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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の信号線、
　前記信号線と連結されている薄膜トランジスタ、
　前記信号線及び薄膜トランジスタの上に形成されている保護膜、
　前記保護膜上に形成され、前記薄膜トランジスタに連結されている画素電極を含み、
　前記各信号線は外部と連結するための接触部を有し、
　前記保護膜は、前記接触部上において所定の膜厚を有する第１部分と、前記第１部分よ
り膜厚の厚い第２部分と、前記第１部分と前記第２部分との間に位置し、４５度以下の傾
斜角を有するテーパ構造に形成されている第３部分と、を含む薄膜トランジスタ表示板。
【請求項２】
　前記傾斜角は５－１０度の範囲である、請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項３】
　前記保護膜の薄くなる部分の幅は１０－４０μｍの範囲である、請求項１に記載の薄膜
トランジスタ表示板。
【請求項４】
　前記画素電極の周縁は、前記保護膜を隔てて前記信号線と重なっている、請求項１に記
載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項５】
　前記保護膜は有機絶縁物質からなる、請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
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【請求項６】
　前記保護膜は前記接触部を露出する接触孔を有する、請求項１に記載の薄膜トランジス
タ表示板。
【請求項７】
　前記画素電極と同一層に形成され、前記接触孔を通じて前記接触部と連結されている接
触部材をさらに含む、請求項６に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項８】
　前記接触孔は、前記接触部の境界を露出する、請求項６に記載の薄膜トランジスタ表示
板。
【請求項９】
　前記信号線は互いに交差するゲート線とデータ線を含む、請求項１に記載の薄膜トラン
ジスタ表示板。
【請求項１０】
　前記薄膜トランジスタは、前記ゲート線の一部であるゲート電極と、前記データ線の一
部であるソース電極と、前記画素電極と連結されたドレーン電極と、前記ソース電極及び
前記ドレーン電極と前記ゲート電極との間に配置されている半導体とを含む、請求項９に
記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１１】
　前記半導体は、前記データ線に沿って延長されている、請求項１０に記載の薄膜トラン
ジスタ表示板。
【請求項１２】
　前記ソース電極と前記ドレーン電極の間を除く前記半導体は、前記データ線と前記ドレ
ーン電極と同じ平面パターンを有する、請求項１１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１３】
　前記画素電極はＩＺＯまたはＩＴＯからなる、請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示
板。
【請求項１４】
　基板上にゲート電極を有するゲート線を形成する段階、
　前記基板上にゲート絶縁膜を積層する段階、
　前記ゲート絶縁膜の上部に半導体層を形成する段階、
　前記半導体層と接するソース電極を有するデータ線及びドレーン電極を形成する段階、
　前記半導体層を覆い、外部との連結のための前記ゲート線または前記データ線の接触部
を露出する接触孔を有し、所定の膜厚を有する第１部分、前記第１部分より膜厚の厚い第
２部分、前記第１部分と前記第２部分との間に位置し、４５度以下の傾斜角を有するテー
パ構造に形成される第３部分を含む保護膜を形成する段階、
　前記ドレーン電極と連結される画素電極を形成する段階、　
　を含む、薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１５】
　前記第３部分の傾斜角を５－１０度の範囲に形成する、請求項１４に記載の薄膜トラン
ジスタ表示板の製造方法。
【請求項１６】
　前記保護膜の形成段階は、マスクを用いた写真エッチング工程によって形成され、
　前記マスクは、前記第１部分のうち接触孔以外の部分及び第３部分に対応して光の一部
のみ透過させる第１領域、前記接触孔に対応して光のほとんどを透過させる第２領域、前
記第２部分に対応して光のほとんどを遮断する第３領域、を含む、請求項１４に記載の薄
膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１７】
　前記マスクの前記第１領域には、スリットまたは格子パターンが形成されている、請求
項１６に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１８】
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　前記第３領域に近づくほど前記第１領域のスリットまたは格子パターンの幅もしくは間
隔が変化する、請求項１６に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１９】
　前記第１部分に対応する前記第１領域のスリットの幅は一定であり、前記第３領域に近
づくほど、前記スリットの間隔が次第に狭くなる、請求項１８に記載の薄膜トランジスタ
表示板の製造方法。
【請求項２０】
　前記保護膜は、有機絶縁物質で形成される、請求項１４に記載の薄膜トランジスタ表示
板の製造方法。
【請求項２１】
　前記画素電極は、ＩＺＯまたはＩＴＯで形成される、請求項１４に記載の薄膜トランジ
