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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に形成され、ソース／ドレイン領域を有する半導体層と、
前記半導体層を覆うゲート絶縁膜と、
前記ゲート絶縁膜を介して前記半導体層のチャネル領域の対面に配置されるゲート電極と
、
前記ゲート電極を覆う層間絶縁膜と、
前記層間絶縁膜及び前記ゲート絶縁膜を貫通するコンタクトホールを介して、前記ソース
／ドレイン領域に接続する配線電極と、
前記配線電極及び前記層間絶縁膜を覆う保護膜と、
前記保護膜を貫通するスルーホールを介して前記配線電極に接続する画素電極と、
前記半導体層より延在して形成された下部容量電極と、
前記ゲート電極と同じ層によって形成され、前記ゲート絶縁膜を介して前記下部容量電極
の対面に配置された共通配線電極と、
前記層間絶縁膜より膜厚の薄い誘電体膜を介して前記共通配線電極の対面に配置された上
部容量電極と、を備え、
前記共通配線電極上の前記層間絶縁膜には、前記層間絶縁膜が除去された開口部が形成さ
れ、
前記保護膜は、前記開口部、及び前記開口部を形成する前記層間絶縁膜の側面を覆い、
前記誘電体膜が、前記開口部における前記保護膜によって形成され、
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前記誘電体膜を介して前記共通配線電極の対面に配置される前記上部容量電極が、前記画
素電極より延在して形成されている薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項２】
前記共通配線電極は、Ｃｒ膜、Ｃｒを主成分とする合金膜、Ａｌ膜、又はＡｌを主成分と
する合金膜によって形成され、
前記配線電極は、Ｍｏ膜、又はＭｏを主成分とする合金膜により形成されることを特徴と
する請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の薄膜トランジスタアレイ基板を有する表示装置。
【請求項４】
基板上に、ソース／ドレイン領域を有する半導体層と、前記半導体層より延在された下部
容量電極とを形成する工程と、
前記半導体層及び前記下部容量電極を覆うゲート絶縁膜を形成する工程と、
前記ゲート絶縁膜を介して、前記半導体層のチャネル領域の対面に配置されるゲート電極
と、前記下部容量電極の対面に配置される共通配線電極とを形成する工程と、
前記ゲート電極及び前記共通配線電極を覆う層間絶縁膜を形成する工程と、
前記層間絶縁膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングして、前記ソース／ドレイン領域が露
出したコンタクトホールと前記共通配線電極が露出した開口部とを形成する工程と、
前記コンタクトホールを介して前記ソース／ドレイン領域に接続する配線電極を形成する
工程と、
前記配線電極、前記層間絶縁膜、及び前記開口部を覆い、前記配線電極の一部が露出した
スルーホールを有し、前記層間絶縁膜より膜厚の薄い保護膜を形成する工程と、
前記スルーホールを介して前記配線電極に接続する画素電極を、前記保護膜を介して前記
共通容量電極の対面に配置されるよう延在して形成する工程と、を備える薄膜トランジス
タアレイ基板の製造方法。
【請求項５】
前記ゲート電極と前記共通配線電極とを形成する工程では、Ｃｒ膜、Ｃｒを主成分とする
合金膜、Ａｌ膜、又はＡｌを主成分とする合金膜を用いて形成し、
前記配線電極を形成する工程では、Ｍｏ膜、又はＭｏを主成分とする合金膜を用いて形成
することを特徴とする請求項４に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項６】
前記配線電極を形成する工程では、ＳＦ６とＯ２の混合ガス、又はＣｌ２とＯ２の混合ガ
スを用いたドライエッチングにより、前記配線電極を形成することを特徴とする請求項５
に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタアレイ基板、その製造方法、及び表示装置に関し、特に詳
しくは蓄積容量素子を有する薄膜トランジスタアレイ基板、その製造方法、及び表示装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）を用いた液晶表示装置やＥ
Ｌ表示装置等の薄型表示装置（フラットパネルディスプレイ）の開発が推進されている。
特に、半導体層活性領域の材料としてポリシリコンを用いたＴＦＴは、従来のアモルファ
スシリコンを用いたＴＦＴと比べて、高精細のパネルが形成できること、駆動回路領域と
画素領域とを一体形成できること、駆動回路チップや実装のコストが不要となり低コスト
が可能になること等の利点があり、注目されている。
【０００３】
　ＴＦＴの構造は、主としてボトムゲート型とトップゲート型とに分類される。ゲート電
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極が半導体層を介してソース・ドレイン電極の下層に配置された構造がボトムゲート型で
ある。一方、トップゲート型では、ゲート電極が半導体層を介してソース・ドレイン電極
の上層に配置されている。ポリシリコンＴＦＴにおいては、高温のシリコン結晶化工程を
プロセスの最初に行える点から、トップゲート型が主流となっている。
【０００４】
　従来のトップゲート型ＴＦＴアレイ基板の製造方法について、図７を用いて説明する。
図７（ａ）は、従来技術１のトップゲート型ＴＦＴアレイ基板の画素構成を示す平面図で
ある。図７（ｂ）は、図７（ａ）におけるＴＦＴ及び蓄積容量素子の断面構造を模式的に
示した断面図である。
【０００５】
　まず、ガラス等の透明な絶縁基板からなる基板１の上に下地絶縁膜２を形成する。そし
て、下地絶縁膜２の上にポリシリコン膜を形成する。写真製版、エッチング、レジスト除
去の工程を経て、ポリシリコン膜をパターニングし、半導体層３を形成する。このとき、
図７のように、蓄積容量素子の下部容量電極３ａを、ポリシリコン膜をパターニングして
半導体層３と同時に形成する。
【０００６】
　次に、半導体層３及び下部容量電極３ａを覆うように、シリコン酸化膜等を用いて薄膜
のゲート絶縁膜４を堆積する。さらに、ゲート絶縁膜４の上に第１の金属膜を成膜した後
、パターニングを行い、半導体層３のチャネル領域となる領域の上にゲート電極５を形成
する。このとき、図７のように、下部容量電極３ａの上に共通配線電極５ａを、第１の金
属膜をパターニングしてゲート電極５と同時に形成する。その後、ゲート電極５をマスク
として、半導体層３のソース／ドレイン領域に不純物を導入する。
