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(57)【要約】
【課題】酸化物半導体層から酸素などが脱離することを
抑えると共に成膜時間を短縮することが可能な薄膜トラ
ンジスタおよびこれを備えた表示装置を提供する。
【解決手段】ゲート絶縁膜２２，チャネル保護層２４お
よびパッシベーション膜２６を、それぞれ、酸化アルミ
ニウムよりなる第１層３１とシリコン（Ｓｉ）を含む絶
縁材料よりなる第２層３２との積層構造とし、第１層３
１および第２層３２を、第１層３１を酸化物半導体層２
３側にして積層する。酸化物半導体層２３を、酸化アル
ミニウムよりなる第１層３１によって両側から挟み込み
、酸素などの脱離を抑制し、ＴＦＴ２０の電気特性を安
定化させる。また、第２層３２をシリコン（Ｓｉ）を含
む絶縁材料により構成することにより、酸化アルミニウ
ム単層の場合に比べて、成膜時間の短縮が可能となる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極と酸化物半導体層との間にゲート絶縁膜を有し、
　前記酸化物半導体層の前記ゲート電極側および前記ゲート電極と反対側に、酸化アルミ
ニウムよりなる第１層とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料よりなる第２層との積層膜が設
けられている
　薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記第１層および前記第２層が、前記第１層を前記酸化物半導体層側にして積層されて
いる
　請求項１記載の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　基板上に、前記ゲート電極，前記ゲート絶縁膜，前記酸化物半導体層，チャネル保護膜
，ソース・ドレイン電極およびパッシベーション膜を順に備え、
　前記ゲート絶縁膜と、前記チャネル保護膜および前記パッシベーション膜のうちの少な
くとも一方とが、前記積層膜である
　請求項１または２記載の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記第２層は、シリコン酸化膜，シリコン窒化膜およびシリコン酸窒化膜のうち少なく
とも一つを含む
　請求項１記載の薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　基板上に、ゲート電極，ゲート絶縁膜，酸化物半導体層，チャネル保護膜，ソース・ド
レイン電極およびパッシベーション膜を順に備え、
　前記パッシベーション膜が、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）およびタンタル（
Ｔａ）のうち少なくとも１種を含む酸化物、窒化物あるいは酸窒化物により構成されてい
る
　薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　前記パッシベーション膜が、アルミニウムの酸窒化物あるいは窒化物により構成されて
いる
　請求項５記載の薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　前記パッシベーション膜の密度は、３．０ｇ／ｃｍ3以上４．０ｇ／ｃｍ3以下である
　請求項５記載の薄膜トランジスタ。
【請求項８】
　前記パッシベーション膜は単層膜である
　請求項５記載の薄膜トランジスタ。
【請求項９】
　前記パッシベーション膜は積層膜である
　請求項６記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１０】
　前記積層膜は、アルミニウム（Ａｌ）を含む酸化物よりなる下層と、アルミニウム（Ａ
ｌ）を含む酸窒化物または窒化物よりなる上層とを有する
　請求項９記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１１】
　前記パッシベーション膜は、スパッタリング法により形成された
　請求項５記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１２】
　薄膜トランジスタおよび表示素子を備え、
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　前記薄膜トランジスタは、
　ゲート電極と酸化物半導体層との間にゲート絶縁膜を有し、
　前記酸化物半導体層の前記ゲート電極側および前記ゲート電極と反対側に、酸化アルミ
ニウムよりなる第１層とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料よりなる第２層との積層膜が設
けられている
　表示装置。
【請求項１３】
　前記表示素子は、前記薄膜トランジスタの側から順に、アノードと、発光層を含む有機
層と、カソードとを有する有機発光素子である
　請求項１２記載の表示装置。
【請求項１４】
　薄膜トランジスタおよび表示素子を備え、
　前記薄膜トランジスタは、
　基板上に、ゲート電極，ゲート絶縁膜，酸化物半導体層，チャネル保護膜，ソース・ド
レイン電極およびパッシベーション膜を順に備え、
　前記パッシベーション膜が、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）およびタンタル（
Ｔａ）のうち少なくとも１種を含む酸化物、窒化物あるいは酸窒化物により構成されてい
る
　表示装置。
【請求項１５】
　前記表示素子は、前記薄膜トランジスタの側から順に、アノードと、発光層を含む有機
層と、カソードとを有する有機発光素子である
　請求項１４記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チャネルとして酸化物半導体層を有する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；Thin F
ilm Transistor）およびこれを備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化亜鉛または酸化インジウムガリウム亜鉛（ＩＧＺＯ）等の酸化物半導体は、半導体
デバイスの活性層として優れた性質を示し、近年、ＴＦＴ，発光デバイス，透明導電膜な
どへの応用を目指して開発が進められている。
【０００３】
　例えば、酸化物半導体を用いたＴＦＴは、従来液晶表示装置に用いられているアモルフ
ァスシリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）をチャネルに用いたものと比較して、電子移動度が大きく
、優れた電気特性を有している。また、室温付近の低温でも高い移動度が期待できるとい
う利点もある。
【０００４】
　一方、酸化物半導体は耐熱性が充分でなく、ＴＦＴ製造プロセス中の熱処理により酸素
や亜鉛などが脱離して格子欠陥を形成することが知られている。この格子欠陥は、電気的
には浅い不純物準位を形成し、酸化物半導体層の低抵抗化を引き起こす。そのため、その
ため、ゲート電圧を印加しなくてもドレイン電流が流れるノーマリーオン型すなわちデプ
レッション型の動作となり、欠陥準位の増大と共に閾電圧が小さくなり、リーク電流が増
大する。
【０００５】
　従来では、例えば、酸化物半導体よりなるチャネル層に接するゲート絶縁層を、アモル
ファス状の酸化アルミニウム（Ａｌ2 Ｏ3 ）により構成し、界面の欠陥準位を低減するこ
とが提案されている（例えば、特許文献１参照。）
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３９１３７５６号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Cetin Kilic外１名、n-type doping of oxides by hydrogen、“Applie
d Physics Letters”、２００２年、第８１巻、第１号、ｐ．７３－ｐ．７５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載された構造では、ゲート絶縁層の厚みを１００ｎｍ以
上、より好ましくは２００ｎｍ以上としていた。酸化アルミニウムは成膜レートが遅いの
で、そのような厚い酸化アルミニウムの層を形成するために長い成膜時間を要していた。
【０００９】
　また、酸素の脱離による格子欠陥のほかにも、酸化物半導体に浅い不純物準位を形成す
る元素として水素が報告されている（例えば、非特許文献１参照。）。すなわち、酸化物
半導体が大気にふれると、大気中の水素が酸化物半導体中の酸素を還元してしまう。この
対策として、ＴＦＴ上にはシリコン酸化物またはシリコン窒化物などのパッシベーション
膜（保護膜）を形成し、水素の透過を抑えるようにしていた。しかしながら、このような
従来のパッシベーション膜の保護性はなお十分とはいえず、酸素や水素に対して更に高い
バリア性能を有するパッシベーション膜の開発が望まれていた。
【００１０】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その第１の目的は、酸化物半導体層か
