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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを通して画素電極に印加される表
示信号を保持する保持容量を備える表示装置において、
　前記薄膜トランジスタは、前記基板上に形成された遮光層と、前記遮光層上にバッファ
膜を介して形成されたポリシリコン層と、前記ポリシリコン層を覆うゲート絶縁膜と、前
記ゲート絶縁膜上に形成されたゲート電極を備え、
　前記保持容量は、前記基板上に形成された下層保持容量電極と、前記下層保持容量電極
上に形成された前記バッファ膜の開口部を通して、前記下層保持容量電極に接触し、前記
バッファ膜より薄い下層保持容量膜と、前記下層保持容量膜を介して前記下層保持容量電
極上に形成され、前記バッファ膜上のポリシリコン層よりも結晶粒径の小さな微結晶ポリ
シリコン部分を有する保持容量電極と、前記保持容量電極を覆う上層保持容量膜と、前記
上層保持容量膜を介して前記保持容量電極上に形成された上層保持容量電極と、を備える
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記保持容量電極のパターンは前記開口部の底部より大きく形成され、前記保持容量電
極の外周部のエッジが前記開口部の傾斜部の前記バッファ膜上又は前記開口部の外側の前
記バッファ膜上に配置され、前記保持容量電極の外周部の結晶粒径がその内側の結晶粒径
より大きいことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
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　前記バッファ膜と前記下層保持容量膜の膜厚の和が３００ｎｍ以上であることを特徴と
する請求項１又は請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記下層保持容量膜の膜厚は１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記保持容量電極の外周部は、前記上層保持容量電極と重畳しないことを特徴とする請
求項２に記載の表示装置。
【請求項６】
　基板上に薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタを通して画素電極に印加される表
示信号を保持する保持容量を備える表示装置の製造方法において、
　前記基板上に遮光層及び下層保持容量電極を形成する工程と、
　前記遮光層及び下層保持容量電極を覆って、バッファ膜を形成する工程と、
　前記下層保持容量電極上の前記バッファ膜を選択的にエッチングして開口部を形成する
工程と、
　前記開口部を通して前記下層保持容量電極上に前記バッファ膜より薄い下層保持容量膜
を形成する工程と、
　前記バッファ膜及び前記下層保持容量膜上にアモルファスシリコン層を形成し、このア
モルファスシリコン層に対してレーザーアニールを行うことによってこれをポリシリコン
層とする工程と、
　前記ポリシリコン層をパターニングして、保持容量電極を形成する工程と、
　前記ポリシリコン層を覆うゲート絶縁膜、前記保持容量電極を覆う上層保持容量膜を形
成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成し、前記上層保持容量膜上に上層保持容量電極
を形成する工程と、を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記保持容量電極を形成する工程は、前記開口部の底部より大きく、前記保持容量電極
のエッジが前記開口部の傾斜部の前記バッファ膜上又は前記開口部の外側の前記バッファ
膜上に位置するように形成されることを特徴とする請求項６に記載の表示装置の製造方法
。
【請求項８】
　前記バッファ膜と前記下層保持容量膜の膜厚の和が３００ｎｍ以上であることを特徴と
