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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面を有する光透過性の基板と、
　前記基板の上に設けられた薄膜トランジスタであって、
　　　前記主面の上に設けられたゲート電極と、
　　　前記ゲート電極の上に設けられたゲート絶縁膜と、
　　　前記ゲート絶縁膜の上に設けられた半導体膜と、
　　　前記半導体膜と電気的に接続された第１導電部と、
　　　前記半導体膜と電気的に接続され、前記第１導電部と離間する第２導電部と、
　を含む薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタの上に設けられた絶縁性のパッシベーション膜と、
　前記パッシベーション膜の上に設けられ、前記主面と平行な平面に投影したときに前記
半導体膜と重なる水素バリア膜と、
　前記第１導電部及び前記第２導電部の一方に電気的に接続された光透過性の画素電極と
、
　前記画素電極の上に設けられた有機発光層と、
　前記有機発光層の上に設けられた陰極と、
　前記水素バリア膜の上及び前記陰極の上に設けられた封止膜と、
　を備え、
　前記水素バリア膜は、Ｔｉ、Ｔａ、ＴｉＮ及びＴａＮのいずれかを含む表示装置。
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【請求項２】
　前記水素バリア膜は、前記第１導電部及び前記第２導電部の前記一方と電気的に接続さ
れている請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記半導体膜は、ｎ形であり、
　前記水素バリア膜は、前記画素電極と電気的に接続されている請求項１または２に記載
の表示装置。
【請求項４】
　前記半導体膜は、ｐ形であり、
　前記水素バリア膜は、前記第１導電部及び前記第２導電部の他方と電気的に接続されて
いる請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記半導体膜は、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎのいずれかを含む酸化物半導体を含む請求項１～
４のいずれか１つに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記封止膜は、１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上の水素を含有する請求項１～５のいず
れか１つに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ（Electro-Luminescence）素子に流れる電流を、薄膜トランジスタによって制
御するアクティブマトリクス方式の表示装置がある。この表示装置において、画質の向上
が望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２１９５０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、高画質の表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態によれば、基板と、薄膜トランジスタと、パッシベーション膜と、水
素バリア膜と、画素電極と、有機発光層と、陰極と、封止膜と、を備えた表示装置が提供
される。前記基板は、主面を有し、光透過性である。前記薄膜トランジスタは、ゲート電
極と、ゲート絶縁膜と、半導体膜と、第１導電部と、第２導電部と、を含む。前記ゲート
電極は、前記主面の上に設けられる。前記ゲート絶縁膜は、前記ゲート電極の上に設けら
れる。前記半導体膜は、前記ゲート絶縁膜の上に設けられる。前記第１導電部は、前記半
導体膜と電気的に接続される。前記第２導電部は、前記半導体膜と電気的に接続され、前
記第１導電部と離間する。前記パッシベーション膜は、前記薄膜トランジスタの上に設け
られ、絶縁性である。前記水素バリア膜は、前記パッシベーション膜の上に設けられ、前
記主面と平行な平面に投影したときに前記半導体膜と重なる。前記画素電極は、前記第１
導電部及び前記第２導電部の一方に電気的に接続され、光透過性である。前記有機発光層
は、前記画素電極の上に設けられる。前記陰極は、前記有機発光層の上に設けられる。前
記封止膜は、前記水素バリア膜及び前記陰極の上に設けられる。前記水素バリア膜は、Ｔ
ｉ、Ｔａ、ＴｉＮ及びＴａＮのいずれかを含む。
