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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明絶縁基板上にゲート電極を形成する工程と、前記透明絶縁基板と前記ゲート電極を
覆うようにゲート絶縁膜を形成する工程と、半導体層を形成する工程と、レジストを塗布
する工程と、裏露光によって前記ゲート電極に自己整合したレジストパターンを形成する
工程と、ソース電極とドレイン電極を形成する工程と、レジストを除去する工程とを少な
くとも有する薄膜トランジスタの製造方法であって、
　前記ソース電極とドレイン電極を形成する工程が、金属ナノ粒子を含む液体を塗布する
工程を含み、
　ソース電極形成部とドレイン電極形成部との境界部分にレジストパターンを形成し、そ
の上から前記金属ナノ粒子を含む液体を前記ソース電極形成部と前記ドレイン電極形成部
を含むように塗布し、前記レジストパターンの前記液体を弾く力を利用して前記液体を前
記ソース電極形成部と前記ドレイン電極形成部に区分けしてソース電極とドレイン電極を
形成する
ことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項２】
　前記ソース電極と前記ドレイン電極を形成する工程が、フレキソ印刷する工程を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記ソース電極とドレイン電極を形成する工程が、表パターン露光および前記裏露光に
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よって前記ソース電極形成部と前記ドレイン電極形成部とを作成する工程と、前記ソース
電極形成部と前記ドレイン電極形成部に前記金属ナノ粒子を含む液体を塗布する工程とを
この順に含むことを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項４】
　前記金属ナノ粒子を含む液体を塗布する工程が、ディスペンス工程またはインクジェッ
ト工程であることを特徴とする請求項３に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項５】
　前記金属ナノ粒子を含む液体の溶媒の主成分が水であることを特徴とする請求項１から
４の何れか一項に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体自体を基板としたトランジスタや集積回路などの技術を基礎として、ガラス基板
上にアモルファスシリコンやポリシリコンなどを成膜した薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が
製造され、液晶ディスプレイや電子ブックに応用されている。このような薄膜トランジス
タにおいては、アモルファスシリコン等を４００～５００度程度の比較的低い成膜温度で
成膜できることにより、基板として石英よりも融点の低い安価なガラスが使用されている
。
　また、電子ペーパーやＲＦＩＤタグなどに対応させるため、フレキシブル化、低コスト
化、さらに軽量化などの観点から、電子回路を形成する薄膜トランジスタをフレキシブル
基板上に形成する、有機半導体を用いたデバイスの開発が行われている。
　この有機半導体や酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタにおいては、成膜温度を室温
から２００度程度に低減できることから、プラスチック基板を用いた薄膜トランジスタが
製造可能になり、軽量かつフレキシブルな論理回路の製造が期待されている。
【０００３】
　一般に、有機半導体をデバイスの構成として用いる場合、液体でのプロセスが可能とな
るため、大面積化、印刷法の適用、さらにプラスチック基板の利用が可能となり、フレキ
シブル化、低コスト化及び軽量化の目的を達成できる利点がある（例えば、非特許文献１
）。また、低コスト化やフレキシブル化を実現する上においては、半導体のみでなく、ゲ
ート電極、ソース電極、ドレイン電極やゲート絶縁膜も印刷法などにより形成されること
が望ましい。
　また、印刷法を用いた電極の形成においては、導電性高分子や金属コロイド溶液などを
用いた電極パターンの形成に関する開発も行われている（非特許文献２）。
【０００４】
　例えば、図９に示すように、プラスチックからなる基板１の上面に長方形状のゲート電
極２が形成され、その上にゲート絶縁膜３を挟んでソース電極４およびドレイン電極５が
形成され、さらにその上に有機半導体６が形成された薄膜トランジスタ４０が知られてい
る。このような薄膜トランジスタ４０においては、ソース電極４とドレイン電極５がスク
