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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　絶縁層と、
　　前記絶縁層の上に設けられたゲート電極と、
　　前記ゲート電極の上にゲート絶縁膜を介して設けられ、酸化物層より形成された半導
体層と、
　　前記半導体層の上において、前記ゲート電極を挟むように離間して設けられたソース
電極及びドレイン電極と、
　　前記ソース電極及び前記ドレイン電極と、前記半導体層と、の間に設けられ、前記ソ
ース電極の前記ドレイン電極と対向する辺の延長線と、前記ドレイン電極の前記ソース電
極と対向する辺の延長線と、の間における前記半導体層の上面の全部、及び、前記半導体
層のチャネル幅方向にある両側面のそれぞれの少なくとも一部を覆い、酸化雰囲気で形成
され酸素を含有するチャネル保護層と、
　を含む薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタの前記ソース電極及び前記ドレイン電極のいずれか一方に接続さ
れ、前記酸化物層より形成され、前記半導体層よりも電気抵抗が低い画素電極と、
　前記画素電極に与えられる電気信号によって、光学特性の変化と、発光と、の少なくと
もいずれかを生ずる光学素子と、
　前記画素電極の下に設けられ、前記ゲート絶縁膜と同じ材料で形成された膜と、
　を備え、
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　前記ゲート電極の上の前記ゲート絶縁膜の前記半導体層の側の表面は、前記画素電極の
下に設けられた前記膜の前記画素電極の側の表面よりも平滑性が高いことを特徴とする表
示装置。
【請求項２】
　前記画素電極の下に設けられた前記膜の前記画素電極の側の表面の凹凸は、５～１０ｎ
ｍであることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記ゲート電極の上の前記ゲート絶縁膜の前記半導体層の側の表面の凹凸は、０．１～
１ｎｍであることを特徴とする請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記画素電極における前記酸化物層の粒径は前記半導体層における前記酸化物層よりも
大きく、かつ、前記画素電極における前記酸化物層の粒は柱状の粒である柱状構造を有す
ることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の表示装置。
【請求項５】
　前記画素電極に含まれる酸素濃度は、前記半導体層に含まれる酸素濃度よりも低いこと
を特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記薄膜トランジスタ及び前記画素電極はマトリクス状にそれぞれ複数配置され、
　前記薄膜トランジスタのそれぞれのゲート電極に接続された走査線と、
　前記薄膜トランジスタのそれぞれのソース電極及びそれぞれのドレイン電極のいずれか
他方に接続された信号線と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化物半導体を用いた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）は、液晶表示装置や有機ＥＬ表示
装置等に広く用いられている。　
　大型液晶表示装置に用いられているアモルファスシリコンＴＦＴは、移動度は１ｃｍ２

／（Ｖ・ｓ）程度ではあるものの、大面積に低コストかつ均一に形成できる。しかしなが
ら、近年さらに大型高精細化が望まれており、また大きな駆動電流を必要とするアクティ
ブマトリクス型有機ＥＬ表示装置が開発されており、低コスト、高均一、高信頼性、高移
動度の新規活性材料が望まれている。
【０００３】
　上記開発状況において、最近ではＴＦＴのチャネル層に適用し得る材料として、酸化物
半導体が注目されてきている。　
　例えばＺｎＯを主成分とする透明伝導性酸化物薄膜をチャネル層に用いたＴＦＴの開発
が活発に行われている。上記薄膜は比較的低温で大面積に成膜でき、アモルファスシリコ
ンに比べ高移動度が実現できる。例えば、特許文献１には、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系のア
モルファス酸化物を用いたＴＦＴが開示されている。上記薄膜は、低温で成膜でき、かつ
可視域で透明であるため、プラスチックやフィルムの基板上にフレキシブルで透明なＴＦ
Ｔを形成することが可能であるとされている。さらには、アモルファスシリコンに対して
１０倍程度の電界効果移動度が得られている。
【０００４】
　その一方で、例えば酸化物半導体の導電率がスパッタリング成膜中の酸素濃度によって
変化することが報告されている（例えば、非特許文献１参照）ように、酸化物半導体にお
いては、含有する酸素濃度に電気的特性が非常に敏感であり、例えば熱処理によって酸素
濃度が変化して、その結果、特性が劣化する。これが酸化物半導体を用いたＴＦＴの実用
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化を妨げる大きな要因となっている。
【特許文献１】特開２００４－１０３９５７号公報
【非特許文献１】Applied Physics Letters, ９０, １９２１０１(２００７)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、熱処理による特性変動を抑制した酸化物半導体を用いた表示装置を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の別の一態様によれば、絶縁層と、前記絶縁層の上に設けられたゲート電極と、
前記ゲート電極の上にゲート絶縁膜を介して設けられ、酸化物層より形成された半導体層
と、前記半導体層の上において、前記ゲート電極を挟むように離間して設けられたソース
電極及びドレイン電極と、前記ソース電極及び前記ドレイン電極と、前記半導体層と、の
間に設けられ、前記ソース電極の前記ドレイン電極と対向する辺の延長線と、前記ドレイ
ン電極の前記ソース電極と対向する辺の延長線と、の間における前記半導体層の上面の全
部、及び、前記半導体層のチャネル幅方向にある両側面のそれぞれの少なくとも一部を覆
い、酸化雰囲気で形成され酸素を含有するチャネル保護層と、を含む薄膜トランジスタと
、前記薄膜トランジスタの前記ソース電極及び前記ドレイン電極のいずれか一方に接続さ
れ、前記酸化物層より形成され、前記半導体層よりも電気抵抗が低い画素電極と、前記画
素電極に与えられる電気信号によって、光学特性の変化と、発光と、の少なくともいずれ
かを生ずる光学素子と、前記画素電極の下に設けられ、前記ゲート絶縁膜と同じ材料で形
成された膜と、を備え、前記ゲート電極の上の前記ゲート絶縁膜の前記半導体層の側の表
面は、前記画素電極の下に設けられた前記膜の前記画素電極の側の表面よりも平滑性が高
いことを特徴とする表示装置が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、熱処理による特性変動を抑制した酸化物半導体を用いた表示装置が提
供される。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。　
　なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の
大きさの比係数などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す
場合であっても、図面により互いの寸法や比係数が異なって表される場合もある。　
　また、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同
一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【００１３】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る薄膜トランジスタの構造を例示する模式的断面
図である。　
　すなわち、同図（ａ）は模式的平面図であり、同図（ｂ）は省略された模式的平面図で
あり、同図（ｃ）及び同図（ｄ）は同図（ａ）のそれぞれＡ－Ａ’線及びＢ－Ｂ’線断面
図である。　
　図１に表したように、本発明の第１の実施形態に係る薄膜トランジスタ１１は、絶縁層
１１０の主面１１１の上に設けられたゲート電極１２０と、ゲート電極１２０の上に、ゲ
ート絶縁膜１３０を介して設けられ、酸化物より形成された半導体層１４０と、半導体層
１４０の上に設けられたチャネル保護層１５０と、半導体層１４０の一部及びチャネル保
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護層１５０の一部を覆うように離間して設けられたソース電極１６１及びドレイン電極１
６２と、を備える。
【００１４】
　なお、同図（ａ）は、絶縁層１１０及びゲート絶縁膜１３０が省略されており、同図（
ｂ）は、絶縁層１１０、ゲート絶縁膜１３０、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２
が省略されている。　
　同図（ｂ）に例示ししたように、半導体層１４０は、ソース電極１６１及びドレイン電
極１６２とそれぞれ電気的に接続されるソースコンタクト領域１４１及びドレインコンタ
クト領域１４２を有する。ソースコンタクト領域１４１及びドレインコンタクト領域１４
２は、ゲート電極１２０を挟むようにして、互いに離間して設けられている。
【００１５】
　そして、チャネル保護層１５０は、ソースコンタクト領域１４１及びドレインコンタク
ト領域１４２を除いて、半導体層１４０の側面１４０ｓ及び上面１４０ｕを覆うように設
けられている。ただし、後述するように、チャネル保護層１５０は、半導体層１４０の側
面１４０ｓの少なくとも一部及び上面１４０ｕを覆うように設けても良い。
【００１６】
　すなわち、薄膜トランジスタ１１は、絶縁層１１０と、絶縁層１１０の上に設けられた
ゲート電極１２０と、ゲート電極１２０の上にゲート絶縁膜１３０を介して設けられ、酸
化物からなる半導体層１４０と、半導体層１４０の上において、ゲート電極１２０を挟む
ように離間して設けられたソース電極１６１及びドレイン電極１６２と、ソース電極１６
１及びドレイン電極１６２と、半導体層１４０と、の間に設けられ、ゲート電極１２０の
上において、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２から露出した半導体層１４０の側
面１４０ｓの少なくとも一部を覆うチャネル保護層１５０と、を備える。
【００１７】
　絶縁層１１０は、例えば基板の上に設けられる。この時、基板には、例えば、透光性の
ガラス基板を用いることができる。ただし、これに限らず、例えば、プラスチック基板や
カラーフィルタ付き基板、シリコンやステンレスのような非透光性の基板を用いることが
できる。また、基板が絶縁性であれば、基板自体を絶縁層１１０としても良い。以下では
、絶縁層１１０が絶縁性の基板である場合として説明する。
【００１８】
　ゲート電極１２０には、例えば、ＭｏＷ、Ｔａ、Ｗのような高融点金属を用いることが
でき、また、ヒロック対策を施したＡｌを主成分とするＡｌ合金を用いても良く、Ａｌと
高融点金属の積層膜としても良い。ただし、本発明はこれに限らず、ゲート電極１２０に
は、導電性の任意の材料を用いることができる。
【００１９】
　ゲート絶縁膜１３０には、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯｘ）を用いることができる。
ただし、本発明はこれに限らず、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）や酸窒化シリコンなどの任意
の絶縁膜を用いることができ、さらには、これらの膜の積層膜を用いても良い。
【００２０】
　半導体層１４０には、例えばＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系等のアモルファス酸化物半導体を
用いることができる。このアモルファス酸化物半導体からなる半導体層１４０は、例えば
反応性スパッタリング法で形成される。なお、アモルファス酸化物半導体層においては、
例えば、透過電子顕微鏡やＸ線回折で観察しても回折パターン等は観察されない。なお、
半導体層１４０には、上記の他、例えばＺｎ等を含む任意の酸化物半導体を用いることが
できる。　
　なお、半導体層１４０の厚さは、電気的特性の確保のために、１０ｎｍ程度あれば良く
、具体的には、半導体層１４０の厚さは、１０ｎｍ～１００ｎｍ程度とすることができる
。
【００２１】
　チャネル保護層１５０には、半導体層１４０よりも耐酸性の強い、例えば酸化シリコン