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【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施形態に係る表示装置を示す模式的断面図である。
【図２】第１の実施形態に係る表示装置を示す等価回路図である。
【図３】参考例の表示装置の特性を例示するグラフ図である。
【図４】図４（ａ）～図４（ｄ）は、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を示す模
式的断面図である。
【図５】第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図６】第１の実施形態に係る別の表示装置を示す等価回路図である。
【図７】第１の実施形態に係る別の表示装置を示す模式的断面図である。
【図８】図８（ａ）及び図８（ｂ）は、第２の実施形態に係る表示装置を示す模式図であ
る。
【図９】第２の実施形態に係る別の表示装置を例示する模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に、各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。　
　なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の
大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場
合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。　
　なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同
一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【０００８】
　（第１の実施形態）　
　図１は、第１の実施形態に係る表示装置の構成を例示する模式的断面図である。　
　図１に表したように、本実施形態に係る表示装置１１０は、基板１０と、薄膜トランジ
スタ１２と、パッシベーション膜１３と、水素バリア膜１４と、画素電極１６と、有機発
光層１８と、陰極２０と、封止膜２２と、を備える。
【０００９】
　画素電極１６、有機発光層１８及び陰極２０により、有機ＥＬ型の発光素子部２４が形
成される。発光素子部２４の発光が薄膜トランジスタ１２によって駆動される。表示装置
１１０において、複数の薄膜トランジスタ１２と複数の発光素子部２４との組み合わせが
、マトリクス状に並べて配置される。複数の薄膜トランジスタ１２の駆動、及び、それに
ともなう複数の発光素子部２４の発光を制御することにより、画像の表示を行う。表示装
置１１０は、有機ＥＬを用いたアクティブマトリクス型の表示装置である。
【００１０】
　基板１０は、主面１０ａを有する。基板１０には、例えば、光透過性を有する材料が用
いられる。基板１０には、例えば、ガラス材料や樹脂材料が用いられる。基板１０には、
可撓性をさらに有する材料が用いられる。基板１０には、例えば、ポリイミドなどの樹脂
材料が用いられる。
【００１１】
　薄膜トランジスタ１２は、基板１０の主面１０ａの上に設けられる。　
　薄膜トランジスタ１２は、第１導電部３１と、第２導電部３２と、ゲート電極３３と、
ゲート絶縁膜３４と、半導体膜３５と、チャネル保護膜３６と、を含む。　
　ゲート電極３３は、基板１０の主面１０ａの上に設けられる。ゲート電極３３には、例
えば、モリブデンタングステン（ＭｏＷ）、モリブデンタンタル（ＭｏＴａ）及びタング
ステン（Ｗ）などの高融点金属が用いられる。
【００１２】
　ゲート絶縁膜３４は、ゲート電極３３の上に設けられる。この例においては、ゲート絶
縁膜３４は、ゲート電極３３を覆うように主面１０ａの全体に設けられる。ゲート絶縁膜
３４には、例えば、絶縁性と光透過性とを有する材料が用いられる。ゲート絶縁膜３４に
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は、例えば、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜及びシリコン酸窒化膜のいずれかが用いら
れる。
【００１３】
　半導体膜３５は、ゲート絶縁膜３４の上に設けられる。ゲート絶縁膜３４は、ゲート電
極３３と半導体膜３５との間に設けられ、ゲート電極３３と半導体膜３５とを絶縁する。
半導体膜３５には、例えば、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎの少なくともいずれかを含む酸化物半導
