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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上部に第１配線を形成する段階と、
　前記第１配線の上部に下部膜を形成する段階と、
　前記下部膜の上部に、感光性有機物質を用いて上部膜を形成する段階と、
　半透過領域を有するマスクで前記上部膜を露光及び現像して接触孔を形成しようとする
領域には上部膜が除去され、その周辺の領域には第１厚さの上部膜が存在し、その他の領
域には前記第１厚さより厚い第２厚さを有する上部膜を形成する段階と、
　前記上部膜をエッチングマスクとして用いて前記下部膜をエッチングして、前記第１配
線を露出する接触孔を形成する段階と、
　アッシング工程で前記上部膜のうちの第１厚さを有する部分を除去して、前記接触孔を
定義する前記下部膜の上部面を露出する段階と、
　前記接触孔を介して前記第１配線と連結される第２配線を形成する段階と、
を含み、前記下部膜のエッチング時には前記第１厚さを有する部分の下部でアンダーカッ
トが発生する、半導体素子の製造方法。
【請求項２】
　前記下部膜は、窒化ケイ素又は酸化ケイ素からなる絶縁膜で形成する、請求項１に記載
の半導体素子の製造方法。
【請求項３】
　絶縁基板の上にゲート線、前記ゲート線に連結されているゲート電極、及び前記ゲート
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線の一端に連結されているゲートパッドを含むゲート配線を形成する段階と、
　前記ゲート配線上にゲート絶縁膜を積層する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上にパターニングした半導体層を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート線と交差するデータ線、前記データ線と連結されて
おり、パターニングした半導体層に隣接するソース電極、前記ゲート電極に対して前記ソ
ース電極の対向側に位置するドレーン電極、及び前記データ線の一端に連結されているデ
ータパッドを含むデータ配線を形成する段階と、
　下部絶縁膜を積層する段階と、
　前記下部絶縁膜の上部に感光性有機絶縁物質で形成された上部絶縁膜を形成する段階と
、
　半透過領域を有するマスクで前記上部絶縁膜を露光及び現像して接触孔を形成しようと
する領域には前記上部絶縁膜が除去され、その周辺の領域には第１厚さの上部絶縁膜が存
在し、その他の領域には前記第１厚さより厚い第２厚さを有する上部絶縁膜を形成する段
階と、
　前記上部絶縁膜をエッチングマスクとして用いて前記下部絶縁膜をエッチングして、前
記ゲートパッド又は前記データパッドを露出する第１接触孔を形成する段階と、
　アッシング工程を行って、前記上部絶縁膜のうちの第１厚さを有する部分を除去し、前
記第１接触孔の周辺の前記下部絶縁膜の上部面を露出する段階と、
　前記第１接触孔を介して前記ゲートパッド又は前記データパッドに連結される補助パッ
ドを形成する段階と、
を含み、前記下部絶縁膜のエッチング時には前記第１厚さを有する部分の下部でアンダー
カットが発生する、液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項４】
　前記下部絶縁膜は、窒化ケイ素又は酸化ケイ素からなる絶縁膜で形成する、請求項３に
記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項５】
　第１厚さと第２厚さを有する前記上部絶縁膜を形成する段階の後、前記上部絶縁膜をエ
ッチングマスクとして用いて前記下部絶縁膜をエッチングして、前記ドレーン電極を露出
する第２接触孔を形成する段階と、
　アッシング工程を行って、前記上部絶縁膜のうちの第１厚さを有する部分を除去し、前
記第２接触孔の周辺の前記下部絶縁膜の上部面を露出する段階と、
　前記補助パッドと同一層に、前記第２接触孔を介して前記ドレーン電極と電気的に連結
される画素電極を形成する段階をさらに含む、請求項３に記載の液晶表示装置用薄膜トラ
ンジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項６】
　前記第２接触孔は前記第１接触孔と共に形成し、前記第２接触孔の周辺の前記上部絶縁
膜は他の部分より薄く形成する、請求項５に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタアレ
イ基板の製造方法。
【請求項７】
　前記液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板は、液晶物質を溜める封印材が形成さ
れる部分を有し、
　前記部分の前記上部絶縁膜は他の部分より薄く形成する段階と、
　前記アッシング工程で前記部分の前記上部絶縁膜を除去する段階とをさらに含む、請求
項４に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項８】
　前記データ配線及び前記半導体層は、部分的に厚さの異なる感光膜パターンを用いた写
真エッチング工程で共に形成する、請求項３に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタア
レイ基板の製造方法。
【請求項９】
　基板の上部に第１配線を形成する段階と、
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　前記第１配線の上部に下部膜及び上部膜を形成する段階と、
　前記上部膜の上部に、感光性有機物質を用いて感光膜を形成する段階と、
　半透過領域を有するマスクで前記感光膜を露光及び現像して接触孔を形成しようとする
領域には感光膜が除去され、その周辺の領域には第１厚さの感光膜が存在し、その他の領
域には前記第１厚さより厚い第２厚さを有する感光膜パターンを形成する段階と、
　前記感光膜パターンをエッチングマスクとして用いて前記上部膜及び前記下部膜をエッ
チングして、前記第１配線を露出する接触孔を形成する段階と、
　アッシング工程で前記感光膜のうちの第１厚さを有する部分を除去して、前記感光膜を
マスクとして前記上部膜をエッチングして前記接触孔を定義する前記下部膜の上部面を露
出する段階と、
　前記接触孔を介して前記第１配線と連結される第２配線を形成する段階と、
を含み、前記下部膜のエッチング時には前記第１厚さを有する部分の下部でアンダーカッ
トが発生する、半導体素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記下部膜または上記上部膜は、窒化ケイ素又は酸化ケイ素からなる絶縁膜で形成する
、請求項９に記載の半導体素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子の接触部及びその製造方法と、これを含む液晶表示装置用薄膜ト
ランジスタアレイ基板及びその製造方法とに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体素子が集積化されるほど、半導体素子の面積を最適化して、配線を多層
に形成するのが好ましい。この時、層間の絶縁膜は、配線を通じて伝達される信号の干渉
を最小化するために、低い誘電率を有する物質で形成するのが好ましく、互いに同一な信
号が伝達される配線は、絶縁膜に接触孔を形成して、配線を電気的に互いに連結しなけれ
ばならない。しかし、絶縁膜をエッチングして接触孔を形成する際に、接触部でアンダー
カット構造が発生すると、接触部のステップカバリッジ（step　coverage）が悪くなる。
これによって、絶縁膜の上部に形成される配線のプロファイルが悪くなったり、接触部で
配線が断線する問題点が発生する。
【０００３】
　一方、液晶表示装置は、現在最も広く用いられている平板表示装置のうちの一つであっ
て、電極が形成されている二枚の基板とその間に挿入されている液晶層とから構成され、
電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって、透過する光の量を
調節する表示装置である。
【０００４】
　液晶表示装置の中でも現在主に用いられているのは、二つの基板に電極が各々形成され
ており、電極に印加される電圧をスイッチングする薄膜トランジスタを有する液晶表示装
