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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１領域及び第２領域を含む基板と、
　前記第１領域の基板上に形成されたゲート電極、ゲート絶縁層により前記ゲート電極と
絶縁され、かつ、第１酸化物半導体層及び第２酸化物半導体層の積層構造からなる活性層
、及び前記活性層に接続されたソース及びドレイン電極を備え、かつ、前記第１酸化物半
導体層のキャリア濃度が前記第２酸化物半導体層より高い第１薄膜トランジスタと、
　前記第２領域の基板上に形成されたゲート電極、ゲート絶縁層により前記ゲート電極と
絶縁され、かつ、前記第２酸化物半導体層からなる活性層、及び前記活性層に接続された
ソース及びドレイン電極を備える第２薄膜トランジスタと、
　前記第２薄膜トランジスタを含む上部に形成され、かつ、前記第２薄膜トランジスタの
ソースまたはドレイン電極が露出するように、ビアホールが形成された絶縁層と、
　前記第２領域の前記絶縁層上に形成され、かつ、前記ビアホールを介して前記第２薄膜
トランジスタのソースまたはドレイン電極に接続された第１電極、前記第１電極上に形成
された有機発光層、及び前記有機発光層上に形成された第２電極を備える有機電界発光ダ
イオードと、
　を備え、
　前記第２酸化物半導体層に、ガリウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、
ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、カドミウム（Ｃｄ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃ
ｕ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、及びバナジウム（Ｖ）のうち少な
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くとも１つのイオンがドープされ、
　前記第１酸化物半導体層のキャリア濃度は、１ｅ＋１９～１ｅ＋２１＃／ｃｍ３であり
、前記第２酸化物半導体層のキャリア濃度は、１ｅ＋１３～１ｅ＋１８＃／ｃｍ３である
ことを特徴とする有機電界発光表示装置。
【請求項２】
　前記第１領域は、駆動部であることを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装
置。
【請求項３】
　前記第１酸化物半導体層は、前記第２酸化物半導体層と前記ゲート絶縁層との間に形成
されることを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項４】
　前記第１酸化物半導体層は、ＩＴＯ、ＩｎＺｎＯ、ＩｎＳｎＯ、ＡｌＺｎＯ、ＡｌＧａ
Ｏ、及びＩｎＧａＯからなる群から選択されることを特徴とする請求項１に記載の有機電
界発光表示装置。
【請求項５】
　前記第１酸化物半導体層は、前記第２酸化物半導体層より薄く形成されることを特徴と
する請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１酸化物半導体層は、１～５ｎｍの厚さに形成されることを特徴とする請求項５
に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項７】
　前記第２酸化物半導体層は、酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含むことを特徴とする請求項１に記
載の有機電界発光表示装置。
【請求項８】
　第１領域及び第２領域を含む基板を準備するステップと、
　前記第１及び第２領域の基板上に第１及び第２薄膜トランジスタのゲート電極をそれぞ
れ形成するステップと、
　前記第１及び第２領域の前記ゲート電極を含む上部にゲート絶縁層を形成するステップ
と、
　前記第１領域の前記ゲート絶縁層上に、第１酸化物半導体層及び第２酸化物半導体層の
積層構造からなり、かつ、前記第１酸化物半導体層のキャリア濃度が１ｅ＋１９～１ｅ＋
２１＃／ｃｍ３であり、前記第２酸化物半導体層のキャリア濃度が１ｅ＋１３～１ｅ＋１
８＃／ｃｍ３である活性層を形成し、かつ、前記第２領域の前記ゲート絶縁層上に、前記
第２酸化物半導体層で活性層を形成するステップと、