【０００７】
　不純物導入の後、ゲート電極５及び共通配線電極５ａを覆うように層間絶縁膜６を成膜
する。そして、層間絶縁膜６とゲート絶縁膜４とをエッチングにより除去して、半導体層
３のソース／ドレイン領域上にコンタクトホール１０を形成する。コンタクトホール１０
を介して半導体層３と電気的に接続する配線電極７１、７２を第２の金属膜により形成す
る。
【０００８】
　配線電極７１、７２を覆うように保護膜８を成膜し、パターニングして配線電極７２上
にスルーホール１１を形成する。保護膜８上には、スルーホール１１を介して配線電極７
２と接続する画素電極９を画素単位毎に形成する。以上のようにして、従来のトップゲー
ト型ＴＦＴアレイ基板が完成する。
【０００９】
　上述のように、従来のトップゲート型ＴＦＴアレイ基板では、ゲート絶縁膜４を誘電体
膜とし、ゲート絶縁膜４を介して下部容量電極３ａと共通配線電極５ａとを対向配置させ
ることによって、蓄積容量素子２０が構成されている（従来技術１）。下部容量電極３ａ
は半導体層３と同一工程、そして共通配線電極５ａはゲート電極５と同一工程で形成され
るので、工程数を削減することができ、生産性が向上される。
【００１０】
　一般的に、蓄積容量素子の蓄積容量は、誘電体膜の誘電率、膜厚、及び誘電体膜を介し
て対向配置される電極の面積によって決まる。特に、電極の面積を大きくすることによっ
て蓄積容量を増加させる方法は、回路面積の増大、透過領域縮小によるバックライトから
の透過光量減少、ＴＦＴ微細化の必要性等につながるため、回路設計及びプロセス設計上
の制約となっている。
【００１１】
　このような問題に対し、電位固定を行う共通配線電極５ａの上下にそれぞれ対向電極を
配置することにより形成される２つの蓄積容量素子を並列接続して、蓄積容量を確保する
方法が知られている（従来技術２）。図８（ａ）は、従来技術２のトップゲート型ＴＦＴ
アレイ基板の画素構成を示す平面図である。また、図８（ｂ）は、図８（ａ）におけるＴ
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ＦＴ及び蓄積容量素子の断面構造を模式的に示した断面図である。
【００１２】
　図８において、共通配線電極５ａの下には、図７に示す従来技術１と同様、ゲート絶縁
膜４を介して半導体層３と同層の下部容量電極３ａが対向電極として形成され、蓄積容量
素子２０を構成している。さらに、共通配線電極５ａの上には、層間絶縁膜６を介して配
線電極７と同層の上部容量電極７ａが対向電極として形成され、蓄積容量素子２５を構成
している。半導体層３と配線電極７とは、層間絶縁膜６及びゲート絶縁膜４を貫通するコ
ンタクトホール１０を介して、電気的に接続される構造となっている（例えば、特許文献
１～３）。
【００１３】
　ここで、これら従来技術の画素構成を等価回路に置き換えると、図９に示すようになる
。図９（ａ）は、従来技術１における画素等価回路を示す図であり、図９（ｂ）は従来技
術２における画素等価回路を示す図である。図９において、蓄積容量素子が従来技術１で
は１つ設けられているのに対し、従来技術２では２つ設けられている。すなわち、従来技
術２は、従来技術１に蓄積容量素子１つ分の蓄積容量が新たに付加されることになる。従
って、従来技術２では、単位面積当たりに占める蓄積容量が増加するので、蓄積容量素子
の面積を小さくすることが可能となる。
【００１４】
【特許文献１】特開２００３－９８５１５号公報
【特許文献２】特開２０００－２９８２９０号公報
【特許文献３】特開平９－４３６４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、誘電体膜となる層間絶縁膜６の膜厚は、ゲート絶縁膜４の膜厚に対して
４～６倍程度厚い。すなわち、従来技術２において、共通配線電極５ａ、層間絶縁膜６、
及び上部容量電極７ａによって構成される蓄積容量素子２５の蓄積容量は、共通配線電極
５ａ、ゲート絶縁膜４、及び下部容量電極３ａによって構成される蓄積容量素子２０の１
／６～１／４程度にしかならない。このため、単位面積当たりに占める蓄積容量は少しし
か増加しないので、蓄積容量素子の面積をあまり縮小することができないという問題があ
る。
【００１６】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、蓄積容量素子の占
有面積を小さくすることが可能な薄膜トランジスタアレイ基板、その製造方法、及び表示
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
本発明にかかる薄膜トランジスタアレイ基板は、
基板上に形成され、ソース／ドレイン領域を有する半導体層と、
前記半導体層を覆うゲート絶縁膜と、
前記ゲート絶縁膜を介して前記半導体層のチャネル領域の対面に配置されるゲート電極と
、
前記ゲート電極を覆う層間絶縁膜と、
前記層間絶縁膜及び前記ゲート絶縁膜を貫通するコンタクトホールを介して、前記ソース
／ドレイン領域に接続する配線電極と、
前記配線電極及び前記層間絶縁膜を覆う保護膜と、
前記保護膜を貫通するスルーホールを介して前記配線電極に接続する画素電極と、
前記半導体層より延在して形成された下部容量電極と、
前記ゲート電極と同じ層によって形成され、前記ゲート絶縁膜を介して前記下部容量電極
の対面に配置された共通配線電極と、
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前記層間絶縁膜より膜厚の薄い誘電体膜を介して前記共通配線電極の対面に配置された上
部容量電極と、を備え、
　前記共通配線電極上の前記層間絶縁膜には、前記層間絶縁膜が除去された開口部が形成
され、
　前記保護膜は、前記開口部、及び前記開口部を形成する前記層間絶縁膜の側面を覆い、
　前記誘電体膜が、前記開口部における前記保護膜によって形成され、
　前記誘電体膜を介して前記共通配線電極の対面に配置される前記上部容量電極が、前記
画素電極より延在して形成されているものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、蓄積容量素子の占有面積を小さくすることが可能な薄膜トランジスタ
アレイ基板、その製造方法、及び表示装置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】
【００１９】
実施の形態１．
　始めに、図１を用いて、本発明に係るＴＦＴアレイ基板が適用される表示装置について
説明する。図１は、表示装置に用いられるＴＦＴアレイ基板の構成を示す正面図である。
本発明に係る表示装置は、液晶表示装置を例として説明するが、あくまでも例示的なもの