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が用いられる。ただし、本発明はこれに限らず、酸素を含有する任意の絶縁材料を用いる
ことができ、例えばアルミナや酸窒化シリコンなども用いることができる。さらには、こ
れらの膜の積層膜を用いても良い。
【００２２】
　ソース電極１６１及びドレイン電極１６２には、任意の導電材料を用いることができ、
また、例えば、Ｔｉ／Ａｌ／ＴｉやＭｏ／Ａｌ／Ｍｏ等の任意の導電性の積層膜を用いる
ことができる。本具体例では、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２には、Ｍｏ膜１
６６、Ａｌ膜１６７及びＭｏ膜１６８の積層膜が用いられている。
【００２３】
　なお、上記において、ソースコンタクト領域１４１とドレインコンタクト領域１４２と
を互いに入れ替えても良く、すなわち、ソース電極１６１とドレイン電極１６２とを互い
に入れ替えても良い。
【００２４】
　なお、薄膜トランジスタ１１の信頼性を維持するために、同図に例示した構造の全体を
覆うように、例えば、ＳｉＮｘ等の絶縁物からなるパッシベーション膜が形成されるが、
同図では省略されている。また、その上に平坦化のための有機樹脂等の絶縁層や、場合に
よってはカラーフィルタ等の着色された有機樹脂等の絶縁層が形成されるが、同図では省
略されている。　
　このように、一般的に薄膜トランジスタをＴＦＴ－ＬＣＤや有機ＥＬ用のアクティブマ
トリクス型の表示装置等に応用する場合は、パッシベーション膜が形成され、この時、薄
膜トランジスタは例えば１５０℃以上の温度で熱処理される。また、例えばＰＥ－ＣＶＤ
（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition）を用いてパッシベーション膜を形成す
る際は、加熱温度は２５０℃程度となる。
【００２５】
　この時、上記のパッシベーション層の形成の際に半導体層１４０が加熱されるが、本実
施形態に係る薄膜トランジスタ１１においては、半導体層１４０のソースコンタクト領域
１４１及びドレインコンタクト領域１４２はそれぞれソース電極１６１及びドレイン電極
１６２に覆われている。そして、半導体層１４０のこれらの電極から露出する領域におい
ては、半導体層１４０の上面１４０ｕ及び側面１４０ｓがチャネル保護層１５０によって
覆われている。このため、上記の熱処理が施された時の半導体層１４０における酸素濃度
の変動を抑制し、特性が変化することがない。　
　このように、本実施形態に係る薄膜トランジスタ１１によれば、熱処理によって引き起
こされる酸素濃度の変動を抑え、特性変動を抑制した酸化物半導体を用いた薄膜トランジ
スタが提供できる。
【００２６】
　（第１の実施例）
　本実施形態に係る第１の実施例に係る薄膜トランジスタ１１ａ（図示しない）は図１に
例示した構造を有する。以下では、第１の実施例の薄膜トランジスタ１１ａの製造方法に
ついて説明する。
【００２７】
　図２は、本発明の第１の実施例に係る薄膜トランジスタの製造方法を例示する工程順模
式的断面図である。　
　図３は、図２に続く工程順模式的断面図である。　
　図２及び図３において、図中の左側の図は、図１（ａ）のＡ－Ａ’線断面に相当する断
面図であり、右側の図は、図１（ａ）Ｃ－Ｃ’線断面に相当する断面図である。また、こ
れらの図においては、薄膜トランジスタの部分の他に、コンタクト部に関しても合わせて
例示されている。
【００２８】
　図２（ａ）に表したように、まず、絶縁層１１０であるガラス基板１１０ｇ（基板１１
０ｇ）の主面１１１の上に、Ａｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２２ｆをそれぞれ１００ｎｍ及
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び３０ｎｍの厚さでスパッタリングにより成膜し、所定のパターンに加工して、ゲート電
極１２０を形成した。なお、パターニングにはフォトリソグラフィを用い、エッチングに
は燐酸・酢酸・硝酸・水からなる混酸を用いた。このとき、薄膜トランジスタのゲート電
極１２０のコンタクト部１２３も同時に形成した。コンタクト部１２３も、Ａｌ膜１２１
ｆ及びＭｏ膜１２２ｆの積層膜からなる。
【００２９】
　次に、図２（ｂ）に表したように、ゲート絶縁膜１３０としてＳｉＯ２膜１３０ｆを、
ＴＥＯＳ（Tetra Ethyl Ortho Silicate）を原料としたＰＥ－ＣＶＤ法で、厚さ２００ｎ
ｍで堆積した。この時、成膜温度は３５０℃とした。
【００３０】
　さらに、ゲート絶縁膜１３０の上に、半導体層１４０となるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化
物からなる酸化物層１４０ｆ（酸化物の層）をリアクティブＤＣスパッタリング法により
厚さ３０ｎｍで成膜した。このとき、酸素の割合はアルゴンに対して５％とした。そして
酸化物層１４０ｆを２％のシュウ酸を用いてゲート電極１２０を横切る所定のパターンに
加工し、半導体層１４０を形成した。
【００３１】
　さらに、図２（ｃ）に表したように、チャネル保護層１５０となるＳｉＯ２膜１５０ｆ
を、厚さ２００ｎｍで、ＴＥＯＳのＰＥ－ＣＶＤ法により堆積した。この時、成膜ガスは
Ｏ２とＴＥＯＳの混合ガスとし、成膜温度は３５０℃とした。この後に、このＳｉＯ２膜
１５０ｆを、後にソースコンタクト領域１４１及びドレインコンタクト領域１４２となる
領域を除いて、半導体層１４０の側面１４０ｓ及び上面１４０ｕを覆う所定のパターンに
加工し、チャネル保護層１５０を形成した。
【００３２】
　なお、この時、ＳｉＯ２膜１５０ｆの加工の際のフォトリソグラフィには、マスク露光
と、ゲート電極１２０をマスクとして用いる裏面露光と、を組み合わせて用いた。また、
このときのエッチングは、ＣＦ４ガスを用いたＲＩＥ（Reactive Ion Etching）により行
った。
【００３３】
　この後、空気雰囲気において３５０℃で１時間のアニールを施し、ＳｉＯ２膜１５０ｆ
の成膜のＰＥ－ＣＶＤプロセスによる半導体層１４０のダメージを取り除いた。
【００３４】
　そして、図３（ａ）に表したように、ゲート電極１２０の取り出し用のコンタクト部１
２３においてゲート絶縁膜１３０となるＳｉＯ２膜１３０ｆにコンタクトホール１２３ｈ
を形成した。すなわち、ゲート絶縁膜１３０のＳｉＯ２膜１３０ｆを、バッファードフッ
酸を用い所定形状にエッチングした。
【００３５】
　その後、図３（ｂ）に表したように、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２となる
Ｍｏ膜１６６、Ａｌ膜１６７及びＭｏ膜１６８（図示しない）を、それぞれ１０ｎｍ、３
００ｎｍ及び５０ｎｍの厚さでスパッタリング法により成膜した積層膜１６０ｆを形成し
、この積層膜１６０ｆを混酸を用いて所定のパターンに加工し、ソース電極１６１及びド
レイン電極１６２を形成した。これにより、薄膜トランジスタ１１ａの形状が完成する。
また、このＭｏ膜１６６、Ａｌ膜１６７及びＭｏ膜１６８の積層膜１６０ｆをコンタクト
ホール１２３ｈの内部に埋め込み、所定形状に加工してコンタクト部１２３が作製される
。
【００３６】
　この後、プロセス中の素子ダメージをとるために、クリーンオーブン中において２３０
℃で１時間程度のアニールを行うことで、本実施例に係る薄膜トランジスタ１１ａが完成
する。
【００３７】
　図４は、本発明の第１の実施例に係る薄膜トランジスタの特性を例示するグラフ図であ
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る。　
　すなわち、同図は、第１の実施例に係る薄膜トランジスタ１１ａが完成した後に熱処理
を行い、その熱処理条件を変えた時の特性を例示している。実線Ａ１は熱処理なしの初期
特性を例示し、破線Ａ２はＡｒ雰囲気中における１６０℃の熱処理後の特性を例示し、一
点鎖線Ａ３はＡｒ雰囲気中における２３０℃の熱処理後の特性を例示している。なお、同
図において、横軸はゲート電圧Ｖｇを表し、縦軸はドレイン電流Ｉｄを表している。
【００３８】
　図４に表したように、薄膜トランジスタ１１ａにおいては、熱処理なしの初期特性（実
線Ａ１）、１６０℃熱処理（破線Ａ２）、及び、２３０℃熱処理（一点鎖線Ａ３）、のい
ずれの場合も高いオン／オフ比が得られ、また、熱処理によって特性はほとんど変化して
いない。これは、半導体層１４０が、チャネル保護層１５０並びにソース電極１６１及び
ドレイン電極１６２によって覆われることで、熱処理によって半導体層１４０に含まれる
酸素濃度が変化することが抑制されたことの効果であり、これにより、安定した動作が実
現できている。
【００３９】
　（第１の比較例）
　図５は、第１の比較例の薄膜トランジスタの構造を例示する模式的断面図である。　
　すなわち、同図（ａ）は模式的平面図であり、同図（ｂ）は省略された模式的平面図で
あり、同図（ｃ）及び同図（ｄ）は同図（ａ）のそれぞれＡ－Ａ’線及びＢ－Ｂ’線断面
図である。　
　図５に表したように、第１の比較例の薄膜トランジスタ９１では、チャネル保護層１５
０が半導体層１４０の上面１４０ｕを覆っているが、側面１４０ｓを露出して設けられて
いる。これ以外は、本実施形態に係る薄膜トランジスタ１１と同様なので説明を省略する
。すなわち、第１の比較例の薄膜トランジスタ９１は、第１の実施形態に係る薄膜トラン
ジスタ１１や第１の実施例の薄膜トランジスタ１１ａにおいて、半導体層１４０の側面１
４０ｓがチャネル保護層１５０から露出しているものである。
【００４０】
　なお、この薄膜トランジスタ９１の構造は、半導体層１４０として、酸化物半導体では
なく、アモルファスシリコンやポリシリコン等のシリコン系の半導体を用いた場合には、
一般的な構造である。　
　薄膜トランジスタ９１は、以下のようにして作製される。
【００４１】
　ガラス基板などの絶縁層１１０の主面１１１上にゲート電極１２０となるＡｌ膜１２１
ｆ及びＭｏ膜１２２ｆをそれぞれ厚さ１００ｎｍ及び３０ｎｍでスパッタリングにより成
膜し、所定のパターンに加工する。パターニングにはフォトリソグラフィを用い、エッチ
ングには燐酸・酢酸・硝酸・水の混酸を用いる。
【００４２】
　その後、ゲート絶縁膜１３０としてＳｉＯ２膜１３０ｆをＴＥＯＳのＰＥ－ＣＶＤ法に
より厚さ２００ｎｍで堆積する。さらに、ゲート絶縁膜１３０の上に半導体層１４０とし
てＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化物からなる酸化物層１４０ｆをリアクティブＤＣスパッタリ
ング法により厚さ３０ｎｍで成膜する。このとき、酸素の割合はアルゴンに対して５％で
ある。
【００４３】
　そして、チャネル保護層１５０としてＳｉＯ２膜１５０ｆを厚さ２００ｎｍで、ＴＥＯ
ＳのＰＥ－ＣＶＤ法によって堆積する。この後、このＳｉＯ２膜１５０ｆを所定のパター
ンに加工する。この時、このＳｉＯ２膜１５０ｆの加工におけるフォトリソグラフィには
、マスク露光と、ゲート電極１２０をマスクとして用いる裏面露光とを組み合わせて用い
た。このときのエッチングはＣＦ４ガスを用いたＲＩＥにより行った。
【００４４】
　そして、酸化物層１４０ｆを２％のシュウ酸を用いて所定のパターンに加工する。その
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後、ＰＥ－ＣＶＤ中の半導体層１４０のダメージを回復させるために、空気雰囲気におい
て３５０℃で１時間のアニールをする。この後、ゲート電極１２０の取り出し用のコンタ
クトホール（図示しない）を形成するために、露出したゲート絶縁膜１３０を、バッファ
ードフッ酸を用いてエッチング除去する。さらに、ソース電極１６１及びドレイン電極１
６２となるＭｏ膜１６６、Ａｌ膜１６７及びＭｏ膜１６８をそれぞれ厚さ１０ｎｍ、３０
０ｎｍ及び５０ｎｍで、スパッタリング法により成膜し、上記、混酸を用いて所定のパタ
ーンに加工する。この後、プロセス中の半導体層１４０のダメージを回復させるために、
空気雰囲気において２３０℃で１時間のアニールをする。
【００４５】
　このような構造を有する薄膜トランジスタ９１においては、この後のパッシベーション
膜形成時の熱処理によって特性が大きく変動し、実用的に問題がある。　
　図６は、第１の比較例の薄膜トランジスタの特性を例示するグラフ図である。　
　すなわち、同図は、第１の比較例の薄膜トランジスタ９１が完成した後に熱処理を行い
、その熱処理条件を変えた時の特性を例示している。実線Ａ１は熱処理なしの初期特性を
例示し、破線Ａ２はＡｒ雰囲気中における１６０℃の熱処理後の特性を例示し、一点鎖線
Ａ３はＡｒ雰囲気中における２３０℃の熱処理後の特性を例示している。なお、同図にお
いて、横軸はゲート電圧Ｖｇを表し、縦軸はドレイン電流Ｉｄを表している。
