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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アレイ基板を製造する方法であって、
　ソース電極、ドレイン電極、データライン及び画素電極のパターンを形成するステップ
Ａと、
　活性層及びゲート絶縁層を順次形成し、更に前記ゲート絶縁層及び前記活性層にデータ
ライン及び外部回路への接続貫通穴を形成するステップＢと、
　ゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインのパターンを形成するステップＣと、
　を含み、
　前記共通電極ラインと前記画素電極との一部を重ねることによってストレージコンデン
サを形成し、又は、前記ゲート電極、前記ゲートライン及び前記共通電極ラインのパター
ンを形成し、前記共通電極ラインは、画素電極と共に駆動電界を形成し、
　ステップＡは、基板に一層目の導電性透明薄膜を形成し、１回目のパターニング工程に
よって前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記データライン及び前記画素電極のパター
ンを形成することを含み、前記１回目のパターニング工程によって、前記ソース電極、前
記ドレイン電極、前記データライン及び前記画像電極のパターンを形成する工程は、
　前記一層目の導電性透明薄膜の上にフォトレジストを形成するステップと、
　デュアルトーンマスクを使って前記フォトレジストを露光させ、フォトレジスト未保留
領域、フォトレジスト部分保留領域及びフォトレジスト保留領域を形成するための潜像を
形成するステップと、
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　現像処理を行うステップと、
　前記フォトレジスト未保留領域域内の前記一層目の導電性透明薄膜をエッチングにより
除去し、前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記データラインのパターンを形成す
るステップと、
　アッシングによって前記フォトレジスト保留領域内の前記フォトレジストを保留して、
前記フォトレジスト部分保留領域内のフォトレジストを除去するステップと、
　更に前記フォトレジスト部分保留領域内の保留された前記一層目の導電性透明薄膜をエ
ッチングし、前記フォトレジスト部分保留領域内の前記一層目の導電性透明薄膜を薄くし
、前記画素電極パターンを形成するステップと、
　残存するフォトレジストを除去するステップと、を含むことを特徴とするアレイ基板の
製造方法。
【請求項２】
　ステップＢは、前記活性層及び前記ゲート絶縁層を形成し、更に２回目のパターニング
工程によって前記データライン及び前記外部回路への接続貫通穴を形成することを含み、
　ステップＣは、二層目の導電性透明薄膜を形成し、更に３回目のパターニング工程によ
って前記ゲート電極、前記ゲートライン及び前記共通電極ラインのパターンを形成する、
又はパターニング工程によって前記ゲート電極、前記ゲートライン及び前記共通電極のパ
ターンを形成することを含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板の製造方法。
【請求項３】
　前記２回目のパターニング工程によって、前記データライン及び前記外部回路への接続
貫通穴を形成する工程は、
　前記ゲート絶縁層にフォトレジストを塗るステップと、
　マスクを使って前記フォトレジストを露光させ、フォトレジスト保留領域及びフォトレ
ジスト未保留領域を形成するための潜像を形成するステップと、
　現像処理を行うステップと、
　前記フォトレジスト未保留領域内の前記ゲート絶縁層と前記活性層をエッチングして除
去し、前記貫通穴のパターンを形成するステップと、
　残存フォトレジストを除去するステップと、を含むことを特徴とする請求項２に記載の
アレイ基板の製造方法。
【請求項４】
　前記３回目のパターニング工程によって前記ゲート電極、前記ゲートライン及び前記共
通電極ラインのパターンを形成する工程は、
　前記二層目の導電性透明薄膜の上にフォトレジストを塗るステップと、
　マスクを使って前記フォトレジストを露光させ、前記フォトレジスト保留領域及び前記
