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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成され、ゲート線及びゲート電極を含むゲート配線と、
　前記ゲート配線を覆っているゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されており、半導体からなる半導体パターンと、
　前記半導体パターン及び前記ゲート絶縁膜上に形成され、第１金属層及びインターメタ
リックコンパウンド層を含む多重層構造を有するデータ線、ソース電極及びドレーン電極
を含むデータ配線と、
　前記データ配線及び前記半導体パターン上に形成される保護膜と、
　前記ドレーン電極を露出する第１接触孔と、
　前記第１接触孔を介してドレーン電極に接触する画素電極とを含み、
　前記データ配線は、前記ゲート絶縁膜の上部にデータ配線用導電物質層及び金属層を順
次に積層した後、アニーリングを行うことにより前記データ配線用導電物質層及び前記金
属層とが反応して前記インターメタリックコンパウンド層となり、前記データ配線用導電
物質層のうち未反応の層が前記第１金属層となることにより形成される薄膜トランジスタ
基板。
【請求項２】
　前記インターメタリックコンパウンド層は前記第１金属層上に形成される請求項１に記
載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
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【請求項３】
　前記第１金属層はアルミニウム系列の金属で形成される請求項１に記載の薄膜トランジ
スタ基板。
【請求項４】
　前記インターメタリックコンパウンド層はクロム、モリブデンまたはモリブデン合金を
含む請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項５】
　前記インターメタリックコンパウンド層はアルミニウム－モリブデン合金、アルミニウ
ム－チタニウム合金、アルミニウム－タンタル合金またはアルミニウム－クロム合金で形
成される請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項６】
　前記保護膜は有機膜、無機膜またはこれらを含む二重層構造で形成される請求項１に記
載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項７】
　前記第１接触孔は前記保護膜に形成され、
　前記画素電極は前記ドレーン電極のインターメタリックコンパウンド層に接触する請求
項２に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項８】
　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基板。
【請求項９】
　前記第１金属層の下端に位置する第３金属層をさらに含む請求項３に記載の薄膜トラン
ジスタ基板。
【請求項１０】
　前記ゲート配線は前記ゲート線に連結されるゲートパッドをさらに含み、前記データ配
線は前記データ線に連結されるデータパッドをさらに含み、
　前記ゲートパッド及び前記データパッドを露出する第２及び第３接触孔と、
　前記第２及び第３接触孔を介して前記ゲートパッド及び前記データパッドに電気的に連
結される補助ゲートパッド及び補助データパッドをさらに含む請求項２に記載の薄膜トラ
ンジスタ基板。
【請求項１１】
　前記第３接触孔は前記保護膜に形成され、
　前記補助データパッドは前記データパッドのインターメタリックコンパウンド層に接触
する請求項１０に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１２】
　前記半導体パターンと前記データ配線との間に形成されており、不純物で高濃度にドー
ピングされている抵抗性接触層パターンをさらに含む請求項１に記載の薄膜トランジスタ
基板。
【請求項１３】
　前記半導体パターンは、前記チャンネル部を除けば前記データ配線と同一な模様である
請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１４】
　基板と、
　前記基板上に形成され、ゲート線及びゲート電極を含むゲート配線と、
　前記ゲート配線を覆っているゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されており、半導体からなる半導体パターンと、
　前記半導体パターン及び前記ゲート絶縁膜上に形成され、第１金属層及びインターメタ
リックコンパウンド層を含む多重層構造を有するデータ線、ソース電極及びドレーン電極
を含むデータ配線と、
　前記データ配線及び前記半導体パターン上に形成される保護膜と、
　前記ドレーン電極を露出する第１接触孔と、
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　前記第１接触孔を介してドレーン電極に接触する画素電極と、
　前記インターメタリックコンパウンド層を覆う第２金属層と、を含み、
　前記インターメタリックコンパウンド層は、前記第２金属層を１５０℃以上の高温で蒸
着する際に、前記第１金属層と前記第２金属層が反応することにより形成される、薄膜ト
ランジスタ基板。
【請求項１５】
　前記第２金属層はモリブデン、チタニウム、タンタルまたはクロムで形成される請求項
１４に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１６】
　前記第１接触孔は前記保護膜及び前記ドレーン電極の第２金属層に形成され、
　前記画素電極は前記ドレーン電極のインターメタリックコンパウンドに接触する請求項
１４に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１７】
　前記第１接触孔は前記保護膜に形成され、
　前記画素電極は前記ドレーン電極の第２金属層に接触する請求項１４に記載の薄膜トラ
ンジスタ基板。
【請求項１８】
