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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の信号線と、前記複数の信号線に交差する複数の走査線と、前記信号線と前記走査
線とで囲まれた領域に形成された薄膜トランジスタを有する表示装置であって、
　基板上に形成され、ソース領域、ドレイン領域及びチャネル領域を有する結晶性シリコ
ン層と、
　前記信号線を含み、前記ソース領域及び前記ドレイン領域の上の少なくとも一部を被覆
して形成された配線層と、
　前記結晶性シリコン層及び前記配線層上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層上に形成され、前記走査線と、前記チャネル領域に対応して形成され
たゲート電極と、前記配線層の一部に対応して前記走査線及び前記ゲート電極と分離して
形成され、前記配線層との間にキャパシタを形成するキャパシタ電極とを含むゲート電極
層と、
　前記ゲート電極層及び前記ゲート絶縁層上に形成された層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層上に形成され、前記ゲート絶縁層及び前記層間絶縁層に設けられたコン
タクトホールを介して前記配線層に接続された画素電極を含む画素電極層と、
　を備える表示装置。
【請求項２】
　前記配線層は、少なくとも第１層と前記第１層の上に形成される第２層から構成され、
　前記ソース領域及び前記ドレイン領域に接する前記第１層は導電性不純物を含むシリコ



(2) JP 5128091 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

ン膜であり、
　前記第２層は、金属膜を含む請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記ソース領域又は／及び前記ドレイン領域上に形成された前記配線層は、前記ゲート
電極の下まで延在して形成されている請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　複数の信号線と、前記複数の信号線に交差する複数の走査線と、前記信号線と前記走査
線とで囲まれた領域に形成された薄膜トランジスタを有する表示装置であって、
　基板上に形成され、ソース領域、ドレイン領域及びチャネル領域を有する結晶性シリコ
ン層と、
　前記結晶性シリコン層から離間して形成された前記信号線を含む前記配線層と、
　前記結晶性シリコン層及び配線層上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層上に形成され、前記走査線と、前記チャネル領域に対応して形成され
たゲート電極と、前記配線層の一部に対応して形成されたキャパシタ電極とを含むゲート
電極層と、
　前記ゲート電極層上に形成された層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層上に形成され、前記ゲート絶縁層及び前記層間絶縁層に設けられたコン
タクトホールを介して前記ドレイン領域もしくは前記ソース領域に接続された画素電極を
含む画素電極層と、
　を備える表示装置。
【請求項５】
　前記結晶性シリコン層は、前記画素電極層との界面にＣｏ、Ｎｉ、Ｍｏ、Ｗ、Ｃｒの少
なくとも１つを含むシリサイド層を有する請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記配線層と前記画素電極層の界面は、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、ＴｉＮ、
ＺｒＮ、ＴａＮ、ＷＮ、ＶＮの少なくとも１つを含む請求項１～５のいずれか１項に記載
の表示装置。
【請求項７】
　前記配線層は、反射膜である請求項１～６いずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　複数の信号線と、前記複数の信号線に交差して形成された複数の走査線と、前記信号線
と前記走査線とで囲まれた領域に薄膜トランジスタを有する表示装置の製造方法であって
、
　基板上に結晶性シリコン層を形成する工程と、
　前記結晶性シリコン層の上の少なくとも一部を被覆して前記信号線を含む配線層を形成
する工程と、
　前記結晶性シリコン層及び前記配線層上にゲート絶縁層を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁層上に、ゲート電極、前記走査線、及び前記配線層の一部に対応して前
記走査線及び前記ゲート電極と分離して形成され、前記配線層との間にキャパシタを形成
するキャパシタ電極を含むゲート電極層を形成する工程と、
　前記ゲート電極層及び前記ゲート絶縁層上に層間絶縁層を形成する工程と、
　前記層間絶縁層上に画素電極層を形成し、前記層間絶縁層及び前記ゲート絶縁層に設け
られたコンタクトホールを介して、前記画素電極層と前記配線層とを電気的に接続する工
程と、
　を含む表示装置の製造方法。
【請求項９】
　複数の信号線と、前記複数の信号線に交差して形成された複数の走査線と、前記信号線
と前記走査線とで囲まれた領域に薄膜トランジスタを有する表示装置の製造方法であって
、
　基板上に結晶性シリコン層を形成する工程と、
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　前記結晶性シリコン層から離間して、前記信号線を含む配線層を形成する工程と、
　前記結晶性シリコン層及び前記配線層上にゲート絶縁層を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁層上にゲート電極、前記走査線及びキャパシタ電極を含むゲート電極層
を形成する工程と、
　前記ゲート電極層及び前記ゲート絶縁層上に層間絶縁層を形成する工程と、
　前記層間絶縁層上に画素電極層を形成し、前記層間絶縁層及び前記ゲート絶縁層に設け
られたコンタクトホールを介して、前記画素電極と前記配線層及び前記結晶性シリコン層
とを電気的に接続する工程と、
　を含む表示装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記コンタクトホール開孔後、金属膜を堆積する工程と、
　熱処理により前記結晶性シリコン層表面に前記金属膜との金属シリサイド層を形成する
工程と、
　前記金属シリサイド層を残し、前記金属膜を除去する工程と、
　前記金属シリサイド層を介し、前記画素電極と前記結晶性シリコン層とを電気的に接続
する工程と、
　を含む請求項９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、表示装置及びその製造方法に関し、特に、チャネル活性層として結晶性シリ
コン層を有する薄膜トランジスタを備えた表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の信号線と複数の走査線が格子状に配置され、信号線と走査線とで囲まれた画素領
域内にスイッチング素子として薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：ＴＦＴ）が形
成されたアクティブマトリクス表示装置が開発されている。このアクティブマトリクス表
示装置は、パッシブマトリクス表示装置より画質が優れており、有機ＥＬ表示装置や液晶
表示装置の主流を占めている。ＴＦＴのチャネル活性層として低温ポリシリコン（Low Te
mperature Poly Silicon：ＬＴＰＳ）を用いたＬＴＰＳ　ＴＦＴは電子移動度が高い。こ
のＬＴＰＳ　ＴＦＴを活用することにより、アクティブマトリクス表示装置の飛躍的な高
性能化が進んでいる。
【０００３】
　例えば、ＬＴＰＳ　ＴＦＴは、スイッチング素子を駆動するための周辺回路部に適用さ
れている。ＬＴＰＳ　ＴＦＴを表示装置周辺の回路形成に使用することにより、ＩＣ及び
ＩＣ装着基板の使用を削減することができる。これにより、表示装置の構成を簡略化する
ことができ、狭額縁で信頼性の高い表示装置が実現されている。
【０００４】
　また、液晶表示装置においては、画素ごとのスイッチング素子としてＬＴＰＳ　ＴＦＴ
を用いた場合、その容量を小さくすることができるだけでなく、ドレイン側に接続される
ストレージキャパシタの面積も縮小することができる。このため、高解像度で高開口率の
液晶表示装置（ＬＣＤ）を実現することができる。従って、ＬＴＰＳ　ＴＦＴは、携帯電
話用程度の小型パネルでＱＶＧＡ（画素数：２４０×３２０）やＶＧＡ（画素数：４８０
×６４０）の高解像度の液晶表示装置を実現するために、主導的な役割を果たしている。
このように、ＬＴＰＳ　ＴＦＴは、アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）ＴＦＴと比較して
、性能面で大きな優位点がある。
【０００５】
　しかし、従来のＬＴＰＳ　ＴＦＴでは、ａ－Ｓｉ　ＴＦＴと比較して、製造プロセス工
定数が多く、生産性が低いという問題点がある。ここで、ａ－Ｓｉ　ＴＦＴとＬＴＰＳ　
ＴＦＴとの製造プロセスの違いについて、ＬＣＤを例にとって具体的に説明する。
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【０００６】
　ａ－Ｓｉ　ＴＦＴ　ＬＣＤとＬＴＰＳ　ＴＦＴ　ＬＣＤのアレイ製造工程を比較すると
、ａ－Ｓｉ　ＴＦＴ　ＬＣＤのパターニングが必要な工程数が５工程であるのに対し、Ｌ
ＴＰＳ　ＴＦＴは８工程である。ＬＴＰＳ　ＴＦＴのパターニング工程数を増加させる工
程の内訳は、
（１）　Ｃ／ＭＯＳ構造のための選択ドーピング工程（ＴＦＴの構造が、Ｎ型若しくはＰ
型のどちらか１種類の場合には不要）
（２）　ストレージキャパシタの下部電極用ポリシリコン層の低抵抗化のためのドーピン
グ工程
（３）信号線を含むソース・ドレイン配線用のコンタクトホール形成工程
である。
【０００７】
　このパターンニング工程の３工程の差は、生産性に大きく影響し、ＬＴＰＳ　ＴＦＴ　
ＬＣＤの利点とされるＩＣ及びＩＣ装着基板層の部品コストの削減額以上に生産コストが
高くなり、表示装置の製品競争力は、ａ－Ｓｉ　ＴＦＴよりも低くなってしまう。この問
題は、ＬＣＤだけでなく、アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置（ＡＭＯＬＥＤ）等の
他のアクティブマトリクス表示装置にも共通する問題である。
【０００８】
　そこで、ソース・ドレイン配線をゲート絶縁層の下に配置し、シリコン層のソース・ド
レイン領域とソース・ドレイン配線をそれぞれ直接接続させ、また、この配線をストレー
ジキャパシタの下部電極として利用する技術が開発されている（例えば、特許文献１及び
２参照）。これにより、上述した（２）のストレージキャパシタの下部電極用のポリシリ
コン層の低抵抗化のためのドーピング工程、及び、（３）のソース・ドレイン配線用のコ
ンタクトホール形成工程の２つの工程を省略することができる。例えば、特許文献１～２
は、ソース・ドレイン配線をシリコン層と直接接続する構造により、工程削減を達成して
いる。
【特許文献１】特開平６－１９４６８９号公報
【特許文献２】特開２００３－１３１２６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１及び２に記載のＴＦＴ構造は、金属配線上にシリコン層を形成する構造であ
り、ＬＴＰＳ　ＴＦＴの場合には不具合が多い。ＬＴＰＳは、通常ａ－Ｓｉ層を形成した
後、レーザを用いてａ－Ｓｉ層の表面を局部加熱し、ａ－Ｓｉ層を融解して結晶化させる
ことによって形成される。この高温加熱時に、下地の金属配線からシリコン層中に金属汚
染が広がる。このため、このシリコン層に形成したＴＦＴの接合が劣化し、リーク電流が
大きくなってしまう。
【００１０】
　また、通常、レーザアニーリング工程では、スポットが線状のレーザを移動させてａ－
Ｓｉ層を加熱する。この線状のレーザの加熱領域の方向と、端部に金属配線を有するソー