フォトレジスト未保留領域を形成するための潜像を形成するステップと、
　現像処理を行うステップと、
　前記フォトレジスト未保留領域内の前記二層目の導電性透明薄膜をエッチングにより除
去し、前記ゲート電極、前記ゲートライン及び前記共通電極ラインのパターンを形成する
ステップと、
　残存するフォトレジストを除去するステップと、を含むことを特徴とする請求項２に記
載のアレイ基板の製造方法。
【請求項５】
　前記３回目のパターニング工程によって前記ゲート電極、前記ゲートライン及び前記共
通電極のパターンを形成する工程は、
　前記二層目の導電性透明薄膜の上にフォトレジストを塗るステップと、
　マスクを使って前記フォトレジストを露光させ、前記フォトレジスト保留領域及び前記
フォトレジスト未保留領域を形成するための潜像を形成するステップと、
　現像処理を行うステップと、
　前記フォトレジスト未保留領域内の前記二層目の導電性透明薄膜をエッチングにより除
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去し、前記ゲート電極、前記ゲートライン及び前記共通電極のパターンを形成するステッ
プと、
　残存するフォトレジストを除去するステップと、を含むことを特徴とする請求項２に記
載のアレイ基板の製造方法。
【請求項６】
　前記共通電極は、スリットを含むことを特徴とする請求項１～３、５の何れか一項に記
載のアレイ基板の製造方法。
【請求項７】
　前記活性層の材料として酸化物半導体を使用することを特徴とする請求項１～６の何れ
か一項に記載のアレイ基板の製造方法。
【請求項８】
　ベース基板の上に形成されたソース電極、ドレイン電極、データライン及び画素電極と
、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記データライン及び前記画素電極の上に形成さ
れた活性層と、
　前記活性層の上に形成されたゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層の上に形成されたゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインと、
を含み、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極との間にチャネルが形成され、前記ドレイン電極と
前記画素電極は電気的に接続され、前記データラインは貫通穴を通して外部回路へ接続し
、
　前記データラインを前記外部回路へ接続するための前記貫通穴は、前記ゲート絶縁層及
び前記活性層に形成され、
　前記共通電極ラインと前記画素電極との一部を重ねることによってストレージコンデン
サを形成し、又は、前記ゲート絶縁層の上に前記ゲート電極、前記ゲートライン及び前記
共通電極ラインを形成し、前記共通電極ラインは前記画素電極と共に駆動電界を形成し、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記データライン及び前記画素電極は同一の導電
性透明材料の層で形成され、前記画素電極の厚さは前記ソース電極及び前記ドレイン電極
の厚さ未満であることを特徴とするアレイ基板。
【請求項９】
　前記活性層の材料として酸化物を使用することを特徴とする請求項８に記載のアレイ基
板。
【請求項１０】
　前記共通電極が、スリットを含むことを特徴とする請求項８又は９に記載のアレイ基板
。
【請求項１１】
　前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記データライン及び前記画素電極は、同一の導
電性透明薄膜によって形成されることを特徴とする請求項８～１０の何れか一項に記載の
アレイ基板。
【請求項１２】
　請求項８～１１の何れか一項に記載のアレイ基板を含む表示装置。
【請求項１３】
　前記表示装置は、液晶表示装置又は有機エレクトロルミネッセンス装置（ＯＬＥＤ）で
あることを特徴とする請求項１２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、表示装置、薄膜トランジスター、アレイ基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　薄膜トランジスター液晶ディスプレイ（ＴＦＴ－ＬＣＤ）は、省スペース、低エネルギ