　前記ゲート配線は前記ゲート線に連結されるゲートパッドをさらに含み、前記データ配
線は前記データ線に連結されるデータパッドをさらに含み、
　前記ゲートパッド及び前記データパッドを露出する第２及び第３接触孔と、
　前記第２及び第３接触孔を介して前記ゲートパッド及び前記データパッドに電気的に連
結される補助ゲートパッド及び補助データパッドをさらに含む請求項１４に記載の薄膜ト
ランジスタ基板。
【請求項１９】
　前記第１接触孔は前記保護膜及び前記ドレーン電極の第２金属層に形成され、
　前記画素電極は前記ドレーン電極のインターメタリックコンパウンド層に接触する請求
項１８に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項２０】
　前記第３接触孔は前記保護膜に形成され、
　前記画素電極は前記ドレーン電極の第２金属層に接触する請求項１８に記載の薄膜トラ
ンジスタ基板。
【請求項２１】
　前記半導体パターンは前記データ線、前記ソース電極及び前記ドレーン電極の形状に従
って形成される請求項１６に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項２２】
　絶縁基板上にゲート配線用導電物質層を積層した後、パターニングしてゲート線及びゲ
ート電極を含むゲート配線を形成する段階と、
　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜の上部に半導体層を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜の上部にデータ配線用導電物質層及び金属層を順次に積層した後、ア
ニーリングを行う段階と、
　前記金属層を除去する段階と、
　前記データ配線用導電物質層をパターニングして、データ線、ソース電極及びドレーン
電極を含むデータ配線を形成する段階と、
　前記データ配線を覆う保護膜を積層する段階と、
　前記ドレーン電極を露出する第１接触孔を形成する段階と、
　露出された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と
を含む薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項２３】
　前記アニーリングを通じて、前記データ配線用導電物質層と前記金属層との間にインタ
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ーメタリックコンパウンド層を形成する請求項２２に記載の薄膜トランジスタ基板の製造
方法。
【請求項２４】
　前記データ配線及び前記半導体層は、前記ソース電極と前記ドレイン電極とを分離して
前記半導体層を露出して形成される、前記ソース電極と前記ドレイン電極との間のチャン
ネル部に対応する第１部分と、前記データ配線の上部に位置する第２部分と、前記第１及
び第２部分を除いた第３部分と、を有する感光膜パターンを利用した写真エッチング工程
で形成する請求項２２に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項２５】
　前記第１部分は第１厚さを有し、前記第２部分は前記第１厚さより厚く、前記第３部分
は厚さを有さない、請求項２４に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項２６】
　前記第１部分は第１透過率で形成され、前記第２部分は前記第１透過率より高い第２透
過率を有し、前記第３部分は第２透過率より高い第３透過率を有する、請求項２５に記載
の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項２７】
　前記第１乃至第３領域の透過率を異なるように調節するために、前記光マスクには半透
明膜または露光器の分解能より小さいスリットパターンが形成されている請求項２６に記
載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項２８】
　前記第１部分の厚さは前記第２部分の厚さに対して１／２以下に形成する請求項２５に
記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項２９】
　前記データ配線用導電物質はアルミニウム系列の金属を含む請求項２２に記載の薄膜ト
ランジスタ基板の製造方法。
【請求項３０】
　前記金属層はクロム系列、モリブデン系列、チタニウム系列またはタンタル系列で形成
する請求項２２に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３１】
　前記ゲート配線は外部から走査信号の伝達を受けて前記ゲート線に伝達するゲートパッ
ドをさらに含み、
　前記データ配線は外部から映像信号の伝達を受ける前記データ線に伝達するデータパッ
ドをさらに含み、
　前記保護膜は前記データパッド及び前記ゲート絶縁膜と共に前記ゲートパッドを露出す
る第２及び第３接触孔を有し、
　前記画素電極と同一な層に、前記第２及び第３接触孔を介して前記ゲートパッド及び前
記データパッドと各々電気的に連結される補助ゲートパッドと補助データパッドとをさら
に形成する請求項２２に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３２】
　前記画素電極はＩＺＯで形成する請求項２３に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法
。
【請求項３３】
　前記半導体層と前記データ配線との間に抵抗性接触層をさらに含む請求項２３に記載の
薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３４】
　前記データ配線と前記接触層及び前記半導体層を一つのマスクを用いて形成する請求項
３３に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３５】
　基板上にゲート配線用導電物質層を蒸着した後にパターニングして、ゲート線及びゲー
ト電極を含むゲート配線を形成する段階と、