ス・ドレイン領域の方向とが、直角方向と平行方向の各方向によって、シリコン層の結晶
構造が異なる。この結晶構造の違いは、ＴＦＴの特性の違いを引き起こす。これらの不具
合から、特許文献１及び２に記載のＴＦＴ構造をＬＴＰＳ　ＴＦＴに適用した場合には、
ＴＦＴの特性のバラツキやリークが発生し、信頼性が低下する。
【００１１】
　本発明は、上記のような事情を背景としてなされたものであり、本発明の目的は、簡便
な構成で、チャネル活性層として結晶性シリコン層を有する薄膜トランジスタの特性のバ
ラツキを抑制した表示装置及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明の第１の態様にかかる表示装置は、複数の信号線と、前記複数の信号線に交差す
る複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれた領域に形成された薄膜トランジ
スタを有する表示装置であって、基板上に形成され、ソース領域、ドレイン領域及びチャ
ネル領域を有する結晶性シリコン層と、前記信号線を含み、前記ソース領域及び前記ドレ
イン領域の上の少なくとも一部を被覆して形成された配線層と、前記結晶性シリコン層及
び前記配線層上に形成されたゲート絶縁層と、前記ゲート絶縁層上に形成され、前記走査
線と、前記チャネル領域に対応して形成されたゲート電極と、前記配線層の一部に対応し
て前記走査線及び前記ゲート電極と分離して形成され、前記配線層との間にキャパシタを
形成するキャパシタ電極とを含むゲート電極層と、前記ゲート電極層及び前記ゲート絶縁
層上に形成された層間絶縁層と、前記層間絶縁層上に形成され、前記ゲート絶縁層及び前
記層間絶縁層に設けられたコンタクトホールを介して前記配線層に接続された画素電極を
含む画素電極層とを備えるものである。
【００１３】
　本発明の第２の態様に係る表示装置は、複数の信号線と、前記複数の信号線に交差する
複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれた領域に形成された薄膜トランジス
タを有する表示装置であって、基板上に形成され、ソース領域、ドレイン領域及びチャネ
ル領域を有する結晶性シリコン層と、前記結晶性シリコン層から離間して形成された前記
信号線を含む前記配線層と、前記結晶性シリコン層及び配線層上に形成されたゲート絶縁
層と、前記ゲート絶縁層上に形成され、前記走査線と、前記チャネル領域に対応して形成
されたゲート電極と、前記配線層の一部に対応して形成されたキャパシタ電極とを含むゲ
ート電極層と、前記ゲート電極層上に形成された層間絶縁層と、前記層間絶縁層上に形成
され、前記ゲート絶縁層及び前記層間絶縁層に設けられたコンタクトホールを介して前記
ドレイン領域もしくはソース領域に接続された画素電極を含む画素電極層とを備えるもの
である。
【００１４】
　本発明の第３の態様に係る表示装置の製造方法は、複数の信号線と、前記複数の信号線
に交差して形成された複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれた領域に薄膜
トランジスタを有する表示装置の製造方法であって、基板上に結晶性シリコン層を形成す
る工程と、前記結晶性シリコン層の上の少なくとも一部を被覆して前記信号線を含む配線
層を形成する工程と、前記結晶性シリコン層及び前記配線層上にゲート絶縁層を形成する
工程と、前記ゲート絶縁層上に、ゲート電極、前記走査線、及び前記配線層の一部に対応
して前記走査線及び前記ゲート電極と分離して形成され、前記配線層との間にキャパシタ
を形成するキャパシタ電極を含むゲート電極層を形成する工程と、前記ゲート電極層及び
前記ゲート絶縁層上に層間絶縁層を形成する工程と、前記層間絶縁層上に画素電極層を形
成し、前記層間絶縁層及び前記ゲート絶縁層に設けられたコンタクトホールを介して、前
記画素電極層と前記配線層とを電気的に接続する工程とを含む。
【００１５】
　本発明の第４の態様に係る表示装置の製造方法は、複数の信号線と、前記複数の信号線
に交差して形成された複数の走査線と、前記信号線と前記走査線とで囲まれた領域に薄膜
トランジスタを有する表示装置の製造方法であって、基板上に結晶性シリコン層を形成す
る工程と、前記結晶性シリコン層に相互接触しないように、前記信号線を含む配線層を形
成する工程と、前記結晶性シリコン層及び前記配線層上にゲート絶縁層を形成する工程と
、前記ゲート絶縁層上にゲート電極、前記走査線、キャパシタ電極を含むゲート電極層を
形成する工程と、前記ゲート電極層及び前記ゲート絶縁層上に層間絶縁層を形成する工程
と、前記層間絶縁層上に画素電極層を形成し、前記層間絶縁層及び前記ゲート絶縁層に設
けられたコンタクトホールを介して、前記画素電極と前記配線層及び前記結晶性シリコン
層とを電気的に接続する工程とを含む。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、簡便な構成で、チャネル活性層として結晶性シリコン層を有する薄膜
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トランジスタの特性のバラツキを抑制した表示装置及びその製造方法を提供することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、本発明を適用可能な実施の形態を説明する。以下の説明は、本発明の実施の形
態についてのものであり、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
【００１８】
　実施の形態１．
　本発明の実施の形態１に係る表示装置について、図１及び図２を参照して説明する。本
発明に係る表示装置は、スイッチング素子として薄膜トランジスタを有するアクティブマ
トリクス表示装置である。ここでは、表示装置の一例として透過型のアクティブマトリク
ス液晶表示装置について説明する。図１は、本実施の形態に係る液晶表示装置１００の構
成を示す平面図である。また、図２は本実施の形態に係る液晶表示装置１００の構成を示
す断面図である。なお、説明のため、図１においては対向基板等の図示を省略している。
【００１９】
　図１及び図２に示すように、液晶表示装置１００は、液晶表示パネル１０１とバックラ
イト１０２とを備えている。液晶表示パネル１０１は、入力される表示信号に基づいて画
像表示を行う。バックライト１０２は、液晶表示パネル１０１の反視認側に配置されてお
り、液晶表示パネル１０１の背面側から光を照射する。液晶表示パネル１０１は、薄膜ト
ランジスタアレイ基板（ＴＦＴアレイ基板）１０３、対向基板１０４、シール材１０５、
液晶１０６、スペーサ１０７、ゲート線（走査線）１０８、ソース線（信号線）１０９、
配向膜１１０、対向電極１１１、偏光板１１２、ゲートドライバＩＣ１１３、ソースドラ
イバＩＣ１１４を備えている。本発明において注目すべき点はＴＦＴアレイ基板１０３で
あり、後に詳述する。
【００２０】
　図１に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置１００は、ＴＦＴアレイ基板１０
３を有している。ＴＦＴアレイ基板１０３には、表示領域１１５と表示領域１１５を囲む
ように設けられた周辺領域１１６とが設けられている。この表示領域１１５には、複数の
ゲート線１０８と複数のソース線１０９とが形成されている。複数のゲート線１０８は平
行に設けられている。同様に、複数のソース線１０９は平行に設けられている。ゲート線
１０８と、ソース線１０９とは、互いに交差するように形成されている。
【００２１】
　また、ゲート線１０８とソース線１０９の交差点付近には薄膜トランジスタ（Thin Fil
m Transistor：ＴＦＴ）１１８が設けられている。そして、隣接するゲート線１０８とソ
ース線１０９とで囲まれた領域には、画素電極（不図示）が形成されている。従って、隣
接するゲート線１０８とソース線１０９とで囲まれた領域が画素１１７となる。従って、
ＴＦＴアレイ基板１０３上には、画素１１７がマトリクス状に配列される。ＴＦＴ１１８
のゲートがゲート線１０８に、ソースがソース線１０９に、ドレインが画素電極に、それ
ぞれ接続される。画素電極は、例えば、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）などの透明導電性薄
膜から形成されている。この複数の画素１１７が形成されている領域が、表示領域１１５
である。
【００２２】
　図２に示すように、液晶表示パネル１０１は、ＴＦＴアレイ基板１０３と、ＴＦＴアレ
イ基板１０３に対向配置される対向基板１０４と、両基板を接着するシール材１０５との
間の空間に液晶１０６を封入した構成を有している。両基板の間は、スペーサ１０７によ
って、所定の間隔となるように維持されている。ＴＦＴアレイ基板１０３及び対向基板１
０４としては、例えば、光透過性のあるガラス、ポリカーボネート、アクリル樹脂などの
絶縁基板が用いられる。
【００２３】
　ＴＦＴアレイ基板１０３において、上述した各電極及び配線等の上には配向膜１１０が
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形成されている。一方、対向基板１０４のＴＦＴアレイ基板１０３に対向する面には、カ
ラーフィルタ（不図示）、ＢＭ（Black Matrix）（不図示）、対向電極１１１、配向膜１
１０等が形成されている。なお、対向電極は、ＴＦＴアレイ基板１０３側に配置される場
合もある。また、ＴＦＴアレイ基板１０３及び対向基板１０４の外側の面にはそれぞれ、
偏光板１１２が貼着されている。
【００２４】
　さらに、図１に示すように、ＴＦＴアレイ基板１０３の周辺領域１１６には、ゲートド
ライバＩＣ１１３及びソースドライバＩＣ１１４が設けられている。ゲート線１０８は、
表示領域１１５から周辺領域１１６まで延設されている。そして、ゲート線１０８は、Ｔ
ＦＴアレイ基板１０３の端部で、ゲートドライバＩＣ１１３に接続される。ソース線１０
９も同様に表示領域１１５から周辺領域１１６まで延設されている。そして、ソース線１
０９は、ＴＦＴアレイ基板１０３の端部で、ソースドライバＩＣ１１４と接続される。ゲ
ートドライバＩＣ１１３の近傍には、外部配線１１９が接続されている。また、ソースド
ライバＩＣ１１４の近傍には、外部配線１２０が接続されている。外部配線１１９、１１
９は、例えば、ＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）などの配線基板である。
【００２５】
　外部配線１１９、１２０を介してゲートドライバＩＣ１１３及びソースドライバＩＣ１
１４に外部から各種信号が供給される。ゲートドライバＩＣ１１３は外部からの制御信号
に基づいて、ゲート信号（走査信号）をゲート線１０８に供給する。このゲート信号によ
って、ゲート線１０８が順次選択される。ソースドライバＩＣ１１４は外部からの制御信
号や、表示データに基づいて表示信号をソース線１０９に供給する。これにより、表示デ
ータに応じた表示電圧を各画素電極に供給することができる。
【００２６】
　なお、ここでは、ゲートドライバＩＣ１１３とソースドライバＩＣ１１４は、ＣＯＧ（
Chip On Glass）技術を用いて、ＴＦＴアレイ基板１０３上に直接実装したが、この構成
に限られるものではない。例えば、ＴＣＰ（Tape Carrier Package）によりドライバＩＣ
をＴＦＴアレイ基板１０３に接続してもよい。
【００２７】
　液晶表示パネル１０１の背面には、バックライト１０２が備えられている。バックライ
ト１０２は、液晶表示パネル１０１の反視認側から当該液晶表示パネル１０１に対して光
を照射する。バックライト１０２としては、例えば、光源、導光板、反射シート、拡散シ
ート、プリズムシート、反射偏光シートなどを備えた一般的な構成のものを用いることが
できる。
【００２８】
　ここで、上述の液晶表示装置１００の駆動方法について説明する。各ゲート線１０８に
は、ゲートドライバＩＣ１１３から走査信号が供給される。各走査信号によって、１つの