置である。
【０００５】
　一般に、薄膜トランジスタが形成されている基板には、薄膜トランジスタ以外にも、走
査信号を伝達するゲート線及び画像信号を伝達するデータ線を含む配線と、外部から走査
信号又は画像信号の印加を受けてゲート線及びデータ線に各々伝達するゲートパッド及び
データパッドとが形成されており、ゲート線とデータ線とが交差して定義される画素領域
には、薄膜トランジスタと電気的に連結されている画素電極が形成されている。
【０００６】
　この時、液晶表示装置の表示特性を向上させるためには、画素の開口率を確保するのが
好ましい。このために、配線と画素電極は、互いに重なるように形成し、これらの間には
、配線を通じて伝達される信号の干渉を最小化するために、低い誘電率を有する有機物質
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からなる絶縁膜を形成する。
【０００７】
　このような液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法では、外部から信号
の伝達を受けるためにパッドを露出したり、その他の配線を互いに連結するために配線を
露出する工程が必要である。しかし、接触孔を有する絶縁膜をマスクとして用いて下部膜
をエッチングして、下部膜に接触孔を形成する場合、絶縁膜の下で下部膜は甚だしくアン
ダーカット（under　cut）され、接触部のステップカバリッジが悪くなる。これにより、
その後に形成される他の上部膜のプロファイルが悪くなったり、接触部で上部膜が断線す
る問題点が発生する。このような問題点を解決するために、接触部で接触孔の側壁を階段
形状に形成するのが好ましいが、このためには、有機絶縁膜を写真エッチング工程で何回
もパターニングしなければならないため、製造工程が複雑になるという問題点がある。
【０００８】
　一方、液晶パネルの周りには、二つの基板を付着させ、二つの基板の間に注入されてい
る液晶物質を溜めるための封印材が形成されているが、このような封印材が有機絶縁膜の
上部に形成される場合には、二つの基板の接触が不良になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の技術的課題は、接触部のプロファイルを改善することができる半導体素子の接
触部及びその製造方法、並びにこれを含む薄膜トランジスタアレイ基板及びその製造方法
を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の他の技術的課題は、薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を単純化す
ることにある。
【００１１】
　また、本発明の他の技術的課題は、液晶表示装置の接触不良を除去することができる薄
膜トランジスタアレイ基板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　このような問題点を解決するために、本発明では、接触孔を有する有機絶縁膜を形成す
る際に、接触孔の周りは他の部分より薄く形成する。次に、有機絶縁膜をエッチングマス
クとして用いて下部膜をエッチングして下部膜に接触孔を形成した後、アッシング工程を
行って厚さの薄い有機絶縁膜を除去し、有機絶縁膜の接触孔を介して下部膜を露出する。
この時、下部膜の下でアンダーカット構造が残っている場合には、有機絶縁膜をマスクと
して用いて下部膜をエッチングする工程を追加することができる。
【００１３】
　より詳細に、本発明による半導体素子の接触部及びその製造方法では、まず、基板の上
部に第１配線を形成し、これを覆う下部膜を形成する。次に、下部膜の上部に感光性有機
物質を用いて感光膜パターンを形成し、これをエッチングマスクとして用いて下部膜をエ
ッチングして、第１配線を露出する接触孔を形成する。次に、アッシング工程で感光膜パ
ターンの一部を除去して、接触孔を定義する下部膜の境界線を露出した後、接触孔を介し
て第１配線に連結される第２配線を形成する。
【００１４】
　下部膜は、窒化ケイ素又は酸化ケイ素からなる絶縁膜で形成することができ、導電物質
の導電膜で形成することもできる。
【００１５】
　また、下部膜は、第１絶縁膜及び第２絶縁膜で形成することができ、この際には、下部
膜の境界線を露出した後、感光膜パターンで覆わない第２絶縁膜をエッチングして、接触
孔で第１絶縁膜の境界線を露出するのが好ましく、第２絶縁膜は、４.０以下の低い誘電
率を有し、化学気相蒸着で形成される低誘電率絶縁膜で形成することができる。
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【００１６】
　この時、接触孔の周辺の感光膜パターンは他の部分より薄く形成するのが好ましい。
【００１７】
　このような本発明による半導体素子の接触部及びその製造方法は、液晶表示装置用薄膜
トランジスタアレイ基板及びその製造方法に同一に適用することができる。
【００１８】
　まず、本発明による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法では、絶縁
基板の上にゲート線、ゲート線に連結されているゲート電極、及びゲート線の一端に連結
されて外部から伝達される走査信号をゲート信号に伝達するゲートパッドを含むゲート配
線を形成する。次に、ゲート絶縁膜及び半導体層を形成した後、ゲート線と交差するデー
タ線、データ線に連結されており、ゲート電極に隣接するソース電極、ゲート電極に対し
てソース電極の対向側に位置するドレーン電極、及びデータ線の一端に連結されて外部か
ら伝達される映像信号をデータ線に伝達するデータパッドを含むデータ配線を形成する。
次に、絶縁膜を積層し、その上部に感光性有機絶縁膜パターンを形成した後、これをエッ
チングマスクとして用いて絶縁膜をエッチングして、ゲートパッド又はデータパッドを露
出する第１接触孔を形成する。次に、アッシング工程を行って、第１接触孔で絶縁膜の境
界線を露出した後、第１接触孔を介してゲートパッド又はデータパッドに連結される補助
パッドを形成する。
【００１９】
　第１接触孔の周辺の有機絶縁膜パターンは他の部分より薄く形成するのが好ましい。
【００２０】
　絶縁膜は、第１及び第２絶縁膜で形成することができ、この場合には、絶縁膜の境界線
を露出した後、有機絶縁膜パターンで覆わない第２絶縁膜をエッチングし、有機絶縁膜パ
ターンを除去するのが好ましい。この時、第２絶縁膜は、４.０以下の低い誘電率を有し
、化学気相蒸着で形成される低誘電率絶縁膜からなるのが好ましい。
【００２１】
　ここで、有機絶縁膜パターンは、ドレーン電極を露出する第２接触孔を有し、補助パッ
ドと同一層に、第２接触孔を介してドレーン電極と電気的に連結される画素電極を形成す
るのが好ましい。
【００２２】
　第２接触孔は第１接触孔と共に形成し、第２接触孔の周辺の有機絶縁膜パターンは他の
部分より薄く形成するのが好ましい。
【００２３】
　データ配線及び半導体層は、部分的に厚さの異なる感光膜パターンを用いた写真エッチ
ング工程で共に形成することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、接触部で下部膜がアンダーカットされた場合に、接触孔の周辺の感光
膜を他の部分より薄く形成した後にアッシングすることにより、接触孔で下部絶縁膜の境
界が露出され、接触孔の側壁を階段形状に形成するので、接触部でのアンダーカットを除
去することができる。これによって、接触部で断線が発生するのを防止し、接触部の信頼
性を確保して製品の表示特性を向上させることができ、写真エッチング工程を最小化して
液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造することにより、製造工程を単純化し、製造
費用も減らすことができる。また、封印材が形成される部分の有機膜を除去することによ
って、液晶表示装置の二つの基板の接触不良を改善することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の実施例による半導体素子の接触部及びその製
造方法、並びにこれを含む薄膜トランジスタアレイ基板及びその製造方法について、本発
明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明