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　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体パターンを形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜及び前記半導体パターン上にデータ配線用導電物質層と金属層とを連
続して蒸着する段階と、
　前記データ配線用導電物質層及び金属層を含む多重層をパターニングして、データ線、
ソース電極、ドレーン電極を含むデータ配線を形成する段階と、
　前記半導体パターンを覆う保護膜を形成する段階と、
　前記ドレーン電極を露出する第１接触孔を形成する段階と、
　前記保護膜に前記第１接触孔を介して前記ドレーン電極に連結される画素電極を形成す
る段階とを含み、
　前記金属層を１５０℃以上の高温で蒸着して、前記データ配線用導電物質層と前記金属
層との間にインターメタリックコンパウンドを共に形成する薄膜トランジスタ基板の製造
方法。
【請求項３６】
　前記データ配線用導電物質はアルミニウム系列の金属を含む請求項３５に記載の薄膜ト
ランジスタ基板の製造方法。
【請求項３７】
　前記金属層はクロム系列、モリブデン系列、チタニウム系列またはタンタル系列で形成
する請求項３５に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３８】
　前記半導体パターンと前記データ配線は一つのマスクを用いて共に形成する請求項３５
に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３９】
　前記マスクは、前記ソース電極と前記ドレイン電極とを分離して前記半導体パターンを
露出して形成される、前記ソース電極と前記ドレイン電極との間のチャンネル部に対応す
る第１部分と、前記データ配線の上部に位置する第２部分と、前記第１及び第２部分を除
いた第３部分と、を有するようにパターニングされている請求項３８に記載の薄膜トラン
ジスタ基板の製造方法。
【請求項４０】
　前記第１部分は第１厚さを有し、前記第２部分は前記第１厚さより厚く、前記第３部分
は厚さを有さない、請求項３８に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項４１】
　前記第１部分は第１透過率で形成され、前記第２部分は前記第１透過率より高い第２透
過率を有し、前記第３部分は第２透過率より高い第３透過率を有する、請求項４０に記載
の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項４２】
　前記ゲート配線は外部から走査信号の伝達を受けて前記ゲート線に伝達するゲートパッ
ドをさらに含み、
　前記データ配線は外部から映像信号の伝達を受ける前記データ線に伝達するデータパッ
ドをさらに含み、
　前記保護膜は前記データパッド及び前記ゲート絶縁膜と共に前記ゲートパッドを露出す
る第２及び第３接触孔を有し、
　前記画素電極と同一な層に、前記第２及び第３接触孔を介して前記ゲートパッド及び前
記データパッドと各々電気的に連結される補助ゲートパッドと補助データパッドとをさら
に形成する請求項３５に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【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基板及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　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り、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なり、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。
【０００３】
　液晶表示装置の中でも現在主に用いられるのは、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している液晶表示装
置であり、薄膜トランジスタは二つの基板のうちの一つに形成されるのが一般的である。
【０００４】
　薄膜トランジスタが形成されている基板はマスクを用いた写真エッチング工程を用いて
製造するのが一般的である。この時、生産費用を節減するためにはマスクの数を減少させ
るのが好ましい。
【０００５】
　一方、信号遅延を防止するためには、配線に低抵抗を有するアルミニウム（Ａｌ）また
はアルミニウム合金（Ａｌ　ａｌｌｏｙ）などのような低抵抗物質を用いることが望まし
い。しかし、液晶表示装置のようにパッド部にＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄ
ｅ）を用いてパッド部の信頼性を確保する場合、アルミニウムまたはアルミニウム合金と
ＩＴＯとの接触特性がよくないためにモリブデン系列またはクロムなどの他の金属を介在
させ、パッド部のアルミニウムまたはアルミニウム合金を除去しなければならないので製
造工程が複雑になる。このような問題点を解決するためにパッド部にＩＺＯ（ｉｎｄｉｕ
ｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）を用いてパッド部の信頼性を確保する技術が開発された。し
かしながら、パッド部の接触抵抗が増加して液晶表示装置の表示特性が低下するという問
題点が発生する。
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が目的とする技術的課題は、低抵抗物質からなる信号配線を用いると同時にパッ
ド部の信頼性を確保することができる薄膜トランジスタ基板及びその製造方法を提供する
ことにある。
【０００７】
　また、本発明の他の技術的課題は、製造工程を単純化することができる薄膜トランジス
タ基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】