リーン印刷によって形成される。一般に、スクリーン印刷においては、ソース電極４とド
レイン電極５およびゲート電極２の位置合わせ精度が悪いことを考慮し、電極の重なりが
大きく設計される。そのため、電極間の静電容量が大きく、薄膜トランジスタの応答速度
が悪くなる虞があった。
【０００５】
　このような問題を解決する方法として、透明絶縁基板上にゲート電極が形成され、その
上にゲート絶縁膜が形成され、さらにその上にフォトレジストが塗布された後、裏露光に
よってゲート電極に自己整合したレジストパターンを残し、ソース電極とドレイン電極が
形成される位置とレジストパターンを覆うように蒸着した後、レジストパターンをその上
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の蒸着物ごとリフトオフしてソース電極とドレイン電極を形成し、ゲート電極に対するソ
ース電極およびドレイン電極の位置合わせ精度を向上させる方法がある（非特許文献３）
。
　ところが、このような方法においては、蒸着という真空プロセスが必要であり、生産コ
ストが上がるという問題があった。また、レジストパターンを逆テーパ状に形成しないと
、ソース電極やドレイン電極となる膜と除去する膜が連結してしまい、リフトオフが困難
になるという問題があった。
【非特許文献１】Ｓｃｉｅｎｃｅ　ｖｏ１．２６５、１６８４（１９９４）
【非特許文献２】Ｔｈｉｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ　Ｖｏｌ．４３８、２７９（２００
３）
【非特許文献３】Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓ
ｉｃｓ　Ｖｏｌ．４３，Ｎｏ．４Ｂ，２３２３（２００４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、蒸着やリフトオフという高価な工
程を使用せずに、ゲート電極、ソース電極およびドレイン電極の位置合わせ精度を向上さ
せ、ゲート電極に対するソース電極およびドレイン電極の重なりを小さくすることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。
　本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、透明絶縁基板上にゲート電極を形成する工程
と、前記透明絶縁基板と前記ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成する工程と、半
導体層を形成する工程と、レジストを塗布する工程と、裏露光によって前記ゲート電極に
自己整合したレジストパターンを形成する工程と、ソース電極とドレイン電極を形成する
工程と、レジストを除去する工程とを少なくとも有する薄膜トランジスタの製造方法であ
って、前記ソース電極とドレイン電極を形成する工程が、金属ナノ粒子を含む液体を塗布
する工程を含み、ソース電極形成部とドレイン電極形成部との境界部分にレジストパター
ンを形成し、その上から前記金属ナノ粒子を含む液体を前記ソース電極形成部と前記ドレ
イン電極形成部を含むように塗布し、前記レジストパターンの前記液体を弾く力を利用し
て前記液体を前記ソース電極形成部と前記ドレイン電極形成部に区分けしてソース電極と
ドレイン電極を形成することを特徴とする。
【０００８】
　かかる方法によれば、裏露光した際にゲート電極が遮光部として作用するため、ゲート
電極で遮光される部分のレジストがゲート電極と平面視的配置において同一の形状になり
、露光された部分のレジストを除去することによって、ゲート電極に精度良く位置合わせ
されたレジストが形成される。このレジストに金属ナノ粒子を含む液体を塗布することに
より、この液体がゲート絶縁膜上に流出し、レジストの端面を一端面とするソース電極と
ドレイン電極がゲート絶縁膜上に形成される。これにより、ソース電極とドレイン電極の
一端面はゲート電極の端面と同位置に精度良く形成されることになる。
　さらに、かかる方法によれば、レジストパターン上に塗布された金属ナノ粒子を含む液
体がより確実にソース電極形成部とドレイン電極形成部に流出し、ソース電極とドレイン
電極を形成することができる。
【０００９】
　本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、前記ソース電極と前記ドレイン電極を形成す
る工程が、フレキソ印刷する工程を含むことが好ましい。
　また、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、前記ソース電極とドレイン電極を形成
する工程が、表パターン露光および前記裏露光によって前記ソース電極形成部と前記ドレ
イン電極形成部とを作成する工程と、前記ソース電極形成部と前記ドレイン電極形成部に