体が用いられる。すなわち、半導体膜３５には、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化物半
導体、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ酸化物半導体、及び、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ酸化物半導体が用いられる。
半導体膜３５は、ｎ形の導電性、またはｐ形の導電性を有する。以下、この例では、半導
体膜３５がｎ形である場合として説明する。
【００１４】
　第１導電部３１は、ゲート絶縁膜３４の上に設けられる。第１導電部３１の一部は、半
導体膜３５の上に設けられ、半導体膜３５と接触している。これにより、第１導電部３１
は、半導体膜３５と電気的に接続されている。第２導電部３２は、ゲート絶縁膜３４の上
に設けられる。第２導電部３２は、第１導電部３１と離間して配置されている。第２導電
部３２の一部は、半導体膜３５の上に設けられ、半導体膜３５と接触している。これによ
り、第２導電部３２は、半導体膜３５と電気的に接続されている。第１導電部３１及び第
２導電部３２には、例えば、Ｔｉ、Ａｌ及びＭｏなどが用いられる。第１導電部３１及び
第２導電部３２は、例えば、Ｔｉ、Ａｌ及びＭｏの少なくともいずれかを含む積層体でも
よい。第１導電部３１は、薄膜トランジスタ１２のソース電極及びドレイン電極の一方で
ある。第２導電部３２は、薄膜トランジスタ１２のソース電極及びドレイン電極の他方で
ある。以下、この例では、第１導電部３１がソース電極であり、第２導電部３２がドレイ
ン電極である場合として説明する。
【００１５】
　チャネル保護膜３６は、半導体膜３５の上に設けられる。チャネル保護膜３６は、半導
体膜３５を保護する。チャネル保護膜３６には、例えば、シリコン酸化膜が用いられる。
【００１６】
　第１導電部３１は、チャネル保護膜３６の第１部分３６ａを覆う。第２導電部３２は、
チャネル保護膜３６の第２部分３６ｂを覆う。第１導電部３１は、半導体膜３５の第１領
域３５ａを覆う。第２導電部３２は、半導体膜３５の第２領域３５ｂを覆う。半導体膜３
５は、第１導電部３１及び第２導電部３２に覆われない第３領域３５ｃを有する。ゲート
電極３３は、半導体膜３５の膜面３５ｐに対して垂直な方向（以下、Ｚ軸方向と称す）に
みたときに、第１導電部３１と第２導電部３２との間の部分３３ａを有する。すなわち、
ゲート電極３３は、ゲート絶縁膜３４を挟んで、半導体膜３５の第３領域３５ｃと対向す
る。これにより、ゲート電極３３に電圧を印加することで、半導体膜３５にチャネルが発
生し、第１導電部３１と第２導電部３２との間で電流が流れる。
【００１７】
　パッシベーション膜１３は、薄膜トランジスタ１２の上に設けられる。この例において
、パッシベーション膜１３は、主面１０ａ全体の上に設けられる。パッシベーション膜１
３は、薄膜トランジスタ１２を覆う。パッシベーション膜１３は、絶縁性を有する。パッ
シベーション膜１３は、光透過性をさらに有する。パッシベーション膜１３には、例えば
、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜及びシリコン酸窒化膜のいずれかが用いられる。
【００１８】
　水素バリア膜１４は、パッシベーション膜１３の上に設けられる。すなわち、パッシベ
ーション膜１３は、薄膜トランジスタ１２と水素バリア膜１４との間に設けられる。水素
バリア膜１４は、主面１０ａと平行な平面に投影したときに、半導体膜３５と重なる。水
素バリア膜１４は、パッシベーション膜１３を介して、半導体膜３５を覆う。水素バリア
膜１４は、半導体膜３５のうちの、少なくとも第３領域３５ｃを覆う。水素バリア膜１４
には、導電性と、水素の透過を抑制する水素バリア性と、を有する材料が用いられる。水
素バリア膜１４には、例えば、Ｔｉ、Ｔａ、ＴｉＮ及びＴａＮのいずれかを含む金属材料
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が用いられる。また、水素バリア膜１４には、例えば、Ｉｎ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｔｉ及びＡｌ
の少なくともいずれかの酸化物が用いられる。水素バリア膜１４の酸化物としては、例え
ば、ＩＴＯ（In-Ti-O）、ＩＺＯ（In-Zn-O）、ＡＺＯ（Al-Zn-O）、ＩＧＺＯ（In-Ga-Zn-
O）、及び、ＺｎＯなどが用いられる。
【００１９】
　パッシベーション膜１３には、第１導電部３１の一部を露呈させる第１開口１３ａ及び
第２開口１３ｂが設けられている。水素バリア膜１４の一部１４ａは、第１開口１３ａに