【００４６】
　図６に表したように、薄膜トランジスタ９１では、熱処理なしの初期特性（実線Ａ１）
においては高いオン／オフ比が得られているが、１６０℃の熱処理（破線Ａ２）において
はＩｄ－Ｖｇ特性曲線は低Ｖｇの方向にシフトし、また、Ｉｄ－Ｖｇ特性曲線上に凸部Ａ
２ａが現れている。また、２３０℃の熱処理（一点鎖線Ａ３）においては、オン／オフ比
は非常に低くなり、ほとんどオン状態（導通状態）となっている。
【００４７】
　これは、薄膜トランジスタ９１においては、半導体層１４０の側面１４０ｓがチャネル
保護層１５０から露出しているため、熱処理によって半導体層１４０の側面１４０ｓの表
面の酸素濃度が変化してしまい、具体的には半導体層１４０に含有される酸素が離脱して
、半導体層１４０が低抵抗化するためである。
【００４８】
　（第２の比較例）
　図７は、第２の比較例の薄膜トランジスタの構造を例示する模式的断面図である。　
　すなわち、同図（ａ）は模式的平面図であり、同図（ｂ）及び同図（ｃ）は同図（ａ）
のそれぞれＡ－Ａ’線及びＢ－Ｂ’線断面図である。　
　図７に表したように、第２の比較例の薄膜トランジスタ９２は、チャネル保護層１５０
が設けられていない。すなわち、薄膜トランジスタ９２は、バックチャネルカット構造を
有す。薄膜トランジスタ９２は、以下のようにして作製される。
【００４９】
　ガラス基板などの絶縁層１１０の主面１１１上にゲート電極１２０となるＡｌ膜１２１
ｆ及びＭｏ膜１２２ｆをそれぞれ厚さ１００ｎｍ及び３０ｎｍでスパッタリングにより成
膜し、所定のパターンに加工する。パターニングにはフォトリソグラフィを用い、エッチ
ングには燐酸・酢酸・硝酸・水の混酸を用いる。
【００５０】
　その後、ゲート絶縁膜１３０としてＳｉＯ２膜１３０ｆをＴＥＯＳのＰＥ－ＣＶＤ法に
より厚さ２００ｎｍで堆積する。さらに、ゲート絶縁膜１３０の上に半導体層１４０とし
てＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化物からなる酸化物層１４０ｆをリアクティブＤＣスパッタリ
ング法により厚さ３０ｎｍで成膜する。このとき、酸素の割合はアルゴンに対して５％で
ある。そして、酸化物層１４０ｆを２％のシュウ酸を用いて所定のパターンに加工し、半
導体層１４０を形成する。
【００５１】
　この後、ゲート電極１２０の取り出し用のコンタクトホール（図示しない）を形成する



(9) JP 5123141 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

ために、露出したゲート絶縁膜１３０を、バッファードフッ酸を用いてエッチング除去す
る。さらに、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２となるＭｏ膜１６６、Ａｌ膜１６
７及びＭｏ膜１６８をそれぞれ１０ｎｍ、３００ｎｍ及び５０ｎｍの厚さで、スパッタリ
ング法により成膜し、上記の混酸を用いて所定のパターンに加工する。この後、プロセス
中の半導体層１４０のダメージを回復させるために、空気雰囲気において２３０℃で１時
間のアニールをする。
【００５２】
　このような構造を有する薄膜トランジスタ９２においては、チャネル保護層１５０が設
けられていないので、半導体層１４０の上面１４０ｕ及び側面１４０ｓが露出している。
このため、この後のパッシベーション膜等の形成のための熱処理によって特性が大きく変
動する。例えば、図６に例示した薄膜トランジスタ９１の特性よりもさらに顕著に、熱処
理によって特性が劣化し、実用的にはさらに問題である。これは、半導体層１４０の露出
した上面１４０ｕ及び側面１４０ｓにおいて、半導体層１４０に含有される酸素が離脱し
て、半導体層１４０が低抵抗化するためである。
【００５３】
　一般的に薄膜トランジスタをＴＦＴ－ＬＣＤや有機ＥＬ用のアクティブマトリクス型の
表示装置等に応用する場合は、信頼性向上のために、パッシベーション膜を形成する必要
があるが、上記の第１及び第２の比較例の薄膜トランジスタ９１及び９２においては、１
５０℃以上の温度で不活性雰囲気や真空中に曝すことで、電気特性が劣化する。これは、
露出した部分のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化物からなる酸化物層１４０ｆの表面の酸素が離
脱することによって半導体層１４０が低抵抗化することによる。一般に、ＰＥ－ＣＶＤを
用いてパッシベーション膜を形成する際は、パッシベーション膜のバリア性を考慮すると
２００℃程度の熱処理を行う必要があるが、薄膜トランジスタ９１及び９２においては、
このような熱処理を行うと電気特性が劣化する。
【００５４】
　この時、例えば、酸化雰囲気において３５０℃以上で熱処理することで、この劣化した
特性を回復させることができる。しかしながら、このような高温の処理を行うと、例えば
、半導体層１４０のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化物とソース電極１６１及びドレイン電極１
６２との反応が起こり、特性が劣化する。また、ソース電極１６１及びドレイン電極１６
２にＡｌを用いるとこれらの電極にヒロックが発生し、このヒロックが例えばパッシベー
ション膜に損傷を与えるという問題が発生し実用的には上記の熱処理を採用するのに困難
がある。
【００５５】
　これに対し、本実施形態に係る薄膜トランジスタ１１及び第１の実施例に係る薄膜トラ
ンジスタ１１ａにおいては、半導体層１４０の上面１４０ｕ及び側面１４０ｓが、チャネ
ル保護層１５０並びにソース電極１６１及びドレイン電極１６２によって覆われる。これ
により、熱処理によって半導体層１４０に含まれる酸素濃度が変化することが抑制され、
図２に例示したように、パッシベーション膜の形成等の際の熱処理を行っても安定した動
作が実現できる。
【００５６】
　以上説明したように、酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタにおいて、半導体層１４
０の上面１４０ｕだけでなく側面１４０ｓをチャネル保護層１５０によって覆うことで熱
処理に対して耐性のある良好な特性が得られる。本実施形態に係る薄膜トランジスタ１１
の構造とその効果は、以下のような実験結果に基づいて見出されたものである。
【００５７】
　発明者は、チャネル保護層１５０を用いない第２の比較例の薄膜トランジスタ９２にお
いて、熱処理によって特性が劣化することは予見していた。すなわち、チャネル保護層１
５０を用いない構造においては、製造工程中の各種のプロセスにおいて半導体層１４０が
損傷を受け易く、例えばアモルファスシリコンやポリシリコン等の半導体層を用いた薄膜
トランジスタにおいても場合によっては特性が劣化する。従って、特性が変動し易い酸化
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物半導体を用いた場合には、より損傷し易いと推測した。
【００５８】
　一方、例えば、図５に例示した第１の比較例の薄膜トランジスタ９１の構造において、
半導体層１４０として酸化物半導体ではなく、アモルファスシリコンやポリシリコン等の
シリコン系の半導体を用いた場合には、問題にはならない。すなわち、アモルファスシリ
コンやポリシリコン等は熱処理によって表面の水素が離脱することがあるが、水素離脱し
た部分は高抵抗化するため、一般的に問題とならない。このため、半導体層１４０の側面
が露出していても、熱処理によって特性が大きく変化することがない。
【００５９】
　このため、半導体層１４０として酸化物半導体を用いた場合においても、チャネル保護
層１５０を半導体層１４０の上面１４０ｕに設けることで、特性変動が実用的には問題に
ならない程度に抑制されると期待した。しかしながら、既に図６に例示したように、第１
の比較例の薄膜トランジスタ９１においては、実際には、熱処理によって特性が大きく変
動した。
【００６０】
　そこで、発明者は、チャネル保護層１５０及び半導体層１４０の配置と電気的特性との
関係についての実験を行った。　
　図８は、実験に用いた薄膜トランジスタの構成及び実験結果を例示する模式図である。
　すなわち、同図（ａ）は、実験に用いた薄膜トランジスタの構成を例示する模式的平面
図であり、同図（ｂ）は、薄膜トランジスタの電気特性を例示する等価回路図であり、同
図（ｃ）及び（ｄ）は、熱処理条件を変えた時の特性の測定結果を例示するグラフ図であ
る。同図（ｃ）及び（ｄ）において横軸はゲート電圧Ｖｇを表し、同図（ｃ）の縦軸はド
レイン電流Ｉｄを対数目盛で表し、そして、同図（ｄ）の縦軸はドレイン電流Ｉｄを等間
隔目盛で表している。また、同図（ｃ）及び同図（ｄ）において、実線Ａ１は熱処理なし
の初期特性を例示し、破線Ａ２はＡｒ雰囲気中における１６０℃の熱処理後の特性を例示
している。また、同図（ｄ）における点線Ａ４は、低いゲート電圧Ｖｇの領域における破
線Ａ２の特性を、高いゲート電圧Ｖｇの領域に延長した仮想的な特性である。
【００６１】
　図８（ａ）に表したように、実験に用いた薄膜トランジスタ９３においては、チャネル
保護層１５０よりも半導体層１４０の方が大きい平面形状を有している。すなわち、ゲー
ト電極１２０の上の領域において、ソース電極１６１とドレイン電極１６２とが対向する
チャネル領域に対応する半導体層１４０の上面１４０ｕはチャネル保護層１５０によって
被覆されている。しかしながら、チャネル領域以外の半導体層１４０の上面１４０ｕ及び
側面１４０ｓは、チャネル保護層１５０から露出している。
【００６２】
　このような構造を有する薄膜トランジスタ９３は、図８（ｃ）及び（ｄ）に例示した特
性を示した。　
　すなわち、図８（ｃ）に例示したように、薄膜トランジスタ９３においては、熱処理な
しの初期特性（実線Ａ１）においては、高いオン／オフ比が得られているが、１６０℃の
熱処理（破線Ａ２）においては、オン／オフ比は非常に低くなり、ほとんどオン状態（導
通状態）となっている。すなわち、図６に例示した薄膜トランジスタ９１の１６０℃の特
性（破線Ａ２）の特性よりも、さらにオン／オフ比が劣化している。これは、薄膜トラン
ジスタ９１よりも薄膜トランジスタ９３の方が、半導体層１４０がチャネル保護層１５０
から露出している面積が大きいことが原因と考えられる。
【００６３】
　そして、図８（ｄ）に表したように、図８（ｃ）の特性を等間隔目盛でみると、１６０
℃の熱処理の特性（破線Ａ２）は、熱処理なしの初期特性（実線Ａ１）と類似した形状を
有している。すなわち、実線Ａ１及び破線Ａ２の両方において、約－４Ｖ以上のゲート電
圧において、ドレイン電流Ｉｄは急激に上昇する。しかしながら、破線Ａ２においては、
ゲート電圧が約－４Ｖよりも低い電圧の時も点線Ａ４で例示された大きな電流が流れてお
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り、この電流（点線Ａ４）と、約－４Ｖ以上のゲート電圧で急激に増大する電流と、が合
成されて、破線Ａ２の特性となっていると推測された。
【００６４】
　この特性から、１６０℃の熱処理後の薄膜トランジスタ９３の破線Ａ２の特性は、互い
に異なる特性を有する素子が並列に接続された構造の特性であると推測された。
【００６５】
　すなわち、図８（ａ）に例示したように、ソース電極１６１とドレイン電極１６２とが
対向する領域においてチャネル保護層１５０に覆われたチャネル部電流経路１４５ｃにお
ける特性と、チャネル保護層１５０から露出した半導体層１４０の側面１４０ｓ等の周辺
部電流経路１４５ｓにおける特性と、が合成された特性となっていると考えられる。
【００６６】
　すなわち、図８（ｂ）に表したように、薄膜トランジスタ９３は、チャネル部電流経路
１４５ｃに対応するチャネル部トランジスタ９３ａと、周辺部電流経路１４５ｓに対応す
る周辺部トランジスタ９３ｂとが並列に接続されたもの構造と見なすことができる。そし
て、チャネル部トランジスタ９３ａは、図８（ｄ）に例示した実線Ａ１の特性を有してい
ると考えられる。一方、周辺部トランジスタ９３ｂは、図８（ｄ）に例示した点線Ａ４の
特性に類似した特性を有していると考えられる。
【００６７】
　この結果、破線Ａ２においては、チャネル部トランジスタ９３ａと周辺部トランジスタ
９３ｂとが並列して接続された特性となり、すなわち、実線Ａ１と点線Ａ４とを合成した
特性になっていると考えられる。
【００６８】
　このように、半導体層１４０がチャネル保護層１５０から露出していると、熱処理によ
って特性が劣化することが分かった。具体的には、露出している部分の半導体層１４０に
おいて酸素が離脱し、これにより半導体層１４０の抵抗が低下し、このために、特性が変
化すると考えられる。
【００６９】
　このため、第２の比較例の薄膜トランジスタ９２においては、チャネル保護層１５０が
設けられていないので、半導体層１４０の上面１４０ｕ及び側面１４０ｓの大きな面積で