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前記金属ナノ粒子を含む液体を塗布する工程とをこの順に含むことを特徴とする。
　かかる方法によれば、表露光を使用せずに、裏露光のみでソース電極形成部とドレイン
電極形成部とを製造することができる。
【００１０】
　本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、前記金属ナノ粒子を含む液体を塗布する工程
が、ディスペンス工程またはインクジェット工程であることが好ましい。
　また、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、前記金属ナノ粒子を含む液体の溶媒の
主成分が水であることを特徴とする。
　かかる方法によれば、レジスト上に塗布された金属ナノ粒子を含む液体がより確実にゲ
ート絶縁膜上に流出する。この場合、疎水性のレジストを用いることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明の薄膜トランジスタの製造方法によれば、裏露光した際に
ゲート電極が遮光部として作用するため、ゲート電極で遮光される部分のレジストがゲー
ト電極と平面視的配置においてほぼ同一の形状になり、露光された部分のレジストを除去
することによって、ゲート電極に精度良く位置合わせされたレジストが形成される。この
レジストを含む試料上に金属ナノ粒子を含む液体を塗布することにより、この液体がゲー
ト絶縁膜上に流出し、レジストの端面を一端面とするソース電極とドレイン電極がゲート
絶縁膜上に形成される。これにより、ソース電極とドレイン電極の一端面はゲート電極の
端面と同位置に精度良く形成することができる。
　また、蒸着のような高コストなプロセスを用いずに、しかも、レジストを逆テーパ形状
にしなくても、蒸着リフトオフと同様にゲートに自己整合したソース電極およびドレイン
電極を形成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について図１～８を参照して説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。尚、以下に使用する図面においては、説明を分かり易くするた
めに縮尺は実際のものと異ならせてある。
【００１４】
（第１の実施形態）
　図１の薄膜トランジスタを製造するための本発明の第１の実施形態を、以下に説明する
。
　尚、図１の薄膜トランジスタ３０は、透明絶縁基板１の上面に長方形状のゲート電極２
が形成され、絶縁基板１とゲート電極２がゲート絶縁膜３で覆われている。ゲート絶縁膜
３の上面には、長方形状のソース電極４およびドレイン電極５が形成され、ソース電極４
とドレイン電極５の間隙が半導体層６で覆われている。
【００１５】
　図２に示すように、第１の実施形態の製造方法は、透明絶縁基板１の上面に長方形状の
ゲート電極２を形成し（図２（ａ））、透明絶縁基板１とゲート電極２を覆うようにゲー
ト絶縁膜３を形成し、ゲート絶縁膜３の上面にポジレジスト２０を形成する（図２（ｂ）
）。ここで、透明絶縁基板１の背面側からの露光（裏露光）（図２（ｃ））および現像に
よって、ゲート電極２に自己整合したレジストパターン２１を残す（図２（ｄ））。
　次に、金属ナノ粒子を含有する液体を、ソース電極形成部４ａとチャネル部８とドレイ
ン電極形成部５ａを包含するパターンを用いてフレキソ印刷すると、液体はレジストパタ
ーン２１に弾かれてゲート絶縁層上に流出する（図２（ｅ））。ここで、低温（１００℃
程度）で仮焼成してソース電極４とドレイン電極５を仮形成した後、剥離液に浸けてレジ
ストパターン２１を除去する（図２（ｆ））。その後、１５０℃程度の本焼成を行うこと
により、ソース電極４とドレイン電極５を低抵抗化する。最後に、半導体層６を形成する
（図２（ｇ））。
【００１６】
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　尚、レジストパターン２１の形状（順テーパまたは逆テーパ）や幅の広狭などは、露光
条件や現像条件によって制御することが可能である。
　本発明の製造方法では、レジストパターン２１が順テーパであってもソース電極および
ドレイン電極を形成できる。
　ソース電極形成部とはソース電極が形成される領域であり、ドレイン電極形成部とはド
レイン電極が形成される領域である。また、チャネル部とは、平面視的配置においてソー
ス電極４とドレイン電極５の間の領域であって、半導体層が形成される領域である。
【００１７】
（第２の実施形態）
　図１の薄膜トランジスタを製造するための本発明の第２の実施形態を、以下に説明する
。
　図３に示すように、第２の実施形態の製造方法は、透明絶縁基板１の上面に長方形状の