　前記第１及び第２領域の前記活性層に接続されるように、ソース及びドレイン電極をそ
れぞれ形成するステップと、
　前記第２薄膜トランジスタを含む上部に絶縁層を形成した後、前記第２薄膜トランジス
タのソースまたはドレイン電極が露出するように、ビアホールを形成するステップと、
　前記第２領域の前記絶縁層上に、前記ビアホールを介して前記第２薄膜トランジスタの
ソースまたはドレイン電極に接続された第１電極、前記第１電極上に形成された有機発光
層、及び前記有機発光層上に形成された第２電極を備える有機電界発光ダイオードを形成
するステップと、
　を含み、
　前記第２酸化物半導体層に、ガリウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、
ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、カドミウム（Ｃｄ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃ
ｕ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、及びバナジウム（Ｖ）のうち少な
くとも１つのイオンがドープされることを特徴とする有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１領域は、駆動部であることを特徴とする請求項８に記載の有機電界発光表示装
置の製造方法。
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【請求項１０】
　前記第１酸化物半導体層は、ＩｎＺｎＯ、ＩｎＳｎＯ、ＡｌＺｎＯ、ＡｌＧａＯ、及び
ＩｎＧａＯからなる群から選択された少なくとも１つの物質で形成されることを特徴とす
る請求項８に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１酸化物半導体層は、前記第２酸化物半導体層より薄く形成されることを特徴と
する請求項８に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記第１酸化物半導体層は、１～５ｎｍの厚さに形成されることを特徴とする請求項１
１に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記第２酸化物半導体層は、酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含むことを特徴とする請求項８に記
載の有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記活性層を形成するステップは、
　前記第１及び第２領域の前記ゲート絶縁層上に前記第１酸化物半導体層を形成するステ
ップと、
　前記第１酸化物半導体層をパターニングするステップと、
　前記第１酸化物半導体層を含む前記第１及び第２領域に前記第２酸化物半導体層を形成
するステップと、
　前記第１及び第２領域の前記第２酸化物半導体層をパターニングするステップと、
　を含むことを特徴とする請求項８に記載の有機電界発光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、有機電界発光表示装置及びその製造方法に関し、より詳細には、駆動部の薄
膜トランジスタと、画素部の薄膜トランジスタとの電荷移動度が互いに異なる有機電界発
光表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機電界発光表示装置は、自発光特性を有する次世代表示装置であって、液晶表示装置
（ＬＣＤ）に比べて、視界角、コントラスト、応答速度、消費電力などの面で優れた特性
を有する。
【０００３】
　有機電界発光表示装置は、アノード電極、有機発光層、及びカソード電極で構成される
有機電界発光ダイオードを備える。このような有機電界発光表示装置は、走査ラインと信
号ラインとの間に、有機電界発光ダイオードがマトリクス方式で接続されて画素を構成す
るパッシブマトリクス（ｐａｓｓｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ）方式と、各画素の動作がスイッ
チの役割を果たす薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；ＴＦ