ら酸素などが脱離することを抑えると共に成膜時間を短縮することが可能な薄膜トランジ
スタおよびこれを備えた表示装置を提供することにある。
【００１１】
　本発明の第２の目的は、大気中の水素による酸化物半導体中の酸素の還元を抑えると共
に、酸化物半導体層から酸素などの脱離を抑えることが可能な薄膜トランジスタおよびこ
れを備えた表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明による第１の薄膜トランジスタは、ゲート電極と酸化物半導体層との間にゲート
絶縁膜を有し、酸化物半導体層のゲート電極側およびゲート電極と反対側に、酸化アルミ
ニウムよりなる第１層とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料よりなる第２層との積層膜が設
けられているものである。
【００１３】
　本発明による第２の薄膜トランジスタは、基板上に、ゲート電極，ゲート絶縁膜，酸化
物半導体層，チャネル保護膜，ソース・ドレイン電極およびパッシベーション膜を順に備
え、パッシベーション膜が、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）およびタンタル（Ｔ
ａ）のうち少なくとも１種を含む酸化物、窒化物あるいは酸窒化物により構成されている
ものである。
【００１４】
　本発明による第１の表示装置は、薄膜トランジスタおよび表示素子を備えたものであっ
て、薄膜トランジスタが、上記本発明の第１の薄膜トランジスタにより構成されたもので
ある。
【００１５】
本発明による第２の表示装置は、薄膜トランジスタおよび表示素子を備えたものであって
、薄膜トランジスタが、上記本発明の第２の薄膜トランジスタにより構成されたものであ
る。
【００１６】
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　本発明の第１の薄膜トランジスタでは、酸化物半導体層のゲート電極側およびゲート電
極と反対側に、酸化アルミニウムよりなる第１層とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料より
なる第２層との積層膜が設けられているので、酸化物半導体層が、酸化アルミニウムより
なる第１層によって両側から挟み込まれた構造となる。よって、酸化物半導体層から酸素
などが脱離することが抑制され、電気特性が安定する。また、第２層はシリコン（Ｓｉ）
を含む絶縁材料により構成されているので、従来の酸化アルミニウム単層のゲート絶縁層
に比べて、成膜時間が短くなる。
【００１７】
　本発明の第２の薄膜トランジスタでは、パッシベーション膜が、アルミニウム（Ａｌ）
、チタン（Ｔｉ）およびタンタル（Ｔａ）のうち少なくとも１種を含む酸化物、窒化物あ
るいは酸窒化物により構成されている。このため、酸化物半導体層への水素の透過が抑制
され、大気中の水素による酸化物半導体中の酸素の還元が抑えられる。また、酸化物半導
体層から酸素などの脱離が抑制され、薄膜トランジスタの閾値電圧が安定しオフ電流の増
大が抑制される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の第１の薄膜トランジスタによれば、酸化物半導体層のゲート電極側およびゲー
ト電極と反対側に、酸化アルミニウムよりなる第１層とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料
よりなる第２層との積層膜を設けるようにしたので、酸化物半導体層を、酸化アルミニウ
ムよりなる第１層によって両側から挟み込むことができる。よって、酸化物半導体層から
酸素などが脱離することを抑制し、電気特性を安定化させることが可能となる。また、第
２層をシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料により構成することにより、従来の酸化アルミニ
ウム単層のゲート絶縁層に比べて、成膜時間の短縮が可能となる。
【００１９】
　本発明の第２の薄膜トランジスタによれば、パッシベーション膜を、アルミニウム（Ａ
ｌ）、チタン（Ｔｉ）およびタンタル（Ｔａ）のうち少なくとも１種を含む酸化物、窒化
物あるいは酸窒化物により構成するようにした。これにより、大気中の水素による酸化物
半導体中の酸素の還元を抑えると共に、酸化物半導体層から酸素などの脱離を抑えること
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る表示装置の構成を表す図である。
【図２】図１に示した画素駆動回路の一例を表す等価回路図である。
【図３】図２に示したＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図４】図１に示した表示領域の構成を表す断面図である。
【図５】図１に示した表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。
【図６】図５に続く工程を表す断面図である。
【図７】変形例１に係るＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図８】変形例２に係るＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図９】変形例３に係るＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係るＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図１１】図１０に示したＴＦＴの製造方法を工程順に表す断面図である。
【図１２】図１１に続く工程を表す断面図である。
【図１３】窒素の添加とパッシベーション膜の密度との相関関係を調べた結果を表す図で
ある。
【図１４】本発明の第３の実施の形態に係るＴＦＴの構成を表す断面図である。
【図１５】パッシベーション膜を積層膜にした場合と単層膜にした場合とのＴＦＴ特性を
表す図である。
【図１６】上記実施の形態の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。
【図１７】上記実施の形態の表示装置の適用例１の外観を表す斜視図である。
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【図１８】（Ａ）は適用例２の表側から見た外観を表す斜視図であり、（Ｂ）は裏側から
見た外観を表す斜視図である。
【図１９】適用例３の外観を表す斜視図である。
【図２０】適用例４の外観を表す斜視図である。
【図２１】（Ａ）は適用例５の開いた状態の正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じ
た状態の正面図、（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下
の順序で行う。
１．第１の実施の形態（第１の薄膜トランジスタにおいてゲート絶縁膜，チャネル保護層
およびパッシベーション膜を積層膜とした例）
２．第２の実施の形態（第２の薄膜トランジスタにおいて単層のパッシベーション膜の例
）
３．第３の実施の形態（第２の薄膜トランジスタにおいて積層のパッシベーション膜の例
）
４．変形例１（第１の薄膜トランジスタにおいてゲート絶縁膜およびチャネル保護層を積
層膜とした例）
５．変形例２（第１の薄膜トランジスタにおいてゲート絶縁膜およびパッシベーション膜
を積層膜とした例）
【００２２】
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る表示装置の構成を表すものである。この表示
装置は、極薄型の有機発光カラーディスプレイ装置などとして用いられるものであり、例
えば、後述するＴＦＴ基板１に、表示素子として後述する複数の有機発光素子１０Ｒ，１
０Ｇ，１０Ｂよりなる画素ＰＸＬＣがマトリクス状に配置されてなる表示領域１１０が形
成されると共に、この表示領域１１０の周辺に、信号部である水平セレクタ（ＨＳＥＬ）
１２１と、スキャナ部であるライトスキャナ（ＷＳＣＮ）１３１および電源スキャナ（Ｄ
ＳＣＮ）１３２とが形成されたものである。
【００２３】
　表示領域１１０において、列方向には信号線ＤＴＬ１０１～１０ｎが配置され、行方向
には走査線ＷＳＬ１０１～１０ｍおよび電源ラインＤＳＬ１０１～１０ｍが配置されてい
る。各信号線ＤＴＬと各走査線ＷＳＬとの交差点に、有機発光素子ＰＸＬＣ（１０Ｒ，１
０Ｇ，１０Ｂのいずれか一つ（サブピクセル））を含む画素回路１４０が設けられている
。各信号線ＤＴＬは、水平セレクタ１２１に接続され、この水平セレクタ１２１から信号
線ＤＴＬに映像信号が供給される。各走査線ＷＳＬは、ライトスキャナ１３１に接続され
ている。各電源ラインＤＳＬは、電源ラインスキャナ１３２に接続されている。
【００２４】
　図２は、画素回路１４０の一例を表したものである。画素回路１４０は、サンプリング
用トランジスタ３Ａおよび駆動用トランジスタ３Ｂと、保持容量３Ｃと、有機発光素子Ｐ
ＸＬＣよりなる発光素子３Ｄとを有するアクティブ型の駆動回路である。サンプリング用