であり、有機ＥＬ表示装置等の平面型表示装置（フラットパネルディスプレイ）等を用い
ることも可能である。この液晶表示装置の全体構成については、以下に述べる第１～第３
の実施形態で共通である。
【００２０】
　本発明に係る液晶表示装置は、基板１を有している。基板１は、例えば、ＴＦＴアレイ
基板等のアレイ基板である。基板１には、表示領域４１と表示領域４１を囲むように設け
られた額縁領域４２とが設けられている。この表示領域４１には、複数のゲート配線（走
査信号線）４３と複数のソース配線（表示信号線）４４とが形成されている。複数のゲー
ト配線４３は平行に設けられている。同様に、複数のソース配線４４は平行に設けられて
いる。ゲート配線４３とソース配線４４とは、互いに交差するように形成されている。ゲ
ート配線４３とソース配線４４とは直交している。隣接するゲート配線４３とソース配線
４４とで囲まれた領域が画素４７となる。従って、基板１では、画素４７がマトリクス状
に配列される。
【００２１】
　基板１の額縁領域４２には、走査信号駆動回路４５と表示信号駆動回路４６とが設けら
れている。ゲート配線４３は、表示領域４１から額縁領域４２まで延設され、基板１の端
部で、走査信号駆動回路４５に接続される。ソース配線４４も同様に、表示領域４１から
額縁領域４２まで延設され、基板１の端部で、表示信号駆動回路４６と接続される。走査
信号駆動回路４５の近傍には、外部配線４８が接続されている。また、表示信号駆動回路
４６の近傍には、外部配線４９が接続されている。外部配線４８、４９は、例えば、ＦＰ
Ｃ（Flexible Printed Circuit）等の配線基板である。
【００２２】
　外部配線４８、４９を介して走査信号駆動回路４５、及び表示信号駆動回路４６に外部
からの各種信号が供給される。走査信号駆動回路４５は外部からの制御信号に基づいて、
ゲート信号（走査信号）をゲート配線４３に供給する。このゲート信号によって、ゲート
配線４３が順次選択されていく。表示信号駆動回路４６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配線４４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４７に供給することができる。
【００２３】
　画素４７内には、少なくとも１つのＴＦＴ５０が形成されている。ＴＦＴ５０はソース
配線４４とゲート配線４３の交差点近傍に配置される。例えば、このＴＦＴ５０が画素電
極に表示電圧を供給する。即ち、ゲート配線４３からのゲート信号によって、スイッチン
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グ素子であるＴＦＴ５０がオンする。これにより、ソース配線４４から、ＴＦＴ５０のド
レイン電極に接続された画素電極に表示電圧が印加される。画素電極と対向電極との間に
は、表示電圧に応じた電界が生じる。なお、基板１の表面には、配向膜（図示せず）が形
成されている。
【００２４】
　更に、基板１には、対向基板が対向して配置されている。対向基板は、例えば、カラー
フィルタ基板であり、視認側に配置される。対向基板には、カラーフィルタ、ブラックマ
トリクス（ＢＭ）、対向電極、及び配向膜等が形成されている。なお、対向電極は、基板
１側に配置される場合もある。基板１と対向基板との間には液晶層が狭持される。即ち、
基板１と対向基板との間には液晶が導入されている。更に、基板１と対向基板との外側の
面には、偏光板、及び位相差板等が設けられる。また、液晶表示パネルの反視認側には、
バックライトユニット等が配設される。
【００２５】
　画素電極と対向電極との間の電界によって、液晶が駆動される。即ち、基板間の液晶の
配向方向が変化する。これにより、液晶層を通過する光の偏光状態が変化する。即ち、偏
光板を通過して直線偏光となった光は液晶層によって、偏光状態が変化する。具体的には
、バックライトユニットからの光は、アレイ基板側の偏光板によって直線偏光になる。こ
の直線偏光が液晶層を通過することによって、偏光状態が変化する。
【００２６】
　偏光状態によって、対向基板側の偏光板を通過する光量は変化する。即ち、バックライ
トユニットから液晶表示パネルを透過する透過光のうち、視認側の偏光板を通過する光の
光量が変化する。液晶の配向方向は、印加される表示電圧によって変化する。従って、表
示電圧を制御することによって、視認側の偏光板を通過する光量を変化させることができ
る。即ち、画素ごと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。
【００２７】
　また、画素４７内には蓄積容量素子（図示せず）が形成されている。ここで、本実施の
形態に係る蓄積容量素子の構成について、図２を用いて詳細に説明する。図２（ａ）は、
実施の形態１のトップゲート型ＴＦＴアレイ基板の画素構成を示す平面図である。図２（
ｂ）は、図２（ａ）におけるＴＦＴ及び蓄積容量素子の断面構造を模式的に示した断面図
である。図２（ｂ）では、左側にＴＦＴ５０を示し、右側に蓄積容量素子を示している。
図２において、まず、ガラス等の透明な絶縁基板からなる基板１の上に下地絶縁膜２が設
けられている。下地絶縁膜２は、例えば膜厚２００ｎｍのＳｉＮ膜により構成され、基板
１上に形成される各素子への不純物拡散を防止する。
【００２８】
　下地絶縁膜２の上には、島状の半導体層３が設けられている。半導体層３は、ソース／
ドレイン領域、及びチャネル領域を含み、例えば膜厚５０ｎｍのポリシリコン（多結晶シ
リコン）膜により形成される。ソース／ドレイン領域には不純物が導入されており、不純
物の導入されていないチャネル領域がソース領域とドレイン領域との間に配置されている
。また、図２では、下部容量電極３ａが半導体層３から延在して形成されている。
【００２９】
　半導体層３、及び下部容量電極３ａを覆うようにゲート絶縁膜４が設けられている。ゲ
ート絶縁膜４は、例えば膜厚１００ｎｍのＳｉＯ２膜により形成されている。そして、ゲ
ート絶縁膜４を介してチャネル領域の対面にゲート電極５が設けられている。ゲート絶縁
膜４上に形成されたゲート配線４３からゲート電極５が延在している。ゲート電極５は、
例えば膜厚２００ｎｍのＣｒ膜、あるいはＡｌ膜等により形成される。また、ゲート絶縁
膜４を介して下部容量電極３ａの対面には、共通配線電極５ａが設けられている。共通配
線４３ａの下部容量電極３ａと重複する領域が、共通配線電極５ａとなる。共通配線４３
ａとゲート配線４３とは平行に配置される。すなわち、隣接するゲート配線４３の間に共
通配線電極５ａが形成されている。共通配線電極５ａはゲート電極５と同じ金属膜（同じ