する請求項６又は請求項７に記載の表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記下層保持容量膜の膜厚は１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項６又は請求
項７に記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタを通して画素電極に印
加される表示信号を保持する保持容量を備える表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アクティブマトリクス型の液晶表示装置では、ガラス基板上においてマトリクス状に配
置された複数の画素に、画素選択用の薄膜トランジスタ（以降、「画素ＴＦＴ」と略称す
る）が形成されている。また、画素ＴＦＴを通して画素電極に印加される表示信号を保持
する保持容量が形成されている。
【０００３】
　この液晶表示装置及びその製造方法について図５を参照して説明する。まず、第１の基
板１０上において、画素ＴＦＴ部に、モリブデン又はクロム等からなり第１の基板１０に
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入射する外光を遮る遮光層である遮光金属層１１が形成される。この遮光金属層１１は、
画素ＴＦＴ１００Ｔに入射する光を起因とする光リーク電流を抑止するものである。次に
、例えばプラズマＣＶＤ（Plasma Chemical Vapor Deposition）によりシリコン酸化膜も
しくはシリコン窒化膜等の絶縁膜からなり、遮光金属層１１を覆うバッファ膜５３を形成
する。そして、バッファ膜５３上に、アモルファスシリコン層を形成する。その後、アモ
ルファスシリコン層をレーザーアニールにより結晶化して、ポリシリコン層５５を形成す
る。ポリシリコン層５５はアイランド状のパターンにエッチングされる。ポリシリコン層
５５は、画素ＴＦＴ１００Ｔの能動層、保持容量１００Ｃの保持容量電極として機能する
。
【０００４】
　次に、プラズマＣＶＤにより、シリコン酸化膜等から成りポリシリコン層５５を被覆す
るゲート絶縁膜５６を形成する。このゲート絶縁膜５６は、保持容量１００Ｃの保持容量
膜５６Ｃとなる。
【０００５】
　次に、画素ＴＦＴ１００Ｔのゲート絶縁膜５６上にはモリブデン又はクロム等から成る
ゲート電極５７が形成される。一方、保持容量膜５６Ｃ上には、ゲート電極５７と同じ金
属からなる上層容量電極５８が形成される。その後、ゲート電極５７及び上層容量電極５
８をマスクとしてポリシリコン層５５に対して不純物をイオン注入し、ソース及びドレイ
ンを形成する。この不純物はＮチャネル型の薄膜トランジスタの場合には、リンまたはヒ
素である。ソースとドレインの間の領域はチャネルとなる。
【０００６】
　次に、ゲート電極５７及び上層容量電極５８を覆う層間絶縁膜１９が形成される。ゲー
ト絶縁膜５６及び層間絶縁膜１９にはコンタクトホールＣＨ１，ＣＨ２が設けられ、その
コンタクトホールＣＨ１，ＣＨ２を通してポリシリコン層５５と接続されたソース電極２
０Ｓ及びドレイン電極２０Ｄが形成される。そして、必要に応じて、ソース電極２０Ｓ、
ドレイン電極２０Ｄを覆うシリコン窒化膜等からなるパッシベーション膜２１、感光性材
料等からなる平坦化膜２２が形成される。パッシベーション膜２１及び平坦化膜２２には
コンタクトホールＣＨ３が設けられ、そのコンタクトホールＣＨ３を通してソース電極２
０Ｓと接続されたＩＴＯ（Indium Tin Oxide）等の透明金属からなる画素電極２３が形成
される。
【０００７】
　さらに、第１の基板１０には、ガラス等の透明材料からなり、液晶層ＬＣを封止する第
２の基板３０が貼り合わされる。第２の基板３０には、画素電極２３と対向してＩＴＯ等
の透明金属からなる共通電極３１が形成される。また、第１の基板１０及び第２の基板３
０には、不図示の偏光板が形成される。
【０００８】
　この表示装置の動作は次のとおりである。ゲート電極５７に印加された画素選択信号に
応じて画素ＴＦＴ１００Ｔがオン状態となると、ソース電極２０Ｓを通して画素電極２３
に印加された表示信号に応じて、液晶層ＬＣの液晶分子の配向が制御される。その際、表
示信号は、保持容量１００Ｃに保持されることにより、画素電極２３に一定期間印加され