ー消費、輻射が無いなどの特徴を有し、現在フラットパネルディスプレイ市場を牽引して
いる。非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）は、十分に確立された製造技術により低温で大面積に
製造できるため、ＴＦＴ－ＬＣＤの活性層材料として利用されている。しかし、非晶質シ
リコン材料のバンドギャップは僅か１．７Ｖなので、可視光に対しては不透明であり、可
視光に対し感光性を持つので、ブラックマトリックスを配して光ラインを遮断する必要が
ある。そのため、ＴＦＴ－ＬＣＤ製造技術が複雑になり、生産コストが上がり、ディスプ
レイの信頼性と開口率が下がることになる。
【０００３】
　また、液晶ディスプレイサイズの拡大に伴って、駆動回路に必要とされる周波数も高ま
りつつある。非晶質シリコンの薄膜トランジスターの移動度は、一般的に０．５ｃｍ２／
Ｖ・ｓ前後であるが、液晶ディスプレイのサイズが８０インチを超えると、その駆動周波
数が１２０Ｈｚ以上になり、薄膜トランジスターの移動度１ｃｍ２／Ｖ・ｓ以上が必要に
なるので、従来の非晶質シリコンの薄膜トランジスターの移動率はその需要を満たすには
不十分である。
【０００４】
　酸化物半導体薄膜トランジスターは様々な長所を持っているため、研究者に喜ばれるも
のとしてここ数年来著しく発展してきた。酸化物半導体は移動度が高く、均一性が良く、
透明である、という特徴で、大きいサイズの液晶ディスプレイ及びＯＬＥＤの駆動の需要
を満たすことができる。しかし、従来の酸化物半導体薄膜トランジスターは、ボトムゲー
トタイプを採用する場合、少なくとも４回のパターニング工程が必要であり、更にバリア
層（ＥＳＬ）と保護層（ＰＶＸ）などによる保護によって薄膜結晶体性能の安定性を確保
しなければならない。それらの技術は複雑で、製造コストも高くなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、表示装置、薄膜トランジスター、アレイ基板及びその製造方法を提供する。
本発明にかかるアレイ基板は、３回のパターニング工程によって製造されるので、生産時
間を短縮し、生産効率を高め、生産コストを削減することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面におけるアレイ基板の製造方法は、下記のステップを含む。
【０００７】
　ステップＡ：ソース電極、ドレイン電極、データライン及び画素電極のパターンを形成
する。
【０００８】
　ステップＢ：活性層及びゲート絶縁層を順次形成し、更に前記ゲート絶縁層に、データ
ライン及び外部回路への接続貫通穴を形成する。
【０００９】
　ステップＣ：ゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインのパターンを形成する。共
通電極ラインと画素電極との一部を重ねることによって、ストレージコンデンサ、又は、
ゲート電極、ゲートライン及び共通電極のパターンを形成する。その共通電極は画素電極
と共に駆動電界を形成する。
【００１０】
　例えば、ステップＡにおいて、基板上に一層目の導電性透明薄膜を形成し、パターニン
グ工程によってソース電極、ドレイン電極、データライン及び画素電極のパターンを形成
する。
【００１１】
　例えば、ステップＢにおいて、活性層及びゲート絶縁層を形成し、更にパターニング工
程によってデータライン及び外部回路への接続貫通穴を形成する。
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【００１２】
　例えば、ステップＣにおいて、二層目の導電性透明薄膜を形成し、更にパターニング工
程によってゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインのパターンを形成する、又は、
パターニング工程によってゲート電極、ゲートライン及び共通電極のパターンを形成する
。
【００１３】
　例えば、パターニング工程によって、ソース電極、ドレイン電極、データライン及び画
素電極のパターンを形成するステップには、一層目の導電性透明薄膜に一層のフォトレジ
ストを形成すること、グレートーン又は半透明マスクを使ってフォトレジストを露光させ
、フォトレジスト未保留領域、フォトレジスト部分保留領域及びフォトレジスト保留領域