ゲート線１０８に接続されているすべてのＴＦＴ１１８が同時にオンとなる。そして、ソ
ースドライバＩＣ１１４から各ソース線１０９に表示信号が供給され、画素電極に表示信
号に応じた電荷が蓄積される。表示信号が書き込まれた画素電極と対向電極１１１との電
位差に応じて、画素電極と対向電極１１１間の液晶の配列が変化する。これにより、液晶
表示パネル１０１を透過する光の透過量が変化する。画素１１７毎に表示電圧を変えるこ
とによって、所望の画像を表示することができる。
【００２９】
　ここで、図３及び図４を参照して、本実施の形態に係る液晶表示装置１００に用いられ
るＴＦＴアレイ基板１０３について詳細に説明する。図３は、本実施の形態に係るＴＦＴ
アレイ基板１０３上に形成されたトップゲート型のＴＦＴ１１８近傍の構成を示す平面図
である。また、図４は、図３のａ－ａ断面図である。本実施の形態において、ＴＦＴアレ
イ基板１０３に形成されるＴＦＴ１１８のチャネル活性層としては、結晶性シリコンであ
る低温ポリシリコン（Low Temperature Poly Silicon：ＬＴＰＳ）を用いている。
【００３０】
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　図３及び図４に示すように、ＴＦＴアレイ基板１０３は、絶縁基板１、ポリシリコン層
２、配線層３、ゲート絶縁層４、ゲート電極５、キャパシタ電極６、層間絶縁層７、画素
電極層８、コンタクトホール９、接続パッド１０を有している。ここで、配線層３は、ソ
ース線（信号線）１０９及び接続パッド１０を含む。また、ゲート電極層１１は、ゲート
線（走査線）１０８、ゲート電極５及びキャパシタ電極６を含む。また、画素電極層８は
、画素電極を含み、配線として機能する場合もある。
【００３１】
　絶縁基板１は、ガラス基板や、導電性基板上に保護絶縁膜が形成されているものを用い
ることができる。絶縁基板１上には、ポリシリコン層２が形成されている。ポリシリコン
層２は、ソース領域２ａ、チャネル領域２ｂ、ドレイン領域２ｃを有する。また、絶縁基
板１上において、ポリシリコン層２のソース領域２ａ及びドレイン領域２ｃの一部の上に
は、配線層３が形成されている。すなわち、配線層３は、ポリシリコン層２の上から絶縁
基板１上にわたって形成されている。この配線層３のうち、ソース領域２ａに対応した形
成されているものが、ソース線１０９である。また、配線層３のうち、ドレイン領域２ｃ
に対応して形成されているものが、接続パッド１０である。従って、配線層３は、ソース
線１０９として機能するほか、ＴＦＴ１１８、ストレージキャパシタ、及び画素電極層８
間を所定の回路に構成する機能を有する。
【００３２】
　図４に示すように、配線層３は、下敷シリコン層３ａ、導電層３ｂ、界面導電層３ｃの
３層構造となっている。配線層３のポリシリコン層２に接する界面には、下敷シリコン層
３ａが形成されている。下敷シリコン層３ａとしては、上述したポリシリコン層２のソー
ス領域２ａ、ドレイン領域２ｃと同一導電型の導電性不純物を含むアモルファス若しくは
マイクロクリスタルシリコンを用いることができる。すなわち、配線層３は少なくとも下
敷シリコン層３ａとその上に形成される導電層３ｂ及び界面導電層３ｃからなり、ソース
領域２ａ及びドレイン領域２ｃに接する下敷シリコン層３ａは、導電性不純物を含むシリ
コン膜である。また、下敷シリコン層３ａの上に形成される導電層３ｂ、界面導電層３ｃ
は金属膜からなる。
【００３３】
　導電層３ｂの材料としては、後の工程の熱処理に耐えるものが好ましく、高融点で導電
性を有するものを用いることができる。例えば、導電層３ｂが、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｔａ
、Ｗ、Ｍｏ、ＴｉＮ、ＺｒＮ、ＴａＮ、ＷＮ、ＶＮのうちの少なくとも一つを含んでいる
ことが好ましい。なお、配線の抵抗が回路性能に大きく寄与するため、配線の低抵抗性が
必要である場合には、配線層３の材料としては、Ａｌ又はＣｕを主成分とすることもでき
る。このとき、導電層３ｂの上に、界面導電層３ｃを形成する。界面導電層３ｃとしては
、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、ＴｉＮ、ＺｒＮ、ＴａＮ、ＷＮ、ＶＮのうちの少
なくとも一つを含んでいることが好ましい。すなわち、配線層３の後述する画素電極層８
との界面は、高融点金属又は金属化合物である。
【００３４】
　なお、本実施の形態においては、配線層３として、下敷シリコン層３ａ、導電層３ｂ、
界面導電層３ｃの３層構造としたが、これに限定されるものではない。例えば、配線層３
を高融点で導電性を有する１層の導電材料で構成することも可能である。また、下敷シリ
コン層３ａと高融点で導電性を有する材料からなる導電層３ｂの２層構造としてもよい。
【００３５】
　また、下敷シリコン層３ａを形成せず、導電層３ｂの材料としてＣｕを用いた場合、ポ
リシリコン層２への汚染が問題となる。この場合には、導電層３ｂの上側及び下側に界面
導電層３ｃを形成することが好ましい。すなわち、導電層３ｂを界面導電層３ｃで挟み込
む構造とする。すなわち、配線層３のポリシリコン層２と及び画素電極層８との界面は、
それぞれＴｉなどの高融点金属又は金属化合物とする。
【００３６】
　このように、配線層３の下側にポリシリコン層２を形成しており、配線層３のポリシリ
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コン層２との界面は、下敷シリコン層３ａ又は高融点金属等である。このため、ポリシリ
コン層２を形成する際のレーザによる熱によって、配線層３からポリシリコン層２中に金
属汚染が広がるおそれがない。従って、シリコン層に形成したＴＦＴの接続が劣化し、リ
ーク電流増加を抑制することができる。
【００３７】
　ポリシリコン層２及び配線層３の上にはゲート絶縁層４が形成されている。ゲート絶縁
層４は、ポリシリコン層２との界面で、電子や正孔のトラップ準位をつくらないことが重
要である。ゲート絶縁層４としては、シリコン酸化膜などを用いることができる。また、
ゲート絶縁層４上には、ポリシリコン層２のチャネル領域２ｂに対応して、ゲート電極５
が形成されている。また、ゲート絶縁層４上には、配線層３の一部である接続パッド１０
に対応して、キャパシタ電極６が形成されている。ゲート電極５及びキャパシタ電極６は
、同層で形成されている。図３に示すように、ゲート電極５はゲート線１０８としても用
いられる。また、キャパシタ電極６は上述した対向電極１１１に共通電位を供給するため
の共通電位配線としても用いられる。ゲート電極５、キャパシタ電極６、ゲート線１０８
をゲート電極層１１とする。
【００３８】
　ゲート電極５とチャネル領域２ｂとを自己整合させるため、ゲート電極５を形成した後
に、ゲート電極５をマスクとして、ソース領域２ａ及びドレイン領域２ｃを選択的イオン
注入により形成することが好ましい。これにより、ＴＦＴの寄生容量を減らすことができ
る。なお、配線層３の下部のポリシリコン層２には、注入イオン量が少なくなるが、下敷
シリコン層３ａにより、配線層３とソース領域２ａ及びドレイン領域２ｃとの電気接続抵
抗を下げることができる。さらに、下敷シリコン層３ａは、ソース領域２ａ及びドレイン
領域２ｃと同一導電型であるので、ＴＦＴ１１８のオフ時のリーク電流が抑えられる。
【００３９】
　また、キャパシタ電極６を、ゲート絶縁層４を介して配線層３の一部である接続パッド
１０上に形成することにより、接続パッド１０をキャパシタの下部電極とすることができ
る。すなわち、キャパシタ電極６を上部電極とし、ゲート絶縁層４をキャパシタ絶縁膜と
し、接続パッド１０を下部電極とするキャパシタを形成することができる。これにより、
従来のように、キャパシタの下部電極のためのドーピング工程を省略することができる。
なお、キャパシタ絶縁膜として、ゲート絶縁層４以外の材料を用いたり、キャパシタ絶縁
膜の膜厚を変えることによって、キャパシタ容量を変更することは可能である。
【００４０】
　図４に示すように、ゲート電極層１１上には、層間絶縁層７が形成されている。層間絶
縁層７は、層間絶縁層７の下層からの水素の逸散を防止するために設けられる。層間絶縁
層７の下層からの水素の逸散が生じた場合、シリコン原子のダングリングボンドが増加し
、ＴＦＴの特性（閾値電圧Ｖｔｈ、電子移動度等）が著しく劣化してしまう。しかしなが
ら、ゲート電極層１１上に設けられた層間絶縁層７により、水素脱離によるポリシリコン
層２及びポリシリコン層２とゲート絶縁層４の界面におけるシリコン原子のダングリング
ボンドの増加を抑えることができる。層間絶縁層７としては、少なくともシリコン窒化膜
を含むことが好ましい。さらに、層間絶縁層７を形成後の熱処理により水素を拡散し、シ
リコン原子のダングリングボンドをさらに低減することができる。
【００４１】
　層間絶縁層７上には、画素電極層８が設けられている。画素電極層８は、層間絶縁層７
及びゲート絶縁層４を貫くコンタクトホール９を介して、ゲート電極層１１及び配線層３
に電気的に接続されている。本実施の形態の場合、透過型液晶表示装置１００であるため
、画素電極層８としては、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＴＺＯ等の透明電極を用いる。
【００４２】
　なお、ボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置の場合、画素電極層８としては、透過
型液晶表示装置と同様に、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＴＺＯ等の透明電極を用いる。また、反射
型液晶表示装置の場合には、画素電極層８としてＡｌや、Ａｇ等の反射電極を用いる。ま



(10) JP 5128091 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

た、トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置の場合には、画素電極層８としてＩＴＯ、
ＩＺＯ、ＩＴＺＯなどの透明電極と、ＡｌやＡｇ等の高反射材料を積層した反射電極を用
いる。
【００４３】
　画素電極層８がゲート電極層１１及び配線層３と十分な電気的接続を持つために、ゲー
ト電極層１１及び配線層３上に界面導電層を形成することが好ましい。従って、本実施の
形態においては、配線層３上に界面導電層３ｃ、ゲート電極５上に界面導電層５ａ、キャ
パシタ電極６上に界面導電層６ａが形成されている。この界面導電層としては、上述した
ように、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、ＴｉＮ、ＺｒＮ、ＴａＮ、ＷＮ、ＶＮのう
ちの少なくとも１つを含んでいることが好ましい。
【００４４】
　ここで、図５を参照して、液晶表示装置１００の製造方法について説明する。図５は、
本実施の形態に係る液晶表示装置１００の製造方法を説明するための製造工程図である。
まず、図５（ａ）に示すように、絶縁基板１上にポリシリコン層２を形成する。具体的に
は、絶縁基板１上にプラズマＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ：Plasma Enhanced Chemical Vapor Dep
osition）によりアモルファスシリコン膜を形成し、ＸｅＣｌエキシマレーザ光（波長：
３０８ｎｍ）若しくはＹＡＧ２ωレーザ光（波長：５３２ｎｍ）を照射することにより、
アモルファスシリコン膜をポリシリコン膜に転換する。このポリシリコン膜を所定の形状
にフォトエッチングすることにより、ポリシリコン層２を形成する。
【００４５】
　そして、図５（ｂ）に示すように、ポリシリコン層２を形成した絶縁基板１上に配線層
３を形成する。具体的には、まず、ＰＥＣＶＤにより導電性不純物を含むアモルファスシ
リコン膜若しくはマイクロクリスタルシリコン膜を堆積する。下敷シリコン層３ａを形成
する。導電性不純物の導入は、ｐ型不純物の場合はジボラン（Ｂ２Ｈ６）を、ｎ型の不純