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層）により形成される。ゲート絶縁膜４を介して対向配置された下部容量電極３ａと共通
配線電極５ａにより、蓄積容量素子２０が構成されている。ソース配線４４から下部容量
電極３ａに表示電圧が印加されると、共通配線電極５ａには表示電圧に応じた電荷が蓄積
される。
【００３０】
　ゲート電極５、及び共通配線電極５ａを覆うように層間絶縁膜６ａが設けられている。
層間絶縁膜６ａは、例えば膜厚５００ｎｍのＳｉＯ２膜により形成される。層間絶縁膜６
ａ及びゲート絶縁膜４を貫通するコンタクトホール１０が半導体層３のソース／ドレイン
領域上に設けられている。また、本実施の形態では、共通配線電極５ａ上において層間絶
縁膜６ａが部分的に除去された開口部１２ａが形成されている。開口部１２ａは、共通配
線電極５ａの寸法より小さく形成され、共通配線電極５ａと重複して配置される。すなわ
ち、共通配線電極５ａの側面が層間絶縁膜６ａによって覆われるように、開口部１２ａが
形成される。なお、開口部１２ａの側面を形成する層間絶縁膜６ａの端部はテーパー角度
を有している。
【００３１】
　回路を構成する配線電極７１、７２が、コンタクトホール１０を介して半導体層３のソ
ース／ドレイン領域と電気的に接続している。配線電極７１、７２は、例えば膜厚３００
ｎｍのＭｏ膜により形成される。信号配線電極７１はソース電極であり、信号配線電極７
２はドレイン電極である。配線電極７１は、ソース配線４４と電気的に接続されている。
配線電極７２は、島状にパターニングされ、ゲート配線４３と共通配線４３ａとの間に配
置される。配線電極７１、７２は層間絶縁膜６ａの上に設けられており、開口部１２ａに
は形成されていない。
【００３２】
　さらに、配線電極７１、７２と開口部１２ａを有する層間絶縁膜６ａとを覆うように、
保護膜８が形成されている。保護膜８は、開口部１２ａにおいて共通配線電極５ａ上に直
接形成され、開口部１２ａの側面を形成する層間絶縁膜６ａの端部、及び開口部１２ａの
底面を形成する共通配線電極５ａを覆っている。保護膜８は、例えば膜厚２００ｎｍのＳ
ｉＮ膜により形成される。ゲート電極５と配線電極７１、７２との配線間容量を抑えるた
め、層間絶縁膜６ａは通常５００ｎｍ程度の膜厚を要するが、保護膜８については配線間
容量を考慮する必要がない。従って、配線電極７１、７２と後述する画素電極９との絶縁
性を確保できる１００～３００ｎｍ程度の膜厚に抑えることが可能である。
【００３３】
　保護膜８上には、スルーホール１１を介して配線電極７２と接続する画素電極９が形成
されている。画素電極９は、例えば膜厚１００ｎｍのＩＴＯ膜により形成され、画素４７
の略全体に設けられている。本実施の形態では、上部容量電極９ａが、共通配線電極５ａ
の形成された領域と重複するように画素電極９から延設されている。よって、少なくとも
保護膜８を介して対向配置された共通配線電極５ａと上部容量電極９ａにより、蓄積容量
素子２１が構成される。
【００３４】
　すなわち、電位固定を行う共通配線電極５ａの上下にそれぞれ対向電極として下部容量
電極３ａと上部容量電極９ａとを配置することにより、２つの蓄積容量素子２０、２１が
積層される。上部容量電極９ａは、配線電極７２及び半導体層３を介して下部容量電極３
ａに電気的に接続されるため、蓄積容量素子２１は蓄積容量素子２０と並列接続されてい
る。ソース配線４４から上部容量電極９ａに表示電圧が印加されると、共通配線電極５ａ
には表示電圧に応じた電荷が蓄積される。
【００３５】
　蓄積容量素子２１を構成する上部容量電極９ａと共通配線電極５ａとは、特に開口部１
２ａにおいて、保護膜８のみを介して対向配置される。すなわち、蓄積容量素子２１の誘
電体膜が、開口部１２ａにおいて層間絶縁膜６ａより膜厚の薄い保護膜８となる。これに
より、開口部１２ａにおいて、誘電体膜となる保護膜８の膜厚は、従来技術２の層間絶縁
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膜６と比較して格段に薄くなるので、蓄積容量素子２１の蓄積容量は大幅に増加する。例
えば、層間絶縁膜６ａの膜厚を５００ｎｍ、保護膜８の膜厚を２００ｎｍとした場合、蓄
積容量素子２１の蓄積容量は従来技術２の蓄積容量素子２５の約２．５倍となる。
【００３６】
　次に、本実施の形態におけるＴＦＴアレイ基板の製造方法について説明する。まず初め
に、石英基板やガラス基板等の透明な絶縁基板からなる基板１の上にシリコン窒化膜等の
絶縁性の膜をＣＶＤ法などにより成膜し、下地絶縁膜２を形成する。下地絶縁膜２上に、
膜厚５０ｎｍ程度のアモルファスシリコン膜をＣＶＤ成膜装置等により基板１全面に成膜
する。アモルファスシリコン膜成膜後、エキシマレーザアニール装置等を用いてアモルフ
ァスシリコン膜を溶融、冷却、固化して、ポリシリコン化する。これにより、ポリシリコ
ン膜が得られる。
【００３７】
　半導体層３及び下部容量電極３ａとなる領域のポリシリコン膜上に、それぞれ島状のレ
ジストパターンをフォトリソグラフィーにより形成する。このレジストパターンをマスク
としてドライエッチングを行い、ポリシリコン膜を島状にパターニングする。ドライエッ
チングには、ＣＦ４、ＣＨＦ３、ＳＦ６等のフッ化ガスと、酸素（Ｏ２）等との混合ガス
を用いる。これにより、半導体層３と下部容量電極３ａとが形成される。レジストパター
ンを除去した後、半導体層３及び下部容量電極３ａを覆うように、ゲート絶縁膜４を形成
する。ゲート絶縁膜４として、例えば厚さ１００ｎｍ程度のシリコン酸化膜をプラズマＣ
ＶＤ法により基板１全面に成膜する。
【００３８】
　さらに、スパッタ法等を用いて、ゲート電極５となる金属材料をゲート絶縁膜４の上全
面に成膜する。なお、本実施の形態では、ゲート電極５となる第１の金属膜として後述す
る配線電極７１、７２のエッチング工程においてエッチングされにくいＣｒ膜、又はＣｒ
を主成分とする合金膜等を用いる。ここでは、例えば厚さ２００ｎｍ程度のＣｒ膜を堆積
させる。その後、フォトリソグラフィーにより、ゲート電極５、ゲート配線４３、共通配
線４３ａ、及び共通配線電極５ａとなる領域のＣｒ膜上にレジストパターンを形成する。
このレジストパターンを介してＣｒ膜のエッチングを行い、ゲート電極５、ゲート配線４
３、共通配線４３ａ、及び共通配線電極５ａを形成する。
【００３９】
　その後、ゲート電極５及びこの上に形成されたレジストパターンをマスクとして、半導
体層３に不純物を導入する。不純物は、例えばホウ素（Ｂ）、リン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）
等のイオンとする。ここでの導入方法は、質量分離を行うイオン注入、質量分離を行わな