(6) JP 4544860 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

する。
【００２６】
　まず、本発明の実施例による半導体素子の接触部及びその製造方法について説明する。
【００２７】
　一般に、半導体素子が集積化されるほど、半導体素子の面積を最適化したり、外部から
の信号の伝達を受けるために、信号線に連結されているパッドを補助するように配線を多
層に形成するのが好ましい。本発明の実施例による半導体素子は、配線を通じて伝達され
る信号の干渉を最小化するために、配線間の層間絶縁膜は、低い誘電率を有して平坦化特
性の優れた有機物質からなる有機絶縁膜を含む。ここで、層間の配線を互いに電気的に連
結するためには、絶縁膜に接触孔を形成しなければならないが、本発明の実施例による製
造方法では、層間の絶縁膜をエッチングして接触孔を形成する際に、接触部で発生するア
ンダーカット構造を除去するために、有機絶縁膜の接触孔の周りを他の部分より薄く形成
する。次に、有機絶縁膜をエッチングマスクとして用いて下部膜をエッチングした後、ア
ッシング工程を行って、厚さの薄い絶縁膜を除去して下部膜を露出する。
【００２８】
　図１ａ乃至図１ｅは、本発明の第１実施例による半導体素子の接触部の製造方法をその
工程順序にしたがって示した断面図であり、図２ａ及び図２ｄは、本発明の第２実施例に
よる半導体素子の接触部の製造方法をその工程順序にしたがって示した断面図である。
【００２９】
　本発明の第１実施例による半導体素子の接触部の製造方法では、まず、図１ａのように
、第１配線２００が形成されている基板１００の上部に、窒化ケイ素又は酸化ケイ素から
なる下部絶縁膜３１０を積層し、その上部に、上部絶縁膜として、低い誘電率を有し、感
光性有機物質からなる有機絶縁膜３２０を塗布して、層間絶縁膜３００を形成する。
【００３０】
　次に、図１ｂのように、第１配線２００を露出する接触孔を形成するために、接触孔３
３０に対応する部分には透過領域が形成されており、透過領域の周りには、光透過量を調
節するために主にスリット（slit）や格子形態のパターンが形成されたり半透明膜が形成
されている半透過領域を有するマスクを用いて、有機絶縁膜３２０を露光及び現像して、
第１配線２００の上部の下部絶縁膜３１０を露出する接触孔３３０を有する有機絶縁膜パ
ターン３２０を形成する。この時、半透過領域を有するマスクを用いて露光及び現像する
ことにより、開口部の周辺の有機絶縁膜３２０は他の部分より薄く残るようになる。これ
については、４枚マスクを用いて液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を完成する本発明
の第４実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法で具体的に説明する
。この時、接触孔３３０の周辺の有機絶縁膜パターン３２０の厚さは、以後に行うアッシ
ング工程で除去できる厚さを考慮して、２，０００Å以下に形成するのが好ましい。
【００３１】
　次に、図１ｃのように、接触孔３３０を介して露出された下部絶縁膜３１０をエッチン
グして第１配線２００を露出する。この時、下部絶縁膜３１０をエッチングする工程では
、湿式エッチングはもちろん乾式エッチングを用いても、エッチングが進められる間はエ
ッチング気体の反応が等方的に行われるので、図面から分かるように、有機絶縁膜パター
ン３２０の下部まで下部絶縁膜３１０がエッチングされて、アンダーカット構造が発生す
る。
【００３２】
　次に、図１ｄのように、アッシング工程を行って感光膜の有機絶縁膜パターン３２０の
一部を除去する。この時、接触孔３３０の周辺の他の部分より薄く形成されている有機絶
縁膜パターン３２０は完全に除去して、接触孔３３０を介して下部絶縁膜３１０の境界線
が露出されるようにする。
【００３３】
　次に、図１ｅのように、有機絶縁膜パターン３２０の上部に導電物質を積層し、マスク
を用いた写真エッチング工程でパターニングして、接触孔３３０を介して第１配線２００
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と電気的に連結される第２配線４００を形成する。
【００３４】
　このような本発明の第１実施例による半導体素子の接触部及びその製造方法では、層間
絶縁膜を有機物質で形成し、第１配線２００を露出する接触孔３３０を形成する際に接触
孔３３０を定義する層間絶縁膜３００の側壁を階段形状に形成し、下部絶縁膜３１０をエ
ッチングした後にアッシング工程を行って、接触部の有機絶縁膜３２０の下部で発生した
アンダーカット構造を除去する。これにより、接触部で、接触孔３３０を介して第１配線
２００と連結される第２配線４００が断線するのを防止することができ、接触部で第２配
線４００のプロファイルを緩慢に改善することができる。
【００３５】
　前記では有機絶縁膜３２０の下部の下部絶縁膜３１０を例に挙げて説明したが、有機絶
縁膜３２０の下部膜が導電膜である場合にも同一に適用することができる。つまり、本発
明の接触部の製造方法と同様に、有機絶縁膜の下部の導電膜をエッチングする際に、導電
膜が有機絶縁膜の下部までエッチングされて接触部でアンダーカット構造が形成されると
、接触孔の周辺を薄く形成し、これをアッシング工程で除去して、接触部で導電膜を露出
することにより、接触部で発生するアンダーカット構造を除去することができる。
【００３６】
　一方、本発明の第２実施例による半導体素子の接触部及びその製造方法では、図２ａの
ように、層間絶縁膜３００を下部絶縁膜３１０及び上部絶縁膜３２０を含む２重膜で形成
する。有機絶縁膜３２０（図１ｂ参照）をエッチングマスクである感光膜パターン５００
として用いて絶縁膜３００をパターニングして第１配線２００を露出する接触孔３３０を
形成した場合、上部絶縁膜３２０の下まで下部絶縁膜３１０がエッチングされてアンダー
カット構造が発生することがある。この時にも、図２ａのように、接触孔３３０の周辺の
感光膜パターン５００の一部を他の部分より薄く形成する。
【００３７】
　次に、図２ｂのように、アッシング工程を行って、他の部分より薄く形成されていた接
触孔３３０の周辺の感光膜パターン５００の一部を除去する。
【００３８】
　次に、図２ｃのように、感光膜パターン５００をエッチングマスクとして用いて上部絶
縁膜３２０をエッチングして接触孔３３０を完成し、感光膜パターンを除去する。この時
、エッチングは、上部絶縁膜３２０と下部絶縁膜３１０とのエッチング選択比を有する条
件で行うのが好ましい。
【００３９】
　次に、図２ｄのように、感光膜パターン５００を除去し、上部絶縁膜３２０の上部に導
電物質を積層し、マスクを用いた写真エッチング工程でパターニングして、接触孔３３０
を介して第１配線２００と電気的に連結される第２配線４００を形成する。
【００４０】
　このような本発明の第２実施例による半導体素子の接触部及びその製造方法では、感光
膜パターンを用いて絶縁膜をパターニングして第１配線２００を露出する接触孔３３０を
形成する際に、接触孔３３０を定義する感光膜パターン５００を階段形状に形成し、絶縁
膜３００をエッチングした後にアッシング工程を行って、接触部の感光膜の一部を除去し
、再び感光膜パターンをマスクとして用いて上部絶縁膜をエッチングして、接触部で発生
したアンダーカット構造を除去する。これにより、接触部で接触孔３３０を介して第１配
線２００と連結される第２配線４００が断線するのを防止することができ、接触部で第２
配線４００のプロファイルを緩慢に改善することができる。
【００４１】
　一方、このような本発明の第１及び第２実施例による半導体素子の接触部及びその製造
方法は、液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板及びその製造方法に同一に適用する
ことができる。ここで、本発明の第１実施例による半導体素子の接触部及びその製造方法
は、本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板及びその製造方法に
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適用して説明し、本発明の第２実施例による半導体素子の接触部及びその製造方法は、本
発明の第２実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板及びその製造方法に適用し
て説明する。
【００４２】
　まず、図３及び図４を参照して、本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トラン
ジスタ基板の構造について詳細に説明する。
【００４３】
　図３は、本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板であり、図４
は、図３に示した薄膜トランジスタ基板のＩＶ-ＩＶ’線の断面図である。
【００４４】
　絶縁基板１０の上に、低抵抗を有するアルミニウム系列の金属物質を含むゲート配線が
形成されている。ゲート配線は、横方向に延びているゲート線２２、ゲート線２２の一端
に連結されており、外部から伝達されるゲート信号をゲート線に伝達するゲートパッド２
４、及びゲート線２２に連結されている薄膜トランジスタのゲート電極２６を含む。
【００４５】
　ゲート配線２２、２４、２６は、アルミニウム系列の単一膜で形成するのが好ましいが
、２重層以上に形成することもできる。２重層以上に形成する場合には、一つの層は抵抗
の小さい物質で形成し、他の層はＩＴＯ又はＩＺＯ又は基板など他の物質との接触特性の
良いクロム又はモリブデン系列などの物質で形成するのが好ましい。
【００４６】
　基板１０の上には、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）などからなるゲート絶縁膜３０がゲート配
線２２、２４、２６を覆っており、ゲート絶縁膜３０は、以後に形成される保護膜７０と
共に、ゲートパッド２４を露出する接触孔７４を有する。