トランジスタ３Ａは、そのゲートが対応する走査線ＷＳＬ１０１に接続され、そのソース
およびドレインの一方が対応する信号線ＤＴＬ１０１に接続され、他方が駆動用トランジ
スタ３Ｂのゲートｇに接続されている。駆動用トランジスタ３Ｂは、そのドレインｄが対
応する電源線ＤＳＬ１０１に接続され、ソースｓが発光素子３Ｄのアノードに接続されさ
れている。発光素子３Ｄのカソードは接地配線３Ｈに接続されている。なお、この接地配
線３Ｈは全ての画素ＰＸＬＣに対して共通に配線されている。保持容量３Ｃは、駆動用ト
ランジスタ３Ｂのソースｓとゲートｇとの間に接続されている。
【００２５】
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　サンプリング用トランジスタ３Ａは、走査線ＷＳＬ１０１から供給される制御信号に応
じて導通し、信号線ＤＴＬ１０１から供給された映像信号の信号電位をサンプリングして
保持容量３Ｃに保持するものである。駆動用トランジスタ３Ｂは、第１電位にある電源線
ＤＳＬ１０１から電流の供給を受け、保持容量３Ｃに保持された信号電位に応じて駆動電
流を発光素子３Ｄに供給するものである。発光素子３Ｄは、供給された駆動電流により、
映像信号の信号電位に応じた輝度で発光するようになっている。
【００２６】
　図３は、図２に示したサンプリング用トランジスタ３Ａおよび駆動用トランジスタ３Ｂ
を構成するＴＦＴ２０の断面構成を表したものである。ＴＦＴ２０は、例えば、基板１０
上に、ゲート電極２１、ゲート絶縁膜２２、酸化物半導体層２３、チャネル保護層２４，
ソース・ドレイン電極２５およびパッシベーション膜２６を順に有する酸化物半導体トラ
ンジスタである。ここで酸化物半導体とは、亜鉛，インジウム，ガリウム，スズまたはそ
れらの混合物の酸化物をいい、優れた半導体特性を示すことが知られている。
【００２７】
　ゲート電極２１は、ＴＦＴ２０に印加されるゲート電圧により酸化物半導体層２３中の
電子密度を制御するものであり、例えば、厚みが５０ｎｍのモリブデン（Ｍｏ）層と、厚
みが４００ｎｍのアルミニウム（Ａｌ）層またはアルミニウム合金層との二層構造を有し
ている。アルミニウム合金層としては、例えばアルミニウム－ネオジム合金層が挙げられ
る。
【００２８】
　ゲート絶縁膜２２，チャネル保護層２４およびパッシベーション膜２６は、それぞれ、
酸化アルミニウムよりなる第１層３１とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料よりなる第２層
３２との積層構造を有している。これにより、この表示装置では、酸化物半導体層２３か
ら酸素などが脱離することを抑えると共に、ゲート絶縁膜２２，チャネル保護層２４およ
びパッシベーション膜２６の成膜時間を短縮することができるようになっている。
【００２９】
　第１層３１は、酸化アルミニウムの優れたガスバリア耐性により、酸化物半導体層２３
から酸素などが脱離することを抑え、酸化物半導体中のキャリア濃度が変化するのを抑制
してＴＦＴ２０の電気特性を安定化させるためのものである。
【００３０】
　第２層３２は、ＴＦＴ２０の特性劣化を招くことなく、ゲート絶縁膜２２，チャネル保
護層２４およびパッシベーション膜２６の成膜時間を短縮するためのものである。第２層
３２は、例えば、シリコン酸化膜，シリコン窒化膜およびシリコン酸窒化膜のうち少なく
とも一つを含むことが好ましい。
【００３１】
　酸化物半導体は酸素や水分の影響を受けて半導体中のキャリア濃度が大きく変化する。
この結果、ＴＦＴ２０の長時間の駆動により、あるいはＴＦＴ２０の製造プロセスにおい
て、ＴＦＴ２０の電気特性が変化することが多い。そこで、酸化物半導体層２３を、ゲー
ト絶縁膜２２の第１層３１と、チャネル保護層２４の第１層３１とで挟み込むことにより
、酸素等のガスの影響を低減し、ＴＦＴ２０の電気特性の安定化や信頼性の向上が可能と
なる。
【００３２】
　第１層３１および第２層３２は、第１層３１を酸化物半導体層２３側にして積層されて
いることが好ましい。酸化物半導体層２３を、ゲート絶縁膜２２の第１層３１と、チャネ
ル保護層２４の第１層３１とで直接挟み込むことができ、より高い効果が得られるからで
ある。
【００３３】
　これに加えて、酸化物半導体層２３を、パッシベーション膜２６の第１層３１で覆うこ
とにより、更にＴＦＴ２０の安定性および信頼性を高めることが可能となり、より高い効
果を得ることができる。
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【００３４】
　ゲート絶縁膜２２の第１層３１の厚みは、例えば、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下、第２
層３２の厚みは、例えば、１００ｎｍ以上６００ｎｍ以下であることが好ましい。チャネ
ル保護層２４の第１層３１の厚みは、例えば、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下、第２層３２
の厚みは、例えば、１００ｎｍ以上６００ｎｍ以下であることが好ましい。パッシベーシ
ョン膜２６の第１層３１の厚みは、例えば、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下、第２層３２の
厚みは、例えば、１００ｎｍ以上６００ｎｍ以下であることが好ましい。
【００３５】
　酸化物半導体薄膜層２３は、例えば、厚みが２０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、酸化
インジウムガリウム亜鉛（ＩＧＺＯ）により構成されている。
【００３６】
　ソース・ドレイン電極２５は、モリブデン，アルミニウム，チタン等の金属あるいはそ
れらの多層膜により構成されている。ソース・ドレイン電極２５の具体的な構成としては
、例えば、酸化物半導体層２３の側から、厚みが５０ｎｍのモリブデン層２５Ａ、厚みが
５００ｎｍのアルミニウム層２５Ｂおよび厚みが５０ｎｍのチタン層２５Ｃの積層膜が好
ましい。その理由は、以下の通りである。後述する有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ
のアノード５１をアルミニウムを主成分とする金属により構成した場合、アノード５１を
リン酸・硝酸、酢酸等を含む混合液を用いてウェットエッチングする必要がある。その際
、チタン層２５Ｃはエッチングレートが非常に低いので、基板１０側に残すことができる
。その結果、後述する有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂのカソード５５と、基板１０
側のチタン層２５Ｃとを接続することが可能となる。
【００３７】
　なお、ソース・ドレイン電極２５は、ＴＦＴ２０の用途・応用によっては、モリブデン
層，アルミニウム層およびモリブデン層の積層膜、または、チタン層，アルミニウム層お
よびチタン層の積層膜により構成することも可能である。
【００３８】
　図４は、表示領域１１０の断面構成を表したものである。表示領域１１０には、赤色の
光を発生する有機発光素子１０Ｒと、緑色の光を発生する有機発光素子１０Ｇと、青色の
光を発生する有機発光素子１０Ｂとが、順に全体としてマトリクス状に形成されている。
なお、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは短冊形の平面形状を有し、隣り合う有機発
光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの組み合わせが一つの画素（ピクセル）を構成している。
【００３９】
　有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは、それぞれ、ＴＦＴ基板１上に、平坦化絶縁膜
５１を間にして、アノード（陽極）５２、電極間絶縁膜５３、後述する発光層を含む有機
層５４、およびカソード（陰極）５５がこの順に積層された構成を有している。
【００４０】
　このような有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは、必要に応じて、窒化ケイ素（Ｓｉ
Ｎ）または酸化ケイ素（ＳｉＯ）などの保護膜５６により被覆され、更にこの保護膜５５
上に、熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂などの接着層６０を間にしてガラスなどより
なる封止用基板７１が全面にわたって貼り合わされることにより封止されている。封止用
基板７１には、必要に応じてカラーフィルタ７２およびブラックマトリクスとしての光遮
蔽膜（図示せず）が設けられていてもよい。
【００４１】
　平坦化絶縁膜５１は、上述したＴＦＴ２０よりなるサンプリング用トランジスタ３Ａお
よび駆動用トランジスタ３Ｂを含む画素駆動回路１４０が形成されたＴＦＴ基板１の表面
を平坦化するためのものである。平坦化絶縁膜５１は、微細な接続孔５１Ａが形成される
ためパターン精度が良い材料により構成されていることが好ましい。平坦化絶縁膜５１の
構成材料としては、例えば、ポリイミド等の有機材料、あるいは酸化シリコン（ＳｉＯ2 