半導体層１４０の表面が露出するので、熱処理によって大きく特性が変動する。
【００７０】
　また第１の比較例の薄膜トランジスタ９１においては、半導体層１４０は側面１４０ｓ
においてチャネル保護層１５０から露出しており、この部分において、熱処理によって特
性が変化したものと推測される。すなわち、例えば図６に例示した破線Ａ２においては、
既に説明したように、凸部Ａ２ａが発生しており、このことも、破線Ａ２の特性がチャネ
ル部トランジスタ９３ａと周辺部トランジスタ９３ｂとが並列に接続された特性であるこ
とを示唆している。
【００７１】
　以上説明したように、図５に例示した第１の比較例の薄膜トランジスタ９１の構造にお
いて、半導体層１４０としてアモルファスシリコンやポリシリコン等の半導体を用いた場
合には問題にはならないが、酸素の量に電気的特性が大きく依存する酸化物半導体を用い
た場合には問題となることが分かった。すなわち、酸化物半導体を用いた場合には、半導
体層１４０の側面１４０ｓが露出していると、その部分において例えば熱処理によって酸
素の量が変動し、結果として特性が大きく劣化する。このように、半導体層１４０の上面
１４０ｕと同時に側面１４０ｓをチャネル保護層１５０で被覆することは、従来のアモル
ファスシリコンやポリシリコン等の半導体を用いた薄膜トランジスタにおいては必要がな
かったものであり、酸化物半導体からなる半導体層１４０を用いた薄膜トランジスタにお
いて特有に必要とされる構造である。
【００７２】
　ここで、本実施形態に係る薄膜トランジスタ１１及び第１の実施例の薄膜トランジスタ
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１１ａにおいて、チャネル保護層１５０は、半導体層１４０と、ソース電極１６１及びド
レイン電極１６２と、の間に設けられる層である。すなわち、チャネル保護層１５０は、
半導体層１４０の上面１４０ｕの少なくとも一部を覆う。そして、チャネル保護層１５０
の少なくとも一部は、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２によって覆われる。
【００７３】
　すなわち、チャネル保護層１５０は、半導体層１４０を保護するためのものであるので
、半導体層１４０よりも後に形成される。そして、チャネル保護層１５０は、ソース電極
１６１及びドレイン電極１６２よりも前に形成される。これは、図２（ｃ）～図３（ｂ）
に関して既に説明したように、半導体層１４０の上にチャネル保護層１５０を例えばＰＥ
－ＣＶＤで成膜した際の半導体層１４０のダメージを回復させるために、例えば空気雰囲
気において３５０℃で１時間等の高温のアニールを行うことを可能にするためである。
【００７４】
　すなわち、例えば半導体層１４０を形成し、その後、ソース電極１６１及びドレイン電
極１６２となる膜を形成し、その後にチャネル保護層１５０を形成すると、チャネル保護
層１５０形成時のダメージの回復のための高温処理が、ソース電極１６１及びドレイン電
極１６２にも施されることになる。ソース電極１６１及びドレイン電極１６２にこのよう
な高温処理が施されると、既に説明したように、半導体層１４０とソース電極１６１及び
ドレイン電極１６２との反応に起因した特性劣化や、ヒロックが発生し、実用的にはこの
プロセスを採用できない。
【００７５】
　このため、本実施形態に係る薄膜トランジスタ１１及び第１の実施例の薄膜トランジス
タ１１ａにおいては、半導体層１４０の上にチャネル保護層１５０を形成する際のダメー
ジを回復させる高温処理を可能とするために、チャネル保護層１５０は、半導体層１４０
と、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２と、の間に設けられる。
【００７６】
　本実施形態に係る薄膜トランジスタ１１及び第１の実施例の薄膜トランジスタ１１ａに
おいては、チャネル保護層１５０は、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２に覆われ
ていない半導体層１４０の上面１４０ｕ及び側面１４０ｓを覆うように設けられているが
、本発明の実施形態はこれには限定されない。すなわち、図８に関して説明した周辺部ト
ランジスタ９３ｂとなる電流経路の少なくとも一部を遮断するように、チャネル保護層１
５０が設けられれば良く、各種の変形が可能である。
【００７７】
　図９は、本発明の第１の実施形態に係る変形例の薄膜トランジスタの構成を例示する模
式的平面図である。　
　なお、これらの図において、絶縁層１１０及びゲート絶縁膜１３０は省略されている。
　図９（ａ）に表したように、本実施形態に係る変形例の薄膜トランジスタ１２において
は、半導体層１４０は、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２の外側に露出した領域
を有している。ただし、ソース電極１６１とドレイン電極１６２とが互いに対向するチャ
ネル領域のチャネル方向（ゲート長方向）の半導体層１４０の端部はチャネル保護層１５
０によって覆われている。
【００７８】
　すなわち、この場合は、ソース電極１６１のドレイン電極１６２と対向する辺の延長線
１６１ｐと、ドレイン電極１６２のソース電極１６１と対向する辺の延長線１６２ｐと、
の間における半導体層１４０の側面１４０ｓが、チャネル保護層１５０によって覆われて
いる。このため、延長線１６１ｐ及び延長線１６２ｐとの間における側面１４０ｓの近傍
領域１４６ｓにおいて、側面１４０ｓは熱処理の影響を受けず高抵抗である。
【００７９】
　このため、周辺部電流経路１４５ｓは、延長線１６１ｐ及び延長線１６２ｐとの間にお
ける側面１４０ｓの近傍領域１４６ｓにおいて遮断される。これにより、薄膜トランジス
タ１２によって、パッシベーション膜等の形成のための熱処理を行っても、熱処理によっ
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て引き起こされる酸素濃度の変動を抑え、特性変動を抑制した酸化物半導体を用いた薄膜
トランジスタが提供される。
【００８０】
　また、図９（ｂ）に表したように、本実施形態に係る別の変形例の薄膜トランジスタ１
３においては、半導体層１４０は、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２の外側に露
出した領域を有している。そして、ソース電極１６１のドレイン電極１６２と対向する辺
の延長線１６１ｐと、ドレイン電極１６２のソース電極１６１と対向する辺の延長線１６
２ｐと、の間の領域において、半導体層１４０は内側に後退した凹部を有している。そし
て、この場合も、ソース電極１６１とドレイン電極１６２とが互いに対向するチャネル領
域のチャネル方向（ゲート長方向）の半導体層１４０の端部はチャネル保護層１５０によ
って覆われている。
【００８１】
　すなわち、この場合も、ソース電極１６１のドレイン電極１６２と対向する辺の延長線
１６１ｐと、ドレイン電極１６２のソース電極１６１と対向する辺の延長線１６２ｐと、
の間における半導体層１４０の側面１４０ｓが、チャネル保護層１５０によって覆われて
いる。
【００８２】
　このため、延長線１６１ｐ及び延長線１６２ｐとの間における側面１４０ｓの近傍領域
１４６ｓにおいて、側面１４０ｓは熱処理の影響を受けず高抵抗である。このため、周辺
部電流経路１４５ｓは、延長線１６１ｐ及び延長線１６２ｐとの間における側面１４０ｓ
の近傍領域１４６ｓにおいて遮断される。これにより、薄膜トランジスタ１３によって、
パッシベーション膜等の形成のための熱処理を行っても、熱処理によって引き起こされる
酸素濃度の変動を抑え、特性変動を抑制した酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタが提
供される。
【００８３】
　このように、チャネル保護層１５０は、ソース電極１６１のドレイン電極１６２と対向
する辺の延長線１６１ｐと、ドレイン電極１６２のソース電極１６１と対向する辺の延長
線１６２ｐと、の間における半導体層１４０の側面１４０ｓ及び上面１４０ｕを覆うよう
に設けられれば良い。これにより、周辺部電流経路１４５ｓが、延長線１６１ｐ及び延長
線１６２ｐとの間における側面１４０ｓの近傍領域１４６ｓにおいて実質的に遮断され、
ソース電極１６１及びドレイン電極１６２から半導体層１４０の側面１４０ｓや上面１４
０ｕが露出した部分があったとしても、周辺部電流経路１４５ｓが遮断されているので、
熱処理による半導体層１４０の特性変動の影響を実質的に受けない。
【００８４】
　また、図９（ｃ）に表したように、本実施形態に係る別の変形例の薄膜トランジスタ１
３ａにおいても、半導体層１４０は、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２の外側に
露出した領域を有している。そして、ゲート電極１２０の上において、ソース電極１６１
のドレイン電極１６２と対向する辺の延長線１６１ｐと、ドレイン電極１６２のソース電
極１６１と対向する辺の延長線１６２ｐと、の間の領域において、半導体層１４０の側面
１４０ｓの一部がチャネル保護層１５０で覆われておる。すなわち、この場合も、ソース
電極１６１とドレイン電極１６２とが互いに対向するチャネル領域のチャネル方向（ゲー
ト長方向）の半導体層１４０の端部の一部がチャネル保護層１５０によって覆われている
。
【００８５】
　これにより、周辺部電流経路１４５ｓが、延長線１６１ｐ及び延長線１６２ｐとの間に
おける側面１４０ｓの一部において実質的に遮断され、ソース電極１６１及びドレイン電
極１６２から半導体層１４０の側面１４０ｓや上面１４０ｕが露出した部分があったとし
ても、周辺部電流経路１４５ｓが遮断されているので、熱処理による半導体層１４０の特
性変動の影響を実質的に受けない。　
　このように、チャネル保護層１５０は、半導体層１４０に周辺部電流経路１４５ｓを遮
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断するように、半導体層１４０の側面１４０ｓの少なくとも一部に設けられれば良い。
【００８６】
　なお、図９（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）に例示した構造において、半導体層１４０がソー
ス電極１６１及びドレイン電極１６２から露出してはみ出した領域は、ソース電極１６１
及びドレイン電極１６２とチャネル保護層１５０とをマスクとして用いて、エッチング除
去しても良い。
【００８７】
　また、図９（ｄ）に表したように、本実施形態に係る別の変形例の薄膜トランジスタ１
４においては、チャネル保護層１５０は、島状に形成されるのではなく、半導体層１４０
の全体を覆うように大きな面積で設けられ、半導体層１４０とソース電極１６１及びドレ
イン電極１６２とがコンタクトする部分において、チャネル保護層１５０に開口部１６１
ｑ及び１６２ｑが設けられている。
【００８８】
　これにより、薄膜トランジスタ１４においては、ソース電極１６１とドレイン電極１６
２とが対向するチャネル領域のチャネル部電流経路１４５ｃに対応するチャネル部トラン
ジスタ９３ａのみが形成され、周辺部電流経路１４５ｓに対応する周辺部トランジスタ９
３ｂは形成されない。これにより、薄膜トランジスタ１４によって、パッシベーション膜
等の形成のための熱処理を行っても、熱処理によって引き起こされる酸素濃度の変動を抑
え、特性変動を抑制した酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタが提供される。
【００８９】
　なお、この場合も、ソース電極１６１のドレイン電極１６２と対向する辺の延長線１６
１ｐと、ドレイン電極１６２のソース電極１６１と対向する辺の延長線１６２ｐと、の間
における半導体層１４０の側面１４０ｓ及び上面１４０ｕは、チャネル保護層１５０によ
って覆われている。
【００９０】
　（第２の実施例）
　本発明の第２の実施例に係る薄膜トランジスタ１５は、図２及び図３に関して説明した
薄膜トランジスタ１１ａと同様の構造を有している。ただし、薄膜トランジスタ１１ａと
は異なる製造方法によって作製される。すなわち、チャネル保護層１５０を加工するため
のフォトリソグラフィと、ゲート電極１２０を取り出す部分の加工のためのフォトリソグ
ラフィと、を同時に行うことで、工程数を減少させている。以下、本実施例に係る薄膜ト
ランジスタの製造方法について説明する。
【００９１】
　図１０は、本発明の第２の実施例に係る薄膜トランジスタの製造方法を例示する工程順
模式的断面図である。　
　同図は、図１（ａ）のＡ－Ａ’線断面に相当する断面図である。同図においては、薄膜
トランジスタの部分の他に、コンタクト部に関しても合わせて例示されている。　
　まず、図１０（ａ）に表したように、絶縁層１１０であるガラス基板１１０ｇの主面１