おいて、第１導電部３１に接触している。これにより、水素バリア膜１４は、第１導電部
３１と電気的に接続される。
【００２０】
　画素電極１６は、第１導電部３１及び第２導電部３２の一方に電気的に接続される。こ
の例では、画素電極１６は、第１導電部３１と電気的に接続される。
【００２１】
　画素電極１６は、パッシベーション膜１３の上に設けられる。画素電極１６は、Ｚ軸方
向において薄膜トランジスタ１２と対向する対向領域１６ａと、対向しない非対向領域１
６ｂとを有する。画素電極１６には、例えば、導電性と光透過性とを有する材料が用いら
れる。画素電極１６には、例えば、ＩＴＯなどが用いられる。画素電極１６の対向領域１
６ａの一部１６ｃは、第２開口１３ｂにおいて、第１導電部３１に接触している。これに
より、画素電極１６は、第１導電部３１と電気的に接続される。
【００２２】
　また、これにより、水素バリア膜１４は、第１導電部３１を介して画素電極１６と電気
的に接続される。このように、水素バリア膜１４は、第１導電部３１及び第２導電部３２
のいずれか（上記の一方）と電気的に接続される。
【００２３】
　水素バリア膜１４及び画素電極１６の対向領域１６ａの上には、平坦化膜４２が設けら
れる。平坦化膜４２には、例えば、絶縁性を有する材料が用いられる。平坦化膜４２には
、例えば、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜及びシリコン酸窒化膜のいずれかが用いられ
る。
【００２４】
　有機発光層１８は、画素電極１６の非対向領域１６ｂ及び平坦化膜４２の上に設けられ
る。有機発光層１８は、例えば、非対向領域１６ｂの部分において、画素電極１６と接触
する。平坦化膜４２は、水素バリア膜１４と有機発光層１８との接触、及び、対向領域１
６ａと有機発光層１８との接触を防ぐ。有機発光層１８には、例えば、正孔輸送層と、発
光層と、電子輸送層と、を積層させた積層体が用いられる。
【００２５】
　陰極２０は、有機発光層１８の上に設けられる。陰極２０は、平坦化膜４２の上に設け
られ、半導体膜３５及び水素バリア膜１４の上に延在する部分２０ａを有する。陰極２０
には、導電性を有する材料が用いられる。陰極２０には、例えば、Ａｌが用いられる。例
えば、非対向領域１６ｂにおいて、発光素子部２４が形成される。発光素子部２４では、
画素電極１６と陰極２０とに電圧を印加することにより、有機発光層１８から光が放出さ
れる。有機発光層１８から放出した光は、パッシベーション膜１３、ゲート絶縁膜３４及
び基板１０を透過して、外部に出射する。表示装置１１０は、下面発光型の表示装置であ
る。
【００２６】
　封止膜２２は、陰極２０の上に設けられる。封止膜２２は、有機発光層１８及び陰極２
０を覆う。また、封止膜２２は、薄膜トランジスタ１２及び水素バリア膜１４を覆う。封
止膜２２は、有機発光層１８及び陰極２０を保護する。封止膜２２には、例えば、シリコ
ン酸化膜、シリコン窒化膜及びシリコン酸窒化膜のいずれかが用いられる。これらの材料
を用いた場合、封止膜２２は、１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上の水素を含有する。
【００２７】
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　水素バリア膜１４は、封止膜２２に含まれる水素が半導体膜３５に到達し、薄膜トラン
ジスタ１２の性能に悪影響を及ぼすことを抑制する。
【００２８】
　図２は、第１の実施形態に係る表示装置の構成を例示する等価回路図である。　
　図２に表したように、表示装置１１０は、薄膜トランジスタ１２と、水素バリア膜１４
と、発光素子部２４と、スイッチトランジスタ５０と、信号線５１と、ゲート線５２と、
電源線５３と、を備える。
【００２９】
　薄膜トランジスタ１２のソース１２Ｓ（第１導電部３１）は、発光素子部２４のアノー
ド２４Ａ（画素電極１６）に電気的に接続されている。薄膜トランジスタ１２のドレイン
１２Ｄ（第２導電部３２）は、電源電圧を供給する電源線５３に電気的に接続されている
。薄膜トランジスタ１２のゲート１２Ｇ（ゲート電極３３）は、スイッチトランジスタ５
０のソース５０Ｓに電気的に接続されている。
【００３０】
　発光素子部２４のカソード２４Ｃ（陰極２０）は、コモン電源２５（例えばグラウンド
）に接続されている。スイッチトランジスタ５０のドレイン５０Ｄは、信号線５１に電気
的に接続されている。スイッチトランジスタ５０のゲート５０Ｇは、ゲート線５２に電気
的に接続されている。
【００３１】
　水素バリア膜１４は、前述のように、一部１４ａの部分を介して第１導電部３１に接触