）などの無機材料が挙げられる。図２に示した駆動トランジスタ３Ｂは、平坦化絶縁膜５
１に設けられた接続孔５１Ａを介してアノード５２に電気的に接続されている。
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【００４２】
　アノード５２は、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの各々に対応して形成されてい
る。また、アノード５２は、発光層で発生した光を反射させる反射電極としての機能を有
しており、できるだけ高い反射率を有するようにすることが発光効率を高める上で望まし
い。アノード５２は、例えば、厚みが１００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下であり、銀（Ａｇ
），アルミニウム（Ａｌ），クロム（Ｃｒ），チタン（Ｔｉ），鉄（Ｆｅ），コバルト（
Ｃｏ），ニッケル（Ｎｉ），モリブデン（Ｍｏ），銅（Ｃｕ），タンタル（Ｔａ），タン
グステン（Ｗ），白金（Ｐｔ）あるいは金（Ａｕ）などの金属元素の単体または合金によ
り構成されている。
【００４３】
　電極間絶縁膜５３は、アノード５２とカソード５５との絶縁性を確保すると共に発光領
域を正確に所望の形状にするためのものであり、例えば、ポリイミドなどの有機材料、ま
たは酸化シリコン（ＳｉＯ2 ）などの無機絶縁材料により構成されている。電極間絶縁膜
５３は、アノード５２の発光領域に対応して開口部を有している。なお、有機層５４およ
びカソード５５は、発光領域だけでなく電極間絶縁膜５３の上にも連続して設けられてい
てもよいが、発光が生じるのは電極間絶縁膜５３の開口部だけである。
【００４４】
　有機層５４は、例えば、アノード５２の側から順に、正孔注入層，正孔輸送層，発光層
および電子輸送層（いずれも図示せず）を積層した構成を有するが、これらのうち発光層
以外の層は必要に応じて設ければよい。また、有機層５４は、有機発光素子１０Ｒ，１０
Ｇ，１０Ｂの発光色によってそれぞれ構成が異なっていてもよい。正孔注入層は、正孔注
入効率を高めるためのものであると共に、リークを防止するためのバッファ層である。正
孔輸送層は、発光層への正孔輸送効率を高めるためのものである。発光層は、電界をかけ
ることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものである。電子輸送層は、
発光層への電子輸送効率を高めるためのものである。なお、有機層５４の構成材料は、一
般的な低分子または高分子有機材料であればよく、特に限定されない。
【００４５】
　カソード５５は、例えば、厚みが５ｎｍ以上５０ｎｍ以下であり、アルミニウム（Ａｌ
），マグネシウム（Ｍｇ），カルシウム（Ｃａ），ナトリウム（Ｎａ）などの金属元素の
単体または合金により構成されている。中でも、マグネシウムと銀との合金（ＭｇＡｇ合
金）、またはアルミニウム（Ａｌ）とリチウム（Ｌｉ）との合金（ＡｌＬｉ合金）が好ま
しい。また、カソード５５は、ＩＴＯ（インジウム・スズ複合酸化物）またはＩＺＯ（イ
ンジウム・亜鉛複合酸化物）により構成されていてもよい。
【００４６】
　この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。
【００４７】
（ＴＦＴ基板１を形成する工程）
　まず、ガラスよりなる基板１０上に、例えばスパッタリング法により、例えば、厚みが
５０ｎｍのモリブデン（Ｍｏ）層と、厚みが４００ｎｍのアルミニウム（Ａｌ）層または
アルミニウム合金層との二層構造を形成する。次いで、この二層構造に対して、フォトリ
ソグラフィおよびエッチングを施すことにより、図５（Ａ）に示したように、ゲート電極
２１を形成する。
【００４８】
　続いて、同じく図５（Ａ）に示したように、基板１０の全面に、例えばプラズマＣＶＤ
（Chemical Vapor Deposition ；化学気相成長）法により、上述した厚みおよび材料より
なるゲート絶縁膜２２の第２層３２を形成する。
【００４９】
　そののち、図５（Ｂ）に示したように、例えば原子層成膜法またはスパッタリング法に
より、上述した厚みおよび材料よりなるゲート絶縁膜２２の第１層３１を形成する。
【００５０】
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　ゲート絶縁膜２２の第１層３１を形成したのち、同じく図５（Ｂ）に示したように、例
えば酸化亜鉛等の酸化物ターゲットを用いたスパッタリング法により、上述した厚みおよ
び材料よりなる酸化物半導体層２３を形成する。その際、例えば、酸化物半導体層２３を
ＩＧＺＯにより構成する場合には、ＩＧＺＯのセラミックをターゲットとしたＤＣスパッ
タ法を用い、アルゴン（Ａｒ）と酸素（Ｏ2 ）との混合ガスによるプラズマ放電により基
板１０上に酸化物半導体層２３を形成する。なお、プラズマ放電の前に真空容器内の真空
度が１×１０-4Ｐａ以下になるまで排気したのち、アルゴンと酸素との混合ガスを導入す
る。また、例えば、酸化物半導体層２３を酸化亜鉛により構成する場合は、酸化亜鉛のセ
ラミックをターゲットとしたＲＦスパッタ法により、または亜鉛の金属ターゲットを用い
てアルゴンと酸素とを含むガス雰囲気中でＤＣスパッタ法により酸化物半導体層２３を形
成する。
【００５１】
　酸化物半導体層２３を形成したのち、同じく図５（Ｂ）に示したように、例えば原子層
成膜法またはスパッタリング法により、上述した厚みおよび材料よりなるチャネル保護層
２４の第１層３１を形成する。
【００５２】
　このとき、ゲート絶縁膜２２の第１層３１、酸化物半導体層２３、およびチャネル保護
層２４の第１層３１を、スパッタリング法により連続して形成することが好ましい。この
ようにすれば、酸化物半導体層２３を大気中に出すことなく、真空中で形成することがで
き、酸化物半導体層２３とゲート絶縁膜２２の第１層３１との接合界面、および酸化物半
導体層２３とチャネル保護層２４の第１層３１との接合界面で、欠陥や固定電荷の少ない
良好な界面を形成することが可能となる。よって、良好なトランジスタ特性および信頼性
を得ることが可能となる。
【００５３】
　チャネル保護層２４の第１層３１を形成したのち、図５（Ｃ）に示したように、例えば
ＣＶＤ法により、上述した厚みおよび材料よりなるチャネル保護層２４の第２層３２を形
成し、フォトリソグラフィおよびエッチングにより、チャネル保護層２４の第１層３１お
よび第２層３２を所定の形状に成形する。