を形成すること、現像処理を行うことで、フォトレジスト未保留領域内の一層目の導電性
透明薄膜は全部エッチングされ、ソース電極、ドレイン電極、及びデータラインのパター
ンを形成し、アッシングによってフォトレジスト保留領域内のフォトレジストを保留して
部分保留領域のフォトレジストを除去すること、更に保留領域内の保留された一層目の導
電性透明薄膜をエッチングし、この部分の一層目の導電性透明薄膜をより薄くし、画素電
極パターンを形成すること、並びに、残存フォトレジストを除去すること、を含む。
【００１４】
　例えば、パターニング工程によって、データライン及び外部回路への接続貫通穴、を形
成するステップは、ゲート絶縁層に一層のフォトレジストを形成すること、マスクを使っ
てフォトレジストを露光させ、フォトレジスト保留領域及びフォトレジスト未保留領域を
形成すること、現像処理を行うこと、フォトレジスト未保留領域内のゲート絶縁層及び活
性層をエッチングにより除去し、貫通穴パターンを形成すること、並びに、残存フォトレ
ジストを除去すること、を含む。
【００１５】
　例えば、パターニング工程によって、ゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインの
パターンを形成するステップは、二層目の導電性透明薄膜に一層のフォトレジストを形成
すること、マスクを使ってフォトレジストを露光させ、フォトレジスト保留領域及びフォ
トレジスト未保留領域を形成すること、現像処理を行うこと、フォトレジスト未保留領域
内の二層目の導電性透明薄膜をエッチングにより除去し、ゲート電極、ゲートライン及び
共通電極ラインのパターンを形成すること、並びに、残存フォトレジストを除去すること
、を含む。
【００１６】
　また、例えば、パターニング工程によって、ゲート電極、ゲートライン及び共通電極の
パターンを形成するステップは、二層目の導電性透明薄膜に一層のフォトレジストを形成
すること、マスクを使ってフォトレジストを露光させ、フォトレジスト保留領域及びフォ
トレジスト未保留領域を形成すること、現像処理を行うこと、フォトレジスト未保留領域
内の二層目の導電性透明薄膜をエッチングにより除去し、ゲート電極、ゲートライン及び
共通電極のパターンを形成すること、並びに、残存フォトレジストを除去すること、を含
む。
【００１７】
　例えば、前記共通電極がスリットを含む。
【００１８】
　例えば、前記活性層の材料は酸化物である。
【００１９】
　また、本発明の他の側面では、薄膜トランジスターを提供する。この薄膜トランジスタ
ーは、ソース電極及びドレイン電極として基板に形成される導電性透明薄膜、並びに、ソ
ース電極とドレイン電極との間に形成されたチャネル、並びに、ソース電極及びドレイン
電極に形成されて活性層となる酸化物、並びに、活性層の上に順次形成されたゲート絶縁
層及びゲート電極、を含み、ゲート電極は導電性透明薄膜である。
【００２０】
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　本発明のさらに他の側面では、アレイ基板を提供する。このアレイ基板は、基板に形成
されたソース電極、ドレイン電極、データライン、及び画素電極、並びに、ソース電極、
ドレイン電極、データライン、及び画素電極に形成された活性層、並びに、活性層に形成
されたゲート絶縁層、を含む。ソース電極とドレイン電極との間にチャネルが形成され、
ドレイン電極と画素電極とは電気的接続し、データラインは、貫通穴を通って外部回路と
接続し、画素電極は、画素領域全体を覆う形状を有する。
【００２１】
　ゲート絶縁層に、ゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインが形成され、共通電極
ラインと画素電極との一部は重ねることによってストレージコンデンサを形成する、又は
、ゲート絶縁層にゲート電極、ゲートライン及び共通電極が形成され、共通電極は画素電
極と共に駆動電界を形成する。
【００２２】
　例えば、前記活性層の材料は酸化物である。
【００２３】
　例えば、前記共通電極がスリットを含む。
【００２４】
　本発明のさらに他の側面では、前記アレイ基板を含む表示装置を提供する。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の実施例にかかるアレイ基板の製造方法は、トップゲート薄膜トランジスター構