【００４７】
　ゲート電極２４を覆うゲート絶縁膜３０の上部には、非晶質シリコンなどの半導体から
なる半導体層４０が形成されており、半導体層４０の上部には、シリサイド又はｎ型不純
物が高濃度にドーピングされているｎ+水素化非晶質シリコンなどの物質からなり、ゲー
ト電極２６を中心に二つの部分に分離された抵抗接触層５５、５６が各々形成されている
。
【００４８】
　抵抗接触層５５、５６及びゲート絶縁膜３０の上には、アルミニウム（Ａｌ）又はアル
ミニウム合金（Ａｌ　ａｌｌｏｙ）、モリブデン（Ｍｏ）又はモリブデン－タングステン
（ＭｏＷ）合金、クロム（Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）などの金属、又は導電体からなるデ
ータ配線６２、６４、６５、６６、６８が形成されている。データ配線は、縦方向に形成
され、ゲート線２２と交差して画素を定義するデータ線６２、データ線６２の分枝であり
、抵抗接触層５４の上部まで延びているソース電極６５、データ線６２の一端に連結され
ており、外部からの画像信号の伝達を受けるデータパッド６８、及びソース電極６５と分
離されており、ゲート電極２６に対してソース電極６５の反対側の抵抗接触層５６の上部
に形成されているドレーン電極６６を含む。一方、データ配線は、ゲート線２２と重なっ
て保持容量を確保するための維持蓄電器用導電体パターン６４を含むことができる。
【００４９】
　データ配線６２、６４、６５、６６、６８も、アルミニウム又はアルミニウム合金の単
一膜で形成することができ、２重層以上に形成することもできる。２重層以上に形成する
場合には、一つの層は抵抗の小さい物質で形成し、他の層は他の物質との接触特性の良い
物質で形成するのが好ましい。その例としては、Ｃｒ/Ａｌ（又はＡｌ合金）又はＡｌ/Ｍ
ｏなどが挙げられ、この時、Ｃｒ膜は、アルミニウム膜又はアルミニウム合金膜がケイ素
層４０、５５、５６へ拡散するのを防止する機能を有すると同時に、データ配線６２、６
４、６５、６６、６８と画素電極８２との間の接触特性を確保するための接触部の機能を
有する。
【００５０】
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　データ配線６２、６４、６５、６６、６８及びこれらが覆わない半導体層４０の上部に
は、窒化ケイ素からなる保護膜７０と、平坦化特性及び低い誘電率を有するアクリル系の
感光性有機物質からなる有機絶縁膜７５とが形成されている。保護膜７０には、維持蓄電
器用導電体パターン６４、ドレーン電極６６、及びデータパッド６８を各々露出する接触
孔７２、７６、７８が各々形成されており、ゲート絶縁膜３０と共にゲートパッド２４を
露出する接触孔７４が形成されている。この時、接触孔７２、７６では、有機絶縁膜７５
の境界線が保護膜７０の上部に形成されて保護膜７０又はゲート絶縁膜３０の境界線が露
出されているため、接触孔７２、７６を定義する側壁は階段形状に形成されている。また
、図４のように、有機絶縁膜７５は、ゲートパッド及びデータパッドが形成されているパ
ッド部では除去されているのが好ましく、ゲートパッド２４を露出する接触孔７４はゲー
トパッド２４より大きく形成されている。
【００５１】
　有機絶縁膜７５の上には、接触孔７６を介してドレーン電極６６と連結されており、画
素に位置する画素電極８２と、接触孔７４、７８を介して各々ゲートパッド２４及びデー
タパッド６８に連結されている補助ゲートパッド８４と、補助データパッド８８とを含み
、透明な導電物質であるＩＴＯ又はＩＺＯからなる画素配線が形成されている。この時、
前述したように、接触部では、下部絶縁膜の保護膜７０又は有機絶縁膜７５の側壁が階段
形状であったりアンダーカット構造がないので、接触部で画素電極８２、補助ゲートパッ
ド８４、及び補助データパッド８８が断線するのを防止することができる。ここで、パッ
ド部では有機絶縁膜７５が除去されていて、補助ゲートパッド８４及び補助データパッド
８８は保護膜７０の上部までのみ形成されている。これは、有機絶縁膜７５は、窒化ケイ
素の保護膜７０と比較すると、接着力、耐化学性、硬度、機械的強度、ストレスなどに非
常に弱いため、パッド部に有機絶縁膜７５が存在する場合には、液晶表示装置用薄膜トラ
ンジスタ基板にＣＯＧ（chip　on　glass）方式で駆動集積回路を直接実装したり、フィ
ルムに駆動集積回路が実装されているＴＣＰ方式又はＣＯＦ方式でフィルムを付着すると
、パッド部の接着力が弱くて接着不良が発生しやすいためである。また、接着不良を改善
するために再作業が必要な場合には、化学的及び機械的な方法でパッド部より駆動集積回
路又はフィルムを剥離した後に異方性導電膜を除去しなければならないが、この時に有機
絶縁膜が残留すると、パッド部の表面の損傷又は有機絶縁膜及び補助パッド８４、８８の
ＩＴＯ膜剥離などの問題が発生する。したがって、パッド部から有機絶縁膜７５を完全に
除去することで、パッドと駆動集積回路又はフィルムとの間の接着力を向上させることが
でき、再作業を非常に容易に行うことができる。
【００５２】
　ここで、画素電極８２は、図３及び図４のように、ゲート線２２と重なって維持蓄電器
を構成し、保持容量が不足する場合には、ゲート配線２２、２４、２６と同一層に、ゲー
ト配線２２、２４、２６と分離されている別途の保持容量用配線を追加することもできる
。
【００５３】
　以下、このような本発明の第１実施例による構造の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基
板の製造方法について、図３及び図４と図５ａ乃至図１０とを参照して詳細に説明する。
【００５４】
　まず、図５ａ及び５ｂに示したように、基板１０の上に、他の物質との接触特性の優れ
ている、導電物質又はアルミニウム又はアルミニウム合金又は銀又は銀合金のように低抵
抗を有する導電物質を積層しパターニングして、ゲート線２２、ゲート電極２６、及びゲ
ートパッド２４を含むゲート配線を形成する。
【００５５】
　次に、図６ａ及び図６ｂに示したように、ゲート絶縁膜３０、非晶質シリコンからなる
半導体層４０、ドーピングされた非晶質シリコン層５０の３層膜を連続して積層し、マス
クを用いたパターニング工程によって半導体層４０及びドーピングされた非晶質シリコン
層５０をパターニングして、ゲート電極２４と対向するゲート絶縁膜３０の上部に半導体
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層４０及び抵抗接触層５０を形成する。この時、図面から分かるように、半導体層４０及
び抵抗接触層５０は、以後に形成されるデータ線６２に沿って形成されることもできる。
【００５６】
　次に、図７ａ乃至図７ｂに示したように、クロム又はモリブデン又はモリブデン合金又
はアルミニウム又はアルミニウム合金又は銀又は銀合金の導電物質を積層した後、マスク
を用いた写真工程でパターニングして、ゲート線２２と交差するデータ線６２、データ線
６２に連結されてゲート電極２６の上部まで延びているソース電極６５、データ線６２の
一端に連結されているデータパッド６８、ソース電極６５と分離されており、ゲート電極
２６を中心にソース電極６６と対向するドレーン電極６６、及びゲート線２２と重なる維
持蓄電器用導電体パターン６４を含むデータ配線を形成する。
【００５７】
　次に、データ配線６２、６４、６５、６６、６８で覆わないドーピングされた非晶質シ
リコン層パターン５０をエッチングして、ゲート電極２６を中心に両側に分離させる一方
で、両側のドーピングされた非晶質シリコン層５５、５６の間の半導体層４０を露出させ
る。次に、露出された半導体層４０の表面を安定化させるために酸素プラズマを実施する
のが好ましい。
【００５８】
　次に、図８ａ及び図８ｂに示したように、窒化ケイ素からなる保護膜７０を２，０００
Å以下、好ましくは１，０００Å以下の厚さに積層し、その上部に感光性を有する有機絶
縁物質からなる有機絶縁膜７５を２～４μｍの範囲の厚さに形成し、まず、マスクを用い
た写真工程で有機絶縁膜７５のみを露光及び現像して、維持蓄電器用導電体パターン６４
、ゲートパッド２４、ドレーン電極６６、及びデータパッド６８の上部に接触孔７２、７
４、７６、７８を形成する。この時、マスクの透過領域の周辺の光透過量を減らすように
、主にスリットや格子形態のパターン又は半透明膜からなる半透過領域を形成し、複数の
パッド２４、６８が形成されているパッド部又は接触孔７４、７８の周辺の有機絶縁膜７
５は他の部分より薄く、好ましくは、１，０００～５，０００Åの範囲の厚さに形成する
。もちろん、この時にドレーン電極７６及び維持蓄電器用導電体パターン６４を露出する
接触孔７２、７６の周りにも有機絶縁膜７５の厚さを他の部分より薄く形成する階段形状
の構造を形成することができる。
【００５９】
　一方、液晶表示装置の二つの基板を付着すると同時に、二つの基板の間に注入されてい
る液晶物質を溜めるために、液晶表示装置の二つの基板のうちの一つの基板の上部には封
印材を形成するが、このような封印材を有機絶縁膜の上部に形成すると、封印材の接着力
が弱くなるため、二つの基板の接着不良が発生する恐れがある。これを防止するためには
、封印材が形成される部分の有機絶縁膜７５を除去するのが好ましく、このために、図８
ｃのように封印材が形成される部分にはマスクに半透過領域を形成して有機絶縁膜７５を
他の部分より薄く形成するのが好ましい。
【００６０】
　ここで、感光膜の厚さを調節する方法については、４枚のマスクを用いて液晶表示装置
用薄膜トランジスタアレイ基板を製造する方法を説明する際に具体的に説明する。
【００６１】
　次に、図９のように、有機絶縁膜７５をエッチングマスクとして用いて接触孔７２、７
４、７６、７８を介して露出された保護膜７０及びゲート絶縁膜３０をエッチングして、
維持蓄電器用導電体パターン６４、ゲートパッド２４、ドレーン電極６６、及びデータパ
ッド６８を露出する。ここで、保護膜７０をエッチングする方法は乾式エッチングが好ま
しく、乾式エッチングの気体としては、ＳＦ6