る。こうして、バックライトＢＬからの光に対する画素の透過光量が制御され、黒表示又
は白表示が行われる。
【０００９】
　なお、関連する技術文献としては、例えば以下の特許文献が挙げられる。
【特許文献１】特開平１１－１１１９９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　アモルファスシリコン層をレーザーアニールにより結晶化して、結晶粒径が３００～４
００ｎｍのポリシリコン層５５を形成するとき、ポリシリコン層５５の表面には、ポリシ
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リコン粒界部にその膜厚の２倍程度の高さの隆起が発生していた。この隆起により、保持
容量電極上に積層される保持容量膜５６Ｃの被覆性が劣化し、ポリシリコン層５５（保持
容量電極）と上層保持容量電極５８との間の絶縁耐圧が低下し、歩留まりが低下するおそ
れがあった。また、表面の平坦性が向上する条件でポリシリコン層５５を形成すると結晶
粒径が小さくなり、保持容量電極抵抗が高抵抗化するため、薄膜トランジスタと保持容量
の接続抵抗が高くなり歩留まりが低下するおそれがあった。　
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、基板上に薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタを通して画素電極に印加さ
れる表示信号を保持する保持容量を備える表示装置において、薄膜トランジスタは、基板
上に形成された遮光層と、遮光層上にバッファ膜を介して形成されたポリシリコン層と、
ポリシリコン層を覆うゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜上に形成されたゲート電極を備え、
保持容量は、基板上に形成された下層保持容量電極と、下層保持容量電極上に形成された
バッファ膜の開口部を通して、下層保持容量電極に接触し、バッファ膜より薄い下層保持
容量膜と、下層保持容量膜を介して下層保持容量電極上に形成され、バッファ膜上のポリ
シリコン層よりも結晶粒径の小さな微結晶ポリシリコン部分を有する保持容量電極と、保
持容量電極を覆う上層保持容量膜と、上層保持容量膜を介して保持容量電極上に形成され
た上層保持容量電極と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　かかる構成によれば、保持容量電極は微結晶ポリシリコンからなり、その表面の平坦性
が良好であるため、上層保持容量電極との間の絶縁耐圧を向上することができる。
【００１３】
　また、上記構成に加えて、保持容量電極のパターンは開口部の底部より大きく形成され
、保持容量電極の外周部のエッジが開口部の傾斜部のバッファ膜上又は開口部の外側のバ
ッファ膜上に配置され、保持容量電極の外周部の結晶粒径がその内側の結晶粒径より大き
いことを特徴とする。
【００１４】
　かかる構成によれば、保持容量電極のパターンは開口部の底部より大きく形成され、保
持容量電極の外周部のエッジが前記開口部の傾斜部のバッファ膜上又は開口部の外側のバ
ッファ膜上に配置され、前記保持容量電極の外周部の結晶粒径がその内側の結晶粒径より
大きいので、前記保持容量電極の外周部のシート抵抗が低くなり、薄膜トランジスタと保
持容量の接続抵抗を低くすることができる。また、開口部の段差による保持容量電極の断
線を防止することができる。
【００１５】
　また、本発明は、基板上に薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタを通して画素電
極に印加される表示信号を保持する保持容量を備える表示装置の製造方法において、基板
上に遮光層及び下層保持容量電極を形成する工程と、遮光層及び下層保持容量電極を覆っ
て、バッファ膜を形成する工程と、下層保持容量電極上のバッファ膜を選択的にエッチン
グして開口部を形成する工程と、開口部を通して下層保持容量電極上にバッファ膜より薄
い下層保持容量膜を形成する工程と、バッファ膜及び下層保持容量膜上にアモルファスシ