スタ表示板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ表示板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、現在最も広く使わ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からなり、電極に電圧を印
加して液晶層の液晶分子を再配列す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。
【０００３】
　液晶表示装置の中でも現在の主流は、二つの基板に電極が各々形成され、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している液晶表示装置である。該薄膜
トランジスタは、二つの基板のうちの一方に形成されるのが一般的である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような液晶表示装置の表示特性を向上するために、画素の開口率を確保するのが好
ましい。そのため、画素電極を最大に拡張してゲート線及びデータ線と重なるように形成
し、これらの間には配線を通じて伝えられる信号の干渉を最少に抑えるために、低誘電率
を有する有機物質からなる絶縁膜を３μｍ程度の厚さに厚く形成する。
【０００５】
　ところで、このように厚い有機膜を適用する場合に、外部の駆動回路の出力端と連結す
るための信号線の接触部では有機膜の段差が大きく生じる。即ち、接触部では有機膜を除
去して信号線の一部を露出するが、有機膜が厚さに比例して信号線を露出する接触孔に大
きい段差が生じられる。これは導電性粒子を含む異方性導電膜を用いて駆動集積回路を信
号線と電気的に連結する際に、接触不良を起こし、接触信頼度を低下させる原因となる。
【０００６】
　本発明が目的とする技術的課題は、信号線と駆動集積回路の接触信頼度を確保できる薄
膜トランジスタ表示板及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本願発明は、下記の構成を有する薄膜トランジスタ表示板
を提供する。
・複数の信号線、
・前記信号線と連結されている薄膜トランジスタ、
・前記信号線及び薄膜トランジスタの上に形成されている保護膜、
・前記保護膜上に形成され、前記薄膜トランジスタに連結されている画素電極。
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【０００８】
　ここで、各信号線は外部と連結するための接触部を有し、前記保護膜は、前記接触部上
において所定の膜厚を有する第１部分と、前記第１部分より膜厚の厚い第２部分と、前記
第１部分と前記第２部分との間に位置し、４５度以下の傾斜角を有するテーパ構造に形成
されている第３部分と、を含む。
【０００９】
　このように形成された薄膜トランジスタ表示板は、接触部においては保護膜による段差
が小さい。そのため、導電性粒子を含む異方性導電膜を用いてデータ駆動回路を連結する
際に浮いてしまうなどの現象を防止でき、接触部における接触信頼度を確保できる。
【００１０】
　前記薄膜トランジスタ表示板において、前記傾斜角は５-１０度の範囲であると好適で
ある。接触部にＩＴＯ膜またはＩＺＯ膜がさらに残留しにくく、接触不良の発生を効果的
に防止できる。
【００１１】
　また、前記保護膜の薄くなる部分の幅は１０-４０μｍの範囲であることが好ましい。
【００１２】
　前記画素電極の周縁は、前記保護膜を隔てて前記信号線と重なっていることが好ましい
。薄膜トランジスタがターンオフされた後にも印加された電圧を維持することができる。
【００１３】
　前記保護膜は有機絶縁物質で形成することができる。
【００１４】
　前記保護膜は、前記接触部を露出する接触孔を有するとよい。外部のデータ駆動回路を
異方性導電膜を用いてデータ線に連結することができる。
【００１５】
　さらに、薄膜トランジスタ表示板が、前記画素電極と同一層に形成され、前記接触孔を
通じて前記接触部と連結されている接触部材をさらに含むと好適である。接触部材は、デ
ータ線の端部と駆動集積回路のような外部装置との接着性を補完し、これらを保護する役
割をすることができる。
【００１６】
　前記接触孔は前記接触部の境界を露出することが好ましい。外部のデータ駆動回路を異
方性導電膜を用いてデータ線に連結することができる。
【００１７】
　このような薄膜トランジスタ表示板において、前記信号線は互いに交差するゲート線と
データ線を含むことができる。
【００１８】
　また、前記薄膜トランジスタは、前記ゲート線の一部であるゲート電極と、前記データ
線の一部であるソース電極と、前記画素電極と連結されたドレーン電極と、前記ソース電
極及び前記ドレーン電極と前記ゲート電極との間に配置されている半導体とを含むことが
できる。
【００１９】
　さらに、前記半導体は、前記データ線に沿って延長されていてもよい。
【００２０】
　加えて、前記ソース電極と前記ドレーン電極の間を除く前記半導体は、前記データ線と
前記ドレーン電極と同じ平面パターンを有することができる。
【００２１】
　さらに加えて、前記画素電極はＩＺＯまたはＩＴＯを用いて形成することができる。
【００２２】
　本発明の別の形態は、以下の段階を含む薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する
。
・基板上にゲート電極を有するゲート線を形成する段階、
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・前記基板上にゲート絶縁膜を積層する段階、
・前記ゲート絶縁膜の上部に半導体層を形成する段階、
・前記半導体層と接するソース電極を有するデータ線及びドレーン電極を形成する段階、
・前記半導体層を覆い、外部との連結のための前記ゲート線または前記データ線の接触部
を露出する接触孔を有し、所定の膜厚を有する第１部分、前記第１部分より膜厚の厚い第