+Ｏ2又はＣＦ4
+Ｏ2などを用いる。ここで、

保護膜７０及びゲート絶縁膜３０をエッチングする際に乾式エッチングで行っても、図面
から分かるように、保護膜７０及びゲート絶縁膜３０が有機絶縁膜７５の下部までエッチ
ングされて、アンダーカット構造が発生する。
【００６２】
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　次に、図１０ａのように、アッシング工程を行って有機絶縁膜７５の一部を除去して、
パッド部において厚さの薄い有機絶縁膜７５を除去することによって接触孔７４、７８の
周りで保護膜７０が露出され、接触孔７２、７６において有機絶縁膜７５の一部を除去す
ることによってゲート絶縁膜３０及び保護膜７０の境界線が露出される。このようにすれ
ば、接触部で発生したアンダーカット構造を除去することができる。この時、図１０ｂの
ように、封印材が形成される部分では窒化ケイ素からなる保護膜７０が露出される。この
ようにすれば、以後に形成される封印材を窒化ケイ素からなる保護膜７０の上部に形成す
ることができるので、液晶表示装置の二つの基板の間の接着力を向上させることができる
。
【００６３】
　最後に、図３及び４に示したように、ＩＴＯ又はＩＺＯを積層し、マスクを用いたパタ
ーニングを行って、接触孔７２、７６を介して維持蓄電器用導電体パターン６４及びドレ
ーン電極６６に連結される画素電極８２、接触孔７４、７８を介してゲートパッド２４及
びデータパッド６８に各々連結される補助ゲートパッド８４、及び補助データパッド８８
を各々形成する。この時、前述したように、接触部で発生するアンダーカット構造を、接
触孔７２、７４、７６、７８の周辺の有機絶縁膜７５を薄く形成し、アッシング工程を行
って除去することにより、接触部で画素電極８２、補助ゲートパッド８４、及び補助デー
タパッド８８が断線するのを防止することができ、これらのプロファイルを緩慢に形成す
ることができる。この時、図面に示されたように、補助ゲートパッド８４及び補助データ
パッド８８は保護膜７０の上部まで形成する。補助ゲートパッド８４及び補助データパッ
ド８８は、腐食防止のために、下部の金属パッド２４、６８を完全に覆わなければならず
、保護膜７０の上部まで形成すると、補助パッド８４、８８の接着力が向上し、パッド８
４、８８の面積を拡大するという長所がある。
【００６４】
　このような第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法では、５
枚のマスクを用いる製造方法について説明したが、４枚のマスクを用いる液晶表示装置用
薄膜トランジスタ基板の製造方法にも同一に適用することができる。これについて、図面
を参照して詳細に説明する。ここでは、有機絶縁膜を層間絶縁膜として用いずに感光膜パ
ターンとして用い、絶縁膜として、４.０以下の低い誘電率を有し、化学気相蒸着で形成
される低誘電率ＣＶＤ絶縁膜を追加する、第２実施例による半導体素子の製造方法を適用
して説明する。
【００６５】
　まず、図１１乃至図１３を参照して、本発明の実施例による４枚マスクを用いて完成し
た液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の単位画素構造について詳細に説明する。
【００６６】
　図１１は、本発明の第２実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図で
あり、図１２及び図１３は、各々図１１に示した薄膜トランジスタ基板のＸＩＩ-ＸＩＩ
’線及びＸＩＩＩ-ＸＩＩＩ’線の断面図である。
【００６７】
　まず、絶縁基板１０の上に、第１実施例と同一に、アルミニウム又はアルミニウム合金
や銀又は銀合金などの低抵抗導電物質を含むゲート線２２、ゲートパッド２４、及びゲー
ト電極２６を含むゲート配線が形成されている。ゲート配線は、また、基板１０の上部に
、ゲート線２２と平行で、上板の共通電極に入力される共通電極電圧などの電圧の伝達を
外部から受ける維持電極２８を含む。維持電極２８は、画素電極８２に連結された維持蓄
電器用導電体パターン６８と重なって画素の電荷保存能力を向上させる維持蓄電器を構成
し、画素電極８２とゲート線２２とが重なって発生する保持容量が十分である場合には形
成しないこともある。
【００６８】
　ゲート配線２２、２４、２４、６８の上には、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）などからなるゲ
ート絶縁膜３０が形成されて、ゲート配線２２、２４、２４、６８を覆っている。
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【００６９】
　ゲート絶縁膜３０の上には、水素化非晶質シリコン（hydrogenated　amorphous　silic
on）などの半導体からなる半導体パターン４２、４８が形成されており、半導体パターン
４２、４８の上には、リン（Ｐ）などのｎ型不純物で高濃度にドーピングされた非晶質シ
リコンなどからなる抵抗性接触層（ohmic　contact　layer）パターン又は中間層パター
ン５５、５６、５８が形成されている。
【００７０】
　抵抗性接触層パターン５５、５６、５８の上には、低抵抗を有するアルミニウム系列の
導電物質からなるデータ配線が形成されている。データ配線は、縦方向に延びているデー
タ線６２、データ線６２の一端に連結されて外部から画像信号の伝達を受けるデータパッ
ド６８、及びデータ線６２の分枝である薄膜トランジスタのソース電極６５からなるデー
タ線部を含み、また、データ線部６２、６８、６５と分離されており、ゲート電極２６又
は薄膜トランジスタのチャンネル部（Ｃ）に対してソース電極６５の反対側に位置する薄
膜トランジスタのドレーン電極６６と、維持電極２８の上に位置する維持蓄電器用導電体
パターン６４も含む。維持電極２８を形成しない場合には、維持蓄電器用導電体パターン
６４も形成しない。
【００７１】
　接触層パターン５５、５６、５８は、その下部の半導体パターン４２、４８とその上部
のデータ配線６２、６４、６５、６６、６８との接触抵抗を低くする役割を果たし、デー
タ配線６２、６４、６５、６６、６８と完全に同一な形状を有する。つまり、データ線部
中間層パターン５５はデータ線部６２、６５、６８と同一であり、ドレーン電極用中間層
パターン５６はドレーン電極６６と同一であり、維持蓄電器用中間層パターン５８は維持
蓄電器用導電体パターン６８と同一である。
【００７２】
　一方、半導体パターン４２、４８は、薄膜トランジスタのチャンネル部（Ｃ）を除けば
、データ配線６２、６４、６５、６６、６８及び抵抗性接触層パターン５５、５６、５８
と同一な形状をしている。具体的には、維持蓄電器用半導体パターン４８と維持蓄電器用
導電体パターン６８と維持蓄電器用接触層パターン５８とは同一な形状であるが、薄膜ト
ランジスタ用半導体パターン４２は、データ配線及び接触層パターンの他の部分と若干異
なる。つまり、薄膜トランジスタのチャンネル部（Ｃ）でデータ線部６２、６８、６５、
特にソース電極６５とドレーン電極６６とが分離されており、データ線部中間層５５とド
レーン電極用接触層パターン５６とも分離されているが、薄膜トランジスタ用半導体パタ
ーン４２はここで断絶されずに連結されて薄膜トランジスタのチャンネルを生成する。
【００７３】
　データ配線６２、６４、６５、６６、６８の上には、第１実施例とは異なって、窒化ケ
イ素からなる保護膜７０、及び４.０以下の低い誘電率を有し、化学気相蒸着で形成され
た低誘電率絶縁膜７３が形成されており、これらは、ドレーン電極６６、データパッド６
８、及び維持蓄電器用導電体パターン６４を露出する接触孔７６、７８、７２を有し、ま
た、ゲート絶縁膜３０と共にゲートパッド２４を露出する接触孔７４を有している。この
時、第１実施例と同様に、パッド部では、低誘電率絶縁膜７３が除去されて保護膜７０が
露出されており、接触孔７２、７６では、下部絶縁膜の保護膜７０又はゲート絶縁膜３０
の境界線が露出されていて、接触孔７２、７６の側壁は階段形状に形成されている。
【００７４】
　低誘電率絶縁膜７３の上には、薄膜トランジスタから画像信号の伝達を受け、上板の電
極と共に電場を生成する画素電極８２が形成されている。画素電極８２は、ＩＺＯ又はＩ
ＴＯなどの透明な導電物質で形成され、接触孔７６を介してドレーン電極６６と電気的に