リコン層を形成し、このアモルファスシリコン層に対してレーザーアニールを行うことに
よってこれをポリシリコン層とする工程と、ポリシリコン層をパターニングして、保持容
量電極を形成する工程と、ポリシリコン層を覆うゲート絶縁膜、保持容量電極を覆う上層
保持容量膜を形成する工程と、ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成し、上層保持容量膜上
に上層保持容量電極を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、基板上に薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタを通して画素電
極に印加される表示信号を保持する保持容量を備える表示装置において、保持容量を形成
する電極間の絶縁耐圧を向上して、歩留まりの向上を図ることができる。
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【００１７】
　また、本発明によれば、保持容量を小面積で大容量化できるので、高精細化、高開口率
化に対しても有効である。
【００１８】
　さらに本発明によれば、薄膜トランジスタと保持容量の接続抵抗を低くすることができ
る。また、保持容量部に形成される開口部の段差による保持容量電極の断線を防止するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の実施形態に係る表示装置及びその製造方法について、図面を参照して説明する
。この表示装置には複数の画素が形成されるが、図１では、１つの画素１を示している。
図１に示した第１の基板１０側の断面構成は、図２の平面図のＸ－Ｘ線に沿った断面に相
当している。また、図１及び図２では、図５に示したものと同一の構成要素については同
一の符号を付して参照する。
【００２０】
　ガラス等の透明な絶縁材料からなる第１の基板１０は、画素ＴＦＴ１Ｔが形成される画
素ＴＦＴ部と、保持容量１Ｃが形成される容量部とを含む。まず、第１の基板１０上にお
いて、画素ＴＦＴ部に、モリブデン又はクロム等からなり第１の基板１０に入射する外光
を遮る遮光金属層１１が形成される。一方、第１の基板１０の容量部には、下層保持容量
電極１２が形成される。下層保持容量電極１２は、好ましくは遮光金属層１１と同一の材
料により形成される。この場合、第１の基板１０上に遮光金属層１１となる金属層が形成
され、その金属層がパターニングされることにより、遮光金属層１１及び下層保持容量電
極１２が形成される。
【００２１】
　遮光金属層１１は、後述するゲート電極１７に接続されるのが好ましい。または、遮光
金属層１１の電位をグランド等の所定の固定電位としてもよく、この場合、遮光金属層１
１と下層保持容量電極１２とを接続してもよい。
【００２２】
　次に、プラズマＣＶＤ（Plasma Chemical Vapor Deposition）等により、シリコン酸化
膜もしくはシリコン窒化膜等の絶縁膜からなり遮光金属層１１及び下層保持容量電極１２
を覆うバッファ膜１３が形成される。そのバッファ層１３と後に記述される下層保持容量
層１４の膜厚の和は、ポリシリコン層１５の結晶粒径を均一にするために３００ｎｍ以上
であることが好ましい。下層保持容量電極１２上のバッファ膜１３は選択的にエッチング
され、下層保持容量電極１２を露出する開口部ＯＰが形成される。このとき、バッファ膜
１３の開口部ＯＰのエッジには傾斜部Ｋが形成される。
【００２３】
　そして、バッファ膜１３上、及び開口部ＯＰ内で露出する下層保持容量電極１２を覆う
下層保持容量膜１４を形成する。この下層保持容量膜１４は、開口部ＯＰ内で露出する下
層保持容量電極１２と接するように形成される。下層保持容量膜１４の膜厚は、バッファ
膜１３の膜厚よりも薄く、好ましくは１００ｎｍ以下である。下層保持容量膜１４は、シ
リコン酸化膜もしくはシリコン窒化膜等の絶縁膜からなり、プラズマＣＶＤ（Plasma Che
mical Vapor Deposition）等により形成される。
【００２４】
　次に、下層保持容量膜１４上に、約４５ｎｍの膜厚のアモルファスシリコン層を形成す