２部分、前記第１部分と前記第２部分との間に位置し、４５度以下の傾斜角を有するテー
パ構造に形成される第３部分を含む保護膜を形成する段階、
・前記ドレーン電極と連結される画素電極を形成する段階。
【００２３】
　この方法を用いると、保護膜が薄くなる部分の傾斜角が４５度以下に調整されているの
で、接触部材形成時に、接触部の境界にＩＴＯまたはＩＺＯが残留しにくい。従って、駆
動回路の連結により接触不良が発生するのを防止することができる。
【００２４】
　前記方法において、前記第３部分の傾斜角を５-１０度の範囲に形成するとさらに好ま
しい。接触部にＩＴＯ膜またはＩＺＯ膜がさらに残留しにくく、接触不良の発生を効果的
に防止できる。
【００２５】
　前記保護膜の形成段階は、マスクを用いた写真エッチング工程によって形成することが
できる。前記マスクは、前記第１部分のうち接触孔以外の部分及び第３部分に対応して光
の一部のみ透過させる第１領域、前記接触孔に対応して光のほとんどを透過させる第２領
域、前記第２部分に対応して光のほとんどを遮断する第３領域、を含む。このようなマス
クを用いることで、前記第３部分の傾斜角を４５度以下、好ましくは５－１０度の範囲に
調整することができる。
【００２６】
　前記マスクの前記第１領域には、スリットまたは格子パターンが形成されていてもよい
。スリットや格子パターンにより、光の透過率を調整しやすいからである。
【００２７】
　前記第３領域に近づくにつれ、前記第１領域のスリットまたは格子パターンの幅もしく
は間隔が変化することが好ましい。第３部分をテーパー形状に形成することができる。
【００２８】
　具体的には、前記第１部分に対応する前記第１領域のスリットの幅は一定であり、前記
第３領域に近づくほど、前記スリットの間隔が次第に狭くなるマスクを用いることができ
る。
【００２９】
　前記薄膜トランジスタ表示板の製造方法において、前記保護膜は、有機絶縁物質で形成
することができる。
【００３０】
　また、前記画素電極は、ＩＺＯまたはＩＴＯで形成することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、外部の駆動回路が連結される連結部での接触不良を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　添付した図面を参照して本発明の実施例に対し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する。しかし、本発明は多様な形
態で実現することができ、ここで説明する実施例に限定されない。
【００３３】
　図面は、各種層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示している。明細書
全体を通じて類似した部分については同一の図面符号を付している。層、膜、領域、板な
どの部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合に
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限らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ
上に”あるとする時、これは中間に他の部分がない場合を意味する。
【００３４】
　以下、本発明の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の製造方法につい
て図面に基づいて詳細に説明する。
【００３５】
　まず、図１及び図２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
ジスタ表示板の構造について詳細に説明する。
【００３６】
　図１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表示板の配置図であ
る。図２は図１の薄膜トランジスタ表示板のII-II'線による断面図である。図３は本発明
の実施例による薄膜トランジスタ表示板において外部の駆動集積回路が連結される連結部
を拡大した平面図である。図４は図３の連結部のIV-IV´線による断面図である。
【００３７】
　絶縁基板１１０上にゲート信号を伝達する複数のゲート線１２１が形成されている。ゲ
ート線１２１は主に横方向に伸び、各ゲート線１２１の一部は複数のゲート電極１２４を
なしている。また、各ゲート線の他の一部は下方に突出して複数の拡張部１２７を構成す
る。
【００３８】
　ゲート線１２１は物理的な性質が異なる二つの膜、即ち、下部膜２１１とその上の上部
膜２１２とを含む。上部膜２１２は、ゲート信号の遅延や電圧降下を減らせるような、低
い比抵抗の金属、例えば、アルミニウム（Ａｌ）やアルミニウム合金などアルミニウム系
列の金属からなる。これとは異なって、下部膜２１１は、他の物質、特にＩＺＯ（ｉｎｄ
ｉｕｍ ｚｉｎｃ ｏｘｉｄｅ）またはＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ ｔｉｎ ｏｘｉｄｅ）との物
理的、化学的、電気的接触特性の優れた物質、例えばモリブデン（Ｍｏ）、モリブデン合
金（例：モリブデン-タングステン（ＭｏＷ）合金）、クロム（Ｃｒ）などで形成される
。下部膜２１１と上部膜２１２との組み合わせの例としては、クロム/アルミニウム-ネオ
ジム（Ｎｄ）合金が挙げられる。図１で、ゲート電極１２４の下部膜と上部膜は、各々図
面符号２４１、２４２を、拡張部１２７の下部膜と上部膜は各々図面符号２７１、２７２
を付している。
【００３９】
　下部膜２１１と上部膜２１２の側面は各々傾斜しており、その傾斜角は基板１１０の表
面に対し約３０-８０度である。
【００４０】
　ゲート線１２１上には、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）などからなるゲート絶縁膜１４０が形
成されている。
【００４１】