物の場合はホスフィン（ＰＨ３）を、シラン（ＳｉＨ４）と混合しながら、ＰＥＣＶＤ処
理をすることにより行う。導電性不純物の濃度は、混合するガスの濃度で決まり、ジボラ
ン及びホスフィンは、あらかじめ水素等で希釈して使用することが好ましい。マイクロク
リスタルシリコン膜は、ＰＥＣＶＤ時の水素希釈量の最適化及び水素プラズマ処理の重畳
により形成する。マイクロクリスタルシリコン膜は、ＩＣＰ（Inductive Coupled Plasma
）ＣＶＤにより形成することもできる。また、シランの代わりに、四フッ化珪素（ＳｉＦ

４）を用いてもよい。
【００４６】
　その後、下敷シリコン層３ａの上にソース配線１０９を含む配線層３の材料をスパッタ
により堆積させる。上述したとおり、配線層３は、後工程の熱処理に耐え、画素電極層８
との電気的接合性のよい材料を用いる。あるいは、上述したとおり、配線の抵抗を低減さ
せるため、導電層３ｂをＡｌ、Ｃｕ等を用い、界面導電層３ｃで被覆する構成としてもよ
い。
【００４７】
　このように、絶縁基板１上に、下敷シリコン層３ａ、導電層３ｂ、界面導電層３ｃから
なる配線層３の材料を堆積させた後、フォトエッチングにより、所定のパターンを形成す
る。配線層３は、エッチングガス及び条件の異なるドライエッチングで所定のパターンを
形成することができるが、配線層３のうち、導電層３ｂ及び界面導電層３ｃについてはウ
ェットエッチングで形成することも可能である。また、下敷シリコン層３ａは、下層のポ
リシリコン層２とのエッチングレートの差を利用して選択エッチングできるように膜質の
組合せを決めることが必要である。このとき、配線層３の一部は、ポリシリコン層２の一
部の上に形成される。そして、配線層３は、ポリシリコン層２の上から、絶縁基板１の上
まで延在して形成される。
【００４８】
　その後、図５（ｃ）に示すように、ポリシリコン層２及び配線層３を覆うようにゲート
絶縁層４を形成する。ゲート絶縁層４は、ＴＥＯＳ（Tetra Ethyl Ortho Silicate）を含
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むＰＥＣＶＤでＳｉＯ２膜を成膜することが好ましい。そして、ゲート絶縁層４の上にゲ
ート電極５、キャパシタ電極６及びゲート配線１０８を含むゲート電極層１１を形成する
。ゲート電極層１１としては、画素電極層８との電気的接合性がよいものにする必要があ
る。例えば、画素電極層８がＩＴＯの場合には、ＩＴＯとの電気的接合性の容易なＭｏ合
金やＡｌ合金を選択することができる。また、ゲート電極層１１の上に、ＩＴＯとの電気
的接合性のよいＴｉＮなどの界面導電層５ａ、６ａを形成してもよい。
【００４９】
　そして、ゲート電極層１１を堆積後、フォトエッチングにより、ゲート電極５及びキャ
パシタ電極６などを所定の形状にパターニングする。エッチングは、ウェットエッチング
あるいはドライエッチングで行うことができる。これにより、ゲート絶縁層４を介して、
ゲート電極５とポリシリコン層２とが対向するように形成される。また、ゲート絶縁層４
を介して、キャパシタ電極６と配線層３の一部である接続パッド１０とが対向するように
形成される。すなわち、キャパシタ電極６は、接続パッド１０の一部と重畳する。
【００５０】
　ゲート電極５を形成した後、ゲート電極５とポリシリコン層２のチャネル領域２ｂを自
己整合させるために、ゲート電極５をマスクとして、ソース領域２ａ及びドレイン領域２
ｃを選択的にイオン注入する。これにより、ポリシリコン層２にソース領域２ａ及びドレ
イン領域２ｃを形成する。なお、配線層３の下部のポリシリコン層２では、注入イオン量
が少なくなるが、下敷シリコン層３ａにより配線層３とソース領域２ａ及びドレイン領域
２ｃとの電気接続抵抗を下げることができる。
【００５１】
　また、ゲート絶縁層４上に、キャパシタ電極６を配線層３の一部である接続パッド１０
に対応して形成することにより、キャパシタ電極６を上部電極、接続パッド１０を下部電
極としたキャパシタを形成することができる。このとき、キャパシタ電極６を接続パッド
１０との間に形成されるゲート絶縁層４がキャパシタ絶縁層となる。なお、キャパシタ絶
縁層として、ゲート絶縁層４以外の材料を用いてもよく、キャパシタ絶縁膜の膜厚をゲー
ト絶縁層４の膜厚と異なるようにして、キャパシタ容量を変更することも可能である。
【００５２】
　次いで、図５（ｄ）に示すように、ゲート絶縁層４、ゲート電極層１１を覆うように層
間絶縁層７を形成する。層間絶縁層７としては、上述したように、水素の逸散を防止する
膜、つまりＰＥＣＶＤにより形成したシリコン窒化膜を含む膜を用いることができる。ま
た、層間絶縁層７として、ＴＥＯＳを含むＰＥＣＶＤで形成したシリコン酸化膜を下層と
し、ＰＥＣＶＤで形成したシリコン窒化膜を上層にした二層構造とすることが更に好まし
い。
【００５３】
　そして、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４の所定の位置にコンタクトホール９を形成す
る。これにより、接続パッド１０の一部を露出させる。コンタクトホール９の形成は、ド
ライエッチングを用いることができる。一般に、シリコン酸化膜及びシリコン窒化膜から
なる層間絶縁層７と、ポリシリコン層２のドライエッチングにおける選択性は低い。この
ため、従来のように、直接ポリシリコン層２上にコンタクトホールを形成した場合、ポリ
シリコン層２までもエッチングされてしまうこととなるエッチングの突き抜けが発生する
。しかしながら、本実施の形態によれば、コンタクトホール９は、ポリシリコン層２上に
直接形成されず、ポリシリコン層２に接続する配線層３上に形成される。このため、安定
した形状のコンタクトホール９を得ることができる。
【００５４】
　その後、図５（ｅ）に示すように、層間絶縁層７上に画素電極を含む画素電極層８を形
成する。これにより、画素電極層８の画素電極は、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４を貫
くコンタクトホール９を介して、配線層３の一部である接続パッド１０に電気的に接続さ
れる。また、ここでは図示していないが、画素電極層８の一部は、ゲート電極層１１で絶
縁基板１の端部に形成される端子等にも電気的に接続される。画素電極層８としては、上
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述のとおり、ＩＴＯ等の透明電極を用いることができる。そして、層間絶縁層７上に堆積
された画素電極材料を所定の形状にフォトエッチングして、画素電極等を形成する。
【００５５】
　このようにして、ＴＦＴアレイ基板１０３が形成される。その後、このようにして形成
されたＴＦＴアレイ基板を用いて液晶パネル１０１を形成し、バックライト１０２、ゲー
トドライバＩＣ１１３、ソースドライバＩＣ１１４等を実装して、本実施の形態に係る液
晶表示装置１００を得ることができる。
【００５６】
　このように、本発明に係る液晶表示装置の製造方法においては、ストレージキャパシタ
の下部電極として、配線層３の一部を用いることができる。このため、従来のように、ス
トレージキャパシタの下部電極用のポリシリコン層の低抵抗化のためのドーピング工程が
必要ない。また、配線層３が直接ポリシリコン層２のソース領域２ａ及び、ドレイン領域
２ｃ上に設けられているため、ソース・ドレイン配線用のコンタクトホール形成工程が必
要なくなる。このように、製造工程を省略することができ、生産性を向上させることがで
きる。
【００５７】
　実施の形態２．
　本発明の実施の形態２に係る表示装置について、図６を参照して説明する。図６は、本
実施の形態に係る液晶表示装置１００に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３の構成を示す
断面図である。本実施の形態において、実施の形態１と異なる点は、画素電極層８の一部
が絶縁基板１に接しており、画素電極層８が絶縁基板１に接する領域の近傍で、画素電極
層８と配線層３とが接続されている点である。また、本実施の形態に係る液晶表示装置１
００は、配線層３を反射電極とし、画素電極層８を透明電極とする半透過型液晶表示装置
に適している。このため、本実施の形態においては、半透過型の液晶表示装置１００につ
いて説明する。図６において図４と同一の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略す
る。また、本実施の形態においてＴＦＴアレイ基板１０３以外の他の構成要素については
、図１及び図２に示すものと同一の物を用いることができる。従って、ここでは、図６に
示すＴＦＴアレイ基板１０３の構成について説明する。
【００５８】
　図６に示すように、本実施の形態に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３は、絶縁基板１
、ポリシリコン層２、配線層３、ゲート絶縁層４、ゲート電極５、キャパシタ電極６、層
間絶縁層７、画素電極層８、接続パッド１０、ゲート電極層１１などを有している。絶縁
基板１上には、ソース領域２ａ、チャネル領域２ｂ、ドレイン領域２ｃを有するポリシリ
コン層２が形成されている。ポリシリコン層２の一部の上には、配線層３が形成されてい
る。配線層３の一部であるソース線１０９は、ポリシリコン層２のソース領域２ａの上か
ら絶縁基板１にわたって形成されている。また、配線層３の一部である接続パッド１０は
、ポリシリコン層２のドレイン領域２ｃの上から絶縁基板１に延在して形成されている。
なお、絶縁基板１上には、後述する画素電極層８が形成されている。また、画素電極層８
は、層間絶縁層７の上及び配線層３の上にも形成される。すなわち、画素電極層８は、層
間絶縁層７上から、配線層３及び絶縁基板１上にわたって形成されている。
【００５９】
　本実施の形態においては、配線層３は、反射特性を有する材料からなる。例えば、配線
層３を構成する導電層３ｂをＡｌ、Ａｇなどとすることができる。そして、配線層３は、
実施の形態１において説明したように、下敷シリコン層３ａ、導電層３ｂ、界面導電層３
ｃの３層構造とする。これにより、配線層３のうち接続パッド１０の一部を反射電極とし
て利用することができる。
【００６０】
　ポリシリコン層２及び配線層３の上には、ゲート絶縁層４が形成されている。また、ゲ
ート絶縁層４は、接続パッド１０の一部の上に形成される。接続パッド１０上において、
ゲート絶縁層４が形成されていない領域には、画素電極層８が直接形成されている。すな
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わち、接続パッド１０と画素電極層８とは、直接接続される。このように、本実施の形態
においては、画素電極層８に画像信号を伝送するための配線層３と、画素電極層８との接
続面積を比較的広くすることができる。また、画素電極層８と接続パッド１０とを接続す
るためのコンタクトホールを形成する必要がない。しかしながら、配線層３と画素電極層
８との接続のためのコンタクトホールの代わりに、図６においては図示していないが、配
線層３とゲート電極５との接続のために後述する層間絶縁層７にコンタクトホールを形成
する必要がある。このため、図４に示す実施の形態１と同じ製造工程数で形成することが
できる。
【００６１】
　ゲート絶縁層４上には、ゲート電極５及びキャパシタ電極６を含む、ゲート電極層１１
が形成されている。ゲート絶縁層４上において、ゲート電極５はポリシリコン層２のチャ
ネル領域２ｂに対応して形成されており、キャパシタ電極６は、配線層３の接続パッド１
０に対応して形成されている。従って、本実施の形態においては、配線層の一部である接
続パッド１０が、キャパシタの下部電極として利用することできる。このため、ストレー
ジキャパシタの下部電極用のポリシリコン層の低抵抗化のためのドーピング工程、及び、
ソース・ドレイン配線用のコンタクトホール形成工程の２つの工程を省略することができ
る。
【００６２】
　ゲート電極層１１の上には、層間絶縁層７が形成されている。そして、層間絶縁層７上