造を採用することで、工程の簡素化を実現し、３回のパターニングによってアレイ基板を
製造できる。これにより、生産時間を短縮し、生産効率を高め、生産コスト削減を実現で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施例における、アレイ基板の断面図である。
【図２】本発明の実施例における、一層目の導電性薄膜を形成した後の断面図である。
【図３】本発明の実施例における１回目のパターニング工程において、グレートーン又は
ハーフトーンマスクによって露光・現像を行った後の断面図である。
【図４】本発明の実施例における、１回目のパターニング工程が完成した後の断面図であ
る。
【図５】本発明の実施例における、２回目のパターニング工程が完成した後の断面図であ
る。
【図６】本発明の実施例における、二層目の導電性薄膜を形成した後の断面図である。
【図７】本発明の他の実施例における、アレイ基板の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の実施例の技術的方法をより明確に説明するため、以上に実施例の添付図につい
て簡単に説明した。以上の添付図は本発明の実施例として扱うが、本発明の制限内容では
ない。
【００２８】
　本発明の目的、技術的方法、及び特徴をより正しく説明するため、本発明の添付図を参
考に、本発明の実施例を説明する。もちろん説明に挙げられる実施例は、本発明の実施例
の一部に限るもので全部ではない。当業者が創造的な活動をせず、単純に本発明の実施例
に基づいて得られたすべてのその他の実施例は、すべて本発明の保護範囲に属するものと
する。
【００２９】
　本発明の実施例におけるアレイ基板は、複数のゲートライン及びデータラインから構成
される。これらのゲートラインとデータラインとが互いに交差することによって画素配列
ユニットになる。すべての画素配列ユニットは、スイッチ素子となる薄膜トランジスター
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、及び液晶の配列をコントロールする画素電極を含む。例えば、各画素の薄膜トランジス
ターのゲート電極及び対応するゲートラインは、電気的に接続される、又は一体に形成さ
れる。ソース電極及び対応するデータラインは、電気的に接続される、又は一体に形成さ
れる。ドレイン電極及び対応する画素電極は、電気的に接続される、又は一体に形成され
る。次に、単独又は複数の画素ユニットについて説明するが、その他の画素ユニットも同
様に形成される。
【００３０】
　図１は本発明の実施例における、アレイ基板の断面図である。図１に示すように、アレ
イ基板の構造は次の通りとなる。
【００３１】
　ソース電極２１、ドレイン電極２２、データライン（示されていない）及び画素電極３
がベース基板１に形成される。ソース電極２１とドレイン電極２２との間はチャネル領域
に対応する。ドレイン電極２２と画素電極３とは電気的に接続し、データラインは貫通穴
を通って外部回路と接続する。外部電気回路は、例えばアレイ基板を駆動する電気回路で
ある。
【００３２】
　活性層４は、ソース電極２１、ドレイン電極２２、データライン及び画素電極３の上に
形成される。またゲート絶縁層５は活性層４の上に形成される。ゲート電極６、ゲートラ
イン（示されていない）及び共通電極ライン７はゲート絶縁層５の上に形成される。
【００３３】
　酸化物半導体材料は、移動度が高く、均一性が優れ、透明であるため、酸化物半導体材
料を活性層として採用した薄膜トランジスターは、特に大きなサイズの液晶ディスプレイ
及び有機エレクトロルミネッセンスディスプレイの需要を満たすことができる。そのため
、好ましい実施例として、本発明の実施例には、例えば、ＩＧＺＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ、Ｉ
ｎ２Ｏ３などの酸化物半導体材料を、アレイ基板の活性層４の材料として採用する。活性
層に酸化物半導体材料を採用することによって、本発明のアレイ基板は、大きなサイズの
ＴＦＴ－ＬＣＤに良く適用され、また高開口率、高移動性、及び広視野角などの利点があ
る。例えば、活性層４は一層のみの酸化物からなる単層構造であっても良く、少なくとも