　ゲート絶縁膜１４０の上部には、水素化非晶質シリコン（非晶質シリコンをａ-Ｓｉと
略称する）などからなる複数の線状半導体１５１が形成されている。線状半導体１５１は
主に縦方向に伸びており、ここから複数の突出部１５４がゲート電極１２４に向けて伸び
ている。そして、線状半導体１５１は、ゲート線１２１とぶつかる地点の付近で幅が大き
くなり、ゲート線１２１の広い面積を覆っている。
【００４２】
　半導体１５１の上部には、シリサイドまたは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で形成された複数の線状抵抗性接触部材１６１及
び島状抵抗性接触部材１６５が形成されている。線状接触部材１６１は複数の突出部１６
３を有しており、この突出部１６３と島状接触部材１６５は対をなして半導体１５１の突
出部１５４上に位置する。
【００４３】
　半導体１５１と抵抗性接触部材１６１、１６５の側面も傾斜しており傾斜角は３０-８
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０度である。
【００４４】
　抵抗接触部材１６１、１６５及びゲート絶縁膜１４０上には、各々複数のデータ線１７
１と複数のドレーン電極１７５、及び複数の維持蓄電器用導電体１７７が形成されている
。
【００４５】
　データ線１７１は、主に縦方向に伸び、ゲート線１２１と交差してデータ電圧を伝達す
る。各データ線１７１からドレーン電極１７５に向けて伸びた複数の枝がソース電極１７
３をなす。一対のソース電極１７３とドレーン電極１７５は互いに分離され、ゲート電極
１２３に対して互いに反対側に位置する。ゲート電極１２３、ソース電極１７３及びドレ
ーン電極１７５は、半導体１５１の突出部１５４と共に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）をな
し、薄膜トランジスタのチャンネルは、ソース電極１７３とドレーン電極１７５との間の
突出部１５４に形成される。維持蓄電器用導電体１７７は、ゲート線１２１の拡張部１２
７と重なっている。
【００４６】
　データ線１７１、ドレーン電極１７５、及び維持蓄電器用導電体１７７は、モリブデン
（Ｍｏ）、モリブデン合金を含むが、二重膜または三重膜の構造の場合にはアルミニウム
系列の導電膜を含むことができる。二重膜構造の場合、アルミニウム系列の導電膜は、モ
リブデン系列の導電膜の下部に位置するのが好ましく、三重膜構造の場合には、中間層に
位置するのが好ましい。
【００４７】
　データ線１７１、ドレーン電極１７５、及び維持蓄電器用導電体１７７もゲート線１２
１と同様にその側面が約３０-８０度傾斜している。
【００４８】
　抵抗性接触部材１６１、１６５は、その下部の半導体１５１とその上部のデータ線１７
１及びドレーン電極１７５の間のみに存在し、接触抵抗を低くする役割をする。線状半導
体１５１は、ソース電極１７３とドレーン電極１７５の間をはじめとして、データ線１７
１及びドレーン電極１７５に遮られず露出された部分を有しており、ほとんどのところで
線状半導体１５１の幅がデータ線１７１の幅よりも小さいが、前述したように、ゲート線
１２１とぶつかる部分では幅が大きくなり、ゲート線１２１とデータ線１７１との間の絶
縁を強化する。
【００４９】
　データ線１７１、ドレーン電極１７５、及び維持蓄電器用導電体１７７と露出された半
導体１５１部分の上には、平坦化特性の優れて感光性のある有機物質またはプラズマ化学
気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）法により形成されるａ-Ｓｉ:Ｃ:Ｏ、ａ-Ｓｉ:Ｏ:Ｆなどの低誘電
率絶縁物質などからなる保護膜１８０が形成されている。
【００５０】
　データ線１７１とドレーン電極１７５との間の半導体１５１が露出された部分で保護膜
１８０の有機物質が接することを防止するために、保護膜１８０には、有機膜の下部に窒
化ケイ素または酸化ケイ素からなる絶縁膜が追加できる。
【００５１】
　保護膜１８０には、ドレーン電極１７５、維持蓄電器用導電体１７７及びデータ線１７
１の端部１７９を各々露出する複数の接触孔１８５、１８７、１８２が形成されている。
このように、保護膜１８０がデータ線１７１の端部１７９を露出する接触孔１８２を有す
る実施例は、外部のデータ駆動回路を異方性導電膜を用いてデータ線１７１に連結するた
めに、データ線１７１が接触部を有する構造であり、データ駆動回路が連結される連結部
４００（図３参照）で、データ線１７１の端部１７９は図３のように群集している。デー
タ線１７１の端部１７９は、必要に応じてデータ線１７１より広い幅を有することもでき
る。
【００５２】
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　一方、ゲート線１２１の端部もデータ線の端部のように接触部を有することができるが
、このような実施例では、保護膜１８０は、ゲート絶縁膜１４０と共にゲート線１２１の
端部を露出する複数の接触孔を有する。これとは異なり、基板１１０の上部には、ゲート
駆動回路が直接形成されることができ、このような実施例で、ゲート線１２１の端部はゲ
ート駆動回路の出力端に連結される。
【００５３】
　接触孔１８５、１８７、１８２は、ドレーン電極１７５、維持蓄電器用導電体１７７、
及びデータ線１７１の端部１７９を露出するが、接触孔１８１、１８５、１８７、１８２
では、後に形成される導電膜と接触特性を確保するためにアルミニウム系列の導電膜が露
出されないのが好ましく、露出された場合には、全面エッチング処理によって除去するの
が好ましい。この時、データ線の端部１７９を露出する接触孔１８２では、データ線１７
１端部１７９の境界線が露出され、接触孔１８７、１８５からもドレーン電極１７５及び
維持蓄電器用導電体１７７の境界線が露出されることができる。
【００５４】