Ｔ）によって制御されるアクティブマトリクス（ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ）方式とに
区分される。
【０００４】
　アクティブマトリクス方式に用いられる薄膜トランジスタにおいて、ソース及びドレイ
ン領域とチャネル領域とを提供する活性層は、非晶質シリコン、ポリシリコン、低温ポリ
シリコン（Ｌｏｗ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｐｏｌｙ－Ｓｉｌｉｃｏｎ；ＬＴＰＳ）な
どの半導体層で形成される。
【０００５】
　一般的に、非晶質シリコンは、電荷移動度（ｍｏｂｉｌｉｔｙ）が低いため、高速で動
作する駆動回路を実現するのは困難である。このため、通常、非晶質シリコンに比べて電
荷移動度が高いポリシリコンまたは低温ポリシリコンで活性層を形成する。しかしながら
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、ポリシリコンは、多結晶性（ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｎａｔｕｒｅ）に起因
して閾値電圧が不均一であり、低温ポリシリコンは、結晶化のためのレーザ熱処理などが
要求されるという短所がある。
【０００６】
　このような短所を解決するため、最近では、酸化物半導体を活性層として用いた研究が
進められている。
【０００７】
　特許文献１には、酸化亜鉛（Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ；ＺｎＯ）または酸化亜鉛（ＺｎＯ
）を主成分とする酸化物半導体を活性層として用いた薄膜トランジスタが開示されている
。
【０００８】
　非晶質状態のＩｎＧａＺｎＯ（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｇａｌｌｉｕｍ－Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ
）（以下、ＩＧＺＯという）は、非晶質シリコンに比べて、電荷移動度が１０倍程度高く
（約１０ｃｍ２／Ｖ．ｓｅｃ）、特性分布が均一であるため、画素部の薄膜トランジスタ
の活性層として使用されるには十分であるが、低温ポリシリコンレベルの高い電荷移動度
（約１００ｃｍ２／Ｖ．ｓｅｃ）が要求される駆動部の薄膜トランジスタの活性層として
使用されるには不十分である。さらに、表示装置の大きさ及び解像度の増加に伴ってデー
タ転送量及び処理速度が増加しなければならず、製造費用を低減するためには、駆動回路
の大部分を基板に形成しなければならないことから、駆動部の薄膜トランジスタの安定し
た特性分布及び信頼性が大きな問題として浮上している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－２７３６１４号公報
【特許文献２】大韓民国特許公開第２００７－００１２６０９号
【特許文献３】大韓民国特許公開第２００６－０１１４４５９号
【特許文献４】大韓民国特許公開第２００６－０００１７１１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、酸化物半導体層を活性層とする薄膜トランジスタの電荷移動度を増加
することが可能な有機電界発光表示装置及びその製造方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、駆動部の薄膜トランジスタの電荷移動度を、画素部の薄膜トラン
ジスタより高くすることが可能な有機電界発光表示装置及びその製造方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するための本発明の一形態に係る有機電界発光表示装置は、第１領域
及び第２領域を含む基板と、前記第１領域の基板上に形成されたゲート電極、ゲート絶縁
層により前記ゲート電極と絶縁され、かつ、第１酸化物半導体層及び第２酸化物半導体層
の積層構造からなる活性層、及び前記活性層に接続されたソース及びドレイン電極を備え
、かつ、前記第１酸化物半導体層のキャリア濃度が前記第２酸化物半導体層より高い第１
薄膜トランジスタと、前記第２領域の基板上に形成されたゲート電極、ゲート絶縁層によ
り前記ゲート電極と絶縁され、かつ、前記第２酸化物半導体層からなる活性層、及び前記
活性層に接続されたソース及びドレイン電極を備える第２薄膜トランジスタと、前記第２
薄膜トランジスタを含む上部に形成され、かつ、前記第２薄膜トランジスタのソースまた