ゲート電極２を形成し（図３（ａ））、透明絶縁基板１とゲート電極２を覆うようにゲー
ト絶縁膜３を形成し、ゲート絶縁膜３の上面にポジレジスト２０を形成する（図３（ｂ）
）。ここで、マスク１０を用いた表パターン露光とマスク１１を用いた裏パターン露光（
図３（ｃ））および現像によって、ゲート電極２に自己整合したレジストパターン２１お
よびソース電極形成部４ａとドレイン電極形成部５ａを囲うレジストパターン２２，２３
を残す（図３（ｄ））。
【００１８】
　このように露光するためには、裏露光としては、ゲート電極２を遮光部として露光する
。これにより、平面視的配置においてゲート電極２と同一形状のレジストパターン２１を
形成する。また、表露光によるレジストパターン２２，２３の形成を阻害しないように、
表露光のマスク１０の遮光部１３より若干大きな遮光部１４を有するマスク１１を用いる
。表露光としては、ソース電極形成部４ａとドレイン電極形成部５ａを囲うレジストパタ
ーン２２，２３を形成するようにマスク１０に遮光部１３を形成しておく。また、裏露光
によるレジストパターン２１の形成を阻害しないように、ゲート電極２を囲うとともにゲ
ート電極２より若干大きな遮光部１３を有するマスク１０を用いる。
【００１９】
　続いて、ソース電極形成部４ａとドレイン電極形成部５ａに、金属ナノ粒子を含有する
液体をディスペンサ等によって塗布する。このとき、液体がレジストパターン２１上に塗
布されることがあっても、レジストパターン２１に弾かれてソース電極形成部４ａとドレ
イン電極形成部５ａに分離する（図３（ｅ））。ここで、低温（１００℃程度）で金属ナ
ノ粒子を含む液体を仮焼成してソース電極４とドレイン電極５を仮形成した後、剥離液に
浸けてレジストパターン２１～２３を除去する（図３（ｆ））。その後、１５０℃程度の
本焼成を行うことにより、ソース電極４とドレイン電極５を低抵抗化する。最後に、半導
体層６を形成する（図３（ｇ））。
【００２０】
　尚、レジストパターン２１の形状（順テーパまたは逆テーパ）や幅の広狭などは、露光
条件や現像条件によって制御することが可能である。
　また、レジストパターン２２，２３は、表露光パターンで形成する方が精度良く形成で
きるが、裏露光の遮光部のみで形成してもよい。
【００２１】
（第３の実施形態）
　図４の薄膜トランジスタを製造するための本発明の第３の実施形態を、以下に説明する
。
　尚、図４の薄膜トランジスタ３１は、透明絶縁基板１の上面にゲート電極２およびゲー
ト配線７が形成され、透明絶縁基板１とゲート電極２とゲート配線７がゲート絶縁膜３で
覆われている。ゲート絶縁膜３の上面には、半導体層６が形成され、半導体層６の上面に
は、ソース電極４およびドレイン電極５が形成されている。ソース電極４は円形に形成さ
れ、ドレイン電極５は、長方形の中心を円形にくり抜いた形状に形成されている。ゲート
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電極２は、等幅リング状に形成され、外周円上の一部にゲート配線７が連結されている。
平面視的配置において、ソース電極４とドレイン電極５の間にゲート電極２が形成されて
いるとともに、各電極の中心位置は略一致するように形成されている。
【００２２】
　図５に示すように、第３の実施形態の製造方法は、透明絶縁基板１の上面に、等幅リン
グ状のゲート電極２およびゲート配線７を形成し（図５（ａ））、透明絶縁基板１とゲー
ト電極２とゲート配線７を覆うようにゲート絶縁膜３を形成する。また、ゲート絶縁膜３
の上面には半導体層６とポジレジスト２０を順次形成する（図５（ｂ））。次に、マスク
１０を用いた表パターン露光と裏露光（図５（ｃ））および現像によって、ゲート配線上
のポジレジストを除去し、ゲート電極２に自己整合したレジストパターン２１のみを残す
（図５（ｄ））。
【００２３】
　このように露光するためには、裏露光としては、ゲート電極２を遮光部として露光する
。これにより、平面視的配置においてゲート電極２と同一形状のレジストパターン２１を
形成する。また、表露光としては、裏露光によるレジストパターン２１の形成を阻害しな
いように、ゲート電極２を囲うとともにゲート電極２より若干大きな遮光部１３を有する
マスク１０を用いる。
【００２４】
　次に、金属ナノ粒子を含有する液体を、ソース電極形成部４ａとチャネル部８とドレイ
ン電極形成部５ａを包含するパターンを用いてフレキソ印刷すると、液体はレジストパタ
ーン２１に弾かれてソース電極形成部４ａとドレイン電極形成部５ａに分離する（図５（
ｅ））。ここで、低温（１００℃程度）で仮焼成してソース電極４とドレイン電極５を仮
形成した後、剥離液に浸けてレジストパターン２１を除去する（図５（ｆ））。その後、
１５０℃程度の本焼成を行うことにより、ソース電極４とドレイン電極５を低抵抗化する