る。その後、アモルファスシリコン層をレーザーアニールにより、好ましくはエキシマレ
ーザーアニールにより結晶化して、結晶粒径約３００～４００ｎｍのポリシリコン層１５
を形成する。その際、容量部の結晶化前のポリシリコン層１５Ｃでは、下層保持容量膜１
４が画素ＴＦＴ１Ｔの遮光金属層１１上のバッファ膜１３より薄いことから、レーザーア
ニールにより生じる熱が、遮光金属層１１上の結晶化前のポリシリコン層１５に比べ下層
保持容量膜１４を介して下層保持容量電極１２に伝わって発散されやすい。これにより、
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下層保持容量膜１４及び下層保持容量電極１２上のポリシリコン層１５Ｃは、結晶化が進
行しにくくなり画素ＴＦＴ１Ｔのポリシリコン層１５に比してポリシリコン結晶粒径が小
さくなる。その結果、上記画素ＴＦＴ１Ｔのポリシリコン層１５で結晶粒径約３００～４
００ｎｍが得られるレーザーアニール条件において、保持容量１Ｃのポリシリコン層１５
Ｃは、結晶粒径約５０ｎｍ以下の微結晶となって平坦性が良好となる。
【００２５】
　その後、ポリシリコン層１５Ｃに対して不純物のイオン注入を行う。これにより、容量
部のポリシリコン層１５Ｃは保持容量電極として機能する。なお、ポリシリコン層１５，
１５Ｃは所定のパターンにパターニングされる。
【００２６】
　次に、画素ＴＦＴ部及び容量部のポリシリコン層１５，１５Ｃを覆うゲート絶縁膜１６
が形成される。ここで、保持容量１Ｃのポリシリコン層１５Ｃと重畳するゲート絶縁膜１
６は、上層保持容量膜１６Ｃとして機能する。
【００２７】
　次に、画素ＴＦＴ部のゲート絶縁膜１６上に、モリブデン又はクロム等からなるゲート
電極１７が形成される。一方、上層保持容量膜１６Ｃ上には、上層保持容量電極１８が形
成される。上層保持容量膜１６Ｃは、下層のポリシリコン層１５Ｃの平坦性が反映される
ので、ポリシリコン層１５Ｃ（保持容量電極）と上層保持容電極１８との絶縁耐圧が向上
する。
【００２８】
　上層保持容量電極１８は、ゲート電極１７と同一の材料により形成される。即ち、ゲー
ト絶縁膜１６及び上層保持容量膜１６Ｃ上にゲート電極１７となる金属層が形成され、そ
の金属層がパターニングされることにより、ゲート電極１７及び上層保持容量電極１８が
形成される。
【００２９】
　これにより、保持容量１Ｃは、保持容量電極であるポリシリコン層１５Ｃを間に挟んで
、その上下に容量が形成される。このため、単位面積当たりの容量値を大きくすることが
できる。
【００３０】
　次に、ゲート電極１７及び上層保持容量電極１８をマスクとして画素ＴＦＴ部のポリシ
リコン層１５に対して不純物をイオン注入し、ソース及びドレインを形成する。この不純
物はＮチャネル型の薄膜トランジスタの場合には、リンまたはヒ素である。ソースとドレ
インの間の領域はチャネルとなる。なお、必要に応じて、低濃度不純物層及び高濃度不純
物層からなるＬＤＤ（Lightly Doped Drain）構造のソース及びドレインを形成してもよ
い。
【００３１】
　次に、ゲート電極１７及び上層保持容量電極１８を覆う層間絶縁膜１９が形成される。
この層より上層の構成要素、即ち層間絶縁膜１９、ポリシリコン層１５のソース及びドレ
インとそれぞれ接続するソース電極２０Ｓ及びドレイン電極２０Ｄ、パッシベーション膜
２１、平坦化膜２２、及び画素電極２３は、図５に示したものと同様に形成される。
【００３２】
　また、第２の基板３０及び共通電極３１についても図５に示したものと同様に、第１の
基板１０に貼り合わされ、それらの間に液晶層ＬＣが封止される。なお、第１の基板１０
と第２の基板３０には、不図示の偏光板が形成される。この表示装置の表示にかかる動作
は、従来例に示したものと同様である。
【００３３】
　次に、保持容量１Ｃの他の特徴構成について図３、図４を参照して説明する。図３、図
４は保持容量１Ｃの平面図であり、図４のＹ－Ｙ線の断面が図１の保持容量１Ｃの断面に
相当している。図３に示すように、ポリシリコン層１５Ｃ（保持容量電極）のパターンが
バッファ膜１３の開口部ＯＰの底部より小さい場合、その部分のポリシリコン層１５Ｃは