はドレイン電極が露出するように、ビアホールが形成された絶縁層と、前記第２領域の前
記絶縁層上に形成され、かつ、前記ビアホールを介して前記第２薄膜トランジスタのソー
スまたはドレイン電極に接続された第１電極、前記第１電極上に形成された有機発光層、
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及び前記有機発光層上に形成された第２電極を備える有機電界発光ダイオードと、を備え
る。
【００１３】
　上記の目的を達成するための本発明の他の形態に係る有機電界発光表示装置の製造方法
は、第１領域及び第２領域を含む基板を準備するステップと、前記第１及び第２領域の基
板上に第１及び第２薄膜トランジスタのゲート電極をそれぞれ形成するステップと、前記
第１及び第２領域の前記ゲート電極を含む上部にゲート絶縁層を形成するステップと、前
記第１領域の前記ゲート絶縁層上に、第１酸化物半導体層及び第２酸化物半導体層の積層
構造からなり、かつ、前記第１酸化物半導体層のキャリア濃度が前記第２酸化物半導体層
より高い活性層を形成し、かつ、前記第２領域の前記ゲート絶縁層上に、前記第２酸化物
半導体層で活性層を形成するステップと、前記第１及び第２領域の前記活性層に接続され
るように、ソース及びドレイン電極をそれぞれ形成するステップと、前記第２薄膜トラン
ジスタを含む上部に絶縁層を形成した後、前記第２薄膜トランジスタのソースまたはドレ
イン電極が露出するように、ビアホールを形成するステップと、前記第２領域の前記絶縁
層上に、前記ビアホールを介して前記第２薄膜トランジスタのソースまたはドレイン電極
に接続された第１電極、前記第１電極上に形成された有機発光層、及び前記有機発光層上
に形成された第２電極を備える有機電界発光ダイオードを形成するステップと、を含む。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の有機電界発光表示装置は、活性層が第１酸化物半導体層及び第２酸化物半導体
層の積層構造からなる駆動部の薄膜トランジスタと、活性層が前記第２酸化物半導体層か
らなる画素部の薄膜トランジスタと、画素部の薄膜トランジスタに接続された有機電界発
光ダイオードと、を備える。駆動部の薄膜トランジスタは、チャネルが、第２酸化物半導
体層よりキャリア濃度の高い第１酸化物半導体層に形成されるため、高い電荷移動度を有
する。画素部の薄膜トランジスタは、チャネルが第２酸化物半導体層に形成されるため、
安定的でかつ均一な特性を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１ａ】本発明に係る有機電界発光表示装置を説明するための平面図及び断面図である
。
【図１ｂ】本発明に係る有機電界発光表示装置を説明するための平面図及び断面図である
。
【図２】図１ａに示す画素部及び走査駆動部を説明するための断面図である。
【図３ａ】ゲート電極及びソース電極に印加される電圧ＶＧＳの変化に伴うドレイン電極
及びソース電極の電流ＩＤＳの変化を測定したグラフである。
【図３ｂ】ゲート電極及びソース電極に印加される電圧ＶＧＳの変化に伴うドレイン電極
及びソース電極の電流ＩＤＳの変化を測定したグラフである。
【図３ｃ】ゲート電極及びソース電極に印加される電圧ＶＧＳの変化に伴うドレイン電極
及びソース電極の電流ＩＤＳの変化を測定したグラフである。
【図４ａ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明するための断面図である
。
【図４ｂ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明するための断面図である
。
【図４ｃ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明するための断面図である
。
【図４ｄ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明するための断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
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【００１７】
　図１ａ及び図１ｂは、本発明に係る有機電界発光表示装置を説明するための概略的な平
面図及び断面図である。
【００１８】