１１の上に、Ａｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２２ｆをそれぞれ１００ｎｍ及び３０ｎｍの厚
さでスパッタリングにより成膜した後、所定のパターンに加工して、ゲート電極１２０を
形成した。なお、パターニングにはフォトリソグラフィを用い、エッチングには燐酸・酢
酸・硝酸・水からなる混酸を用いた。このとき、薄膜トランジスタのゲート電極１２０の
コンタクト部１２３も同時に形成した。コンタクト部１２３も、Ａｌ膜１２１ｆ及びＭｏ
膜１２２ｆの積層膜からなる。
【００９２】
　次に、図１０（ｂ）に表したように、ゲート絶縁膜１３０としてＳｉＯ２膜１３０ｆを
、ＴＥＯＳを原料としたＰＥ－ＣＶＤ法によって、厚さ２００ｎｍで堆積した。この時、
成膜温度は３５０℃とした。
【００９３】
　さらに、ゲート絶縁膜１３０の上に、半導体層１４０となるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化
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物からなる酸化物層１４０ｆをリアクティブＤＣスパッタリング法により厚さ３０ｎｍで
成膜した。このとき、酸素の割合はアルゴンに対して５％とした。そして酸化物層１４０
ｆを２％のシュウ酸を用いてゲート電極１２０を横切る所定のパターンに加工し、半導体
層１４０を形成した。
【００９４】
　さらに、図１０（ｃ）に表したように、チャネル保護層１５０となるＳｉＯ２膜１５０
ｆを、厚さ２００ｎｍで、ＴＥＯＳのＰＥ－ＣＶＤ法によって堆積した。この時、成膜ガ
スはＯ２とＴＥＯＳの混合ガスとし、成膜温度は３５０℃とした。この後に、このＳｉＯ

２膜１５０ｆを、後にソースコンタクト領域１４１及びドレインコンタクト領域１４２と
なる領域を除いて、半導体層１４０の側面１４０ｓ及び上面１４０ｕを覆う所定のパター
ンに加工し、チャネル保護層１５０を形成した。
【００９５】
　なお、ＳｉＯ２膜１５０ｆの加工の際のフォトリソグラフィには、マスク露光と、ゲー
ト電極１２０をマスクとして用いる裏面露光と、を組み合わせて行った。また、このとき
のエッチングは、ＣＦ４ガスを用いたＲＩＥにより行った。
【００９６】
　この時、コンタクト部１２３の上に堆積されたチャネル保護層１５０のＳｉＯ２膜１５
０ｆを除去するのに引き続き、ゲート絶縁膜１３０のＳｉＯ２膜１３０ｆを除去して、コ
ンタクト部１２３のＡｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２２ｆの積層膜を露出させた。
【００９７】
　この後、空気雰囲気において３５０℃で１時間のアニールを施し、ＳｉＯ２膜１５０ｆ
の成膜のＰＥ－ＣＶＤプロセスによる半導体層１４０のダメージを取り除いた。
【００９８】
　その後、図１０（ｄ）に表したように、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２とな
るＭｏ膜１６６、Ａｌ膜１６７及びＭｏ膜１６８を、それぞれ１０ｎｍ、３００ｎｍ及び
５０ｎｍの厚さでスパッタリング法により成膜して積層膜１６０ｆを形成し、この積層膜
１６０ｆを混酸を用いて所定のパターンに加工し、ソース電極１６１及びドレイン電極１
６２を形成した。これにより、薄膜トランジスタ１１ａの形状が完成する。また、このＭ
ｏ膜１６６、Ａｌ膜１６７及びＭｏ膜１６８の積層膜１６０ｆが、コンタクト部１２３と
なるＡｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２２ｆの積層膜の上に設けられ、コンタクト部１２３が
作製される。
【００９９】
　この後、プロセス中の素子ダメージを除去するために、クリーンオーブン中において２
３０℃で１時間程度のアニールを行うことで、本実施例に係る薄膜トランジスタ１５が得
られる。
【０１００】
　このように、チャネル保護層１５０の加工とゲート電極１２０を取り出すためのコンタ
クト部１２３の加工とを同一の工程のフォトリソグラフィによって行うことで、図３（ａ
）に例示したコンタクトホール１２３ｈの加工の工程が省略でき、より製造し易くなる。
このような方法によって製造された薄膜トランジスタ１５においても、熱処理によって引
き起こされる酸素濃度の変動を抑え、特性変動を抑制した酸化物半導体を用いた薄膜トラ
ンジスタが提供される。
【０１０１】
　（第３の実施例）
　本発明の第３の実施例に係る薄膜トランジスタは第１の実施例に係る薄膜トランジスタ
１１ａを改良したものであり、チャネル長を短くできてトランジスタの電流駆動能力を向
上することができ、またソース電極１６１及びドレイン電極１６２とチャネルの反応によ
る特性劣化を低減できる。
【０１０２】
　図１１は、本発明の第３の実施例に係る薄膜トランジスタの製造方法を例示する工程順
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模式的断面図である。　
　図１２は、図１１に続く工程順模式的断面図である。　
　これらの同図は、図１（ａ）のＡ－Ａ’線断面に相当する断面図である。また、これら
の図においては、薄膜トランジスタの部分の他に、コンタクト部に関しても合わせて例示
されている。
【０１０３】
　まず、図１１（ａ）に表したように、絶縁層１１０であるガラス基板１１０ｇの主面１
１１の上に、Ａｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２２ｆをそれぞれ１００ｎｍ及び３０ｎｍの厚
さでスパッタリングにより成膜し、所定のパターンに加工して、ゲート電極１２０を形成
した。なお、パターニングにはフォトリソグラフィを用い、エッチングには燐酸・酢酸・
硝酸・水からなる混酸を用いた。このとき、薄膜トランジスタのゲート電極１２０のコン
タクト部１２３も同時に形成した。コンタクト部１２３も、Ａｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１
２２ｆの積層膜からなる。
【０１０４】
　次に、図１１（ｂ）に表したように、ゲート絶縁膜１３０としてＳｉＯ２膜１３０ｆを
、ＴＥＯＳを原料としたＰＥ－ＣＶＤ法によって、厚さ２００ｎｍで堆積した。この時、
成膜温度は３５０℃とした。
【０１０５】
　さらに、ゲート絶縁膜１３０の上に、半導体層１４０となるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化
物からなる酸化物層１４０ｆをリアクティブＤＣスパッタリング法により厚さ３０ｎｍで
成膜した。このとき、酸素の割合はアルゴンに対して５％とした。そして酸化物層１４０
ｆを２％のシュウ酸を用いてゲート電極１２０を横切る所定のパターンに加工し、半導体
層１４０を形成した。
【０１０６】
　さらに、図１１（ｃ）に表したように、チャネル保護層１５０となるＳｉＯ２膜１５０
ｆを、厚さ２００ｎｍで、ＴＥＯＳのＰＥ－ＣＶＤ法によって堆積した。この時、成膜ガ
スはＯ２とＴＥＯＳの混合ガスとし、成膜温度は３５０℃とした。この後に、このＳｉＯ

２膜１５０ｆを、後にソースコンタクト領域１４１及びドレインコンタクト領域１４２と
なる領域を除いて、半導体層１４０の側面１４０ｓ及び上面１４０ｕを覆う所定のパター
ンに加工し、チャネル保護層１５０を形成した。
【０１０７】
　なお、ＳｉＯ２膜１５０ｆの加工の際のフォトリソグラフィには、マスク露光と、ゲー
ト電極１２０をマスクとして用いる裏面露光と、を組み合わせて行った。また、このとき
のエッチングは、ＣＦ４ガスを用いたＲＩＥにより行った。
【０１０８】
　この後、空気雰囲気において３５０℃で１時間のアニールを施し、ＳｉＯ２膜１５０ｆ
の成膜のＰＥ－ＣＶＤプロセスによる半導体層１４０のダメージを取り除いた。
【０１０９】
　次に、図１２（ａ）に表したように、パッシベーション膜１８１となるＳｉＮ膜を、Ｐ
Ｅ－ＣＶＤ法で堆積した。なお、成膜温度は２５０℃とした。　
　そして、ソースコンタクト領域１４１及びドレインコンタクト領域１４２にそれぞれ対
応する位置にコンタクトホール１４１ｈ及び１４２ｈを形成した。なお、この時、ゲート
電極１２０の取り出し用のコンタクトホール１２３ｈも一緒に形成した。
【０１１０】
　その後、図１２（ｂ）に表したように、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２とな
るＭｏ膜１６６、Ａｌ膜１６７及びＭｏ膜１６８を、それぞれ１０ｎｍ、３００ｎｍ及び
５０ｎｍの厚さでスパッタリング法により成膜して積層膜１６０ｆを形成し、この積層膜
１６０ｆを混酸を用いて所定のパターンに加工し、ソース電極１６１及びドレイン電極１
６２を形成した。これにより、薄膜トランジスタ１５ａの形状が完成する。また、このＭ
ｏ膜１６６、Ａｌ膜１６７及びＭｏ膜１６８の積層膜１６０ｆが、コンタクト部１２３と
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なるＡｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２２ｆの積層膜の上に設けられ、コンタクト部１２３が
作製される。　
　このようにして、本実施例に係る薄膜トランジスタ１５ａが形成される。
【０１１１】
　上記において、チャネル保護層１５０から露出し、パッシベーション膜１８１であるＳ
ｉＮ層に覆われているＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化物からなる酸化物層１４０ｆは、パッシ
ベーション膜１８１となるＳｉＮ膜の成膜の際の１６０℃以上の加熱により、酸素が離脱
して低抵抗化する。そして、この部分は、ＳｉＮ膜をエッチング除去しても低抵抗化して
いるため、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２とチャネル部との間の直列抵抗を低
く抑えることができる。なお、チャネル部は酸素を含有するＳｉＯ２膜１５０ｆからなる
チャネル保護層１５０によって保護され、この部分においては酸化物層１４０ｆから酸素
が離脱することがなく、高抵抗を維持できる。
【０１１２】
　（第２の実施の形態）　
　図１３は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置の構成を例示する模式的断面図であ
る。　
　なお、同図に例示されている薄膜トランジスタの部分は、図１（ａ）のＡ－Ａ’線断面
に相当する断面として例示されている。
【０１１３】
　図１３に表したように、本発明の第２の実施形態に係る表示装置５１は、第１の実施形
態の第１の実施例に係る薄膜トランジスタ１１ａと、薄膜トランジスタ１１ａのドレイン
電極１６２に接続された画素電極１４０ｄと、画素電極１４０ｄに与えられる電気信号に
よって、光学特性の変化と、発光と、の少なくともいずれかを生ずる光学素子３００と、
を備える。
【０１１４】
　本具体例においては、薄膜トランジスタ１１ａが用いられているが、第１の実施形態に
係る各種の具体例の薄膜トランジスタ１１、１１ａ、１２、１３、１３ａ、１４、１５及
び１５ａのいずれかを用いることができる。
【０１１５】
　画素電極１４０ｄは、薄膜トランジスタ１１の半導体層１４０となる酸化物よりなり、
半導体層１４０よりも電気抵抗が低い。すなわち、画素電極１４０ｄは、半導体層１４０
となる酸化物層１４０ｆで形成され、画素電極１４０ｄと半導体層１４０とは同層である
。そして、画素電極１４０ｄの部分においては、半導体層１４０よりも低い抵抗値が要求
される。このため、後述するように、半導体層１４０に用いられる酸化物層１４０ｆが、
画素電極１４０ｄの部分においては低抵抗化される工夫が導入されている。
【０１１６】
　また、本具体例では、光学素子３００としては、有機ＥＬ素子が用いられている。すな
わち、画素電極１４０ｄの上に、正孔注入層となる厚さ２５ｎｍのＣｕフタロシアニン層
１９１、正孔輸送層となる厚さ３５ｎｍのα－ＮＰＤ（N-N'-Di(1-naphtyl)- N,N'-diphe
nylbenzidine）層１９２、発光層となる厚さ５０ｎｍのＡｌｑ３（tris-(8-hydroxyquino
line) aluminium）層１９３、厚さ０．６ｎｍのＬｉＦ層１９４、カソードとなる厚さ１
５０ｎｍのＡｌ層１９５が順に設けられており、有機ＥＬ層を形成されている。すなわち
、本具体例では、光学素子３００は、画素電極１４０ｄに与えられる電気信号によって、
発光を生ずる。なお、光学素子３００としては、画素電極１４０ｄに与えられる電気信号
によって複屈折性や旋光性、散乱性、吸収性などの光学特性の変化を生じる液晶などを用
いても良い。
【０１１７】
　なお、図１３に例示した構造をさらに、ガラス封止を行い信頼性の高い表示パネルとす
るが、ここでは省略する。
【０１１８】