　保護膜１８０上には、ＩＺＯまたはＩＴＯからなる複数の画素電極１９０及び複数の接
触補助部材８２が形成されている。
【００５５】
　画素電極１９０は、接触孔１８５、１８７を通じてドレーン電極１７５及び維持蓄電器
用導電体１７７と各々物理的・電気的に連結され、ドレーン電極１７５からデータ電圧の
印加を受けて導電体１７７にデータ電圧を伝達する。データ電圧が印加された画素電極１
９０は、共通電圧の印加を受ける他の表示板（図示せず）の共通電極（図示せず）と共に
電場を生成することによって液晶層の液晶分子を再配列する。
【００５６】
　なお、前述したように、画素電極１９０と共通電極は、蓄電器（以下、液晶蓄電器とい
う）をなして、薄膜トランジスタがターンオフされた後にも印加された電圧を維持するが
、電圧維持能力を強化するために、液晶蓄電器と並列に連結された他の蓄電器を設ける。
これを維持蓄電器という。維持蓄電器は、画素電極１９０及びこれと隣接するゲート線１
２１（これを前段ゲート線という）の重畳などにより形成され、維持蓄電器の静電容量、
即ち、保持容量を増やすために、ゲート線１２１を拡張した拡張部１２７を設けて重畳面
積を大きくする一方、画素電極１９０と連結され、拡張部１２７と重なる維持蓄電器用導
電体１７７を保護膜１８０下に設けて二つの間の距離を短くする。
【００５７】
　さらに、画素電極１９０も隣接するゲート線１２１及びデータ線１７１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。
【００５８】
　接触補助部材８２は、接触孔１８２を通じてデータ線の端部１７９と各々連結される。
接触補助部材８２は、データ線１７１の端部１７９と駆動集積回路のような外部装置との
接着性を補完し、これらを保護する役割をするもので、これらの適用は必須ではなく選択
できる。勿論、ゲート線１２１の端部もデータ線の端部と同様に保護膜の接触孔を通じて
接触補助部材と連結される。
【００５９】
　この時、図３及び図４のように、外部から導電性粒子を含む異方性導電膜を用いてデー
タ駆動回路を連結するための連結部４００には、データ線１７１の端部１７９である接触
部が群集されているが、連結部４００においてデータ線１７１端部１７９の上部の保護膜
１８４は、画素領域を含む他の部分１８８よりも膜厚が薄くなっている。したがって、連
結部４００では、保護膜１８０による段差が小さいので、導電性粒子を含む異方性導電膜
を用いてデータ駆動回路を連結する際に浮いてしまうなどの現象を防止し、連結部におけ
る接触信頼度を確保できる。この時、連結部４００における保護膜１８４は、４，０００
-６，０００Å程度の厚さを有するのが好ましい。
【００６０】
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　また、連結部４００の周囲境界、保護膜１８０の厚さが連結部４００に近づくほど次第
に薄くなる部分１８６はテーパ構造となっており、連結部４００の周囲境界をなす傾斜面
（Ｓ）の傾斜角（θ）は、基板１１０面に対し４５度以下、好ましくは５-１０度の範囲
が好ましい。これは、製造工程時に連結部４００境界である薄くなる部分１８６の傾斜角
が急だと、接触補助部材８２形成時に、連結部４００の境界にＩＴＯまたはＩＺＯが残留
し、駆動回路の連結に接触不良を生じさせるためである。本発明の実施例では、保護膜１
８０の膜厚が薄くなる部分１８６の傾斜面（Ｓ）の傾斜角（θ）を基板１１０面に対し５
-１０度の範囲に形成することによって、連結部４００にＩＴＯ膜またはＩＺＯ膜が残留
することを防止し、接触不良の発生を防止できる。この時、薄くなる部分１８６の幅Ｄは
、１０-４０μｍの範囲であるのが好ましい。
【００６１】
　本発明の他の実施例によれば、画素電極１９０の材料として透明な導電性ポリマーなど
を使用し、反射型液晶表示装置の場合には、不透明な反射性金属を使用しても構わない。
ここで、接触補助部材８１、８２は、画素電極１９０と他の物質、特にＩＺＯまたはＩＴ
Ｏで形成できる。
【００６２】
　以下、図１乃至図４に示した液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施
例により製造する方法について、図５乃至図１３、及び図１と図４を参考にして詳細に説
明する。
【００６３】
　図５、図７、図９及び図１１は、図１乃至図４に示した薄膜トランジスタ表示板を本発
明の一実施例により製造する中間段階の薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、その工
程順で示したものである。図６、図８、図１０及び図１２は、各々図５、図７、図９及び
図１１に示した薄膜トランジスタ表示板のVIb-Vib'線、VIIIb-VIIIb'線、Xb-Xb'線及びXI
Ib-XIIb'線による断面図である。図１３は、本発明の一実施例による製造方法における連
結部を示した断面図である。
【００６４】
　まず、透明なガラスなどからなる絶縁基板１１０上に、二つの層の金属膜、即ち、下部
金属膜と上部金属膜をスパッタリング法などで順次に積層する。下部金属膜は、ＩＺＯま
たはＩＴＯとの接触特性の優れた金属、例えば、モリブデン、モリブデン合金、またはク
ロムなどからなり、５００Å程度の厚さを有するのが好ましい。上部金属膜は、アルミニ
ウム系列金属からなり、２，５００Å程度の厚さを有するのが好ましい。
【００６５】
　次に、図５及び図６に示したように、感光膜パターンを用いた写真エッチング工程で上
部金属膜と下部金属膜を順次にパターニングして、複数のゲート電極１２４と複数の拡張
部１２７とを含むゲート線１２１を形成する。
【００６６】
　アルミニウム系列金属である上部膜２１２のパターニングは、例えば、モリブデンとア
ルミニウムに対し全て側面傾斜を与えながらエッチングできるアルミニウムエッチング液
のＣＨ３ＣＯＯＨ（８-１５％）/ＨＮＯ３（５-８％）/Ｈ３ＰＯ４（５０-６０％）/Ｈ２