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微結晶ポリシリコンからなるため、その抵抗が高くなり、画素ＴＦＴ１Ｔのソースとの接
続抵抗が高くなるという問題がある。また、開口部ＯＰのステップカバレッジが悪いとそ
の段差部Ｄで断線するおそれもあった。
【００３４】
　そこで、図４に示すように、ポリシリコン層１５Ｃ（保持容量電極）のパターンは、開
口部ＯＰの底部より大きく形成され、ポリシリコン層１５Ｃの外周部のエッジが開口部Ｏ
Ｐの傾斜部Ｋのバッファ膜１３上又は開口部ＯＰの外側のバッファ膜１３上に配置される
ようにした。これにより、ポリシリコン層１５Ｃ（保持容量電極）外周部の結晶粒径はそ
の内側の結晶粒径より大きくなる。すなわち、ポリシリコン層１５Ｃ（保持容量電極）の
パターンは高抵抗の微結晶ポリシリコン部の周りを低抵抗の外周ポリシリコン部で囲んだ
形となる。これにより、画素ＴＦＴ１Ｔのソースとポリシリコン層１５Ｃ（保持容量電極
）の接続抵抗を低くすることができる。また、開口部ＯＰの段差全体を保持容量電極１８
で覆うことで段差部位での保持容量電極の断線を軽減防止することもできる。さらに、上
層保持容量電極１８は、ポリシリコン層１５Ｃ（保持容量電極）外周部の平坦性の良好で
ない部分との重畳をなくすように配置されてもよい。これにより、上層保持容量電極１８
とポリシリコン層１５との間の絶縁耐圧の低下を抑制できる。
【００３５】
　なお、本実施の形態では第１の基板１０に画素電極２３が配置され第２の基板３０に共
通電極３１が配置されたが、本発明は上記以外の構成を有した液晶表示装置についても適
用される。例えば、本発明は、第１の基板１０に画素電極と共通電極の両者が配置され、
第１の基板１０に対して略水平方向の電界を用いて液晶層ＬＣの光学的制御を行うＦＦＳ
（Fringe-Field Switching）方式、又はＩＰＳ（In-Plain Switching）方式の液晶表示装
置についても適用される。ＦＦＳ方式の場合、画素電極と共通電極は絶縁膜を介して対向
して配置されるため、それらにより容量が構成される。この容量が加わることにより、保
持容量１Ｃ全体の容量値を大きくでき、高精細化、高開口率化に対してさらに有効である
。
【００３６】
　また、本実施の形態は液晶表示装置を例として説明したが、本発明は液晶表示装置以外
の表示装置、例えば有機エレクトロルミネッセンス素子を備えた表示装置についても適用
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の平面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の保持容量の平面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の保持容量の平面図である。
【図５】従来例に係る液晶表示装置を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３８】
１，１００　画素　　　　　　１Ｔ，１００Ｔ　画素ＴＦＴ
１Ｃ，１００Ｃ　保持容量
１０　第１の基板　　　　　　１１　遮光金属層　　　　１２　下層保持容量電極
１３，５３　バッファ膜　　　１４　下層保持容量膜　　
１５，１５Ｃ，５５　ポリシリコン層
１６，５６　ゲート絶縁膜　　１６Ｃ　上層保持容量膜
１７　ゲート電極　　　　　　１８　上層保持容量電極
１９　層間絶縁膜　　　　　　２０Ｓ　ソース電極　　　２０Ｄ　ドレイン電極
２１　パッシベーション膜　　２２　平坦化膜　　　　　２３　画素電極
３０　第２の基板　　　　　　３１　共通電極　　　　　５６Ｃ　保持容量膜
５７　ゲート電極　　　　　　５８　上層容量電極
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ＯＰ　開口部　　　　　　　　ＬＣ　液晶層
ＣＨ１，ＣＨ２，ＣＨ３　コンタクトホール

【図１】 【図２】

【図３】
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