し、薄膜トランジスタ１２のソース１２Ｓに電気的に接続されている。そして、水素バリ
ア膜１４は、ソース１２Ｓを介して発光素子部２４のアノード２４Ａに電気的に接続され
ている。
【００３２】
　表示装置１１０においては、ゲート線５２を介してスイッチトランジスタ５０のゲート
５０Ｇに電圧を印加し、スイッチトランジスタ５０をオン状態にする。同時に、信号線５
１に電圧を印加し、信号線５１及びオン状態のスイッチトランジスタ５０を介して薄膜ト
ランジスタ１２のゲート１２Ｇに電圧を印加する。これにより、ゲート１２Ｇの電圧に応
じた電流が発光素子部２４に流れ、ゲート１２Ｇの電圧に応じた輝度で発光素子部２４が
発光する。
【００３３】
　以下、薄膜トランジスタ１２の性能の劣化の例について説明する。　
　図３は、参考例の表示装置の特性を例示するグラフ図である。　
　図３の横軸は、薄膜トランジスタ１２のゲート１２Ｇに印加するゲート電圧Ｖｇである
。図３の縦軸は、薄膜トランジスタ１２のドレイン１２Ｄとソース１２Ｓとの間に流れる
電流Ｉｄである。
【００３４】
　図３に示した試料Ｌ１は、基板１０の上に薄膜トランジスタ１２を形成し、その上にパ
ッシベーション膜１３を形成した試料である。試料Ｌ２は、試料Ｌ１にさらに、封止膜２
２として、ＰＥ－ＣＶＤ法によりＳｉＮを形成した試料である。試料Ｌ２においては、水
素バリア膜１４を設けていない。試料Ｌ３は、試料Ｌ２において１００℃の温度で１時間
アニールを行った試料である。
【００３５】
　図３に表したように、試料Ｌ１においては、薄膜トランジスタ１２における適正な閾値
特性が得られている。試料Ｌ２においては、薄膜トランジスタ１２の閾値電圧がマイナス
側に大きくシフトしている。試料Ｌ３のように、アニールを行うと、閾値電圧の低下が進
みノーマリオン状態となる。
【００３６】
　試料１と試料Ｌ２との比較から、閾値電圧のシフトは、封止膜２２に起因すると考えて
よい。さらに、１００℃程度の低温でのアニール処理により、半導体膜３５の低抵抗化が
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さらに進むことから、何らかの不純物が拡散するモードの異常が起きていると考えられる
。具体的には、封止膜２２に含まれる水素が下方に拡散してチャネルのＩＧＺＯ膜を還元
し低抵抗化させ、薄膜トランジスタ１２の閾値電圧が変動していると考えられる。
【００３７】
　薄膜トランジスタ１２と有機発光層１８とを組み合わせた実際の表示装置においては、
薄膜トランジスタ１２と封止膜２２との間には、金属材料（例えばＡｌ）を含む陰極２０
が設けられる。封止膜２２に含まれる水素は、この陰極２０によって遮られ、薄膜トラン
ジスタ１２の半導体膜３５までは到達しないと考えられてきた。
【００３８】
　しかしながら、陰極２０が半導体膜３５と封止膜２２との間に設けられている場合にお
いても、閾値電圧のシフトの抑制は不十分である。すなわち、Ａｌなどの金属材料による
陰極２０では、封止膜２２の水素をブロックする効果が十分に得られない。
【００３９】
　これに対して、薄膜トランジスタ１２の上に、Ａｌなどの陰極２０とは別に、水素の透
過性が低い水素バリア膜１４を形成する構成において、封止膜２２の形成前後での閾値電
圧の変動が小さくなる。
【００４０】
　水素バリア膜１４を設けた本実施形態に係る表示装置１１０においては、封止膜２２の
形成後、アニール後における閾値電圧のシフトを抑制できる。これにより、表示装置１１
０では、高い画質を得ることができる。
【００４１】
　このように、水素の透過性が低い（すなわち水素のバリア性が高い）水素バリア膜１４
を設けることで、閾値電圧の変動が抑制できる。
【００４２】
　Ｔｉ、Ｔａ、ＴｉＮ及びＴａＮなどは、水素の透過性が低い。また、Ｉｎ、Ｚｎ、Ｇａ
、Ｔｉ及びＡｌの少なくともいずれかの酸化物は、水素の透過性が低い。これらの材料を
水素バリア膜１４に用いることで、閾値電圧の変動が効果的に抑制できる。
【００４３】
　水素バリア膜１４に、Ｔｉ、Ｔａ、ＴｉＮ及びＴａＮのいずれかを含む金属材料を用い
た場合には、薄膜トランジスタ１２を遮光することができる。これにより、薄膜トランジ
スタ１２に入射する光に起因する薄膜トランジスタ１２の特性変動（光リーク）を抑制で
きる。
【００４４】
　また、実施形態においては、水素バリア膜１４は、薄膜トランジスタ１２のソース１２
Ｓに電気的に接続される。これにより、例えば、薄膜トランジスタ１２の上に設けられた
水素バリア膜１４が帯電し、薄膜トランジスタ１２が意図せずにオン状態になることが抑
制できる。さらに、発光素子部２４のカソード２４Ｃの電位からの不要なバックゲート効