【００５４】
　続いて、図６（Ａ）に示したように、フォトリソグラフィおよびエッチングにより、酸
化物半導体層２３を所定の形状に成形する。
【００５５】
　そののち、例えばスパッタリング法により、厚みが５０ｎｍのチタン層２５Ａ、厚みが
５００ｎｍのアルミニウム層２５Ｂおよび厚みが５０ｎｍのモリブデン層２５Ｃを形成し
、フォトリソグラフィおよびエッチングにより所定の形状に成形する。その際、例えば、
リン酸、硝酸および酢酸を含む混合液を用いたウェットエッチングにより、モリブデン層
２５Ｃおよびアルミニウム層２５Ｂをエッチングしたのち、塩素系のガスを用いたドライ
エッチングによりチタン層２５Ａをエッチングする。これにより、図６（Ｂ）に示したよ
うに、ソース・ドレイン電極２５を形成する。
【００５６】
　ソース・ドレイン電極２５を形成したのち、図６（Ｃ）に示したように、例えば原子層
成膜法またはスパッタリング法により、上述した厚みおよび材料よりなるパッシベーショ
ン膜２６の第１層３１を形成する。原子層成膜法による場合には、原料ガスとなるトリメ
チルアルミニウムガスを真空チャンバーに導入し、基板１０の表面に原子層のアルミニウ
ム膜を形成する。続いて、オゾンガスあるいは酸素ガスをプラズマで励起した酸素ラジカ
ルを基板１０の表面まで導入してアルミニウム膜を酸化する。最初に形成したアルミニウ
ム膜は原子層の厚みであるので、オゾンあるいは酸素ラジカルによって容易に酸化するこ
とが可能であり、基板１０全面に均一な酸化アルミニウム膜を形成することが可能となる
。そののち、アルミニウム膜の形成と酸化プロセスとを繰り返すことにより、所望の厚み
の酸化アルミニウム膜よりなる第１層３１を形成することが可能である。この方法では、
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酸化アルミニウム膜中の酸素濃度を不足させることなく、化学量論比となる組成にするこ
とが可能である。そのために、アルミニウムと酸素との組成比を理想的な２：３にするこ
とが可能であり、優れた電気特性とガスバリア耐性を有する第１層３１を形成することが
可能となる。また、原子層成膜法を用いることで、酸化物半導体層２３の電気特性を劣化
させる水素の発生を抑制した状態で、緻密な酸化アルミニウムよりなる第１層３１を形成
することが可能となる。
【００５７】
　そののち、例えばＣＶＤ法により、上述した厚みおよび材料よりなるパッシベーション
膜２６の第２層３２を形成する。以上により、図３に示したＴＦＴ２０を有するＴＦＴ基
板１が形成される。
【００５８】
（有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを形成する工程）
　まず、ＴＦＴ基板１の全面に感光性樹脂を塗布し、露光および現像することにより、平
坦化絶縁膜５１および接続孔５１Ａを形成し、焼成する。次いで、例えば直流スパッタリ
ングにより、上述した材料よりなるアノード５２を成膜し、例えばリソグラフィ技術を用
いて選択的にエッチングし、所定の形状にパターニングする。続いて、例えばＣＶＤ法に
より上述した厚みおよび材料よりなる電極間絶縁膜５３を形成し、例えばリソグラフィ技
術を用いて開口部を形成する。そののち、例えば蒸着法により、上述した材料よりなる有
機層５４およびカソード５５を順次成膜し、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを形成
する。続いて、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを、上述した材料よりなる保護膜５
６で覆う。
【００５９】
　そののち、保護膜５６の上に、接着層６０を形成する。そののち、カラーフィルタ７２
が設けられ、上述した材料よりなる封止用基板７１を用意し、ＴＦＴ基板１と封止用基板
７１とを接着層６０を間にして貼り合わせる。以上により、図４に示した表示装置が完成
する。
【００６０】
　この表示装置では、走査線ＷＳＬから供給される制御信号に応じてサンプリング用トラ
ンジスタ３Ａが導通し、信号線ＤＴＬから供給された映像信号の信号電位がサンプリング
されて保持容量３Ｃに保持される。また、第１電位にある電源線ＤＳＬから駆動用トラン
ジスタ３Ｂに電流が供給され、保持容量３Ｃに保持された信号電位に応じて、駆動電流が
発光素子３Ｄ（有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ）に供給される。発光素子３Ｄ（有
機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ）は、供給された駆動電流により、映像信号の信号電
位に応じた輝度で発光する。この光は、カソード５５，カラーフィルタ７２および封止用
基板７１を透過して取り出される。
【００６１】
　ここでは、ゲート絶縁膜２２，チャネル保護層２４およびパッシベーション膜２６は、
それぞれ、酸化アルミニウムよりなる第１層３１とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料より
なる第２層３２との積層構造を有しているので、酸化物半導体層２３が、酸化アルミニウ
ムよりなる第１層３１によって両側から挟み込まれた構造となる。よって、酸化物半導体
層２３から酸素などが脱離することが抑制され、ＴＦＴ２０の閾値電圧が安定してオフ電
流の増大が抑制される。よって、ＴＦＴ２０のリーク電流が小さくなり、輝度の高い明る
い表示が可能となる。また、第２層３２はシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料により構成さ
れているので、従来の酸化アルミニウム単層のゲート絶縁層に比べて、成膜時間が短くな
る。
【００６２】
　更に、ＴＦＴ２０の特性も均一になるので、ざらつきのない均一な表示品位を得ること
が可能となる。加えて、ＴＦＴ２０の長時間駆動による信頼性も向上する。
【００６３】
　このように本実施の形態では、ゲート絶縁膜２２，チャネル保護層２４およびパッシベ
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ーション膜２６を、それぞれ、酸化アルミニウムよりなる第１層３１とシリコン（Ｓｉ）
を含む絶縁材料よりなる第２層３２との積層構造とするようにしたので、酸化物半導体層
２３を、酸化アルミニウムよりなる第１層３１によって両側から挟み込むことができる。