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　本実施形態に係る表示装置５１においては、本発明の第１の実施形態に係る薄膜トラン
ジスタのいずれかを用いているので、薄膜トランジスタを形成した後のパッシベーション
膜等の形成のための熱処理を行っても、熱処理による特性変動を抑制した酸化物半導体を
用いた薄膜トランジスタを用いた表示装置が提供できる。
【０１１９】
　さらに、半導体層１４０に用いられる酸化物層１４０ｆを用いて画素電極１４０ｄを形
成できるので画素電極１４０ｄの形成のための工程が増えることがなく、生産性が高い。
【０１２０】
　すなわち、薄膜トランジスタ１１のチャネルとなる半導体層１４０がチャネル保護層１
５０に覆われており、この部分の酸化物層１４０ｆにおいては酸素が離脱し難い。これに
対して、画素電極１４０ｄとなる酸化物層１４０ｆがチャネル保護層１５０から露出して
いるので、この部分においては熱処理によって酸素が離脱し易い。このことを利用して、
薄膜トランジスタ１１のチャネルとなる半導体層１４０と同じ材料の酸化物層１４０ｆを
画素電極１４０ｄに用いながら、選択的に画素電極１４０ｄとなる酸化物層１４０ｆを低
抵抗化することができる。　
　このように、画素電極１４０ｄに含まれる酸素濃度は、半導体層１４０に含まれる酸素
濃度よりも低く、これにより、画素電極１４０ｄの電気抵抗を半導体層１４０よりも低く
する。
【０１２１】
　（第４の実施例）
　以下、第４の実施例として、本実施形態に係る表示装置の製造方法について説明する。
　図１４は、本発明の第４の実施例に係る表示装置の製造方法を例示する工程順模式的断
面図である。　
　図１５は、図１４に続く工程順模式的断面図である。　
　これらの図においても、薄膜トランジスタの部分は、図１（ａ）のＡ－Ａ’線断面に相
当する断面として例示されている。
【０１２２】
　図１４（ａ）に表したように、まず、絶縁層１１０であるガラス基板１１０ｇの主面１
１１の上に、Ａｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２２ｆをそれぞれ１００ｎｍ及び３０ｎｍの厚
さでスパッタリングにより成膜し、所定のパターンに加工して、ゲート電極１２０を形成
した。なお、パターニングにはフォトリソグラフィを用い、エッチングには燐酸・酢酸・
硝酸・水からなる混酸を用いた。この時、薄膜トランジスタのゲート電極１２０のコンタ
クト部１２３も同時に形成した。コンタクト部１２３も、Ａｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２
２ｆの積層膜からなる。
【０１２３】
　次に、図１４（ｂ）に表したように、ゲート絶縁膜１３０としてＳｉＯ２膜１３０ｆを
、ＴＥＯＳを原料としたＰＥ－ＣＶＤ法によって、厚さ２００ｎｍで堆積した。この時、
成膜温度は３５０℃とした。
【０１２４】
　さらに、ＳｉＯ２膜１３０ｆの上に、半導体層１４０及び画素電極１４０ｄとなる酸化
物層１４０ｆとして、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化物膜をリアクティブＤＣスパッタリング
法により厚さ３０ｎｍで成膜した。このとき、酸素の割合はアルゴンに対して５％とした
。そして、酸化物層１４０ｆを、２％のシュウ酸を用いて、ゲート電極１２０を横切る所
定のチャネルパターンと画素電極１４０ｄとが繋がる形状に加工して、半導体層１４０及
び画素電極１４０ｄの形状を作製した。
【０１２５】
　さらに、図１４（ｃ）に表したように、チャネル保護層１５０となるＳｉＯ２膜１５０
ｆを、厚さ２００ｎｍで、ＴＥＯＳを用いたＰＥ－ＣＶＤ法によって堆積した。この時、
成膜ガスはＯ２とＴＥＯＳとの混合ガスとし、成膜温度は３５０℃とした。この後、空気
雰囲気において３５０℃で１時間のアニールを施し、ＳｉＯ２膜１５０ｆの形成の際のＰ
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Ｅ－ＣＶＤプロセスによる酸化物層１４０ｆのダメージを取り除いた。
【０１２６】
　この後に、ＳｉＯ２膜１５０ｆを、後にソースコンタクト領域１４１及びドレインコン
タクト領域１４２となる領域を除いて、半導体層１４０の側面１４０ｓ及び上面１４０ｕ
を覆う所定のパターンに加工してチャネル保護層１５０を形成した。この時、画素電極１
４０ｄの上のＳｉＯ２膜１５０ｆはエッチングして除去し、チャネル保護層１５０から画
素電極１４０ｄとなる酸化物層１４０ｆを露出させた。　
　なお、この時、ＳｉＯ２膜１５０ｆのエッチングは、ＣＦ４を用いたＲＩＥにより行い
、ＳｉＯ２膜１５０ｆに引き続いて、チャネル保護層１５０の形状加工のためのレジスト
と半導体層１４０とをマスクにして、ゲート絶縁膜１３０となるＳｉＯ２膜１３０ｆを、
ゲート電極１２０のコンタクト部１２３となるＡｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２２ｆを露出
するまでエッチングした。
【０１２７】
　その後、図１５（ａ）に表したように、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２とな
るＭｏ膜１６６、Ａｌ膜１６７及びＭｏ膜１６８を、それぞれ１０ｎｍ、３００ｎｍ及び
５０ｎｍの厚さでスパッタリング法により成膜して積層膜１６０ｆを形成した後、積層膜
１６０ｆを混酸を用いて所定のパターンに加工し、ソース電極１６１及びドレイン電極１
６２を形成した。これにより、薄膜トランジスタ１１ａ及びコンタクト部１２３が完成す
る。
【０１２８】
　この後、図１５（ｂ）に表したように、ＰＥ－ＣＶＤ法により、パッシベーション膜１
８１となるＳｉＮ膜を厚さ１００ｎｍで堆積させた。なお、ＳｉＮ膜の成膜温度を２３０
℃程度とすることで、パッシベーション膜１８１において十分なバリア特性を得ることが
できる。　
　さらに、感光性透明樹脂を用いて、画素電極１４０ｄ及びコンタクト部１２３を除く所
定の形状のバンク１８２を形成した。なお、感光性透明樹脂としては、感光性アクリルや
感光性ポリイミドを用いることができ、焼成温度は例えば２３０℃で行う。バンク１８２
を形成した後、バンク１８２をマスクにしてパッシベーション膜１８１であるＳｉＮ膜を
エッチングして除去した。
【０１２９】
　この後、バンク１８２どうしの間に有機ＥＬの発光部を形成した。すなわち、正孔注入
層となるＣｕフタロシアニン層１９１を厚さ２５ｎｍで、正孔輸送層となるα－ＮＰＤ層
１９２を厚さ３５ｎｍで、発光層となるＡｌｑ３層１９３を厚さ５０ｎｍで、ＬｉＦ層１
９４を厚さ０．６ｎｍで、カソード層となるＡｌ層を厚さ１５０ｎｍで、蒸着装置によっ
て成膜した。　
　このようにして、図１３に例示した表示装置５１が作製される。
【０１３０】
　ここで、画素電極１４０ｄとなる部分の酸化物層１４０ｆの上には、ＳｉＮ膜が２３０
℃の成膜温度で形成され、これにより、画素電極１４０ｄとなる部分の酸化物層１４０ｆ
においては酸素の離脱が起こり、低抵抗化する。一方、ゲート電極１２０の上の半導体層
１４０となる酸化物層１４０ｆは、酸素を含有するＳｉＯ２膜１５０ｆからなるチャネル
保護層１５０で覆われているので、ＳｉＮ膜の成膜温度である２３０℃の加熱によっても
低抵抗化されない。また、この後のバンク１８２の形成における加熱処理においても同様
に、画素電極１４０ｄの部分の酸化物層１４０ｆにおいてはさらに酸素の離脱が起こり、
さらに低抵抗化され、一方、ゲート電極１２０の上の半導体層１４０となる酸化物層１４
０ｆにおいては、高抵抗が維持される。
【０１３１】
　このように、本実施形態に係る表示装置５１及びその製造方法においては、薄膜トラン
ジスタ１１ａのチャネルとなる半導体層１４０と同じ材料（酸化物層１４０ｆ）を画素電
極１４０ｄに用いながら、チャネル部の半導体層１４０となる酸化物層１４０ｆを、酸化
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物を含むチャネル保護層１５０で覆いつつ、画素電極１４０ｄとなる酸化物層１４０ｆを
チャネル保護層１５０から露出させ、例えばＳｉＮ膜で覆うことで、選択的に画素電極１
４０ｄとなる酸化物層１４０ｆを低抵抗化する。
【０１３２】
　このように、本実施形態に係る表示装置５１及びその製造方法によれば、画素電極１４
０ｄの形成のための別の膜の形成のための工程を省略でき、熱処理による特性変動を抑制
した酸化物半導体を用いた表示装置及びその製造方法が提供できる。
【０１３３】
　（第５の実施例）
　本発明の第５の実施例に係る表示装置５２（図示せず）は、半導体層１４０となる酸化
物層１４０ｆの膜構造を制御することで、半導体層１４０と画素電極１４０ｄとで抵抗を
異ならせるものである。
【０１３４】
　すなわち、発明者の実験によると、酸化物半導体層における電気抵抗は、酸化物半導体
層に含有される酸素濃度の他に、酸化物半導体層の膜構造に依存することが分かった。例
えば、酸化物半導体層を成膜する時の下地層の表面の平滑性によって、酸化物半導体層の
膜構造が変化する。
【０１３５】
　例えば、半導体層１４０の下地となるゲート絶縁膜１３０の表面が粗い面の場合は、そ
の上に成膜される酸化物からなる半導体層１４０は柱状構造（コラムナー構造）となる。
この時、半導体層１４０の断面をＳＥＭ（Scanning Electron Microscope:走査電子顕微
鏡）やＴＥＭ（Transmission Electron Microscope：透過電子顕微鏡）により観察すると
、結晶的にはアモルファス状態であるが、大きさが１０～３０ｎｍ程度の柱状の粒が観察
される。
【０１３６】
　一方、下地であるゲート絶縁膜１３０の表面が平滑な場合は、半導体層１４０は柱状構
造ではなく、均一な膜構造となり上記の観察手法では特異的な粒は観察されない。
【０１３７】
　成膜条件にもよるが、例えば、下地であるゲート絶縁膜１３０の表面粗さが例えば１０
～５ｎｍの時は、半導体層１４０は柱状構造となることが分かった。そして、ゲート絶縁
膜１３０の表面粗さが例えば１～０．１ｎｍのように平滑な時は、半導体層１４０は均一
な膜構造となることが分かった。そして、柱状構造の時の粒径は、例えば１０～３０ｎｍ
である。
【０１３８】
　そして、粒径が大きい柱状構造における電気抵抗は、均一な膜構造の電気抵抗よりも、
相対的に低い。すなわち、半導体層１４０の下地のモフォロジー（形態）によって半導体
層１４０の抵抗率が変化する。そして、半導体層１４０の膜構造が柱状構造になり粒径が
大きくなると、抵抗率が相対的に低くなる。
【０１３９】
　例えば、柱状構造の場合の抵抗値が０．１～１０Ωｃｍであるのに対し、均一な膜構造
の場合、抵抗値は１×１０８Ωｃｍ以上にすることができる。
【０１４０】
　この実験結果を応用して、本実施形態に係る表示装置５２においては半導体層１４０の
粒径を制御して電気抵抗の分布を制御する。
【０１４１】
　図１６は、本発明の第５の実施例に係る表示装置の製造方法を例示する工程順模式的断
面図である。　
　同図においても、薄膜トランジスタの部分は、図１（ａ）のＡ－Ａ’線断面に相当する
断面として例示されている。　
　図１６（ａ）に表したように、まず、絶縁層１１０であるガラス基板１１０ｇの主面１
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１１の上に、Ａｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２２ｆをそれぞれ１００ｎｍ及び３０ｎｍの厚
さでスパッタリングにより成膜し、所定のパターンに加工して、ゲート電極１２０を形成
した。なお、パターニングにはフォトリソグラフィを用い、エッチングには燐酸・酢酸・
硝酸・水からなる混酸を用いた。この時、薄膜トランジスタのゲート電極１２０のコンタ
クト部１２３も同時に形成した。コンタクト部１２３も、Ａｌ膜１２１ｆ及びＭｏ膜１２
２ｆの積層膜からなる。
【０１４２】
　次に、図１６（ｂ）に表したように、ゲート絶縁膜１３０としてＳｉＯ２膜１３０ｆを
、シラン及びＴＥＯＳを原料としたＰＥ－ＣＶＤ法で、厚さ２００ｎｍで堆積した。この
時、成膜温度は３５０℃である。
【０１４３】
　この後、薄膜トランジスタのチャネルとなる部分のみが開口したレジスト１３０ｒを形
成し、チャネル部分に対応するＳｉＯ２膜１３０ｆを、Ａｒ及びＣＦ４の混合ガスでＲＩ
Ｅ処理した。
【０１４４】
　これにより、図１６（ｃ）に表したように、レジスト１３０ｒから露出した部分に平滑
化面１３０ｇが形成される。すなわち、レジスト１３０ｒから露出したＳｉＯ２膜１３０
ｆの領域においてはＲＩＥ処理が施され、ＲＩＥ処理が施されないＳｉＯ２膜１３０ｆ（
すなわち、ＰＥ－ＣＶＤで成膜されたままのＳｉＯ２膜１３０ｆ）の表面モフォロジーに
比べ、平滑化され、この領域が平滑化面１３０ｇとなる。なお、このＲＩＥ処理によって
