を用いた液晶表示装置の概略構成を示す
断面図である。
【図１０】　本発明の実施例である成膜時の基板バイアス電力と光学的バンドギャップと
の相関を示す実験データである。
【図１１】　本発明の実施例である成膜時の印加高周波電力と平坦部絶縁耐圧との相関を
示す実験データである。
【図１２】　本発明の実施例である成膜時の印加高周波電力と段差部絶縁耐圧との相関を
示す実験データである。
【図１３】　本発明の実施例である光学的バンドギャップと電界効果移動度との相関を示
す実験データである。
【図１４】　一般の液晶表示装置の概略構成を示す平面図である。
【図１５】　従来のＴＦＴの構造を示す断面図である。
【符号の説明】
１　ＴＦＴ
２　透明電極
３　ゲート電極
４　ゲート絶縁膜
５　第１のゲート絶縁膜
６　第２のゲート絶縁膜
７　半導体能動膜
８　オーミックコンタクト層
９　ソース電極
１０　ドレイン電極
１３　画素電極
２９　基板
３０　２周波励起プラズマＣＶＤ装置（薄膜成膜装置）
３２　高周波電極
３４　サセプタ電極
３５　成膜チャンバー
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