Ｏ（その他）を使用した湿式エッチングによって行う。
【００６７】
　図７及び図８に示したように、ゲート絶縁膜１４０、真性非晶質シリコン層、不純物非
晶質シリコン層の３層膜を連続して積層し、不純物非晶質シリコン層と真性非晶質シリコ
ン層を写真エッチングして、複数の線状不純物半導体１６４と複数の突出部１５４を各々
含む線状真性半導体１５１を形成する。ゲート絶縁膜１４０の材料としては窒化ケイ素が
好ましく、積層温度は２５０～５００℃、厚さは２，０００～５，０００Å程度が好まし
い。
【００６８】
　次に、図９及び図１０に示したように、アルミニウムやアルミニウム合金、またはクロ
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ム、またはモリブデンやモリブデン合金を含む導電膜を単一膜もしくは多層膜に積層し、
その上部に感光膜を形成し、これをエッチングマスクを用いて導電膜をパターニングして
、複数のソース電極１７３を各々含む複数のデータ線１７１、複数のドレーン電極１７５
、及び複数の維持蓄電器用導電体１７７を形成する。
【００６９】
　次に、データ線１７１及びドレーン電極１７５の上部の感光膜を除去するか、そのまま
にした状態で、データ線１７１、ドレーン電極１７５、及び維持蓄電器用導電体１７７に
よって覆われず露出された不純物半導体１６４部分を除去することによって、複数の突出
部１６３を各々含む複数の線状抵抗性接触部材１６１と複数の島状抵抗性接触部材１６５
を完成する一方、その下の真性半導体１５１部分を露出させる。感光膜を除去した後、デ
ータ線１７１及びドレーン電極１７５をエッチングマスクとして用いて露出された不純物
半導体１６４を除去する際には、データ線１７１及びドレーン電極１７５をなすモリブデ
ン系列の導電膜が損傷を受けるのを防止するために、ＣＦ４+ＨＣｌ気体を用いて不純物
半導体１６４をエッチングする。
【００７０】
　次に、真性半導体１５１部分の表面を安定化するために酸素プラズマ処理を引き続き実
施するのが好ましい。
【００７１】
　次に、図１１及び図１２のように、感光性を有する有機絶縁物質を塗布して保護膜１８
０を形成し、写真工程により乾式エッチングして複数の接触孔１８５、１８７、１８２を
形成する。接触孔１８２、１８５、１８７は、ドレーン電極１７５、維持蓄電器用導電体
１７７、及びデータ線１７１の端部１７９である接触部を露出する。この時、ゲート線１
２１の端部を露出したり、ゲート線１２１と同一層に形成される他の薄膜を露出する場合
には、ゲート絶縁膜１４０も共にパターニングする。
【００７２】
　接触孔１８２、１８５、１８７を形成した後、接触孔１８２、１８５、１８７を通じて
アルミニウムを含む導電膜が露出される場合には、アルミニウム全面エッチングにて露出
されたアルミニウムの導電膜を除去するのが好ましい。この時、アルミニウムの導電膜が
、保護膜１８０の下部までエッチングされアンダーカットが生じ、後の他の薄膜プロファ
イルを弱いものにすることがあるが、接触部で接触孔１８２を通じてデータ線１７１端部
１７９の境界を露出させることによって、少なくとも一部でアンダーカットを生じさせず
、後の薄膜プロファイルを良好に形成でき、これによって接触部の接触抵抗を最少に抑制
できる。
【００７３】
　一方、連結部４００（図３及び図４参照）では、前述したように、連結部の接触信頼度
を確保しながら駆動回路を良好に連結するために、データ線１７１の端部１７９である接
触部が集まっている連結部４００の保護膜１８４の膜厚を他の部分１８８より薄く形成す
る。したがって、保護膜１８０は、データ線１７１端部１７９の上部に位置して連結部４
００を構成する第１部分１８４、第１部分１８４より膜厚の厚い第２部分１８８、及び第
１部分１８４から第２部分１８８に至るまで次第に厚くなる第３部分１８６を含む。この
ような保護膜１８０を形成するために、露光マスク５００に透過領域Ｂ１と遮光領域のみ
だけでなく、半透明領域Ｃ１を設ける方法がある。半透明領域には、スリットパターン、
格子パターン、または透過率が中間であるか厚さが中間である薄膜が備えられる。スリッ
トパターンを用いる際には、スリット幅やスリット間の間隔が写真工程に使われる露光器
の分解能より小さいのが好ましい。他には、リフローが可能な感光膜を用いる方法がある
。即ち、透明領域と遮光領域だけを持つ通常のマスクにてリフロー可能な感光膜パターン
を形成した後、リフローさせて、感光膜が残留しない領域に流すことによって薄い部分を
形成する。
【００７４】
　この時、図１３のように、膜厚が薄くなる連結部４００の境界に位置する保護膜１８０