いイオンドーピングのいずれの方法を用いてもよい。これにより、半導体層３に不純物が
導入され、ソース／ドレイン領域が自己整合的に形成される。不純物導入後、レジストパ
ターンを除去する。
【００４０】
　ゲート電極５、ゲート配線４３、共通配線４３ａ、及び共通配線電極５ａを覆うように
、層間絶縁膜６ａを形成する。例えば、プラズマＣＶＤ法等により膜厚５００ｎｍ程度の
シリコン酸化膜を層間絶縁膜６ａとして基板１全面に成膜する。さらに、層間絶縁膜６ａ
上にレジストパターンを形成し、このレジストパターンを介してドライエッチングを行う
。これにより、層間絶縁膜６ａ及びゲート絶縁膜４を貫通するコンタクトホール１０が開
口され、半導体層３のソース／ドレイン領域の一部が露出する。このとき、本実施の形態
では、層間絶縁膜６ａを貫通する開口部１２ａを共通配線電極５ａ上に開口し、共通配線
電極５ａの一部を露出させる。これにより、開口部１２ａがコンタクトホール１０と同時
に形成される。
【００４１】
　層間絶縁膜６ａ上に、ＤＣマグネトロンを用いたスパッタリング法により、配線電極７
１、７２となる第２の金属膜を基板１全面に成膜する。本実施の形態では、配線電極７１
、７２となる第２の金属膜として、膜厚３００ｎｍ程度のＭｏ膜、又はＭｏを主成分とす
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る合金膜を用いる。その後、第２の金属膜の上にフォトリソグラフィーによりレジストパ
ターンを形成し、このレジストパターンを介してエッチングを行う。
【００４２】
　ここでは、ＳＦ６とＯ２の混合ガス、又はＣｌ２とＯ２の混合ガスを用いてドライエッ
チングする。共通配線電極５ａであるＣｒ膜やＣｒを主成分とする合金膜のエッチング速
度は、これらの混合ガスではほとんどゼロに等しい。そのため、配線電極７１、７２の形
成時において、開口部１２ａ内に成膜された金属膜はエッチングにて除去されるが、その
下に設けられた共通配線電極５ａはエッチングされない。これにより、開口部１２ａにお
いて共通配線電極５ａが露出されるとともに、コンタクトホール１０を介して半導体層３
と接続する配線電極７１、７２が形成される。また、ソース配線４４も同時に形成される
。同様の効果が得られるその他の組み合わせとして、ゲート電極５及び共通配線電極５ａ
にＡｌ膜又はＡｌを主成分とする合金膜、配線電極７１、７２にＭｏ膜又はＭｏを主成分
とする合金膜を使用し、ＳＦ６とＯ２の混合ガスを用いたドライエッチングにより配線電
極７１、７２を形成してもよい。
【００４３】
　次に、配線電極７１、７２、及びソース配線４４を覆うように保護膜８を基板１全面に
成膜する。保護膜８には、層間絶縁膜６より膜厚の薄い、膜厚２００ｎｍ程度のシリコン
窒化膜等を用いることができる。これにより、開口部１２ａ内の共通配線電極５ａ、及び
開口部１２ａの側面を形成する層間絶縁膜６ａの端部は保護膜８に覆われる。そして、保
護膜８をドライエッチングにより除去してスルーホール１１を形成すると、半導体層３の
ソース／ドレイン領域と接続する配線電極７２の表面が一部露出する。
【００４４】
　続いて、保護膜８の上に画素電極９を形成する。画素電極９として、例えば、ＤＣマグ
ネトロンを用いたスパッタリング法により透明導電膜を基板１全面に成膜する。透明導電
膜には、酸化インジウムを主成分とするＩＴＯ膜や、ＩＺＯ膜が一般的に用いられる。そ
して、写真製版、エッチング、レジスト除去の工程を経て、スルーホール１１を介して配
線電極７２と接続する画素電極９、及び画素電極９から延設され保護膜８を介して共通配
線電極５ａに対向する上部容量電極９ａが形成される。以上の工程を経て、本実施の形態
に係るＴＦＴアレイ基板が完成する。
【００４５】
　このように、本実施の形態では、下部容量電極３ａと共通配線電極５ａとを対向配置さ
せて構成される蓄積容量素子２０に加え、共通配線電極５ａと上部容量電極９ａとを対向
配置させて構成される蓄積容量素子２１を積層して形成する。このとき、共通配線電極５
ａ上の層間絶縁膜６ａに開口部１２ａを設け、共通配線電極５ａと上部容量電極９ａとを
保護膜８のみを介して対向配置させる。これにより、開口部１２ａにおいて、誘電体膜と
なる保護膜８の膜厚は、従来技術２の層間絶縁膜６と比較して格段に薄くなるので、蓄積
容量素子２１の蓄積容量は大幅に増加する。従って、単位面積当たりに占める蓄積容量が
大きく増加し、蓄積容量素子の占有面積を効果的に小さくすることができる。すなわち、
画素開口率を向上させることができる。また、開口部１２ａはコンタクトホール１０と同
時に形成でき、工程数及び使用するマスク数は増加しない。
【００４６】
実施の形態２．
　本実施の形態に係る蓄積容量素子の構成について、図３を用いて説明する。図３（ａ）
は、実施の形態２のトップゲート型ＴＦＴアレイ基板の画素構成を示す平面図である。図
３（ｂ）は、図３（ａ）におけるＴＦＴ及び蓄積容量素子の断面構造を模式的に示した断
面図である。図３（ｂ）では、左側にＴＦＴ５０を示し、右側に蓄積容量素子を示してい
る。本実施の形態では、蓄積容量素子の構成に特徴を有していて、それ以外の構成につい
ては実施の形態１と同様であるため、説明を省略する。
【００４７】
　図３において、図２と同じ構成部分については同一の符号を付し、差異について説明す
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る。実施の形態１と同様に、半導体層３から延在して形成された下部容量電極３ａと、ゲ
ート電極５と同層の共通配線電極５ａと、がゲート絶縁膜４を介して対向配置され、蓄積
容量素子２０を構成している。本実施の形態のゲート電極５及び共通配線電極５ａは、例
えば２００ｎｍのＭｏ膜等により形成される。ソース配線４４から下部容量電極３ａに表
示電圧が印加されると、共通配線電極５ａには表示電圧に応じた電荷が蓄積される。
【００４８】
　また、本実施の形態では、実施の形態１と異なり、薄膜部１３を有する層間絶縁膜６ｂ
がゲート電極５、及び共通配線電極５ａを覆うように設けられている。すなわち、層間絶
縁膜６ｂの膜厚が薄く形成された薄膜部１３が、共通配線電極５ａ上に設けられている。
単層の層間絶縁膜６ｂが膜厚方向に一部除去されて薄膜部１３が形成されている。薄膜部
１３における層間絶縁膜６ｂの膜厚Ａは、半導体層３上のうち、ゲート電極５及び共通配
線電極５ａの形成領域を除く領域における層間絶縁膜６ｂの膜厚Ｂより薄くなっている。
薄膜部１３は、共通配線電極５ａと略同じ寸法で形成され、共通配線電極５ａと重複して
配置される。なお、薄膜部１３の側面を形成する層間絶縁膜６ｂの端部はテーパー角度を
有している。
【００４９】