果による薄膜トランジスタ１２の特性の変化も抑制できる。
【００４５】
　図４（ａ）～図４（ｄ）は、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を例示する模式
的断面図である。　
　図４（ａ）に表したように、表示装置１１０の製造においては、基板１０の主面１０ａ
の上に、薄膜トランジスタ１２を形成する。薄膜トランジスタ１２の形成においては、主
面１０ａの上にゲート電極３３を形成する。主面１０ａ及びゲート電極３３の上にゲート
絶縁膜３４を形成する。ゲート絶縁膜３４の上に半導体膜３５を形成する。半導体膜３５
の上にチャネル保護膜３６を形成する。ゲート絶縁膜３４と半導体膜３５とチャネル保護
膜３６との上に、第１導電部３１及び第２導電部３２を形成する。
【００４６】
　図４（ｂ）に表したように、薄膜トランジスタ１２の上に、パッシベーション膜１３を
形成する。例えば、パッシベーション膜１３となるＳｉＯ２膜をＰＥ－ＣＶＤ法により形
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成する。ＳｉＯ２膜に第１開口１３ａと第２開口１３ｂとを形成する。パッシベーション
膜１３の厚さは、例えば２００ｎｍ（１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下）である。パッシベ
ーション膜１３の上に水素バリア膜１４と画素電極１６とを形成する。例えば、水素バリ
ア膜１４となるＴｉ膜をスパッタ法により形成し、所定の形状に加工して水素バリア膜１
４が得られる。水素バリア膜１４の厚さは、例えば５０ｎｍ（２０ｎｍ以上１５０ｎｍ以
下）である。また、画素電極１６となるＩＴＯ膜をスパッタ法などにより形成し、所定の
形状に加工して画素電極１６が得られる。画素電極１６の厚さは、例えば２００ｎｍ（１
００ｎｍ以上２００ｎｍ以下）である。水素バリア膜１４の形成と、画素電極１６の形成
と、の順序は、任意である。また、水素バリア膜１４に、画素電極１６に用いられる材料
を用いる場合には、これらの工程は同時に実施される。
【００４７】
　図４（ｃ）に表したように、水素バリア膜１４、及び、画素電極１６の対向領域１６ａ
の上に、平坦化膜４２を形成する。例えば、平坦化膜４２となる有機樹脂を塗布し、パタ
ーニングすることにより、平坦化膜４２が得られる。平坦化膜４２、及び、画素電極１６
の非対向領域１６ｂの上に、有機発光層１８を形成する。有機発光層１８は、例えば、蒸
着法によって形成する。
【００４８】
　図４（ｄ）に表したように、有機発光層１８の上に、陰極２０を形成する。例えば、陰
極２０となるＬｉＦ膜とＡｌ膜との積層膜が、蒸着法により形成され、所定の形状に加工
される。陰極２０の上に、封止膜２２を形成する。以上により、表示装置１１０が完成す
る。
【００４９】
　図５は、第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を例示するフローチャートである。
　図５に表したように、表示装置１１０の製造方法は、薄膜トランジスタ１２を形成する
ステップＳ１１０と、パッシベーション膜１３を形成するステップＳ１１５と、水素バリ
ア膜１４及び画素電極１６を形成するステップＳ１２０と、有機発光層１８を形成するス
テップＳ１３０と、陰極２０を形成するステップＳ１４０と、封止膜２２を形成するステ
ップＳ１５０と、を備える。
【００５０】
　ステップＳ１１０では、例えば、図４（ａ）に関して説明した処理を実施する。ステッ
プ１１５およびステップＳ１２０では、例えば、図４（ｂ）に関して説明した処理を実施
する。ステップＳ１３０では、例えば、図４（ｃ）に関して説明した処理を実施する。ス
テップＳ１４０およびステップＳ１５０では、例えば、図４（ｄ）に関して説明した処理
を実施する。
【００５１】
　薄膜トランジスタ１２を形成する工程（ステップＳ１１０）は、半導体膜３５の上面を
覆うチャネル保護膜３６を形成することを含むことができる。
【００５２】
　本製造方法において、水素バリア膜１４は、Ｔｉ、Ｔａ、ＴｉＮ及びＴａＮのいずれか
を含むことができる。また、水素バリア膜１４は、Ｉｎ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｔｉ及びＡｌの少
なくともいずれかの酸化物を含むことができる。
【００５３】
　水素バリア膜１４と画素電極１６とを形成する工程（ステップＳ１２０）は、水素バリ
ア膜１４と、第１導電部３１及び第２導電部３２の一方（例えばソース１２Ｓ）と、を電
気的に接続することを含むことができる。半導体膜３５がｎ形である場合、水素バリア膜