。
　尚、レジストパターン２１の形状（順テーパまたは逆テーパ）や幅の広狭などは、露光
条件や現像条件によって制御することが可能である。
【００２５】
（第４の実施形態）
　図４の薄膜トランジスタを製造するための本発明の第４の実施形態を、以下に説明する
。
　図６に示すように、透明絶縁基板１の上面に、等幅リング状のゲート電極２およびゲー
ト配線７を形成し（図６（ａ））、その上にゲート絶縁膜３、半導体層６およびポジレジ
スト２０を順次形成する（図６（ｂ））。ここで、マスク１０を用いた表パターン露光と
マスク１１を用いた裏パターン露光（図６（ｃ））および現像によって、ゲート電極２に
自己整合したレジストパターン２１およびレジストパターン２３を残す（図６（ｄ））。
【００２６】
　このように露光するためには、裏露光としては、ゲート電極２を遮光部として露光する
。これにより、平面視的配置においてゲート電極２と同一形状のレジストパターン２１を
形成する。また、表露光によるレジストパターン２３の形成を阻害しないように、形成す
るレジストパターン２３を囲うとともにそれらより若干大きな遮光部１４を有するマスク
１１を用いる。表露光としては、ソース電極形成部４ａとドレイン電極形成部５ａを囲う
レジストパターン２１，２３を形成するようにマスク１０を作成する。また、裏露光によ
るレジストパターン２１の形成を阻害しないように、ゲート電極２を囲うとともにゲート
電極２より若干大きな遮光部１３を有するマスク１０を用いる。
【００２７】
　次に、ソース電極形成部４ａおよびドレイン電極形成部５ａに、金属ナノ粒子を含有す
る液体をディスペンサ等によって塗布する。このとき、液体がレジストパターン２１上に
塗布されることがあっても、レジストパターン２１に弾かれてソース電極形成部４ａとド
レイン電極形成部５ａに分離する（図６（ｅ））。ここで、低温（１００℃程度）で仮焼
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成してソース電極４とドレイン電極５を仮形成した後、剥離液に浸けてレジストパターン
２１，２３を除去する（図６（ｆ））。その後、１５０℃程度の本焼成を行うことにより
、ソース電極４とドレイン電極５を低抵抗化する。
　尚、レジストパターン２１の形状（順テーパまたは逆テーパ）や幅の広狭などは、露光
条件や現像条件によって制御することが可能である。
【００２８】
（第５の実施形態）
　図７の薄膜トランジスタを製造するための本発明の第５の実施形態を、以下に説明する
。
　尚、図７の薄膜トランジスタ３２は、透明絶縁基板１の上面にゲート電極２およびゲー
ト配線７が形成され、絶縁基板１とゲート電極２とゲート配線７がゲート絶縁膜３で覆わ
れている。ゲート絶縁膜３の上面には、ソース電極４とドレイン電極５と半導体層６が形
成されている。ソース電極４は円形に形成され、ドレイン電極５は、長方形の中心を円形
にくり抜いた形状に形成されている。ゲート電極２は、等幅リング状に形成され、外周円
上の一部にゲート配線７が連結されている。ソース電極４とドレイン電極５の間には半導
体層６が形成されている。半導体層６はゲート電極２と重なるように配置されている。す
なわち、平面視的配置において、ソース電極４とドレイン電極５の間にゲート電極２が形
成されていることになり、各電極の中心位置は略一致するように形成されている。
【００２９】
　図８に示すように、第５の実施形態の製造方法は、透明絶縁基板１の上面に、等幅リン
グ状のゲート電極２およびゲート配線７を形成し（図８（ａ））、その上にゲート絶縁膜
３、半導体層６およびポジレジスト２０を順次形成する（図８（ｂ））。ここで、マスク
１０を用いた表パターン露光と裏露光（図８（ｃ））および現像によって、ゲート電極２
に自己整合したレジストパターン２１のみを残す（図８（ｄ））。
【００３０】
　このように露光するためには、裏露光としては、ゲート電極２を遮光部として露光する
。これにより、平面視的配置においてゲート電極２と同一形状のレジストパターン２１を
形成する。表露光としては、裏露光によるレジストパターン２１の形成を阻害しないよう
に、ゲート電極２を囲うとともにゲート電極２より若干大きな遮光部１３を有するマスク
１０を用いる。
【００３１】
　次に、半導体層６をエッチングすることによって、レジストパターン２１の下部のみに
チャネル部８となる半導体層６を残す（図８（ｅ））。その上に、金属ナノ粒子を含有す
る液体を、ソース電極形成部４ａとチャネル部８とドレイン電極形成部５ａを包含するパ
ターンを用いてフレキソ印刷すると、液体はレジストパターン２１に弾かれてソース電極
形成部４ａとドレイン電極形成部５ａに分離する（図８（ｆ））。ここで、低温（１００
℃程度）で仮焼成してソース電極４とドレイン電極５を仮形成した後、剥離液に浸けてレ