　そして、共通配線電極５ａの上には、層間絶縁膜６ｂを介して配線電極７１、７２と同
層の上部容量電極７ｂが対向電極として形成されている。配線電極７１、７２及び上部容
量電極７ｂは、例えばＭｏ／Ａｌ／Ｍｏ積層膜（膜厚５０ｎｍ／２００ｎｍ／５０ｎｍ）
により形成される。上部容量電極７ｂは、共通配線電極５ａが形成された領域と重複する
ように配線電極７２から延設されている。よって、層間絶縁膜６ｂを介して対向配置され
た共通配線電極５ａと上部容量電極７ｂにより蓄積容量素子２２が構成される。
【００５０】
　すなわち、電位固定を行う共通配線電極５ａの上下にそれぞれ対向電極として下部容量
電極３ａと上部容量電極７ｂとを配置することにより、２つの蓄積容量素子２０、２２が
積層される。上部容量電極７ｂは、配線電極７２及び半導体層３を介して下部容量電極３
ａに電気的に接続されるため、蓄積容量素子２２は蓄積容量素子２０と並列接続されてい
る。ソース配線４４から上部容量電極７ｂに表示電圧が印加されると、共通配線電極５ａ
には表示電圧に応じた電荷が蓄積される。
【００５１】
　蓄積容量素子２２を構成する上部容量電極７ｂと共通配線電極５ａとは、特に薄膜部１
３において、膜厚の薄い層間絶縁膜６ｂを介して対向配置される。すなわち、蓄積容量素
子２２の誘電体膜は、薄膜部１３の層間絶縁膜６ｂとなり、ゲート電極５及び共通配線電
極５ａの形成領域を除く半導体層３上の層間絶縁膜６ｂの膜厚より薄くなる。これにより
、薄膜部１３において、誘電体膜となる層間絶縁膜６ｂの膜厚は、従来技術２の層間絶縁
膜６と比較して格段に薄くなるので、蓄積容量素子の蓄積容量２２は大幅に増加する。
【００５２】
　次に、本実施の形態におけるＴＦＴアレイ基板の製造方法について、適宜図４を参照し
ながら説明する。図４は、本実施の形態におけるＴＦＴアレイ基板の製造工程の一例を示
した断面図である。本実施の形態では、層間絶縁膜６ｂの形成以降の製造方法が実施の形
態１と異なっていて、それ以外の製造工程については実施の形態１と同様であるため説明
を省略する。
【００５３】
　実施の形態１と同様、層間絶縁膜６ｂをゲート電極５及び共通配線電極５ａを覆うよう
に基板１全面に成膜した後、レジストパターン１４ａを１回目のフォトリソグラフィーに
より形成する。このとき、図４（ａ）のように、レジストパターン１４ａをコンタクトホ
ール１０となる領域を除く層間絶縁膜６ｂ上に形成する。そして、このレジストパターン
１４ａを介してドライエッチングを行う。これにより、図４（ｂ）に示すような層間絶縁
膜６ｂ及びゲート絶縁膜４を貫通するコンタクトホール１０が開口され、半導体層３のソ
ース／ドレイン領域の一部が露出する。
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【００５４】
　続いて、レジストパターン１４ａを除去した後、レジストパターン１４ｂを２回目のフ
ォトリソグラフィーにより形成する。ここでは、図４（ｃ）のように、レジストパターン
１４ｂを薄膜部１３となる領域を除く層間絶縁膜６ｂ上に形成する。そして、このレジス
トパターン１４ｂを介してドライエッチングを行う。このとき、層間絶縁膜６ｂを貫通さ
せないように、膜厚方向に一部エッチングして薄膜部１３を形成する。薄膜部１３の膜厚
が誘電体膜として所望する膜厚Ａとなるまでエッチングする。これにより、図４（ｄ）に
示すように、薄膜部１３において層間絶縁膜６ｂの膜厚が薄くなり、コンタクトホール１
０と薄膜部１３とを有する層間絶縁膜６ｂが形成される。なお、コンタクトホール１０と
薄膜部１３の形成順序は逆でもよい。
【００５５】
　レジストパターン１４ｂを除去した後、層間絶縁膜６ｂ上に、ＤＣマグネトロンを用い
たスパッタリング法により配線電極７１、７２となる第２の金属膜を基板１全面に成膜す
る。配線電極７１、７２となる第２の金属膜として、Ａｌ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｔａやこれらを
主成分とする合金膜、あるいはこれらの積層膜が用いられ、ここでは例えば、膜厚５０ｎ
ｍのＭｏ膜、膜厚２００ｎｍのＡｌ膜、及び膜厚５０ｎｍのＭｏ膜を積層する。その後、
写真製版、エッチング、レジスト除去の工程を経て、この第２の金属膜をパターニングす
る。これにより、コンタクトホール１０を介して半導体層３と接続する配線電極７１と、
共通配線電極５ａと重複するように配線電極７２から延設された上部容量電極７ｂとが形
成される。薄膜部１３は上部容量電極７ｂに覆われる。
【００５６】
　その後、配線電極７１、７２及び上部容量電極７ｂを覆うように保護膜８を基板１全面
に成膜する。保護膜８には、膜厚２００ｎｍ程度のシリコン窒化膜等を用いることができ
る。そして、保護膜８をドライエッチングにより除去してスルーホール１１を形成すると
、半導体層３のソース／ドレイン領域と接続する配線電極７２の表面が一部露出する。
【００５７】
　保護膜８の上に画素電極９を形成する。画素電極９として、例えば、ＤＣマグネトロン
を用いたスパッタリング法により透明導電膜を基板１全面に成膜する。透明導電膜には、
酸化インジウムを主成分とするＩＴＯ膜や、ＩＺＯ膜が一般的に用いられる。そして、写
真製版、エッチング、レジスト除去の工程を経て、スルーホール１１を介して配線電極７
２と接続する画素電極９が形成される。以上の工程を経て、本実施の形態に係るＴＦＴア
レイ基板が完成する。
【００５８】
　なお、本実施の形態では、配線電極７１、７２のエッチング工程において共通配線電極
５ａを露出させない。そのため、ゲート電極５となる金属膜として配線電極７１、７２の
エッチング工程においてエッチングされにくい材料を用いる必要がない。よって、ゲート
電極５及び共通配線電極５ａとなる金属膜として、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｗ、Ａｌ、Ｔａや、これ
らを主成分とする合金膜を用いることができる。
【００５９】
　また、本実施の形態では、複数階調露光技術を用いることにより、コンタクトホール１
０及び薄膜部１３の形成を１回のフォトリソグラフィーで行うことが可能である。図５は
、本実施の形態におけるＴＦＴアレイ基板の製造工程の別の一例を示した断面図である。
層間絶縁膜６ｂの上にレジストを塗布した後、ハーフトーンマスクやグレイトーンマスク
等を用いた複数階調露光、及び現像により、レジストをパターニングする。これにより、
図５（ａ）のような膜厚差を有するレジストパターン１４ｃがコンタクトホール１０とな
る領域を除く層間絶縁膜６ｂ上に形成される。このレジストパターン１４ｃは、薄膜部１
３となる領域上では膜厚が薄く、それ以外の領域上では膜厚は厚く形成されている。
【００６０】