１４と画素電極１６とを形成する工程（ステップＳ１２０）は、水素バリア膜１４と画素
電極１６とを電気的に接続することを含むことができる。
【００５４】
　本製造方法において、半導体膜３５は、Ｉｎ、Ｇａ及びＺｎのいずれかを含む酸化物半
導体を含むことができる。封止膜２２は、１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上の水素を含有
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する。この場合に、水素バリア膜１４を設けることによる閾値電圧の変動の抑制が、効果
的に得られる。
【００５５】
　図６は、第１の実施形態に係る別の表示装置の構成を例示する等価回路図である。　
　図６に表したように、表示装置１１２においては、薄膜トランジスタ１２の半導体膜３
５は、ｐ形の導電性を有する。画素電極１６は、第１導電部３１及び第２導電部３２のい
ずれか一方に電気的に接続される。この例では、画素電極１６は、第１導電部３１（ドレ
イン１２Ｄ）と電気的に接続される。そして、水素バリア膜１４は、第１導電部３１及び
第２導電部３２の他方である第２導電部３２（ソース１２Ｓ）と接続される。水素バリア
膜１４は、ソース１２Ｓを介して電源線５３に電気的に接続される。
【００５６】
　例えば、この例のように、半導体膜３５がｐ形である場合、水素バリア膜１４と画素電
極１６とを形成する工程（ステップＳ１２０）は、水素バリア膜１４と、第１導電部３１
及び第２導電部３２の他方（第２導電部３２であるソース１２Ｓ）とを電気的に接続する
ことを含むことができる。
【００５７】
　表示装置１１２においても、水素バリア膜１４を設けているため、薄膜トランジスタ１
２の特性の変動を抑制でき、高画質の表示装置を提供できる。
【００５８】
　図７は、第１の実施形態に係る別の表示装置の構成を例示する模式的断面図である。　
　図７に表したように、表示装置１１４は、カラーフィルタ４４をさらに備える。カラー
フィルタ４４は、水素バリア膜１４と平坦化膜４２との間、及び、画素電極１６とパッシ
ベーション膜１３との間、に設けられる。カラーフィルタ４４は、画素ごとに異なる色を
有する。カラーフィルタ４４は、例えば、赤色、緑色及び青色のいずれかのカラー樹脂膜
（例えばカラーレジスト）を塗布し、カラー樹脂膜をパターニングすることによって形成
される。カラーフィルタ４４の膜厚は、例えば、２μｍ（例えば、１μｍ以上３μｍ以下
）である。
【００５９】
　このように、水素バリア膜１４の上にカラーフィルタ４４が設けられた表示装置１１４
においても、薄膜トランジスタ１２の特性の変化を抑制し、高画質を得ることができる。
【００６０】
　表示装置１１４は、例えば、以下のようにして作製できる。　
　薄膜トランジスタ１２を形成した後、パッシベーション膜１３を形成する。パッシベー
ション膜１３として、例えば、ＰＥ－ＣＶＤ法により、１００ｎｍ以上３００ｎｍ以下の
ＳｉＯ２膜を形成する。なお、パッシベーション膜１３には、ＳｉＮｘ膜、または、Ｓｉ
ＯＮ膜を用いても良い。さらに、水素バリア膜１４となる、Ｔｉ膜（厚さ２０ｎｍ以上１
００ｎｍ以下）を例えばスパッタ法により形成する。このＴｉ膜を加工することで、水素
バリア膜１４が得られる。赤色、緑色及び青色のそれぞれのカラーレジストの塗布及び加
工により、カラーフィルタ４４を形成する。カラーフィルタ４４の上に、画素電極１６を
形成する。カラーフィルタ４４及び画素電極１６の上に、平坦化膜４２を形成する。画素
電極１６の上に、有機発光層１８及び陰極２０を順次形成し、封止膜２２を形成する。以
上により、表示装置１１４が完成する。
【００６１】
　（第２実施形態）　
　図８（ａ）及び図８（ｂ）は、第２の実施形態に係る表示装置の構成を例示する模式図
である。　
　図８（ａ）は、表示装置２１０の模式的断面図である。図８（ｂ）は、表示装置２１０
の模式的平面図である。　
　図８（ａ）及び図８（ｂ）に表したように、表示装置２１０においては、水素バリア膜
１４の材料は、画素電極１６となる材料が用いられる。すなわち、水素バリア膜１４の材
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料は、画素電極１６の材料と実質的に同じである。この場合、水素バリア膜１４及び画素
電極１６には、例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＡＺＯ、ＩＧＺＯ及びＺｎＯなどの金属酸化物
が用いられる。水素バリア膜１４は、画素電極１６と連続している。
【００６２】
　表示装置２１０においても水素バリア膜１４を設けることで、封止膜２２に含まれる水