２層の酸化物を含む多層構造でも良い。ＩＧＺＯ、ＺｎＯ又はＩＺＯのような非晶質酸化
物を用いる活性層は、移動度が高く、特にＩＧＺＯ－ＴＦＴを製造する場合、従来のＬＣ
Ｄの生産ラインとの適合性に優れ、コストを低く抑えられる。
【００３４】
　アレイ基板上の各層パターンを形成する方法としては、まず、層構造体（例えば金属層
又は非金属層）を形成し、次に、マスクキング（ｍａｓｋｉｎｇ）やエッチングなどでパ
ターニング工程を実施することにより実現する。或は、直接スクリーン印刷やプリントな
どによる通常のパターニング工程を実施し、層構造体の形成は行わない。当業者は具体的
な需要に応じて選択する。
【００３５】
　また、トップゲート構造（即ちゲート電極が活性層上にある）を有するアレイ基板の場
合、ゲート絶縁層は活性層を保護する役割を持ち、保護層やバリア層を省略することがで
きるので３回のパターニング工程だけでアレイ基板の製造が実現される。このように、ア
レイ基板製造技術は簡素化され、生産コストが削減されることになる。
【００３６】
　本発明の実施例におけるアレイ基板の製造方法は次の通りである。
【００３７】
　ステップ１００：ベース基板の上に一層目の導電性薄膜を形成し、１回目のパターニン
グ工程によって、ソース電極、ドレイン電極、データライン及び画素電極のパターンを形
成する。
【００３８】
　まず、ベース基板１は、必要に応じて洗浄する。ベース基板１はガラス基板や石英基板
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を使用することができる。次に、マグネトロンスパッタリングや蒸着法又はその他の成膜
方法で、基板に例えば、厚さが１５０ｎｍ－２５０ｎｍである一層目の導電性薄膜８（図
２を参照）を形成する。一層目の導電性薄膜８は、例えば透明の酸化インジウムスズ（Ｉ
ｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅｓ、ＩＴＯ）薄膜を採用する。酸化インジウムスズ薄膜
は透過率が高く、導電性が優れる。最後に１回目のパターニング工程によって、ソース電
極、ドレイン電極、データライン及び画素電極のパターンを形成する（図４を参照）。
【００３９】
　ステップ２００：ステップ１００が完了したベース基板の上に、活性層及びゲート絶縁
層を形成し、２回目のパターニングによってデータラインの外部回路への接続貫通穴を形
成する。
【００４０】
　まず、プラズマ強化化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ）、又はマグネトロンスパッタリング
法によって、ステップ１００が完了したベース基板１の上に厚さが例えば４０ｎｍ－６０
ｎｍである活性層、及び厚さが例えば３００ｎｍ－５００ｎｍであるゲート絶縁層を順次
形成する。活性層材料は、例えば、ＩＧＺＯ、ＺｎＯ、Ｉｎ２Ｏ３、又はＩＺＯなどの酸
化物を採用する。ゲート絶縁層材料は、酸化物又は窒化物であり、例えば、ＳｉＯ２、Ａ
ｌ２Ｏ３、又はＡｌＮなどを採用する。それから、２回目のパターニング工程によって貫
通穴パターンを形成する（図５を参照）。
【００４１】
　ステップ３００：ステップ２００が完了したベース基板の上に、二層目の導電性薄膜を
形成し、３回目のパターニングによってゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインの
パターンを形成する。
【００４２】
　例えば、マグネトロンスパッタリング法や蒸着法又はその他の成膜方法によって、ベー
ス基板１の上に厚さが１５０ｎｍ－２５０ｎｍである二層目の導電性薄膜１０を形成する
。二層目の導電性薄膜１０は透明ＩＴＯ薄膜（図６を参照）を採用することが好ましい。
これにより、透過率が高く、導電性が優れる。更に３回目のパターニング工程によって、
ゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインのパターンを形成する（図１を参照）。ま
た画素電極が共通電極ラインの一部と重なることによって、ストレージコンデンサを形成
することができる。
【００４３】
　ステップ１００では、１回目のパターニングによって、ソース電極、ドレイン電極、デ
ータライン及び画素電極のパターンを形成する。その一つの具体例として、次のステップ