　そして、このレジストパターン１４ｃを介して１回目のパーシャルエッチングを行う。
このとき、コンタクトホール１０となる領域の層間絶縁膜６ｂ及びゲート絶縁膜４からな
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る積層膜がエッチングされるが、この積層膜の膜厚が所望する膜厚となるまで、ドライエ
ッチングを行う。すなわち、積層膜を膜厚方向に一部エッチングして除去する。これによ
り、図５（ｂ）に示すように、コンタクトホール１０形成領域の積層膜が所望する膜厚ま
で薄くなる。
【００６１】
　続いて、レジストパターン１４ｃをアッシングする。薄膜部１３となる領域の層間絶縁
膜６ｂ表面が露出するまで、アッシングを行う。これにより、図５（ｃ）のように、膜厚
の薄いレジストパターン１４ｃは除去され、膜厚の厚いレジストパターン１４ｃは膜厚が
薄くなり、レジストパターン１４ｄとして残存する。そして、このレジストパターン１４
ｄを介して２回目のパーシャルエッチングを行う。このとき、層間絶縁膜６ｂを貫通させ
ないように、膜厚方向に一部エッチングして薄膜部１３を形成する。薄膜部１３の膜厚が
誘電体膜として所望する膜厚Ａとなるまでドライエッチングする。これにより、図５（ｄ
）に示すように、薄膜部１３において層間絶縁膜６ｂの膜厚が薄くなるとともに、コンタ
クトホール１０形成領域の積層膜が除去され半導体層３が露出する。コンタクトホール１
０と薄膜部１３とを有する層間絶縁膜６ｂが形成される。
【００６２】
　以上のように、本実施の形態では、下部容量電極３ａと共通配線電極５ａとを対向配置
させて構成される蓄積容量素子２０に加え、共通配線電極５ａと上部容量電極７ｂとを対
向配置させて構成される蓄積容量素子２２を積層して形成する。このとき、共通配線電極
５ａ上の層間絶縁膜６ｂに薄膜部１３を設け、共通配線電極５ａと上部容量電極７ｂとを
薄膜部１３を介して対向配置させる。これにより、薄膜部１３において、誘電体膜となる
層間絶縁膜６ｂの膜厚Ａは、従来技術２の層間絶縁膜６と比較して格段に薄くなるので、
蓄積容量素子２２の蓄積容量は大幅に増加する。従って、単位面積当たりに占める蓄積容
量が大きく増加し、蓄積容量素子の占有面積を効果的に小さくすることができる。すなわ
ち、画素開口率を向上させることができる。また、複数階調露光により薄膜部１３とコン
タクトホール１０とは１回のフォトリソグラフィーにより形成でき、使用するマスク数は
増加しない。
【００６３】
実施の形態３．
　本実施の形態に係る蓄積容量素子の構成について、図６を用いて説明する。図６（ａ）
は、実施の形態３のトップゲート型ＴＦＴアレイ基板の画素構成を示す平面図である。図
６（ｂ）は、図６（ａ）におけるＴＦＴ及び蓄積容量素子の断面構造を模式的に示した断
面図である。図６（ｂ）では、左側にＴＦＴ５０を示し、右側に蓄積容量素子を示してい
る。本実施の形態では、実施の形態２と異なる構成の層間絶縁膜を有していて、それ以外
の構成については実施の形態２と同様であるため、説明を省略する。
【００６４】
　図６において、図３と同じ構成部分については同一の符号を付し、差異について説明す
る。実施の形態２と同様に、半導体層３から延在して形成された下部容量電極３ａと、ゲ
ート電極５と同層の共通配線電極５ａと、がゲート絶縁膜４を介して対向配置され、第１
の蓄積容量素子を構成している。ソース配線４４から下部容量電極３ａに表示電圧が印加
されると、共通配線電極５ａには表示電圧に応じた電荷が蓄積される。
【００６５】
　本実施の形態では、実施の形態２と異なり、ゲート電極５、及び共通配線電極５ａを覆
うように第１の層間絶縁膜６ｃが形成されており、さらにこの上に開口部１２ｂを有する
第２の層間絶縁膜６ｄが設けられている。すなわち、共通配線電極５ａ上において第２の
層間絶縁膜６ｄが除去され、開口部１２ｂが形成されている。開口部１２ｂは、共通配線
電極５ａと略同じ寸法で形成され、共通配線電極５ａと重複して配置される。なお、開口
部１２ｂの側面を形成する第２の層間絶縁膜６ｄの端部はテーパー角度を有している。第
１の層間絶縁膜６ｃは、実施の形態２の層間絶縁膜６ｂより膜厚が薄く、共通配線電極５
ａ上において誘電体膜として所望する膜厚Ａを有している。第１の層間絶縁膜６ｃには開
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口部は設けられていない。また、半導体層３のソース／ドレイン領域上には、第１の層間
絶縁膜６ｃ、第２の層間絶縁膜６ｄ、及びゲート絶縁膜４を貫通するコンタクトホール１
０が形成されている。
【００６６】
　第２の層間絶縁膜６ｄ上に設けられた配線電極７１、７２が、コンタクトホール１０を
介して半導体層３のソース／ドレイン領域と電気的に接続している。また、配線電極７１
、７２は、開口部１２ｂの側面を形成する第２の層間絶縁膜６ｄの端部、及び開口部１２
ｂの底面を形成する第２の層間絶縁膜６ｃを覆うように延在され、共通配線電極５ａと重
複する領域に上部容量電極７ｃが形成されている。よって、第１の層間絶縁膜６ｃを介し
て対向配置された共通配線電極５ａと上部容量電極７ｃにより蓄積容量素子２３が構成さ
れる。
【００６７】
　すなわち、電位固定を行う共通配線電極５ａの上下にそれぞれ対向電極として下部容量
電極３ａと上部容量電極７ｃとを配置することにより、２つの蓄積容量素子２０、２３が
積層される。上部容量電極７ｃは、配線電極７２及び半導体層３を介して下部容量電極３
ａに電気的に接続されるため、蓄積容量素子２３は蓄積容量素子２０と並列接続されてい
る。ソース配線４４から上部容量電極７ｃに表示電圧が印加されると、共通配線電極５ａ
には表示電圧に応じた電荷が蓄積される。
【００６８】
　蓄積容量素子２３を構成する上部容量電極７ｃと共通配線電極５ａとは、特に第２の層
間絶縁膜６ｄの開口部１２ｂにおいて、第１の層間絶縁膜６ｃのみを介して対向配置され
る。すなわち、第２の層間絶縁膜６ｄが除去された開口部１２ｂが設けられることによっ
て、第１の層間絶縁膜６ｃ及び第２の層間絶縁膜６ｄからなる積層膜に薄膜部が形成され
る。よって、蓄積容量素子２３の誘電体膜は、積層膜の薄膜部によって形成され、共通配
線電極５ａの形成領域を除く半導体層３上の積層膜の膜厚より薄くなる。これにより、誘
電体膜となる第１の層間絶縁膜６ｃの膜厚は、従来技術２の層間絶縁膜６と比較して格段
に薄くなるので、蓄積容量素子２３の蓄積容量は大幅に増加する。
【００６９】
　次に、本実施の形態におけるＴＦＴアレイ基板の製造方法について説明する。本実施の
形態では、層間絶縁膜を形成する際の製造方法が実施の形態２と異なっていて、それ以外
の製造工程については実施の形態２と同様であるため説明を省略する。