ジストパターン２１を除去する（図８（ｇ））。その後、１５０℃程度の本焼成を行うこ
とにより、ソース電極４とドレイン電極５を低抵抗化する。
　尚、レジストパターン２１の形状（順テーパまたは逆テーパ）や幅の広狭などは、露光
条件や現像条件によって制御することが可能である。
【００３２】
　以上のように、本発明では、透明絶縁基板上にゲート電極を形成する工程と、前記透明
絶縁基板と前記ゲート電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成する工程と、半導体層を形成
する工程と、レジストを塗布する工程と、裏露光によって前記ゲート電極に自己整合した
レジストパターンを形成する工程と、ソース電極とドレイン電極を形成する工程と、レジ
ストを除去する工程とを少なくとも有する薄膜トランジスタの製造方法であって、前記ソ
ース電極とドレイン電極を形成する工程が、金属ナノ粒子を含む液体を塗布する工程を含
むことを特徴とする。ただし、半導体層の形成は、ゲート絶縁膜の形成の次の工程であっ
てもよいし、ソース電極４およびドレイン電極５を形成した後の工程であってもよい。半
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導体層６が酸化物である場合には前者が、有機物である場合には後者が好適に使用できる
が、それに限定されるものではない。ゲート電極２の形状としては長方形状とリング状を
示したが、これらに限定されるものではない。
【００３３】
　上記の液体を塗布する工程は、ソース電極４とチャネル部８とドレイン電極５を包含す
るパターンを用いてフレキソ印刷し、チャネル部８の液体がレジストパターンに弾かれて
ソース電極４とドレイン電極５に分離する工程であることが好ましい。
　また、レジストとしては、疎水性を有するものが好ましく、水による接触角が大きけれ
ば大きいほど良いが、３０°以上のものが使用可能である。例えばノボラック系ポジレジ
ストは、水による接触角が４０°～８０°程度であり、充分使用可能である。撥水剤（例
えばシリコーン系やフッ素系）を混合して、接触角を９０°以上にすると、さらに望まし
い。また、下地層の水による接触角がレジスト２０の水による接触角よりも小さいことが
必要である。
【００３４】
　上記の裏露光は、ゲート電極以外に遮光部を有するマスクを用いたパターン露光であっ
て、チャネル部８のレジストパターン２１とともにソース電極形成部とドレイン電極形成
部を形成するレジストパターン２２，２３も残し、ディスペンサ等によって液体を塗布し
てもよい。この場合、この二種類のレジストパターンの露光は、一括に同時に行ってもよ
く、又、別々に行ってもよい。
【００３５】
　金属ナノ粒子とは、粒径が１μｍ未満の金属粒子である。上記の金属ナノ粒子を含む液
体の主成分は水であることが好ましい。ここで主成分が水であるとは、溶媒（即ち金属ナ
ノ粒子は含まない）の５０ｗｔ％以上が水であることを意味する。金属ナノ粒子としては
、Ａｇ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ等が使用可能である。液体の主成分が水であることによ
り、レジスト２１～２３を溶かすことなく、レジスト２１に弾かれて良好な塗布形状が得
られる。一方、有機溶剤が主成分であると、レジスト２１を溶かしてしまい、良好な塗布
が困難である。
【００３６】
　半導体としては、酸化物半導体や有機半導体を用いることができる。酸化物半導体とし
ては、ＩｎＧａＺｎＯ系、ＩｎＺｎＯ系、ＺｎＧａＯ系、ＩｎＧａＯ系、ＺｎＯ系、Ｓｎ
Ｏ系、あるいはこれらの混合物等が好適に使用され、有機半導体としては、ポリチオフェ
ン誘導体、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリチエニレンビニレン誘導体、ポリアリル
アミン誘導体、ポリアセチレン誘導体、アセン誘導体、オリゴチオフェン誘導体等が好適
に使用される。
【００３７】
　酸化物半導体を用いて半導体層を形成する場合には、スパッタやレーザアブレーション
による成膜が好適に使用できる。また、有機金属化学気相成長や、原料の塗布・焼成も使
用できる。有機半導体を用いて半導体層を形成する場合には、原料の塗布・焼成が好適に
使用できる。
【００３８】
　酸化物半導体や有機半導体は、室温あるいは２００℃以下での低温成膜が可能なので、
透明絶縁基板１としてプラスチック材料（ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等）が
使用できる。
【００３９】
　ゲート電極２としては、Ａｌ、Ｃｒ、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｔｉ、Ｎｉ等の金属が使用で