よって、酸化物半導体層２３から酸素などが脱離することを抑制し、ＴＦＴ２０の電気特
性を安定化させることが可能となる。また、第２層３２をシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材
料により構成することにより、従来の酸化アルミニウム単層のゲート絶縁層に比べて、成
膜時間の短縮が可能となる。
【００６４】
　特に、第１層３１および第２層３２を、第１層３１を酸化物半導体層２３側にして積層
するようにしたので、酸化物半導体層２３を、ゲート絶縁膜２２の第１層３１と、チャネ
ル保護層２４の第１層３１とで直接挟み込むことができ、より高い効果を得ることができ
る。
【００６５】
　また、特に、ゲート絶縁膜２２，チャネル保護層２４およびパッシベーション膜２６を
、それぞれ、酸化アルミニウムよりなる第１層３１とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料よ
りなる第２層３２との積層構造としたので、酸化物半導体層２３を、ゲート絶縁膜２２の
第１層３１と、チャネル保護層２４の第１層３１とで挟み込むと共に、パッシベーション
膜２６の第１層３１で覆うことができ、更にＴＦＴ２０の安定性および信頼性を高めるこ
とが可能となり、より高い効果を得ることができる。
【００６６】
（変形例１）
　なお、上記第1の実施の形態では、ゲート絶縁膜２２，チャネル保護層２４およびパッ
シベーション膜２６を、それぞれ、酸化アルミニウムよりなる第１層３１とシリコン（Ｓ
ｉ）を含む絶縁材料よりなる第２層３２との積層構造とした場合について説明した。しか
しながら、図７に示したように、ゲート絶縁膜２２およびチャネル保護層２４のみを、そ
れぞれ、酸化アルミニウムよりなる第１層３１とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料よりな
る第２層３２との積層構造としてもよい。このようにした場合も、酸化物半導体層２３を
、ゲート絶縁膜２２の第１層３１と、チャネル保護層２４の第１層３１とで挟み込むこと
により、酸素等のガスの影響を低減することができ、ＴＦＴ２０の電気特性の安定化や信
頼性の向上が可能となる。
【００６７】
　この場合、パッシベーション膜２６は、例えば、厚みが３００ｎｍ程度であり、酸化ア
ルミニウム膜，シリコン酸化膜，シリコン窒化膜およびシリコン酸窒化膜のうち少なくと
も一つにより構成されている。
【００６８】
（変形例２）
　また、図８に示したように、ゲート絶縁膜２２およびパッシベーション膜２６のみを、
それぞれ、酸化アルミニウムよりなる第１層３１とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料より
なる第２層３２との積層構造としてもよい。このようにした場合も、酸化物半導体層２３
を、ゲート絶縁膜２２の第１層３１と、パッシベーション膜２６の第１層３１とで挟み込
むことにより、酸素等のガスの影響を低減することができ、ＴＦＴ２０の電気特性の安定
化や信頼性の向上が可能となる。
【００６９】
　この場合、チャネル保護層２４は、例えば、厚みが３００ｎｍであり、酸化アルミニウ
ム膜，シリコン酸化膜，シリコン窒化膜およびシリコン酸窒化膜のうち少なくとも一つに
より構成されている。
【００７０】
（変形例３）
　また、例えば、上記実施の形態では、パッシベーション膜２６の第１層３１および第２
層３２を、第１層３１を酸化物半導体層２３側にして積層するようにした場合について説
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明したが、図９に示したように、第２層３２を酸化物半導体層２３側にして積層するよう
にしてもよい。ゲート絶縁膜２２およびチャネル保護層２４についても、第１層３１およ
び第２層３２を、第２層３２を酸化物半導体層２３側にして積層するようにしてもよい。
【００７１】
（第２の実施の形態）
　図１０は、本発明の第２の実施の形態に係る薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）２０Ｂの断面
構成を表すものである。このＴＦＴ２０Ｂは、パッシベーション膜２６Ｂの構成が異なる
ことを除いては、上記第１の実施の形態のＴＦＴ２０と同様の構成を有している。よって
、対応する構成要素には同一の符号を付して説明する。
【００７２】
　基板１０、ゲート電極２１およびソース・ドレイン電極２５は第１の実施の形態と同様
に構成されている。
【００７３】
　ゲート絶縁膜２２Ｂは、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜および、
ハフニウム酸化物膜、アルミ酸化物膜、タンタル酸化膜、ジリコニウム酸化膜あるいはこ
れらの酸窒化膜のうちの少なくとも1種類の絶縁膜により形成される。また、これらの２
種類以上の絶縁膜３１Ｂ，３２Ｂの積層構造とすることにより、酸化物半導体層２３Ｂと
の界面特性を改善したり、基板１０に含まれる不純物が酸化物半導体層２３Ｂに拡散する
ことを防ぐことが可能となる。
【００７４】
　酸化物半導体層２３Ｂは、第１の実施の形態と同様に酸化インジウムガリウム亜鉛（Ｉ
ＧＺＯ）により構成されていてもよいし、この他にスズ（Ｓｎ）、チタン等の元素を含ん
でいてもよい。酸化物半導体層２３Ｂの厚みは、例えば２０ｎｍないし１００ｎｍ程度で
ある。
【００７５】
　チャネル保護層２４Ｂは、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜および
、ハフニウム酸化物膜、アルミ酸化物膜、タンタル酸化膜、ジリコニウム酸化膜あるいは
これらの酸窒化膜のうちの少なくとも1種類の絶縁膜により形成される。
【００７６】
　パッシベーション膜２６Ｂは、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）およびタンタル
（Ｔａ）のうち少なくとも１種を含む酸化物、窒化物あるいは酸窒化物により構成されて
いる。これにより、このＴＦＴ２０Ｂでは、大気中の水素による酸化物半導体中の酸素の
還元を抑えると共に、酸化物半導体層から酸素などの脱離を抑えることが可能となってい
る。
【００７７】
　パッシベーション膜２６Ｂは、中でも、アルミニウムの酸窒化物あるいは窒化物により
構成されていることが好ましい。より高い効果を得ることが可能となるからである。
【００７８】
　　パッシベーション膜２６Ｂの密度は、例えば、３．０ｇ／ｃｍ3以上４．０ｇ／ｃｍ3