　図１ａに示すように、基板１００は、画素領域１４０と、非画素領域１５０とを備える
。非画素領域１５０は、画素領域１４０を囲む領域または画素領域１４０を除く残りの領
域となる。
【００１９】
　画素領域１４０の基板１００には、走査ライン１４２とデータライン１４４とが互いに
交差するように配置され、走査ライン１４２とデータライン１４４との間には、複数の画
素部１４６がマトリクス方式で接続される。画素部１４６は、有機電界発光ダイオードと
、有機電界発光ダイオードの動作を制御するための薄膜トランジスタと、信号を保持させ
るためのキャパシタとを備えることができる。
【００２０】
　非画素領域１５０の基板１００には、画素領域１４０の走査ライン１４２及びデータラ
イン１４４から延びる走査ライン１４２及びデータライン１４４と、有機電界発光ダイオ
ードの動作のための電源供給ライン（図示せず）と、パッド１８０を介して外部から提供
された信号を処理して、走査ライン１４２及びデータライン１４４に供給する走査駆動部
１６０及びデータ駆動部１７０とが配置される。走査駆動部１６０及びデータ駆動部１７
０は、パッド１８０を介して外部から提供される信号を走査信号及びデータ信号に変換し
て、各画素を選択的に駆動させる駆動回路を備える。
【００２１】
　図１ｂに示すように、画素部１４６が形成された基板１００の上部には、画素領域１４
０を密封させるための封止基板２００が配置され、画素領域１４０を囲むように配置され
る密封材３００により封止基板２００が基板１００に貼り合わされる。
【００２２】
　図２は、図１ａに示す画素部１４６及び走査駆動部１６０をより詳細に説明するための
断面図である。説明の便宜のため、画素部１４６では、薄膜トランジスタ１２０及び有機
電界発光ダイオード１３０のみを示しており、走査駆動部１６０では、薄膜トランジスタ
１１０のみを示している。同図には、走査駆動部１６０のみを示しているが、データ駆動
部１７０の薄膜トランジスタも、同じ構造で形成される。
【００２３】
　図２に示すように、画素領域１４０及び非画素領域１５０の基板１００上にバッファ層
１０１が形成される。同図において、画素領域１４０では、画素部１４６を示しており、
非画素領域１５０では、走査駆動部１６０を示している。
【００２４】
　走査駆動部１６０のバッファ層１０１上には、駆動回路を構成する薄膜トランジスタ１
１０が形成され、画素部１４６のバッファ層１０１上には、スイッチの役割を果たす薄膜
トランジスタ１２０が形成される。
【００２５】
　走査駆動部１６０の薄膜トランジスタ１１０は、ゲート電極１１１と、ゲート絶縁層１
０２によりゲート電極１１１と絶縁される活性層１１２と、ソース及びドレイン領域の活
性層１１２に接続されたソース及びドレイン電極１１３とを備える。活性層１１２は、キ
ャリア濃度が互いに異なる（導電性が互いに異なる）、より詳細には、キャリア濃度が高
い第１酸化物半導体層１１２ａ及び第１酸化物半導体層１１２ａよりキャリア濃度が低い
第２酸化物半導体層１１２ｂの積層構造で形成される。すなわち、実質的にチャネルが形
成される一部の厚さ（例えば、１～５ｎｍ程度の厚さ）は、相対的にキャリア濃度が高い
（１ｅ＋１９～１ｅ＋２１＃／ｃｍ３）第１酸化物半導体層１１２ａで形成される。また
、残りの大部分の厚さ（例えば、１０～５０ｎｍ程度の厚さ）は、相対的にキャリア濃度
が低い（１ｅ＋１３～１ｅ＋１８＃／ｃｍ３）第２酸化物半導体層１１２ｂで形成される
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。例えば、第１酸化物半導体層１１２ａは、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ
）、ＩｎＺｎＯ（ＩＺＯ）、ＩｎＳｎＯ、ＡｌＺｎＯ、ＡｌＧａＯ、及びＩｎＧａＯから
なる群から選択され得る。また、第２酸化物半導体層１１２ｂは、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、
またはガリウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、
ハフニウム（Ｈｆ）、カドミウム（Ｃｄ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、ゲルマニウム（Ｇ
ｅ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、及びバナジウム（Ｖ）のうち少なくとも１つのイオンがド