、１０ｎｍ程度以上の深さでＳｉＯ２膜１３０ｆを削ることで、ＳｉＯ２膜１３０ｆの表
面は十分平滑化される。　
　なお、ＳｉＯ２膜１３０ｆの平滑化面１３０ｇの表面粗さは、例えば１～０．１ｎｍ程
度であり、平滑化の表面処理が行われない部分のＳｉＯ２膜１３０ｆの表面粗さは例えば
１０～５ｎｍである。
【０１４５】
　さらに、図１６（ｄ）に表したように、この平滑化面１３０ｇを有するＳｉＯ２膜１３
０ｆの上に、半導体層１４０及び画素電極１４０ｄとなる酸化物層１４０ｆとして、Ｉｎ
－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ酸化物膜をリアクティブＤＣスパッタリング法により厚さ３０ｎｍで成
膜した。このとき、酸素の割合はアルゴンに対して５％とした。
【０１４６】
　この酸化物層１４０ｆの膜構造を調べたところ、平滑化面１３０ｇ以外の上の領域１４
０ｎの酸化物層１４０ｆは、粒径が１０ｎｍ～３０ｎｍ程度の柱状構造となっていた。こ
れに対し、平滑化面１３０ｇの上の領域１４０ｍの酸化物層１４０ｆは、柱状構造ではな
く、膜構造が目立たない均一な構造であった。
【０１４７】
　このように、下地となるゲート絶縁膜１３０の表面の平滑性を制御することで、その上
に成膜される酸化物層１４０ｆの膜構造を選択的に変化させ、これにより、酸化物層１４
０ｆに高抵抗領域と低抵抗領域とを選択的に形成することができる。　
　例えば、下地が粗い時の柱状構造の場合の抵抗値が０．１～１０Ωｃｍであるのに対し
、下地が平滑な時の均一な構造の場合、抵抗値を１×１０８Ωｃｍにすることができる。
【０１４８】
　そして、その後、酸化物層１４０ｆを、２％のシュウ酸を用いて、ゲート電極１２０を
横切る所定のチャネルパターンと画素電極１４０ｄとが繋がる形状に加工して、半導体層
１４０及び画素電極１４０ｄの形状を作製した。これにより、平滑化面１３０ｇに対応す
る酸化物層１４０ｆで高抵抗の半導体層１４０が形成され、平滑化面１３０ｇ以外に対応
する酸化物層１４０ｆで低抵抗の画素電極１４０ｄが形成される。なお、薄膜トランジス
タのソース電極１６１及びドレイン電極１６２のいずれかと、画素電極１４０ｄと、の間
を酸化物層１４０ｆで電気的に接続する場合は、その接続する部分の下地となるゲート絶
縁膜１３０（ＳｉＯ２膜１３０ｆ）を平滑化されない領域とし、低抵抗の部分にさせる。
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【０１４９】
　この後、例えば、図１４（ｃ）～図１５（ｂ）に関して説明した工程を経て、本実施例
に係る表示装置５２が作製できるが、説明を省略する。
【０１５０】
　このように、本実施例に係る表示装置５２及びその製造方法においては、画素電極１４
０ｄは、半導体層１４０に用いられる酸化物より形成され、半導体層よりも電気抵抗が低
い。すなわち、画素電極１４０ｄには、チャネルとなる半導体層１４０と同じ材料、すな
わち、同じ酸化物層１４０ｆが用いられる。ただし、膜構造が異なる。
【０１５１】
　すなわち、画素電極１４０ｄにおける酸化物層１４０ｆは柱状構造を有することができ
る。例えば、柱状構造の粒径は１０～３０ｎｍである。一方、チャネルとなる酸化物層１
４０ｆは、均一な膜構造とすることができ、この場合は、粒は観察されない。これにより
、チャネルに対応する半導体層１４０よりも画素電極１４０ｄを相対的に低抵抗化できる
。
【０１５２】
　その際、上記のように、下地であるゲート絶縁膜１３０の表面の平滑性を選択的に制御
することで、画素電極１４０ｄとなる部分の酸化物層１４０ｆを選択的に柱状構造にし、
チャネルとなる酸化物層１４０ｆを均一な膜構造とすることができる。
【０１５３】
　すなわち、表示装置５２は、画素電極１４０ｄの下に設けられ、ゲート絶縁膜１３０と
同じ材料で形成された膜をさらに備える。この膜は、上記では、ゲート絶縁膜１３０とし
て説明している。　
　そして、ゲート電極１２０の上のゲート絶縁膜１３０の半導体層１４０の側の表面は、
画素電極１４０ｄの下に設けられた前記膜（ゲート絶縁膜１３０）の画素電極１４０ｄの
側の表面よりも平滑性が高い。
【０１５４】
　例えば、ゲート電極１２０の上のゲート絶縁膜１３０の半導体層１４０の側の表面の凹
凸は、０．１～１ｎｍとすることができる。これにより、その上の酸化物層１４０ｆは均
一な膜構造となり、高抵抗となる。
【０１５５】
　そして、例えば、画素電極１４０ｄの下のゲート絶縁膜１３０（ゲート絶縁膜１３０と
同じ材料で形成された上記の膜）の画素電極１４０ｄの側の表面の凹凸は、５～１０ｎｍ
とすることができる。これにより、その上の酸化物層１４０ｆは柱状構造となり、低抵抗
となる。
【０１５６】
　なお、上記では、平滑化面１３０ｇをＲＩＥにより形成したが、その形成方法は任意で
ある。また、逆に画素電極１４０ｄの部分を露出させ、その表面の粗さを粗くする表面処
理を行っても良い。
【０１５７】
　すなわち、本実施形態に係る表示装置の製造方法において、酸化物層１４０ｆの形成の
前に、ゲート絶縁膜１３０の表面の平滑性を選択的に変化させる表面処理をさらに行うこ
とができる。そして、その表面処理は、画素電極１４０ｄの形成される領域のゲート絶縁
膜１３０の表面がそれ以外の部分よりも相対的に粗くなる表面処理とすることができる。
すなわち、表面処理を施す表面は、チャネルとなる半導体層１４０に対応する部分でも良
く、また、画素電極１４０ｄに対応する部分でも良く、どちらでも良い。
【０１５８】
　本実施形態に係る表示装置５１及び５２は、薄膜トランジスタと画素電極とをマトリク
ス状に配置したマトリクス型の表示装置とすることができる。　
　図１７は、本発明の第２の実施形態に係る別の表示装置の等価回路を例示する回路図で
ある。　
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　すなわち、同図（ａ）及び（ｂ）は、有機ＥＬを用いたアクティブマトリクス型の２種
類の表示装置の等価回路を例示している。
【０１５９】
　図１７（ａ）に表したように、本実施形態に係る有機ＥＬを用いたアクティブマトリク
ス型の表示装置６０は、画素選択用の第１トランジスタＴｒ１と、電源線３２０に接続さ
れ、有機ＥＬ層３０２（光学素子３００）を駆動する画素駆動用のトランジスタＤＴｒを
備えている。第１トランジスタＴｒ１のゲートは走査線２１０に接続され、ソースが信号
線２２０に接続されている。これら第１トランジスタＴｒ１と画素駆動用のトランジスタ
ＤＴｒに、本発明の実施形態に係る薄膜トランジスタのいずれかを使用できる。
【０１６０】
　また、図１７（ｂ）に表したように、本実施形態に係る別の有機ＥＬを用いたアクティ
ブマトリクス型の表示装置６１は、画素選択用の第１～第４トランジスタＴｒ１～Ｔｒ４
と、画素駆動用のトランジスタＤＴｒを備えている。第２トランジスタＴｒ２のゲートは
、ｎ番目の走査線２１０ｎに接続され、第１トランジスタＴｒ１及び第４トランジスタＴ
ｒ４のゲートは、（ｎ－１）番目の走査線２１０ｎ－１に接続されている。そして、第２
トランジスタＴｒ２のソースは信号線２２０に接続されている。これら第１～第４トラン
ジスタＴｒ１～Ｔｒ４及び画素駆動用のトランジスタＤＴｒに、本発明の実施形態に係る
薄膜トランジスタのいずれかを使用できる。
【０１６１】
　これらの有機ＥＬを用いたアクティブマトリクス型の表示装置６０及び６１は、本発明
の実施形態に係る薄膜トランジスタのいずれかを用いているので、熱処理による特性変動
を抑制した酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタにより、高性能で製造し易い表示装置
が得られる。
【０１６２】
　図１８は、本発明の第２の実施形態に係る別の表示装置の等価回路を例示する回路図で
ある。　
　図１８に表したように、本発明の第２の実施形態に係るアクティブマトリクス型の表示
装置６２の１つの要素においては、光学素子３００となる液晶層３０１は、画素電極１４
０ｄと対向電極３１０とに挟まれた電気的負荷であり、それが、補助容量電極２４０で形
成される補助容量Ｃｓと並列に接続される。なお、補助容量電極２４０は、補助容量線２
３０に接続される。そして、画素電極１４０ｄは、薄膜トランジスタ２１を介して信号線
２２０と接続されている。薄膜トランジスタ２１のゲート電極１２０は走査線２１０に接
続されている。走査線２１０によって薄膜トランジスタ２１のゲート電極１２０を、順次
オン・オフし、所望の電荷を液晶層３０１に書き込み、表示装置６２は表示を行う。
【０１６３】
　液晶を用いたアクティブマトリクス型の表示装置６２は、本発明の実施形態に係る薄膜
トランジスタのいずれかを用いているので、熱処理による特性変動を抑制した酸化物半導
体を用いた薄膜トランジスタにより、高性能で製造し易い表示装置が得られる。
【０１６４】
　このように、本実施形態に係る表示装置６０、６１及び６２は、マトリクス状に配置さ
れた本発明の実施形態に係るいずれかの複数の薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジス
タのそれぞれのゲート電極に接続された走査線と、前記薄膜トランジスタのそれぞれのソ
ース電極及びそれぞれのドレイン電極のいずれか一方に接続された信号線２２０と、前記
薄膜トランジスタのそれぞれのソース電極及びそれぞれのドレイン電極のいずれか他方に
接続された画素電極１４０ｄと、前記画素電極に与えられる電気信号によって発光を生ず
る光学素子３００と、を備える。
【０１６５】
　この時、上記の画素電極１４０ｄは、前記薄膜トランジスタの半導体層１４０となる酸
化物層１４０ｆより形成され、半導体層１４０よりも電気抵抗が低いものとすることがで
きる。
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【０１６６】
　ただし、本発明はこれには限定されず、用いる薄膜トランジスタが本発明の実施形態に
係るいずれかの薄膜トランジスタである限り、画素電極１４０ｄの構成は任意である。た
だし、既に説明したように、画素電極１４０ｄとして、前記薄膜トランジスタの半導体層
１４０となる酸化物層１４０ｆより形成され、半導体層１４０よりも電気抵抗が低いもの
とすることで、画素電極１４０ｄとして別の導電膜を形成する工程が省略でき有利である
。
【０１６７】
　（第３の実施の形態）　
　本発明の第３の実施形態は、薄膜トランジスタの製造方法である。　
　すなわち、基板１１０ｇと、基板１１０ｇの上に設けられたゲート電極１２０と、ゲー
ト電極１２０の上にゲート絶縁膜１３０を介して設けられ、酸化物より形成された半導体
層１４０と、半導体層１４０の上において、ゲート電極１２０を挟むように離間して設け
られたソース電極１６１及びドレイン電極１６２と、ソース電極１６１及びドレイン電極
１６２と、半導体層１４０と、の間に設けられたチャネル保護層１５０と、を有する薄膜
トランジスタの製造方法である。以下、その製造方法の特徴の部分について説明する。
【０１６８】
　図１９は、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例示するフロ
ーチャート図である。　
　図１９に表したように、本実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法においては、ま
ず、基板１１０ｇの上にゲート電極１２０を形成する（ステップＳ１１０）。　
　そして、ゲート電極１２０の上にゲート絶縁膜１３０を形成する（ステップＳ１２０）
。　
　そして、ゲート絶縁膜１３０の上に半導体層１４０を形成する（ステップＳ１３０）。
【０１６９】
　そして、ゲート電極１２０の上における半導体層１４０の側面１４０ｓの少なくとも一
部を覆うように前記チャネル保護層１５０を形成する（ステップＳ１４０）。すなわち、
例えば、半導体層１４０のソース電極１６１及びドレイン電極１６２と接続される領域を
除いて、半導体層１４０の側面１４０ｓの少なくとも一部を覆うようにチャネル保護層１
５０を形成する。なお、この時、半導体層１４０の上面１４０ｕも覆う。
【０１７０】
　そして、半導体層１４０及びチャネル保護層１５０を１６０℃以上の温度で加熱処理す
る（ステップＳ１５０）。
【０１７１】
　その後、半導体層１４０及びチャネル保護層１５０の上にソース電極１６１及びドレイ
ン電極１６２を形成する（ステップＳ１６０）。すなわち、例えば、半導体層１４０のソ
ース電極１６１及びドレイン電極１６２と接続される領域のそれぞれの上にソース電極１
６１及びドレイン電極１６２を形成する。　
　すなわち、上記の製造方法においては、図２及び図３に関して説明した方法を用いるこ
とができる。
【０１７２】
　上記の製造方法によれば、ステップＳ１５０における加熱処理によって、チャネル保護
層１５０の成膜の際に生じる半導体層１４０のダメージを回復させることができる。なお