以下であることが好ましい。製造工程中あるいは大気中の水素による酸化物半導体の還元
、熱処理による酸化物半導体中の酸素の脱離を防ぐバリア機能を高めることが可能となる
からである。一般的にパッシベーション膜は、密度が高いほうが酸素や水素の透過性を軽
減できるので保護膜として優れたものとなる。因みに、理想的な酸化アルミニウム（Ａｌ

2Ｏ3）バルクの密度が４．０ｇ／ｃｍ3である。
【００７９】
　パッシベーション膜２６Ｂは、例えば単層膜である。パッシベーション膜２６Ｂの厚み
は、例えば、１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下、具体的には５０ｎｍ程度であることが好ま
しい。
【００８０】
　このＴＦＴ２０Ｂは、例えば、次のようにして製造することができる。
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【００８１】
　図１１および図１２は、このＴＦＴ２０Ｂの製造方法を工程順に表したものである。ま
ず、図１１（Ａ）に示したように、上記第１の実施の形態と同様の基板１０を用意し、こ
の基板１０の全面に、図１１（Ｂ）に示したように、例えばスパッタリング法またはＣＶ
Ｄ法により、上述した材料よりなるゲート電極２１を形成する。
【００８２】
　次いで、同じく図１１（Ｂ）に示したように、基板１０及びゲート電極２１上の全面に
、上述した材料よりなるゲート絶縁膜２２Ｂの膜３２Ｂを形成する。
【００８３】
　続いて、図１１（Ｃ）に示したように、ゲート絶縁膜２２Ｂの膜３２Ｂの上に、上述し
た厚みおよび材料よりなるゲート絶縁膜２２Ｂの膜３１Ｂ、酸化物半導体層２３Ｂおよび
チャネル保護層２４Ｂを順に形成する。酸化物半導体膜２３Ｂを酸化インジウムガリウム
亜鉛（ＩＧＺＯ）により構成する場合には、酸化インジウムガリウム亜鉛のセラミックを
ターゲットとしたＤＣスパッタ法を用い、アルゴン（Ａｒ）と酸素（Ｏ2）の混合ガスに
よるプラズマ放電にて基板１０上に酸化物半導体を形成する。なお、プラズマ放電の前に
真空容器内の真空度が１×１０-4Ｐａ以下になるまで排気した後、アルゴンと酸素の混合
ガスを導入する。酸化物半導体層２３Ｂの材料として酸化亜鉛を用いる場合には、酸化亜
鉛のセラミックをターゲットとしたＲＦスパッタ法あるいは亜鉛の金属ターゲットを用い
てアルゴンと酸素を含むガス雰囲気中でＤＣスパッタ法を用いて、酸化物半導体層２３Ｂ
となる酸化亜鉛膜を形成することが可能である。
【００８４】
　そののち、図１２（Ａ）に示したように、例えばフォトリソグラフィおよびエッチング
によりチャネル保護層２４Ｂをパターニングし、所定の形状に成形する。
【００８５】
　チャネル保護層２４Ｂをパターニングしたのち、例えばスパッタリング法により、例え
ばチタン層２５Ａ、アルミニウム層２５Ｂ、チタン層２５Ｃをこの順で、それぞれ５０ｎ
ｍ、５００ｎｍ、５０ｎｍ程度の厚みで形成する。続いて、塩素系のガスを用いたドライ
エッチングにより、チタン層２５Ａ，アルミニウム層２５Ｂおよびチタン層２５Ｃをパタ
ーニングすることにより、図１２（Ｂ）に示したように、ソース・ドレイン電極２５を形
成する。なお、ソース・ドレイン電極２５については、液晶パネル駆動用の薄膜トランジ
スタに応用する場合等にはモリブデン、アルミニウムの積層膜を用いることも可能である
。
【００８６】
　ソース・ドレイン電極２５を形成したのち、図１２（Ｃ）に示したように、上述した厚
みおよび材料よりなるパッシベーション膜２６Ｂを形成する。パッシベーション膜２６Ｂ
は、スパッタリング法により形成することが好ましい。以下その理由について説明する。
【００８７】
　例えば化学量論的な酸化アルミニウムの膜密度は約３．５ｇ／ｃｍ3～４ｇ／ｃｍ3と言
われているが、理想的な薄膜の成膜方法と言われているＡＬＤ(原子層堆積法)で成膜した
酸化アルミニウムは良好な信頼性を実現する。しかしながら、成膜に時間を要することに
よる量産時のスループットの遅さ、アルミニウムの有機金属を使う必要があるなどといっ
た課題がある。
【００８８】
　一方、スパッタリング法では成膜時間を短くすることが可能となる一方で、成膜した酸
化アルミニウム膜は酸素欠陥が多数存在するためにＡＬＤ成膜した酸化アルミニウムほど
の信頼性は得られない。そのため、酸化アルミニウム膜（パッシベーション膜２６Ｂ）の
成膜時に窒素ガスを添加することが好ましい。これにより、酸素欠陥を窒素で補償してさ
らに密度の高い緻密なパッシベーション膜２６Ｂを形成することが可能となる。具体的な
窒素ガスの添加条件としては、例えば、全圧０．１～５Ｐａに対して窒素またはアンモニ
ア（ＮＨ3）ガスを０．１～７０％添加することが好ましい。