を含む。
【００４４】
　ステップＳ１１：一層目の導電性薄膜８の上にフォトレジスト９を塗る。
【００４５】
　ステップＳ１２：デュアルトーンマスク（例えばグレートーン又はハーフトーン）を使
ってフォトレジストを露光させることで、フォトレジスト未保留領域、フォトレジスト部
分保留領域及びフォトレジスト保留領域を形成するための潜像を形成する。フォトレジス
ト保留領域は、ソース電極、ドレイン電極及びデータラインのパターンの所在領域に、フ
ォトレジスト部分保留領域は、画素電極のパターンの所在領域に、フォトレジスト未保留
領域は、前記パターン以外の部分に、それぞれ対応する。
【００４６】
　ステップＳ１３：現像処理を行うと、フォトレジスト未保留領域内のフォトレジストは
完全に除去され、フォトレジスト部分保留領域内のフォトレジストは薄くなり、フォトレ
ジスト保留領域内のフォトレジスト厚さは維持される。
【００４７】
　現像後のパターンは図３のようになる。そこで、ＷＰはフォトレジスト未保留領域、Ｈ
Ｐはフォトレジスト部分保留領域、ＮＰはフォトレジスト保留領域となる。
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【００４８】
　ステップＳ１４：フォトレジスト未保留領域内に露出された一層目の導電性薄膜をエッ
チングして除去し、ソース電極、ドレイン電極及びデータラインのパターンを形成する。
【００４９】
　ステップＳ１５：アッシングによってフォトレジスト部分保留領域内のフォトレジスト
を除去し、フォトレジスト保留領域内のフォトレジストを保留する。
【００５０】
　ステップＳ１６：フォトレジスト部分保留領域内に露出された一層目の導電性薄膜をエ
ッチングして除去し、この部分の一層目の導電性薄膜を薄くする。薄くなった一層目の導
電性薄膜は画素電極パターンを形成する。
【００５１】
　例えば、一層目の導電性薄膜の厚さが２００ｎｍであるとすると、当該ステップでは、
１５０ｎｍをエッチングし、５０ｎｍを残す。即ち得られた画素電極の厚さは５０ｎｍと
なる。
【００５２】
　ステップＳ１７：残存するフォトレジストを除去する。
【００５３】
　ステップ２００において、２回目のパターニング工程によってデータライン及び外部電
気回路への接続貫通穴の形成する工程は次のステップを含む。
【００５４】
　ステップＳ２１：ゲート絶縁層に、例えば塗布により、一層のフォトレジストを形成す
る。
【００５５】
　ステップＳ２２：例えば、シングルトーンマスクを使ってフォトレジストを露光させ、
フォトレジスト保留領域及びフォトレジスト未保留領域を形成するための潜像を形成する
。フォトレジスト未保留領域は貫通穴パターンの所在領域に、フォトレジスト保留領域は
前記パターン以外の部分にそれぞれ対応する。
【００５６】
　ステップＳ２３：現像処理を行い、フォトレジスト未保留領域内のフォトレジストは完
全に除去され、フォトレジスト保留領域内のフォトレジストの厚さは維持される。
【００５７】
　ステップＳ２４：フォトレジスト未保留領域内のゲート絶縁層及び活性層をエッチング
して除去し、貫通穴のパターンを形成する。
【００５８】
　ステップＳ２５：残存するフォトレジストを除去する。
【００５９】
　ステップ３００において、３回目のパターニング工程によってゲート電極、ゲートライ
ン及び共通電極ラインを形成する工程は、次のステップを含む。
【００６０】
　ステップＳ３１：二層目の導電性薄膜に、例えば塗布により、フォトレジストを形成す
る。
【００６１】
　ステップＳ３２：シングルトーンマスクを使ってフォトレジストを露光させ、フォトレ
ジスト保留領域及びフォトレジスト未保留領域を形成するための潜像を形成する。フォト
レジスト保留領域はゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインの所在領域に、フォト
レジスト保留領域は前記パターン以外の部分に、それぞれ対応する。
【００６２】
　ステップＳ３３：現像処理を行い、フォトレジスト未保留領域内のフォトレジストは完
全に除去され、フォトレジスト保留領域内のフォトレジスト厚さは維持される。
【００６３】
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　ステップＳ３４：フォトレジスト未保留領域内の二層目の導電性薄膜をエッチングする