連結されて、画像信号の伝達を受ける。画素電極８２は、また、隣接するゲート線２２及
びデータ線６２と重なって開口率を上げているが、重ならないこともある。また、画素電
極８２は、接触孔７２を介して維持蓄電器用導電体パターン６４にも連結されて、導電体
パターン６４に画像信号を伝達する。一方、ゲートパッド２４及びデータパッド６８の上
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には、接触孔７４、７８を介して各々これらに連結される補助ゲートパッド８４及び補助
データパッド８８が形成されており、これらは、パッド２４、６８と外部回路装置との接
着性を補完してパッドを保護する役割を果たすものであって、これらを適用するか否かは
選択的である。このような本発明の第２実施例による薄膜トランジスタアレイ基板でも、
前述したように、接触孔７２、７６の側壁が、下部絶縁膜の保護膜７０が露出されて階段
形状の構造をしており、パッド部では保護膜７０が露出されており、接触部でアンダーカ
ット構造がないので、画素電極８２、補助ゲートパッド８４、及び補助データパッド８８
が断線するのを防止することができる。また、補助ゲートパッド８４及び補助データパッ
ド８８は保護膜７０の上部まで形成されている。
【００７５】
　ここでは、画素電極８２の材料として透明なＩＴＯ又はＩＺＯを例に挙げたが、反射型
液晶表示装置の場合は不透明な導電物質を用いても差し支えない。
【００７６】
　以下、図１１乃至図１３の構造を有する液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を４枚の
マスクを用いて製造する方法について、図１１乃至図１３と図１４ａ乃至図２０ｃとを参
照して詳細に説明する。
【００７７】
　まず、図１４ａ乃至１４ｃに示したように、第１実施例と同様に、ゲート配線用導電物
質を積層し、第１マスクを用いた写真エッチング工程によって、基板１０の上にゲート線
２２、ゲートパッド２４、ゲート電極２６、及び維持電極２８を含むゲート配線を形成す
る。
【００７８】
　次に、図１５ａ及び１５ｂに示したように、ゲート絶縁膜３０、半導体層４０、中間層
５０を化学気相蒸着によって各々１，５００Å乃至５，０００Å、５００Å乃至２，００
０Å、３００Å乃至６００Åの厚さに連続蒸着し、次に、低抵抗を有するデータ配線用導
電物質からなる導電体層６０をスパッタリングなどの方法によって１，５００Å乃至３，
０００Åの厚さに蒸着した後、その上に感光膜１１０を１μｍ乃至２μｍの厚さに塗布す
る。
【００７９】
　その後、第２マスクを通じて感光膜１１０に光を照射した後に現像して、図１６ｂ及び
１６ｃに示したように、感光膜パターン１１２、１１４を形成する。この時、感光膜パタ
ーン１１２、１１４のうちの薄膜トランジスタのチャンネル部（Ｃ）、つまりソース電極
６５とドレーン電極６６との間に位置した第１部分１１４は、データ配線部（Ａ）、つま
りデータ配線６２、６４、６５、６６、６８が形成される部分に位置した第２部分１１２
より厚さが薄くなるようにし、その他の部分（Ｂ）の感光膜は全て除去する。この時、チ
ャンネル部（Ｃ）に残っている感光膜１１４の厚さとデータ配線部（Ａ）に残っている感
光膜１１２の厚さとの比は、後述するエッチング工程の条件に応じて異なるようにしなけ
ればならず、第１部分１１４の厚さを第２部分１１２の厚さの１/２以下にするのが好ま
しく、例えば４，０００Å以下であるのが好ましい。
【００８０】
　このように、位置によって感光膜の厚さを異ならせる方法としては様々なものがあり得
るが、Ａ領域の光透過量を調節するために、主にスリットや格子形態のパターンを形成し
たり半透明膜を用いてマスクに半透過領域を形成する。もちろん、このような方法は、第
１実施例による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法において、接触部で有機絶縁膜７
５（図７ｂ参照）の接触孔７２、７４、７６、７８（図７ｂ参照）の周りを他の部分より
薄く形成する場合にも同一に適用され、アッシング工程を考慮して厚さを調節するのが好
ましい。
【００８１】
　この時、スリットの間に位置したパターンの線の幅やパターン間の間隔、つまりスリッ
トの幅は、露光時に用いる露光器の分解能より小さいのが好ましく、半透明膜を用いる場
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合には、マスクを製作する際に、透過率を調節するために、異なる透過率を有する薄膜を
用いたり、厚さの異なる薄膜を用いることができる。
【００８２】
　このようなマスクを通じて感光膜に光を照射すると、光に直接露出される部分では高分
子が完全に分解され、スリットパターンや半透明膜が形成されている部分では光の照射量
が少ないので高分子は完全に分解されていない状態であり、遮光膜で覆われた部分は高分
子がほとんど分解されない。次に、感光膜を現像すると、高分子が分解されていない部分
だけが残り、光が少量照射された部分では、光が全く照射されていない部分より厚さの薄
い感光膜を残すことができる。この時、露光時間を長くすると全ての分子が分解されてし
まうので注意しなければならない。
【００８３】
　このような厚さの薄い感光膜１１４は、リフローの可能な物質からなる感光膜を用いて
、光が完全に透過できる部分と完全に透過できない部分とに分けられた通常のマスクで露
光した後に現像し、リフローさせて、感光膜が残留しない部分に感光膜の一部が流れるよ
うにして形成することもできる。
【００８４】
　次に、感光膜パターン１１４及びその下部の膜、つまり、導電体層６０、中間層５０、
及び半導体層４０に対するエッチングを行う。この時、データ配線部（Ａ）にはデータ配
線及びその下部の膜が、そしてチャンネル部（Ｃ）には半導体層のみが残っていなければ
ならず、その他の部分（Ｂ）は上の３個の層６０、５０、４０が全て除去されて、ゲート
絶縁膜３０が露出されていなければならない。
【００８５】
　まず、図１７ａ及び図１７ｂに示したように、その他の部分（Ｂ）の露出されている導
電体層６０を除去して、その下部の中間層５０を露出させる。この過程では、乾式エッチ
ング又は湿式エッチングを全て用いることができ、この時、導電体層６０はエッチングさ
れ、感光膜パターン１１２、１１４はほとんどエッチングされない条件で行うのが好まし
い。しかし、乾式エッチングの場合は、導電体層６０のみがエッチングされ、感光膜パタ
ーン１１２、１１４はエッチングされない条件を見つけるのが難しいので、感光膜パター
ン１１２、１１４も共にエッチングされる条件で行うことができる。この場合には、湿式
エッチングの場合より第１部分１１４の厚さを厚くして、この過程で第１部分１１４が除
去されて下部の導電体層６０が露出されるのを防止する。
【００８６】
　ここで、データ配線用導電物質がアルミニウム又はアルミニウム合金である場合には、
乾式エッチングまたは湿式エッチングのうちのいずれによっても可能である。しかし、Ｃ
ｒである場合には、乾式エッチングではよく除去されないため、湿式エッチングを用いる
のが好ましく、エッチング液としてＣｅＮＨＯ３を用いることができ、クロムを５００Å
程度の厚さに非常に薄く積層する場合には、乾式エッチングを用いることもできる。
【００８７】
　このようにすれば、図１７ａ及び図１７ｂに示したように、チャンネル部（Ｃ）及びデ
ータ配線部（Ｂ）の導電体層、つまりソース/ドレーン用導電体パターン６７と維持蓄電
器用導電体パターン６４のみが残り、その他の部分（Ｂ）の導電体層６０は全て除去され
て、その下部の中間層５０が露出される。この時に残った導電体パターン６７、６４は、
ソース及びドレーン電極６５、６６が分離されずに連結されている点を除けば、データ配
線６２、６４、６５、６６、６８の形状と同一である。また、乾式エッチングを用いた場
合は、感光膜パターン１１２、１１４もある程度の厚さにエッチングされる。
【００８８】
　次に、図１８ａ及び１８ｂに示したように、その他の部分（Ｂ）の露出された中間層５
０及びその下部の半導体層４０を、感光膜の第１部分１１４と共に乾式エッチングで同時
に除去する。導電体パターン６７を乾式エッチングでエッチングする場合に、中間層５０
及び半導体層４０は連続して乾式エッチングで行うことができ、これを原位置（in-situ