きる。ゲート絶縁層３としては、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＮ、Ｔａ２Ｏ５、Ｙ２Ｏ３

等の無機物や、エポキシ等の有機物を用いることができる。
【実施例】
【００４０】
（実施例１）



(9) JP 4984416 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　本発明の第１の実施例について、図２を用いて説明する。基板１として、厚さ１００μ
ｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を用意し、Ａｌをスパッタ成膜、フォトリソ
およびエッチングによって長方形のゲート電極２を作製した（図２（ａ））。厚さは１０
０ｎｍ、ゲート長さは３００μｍ、幅は５μｍとした。次に、スピンコートおよび焼成に
よってエポキシからなるゲート絶縁膜３およびポジレジスト２０を成膜した（図２（ｂ）
）。ゲート絶縁膜３の厚さは５００ｎｍ、ポジレジスト２０の厚さは５μｍとした。
【００４１】
　次に、裏露光（図２（ｃ））および現像によって、ゲート電極２に自己整合したレジス
トパターン２１を残した（図２（ｄ））。その後、Ａｇナノ粒子を含有する液体のフレキ
ソ印刷によって、ソース電極４とドレイン電極５を形成した（図２（ｅ））。１００℃で
の仮焼成の後、レジストパターン２１を剥離液で除去し（図２（ｆ））、１５０℃の本焼
成によって厚さ３００ｎｍのソース電極４とドレイン電極５を形成した。最後に、ポリチ
オフェン誘導体溶液をディスペンスおよび焼成によって半導体層６を形成した（図２（ｇ
））。
【００４２】
（実施例２）
　本発明の第２の実施例について、図３を用いて説明する。基板１として、厚さ１００μ
ｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を用意し、Ａｌをスパッタ成膜、フォトリソ
およびエッチングによって長方形のゲート電極２を作製した（図３（ａ））。厚さは１０
０ｎｍ、ゲート長さは３００μｍ、幅は５μｍとした。次に、スピンコートおよび焼成に
よってエポキシからなるゲート絶縁膜３およびポジレジスト２０を成膜した（図３（ｂ）
）。ゲート絶縁膜３の厚さは５００ｎｍ、ポジレジスト２０の厚さは５μｍとした。
【００４３】
　次に、表パターン露光と裏パターン露光（図３（ｃ））および現像によって、ゲート電
極２に自己整合したレジストパターン２１およびソース電極形成部４ａとドレイン電極形
成部５ａを形成するレジストパターン２２，２３を残した（図３（ｄ））。その後、Ａｇ
ナノ粒子を含有する液体のディスペンスによって、ソース電極４とドレイン電極５を形成
した（図３（ｅ））。１００℃での仮焼成の後、レジストパターン２１～２３を剥離液で
除去し（図３（ｆ））、１５０℃の本焼成によって厚さ３００ｎｍのソース電極４とドレ
イン電極５を形成した。最後に、ポリチオフェン誘導体溶液をディスペンスおよび焼成に
よって半導体層６を形成した（図３（ｇ））。
【００４４】
（実施例３）
　本発明の第３の実施例について、図５を用いて説明する。基板１として、厚さ１００μ
ｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を用意し、Ａｌをスパッタ成膜、フォトリソ
およびエッチングによってリング状のゲート電極２およびゲート配線７を作製した（図５
（ａ））。ゲート電極の厚さは１００ｎｍ、外径は３００μｍ、内径は２９０μｍとした
。次に、スパッタによってゲート絶縁膜３としてＳｉＯ２、半導体層６としてＩｎＧａＺ
ｎＯ４を成膜し、スピンコートによってポジレジスト２０を成膜した（図５（ｂ））。ゲ
ート絶縁膜３の厚さは５００ｎｍ、半導体層６の厚さは２００ｎｍ、およびレジスト２０
の厚さは５μｍとした。
【００４５】
　次に、表パターン露光と裏露光（図５（ｃ））および現像によって、ゲート電極２に自
己整合したレジストパターン２１を残した（図５（ｄ））。そして、Ａｇナノ粒子を含有
する液体のフレキソ印刷によって、ソース電極４とドレイン電極５を形成した（図５（ｅ
））。１００℃での仮焼成の後、レジストパターン２１を剥離液で除去し（図５（ｆ））
、１５０℃の本焼成によって厚さ３００ｎｍのソース電極４とドレイン電極５を形成した
。
【００４６】
（実施例４）
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　本発明の第４の実施例について、図６を用いて説明する。基板１として、厚さ１００μ
ｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を用意し、Ａｌをスパッタ成膜、フォトリソ
およびエッチングによってリング状のゲート電極２を作製した（図７（ａ））。ゲート電