(15) JP 2010-114413 A 2010.5.20

10

20

30

40

50

【００８９】
　図１３は、窒素添加量と酸化窒化アルミニウムの密度との相関関係を調べた結果を表し
たものであり、窒素を添加しない場合と、窒素添加量を小にした場合と、窒素添加量を大
にした場合とについて、各９サンプルの結果およびそれらの平均を表している。図１３か
ら分かるように、窒素の添加により、酸化窒化アルミニウム膜の密度が約０．２ｇ／ｃｍ
3増加している。また、添加する窒素の濃度を上げることによりさらに密度を向上させる
ことが可能となる。
【００９０】
　このＴＦＴ２０Ｂは、上記第１の実施の形態と同様に表示装置を構成することが可能で
ある。表示装置の製造方法は、上記第１の実施の形態と同様である。
【００９１】
　このＴＦＴ２０Ｂを用いた表示装置は、上記第１の実施の形態と同様に動作する。ここ
では、ＴＦＴ２０Ｂのパッシベーション膜２６Ｂが、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔ
ｉ）およびタンタル（Ｔａ）のうち少なくとも１種を含む酸化物、窒化物あるいは酸窒化
物により構成されている。このため、酸化物半導体層２３Ｂへの水素の透過が抑制され、
大気中の水素による酸化物半導体層２３Ｂ中の酸素の還元が抑えられる。また、酸化物半
導体層２３Ｂからの酸素などの脱離が抑制され、ＴＦＴ２０Ｂの閾値電圧が安定しオフ電
流の増大が抑制される。よって、ＴＦＴ２０Ｂのリーク電流が小さくなり、輝度の高い明
るい表示が可能となる。また、ＴＦＴ２０Ｂの特性も均一になるので、むらのない均一な
表示品位を得ることが可能となる。加えて、ＴＦＴ２０の駆動による信頼性も向上する。
【００９２】
　このように本実施の形態では、パッシベーション膜２６Ｂを、アルミニウム（Ａｌ）、
チタン（Ｔｉ）およびタンタル（Ｔａ）のうち少なくとも１種を含む酸化物、窒化物ある
いは酸窒化物により構成するようにしている。これにより、大気中の水素による酸化物半
導体中の酸素の還元を抑えると共に、酸化物半導体層から酸素などの脱離を抑えることが
可能となる。
【００９３】
（第３の実施の形態）
　図１４は、本発明の第３の実施の形態に係る薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）２０Ｃの断面
構成を表すものである。このＴＦＴ２０Ｃは、パッシベーション膜２６Ｃが積層膜である
ことを除いては、上記第２の実施の形態のＴＦＴ２０Ｂと同様の構成を有し、同様にして
製造することができる。よって、対応する構成要素には同一の符号を付して、その説明を
省略する。
【００９４】
　パッシベーション膜２６Ｃは、具体的には、アルミニウム（Ａｌ）を含む酸化物よりな
る下層３５Ｃと、アルミニウム（Ａｌ）を含む酸窒化物または窒化物よりなる上層３６Ｃ
とを有する積層膜である。このようにする理由は以下の通りである。
【００９５】
　パッシベーション膜２６Ｃを上述した酸化物の単層膜とする場合には、スパッタリング
成膜するときに酸素雰囲気中で処理を行うことにより、酸化物半導体層２３Ｂの酸素脱離
が抑制され、トランジスタ特性が安定した状態でプロセスが可能となる。一方、パッシベ
ーション膜２６Ｃを上述した酸窒化物または窒化物の単層膜とする場合には、第２の実施
の形態で説明したようにスパッタリング成膜時に窒素を添加するので、上述した酸素雰囲
気の効果が弱まり、トランジスタ特性の劣化を招くおそれがある。パッシベーション膜２
６Ｃを上述した積層膜とすることにより、アルミニウム（Ａｌ）を含む酸化物よりなる下
層３５Ｃにより酸化物半導体層２３Ｂの酸素脱離を押さえると共に、アルミニウム（Ａｌ
）を含む酸窒化物または窒化物よりなる上層３６Ｃにより水素の透過を抑えることが可能
となる。
【００９６】
　図１５は、パッシベーション膜を酸化アルミニウムの単層膜とした場合と、酸化アルミ
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ニウムの下層３５Ｂおよび酸窒化アルミニウムの上層３６Ｃの積層膜とした場合とについ
て、ＢＴＳ（Bias Temperature Stress）後の閾値電圧のシフト量を調べた結果を表した
ものである。図１５から分かるように、パッシベーション膜２６Ｂを積層膜にした場合に
は、単層膜にした場合に比べて、閾値電圧のシフト量が小さくなっている。すなわち、パ
ッシベーション膜２６Ｂを上述した積層膜とすることにより、ＴＦＴ２０Ｃの閾値電圧を
更に安定させてオフ電流の増大を抑制することが可能となる。また、薄膜トランジスタの
駆動による信頼性も向上する。
【００９７】
　このＴＦＴ２０Ｃは、上記第１および第２の実施の形態と同様に表示装置を構成するこ
とが可能である。表示装置の製造方法、作用および効果については、上記第１および第２
の実施の形態と同様である。
【００９８】
　このように本実施の形態では、パッシベーション膜２６Ｃを積層膜、具体的には、アル
ミニウム（Ａｌ）を含む酸化物よりなる下層３５Ｃと、アルミニウム（Ａｌ）を含む酸窒
化物よりなる上層３６Ｃとを有するようにしている。これにより、アルミニウム（Ａｌ）
を含む酸化物よりなる下層３５Ｃにより酸化物半導体層２３Ｂの酸素脱離を押さえると共
に、アルミニウム（Ａｌ）を含む酸窒化物よりなる上層３６Ｃにより水素の透過を抑える
ことが可能となる。
【００９９】
　なお、上記第３の実施の形態では、パッシベーション膜２６Ｃを酸化アルミニウムより
なる下層３５Ｃと、酸窒化アルミニウムを含む上層３６Ｃとの積層膜とした場合について
説明したが、アルミニウム以外の金属酸化膜と金属酸窒化膜とを積層してもよい。更に、
２層以上の多層膜としてもよい。
【０１００】
（モジュールおよび適用例）
　以下、上記実施の形態で説明した表示装置の適用例について説明する。上記実施の形態
の表示装置は、テレビジョン装置，デジタルカメラ，ノート型パーソナルコンピュータ、
携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された映像信号ある
いは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機
器の表示装置に適用することが可能である。
【０１０１】
（モジュール）
　上記実施の形態の表示装置は、例えば、図１６に示したようなモジュールとして、後述
する適用例１～５などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、基
板１１の一辺に、封止用基板７１および接着層６０から露出した領域２１０を設け、この
露出した領域２１０に、信号線駆動回路１２０および走査線駆動回路１３０の配線を延長
して外部接続端子（図示せず）を形成したものである。外部接続端子には、信号の入出力
のためのフレキシブルプリント配線基板（ＦＰＣ；Flexible Printed Circuit）２２０が
設けられていてもよい。
【０１０２】
（適用例１）
　図１７は、上記実施の形態の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表したも
のである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル３１０およびフィルターガ
ラス３２０を含む映像表示画面部３００を有しており、この映像表示画面部３００は、上
記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。
【０１０３】
（適用例２）
　図１８は、上記実施の形態の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したもの
である。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部４１０、表示部４２０、
メニュースイッチ４３０およびシャッターボタン４４０を有しており、その表示部４２０
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は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。
【０１０４】
（適用例３）
　図１９は、上記実施の形態の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータの
外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５１０
，文字等の入力操作のためのキーボード５２０および画像を表示する表示部５３０を有し
ており、その表示部５３０は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。
【０１０５】
（適用例４）
　図２０は、上記実施の形態の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したもので
ある。このビデオカメラは、例えば、本体部６１０，この本体部６１０の前方側面に設け
られた被写体撮影用のレンズ６２０，撮影時のスタート／ストップスイッチ６３０および
表示部６４０を有しており、その表示部６４０は、上記各実施の形態に係る表示装置によ
り構成されている。
【０１０６】
（適用例５）
　図２１は、上記実施の形態の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したものであ
る。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２０とを連結部（ヒンジ部
）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０，サブディスプレイ７５０，ピクチ
ャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。そのディスプレイ７４０またはサブ
ディスプレイ７５０は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。
【０１０７】
　以上、実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、種々変形が可能である。例えば、上記第１の実施の形態では、ゲート絶縁
膜２２，チャネル保護層２４およびパッシベーション膜２６の全部または一部を、それぞ
れ、酸化アルミニウムよりなる第１層３１とシリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料よりなる第
２層３２との積層構造とした場合について説明した。しかしながら、ゲート絶縁膜２２，
チャネル保護層２４およびパッシベーション膜２６とは別に、酸化物半導体層２３のゲー
ト電極２１側およびゲート電極２１と反対側に、酸化アルミニウムよりなる第１層３１と
シリコン（Ｓｉ）を含む絶縁材料よりなる第２層３２との積層膜を設けるようにしてもよ
い。
【０１０８】
　また、例えば、上記実施の形態等において説明した各層の材料および厚み、または成膜
方法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、
または他の成膜方法および成膜条件としてもよい。
【０１０９】
　更に、上記実施の形態等では、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｂ，１０Ｇの構成を具体的に
挙げて説明したが、全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい
。
【０１１０】
　加えて、本発明は、有機発光素子のほか、液晶表示素子、無機エレクトロルミネッセン
ス素子、またはエレクトロデポジション型もしくエレクトロクロミック型の表示素子など
の他の表示素子を用いた表示装置にも適用可能である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１…ＴＦＴ基板、３Ａ…サンプリング用トランジスタ、３Ｂ…駆動用トランジスタ、３
Ｃ…保持容量、３Ｄ…発光素子、１０…基板、１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ…有機発光素子、
２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ…ＴＦＴ、２１…ゲート電極、２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ…ゲート
絶縁膜、２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃ…酸化物半導体薄膜層、２４Ａ，２４Ｂ，２４Ｃ…チャ
ネル保護層、２５…ソース・ドレイン電極、２６Ａ，２６Ｂ，２６Ｃ…パッシベーション
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膜、３１…第１層、３２…第２層、５１…平坦化絶縁膜、５２…アノード、５３…電極間
絶縁膜、５４…有機層、５５…カソード、５６…保護膜、６０…接着層、７１…封止用基
板、１１０…表示領域、１４０…画素駆動回路

【図１】

【図２】

【図３】



(19) JP 2010-114413 A 2010.5.20

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】



(20) JP 2010-114413 A 2010.5.20

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】

【図１４】



(21) JP 2010-114413 A 2010.5.20

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(22) JP 2010-114413 A 2010.5.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  寺井　康浩
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  荒井　俊明
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
Ｆターム(参考) 5F110 AA14  AA16  BB01  CC07  DD02  EE03  EE04  EE06  EE14  EE44 
　　　　 　　        FF01  FF02  FF03  FF04  FF09  FF27  FF28  FF30  GG01  GG25 
　　　　 　　        GG43  HK03  HK04  HK21  HK22  HK33  NN03  NN13  NN22  NN23 
　　　　 　　        NN24  NN27  NN34  NN35  QQ09  QQ19 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