(15) JP 4544860 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

）として進めることもできる。中間層５０と半導体層４０とのエッチングは、感光膜パタ
ーン１１２、１１４、中間層５０、及び半導体層４０（半導体層と中間層とはエッチング
選択性がほとんど無い）が同時にエッチングされ、ゲート絶縁膜３０はエッチングされな
い条件で行わなければならず、特に、感光膜パターン１１２、１１４と半導体層４０とに
対するエッチング比がほとんど同一な条件でエッチングするのが好ましい。感光膜パター
ン１１２、１１４と半導体層４０とに対するエッチング比が同一である場合、第１部分１
１４の厚さは、半導体層４０と中間層５０との厚さを合計したものと同一であるかそれよ
り小さくなければならない。
【００８９】
　このようにすれば、図１８ａ及び図１８ｂに示したように、チャンネル部（Ｃ）及びデ
ータ配線部（Ｂ）の導電体層、つまりソース/ドレーン用導電体パターン６７と維持蓄電
器用導電体パターン６４のみが残り、その他の部分（Ｂ）の導電体層６０は全て除去され
る。また、チャンネル部（Ｃ）の第１部分１１４が除去されて、ソース/ドレーン用導電
体パターン６７が露出され、その他の部分（Ｂ）の中間層５０及び半導体層４０が除去さ
れて、その下部のゲート絶縁膜３０が露出される。一方、データ配線部（Ａ）の第２部分
１１２もエッチングされるので厚さが薄くなる。また、この段階で半導体パターン４２、
４８が完成する。図面符号５７及び５８は、各々ソース/ドレーン用導電体パターン６７
の下部の中間層パターン、及び維持蓄電器用導電体パターン６４の下部の中間層パターン
を示す。ここで、チャンネル部（Ｃ）のソース/ドレーン用導電体パターン６７は、別途
のＰＲエッチバック（ｅｔｃｈ　ｂａｃｋ）工程によって露出することもでき、感光膜を
十分にエッチングすることができる条件であれば、ＰＲエッチバック工程を省略すること
もできる。
【００９０】
　次に、アッシングを行って、チャンネル部（Ｃ）のソース/ドレーン用導電体パターン
６７の表面に残っている感光膜クズを除去する。
【００９１】
　次に、図１９ａ及び１９ｂに示したように、チャンネル部（Ｃ）のソース/ドレーン用
導電体パターン６７及びその下部のソース/ドレーン用中間層パターン５７をエッチング
して除去する。この時、エッチングは、ソース/ドレーン用導電体パターン６７と中間層
パターン５７との全てに対して乾式エッチングのみで行うことができ、ソース/ドレーン
用導電体パターン６７に対しては湿式エッチングで、中間層パターン５７に対しては乾式
エッチングで行うこともできる。この時、図１５ｂに示したように、半導体パターン４２
の一部が除去されて厚さが薄くなる可能性があり、感光膜パターンの第２部分１１２もこ
の時にある程度の厚さにエッチングされる。この時のエッチングは、ゲート絶縁膜３０が
エッチングされない条件で行わなければならず、第２部分１１２がエッチングされてその
下部のデータ配線６２、６４、６５、６６、６８が露出されることがないように、感光膜
パターンを厚くするのが好ましい。
【００９２】
　このようにすれば、ソース電極６５とドレーン電極６６とが分離されて、データ配線６
２、６４、６５、６６、６８とその下部の接触層パターン５５、５６、５８とが完成する
。
【００９３】
　最後に、データ配線部（Ａ）に残っている感光膜の第２部分１１２を除去する。しかし
、第２部分１１２の除去は、チャンネル部（Ｃ）ソース/ドレーン用導電体パターン６７
を除去した後で、その下の中間層パターン５７を除去する前に行うこともできる。
【００９４】
　このようにしてデータ配線６２、６４、６５、６６、６８を形成した後、図２０ａ乃至
２０ｃに示したように、窒化ケイ素を化学気相蒸着で蒸着して保護膜７０を形成し、その
上部に、４.０以下の低い誘電率を有し、化学気相蒸着で形成されるＳｉＯＣ又はＳｉＯ
Ｆなどを積層して、低誘電率絶縁膜７３を形成する。次に、低誘電率絶縁膜７３の上部に
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スピンコーティングで感光性有機絶縁膜を形成した後、第３マスクを用いて感光性有機絶
縁膜を露光及び現像して感光膜パターン２５０を形成し、これをエッチングマスクとして
用いて維持蓄電器用導電体パターン６４、ゲートパッド２４、ドレーン電極６６、及びデ
ータパッド６８を露出する接触孔７２、７４、７６、７８を形成する。この時にも、保護
膜７０又はゲート絶縁膜３０は、低誘電率絶縁膜７３の下部までエッチングされて接触部
にはアンダーカット構造が発生し、これを除去するために、第２実施例による半導体素子
の製造方法と同様に、少なくとも接触孔７４、７８の周辺のパッド部は他の部分より感光
膜パターン２５０を薄く形成する。もちろん、維持蓄電器用導電体パターン６４、及びド
レーン電極を露出する接触孔７２、７４の周りも、マスクにスリットパターンを形成して
、厚さの薄い感光膜パターンを階段形状に形成することもできる。
【００９５】
　次に、図２１ａ及び図２１ｂのように、アッシング工程を行って感光膜パターン２５０
の一部の厚さを除去することにより、接触孔７４、７８の上の周りに形成されていた厚さ
の薄い感光膜を除去した後、感光膜パターン２５０をエッチングマスクとして用いて露出
された低誘電率絶縁膜７３をエッチングする。そして、図面に示したように、パッド部で
は保護膜７０が露出される。この時、アッシング工程では、接触孔７２、７６の上部の感
光膜の一部も除去されて、接触孔７２、７６を定義する低誘電率絶縁膜７３の境界線が露
出され、このような感光膜パターンをエッチングマスクとして用いて低誘電率絶縁膜７３
をエッチングすれば、図面から分かるように、接触孔７２、７６の側壁でアンダーカット
構造を除去することができる。この時、エッチングは乾式エッチングが好ましく、保護膜
７０と低誘電率絶縁膜７３との間にエッチング選択比を有するエッチング条件を適用しな
ければならない。エッチング気体としては、ＳＦ６