極の厚さは１００ｎｍ、外径は３００μｍ、内径は２９０μｍとした。
　次に、スパッタによってゲート絶縁膜３としてＳｉＯ２、半導体層６としてＩｎＧａＺ
ｎＯ４を成膜し、スピンコートによってポジレジスト２０を成膜した（図７（ｂ））。ゲ
ート絶縁膜３の厚さは５００ｎｍ、半導体層６の厚さは２００ｎｍ、レジスト２０の厚さ
は５μｍとした。
【００４７】
　次に、表パターン露光と裏パターン露光（図７（ｃ））および現像によって、ゲート電
極２に自己整合したレジストパターン２１およびドレイン電極形成部を形成するレジスト
パターン２３を残した（図７（ｄ））。そして、Ａｇナノ粒子を含有する液体のディスペ
ンスによって、ソース電極４とドレイン電極５を形成した（図７（ｅ））。１００℃での
仮焼成の後、レジストパターン２１，２３を剥離液で除去し（図７（ｆ））、１５０℃の
本焼成によって厚さ３００ｎｍのソース電極４とドレイン電極５を形成した。
【００４８】
（実施例５）
　本発明の第５の実施例について、図８を用いて説明する。基板１として、厚さ１００μ
ｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を用意し、Ａｌをスパッタ成膜、フォトリソ
およびエッチングによってリング状のゲート電極２およびゲート配線７を作製した（図８
（ａ））。ゲート電極の厚さは１００ｎｍ、外径は３００μｍ、内径は２９０μｍである
。
【００４９】
　次に、スパッタによってゲート絶縁膜３としてＳｉＯ２、半導体層６としてＩｎＧａＺ
ｎＯ４を成膜し、スピンコートによってレジスト２０を成膜した（図８（ｂ））。ゲート
絶縁膜３の厚さは５００ｎｍ、半導体層６の厚さは２００ｎｍ、ポジレジスト２０の厚さ
は５μｍとした。次に、表パターン露光と裏露光（図８（ｃ））および現像によって、ゲ
ート電極２に自己整合したレジストパターン２１を残した（図８（ｄ））。ここで、ウェ
ットエッチングによって半導体層６をエッチングした（図８（ｅ））。そして、Ａｇナノ
粒子を含有する液体のフレキソ印刷によって、ソース電極４とドレイン電極５を形成した
（図８（ｆ））。１００℃での仮焼成の後、レジストパターン２１を剥離液で除去し（図
８（ｇ））、１５０℃の本焼成によって厚さ３００ｎｍのソース電極４とドレイン電極５
を形成した。
【００５０】
　上記の実施例１～５の製造方法で作製した薄膜トランジスタにおいて、ゲート電極とソ
ース電極およびドレイン電極との平面視的配置における重なり幅を測定したところ、いず
れの実施例においても１μｍ以下であった。また、ゲート電極とソース電極およびドレイ
ン電極とが重ならず、離れている場合においても、その離間距離は１μｍ以下であった。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】薄膜トランジスタを示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す図である。
【図４】薄膜トランジスタを示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は断面図である。
【図５】本発明の第３の実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す図である。
【図６】本発明の第４の実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す図である。
【図７】薄膜トランジスタを示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は断面図である。
【図８】本発明の第５の実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す図である。
【図９】従来の薄膜トランジスタを示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は断面図であ
る。
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【符号の説明】
【００５２】
　１・・・透明絶縁基板、２・・・ゲート電極、３・・・ゲート絶縁膜、４・・・ソース
電極、４ａ・・・ソース電極形成部、５・・・ドレイン電極、５ａ・・・ドレイン電極形
成部、６・・・半導体層、７・・・ゲート配線、８・・・チャネル部、１０，１１・・・
フォトマスク、１２・・・紫外線、１３，１４・・・遮光部、２０・・・ポジレジスト、
２１～２３・・・レジストパターン、３０，３１，３２，４０・・・薄膜トランジスタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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