ープされた酸化亜鉛（ＺｎＯ）、例えば、ＺｎＯ、ＺｎＳｎＯ、ＩｎＧａＺｎＯなどで形
成され得る。ＩＴＯ、ＩＺＯなどは、通常、導電層として使用されるが、蒸着過程で厚さ
を薄く調節し、酸素濃度を調節してキャリア濃度を制御すると、半導体特性を有すること
ができる。
【００２６】
　一方、画素部１４６の薄膜トランジスタ１２０は、ゲート電極１２１と、ゲート絶縁層
１０２によりゲート電極１２１と絶縁される活性層１２２と、ソース及びドレイン領域の
活性層１２２に接続されたソース及びドレイン電極１２３とを備える。活性層１２２は、
薄膜トランジスタ１１０の活性層１１２を構成する第２酸化物半導体層１１２ｂと同一層
または同一物質の酸化物半導体層で形成される。すなわち、活性層１２２は、酸化亜鉛（
ＺｎＯ）、またはガリウム（Ｇａ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、ジルコニウム
（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、カドミウム（Ｃｄ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、ゲルマ
ニウム（Ｇｅ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、及びバナジウム（Ｖ）のうち少なくとも１つの
イオンがドープされた酸化亜鉛（ＺｎＯ）、例えば、ＺｎＯ、ＩｎＧａＺｎＯ、ＩｎＳｎ
ＺｎＯ、ＺｎＳｎＯなどで形成され得る。
【００２７】
　また、画素部１４６の薄膜トランジスタ１２０を含む上部には、平坦化のために絶縁層
１０３が形成され、絶縁層１０３には、薄膜トランジスタ１２０のソースまたはドレイン
電極１２３が露出するように、ビアホールが形成される。また、画素部１４６の絶縁層１
０３上には、前記ビアホールを介して薄膜トランジスタ１２０のソースまたはドレイン電
極１２３に接続されるように、有機電界発光ダイオード１３０が形成される。
【００２８】
　有機電界発光ダイオード１３０は、前記ビアホールを介して薄膜トランジスタ１２０の
ソースまたはドレイン電極１２３に接続されたアノード電極１３１と、画素画定膜１３２
により露出する発光領域のアノード電極１３１上に形成された有機発光層１３３と、有機
発光層１３３を備える画素画定膜１３２上に形成されたカソード電極１３４とを備える。
有機発光層１３３は、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、及び電子注入層を備えるこ
とができる。
【００２９】
　上記のように、本発明によれば、画素部１４６の薄膜トランジスタ１２０の活性層１２
２は、酸化物半導体層で形成され、駆動部１６０、１７０の薄膜トランジスタ１１０の活
性層１１２は、キャリア濃度が互いに異なる（導電性が互いに異なる）第１酸化物半導体
層１１２ａ及び第２酸化物半導体層１１２ｂの積層構造で形成される。すなわち、相対的
に低い電荷移動度（約１０～２０ｃｍ２／Ｖ．ｓｅｃ）及び高い特性の均一度が要求され
る画素部１４６の薄膜トランジスタ１２０の活性層１２２は、ＺｎＯ、ＩｎＧａＺｎＯ、
ＩｎＳｎＺｎＯ、ＺｎＳｎＯなどの酸化物半導体層で形成される。また、相対的に高い電
荷移動度（約５０～１３０ｃｍ２／Ｖ．ｓｅｃ）が要求される駆動部１６０、１７０の薄
膜トランジスタ１１０の活性層１１２は、相対的にキャリア濃度が高い（導電性が高い）
ＩＴＯ、ＩＺＯなどの第１酸化物半導体層１１２ａと、相対的にキャリア濃度が低い（導
電性が低い）ＺｎＯ、ＩｎＧａＺｎＯ、ＩｎＳｎＺｎＯ、ＺｎＳｎＯなどの第２酸化物半
導体層１１２ｂとで形成される。したがって、駆動部１６０、１７０の薄膜トランジスタ
１１０は、チャネルが、第２酸化物半導体層１１２ｂよりキャリア濃度の高い第１酸化物
半導体層１１２ａに形成されるため、高い電荷移動度を有し、画素部１４６の薄膜トラン
ジスタ１２０は、チャネルが第２酸化物半導体層１２２に形成されるため、安定的でかつ
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均一な特性を有する。
【００３０】
　図３ａ～図３ｃは、ゲート電極及びソース電極に印加される電圧ＶＧＳの変化に伴うド
レイン電極及びソース電極の電流ＩＤＳの変化を測定したグラフであって、図３ａは、活
性層１１２がＩｎＺｎＯ１１２ａ及びＧａＩｎＺｎＯ１１２ｂで形成された駆動部１６０