(11) JP 4481759 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

の第３部分１８６を緩慢な傾斜面Ｓを有するテーパ構造に形成するためには、遮光領域Ａ
１に近づくほど次第に半透明領域Ｃ１の光透過率を減少させる。このために、第３部分１
８６に対応する半透明領域Ｃ１に形成されている遮光領域Ａ１に近づくほどスリット５１
０の間隔を次第に狭くなるよう調節することができ、このために、スリット５１０の間隔
またはスリット５１０を定義する遮光パターン５２０の幅または間隔を増加したり減少す
るように調節する。本発明の実施例で、連結部４００である第１部分１８４に対応する半
透明領域Ｃ１に配置されているスリット５１０の幅及び遮光パターン５２０の間隔が１．
３μｍのマスクを用いた。ここで、第３部分１８６に対応する半透明領域Ｃ１でスリット
５１０の幅は１．３μｍと一定であり、遮光パターン５２０は、遮光領域Ａ１に隣接する
ほど１．３μｍ、１．８μｍ、２．３μｍの幅を持って４個ずつ配置されている。このよ
うなマスク５００を用いて保護膜１８０の第３部分を形成したところ、第３部分１８６は
５-６度範囲の傾斜角（θ）を有するテーパ構造に形成できた。
【００７５】
　最後に、図１に示したように、ＩＺＯまたはＩＴＯ膜をスパッタリング法により積層し
、感光膜パターンを用いた写真エッチング工程でパターニングして、複数の画素電極１９
０と複数の接触補助部材８２を形成する。写真エッチング工程では、ＩＺＯ膜またはＩＴ
Ｏ膜の上部に感光膜を塗布し露光現像して、感光膜パターンを形成した後、これをマスク
としてＩＺＯ膜またはＩＴＯ膜エッチングする。この時、連結部の境界が急な傾斜面を有
する場合には、連結部の境界に段差によって感光膜が他の部分より厚く形成されるが、厚
い部分は写真工程時に十分に露光されず、感光膜を現象しても連結部の境界に感光膜の一
部が残留する。したがって、残された感光膜によって連結部の境界でＩＺＯ膜またはＩＴ
Ｏ膜が残されることになる。このように残された導電膜は、異方性導電膜を用いて連結部
に駆動回路を連結する際に、互いに隣接する信号線を短絡させる原因となる。
【００７６】
　本発明の実施例では、外部の駆動回路が連結される連結部で保護膜の膜厚を薄く形成す
ることによって、連結部の段差のために生じる接触不良を防止できる。また、連結部４０
０の傾斜面Ｓを緩慢に形成して連結部の境界で感光膜が厚く塗布されないようにし、ＩＴ
ＯまたはＩＺＯの導電膜が残留することを防ぎ、これによって駆動回路を連結する際に短
絡の発生を防止し、連結部の接触信頼度を確保できる。
【００７７】
　一方、写真エッチング工程における感光膜は、連結部境界の角部で特に厚く形成される
ので、連結部４００の境界では角部を持たないのが好ましい。これについて図面を参照し
て具体的に説明する。
【００７８】
　図１４ａ及び図１４ｂは、本発明の他の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ
表示板における連結部境界の平面図である。
【００７９】
　図１４ａ及び図１４ｂのように、本発明の実施例による薄膜トランジスタ表示板におけ
る連結部４００は、テーパ構造に形成されて傾斜面（Ｓ）がなす連結部４００の境界が角
が取れた形状や、緩やかな扇状であり得る。
【００８０】
　前記では、半導体層とデータ線を、互いに異なるマスクにて写真エッチング工程によっ
て形成する製造方法に本発明の実施例を適用したが、本発明による製造方法は、製造コス
トを最少に節減するために、半導体層とデータ線を一つの感光膜パターンを用いた写真エ
ッチング工程で形成する液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の製造方法においても同
様に適用できる。これについて図面を参照して詳細に説明する。
【００８１】
　まず、図１５、図１６ａ及び図１６ｂを参照して、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表示板の単位画素構造について詳細に説明する。
【００８２】
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　図１５は本発明の他の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。図１６ａ及び図１６ｂは、各々図１５に示した薄膜トランジスタ表示板のXVIa-XVI
a'線及びXVIb-XVIb'線による断面図である。
【００８３】
　図１５乃至図１６ｂのように、本実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板
の層状構造は、ほとんど図１及び図２に示した液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の
層状構造と同じである。即ち、基板１１０上に複数のゲート電極１２４を含む複数のゲー
ト線１２１が形成されており、その上にゲート絶縁膜１４０、複数の突出部１５４を含む
複数の線状半導体１５１、複数の突出部１６３を各々含む複数の線状抵抗性接触部材１６
１及び複数の島状抵抗性接触部材１６５が順次に形成されている。抵抗性接触部材１６１
、１６５及びゲート絶縁膜１４０上には、複数のソース電極１５３を含む複数のデータ線
１７１、複数のドレーン電極１７５、複数の維持蓄電器用導電体１７７が形成され、その
上に保護膜１８０が形成されている。保護膜１８０及び/またはゲート絶縁膜１４０には
、複数の接触孔１８２、１８５、１８７、１８１が形成されており、保護膜１８０上には
、複数の画素電極１９０と複数の接触補助部材８１、８２が形成されている。
【００８４】
　しかし、図１及び図２に示した薄膜トランジスタ表示板と異なり、本実施例による薄膜
トランジスタ表示板は、ゲート線１２１に拡張部を設ける代わりにゲート線１２１と同一
層にゲート線１２１と電気的に分離された複数の維持電極線１３１を設け、ドレーン電極
１７５と重畳させて維持蓄電器を形成する。維持電極線１３１は、共通電圧などの予め決
められた電圧の印加を外部から受け、画素電極１９０とゲート線１２１の重畳で発生する
保持容量が十分な場合には、維持電極線１３１は省略できる。そして、画素の開口率を極
大化するために画素領域の周縁に配置することもできる。
【００８５】
　半導体１５１は、薄膜トランジスタが位置する突出部１５４を除けば、データ線１７１
、ドレーン電極１７５、及びその下部の抵抗性接触部材１６１、１６５と実質的に同じ平
面形状を有する。具体的には、線状半導体１５１は、データ線１７１及びドレーン電極１
７５とその下部の抵抗性接触部材１６１、１６５の下に存在する部分の他にも、ソース電
極１７３とドレーン電極１７５との間にこれらによって遮られず露出された部分を有する
。
【００８６】
　また、ゲート線１２１は、端部１２９に駆動回路と連結するための接触部を有するが、
接触部であるゲート線１２１の端部１２９は、ゲート絶縁膜１４０及び保護膜１８０に形
成されている接触孔１８１を通じて露出されており、保護膜１８０の上部に形成されてい
る接触補助部材８１と接触孔１８１を通じて連結されている。
【００８７】
　ここで、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表示板における連
結部の構造は、図３及び図４と同一であり、図示は省略した。
【００８８】
　以上で、本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれ
に限定されることではなく、特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した
当業者の様々な変形及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】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表示板の配置図であ
る。
【図２】図１の薄膜トランジスタ表示板のII-II'線による断面図である。
【図３】本発明の実施例による薄膜トランジスタ表示板の外部駆動集積回路が連結される
連結部の平面図である。
【図４】図３の連結部のIV-IV'線による断面図である。
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【図５】図１乃至図４に示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によって製造
する中間工程における薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、その工程順を示している
。
【図６】図５に示した薄膜トランジスタ表示板のVIb-Vib'線による断面図である。
【図７】図１乃至図４に示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によって製造
する中間工程における薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、その工程順を示している
。
【図８】図７に示した薄膜トランジスタ表示板のVIIIb-VIIIb'線による断面図である。
【図９】図１乃至図４に示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によって製造
する中間工程における薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、その工程順を示している
。
【図１０】図９に示した薄膜トランジスタ表示板のXb-Xb'線による断面図である。
【図１１】図１乃至図４に示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によって製
造する中間工程における薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、その工程順を示してい
る。
【図１２】図１１に示した薄膜トランジスタ表示板のXIIb-XIIb'線による断面図である。
【図１３】本発明の一実施例による製造方法における連結部の断面図である。
【図１４ａ】本発明の他の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板における
連結部の境界の平面図である。
【図１４ｂ】本発明の他の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板における
連結部の境界の平面図である。
【図１５】本発明の他の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。
【図１６ａ】図１５に示した薄膜トランジスタ表示板のXVIa-XVIa'線による断面図である
。
【図１６ｂ】図１５に示した薄膜トランジスタ表示板のXVIb-XVIb'線による断面図である
。
【符号の説明】
【００９０】
１１０　絶縁基板
１２１　ゲート線
１２４　ゲート電極
１２７　拡張部
１４０　ゲート絶縁膜
１５１　半導体
１６１、１６５　抵抗性接触部材
１６３　突出部
１７１　データ線
１７５　ドレーン電極
１７３　ソース電極
１７７　維持蓄電器用導電体
１８０　保護膜
１８２、１８５、１８７、１８１　接触孔
１９０　画素電極
４００　連結部
５００　マスク