には、画素電極層８が形成されている。このため、上述したように、画素電極層８は、層
間絶縁層７の上から接続パッド１０上及び絶縁基板１上にわたって形成されている。画素
電極層８としては、ＩＴＯ等からなる透明導電材料を用いる。ゲート線１０８及びソース
線１０９で囲まれた画素１１７のうち、反射電極である接続パッド１０及び画素電極８ａ
が形成された領域が反射領域１１７ａである。また、画素１１７のうち、透明電極である
画素電極８ａが配置された領域のうち、接続パッド１０が形成されている領域が透過領域
１１７ｂである。
【００６３】
　このとき、反射電極として機能する接続パッド１０上の画素電極層８をできるだけ除去
することが好ましい。これにより、反射電極である接続パッド１０の反射率を増大させる
ことができ、反射モードにおける輝度を向上させることが可能となる。また、反射電極で
ある接続パッド１０上の界面導電層３ｃを除去することにより、反射率をさらに増大させ
ることができる。
【００６４】
　実施の形態３．
　本発明の実施の形態３に係る表示装置について、図７を参照して説明する。図７は、本
実施の形態に係る液晶表示装置１００に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３の構成を示す
断面図である。本実施の形態において、実施の形態１と異なる点は、配線層３のポリシリ
コン層２との界面に形成される下敷シリコン層３ａの代わりに界面導電層３ｃが設けられ
ている点である。図７において、図４と同一の構成要素には、同一の符号を付し、説明を
省略する。また、本実施の形態においてＴＦＴアレイ基板１０３以外の他の構成要素につ
いては、図１及び図２に示すものと同一の物を用いることができる。従って、ここでは、
図７に示すＴＦＴアレイ基板１０３の構成について説明する。
【００６５】
　図７に示すように、本実施の形態に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３は、絶縁基板１
、ポリシリコン層２、配線層３、ゲート絶縁層４、ゲート電極５、キャパシタ電極６、層
間絶縁層７、画素電極層８、接続パッド１０、ゲート電極層１１などを有している。絶縁
基板１上には、ソース領域２ａ、チャネル領域２ｂ、ドレイン領域２ｃを有するポリシリ
コン層２が形成されている。ポリシリコン層２の一部の上には、配線層３が形成されてい
る。配線層３の一部であるソース線１０９は、ポリシリコン層２のソース領域２ａの上か
ら絶縁基板１にわたって形成されている。また、配線層３の一部である接続パッド１０は
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、ポリシリコン層２のドレイン領域２ｃの上から絶縁基板１に延在して形成されている。
本実施の形態においては、配線層３のポリシリコン層２との界面には、下敷シリコン層３
ａを形成しない構成とする。すなわち、配線層３は、図７に示すように、導電層３ｂを界
面導電層３ｃにより挟み込んだ３層構造とすることができる。
【００６６】
　また、ポリシリコン層２及び配線層３の上には、ゲート絶縁層４が形成されている。そ
して、ゲート絶縁層４上には、ゲート電極５及びキャパシタ電極６を含む、ゲート電極層
１１が形成されている。ゲート絶縁層４上において、ゲート電極５はポリシリコン層２の
チャネル領域２ｂに対応して形成されており、キャパシタ電極６は、配線層３の接続パッ
ド１０に対応して形成されている。従って、本実施の形態においては、配線層の一部であ
る接続パッド１０が、キャパシタの下部電極として利用することできる。このため、スト
レージキャパシタの下部電極用のポリシリコン層の低抵抗化のためのドーピング工程、及
び、ソース・ドレイン配線用のコンタクトホール形成工程の２つの工程を省略することが
できる。なお、また、キャパシタ絶縁膜としてゲート絶縁層４以外の材料等を用いること
により、キャパシタ容量を変更することが可能である。
【００６７】
　実施の形態１において説明したように、ゲート電極５とチャネル領域２ｂとを自己整合
させるために、ゲート電極５を形成した後に、ゲート電極５をマスクとして、ソース領域
２ａ、ドレイン領域２ｃを選択的にイオン注入することによって形成する。このとき、ポ
リシリコン層２のソース領域２ａ、ドレイン領域２ｃ上に形成された配線層３は、イオン
注入の際の障害となる。このため、イオン注入時には、イオン注入部のゲート絶縁層４の
膜厚を削減したり、配線層３の膜厚を削減する等の工夫が必要である。
【００６８】
　また、配線層３の導電層３ｂ及び界面導電層３ｃとしては、比較的イオンストッピング
パワーが低い材料を用いることが好ましい。ＳＲＩＭ（the Stopping and Range of Ions
 in Matter; James F. Ziegler）によれば、イオンエネルギー１００～２００ＫｅＶにお
けるイオンストッピングパワーの順位は、次のようになる。
　リンイオンのイオンストッピングパワー順位；Ｓｉ＜Ａｌ＜Ｔｉ＜Ｚｒ≦Ｓｎ＜Ｃｕ
　ボロンイオンのストッピングパワー順位；Ｓｉ＜Ａｌ＜Ｔｉ≦Ｚｒ＜Ｓｎ＜Ｃｕ
【００６９】
　上記のイオンストッピングパワー順位から、配線層３の導電層３ｂとしては、Ａｌ、界
面導電層３ｃとしては、Ｔｉ、Ｚｒ及び導電性のＴｉ、Ｚｒ化合物を用いることができる
。あるいは、配線層３をＴｉ、Ｚｒ及び導電性のＴｉ、Ｚｒ化合物の単層としてもよい。
ただし、配線抵抗の観点から、Ａｌからなる導電層３ｂと、界面導電層３ｃの組合せを用
いることが好ましい。
【００７０】
　また、ｎ型領域形成のためのリンイオンの注入深さは、同じ注入エネルギーで比較する
と、ｐ型領域形成のボロンイオンの注入深さの約１／３である。このため、ｎ型領域形成
のためのイオン注入が難しい。このため、リンイオンを注入する場合、上述したＳＲＩＭ
によれは、対象領域のゲート絶縁層４の膜厚を３０ｎｍ、配線層３の導電層３ｂのＡｌの
膜厚を６５ｎｍ、界面導電層３ｃのＴｉの膜厚を２０ｎｍとして、リンイオンをポリシリ
コン層２へ注入するための注入エネルギーは、１００ＫｅＶ以上であることが必要である
。配線層３の導電層３ｂのＡｌの膜厚を１６０ｎｍ、界面導電層３ｃのＴｉの膜厚を２０
０ｎｍとした場合は、リンイオンをポリシリコン層２へ注入するための注入エネルギーは
、２００ＫｅＶが必要である。
【００７１】
　一方、ボロンイオンを注入する場合、上述したＳＲＩＭによれば、ゲート絶縁層４を３
０ｎｍ、配線層３の導電層３ｂのＡｌ膜厚を２１０ｎｍ、及び、界面導電層３ｃのＴｉ膜
厚を２０ｎｍとして、ポリシリコン層２へのボロンイオンを注入するための注入エネルギ
ーは、１００ＫｅＶ以上となり、ｐ型領域の形成のほうがｎ型領域の形成と比較するとは
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るかに容易である。
【００７２】
　そして、図７に示すように、ゲート電極層１１の上には、層間絶縁層７が形成されてい
る。また、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４の所定の位置には、コンタクトホール９が形
成されている。層間絶縁層７上には、画素電極層８が設けられている。画素電極層８は、
層間絶縁層７及びゲート絶縁層４を貫くコンタクトホール９を介して、ゲート電極層１１
及び配線層３に電気的に接続されている。また、画素電極層８は、層間絶縁層７の上から
接続パッド１０上及び絶縁基板１上にわたって形成されている。
【００７３】
　このように、配線層３のポリシリコン層２との界面に、下敷シリコン層３ａを形成しな
くても、配線層３、ゲート絶縁層４等の膜厚を調整することによって、適切にポリシリコ
ン層にイオンをドープすることができる。
【００７４】
　実施の形態４．
　本発明の実施の形態４に係る表示装置について、図８を参照して説明する。図８は、本
実施の形態に係る液晶表示装置１００に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３の構成を示す
断面図である。本実施の形態において、実施の形態１と異なる点は、ソース領域２ａ上の
配線層３が、チャネル領域２ｂに接している点である。すなわち、配線層３はチャネル領
域２ｂの上まで設けられている。図８において、図４と同一の構成要素には、同一の符号
を付し説明を省略する。また、本実施の形態においてＴＦＴアレイ基板１０３以外の他の
構成要素については、図１及び図２に示すものと同一の物を用いることができる。従って
、ここでは、図８に示すＴＦＴアレイ基板１０３の構成について説明する。
【００７５】
　図８に示すように、本実施の形態に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３は、絶縁基板１
、ポリシリコン層２、配線層３、ゲート絶縁層４、ゲート電極５、キャパシタ電極６、層
間絶縁層７、画素電極層８、接続パッド１０、ゲート電極層１１などを有している。絶縁
基板１上には、ソース領域２ａ、チャネル領域２ｂ、ドレイン領域２ｃを有するポリシリ
コン層２が形成されている。
【００７６】
　ポリシリコン層２の一部の上には、配線層３が形成されている。配線層３の一部である
ソース線１０９は、ポリシリコン層２のソース領域２ａの上から絶縁基板１にわたって形
成されている。本実施の形態においては、ソース線１０９は、チャネル領域２ｂに接して
いる。すなわち、ソース線１０９は、後述するゲート電極５の下側まで延設されている。
つまり、ソース線１０９チャネル領域２ｂの上まで設けられている。なお、配線層３のポ
リシリコン層２との界面には、下敷シリコン層３ａが形成されている。このため、配線層
３の導電層３ｂと、チャネル領域２ｂとがショートすることはない。また、配線層３の一
部である接続パッド１０は、ポリシリコン層２のドレイン領域２ｃの上から絶縁基板１に
延在して形成されている。
【００７７】
　また、ポリシリコン層２及び配線層３の上には、ゲート絶縁層４が形成されている。そ
して、ゲート絶縁層４上には、ゲート電極５及びキャパシタ電極６を含む、ゲート電極層
１１が形成されている。ゲート絶縁層４上において、ゲート電極５はポリシリコン層２の
チャネル領域２ｂに対応して形成されており、キャパシタ電極６は、配線層３の接続パッ
ド１０に対応して形成されている。従って、本実施の形態においては、配線層の一部であ
る接続パッド１０が、キャパシタの下部電極として利用することできる。このため、スト
レージキャパシタの下部電極用のポリシリコン層の低抵抗化のためのドーピング工程、及
び、ソース・ドレイン配線用のコンタクトホール形成工程の２つの工程を省略することが
できる。なお、また、キャパシタ絶縁膜としてゲート絶縁層４以外の材料等を用いること
により、キャパシタ容量を変更することが可能である。また、本実施の形態においては、
ゲート電極５は、ソース線１０９の上に対応する位置にも形成されている。
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【００７８】
　このような構成とすることによって、ＴＦＴ１１８の寄生抵抗で影響が大きいソース抵
抗を低減させることができる。特に、ソース領域２ａ及びドレイン領域２ｃがチャネル領
域に接する部分の導電性不純物濃度を低減するＬＤＤ（Lightly Doped Drain）構造や、
ＧＯＬＤ（Gate Overlapped LDD）構造で、プロセス上ソース領域も同じ構造とする場合
には、ソース側の抵抗増大を解消することができ、ＴＦＴの寄生抵抗を低減させることが
できる。
【００７９】
　実施の形態５．
　本発明の実施の形態５に係る表示装置について、図９を参照して説明する。図９は本実
施の形態に係る液晶表示装１００に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３の構成を示す断面
図である。本実施の形態において、実施の形態１と異なる点は、ソース領域２ａ上の配線
層３及びドレイン領域２ｃ上の配線層３が、チャネル領域２ｂに接している点である。す
なわち、配線層３はチャネル領域２ｂの上まで設けられている。図９において、図４と同