【００７０】
　ゲート電極５及び共通配線電極５ａを覆うように第１の層間絶縁膜６ｃを基板１全面に
成膜した後、連続して第２の層間絶縁膜６ｄを基板１全面に成膜する。例えば、ＴＥＯＳ
（Tetra Ethyl Ortho Silicate）を含むプラズマＣＶＤ等の方法を用いた膜厚ＡのＴＥＯ
Ｓ膜を第１の層間絶縁膜６ｃとして堆積する。さらに、プラズマＣＶＤ法等を用いて、第
２の層間絶縁膜６ｄとして窒化シリコン膜を堆積する。第１、第２の層間絶縁膜６ｃ、６
ｄによる積層膜の膜厚が、ゲート電極５と配線電極７１、７２との配線間容量を抑えるた
めに必要な５００ｎｍ程度となるよう形成する。
【００７１】
　続いて、実施の形態２と同様に、１回目のフォトリソグラフィーによりレジストパター
ン１４ａをコンタクトホール１０となる領域を除く第２の層間絶縁膜６ｄ上に形成する。
このレジストパターン１４ａを介してドライエッチングを行い、半導体層３のソース／ド
レイン領域の一部を露出させる。これにより、第１、第２の層間絶縁膜６ｃ、６ｄ及びゲ
ート絶縁膜４を貫通するコンタクトホール１０が開口される。
【００７２】
　レジストパターン１４ａを除去した後、実施の形態２と同様のレジストパターン１４ｂ
を２回目のフォトリソグラフィーにより形成する。すなわち、開口部１２ｂの形成領域を
除く第２の層間絶縁膜６ｄ上にレジストパターン１４ｂを形成する。そして、このレジス
トパターン１４ｂを介してドライエッチングを行う。このとき、第２の層間絶縁膜６ｄを



(14) JP 5044273 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

選択的にエッチングする。例えば、ＣＦ４、ＣＯ、及びＡｒの混合ガスを用いてドライエ
ッチングすると、ＴＥＯＳ膜に対する窒化シリコン膜のエッチング選択比は１．７程度と
なり、エッチングレート差を利用した選択的エッチングが可能となる。これにより、共通
配線電極５ａと重複する領域の第２の層間絶縁膜６ｄがエッチングにより除去され、第１
の層間絶縁膜６ｃが露出した開口部１２ｂが形成される。
【００７３】
　以降の工程については、実施の形態２と同様の製造方法が用いられる。すなわち、レジ
ストパターン１４ｂを除去した後、実施の形態２と同様に、配線電極７１、７２となる第
２の金属膜を第２の層間絶縁膜６ｄ上に成膜する。写真製版、エッチング、レジスト除去
の工程を経て、この第２の金属膜をパターニングする。これにより、コンタクトホール１
０を介して半導体層３と接続する配線電極７１と、共通配線電極５ａと重複するように配
線電極７２から延設された上部容量電極７ｃとが形成される。開口部１２ｂ、及び開口部
１２ｂの側面を形成する第２の層間絶縁膜６ｄの端部は上部容量電極７ｃに覆われる。
【００７４】
　その後、配線電極７１、７２及び上部容量電極７ｃを覆うように保護膜８を成膜し、写
真製版、エッチング、レジスト除去の工程を経て、スルーホール１１を形成する。さらに
保護膜８の上にスルーホール１１を介して配線電極７２と接続する画素電極９を形成する
。以上の工程を経て、本実施の形態に係るＴＦＴアレイ基板が完成する。
【００７５】
　以上のように、本実施の形態では、第１の層間絶縁膜６ｃと第２の層間絶縁膜６ｄの積
層膜を層間絶縁膜として形成する。そして、下部容量電極３ａと共通配線電極５ａとを対
向配置させて構成される蓄積容量素子２０に加え、共通配線電極５ａと上部容量電極７ｃ
とを対向配置させて構成される蓄積容量素子２３を積層して形成する。このとき、共通配
線電極５ａ上の第２の層間絶縁膜６ｄに開口部１２ｂを設け、共通配線電極５ａと上部容
量電極７ｃとを第１の層間絶縁膜６ｃを介して対向配置させる。これにより、開口部１２
ｂにおいて、誘電体膜となる第１の層間絶縁膜６ｃの膜厚Ａは、従来技術２の層間絶縁膜
６と比較して格段に薄くなるので、蓄積容量素子２３の蓄積容量は大幅に増加する。従っ
て、単位面積当たりに占める蓄積容量が大きく増加し、蓄積容量素子の占有面積を効果的
に小さくすることができる。すなわち、画素開口率を向上させることができる。
【００７６】
　なお、実施の形態１～３では、ＴＦＴアレイ基板を有するアクティブマトリクス型液晶
表示装置について説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、有機ＥＬ
や電子ペーパーなどの、液晶以外の表示材料を用いた表示装置であってもよい。
【００７７】
　以上の説明は、本発明の実施の形態を説明するものであり、本発明が以上の実施の形態
に限定されるものではない。また、当業者であれば、以上の実施の形態の各要素を、本発
明の範囲において、容易に変更、追加、変換することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の構成を示す正面図である。
【図２】本実施の形態１に係る蓄積容量素子の構成を示す平面図及び断面図である。
【図３】本実施の形態２に係る蓄積容量素子の構成を示す平面図及び断面図である。
【図４】本実施の形態２におけるＴＦＴアレイ基板の製造工程の一例を示した断面図であ
る。
【図５】本実施の形態２におけるＴＦＴアレイ基板の製造工程の一例を示した断面図であ
る。
【図６】本実施の形態３に係る蓄積容量素子の構成を示す平面図及び断面図である。
【図７】従来技術１に係る蓄積容量素子の構成を示す平面図及び断面図である。
【図８】従来技術２に係る蓄積容量素子の構成を示す平面図及び断面図である。
【図９】従来技術１及び従来技術２の画素等価回路を示す図である。
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【符号の説明】
【００７９】
１　基板、２　下地絶縁膜、３　半導体層、３ａ　下部容量電極、
４　ゲート絶縁膜、５　ゲート電極、５ａ　共通配線電極、
６、６ａ、６ｂ　層間絶縁膜、
６ｃ　第１の層間絶縁膜、６ｄ　第２の層間絶縁膜、
７ａ、７ｂ、７ｃ　上部容量電極、
８　保護膜、９　画素電極、９ａ　上部容量電極、
１０　コンタクトホール、１１　スルーホール、
１２ａ、１２ｂ　開口部、１３　薄膜部、
１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ　レジストパターン、
２０、２１、２２、２３、２５　蓄積容量素子、
４１　表示領域、４２　額縁領域、
４３　ゲート配線、４３ａ　共通配線、４４　ソース配線、
４５　走査信号駆動回路、４６　表示信号駆動回路、
４７　画素、４８、４９　外部配線、５０　ＴＦＴ、
７１、７２　配線電極

【図１】 【図２】
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