と、ゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインのパターンを形成する。
【００６４】
　ステップＳ３５：残存するフォトレジストを除去する。
【００６５】
　本発明の他の実施例における、薄膜トランジスター、アレイ基板構造及び製造方法は上
記実施例に類似しているが、ステップ３００の内容だけ異なる。元々は、ステップ３００
には３回目のパターニング工程によってゲート電極、ゲートライン及び共通電極ラインの
パターンを形成することになっているが、この実施例には、３回目のパターニング工程に
よってゲート電極、ゲートライン及び共通電極１１のパターンを形成することに変更する
。このように違うマスクを使うことによって、１回のパターニング工程で、ゲート電極、
ゲートライン及び共通電極１１のパターンを形成することができる。この共通電極１１は
数本のスリットを含む。アレイ基板の構造は次の通りである。アレイ基板のそれぞれ異な
る層に画素電極及び共通電極１１が設置され、画素電極と共通電極との間にゲート絶縁層
が設置される。共通電極はスリットを含み、画素電極は板状で画素領域全体を覆い、図７
に示すようになる。同一平面内のスリット状の共通電極の縁部で発生した電界、及び共通
電極層と画素電極層との間で発生した電界、によって多次元電界を形成し、液晶セル内の
スリット電極間及び電極上方における、あらゆる向きのすべて液晶分子を回転させる。そ
れによって液晶の作動効率と光透過率を高めることができる。このような構造はＴＦＴ－
ＬＣＤ画面品質を高め、高解像度、高透過率、低エネルギー消費、広視野角、高開口率、
低色収差、押し（ｐｕｓｈ）むらがない、などの長所がある。
【００６６】
　なお、本発明の実施例には、上述したあらゆる種類のアレイ基板のディスプレイ装置を
含む。ディスプレイ装置とは液晶表示装置や有機エレクトロルミネッセンス（ＯＬＥＤ）
装置などを指す。
【００６７】
　例えばディスプレイ装置が液晶表示装置である場合、テレビ、コンピュータモニター、
デジカメフォトフレーム、電子ペーパー、携帯電話などに利用することができる。これら
の液晶表示装置は、アレイ基板及びその対向基板によって液晶セルを構成し、その液晶セ
ルに液晶材料を充填する。対向基板は例えばカラーフィルム基板である。ＴＦＴアレイ基
板のすべての画素ユニットの画素電極は、電界を加えて液晶材料の回転をコントロールす
ることによって、表示操作を行う。今までの実施例における液晶ディスプレイは、アレイ
基板のバックライトを含む。
【００６８】
　表示装置が有機エレクトロルミネッセンス装置である場合、アレイ基板のすべての画素
ユニットの画素電極を、陽極又は陰極として、有機発光材料を駆動することによって、表
示操作を行う。
【００６９】
　上記内容をまとめると、本発明の実施例は、３回のパターニング工程によって酸化物薄
膜のトランジスター、及び酸化物薄膜トランジスターを含むアレイ基板を形成する。トッ
プゲート構造により製造工程を簡略化し、露光工程やレジストの堆積の削減、コスト低下
、ＴＦＴ製造時間の短縮、ＴＦＴ特性の向上、開口率の向上などが実現した。
【００７０】
　最後に説明すべきことは、以上の実施例は本発明の技術的方法として説明したものであ
るが、それに限定されるものではない、本発明の技術的方法に対して修正や変更を行うこ
とができるが、あらゆる修正や変更は本発明の技術範囲内、本発明の特許請求の範囲内で
行わなければならないことは、勿論である。
【符号の説明】
【００７１】
　１　ベース基板
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　３　画素電極
　４　活性層
　５　ゲート絶縁層
　６　ゲート電極
　７　共通電極ライン
　８　一層目の導電性薄膜
　９　フォトレジスト
　１０　二層目の導電性薄膜
　１１　共通電極
　２１　ソース電極
　２２　ドレイン電極
　ＨＰ　フォトレジスト部分保留領域
　ＮＰ　フォトレジスト保留領域
　ＷＰ　フォトレジスト未保留領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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