一の構成要素には、同一の符号を付し説明を省略する。また、本実施の形態においてＴＦ
Ｔアレイ基板１０３以外の他の構成要素については、図１及び図２に示すものと同一の物
を用いることができる。従って、ここでは、図９に示すＴＦＴアレイ基板１０３の構成に
ついて説明する。
【００８０】
　図９に示すように、本実施の形態に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３は、絶縁基板１
、ポリシリコン層２、配線層３、ゲート絶縁層４、ゲート電極５、キャパシタ電極６、層
間絶縁層７、画素電極層８、接続パッド１０、ゲート電極層１１などを有している。絶縁
基板１上には、ソース領域２ａ、チャネル領域２ｂ、ドレイン領域２ｃを有するポリシリ
コン層２が形成されている。
【００８１】
　ポリシリコン層２の一部の上には、配線層３が形成されている。配線層３の一部である
ソース線１０９は、ポリシリコン層２のソース領域２ａの上から絶縁基板１にわたって形
成されている。本実施の形態においては、ソース線１０９は、チャネル領域２ｂに接して
いる。すなわち、ソース線１０９は、後述するゲート電極５の下側まで延設されている。
つまり、ソース線１０９はチャネル領域２ｂの上まで設けられている。また、配線層３の
一部である接続パッド１０は、ポリシリコン層２のドレイン領域２ｃの上から絶縁基板１
に延在して形成されている。接続パッド１０は、チャネル領域２ｂに接している。すなわ
ち、接続パッド１０は、後述するゲート電極５の下側まで延設されている。つまり、接続
パッド１０はチャネル領域２ｂの上まで設けられている。なお、配線層３のポリシリコン
層２との界面には、下敷シリコン層３ａが形成されている。このため、配線層３の導電層
３ｂと、チャネル領域２ｂとがショートすることはない。
【００８２】
　また、ポリシリコン層２及び配線層３の上には、ゲート絶縁層４が形成されている。そ
して、ゲート絶縁層４上には、ゲート電極５及びキャパシタ電極６を含む、ゲート電極層
１１が形成されている。ゲート絶縁層４上において、ゲート電極５はポリシリコン層２の
チャネル領域２ｂに対応して形成されており、キャパシタ電極６は、配線層３の接続パッ
ド１０に対応して形成されている。従って、本実施の形態においては、配線層の一部であ
る接続パッド１０が、キャパシタの下部電極として利用することできる。このため、スト
レージキャパシタの下部電極用のポリシリコン層の低抵抗化のためのドーピング工程、及
び、ソース・ドレイン配線用のコンタクトホール形成工程の２つの工程を省略することが
できる。なお、また、キャパシタ絶縁膜としてゲート絶縁層４以外の材料等を用いること
により、キャパシタ容量を変更することが可能である。また、本実施の形態においては、
ゲート電極５は、ソース線１０９の上に対応する位置にも形成されている。
【００８３】
　このような構成とすることによって、ＴＦＴ１１８の寄生抵抗で影響が大きいソース・
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ドレイン抵抗を低減させることができる。さらに、ソース領域２ａ及びドレイン領域２ｃ
が配線層３で覆われているため、ソース領域２ａ及びドレイン領域２ｃの形成に必要な導
電性不純物のイオン注入工程を省略することができる。また、下敷シリコン層３ａの不純
物濃度を制御することにより、ドレイン領域２ｃとチャネル領域２ｂとの界面の電界強度
を押さえて、ＬＤＤと同様な効果を得ることができる。
【００８４】
　実施の形態６．
　本発明の実施の形態６に係る表示装置について、図１０及び図１１を参照して説明する
。図１０は、本実施の形態に係る液晶表示装置１００の構成を示す平面図である。また、
図１１は、図１０のｂ－ｂ断面図である。本実施の形態においては、実施の形態１～５と
異なり、ポリシリコン層２上に直接配線層３が接続されていない。なお、図１０及び図１
１において、図３及び図４と同一の構成要素には、同一の符号を付し説明を省略する。ま
た、本実施の形態においてＴＦＴアレイ基板１０３以外の他の構成要素については、図１
及び図２に示すものと同一の物を用いることができる。従って、ここでは、図１０及び図
１１に示すＴＦＴアレイ基板１０３の構成について説明する。
【００８５】
　図１０及び図１１に示すように、ＴＦＴアレイ基板１０３は、絶縁基板１、ポリシリコ
ン層２、配線層３、ゲート絶縁層４、ゲート電極５、キャパシタ電極６、層間絶縁層７、
画素電極層８、コンタクトホール９、接続パッド１０を有している。ここで、配線層３は
、ソース線（信号線）１０９及び接続パッド１０を含む。また、ゲート電極層１１は、ゲ
ート線（走査線）１０８、ゲート電極５及びキャパシタ電極６を含む。また、画素電極層
８は、画素電極を含み、配線として機能する場合もある。
【００８６】
　絶縁基板１上には、ポリシリコン層２が形成されている。ポリシリコン層２は、ソース
領域２ａ、チャネル領域２ｂ、ドレイン領域２ｃを有する。また、絶縁基板１上には、ポ
リシリコン層２と独立して形成された配線層３が形成されている。すなわち、配線層３は
、ポリシリコン層２と相互接触しないように形成されている。つまり、配線層３は、ポリ
シリコン層２から離間して形成されている。配線層３は、ソース線１０９として機能する
ほか、ＴＦＴ１１８、ストレージキャパシタ、及び画素電極層８間を所定の回路に構成す
る機能を有する。図１１に示すように、本実施の形態においては、導電層３ｂ、界面導電
層３ｃの２層構造としている。絶縁基板１上には、導電層３ｂが形成されている。そして
、導電層３ｂ上には、画素電極層８と接する界面導電層３ｃが形成されている。すなわち
、配線層３は、導電層３ｂと界面導電層３ｃをこの順に絶縁基板１上に形成した構成を有
している。なお、上述したように、配線層３は、Ｔｉ等の高融点導電材料からなる単層で
あってもよく、Ａｌなどの導電層３ｂを高融点導電材料の界面導電層３ｃにより被覆した
ものを用いてもよい。従って、配線層３の画素電極層８との界面は、高融点金属又は金属
化合物である。
【００８７】
　ポリシリコン層２及び配線層３上には、ゲート絶縁層４が形成されている。また、ゲー
ト絶縁層４上には、ポリシリコン層２のチャネル領域２ｂに対応して、ゲート電極５が形
成されている。さらに、ゲート絶縁層４上には、配線層３の一部である接続パッド１０に
対応して、キャパシタ電極６が形成されている。ゲート電極５及びキャパシタ電極６は、
同層で形成されている。図１０に示すように、ゲート電極５はゲート線１０８としても用
いられる。また、キャパシタ電極６は上述した対向電極１１１に共通電位を供給するため
の共通電位配線としても用いられる。ゲート電極５、キャパシタ電極６、ゲート線１０８
をゲート電極層１１とする。
【００８８】
　また、画素電極層８がゲート電極層１１及び配線層３と十分な電気的接続を持つために
、ゲート電極層１１及び配線層３上に界面導電層を形成することが好ましい。従って、本
実施の形態においては、配線層３上に界面導電層３ｃ、ゲート電極５上に界面導電層５ａ
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、キャパシタ電極６上に界面導電層６ａが形成されている。この界面導電層としては、上
述したように、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｚｒ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、ＴｉＮ、ＺｒＮ、ＴａＮ、ＷＮ、Ｖ
Ｎのうちの少なくとも１つを含んでいることが好ましい。
【００８９】
　また、キャパシタ電極６をゲート絶縁層４を介して配線層３の一部である接続パッド１
０の上に形成することにより、この一部の接続パッド１０をキャパシタの下部電極とする
ことができる。すなわち、キャパシタ電極６を上部電極とし、ゲート絶縁層４をキャパシ
タ絶縁膜とし、接続パッド１０を下部電極とするキャパシタを形成することができる。こ
れにより、キャパシタの下部電極のためのドーピング工程を省略することができる。なお
、キャパシタ絶縁膜として、ゲート絶縁層４以外の材料を用いたり、キャパシタ絶縁膜の
膜厚を変えることによって、キャパシタ容量を変更することは可能である。
【００９０】
　図１１に示すように、ゲート電極層１１上には、層間絶縁層７が形成されている。層間
絶縁層７は、層間絶縁層７の下層からの水素の逸散を防止するために設けられる。上述の
とおり、層間絶縁層７としては、少なくともシリコン窒化膜を含む膜を用いることによっ
て、水素脱離によるポリシリコン層２及びポリシリコン層２とゲート絶縁層４の界面にお
けるシリコン原子のダングリングボンドの増加を抑えることができる。また、層間絶縁層
７を形成後の熱処理により水素を拡散し、シリコン原子のダングリングボンドをさらに低
減することができる。層間絶縁層７の所定の位置には、コンタクトホール９が設けられて
いる。ここで、コンタクトホール９ａは画素電極層８からなる画素電極８ａと接続パッド
１０とを接続するために設けられており、コンタクトホール９ｂは画素電極８ａとポリシ
リコン層２のドレイン領域２ｃとを接続するために設けられている。また、コンタクトホ
ール９ｃは画素電極層８からなる接続電極８ｂとポリシリコン層２のソース領域２ａとを
接続するために設けられており、コンタクトホール９ｄは接続電極８ｂと配線層３の一部
であるソース配線１０９とを接続するために設けられている。
【００９１】
　層間絶縁層７上には、画素電極層８が設けられている。画素電極層８は、画素電極８ａ
と接続電極８ｂとからなる。画素電極８ａは、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４を貫くコ
ンタクトホール９ａ、９ｂを介して、接続パッド１０、ドレイン領域２ｃにそれぞれ接続
されている。また、接続電極８ｂは、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４を貫くコンタクト
ホール９ｃ、９ｄを介して、ソース領域２ａ、ソース配線１０９にそれぞれ接続されてい
る。本実施の形態の場合、透過型液晶表示装置１００であるため、画素電極層８としては
、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＴＺＯ等の透明電極を用いる。なお、上述のとおり、反射型液晶表
示装置、ボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置、トップエミッション型の有機ＥＬ表
示装置の場合には、それぞれ適した画素電極層８の材料を用いる。
【００９２】
　画素電極層８がＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＴＺＯ等の金属酸化膜の場合、ポリシリコン層２の
ソース領域２ａ及びドレイン領域２ｃとの接続は、ポリシリコン層２の界面にシリコン酸
化膜が成長し、電気的接続が難しい。従って、本実施の形態においては、画素電極層８を
形成する前に、ポリシリコン層２と画素電極層８との接続部にシリサイド層２ｄを形成し
ている。すなわち、ポリシリコン層２は、画素電極層８との界面にシリサイド層２ｄを有
する。これにより、ポリシリコン層２と画素電極層８との電気的接続性を改善することが
できる。
【００９３】
　シリサイド層２ｄの形成のためには、比較的低温でポリシリコンとシリサイド化する金
属で、かつ金属酸化膜が導電性を有することが必要である。この点を考慮し、シリサイド
化させる金属としては、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｍｏ、Ｗ、Ｃｒを使用することが好ましい。特に、
Ｃｏは、４００℃程度の熱処理でポリシリコン層２と簡単にシリサイドを形成するため好
ましい。６００℃以上の高温処理が必要な場合には、ランプアニーリングＲＴＡ（Rapid 
Thermal Annealing）処理により、絶縁基板１の熱歪を抑えてシリサイド化することが好