＋Ｏ２、ＣＦ４
＋Ｏ２又はＣ２Ｆ６

＋

Ｏ２などのようなフッ素置換気体と酸素とを混合した気体を用いることができ、組成比は
、低誘電率絶縁膜７３の形成条件によって可変的である。
【００９６】
　最後に、感光膜パターンを除去した後に、図１１乃至図１３に示したように、４００Å
乃至５００Åの厚さのＩＴＯ又はＩＺＯを蒸着し、第４マスクを用いてエッチングして、
ドレーン電極６６及び維持蓄電器用導電体パターン６４に連結された画素電極８２、ゲー
トパッド２４に連結された補助ゲートパッド８４、及びデータパッド６８に連結された補
助データパッド８８を形成する。
【００９７】
　このような本発明の第２実施例では、第１実施例による効果だけでなく、データ配線６
２、６４、６５、６６、６８、その下部の接触層パターン５５、５６、５８、及び半導体
パターン４２、４８を一つのマスクを用いて形成し、この過程でソース電極６５とドレー
ン電極６６とが分離されるので、製造工程を単純化することができる。もちろん、第２実
施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法でも、封印材が形成される部
分の感光膜パターンを薄く形成し、その部分から低誘電率絶縁膜７３のみを除去して保護
膜７０を露出することができる。
【００９８】
　このような製造工程によって完成した液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板は、前述し
たように、フィルムに駆動集積回路が実装されているＴＣＰ又はＣＯＦ方式を通じてパッ
ド部と駆動集積回路とを連結することができ、駆動集積回路を基板の上部に直接実装する
ＣＯＧ方式を通じて駆動集積回路とパッドとを電気的に連結することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１ａ】本発明の第１実施例による半導体素子の接触部の製造方法を工程順序にしたが
って示した断面図である。乃至
【図１ｂ】本発明の第１実施例による半導体素子の接触部の製造方法を工程順序にしたが
って示した断面図である。乃至
【図１ｃ】本発明の第１実施例による半導体素子の接触部の製造方法を工程順序にしたが
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って示した断面図である。乃至
【図１ｄ】本発明の第１実施例による半導体素子の接触部の製造方法を工程順序にしたが
って示した断面図である。乃至
【図１ｅ】本発明の第１実施例による半導体素子の接触部の製造方法を工程順序にしたが
って示した断面図である。
【図２ａ】本発明の第２実施例による半導体素子の接触部の製造方法を工程順序にしたが
って示した断面図である。
【図２ｂ】本発明の第２実施例による半導体素子の接触部の製造方法を工程順序にしたが
って示した断面図である。
【図２ｃ】本発明の第２実施例による半導体素子の接触部の製造方法を工程順序にしたが
って示した断面図である。
【図２ｄ】本発明の第２実施例による半導体素子の接触部の製造方法を工程順序にしたが
って示した断面図である。
【図３】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板である。
【図４】図３に示した薄膜トランジスタ基板のＩＶ-ＩＶ’線の断面図である。
【図５ａ】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造する中
間過程での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図５ｂ】図５ａのＶｂ-Ｖｂ’線の断面図である。
【図６ａ】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造する中
間過程での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図６ｂ】図６ａのＶＩｂ-ＶＩｂ’線の断面図であって、図５ｂの次の段階を示した断
面図である。
【図７ａ】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造する中
間過程での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図７ｂ】図７ａのＶＩＩｂ-ＶＩＩｂ’線の断面図であって、図６ｂの次の段階を示し
た断面図である。
【図８ａ】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造する中
間過程での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図８ｂ】図８ａのＶＩＩＩｂ-ＶＩＩＩｂ’線の断面図であって、図７ｂの次の段階を
示した断面図である。
【図８ｃ】本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板におい
て、封印材が形成される部分を示した断面図である。
【図９】図８ａのＶＩＩＩｂ-ＶＩＩＩｂ’線の断面図であって、図８ｂの次の段階を示
した断面図である。
【図１０ａ】図８ａのＶＩＩＩｂ-ＶＩＩＩｂ’線の断面図であって、図９ｂの次の段階
を示した断面図である。
【図１０ｂ】図８ｃの次の段階を示した断面図である。
【図１１】本発明の第２実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図であ
る。
【図１２】図１１に示した薄膜トランジスタ基板のＸＩＩ-ＸＩＩ’線の断面図である。
【図１３】図１１に示した薄膜トランジスタ基板のＸＩＩＩ-ＸＩＩＩ’線の断面図であ
る。
【図１４ａ】本発明の第２実施例によって製造する最初の段階での薄膜トランジスタ基板
の配置図である。
【図１４ｂ】図１４ａのＸＩＶｂ-ＸＩＶｂ’線の断面図である。
【図１４ｃ】図１４ａのＸＩＶｃ-ＸＩＶｃ’線の断面図である。
【図１５ａ】図１４ａのＸＩＶｂ-ＸＩＶｂ’線の断面図であって、図１４ｂ及び図１４
ｃの次の段階での断面図である。及び
【図１５ｂ】図１４ａのＸＩＶｃ-ＸＩＶｃ’線の断面図であって、図１４ｂ及び図１４
ｃの次の段階での断面図である。
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【図１６ａ】図１５ａ及び１５ｂの次の段階での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図１６ｂ】図１６ａのＸＶＩｂ-ＸＶＩｂ’線の断面図である。
【図１６ｃ】図１６ａのＸＶＩｃ-ＸＶＩｃ’線の断面図である。
【図１７ａ】図１６ａのＸＶＩｂ-ＸＶＩｂ’線の断面図であって、図１６ｂ及び１６ｃ
の次の段階を工程順序にしたがって示したものである。
【図１７ｂ】図１６ａのＸＶＩｃ-ＸＶＩｃ’線の断面図であって、図１６ｂ及び１６ｃ
の次の段階を工程順序にしたがって示したものである。
【図１８ａ】図１６ａのＸＶＩｂ-ＸＶＩｂ’線の断面図であって、図１６ｂ及び１６ｃ
の次の段階を工程順序にしたがって示したものである。
【図１８ｂ】図１６ａのＸＶＩｃ-ＸＶＩｃ’線の断面図であって、図１６ｂ及び１６ｃ
の次の段階を工程順序にしたがって示したものである。
【図１９ａ】図１６ａのＸＶＩｂ-ＸＶＩｂ’線の断面図であって、図１６ｂ及び１６ｃ
の次の段階を工程順序にしたがって示したものである。
【図１９ｂ】図１６ａのＸＶＩｃ-ＸＶＩｃ’線の断面図であって、図１６ｂ及び１６ｃ
の次の段階を工程順序にしたがって示したものである。
【図２０ａ】図１９ａ及び１９ｂの次の段階での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図２０ｂ】図２０ａのＸＸｂ-ＸＸｂ’線の断面図である。
【図２０ｃ】図２０ａのＸＸｃ-ＸＸｃ’線の断面図である。
【図２１ａ】図２０ａのＸＸｂ-ＸＸｂ’線の断面図であって、図２０ｂ及び２０ｃの次
の段階を工程順序にしたがって示したものである。
【図２１ｂ】図２０ａのＸＸｃ-ＸＸｃ’線の断面図であって、図２０ｂ及び２０ｃの次
の段階を工程順序にしたがって示したものである。
【符号の説明】
【０１００】
　１０　絶縁基板
　２２　ゲート線
　２４　ゲートパッド
　２６　ゲート電極
　３０　ゲート絶縁膜
　４０　半導体層
　５０　非晶質シリコン層
　５５、５４、５６　抵抗接触層
　６０　導電体層
　６２　データ線
　６５　ソース電極
　６６　ドレーン電極
　６８　データパッド
　７０　保護膜
　７２、７４、７６、７８、３３０　接触孔
　７３　低誘電率絶縁膜
　７５、３２０　有機絶縁膜
　８２　画素電極
　８４　補助ゲートパッド
　８８　補助データパッド
　１００　基板
　１１０、１１２、１１４　感光膜
　２００　第１配線
　３００　層間絶縁膜
　３１０　下部絶縁膜
３２０　上部絶縁膜（有機絶縁膜）
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　４００　第２配線

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】

【図２Ａ】
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【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図３】

【図４】 【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図８Ｃ】
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【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】
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【図１４Ｃ】 【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】 【図１６Ａ】
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【図１６Ｂ】 【図１６Ｃ】

【図１７Ａ】 【図１７Ｂ】
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【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】

【図１９Ａ】 【図１９Ｂ】
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【図２０Ａ】 【図２０Ｂ】

【図２０Ｃ】 【図２１Ａ】
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【図２１Ｂ】
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