、この加熱処理（ステップＳ１５０）の後にステップＳ１６０を実施することで、ソース
電極１６１及びドレイン電極１６２にダメージを与えることがない。そして、この加熱処
理（ステップＳ１５０）の際に、半導体層１４０において電流経路となり得る側面１４０
ｓの少なくとも一部（及び上面１４０ｕ）をチャネル保護層１５０で保護することで、半
導体層１４０から酸素が離脱して低抵抗化することがない。これにより、熱処理による特
性変動を抑制した酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタの製造方法が提供できる。
【０１７３】
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　なお、上記のステップＳ１４０において、チャネル保護層１５０は、ソース電極１６１
が形成される領域のドレイン電極１６２が形成される領域と対向する辺の延長線１６１ｐ
と、ドレイン電極１６２が形成される領域のソース電極１６１が形成される領域と対向す
る辺の延長線１６２ｐと、の間における半導体層１４０の側面１４０ｓの少なくとも一部
を覆うように形成されることができる。これにより、上記の電流経路を効率的に遮断でき
る。
【０１７４】
　（第４の実施の形態）　
　本発明の第４の実施形態は、表示装置の製造方法である。すなわち、基板１１０ｇと、
基板１１０ｇの上に設けられたゲート電極１２０と、ゲート電極１２０の上にゲート絶縁
膜１３０を介して設けられ、酸化物より形成された半導体層１４０と、半導体層１４０の
上において、ゲート電極２０を挟むように離間して設けられたソース電極１６１及びドレ
イン電極１６２と、ソース電極１６１及びドレイン電極１６２と、半導体層１４０と、の
間に設けられたチャネル保護層１５０と、を有する薄膜トランジスタと、薄膜トランジス
タのソース電極１６１及びドレイン電極１６２のいずれか一方に接続された画素電極１４
０ｄと、画素電極１４０ｄに与えられる電気信号によって、光学特性の変化と、発光と、
の少なくともいずれかを生ずる光学素子３００と、を有する表示装置の製造方法である。
以下、その製造方法の特徴の部分について説明する。
【０１７５】
　図２０は、本発明の第４の実施形態に係る表示装置の製造方法を例示するフローチャー
ト図である。　
　図２０に表したように、本実施形態に係る表示装置の製造方法においては、まず、基板
１１０ｇの上にゲート電極１２０を形成する（ステップＳ３１０）。　
　そして、ゲート電極１２０の上にゲート絶縁膜１３０を形成する（ステップＳ３２０）
。
【０１７６】
　そして、ゲート絶縁膜１３０の上に、半導体層１４０及び画素電極１４０ｄとなる酸化
物層１４０ｆを形成する（ステップＳ３３０）。
【０１７７】
　そして、ゲート電極１２０の上における酸化物層１４０ｆの側面の少なくとも一部を覆
い、画素電極１４０ｄの形成される領域の酸化物層１４０ｆを露出するように、チャネル
保護層１５０を形成する（ステップＳ３４０）。すなわち、例えば、半導体層１４０のソ
ース電極１６１及びドレイン電極１６２と接続される領域を除いて、酸化物層１４０ｆの
側面１４０ｓの少なくとも一部（及び上面１４０ｕ）を覆い、画素電極１４０ｄの形成さ
れる領域の酸化物層１４０ｆを露出するように、チャネル保護層１５０を形成する。
【０１７８】
　そして、酸化物層１４０ｆ及びチャネル保護層１５０を１６０℃以上の温度で加熱処理
し、チャネル保護層１５０から露出した酸化物層１４０ｆの電気抵抗を低下させて画素電
極１４０ｄを形成する（ステップＳ３５０）。
【０１７９】
　その後、半導体層１４０及びチャネル保護層１５０の上にソース電極１６１及びドレイ
ン電極１６２を形成する（ステップＳ３６０）。すなわち、半導体層１４０のソース電極
１６１及びドレイン電極１６２と接続される領域のそれぞれの上にソース電極１６１及び
ドレイン電極１６２を形成する。　
　すなわち、上記の製造方法においては、図１４及び図１５に関して説明した方法を用い
ることができる。
【０１８０】
　本実施形態に係る表示装置の製造方法によれば、画素電極１４０ｄとなる別の膜を形成
する工程を省略でき、高生産性の、熱処理による特性変動を抑制した酸化物半導体を用い
た表示装置及びその製造方法が提供できる。
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【０１８１】
　上記のステップＳ３４０において、例えば、チャネル保護層１５０は、ソース電極１６
１が形成される領域のドレイン電極１６２が形成される領域と対向する辺の延長線１６１
ｐと、ドレイン電極１６２が形成される領域のソース電極１６１が形成される領域と対向
する辺の延長線１６２ｐと、の間における半導体層１４０の側面１４０ｓの少なくとも一
部を覆うように形成されることができる。これにより、上記の電流経路を効率的に遮断で
きる。
【０１８２】
　図２１は、本発明の第４の実施形態に係る表示装置の別の製造方法を例示するフローチ
ャート図である。　
　図２１に表したように、別の製造方法では、まず、基板１１０ｇの上にゲート電極１２
０を形成する（ステップＳ４１０）。　
　そして、ゲート電極１２０の上にゲート絶縁膜１３０を形成する（ステップＳ４２０）
。　
　そして、ゲート絶縁膜１３０の表面の平滑性を選択的に変化させる表面処理を行う（ス
テップＳ４２１）。すなわち、例えば、チャネルとなる半導体層１４０の下地となる部分
のゲート絶縁膜１３０をＲＩＥで処理して平滑化する。　
　この時、例えば、画素電極１４０ｄの下地となるゲート絶縁膜１３０は例えばレジスト
で保護して平滑化されないようにする。また、画素電極１４０ｄ以外の所望の部分を平滑
化されないようにして、任意の導電性の領域を作製し、例えば配線部として利用すること
ができる。
【０１８３】
　その後、ゲート絶縁膜１３０の上に、前記酸化物の層を形成する（ステップＳ４３０）
。すなわち、半導体層１４０及び画素電極１４０ｄとなる酸化物層１４０ｆを形成する。
これにより、例えば、画素電極１４０ｄとなる部分の酸化物層１４０ｆは柱状構造となり
、相対的に低抵抗となる。
【０１８４】
　これにより、画素電極１４０ｄとなる別の膜を形成する工程を省略し、高生産性の酸化
物半導体を用いた表示装置及びその製造方法が提供できる。
【０１８５】
　なお、図２０で説明したステップＳ３３０の酸化物層１４０ｆの形成の前に、その下地
となるゲート絶縁膜１３０の表面の平滑性を選択的に変化させる上記のステップＳ４２１
の表面処理をさらに行っても良い。
【０１８６】
　すなわち、図２０に例示したステップＳ３２０とステップＳ３３０との間に、チャネル
となる半導体層１４０の下のゲート絶縁膜１３０と、画素電極１４０ｄの下のゲート絶縁
膜１３０と、で表面の平滑性を変える。例えば、上記の表面処理は、画素電極１４０ｄの
形成される領域のゲート絶縁膜１３０の表面を、それ以外の部分よりも相対的に粗くする
表面処理とすることができる。
【０１８７】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、薄膜トランジスタ、その製造方法
、表示装置及びその製造方法を構成する各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知
の範囲から適宜選択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができ
る限り、本発明の範囲に包含される。　
　また、各具体例のいずれか２つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも
、本発明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。　
　その他、本発明の実施の形態として上述した薄膜トランジスタ、その製造方法、表示装
置及びその製造方法を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る全ての薄膜トラン
ジスタ、その製造方法、表示装置及びその製造方法も、本発明の要旨を包含する限り、本
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発明の範囲に属する。　
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。
【図面の簡単な説明】
【０１８８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る薄膜トランジスタの構造を例示する模式的断面図
である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る薄膜トランジスタの製造方法を例示する工程順模式
的断面図である。
【図３】図２に続く工程順模式的断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る薄膜トランジスタの特性を例示するグラフ図である
。
【図５】第１の比較例の薄膜トランジスタの構造を例示する模式的断面図である。
【図６】第１の比較例の薄膜トランジスタの特性を例示するグラフ図である。
【図７】第２の比較例の薄膜トランジスタの構造を例示する模式的断面図である。
【図８】実験に用いた薄膜トランジスタの構成及び実験結果を例示する模式図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る変形例の薄膜トランジスタの構成を例示する模式
的平面図である。
【図１０】本発明の第２の実施例に係る薄膜トランジスタの製造方法を例示する工程順模
式的断面図である。
【図１１】本発明の第３の実施例に係る薄膜トランジスタの製造方法を例示する工程順模
式的断面図である。
【図１２】図１１に続く工程順模式的断面図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る表示装置の構成を例示する模式的断面図である
。
【図１４】本発明の第４の実施例に係る表示装置の製造方法を例示する工程順模式的断面
図である。
【図１５】図１４に続く工程順模式的断面図である。
【図１６】本発明の第５の実施例に係る表示装置の製造方法を例示する工程順模式的断面
図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態に係る別の表示装置の等価回路を例示する回路図であ
る。
【図１８】本発明の第２の実施形態に係る別の表示装置の等価回路を例示する回路図であ
る。
【図１９】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例示するフロー
チャート図である。
【図２０】本発明の第４の実施形態に係る表示装置の製造方法を例示するフローチャート
図である。
【図２１】本発明の第４の実施形態に係る表示装置の別の製造方法を例示するフローチャ
ート図である。
【符号の説明】
【０１８９】
　１１、１１ａ、１２、１３、１３ａ、１４、１５、１５ａ、２１、９１、９２、９３　
薄膜トランジスタ
　５１、５２、６０、６１、６２　表示装置
　９３ａ　チャネル部トランジスタ
　９３ｂ　周辺部トランジスタ
　１１０　絶縁層　
　１１０ｇ　基板（ガラス基板）
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　１１１　主面
　１２０　ゲート電極
　１２１ｆ　Ａｌ膜
　１２２ｆ　Ｍｏ膜
　１２３　コンタクト部
　１２３ｈ　コンタクトホール
　１３０　ゲート絶縁膜
　１３０ｆ　ＳｉＯ２膜
　１３０ｇ　平滑化面
　１３０ｒ　レジスト
　１４０　半導体層
　１４０ｄ　画素電極
　１４０ｆ　酸化物層（酸化物の層）
　１４０ｍ、１４０ｎ　領域
　１４０ｓ　側面
　１４０ｕ　上面
　１４１　ソースコンタクト領域
　１４１ｈ　コンタクトホール
　１４２　ドレインコンタクト領域
　１４２ｈ　コンタクトホール
　１４５ｃ　チャネル部電流経路
　１４５ｓ　周辺部電流経路
　１４６ｓ　近傍領域
　１５０　チャネル保護層
　１５０ｆ　ＳｉＯ２膜
　１６０ｆ　積層膜
　１６１　ソース電極
　１６１ｐ　延長線
　１６１ｑ　開口部
　１６２　ドレイン電極
　１６２ｐ　延長線
　１６２ｑ　開口部
　１６６、１６８　Ｍｏ膜
　１６７　Ａｌ膜
　１８１　パッシベーション膜
　１８２　バンク
　１９１　Ｃｕフタロシアニン層
　１９２　α－ＮＰＤ層
　１９３　Ａｌｑ３層
　１９４　ＬｉＦ層
　１９５　Ａｌ層
　２１０、２１０ｎ、２１０ｎ－１　走査線
　２２０　信号線
　２３０　補助容量線
　２４０　補助容量電極
　３００　光学素子
　３０１　液晶層
　３０２　有機ＥＬ層
　３１０　対向電極
　３２０　電源線　
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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