の薄膜トランジスタ１１０であり、図３ｂは、活性層１１２がＩＴＯ１１２ａ及びＧａＩ
ｎＺｎＯ１１２ｂで形成された駆動部１６０の薄膜トランジスタ１１０であり、図３ｃは
、活性層１２２がＧａＩｎＺｎＯで形成された画素部１４６の薄膜トランジスタ１２０で
ある。素子の大きさが等しい場合、図３ａ及び図３ｂの駆動部１６０の薄膜トランジスタ
１１０が、図３ｃの画素部１４６の薄膜トランジスタ１２０に比べて電流（ｏｎ　ｃｕｒ
ｒｅｎｔ）特性が優れており、これは、電荷移動度の差によるものであることが分かる。
【００３１】
　図４ａ～図４ｄは、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明するための断
面図である。
【００３２】
　図４ａに示すように、画素領域１４０及び非画素領域１５０が画定された基板１００を
準備する。同図において、画素領域１４０では、画素部１４６を示しており、非画素領域
１５０では、走査駆動部１６０を示している。
【００３３】
　画素領域１４０及び非画素領域１５０の基板１００上にバッファ層１０１を形成し、走
査駆動部１６０及び画素部１４６のバッファ層１０１上に薄膜トランジスタ１１０及び１
２０のゲート電極１１１及び１２１をそれぞれ形成する。
【００３４】
　ゲート電極１１１及び１２１を含む全体の上部に、ゲート絶縁層１０２及び第１酸化物
半導体層１１２ａを順次形成した後、第１酸化物半導体層１１２ａをパターニングして、
走査駆動部１６０のゲート絶縁層１０２上に第１酸化物半導体層１１２ａを残留させる。
第１酸化物半導体層１１２ａは、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩｎＳｎＯ、ＡｌＺｎＯ、ＡｌＧａＯ
、ＩｎＧａＯなどを１～５ｎｍ程度の厚さに蒸着して形成する。
【００３５】
　図４ｂに示すように、第１酸化物半導体層１１２ａを含む全体の上部に第２酸化物半導
体層１１２ｂを形成した後、パターニングして、走査駆動部１６０には、第１酸化物半導
体層１１２ａ及び第２酸化物半導体層１１２ｂの積層構造からなる活性層１１２を形成し
、画素部１４６には、第２酸化物半導体層と同一層からなる活性層１２２を形成する。第
２酸化物半導体層１１２ｂは、ＺｎＯ、ＺｎＳｎＯ、ＩｎＧａＺｎＯなどで形成する。
【００３６】
　図４ｃに示すように、活性層１１２及び１２２を含む全体の上部に導電層を形成した後
、パターニングして、活性層１１２及び１２２のソース及びドレイン領域に接続されるよ
うに、ソース及びドレイン電極１１３及び１２３をそれぞれ形成する。
【００３７】
　図４ｄに示すように、薄膜トランジスタ１１０及び１２０を含む上部または薄膜トラン
ジスタ１２０を含む上部に、平坦化のために絶縁層１０３を形成した後、薄膜トランジス
タ１２０のソースまたはドレイン電極１２３が露出するように、ビアホールを形成する。
また、画素部１４６の絶縁層１０３上に、前記ビアホールを介して薄膜トランジスタ１２
０のソースまたはドレイン電極１２３に接続されたアノード電極１３１を形成する。
【００３８】
　アノード電極１３１を含む上部に、画素画定膜１３２を形成した後、パターニングして
、発光領域のアノード電極１３１が露出するように開口部を形成し、開口部のアノード電
極１３１上に有機発光層１３３を形成する。有機発光層１３３は、正孔注入層、正孔輸送
層、電子輸送層、及び電子注入層を備えることができる。
【００３９】
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　その後、有機発光層１３３を含む画素画定膜１３２上にカソード電極１３４を形成し、
これにより、有機電界発光ダイオード１３０が完成する。
【符号の説明】
【００４０】
　　１００　基板
　　１１０、１２０　薄膜トランジスタ
　　１３０　有機電界発光ダイオード
　　１４０　画素領域
　　１４６　画素部
　　１５０　非画素領域
　　１６０　走査駆動部
　　１７０　データ駆動部
　　１８０　パッド
　　２００　封止基板
　　３００　密封材

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】

【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】
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