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ましい。シリサイド化量は、電気的接続抵抗の必要に応じて調整することが可能である。
【００９４】
　ここで、図１２を参照して、本実施の形態に係る液晶表示装置１００の製造方法につい
て説明する。図１２は、本実施の形態に係る液晶表示装置１００の製造工程を説明するた
めの製造工程図である。なお、本実施の形態において、実施の形態１の製造方法における
工程と同一の工程の説明については、適宜省略する。
【００９５】
　まず、図１２（ａ）に示すように、絶縁基板１上に、ポリシリコン層２を形成する。上
述したように、ａ－Ｓｉ膜を形成した後、レーザアニーリングすることによって、ポリシ
リコン層２を形成することができる。そして、図１２（ｂ）に示すように、ポリシリコン
層２を形成した絶縁基板１上に、ポリシリコン層２と相互接触しないように、配線層３を
形成する。具体的には、絶縁基板１上に導電層３ｂ及び界面導電層３ｃの材料をスパッタ
により堆積させた後、フォトエッチングにより、所定のパターンを形成する。これにより
、絶縁基板１上に配線層３がポリシリコン層２から離間して形成される。
【００９６】
　その後、図１２（ｃ）に示すように、ポリシリコン層２及び配線層３を覆うように、ゲ
ート絶縁層４を形成する。ゲート絶縁層４は、上述のとおり、ＴＥＯＳ（Tetra Ethyl Or
tho Silicate）を含むＰＥＣＶＤでＳｉＯ２膜を成膜することが好ましい。そして、ゲー
ト絶縁層４の上にゲート電極５、キャパシタ電極６及びゲート配線１０８を含むゲート電
極層１１を形成する。また、ゲート電極層１１の上に、ＩＴＯとの電気的接合性のよいＴ
ｉＮなどの界面導電層５ａ、６ａを形成する。そして、ゲート電極層１１を堆積後、フォ
トエッチングにより、ゲート電極５及びキャパシタ電極６などを所定の形状にパターニン
グする。これにより、ゲート絶縁層４を介して、ゲート電極５とポリシリコン層２とが対
向するように形成される。また、ゲート絶縁層を介して、キャパシタ電極６と配線層３の
一部である接続パッド１０とが対向するように形成される。
【００９７】
　ゲート電極５を形成した後、ゲート電極５とポリシリコン層２のチャネル領域２ｂを自
己整合させるために、ゲート電極５をマスクとして、ソース領域２ａ及びドレイン領域２
ｃを選択的にイオン注入する。これにより、ポリシリコン層２にソース領域２ａ及びドレ
イン領域２ｃを形成する。
【００９８】
　また、ゲート絶縁層４上に、キャパシタ電極６を配線層３の一部である接続パッド１０
に対応して形成することにより、キャパシタ電極６を上部電極、接続パッド１０を下部電
極としたキャパシタを形成することができる。このとき、キャパシタ電極６を接続パッド
１０との間に形成されるゲート絶縁層４がキャパシタ絶縁層となる。なお、キャパシタ絶
縁層として、ゲート絶縁層４以外の材料を用いてもよく、キャパシタ絶縁膜の膜厚をゲー
ト絶縁層４の膜厚と異なるようにして、キャパシタ容量を変更することも可能である。
【００９９】
　次いで、図１２（ｄ）に示すように、ゲート絶縁層４、ゲート電極層１１を覆うように
層間絶縁層７を形成する。層間絶縁層７としては、上述したように、水素の逸散を防止す
る膜、つまりＰＥＣＶＤにより形成したシリコン窒化膜を含むものを用いることができる
。また、層間絶縁層７として、ＴＥＯＳを含むＰＥＣＶＤで形成したシリコン酸化膜を下
層とし、ＰＥＣＶＤで形成したシリコン窒化膜を上層にした二層構造とすることが更に好
ましい。
【０１００】
　そして、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４の所定の位置にコンタクトホール９を形成す
る。これにより、配線層３の接続パッド１０及びソース配線１０９の一部、ポリシリコン
層２のソース領域２ａ及びドレイン領域２ｃの一部を露出させる。コンタクトホール９の
形成は、ドライエッチングを用いることができる。
【０１０１】
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　その後、コンタクトホール９ｂ及び９ｃの底部に、シリサイド層２ｄを形成する。具体
的には、層間絶縁層７上及びコンタクトホール９内面にシリサイド層２ｄを形成するため
の金属膜をスパッタにより堆積させる。すなわち、コンタクトホール９ｂ及びコンタクト
ホール９ｃの底部のポリシリコン層２上に、シリサイド層２ｄ形成用の金属膜が形成され
る。そして、ポリシリコン層２と金属膜の積層膜を、高温でアニールすることによりシリ
サイド層２ｄを形成することができる。例えば、Ｃｏをスパッタにより堆積させ、４００
℃の熱処理を行うことにより、Ｃｏとポリシリコン層２とのシリサイドを形成することが
できる。これにより、画素電極層８とポリシリコン層２との電気的接続性を改善すること
ができる。なお、６００℃以上の高温が必要な場合はランプアニーリング等のＲＴＡ（Ra
pid Thermal Annealing）処理により、ガラス基板の熱歪を抑えてシリサイド化すること
が好ましい。そして、熱処理を行い、ポリシリコン層２の表面にシリサイド層２ｄを形成
した後、不要なシリサイド層形成用の金属膜をウェットエッチングで除去する。これによ
り、図１２（ｅ）に示すように、ポリシリコン層２のソース領域２ａ上に設けられたコン
タクトホール９ｃの底部及びドレイン領域２ｃ上に設けられたコンタクトホール９ｂの底
部にシリサイド層２ｄを形成することができる。なお、層間絶縁層７上の残渣は、表面を
軽くエッチオフすることが好ましい。このシリサイド化により、画素電極層８からのポリ
シリコン層２への汚染が防止できる。
【０１０２】
　その後、図１２（ｆ）に示すように、層間絶縁層７上に画素電極８ａ及び接続電極８ｂ
を含む画素電極層８を形成する。これにより、画素電極８ａは、層間絶縁層７及びゲート
絶縁層４を貫くコンタクトホール９ａを介して、配線層３の一部である接続パッド１０に
電気的に接続される。また、画素電極８ａは、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４を貫くコ
ンタクトホール９ｂを介して、ポリシリコン層２のドレイン領域２ｃに電気的に接続され
る。一方、接続電極８ｂは、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４を貫くコンタクトホール９
ｃを介して、ポリシリコン層２のソース領域２ａに電気的に接続される。また、接続電極
８ｂは、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４を貫くコンタクトホール９ｄを介して、配線層
３の一部であるソース線１０９に電気的に接続される。なお、ここでは図示していないが
、画素電極層８の一部は、ゲート電極層１１で絶縁基板１の端部に形成される端子等にも
電気的に接続される。画素電極層８としては、上述のとおり、ＩＴＯ等の透明電極を用い
ることができる。そして、層間絶縁層７上に堆積された画素電極材料を所定の形状にフォ
トエッチングして、画素電極等を形成する。
【０１０３】
　このようにして、ＴＦＴアレイ基板１０３が形成される。その後、このようにして形成
されたＴＦＴアレイ基板を用いて液晶パネル１０１を形成し、バックライト１０２、ゲー
トドライバＩＣ１１３、ソースドライバＩＣ１１４等を実装して、本実施の形態に係る液
晶表示装置１００を得ることができる。
【０１０４】
　このように、本発明に係る液晶表示装置１００の製造方法においては、ストレージキャ
パシタの下部電極として、配線層３の一部を用いることができる。このため、従来のよう
に、ストレージキャパシタの下部電極用のポリシリコン層の低抵抗化のためのドーピング
工程が必要ない。また、配線層３が直接絶縁基板１上に設けられているため、ソース・ド
レイン配線用のコンタクトホールを画素電極層８と接続パッド１０接続用のコンタクトホ
ールの形成と同一工程で形成することができる。このように、製造工程を省略することが
でき、生産性を向上させることができる。
【０１０５】
　実施の形態７．
　本発明の実施の形態７に係る表示装置について図１３を参照して説明する。図１３は、
本実施の形態に係る液晶表示装置１００に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３の構成を示
す断面図である。本実施の形態において、実施の形態６と異なる点は、画素電極層８の一
部が絶縁基板１に接しており、画素電極層８が絶縁基板１に接する領域の近傍で、画素電
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極層８と配線層３とが接続されている点である。また、本実施の形態に係る液晶表示装置
１００は、配線層３を反射電極とし、画素電極層８を透明電極とする半透過型ＴＦＴ　Ｌ
ＣＤに適している。このため、本実施の形態においては、半透過型の液晶表示装置１００
について説明する。図１３において図４と同一の構成要素には同一の符号を付し、説明を
省略する。また、本実施の形態においてＴＦＴアレイ基板１０３以外の他の構成要素につ
いては、図１及び図２に示すものと同一の物を用いることができる。従って、ここでは、
図１３に示すＴＦＴアレイ基板１０３の構成について説明する。
【０１０６】
　図１３に示すように、本実施の形態に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３は、絶縁基板
１、ポリシリコン層２、配線層３、ゲート絶縁層４、ゲート電極５、キャパシタ電極６、
層間絶縁層７、画素電極層８、接続パッド１０、ゲート電極層１１などを有している。絶
縁基板１上には、ソース領域２ａ、チャネル領域２ｂ、ドレイン領域２ｃを有するポリシ
リコン層２が形成されている。また、絶縁基板１上には、ポリシリコン層２と相互接触し
ないように、配線層３が形成されている。なお、絶縁基板１上には、後述する画素電極層
８が形成されている。また、画素電極層８は、層間絶縁層７の上及び配線層３の上にも形
成される。すなわち、画素電極層８は、層間絶縁層７上から、配線層３及び絶縁基板１上
にわたって形成されている。
【０１０７】
　本実施の形態においては、配線層３は、反射特性を有する材料からなる。例えば、配線
層３を構成する導電層３ｂをＡｌ、Ａｇなどとすることができる。そして、配線層３は、
実施の形態６において説明したように、導電層３ｂ、界面導電層３ｃの２層構造とする。
これにより、配線層３のうち接続パッド１０の一部を反射電極として利用することができ
る。ゲート線１０８及びソース線１０９で囲まれた画素１１７のうち、反射電極である接
続パッド１０が形成された領域が反射領域１１７ａである。また、画素１１７のうち、透
明電極である画素電極８ａが配置された領域が透過領域１１７ｂである。
【０１０８】
　ポリシリコン層２及び配線層３の上には、ゲート絶縁層４が形成されている。また、ゲ
ート絶縁層４は、接続パッド１０の一部の上に形成される。接続パッド１０上において、
ゲート絶縁層４が形成されていない領域には、画素電極層８が直接形成されている。すな
わち、接続パッド１０と画素電極層８とは、直接電気的に接続される。このように、本実
施の形態においては、画素電極層８に画像信号を伝送するための配線層３と、画素電極層
８との接続面積を比較的広くすることができる。また、画素電極層８と接続パッド１０と
を接続するためのコンタクトホールを形成する必要がない。しかしながら、配線層３と画
素電極層８との接続のためのコンタクトホールの代わりに、図１３においては図示してい
ないが、配線層３とゲート電極５との接続のために後述する層間絶縁層７にコンタクトホ
ールを形成する必要がある。このため、図１１に示す実施の形態６と製造工程数において
は、大差はない。
【０１０９】
　ゲート絶縁層４上には、ゲート電極５及びキャパシタ電極６を含む、ゲート電極層１１
が形成されている。ゲート絶縁層４上において、ゲート電極５はポリシリコン層２のチャ
ネル領域２ｂに対応して形成されており、キャパシタ電極６は、配線層３の接続パッド１
０に対応して形成されている。従って、本実施の形態においては、配線層の一部である接