素の半導体膜３５への移動を抑制し、画質を向上させることができる。また、表示装置２
１０においては、水素バリア膜１４と画素電極１６とを同時に形成することができる。こ
れにより、追加プロセスが不要になり、生産性が高い。
【００６３】
　この例においては、水素バリア膜１４は、Ｉｎ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｔｉ及びＡｌの少なくと
もいずれかの酸化物を含むことができる。これらの材料は、画素電極１６に用いられる材
料である。
【００６４】
　水素バリア膜１４と画素電極１６とを形成する工程（ステップＳ１２０）は、水素バリ
ア膜１４を画素電極１６となる材料で形成することを含むことができる。そして、水素バ
リア膜１４は、画素電極１６と連続している。これにより、高い生産性が得られる。
【００６５】
　図９は、第２の実施形態に係る別の表示装置の構成を例示する模式的断面図である。　
　図９に表したように、表示装置２１２においては、画素電極１６、及び、画素電極１６
と連続する水素バリア膜１４を、カラーフィルタ４４の上に設けている。表示装置２１２
においても、水素バリア膜１４によって封止膜２２に含まれる水素の半導体膜３５への移
動が抑制され、画質が向上する。また、追加プロセスも不要であり、生産性も高い。
【００６６】
　実施形態によれば、高画質の表示装置が提供される。
【００６７】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。　
　しかし、本発明の実施形態は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、表
示装置に含まれる、基板、薄膜トランジスタ、パッシベーション膜、水素バリア膜、画素
電極、有機発光層、陰極、封止膜、ゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体膜、第１導電部及
び第２導電部などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲から適宜選択
することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる限り、本発明の範
囲に包含される。　
　また、各具体例のいずれか２つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも
、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
【００６８】
　その他、本発明の実施の形態として上述した表示装置を基にして、当業者が適宜設計変
更して実施し得る全ての表示装置も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属す
る。
【００６９】
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。
【００７０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】



(11) JP 5636392 B2 2014.12.3

10

【００７１】
　１０…基板、　１０ａ…主面、　１２…薄膜トランジスタ、　１２Ｄ…ドレイン、　１
２Ｇ…ゲート、　１２Ｓ…ソース、　１３…パッシベーション膜、　１３ａ…第１開口、
　１３ｂ…第２開口、　１４…水素バリア膜、　１４ａ…一部、　１６…画素電極、　１
６ａ…対向領域、　１６ｂ…非対向領域、　１６ｃ…一部、　１８…有機発光層、　２０
…陰極、　２０ａ…部分、　２２…封止膜、　２４…発光素子部、　２４Ａ…アノード、
　２４Ｃ…カソード、　２５…コモン電源、　３１…第１導電部、　３２…第２導電部、
　３３…ゲート電極、　３３ａ…部分、　３４…ゲート絶縁膜、　３５…半導体膜、　３
５ａ…第１領域、　３５ｂ…第２領域、　３５ｃ…第３領域、　３５ｐ…膜面、　３６…
チャネル保護膜、　３６ａ…第１部分、　３６ｂ…第２部分、　４２…平坦化膜、　４４
…カラーフィルタ、　５０…スイッチトランジスタ、　５０Ｄ…ドレイン、　５０Ｇ…ゲ
ート、　５０Ｓ…ソース、　５１…信号線、　５２…ゲート線、　５３…電源線、　１１
０、１１２、１１４、２１０、２１２…表示装置、　Ｉｄ…電流、　Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３…
試料、　Ｖｇ…ゲート電圧

【図１】 【図２】

【図３】
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