(14) JP 4481759 B2 2010.6.16

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(15) JP 4481759 B2 2010.6.16

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(16) JP 4481759 B2 2010.6.16

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】

【図１４ａ】



(17) JP 4481759 B2 2010.6.16

【図１４ｂ】 【図１５】

【図１６ａ】 【図１６ｂ】



(18) JP 4481759 B2 2010.6.16

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  キム、ソン－マン
            大韓民国ソウル市松坡区新川洞ザンミアパート３０棟５０８号
(72)発明者  宋　榮　九
            大韓民国京畿道水原市八達区霊通洞ビョクゾクゴル三星アパート９２１棟１２０１号
(72)発明者  孔　香　植
            大韓民国京畿道水原市八達区霊通洞シンナムシルシンウォンアパート６４４棟３０４号
(72)発明者  奇　桐　賢
            大韓民国ソウル市道峰区倉１洞住公アパート３０９棟１０３号
(72)発明者  李　成　榮
            大韓民国ソウル市陽川区新月７洞３３１－５４番地ソンイルビラ　ガ棟３０２号
(72)発明者  尹　珠　愛
            大韓民国京畿道城南市盆唐区野塔洞梅花マウル住公２団地アパート２１１棟９０２号
(72)発明者  張　鐘　雄
            大韓民国京畿道水原市長安区亭子２洞３６－２１番地

    審査官  小野　博之

(56)参考文献  特開２００２－２２９０５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１５３８０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－０３５６６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２２９０６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０２０３３９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｆ　　　９／３０　　　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３３　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３４５　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３６８　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