続パッド１０が、キャパシタの下部電極として利用することできる。このため、ストレー
ジキャパシタの下部電極用のポリシリコン層の低抵抗化のためのドーピング工程、及び、
ソース・ドレイン配線用のコンタクトホール形成工程の２つの工程を省略することができ
る。
【０１１０】
　ゲート電極層１１の上には、層間絶縁層７が形成されている。また、層間絶縁層７の所
定の位置には、コンタクトホール９が設けられている。ここで、コンタクトホール９ａは
画素電極層８からなる画素電極８ａと接続パッド１０とを接続するために設けられており
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、コンタクトホール９ｂは画素電極８ａとポリシリコン層２のドレイン領域２ｃとを接続
するために設けられている。また、コンタクトホール９ｃは画素電極層８からなる接続電
極８ｂとポリシリコン層２のソース領域２ａとを接続するために設けられており、コンタ
クトホール９ｄは接続電極８ｂと配線層３の一部であるソース配線１０９とを接続するた
めに設けられている。
【０１１１】
　そして、層間絶縁層７上には、画素電極層８が形成されている。このため、上述したよ
うに、画素電極層８は、層間絶縁層７の上から接続パッド１０上及び絶縁基板１上にわた
って形成されている。画素電極層８としては、ＩＴＯ等からなる透明導電材料を用いる。
画素電極層８は、画素電極８ａと接続電極８ｂとからなる。画素電極８ａは、層間絶縁層
７及びゲート絶縁層４を貫くコンタクトホール９ａ、９ｂを介して、接続パッド１０、ド
レイン領域２ｃにそれぞれ接続されている。また、接続電極８ｂは、層間絶縁層７及びゲ
ート絶縁層４を貫くコンタクトホール９ｃ、９ｄを介して、ソース領域２ａ、ソース配線
１０９にそれぞれ接続されている。
【０１１２】
　また、実施の形態６において説明したとおり、画素電極層８とポリシリコン層２との接
続性を改善するために、ポリシリコン層２の画素電極層８との界面にはシリサイド層２ｄ
が形成されている。なお、反射電極として機能する接続パッド１０上の画素電極層８をで
きるだけ除去することが好ましい。これにより、反射電極である接続パッド１０の反射率
を増大させることができ、反射モードにおける輝度を向上させることが可能となる。また
、反射電極である接続パッド１０上の界面導電層３ｃを除去することにより、反射率をさ
らに増大させることができる。
【０１１３】
　実施の形態８．
　本発明の実施の形態８に係る表示装置について、図１４を参照して説明する。図１４は
、本実施の形態に係る液晶表示装置１００に用いられるＴＦＴアレイ基板１０３の構成を
示す断面図である。本実施の形態において、実施の形態６と異なる点は、画素電極層８の
下層に界面導電層８ｃが形成されている点である。図１４において図４と同一の構成要素
には同一の符号を付し、説明を省略する。また、本実施の形態においてＴＦＴアレイ基板
１０３以外の他の構成要素については、図１及び図２に示すものと同一の物を用いること
ができる。従って、ここでは、図１４に示すＴＦＴアレイ基板１０３の構成について説明
する。
【０１１４】
　図１４に示すように、ＴＦＴアレイ基板１０３は、絶縁基板１、ポリシリコン層２、配
線層３、ゲート絶縁層４、ゲート電極５、キャパシタ電極６、層間絶縁層７、画素電極層
８、コンタクトホール９、接続パッド１０を有している。ここで、配線層３は、ソース線
（信号線）１０９及び接続パッド１０を含む。また、ゲート電極層１１は、ゲート線（走
査線）１０８、ゲート電極５及びキャパシタ電極６を含む。また、画素電極層８は、画素
電極を含み、配線として機能する場合もある。
【０１１５】
　絶縁基板１上には、ソース領域２ａ、チャネル領域２ｂ、ドレイン領域２ｃを有するポ
リシリコン層２が形成されている。また、絶縁基板１上には、ポリシリコン層２と独立し
て形成された配線層３が形成されている。図１４に示すように、本実施の形態においては
、導電層３ｂ、界面導電層３ｃの２層構造としている。ポリシリコン層２及び配線層３上
には、ゲート絶縁層４が形成されている。また、ゲート絶縁層４上には、ポリシリコン層
２のチャネル領域２ｂに対応して、ゲート電極５が形成されている。さらに、ゲート絶縁
層４上には、配線層３の一部である接続パッド１０に対応して、キャパシタ電極６が形成
されている。ゲート電極５及びキャパシタ電極６は、同層のゲート電極層１１で形成され
ている。また、画素電極層８がゲート電極層１１及び配線層３と十分な電気的接続を持つ
ために、ゲート電極５上に界面導電層５ａ、キャパシタ電極６上に界面導電層６ａが形成
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されている。なお、本実施の形態においては、配線層３の上に界面導電層３ａは形成しな
い。
【０１１６】
　また、キャパシタ電極６をゲート絶縁層４を介して配線層３の一部である接続パッド１
０の上に形成することにより、この一部の接続パッド１０をキャパシタの下部電極とする
ことができる。すなわち、キャパシタ電極６を上部電極とし、ゲート絶縁層４をキャパシ
タ絶縁膜とし、接続パッド１０を下部電極とするキャパシタを形成することができる。こ
れにより、キャパシタの下部電極のためのドーピング工程を省略することができる。なお
、キャパシタ絶縁膜として、ゲート絶縁層４以外の材料を用いたり、キャパシタ絶縁膜の
膜厚を変えることによって、キャパシタ容量を変更することは可能である。
【０１１７】
　図１４に示すように、ゲート電極層１１上には、層間絶縁層７が形成されている。上述
のとおり、層間絶縁層７としては、少なくともシリコン窒化膜を含むものを用いることに
よって、水素脱離によるポリシリコン層２及びポリシリコン層２とゲート絶縁層４の界面
におけるシリコン原子のダングリングボンドの増加を抑えることができる。また、層間絶
縁層７の所定の位置には、コンタクトホール９が設けられている。
【０１１８】
　層間絶縁層７上には、画素電極層８が設けられている。画素電極層８は、画素電極８ａ
と接続電極８ｂとからなる。画素電極８ａは、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４を貫くコ
ンタクトホール９ａ、９ｂを介して、接続パッド１０、ドレイン領域２ｃにそれぞれ接続
されている。また、接続電極８ｂは、層間絶縁層７及びゲート絶縁層４を貫くコンタクト
ホール９ｃ、９ｄを介して、ソース領域２ａ、ソース配線１０９にそれぞれ接続されてい
る。
【０１１９】
　また、画素電極層８の層間絶縁層７との界面には、界面導電層８ｃが形成されている。
さらに、界面導電層８ｃは、コンタクトホール９の内面まで形成されている。すなわち、
画素電極層８のポリシリコン層２との界面及び配線層３との界面にも、界面導電層８ｃが
形成されている。これにより、画素電極層８とポリシリコン層２、配線層３及びゲート電
極層１１との電気的接続を容易に改善することができる。これにより、上述した実施例６
よりも少ない製造工程で、容易に電気的接続を改善することができる。なお、本実施の形
態の場合、画素電極層８が透明導電材料により形成されている場合には、その透明性を劣
化させてしまうおそれがある。このため、トップエミッション型の有機ＥＬ等の発光表示
装置や反射型の液晶表示装置などにおいて、好適に用いることができる。
【０１２０】
　以上説明したように、ソース線１０９を含む配線層３をゲート絶縁層４の下部に位置さ
せ、ソース領域２ａ・ドレイン領域２ｃを形成するポリシリコン層２と同層若しくは上部
で重ねることにより、配線層３をストレージキャパシタの下部電極として利用することが
できる。また、配線層３をソース領域２ａ・ドレイン領域２ｃとそれぞれ直接接続するこ
とができるため、ソース・ドレイン配線用のコンタクトホール形成工程を省略することが
可能となる。また、ストレージキャパシタの下部電極として配線層３を用いることができ
るため、従来のように、ストレージキャパシタの下部電極用ポリシリコン層の低抵抗化の
ためのドーピング工程が必要ない。
【０１２１】
　このように、本発明により、従来ＬＴＰＳ　ＴＦＴ　ＬＣＤに必要であった８工程のパ
ターンニング工程を、６工程に削減することができる。また、上述した相補型ＭＯＳ（Ｃ
ＭＯＳ）構造ではなく、ａ－Ｓｉ　ＴＦＴ　ＬＣＤと同様の単一チャネル構造の場合には
、本発明によればａ－Ｓｉ　ＴＦＴ　ＬＣＤと同数のパターニング工程数でＬＴＰＳ　Ｔ
ＦＴを形成することができる。従って、ＬＴＰＳ　ＴＦＴのパターニング工程を削減した
生産性を向上させることができる。
【０１２２】
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　さらに、半透過型ＴＦＴ　ＬＣＤにおいて、配線層を反射電極として用いることにより
、反射電極を形成するための工程を省略することができる。従って、透過型ＬＣＤと同数
のパターニング工程数で、反射型ＬＣＤを製造することが可能となる。
【０１２３】
　なお、上述の実施の形態においては、ＳＡ（Self Aligned）ＴＦＴの場合について説明
したが、これに限定されるものではない。例えば、ＬＤＤ（Lightly Doped Drain）ＴＦ
Ｔ及びＧＯＬＤ（Gate-Overlapped LDD）ＴＦＴの場合も同様の効果を奏する。　また、
本発明は、上述したレーザアニーリングにより形成するポリシリコンからなる従来のＬＴ
ＰＳ　ＴＦＴだけでなく、他の様々な方法で形成される結晶性シリコン、例えば、マイク
ロクリスタルシリコンＴＦＴ用いたアクティブマトリクス表示装置においても同様の効果
を奏する。さらに、本発明による構造は、ＬＣＤだけでなく、アクティブマトリクス勇気
ＥＬ表示装置等の他のアクティブマトリクス表示装置にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】実施の形態１に係る液晶表示装置の構成を示す平面図である。
【図２】実施の形態１に係る液晶表示装置の構成を示す断面図である。
【図３】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の構成を示す平面図である。
【図４】図３のａ－ａ断面図である。
【図５】実施の形態１に係る液晶表示装置の製造方法を説明するための製造工程図である
。
【図６】実施の形態２に係るＴＦＴアレイ基板の構成を示す断面図である。
【図７】実施の形態３に係るＴＦＴアレイ基板の構成を示す断面図である。
【図８】実施の形態４に係るＴＦＴアレイ基板の構成を示す断面図である。
【図９】実施の形態５に係るＴＦＴアレイ基板の構成を示す断面図である。
【図１０】実施の形態６に係るＴＦＴアレイ基板の構成を示す平面図である。
【図１１】図１０のｂ－ｂ断面図である。
【図１２】実施の形態６に係る液晶表示装置の製造方法を説明するための製造工程図であ
る。
【図１３】実施の形態７に係るＴＦＴアレイ基板の構成を示す断面図である。
【図１４】実施の形態８に係るＴＦＴアレイ基板の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１２５】
１　絶縁基板、２　ポリシリコン層、２ａ　ソース領域、２ｂ　チャネル領域
２ｃ　ドレイン領域、２ｄ　シリサイド層、３　配線層、
３ａ　下敷シリコン層、３ｂ　導電層、３ｃ　界面導電層、
４　ゲート絶縁層、５　ゲート電極、５ａ　界面導電層、
６　キャパシタ電極、６ａ　界面導電層、７　層間絶縁層、８　画素電極層、
８ａ　画素電極、８ｂ　接続電極、８ｃ　界面導電層、
９　コンタクトホール、１０　接続パッド、１１　ゲート電極層、
１００　液晶表示装置、１０１　液晶表示パネル、１０２　バックライト、
１０３　ＴＦＴアレイ基板、１０４　対向基板、１０５　シール材、
１０６　液晶、１０７　スペーサ、１０８　ゲート線、１０９　ソース線、
１１０　配向膜、１１１　対向電極、１１２　偏光板、
１１３　ゲートドライバＩＣ、１１４　ソースドライバＩＣ、
１１５　表示領域、１１６　周辺領域、１１７　画素、１１８　ＴＦＴ、
１１９、１２０　外部配線、
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