【０００８】
　このような技術的課題を解決するために、本発明では、導電層間の接触抵抗を低くする
ために、アルミニウム系列の金属層と導電性バッファー層とを連続して積層し、アニーリ
ングすることにより金層層とバッファー層との間に少なくともバッファー層の導電物質を
含むインターメタリックコンパウンド（ｉｎｔｅｒｍｅｔａｌｌｉｃ　ｃｏｍｐｏｕｎｄ
）を形成する。このことにより、ＩＺＯで形成された画素電極がインターメタリックコン
パウンドを介してアルミニウム系列で形成された配線と電気的に連結されるようにする。
【０００９】
　本発明による薄膜トランジスタ基板には、基板上にゲート線及びゲート電極を含むゲー
ト配線が形成されており、ゲート絶縁膜がゲート配線を覆っている。ゲート絶縁膜上には
半導体からなる半導体パターンが形成されており、半導体パターン及びゲート絶縁膜上に
は第１金属層及びインターメタリックコンパウンド層を含む多層構造を有するデータ線と
、ソース電極及びドレーン電極とを含むデータ配線が形成されている。データ配線及び及
び半導体パターン上に保護膜が形成されており、第１接触孔がドレーン電極を露出してお
り、画素電極が第１接触孔を介してドレーン電極に接触している。ここで、インターメタ
リックコンパウンド層は第１金属層上に形成することができ、インターメタリックコンパ
ウンド層を覆う第２金属層をさらに含むように構成できる。
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【００１０】
　第１金属層はアルミニウム系列の金属で形成することができ、第２金属層はモリブデン
、チタニウム、タンタルまたはクロムで形成することができ、インターメタリックコンパ
ウンド層はクロム、モリブデンまたはモリブデン合金を含む構成とすることができる。
【００１１】
　この時、第１接触孔を保護膜に形成することで、画素電極をドレーン電極のインターメ
タリックコンパウンド層に接触させることができる。また、第１接触孔を保護膜に形成し
て、画素電極をドレーン電極の第２金属層に接触させることができる。
【００１２】
　また、本発明による薄膜トランジスタ基板を製造するために、絶縁基板上にゲート配線
用導電物質層を積層した後にパターニングして、ゲート線及びゲート電極を含むゲート配
線を形成した後、ゲート配線を覆うゲート絶縁膜を形成する。次に、ゲート絶縁膜の上部
に半導体層を形成した後、ゲート絶縁膜の上部にデータ配線用導電物質層及び金属層を順
次に積層し、アニーリングを行った後、金属層を除去する。次に、データ配線用導電物質
層をパターニングしてデータ線、ソース電極及びドレーン電極を含むデータ配線を形成し
た後、データ配線を覆う保護膜を積層する。次に、ドレーン電極を露出する第１接触孔を
形成した後、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。この時、アニーリ
ングを中にデータ配線用導電物質層と金層層との間にインターメタリックコンパウンド層
を形成することができる。
【００１３】
　また、本発明による薄膜トランジスタ基板を製造するために、基板上にゲート配線用導
電物質層を蒸着した後にパターニングして、ゲート線及びゲート電極を含むゲート配線を
形成した後、ゲート配線を覆うゲート絶縁膜を形成する。次に、ゲート絶縁膜上に半導体
パターンを形成した後、ゲート絶縁膜及び半導体パターン上にデータ配線用導電物質層と
金層層とを連続して蒸着する。次に、データ配線用導電物質層及び金属層を含む多重層を
パターニングして、データ線、ソース電極、ドレーン電極を含むデータ配線を形成した後
、半導体パターンを覆う保護膜を形成する。次に、ドレーン電極を露出する第１接触孔を
形成した後、保護膜に第１接触孔を介してドレーン電極に連結される画素電極を形成する
。この時、金属層を１５０℃以上の高温で蒸着することにより、データ配線用導電物質層
と金層層との間にインターメタリックコンパウンドを共に形成することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付した図面を参考にして本発明の実施例による薄膜トランジスタ基板及びその
製造方法について、本発明の属する技術分野にて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。
【００１５】
　まず、図１及び図２を参考にして、本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の
構造について詳細に説明する。
【００１６】
　図１は本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の配置図であり、図２は図１に
示した薄膜トランジスタ基板の切断線II－IIによる断面図である。
【００１７】
　絶縁基板１０上に低抵抗を有するアルミニウム系列の金属物質からなるゲート配線２２
、２４、２６が形成されている。ゲート配線２２、２４、２６は横方向に伸びているゲー
ト線２２と、ゲート線２２の端に連結されていて外部からのゲート信号の印加を受けてゲ
ート線に伝達するゲートパッド２４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とを含む。
【００１８】
　基板１０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２
２、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
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ートパッド２４の上部を露出する接触孔７４を有する。
【００１９】
　ゲート電極２４のゲート絶縁膜３０の上部には非晶質ケイ素などの半導体からなる半導
体層４２が形成されており、半導体層４２の上部にはシリサイド（ｓｉｌｉｃｉｄｅ）ま
たは導電型不純物が高濃度にドーピングされている非晶質ケイ素などからなる抵抗性接触
層５５、５６が各々形成されている。
【００２０】
　抵抗性接触層５５、５６及びゲート絶縁膜３０上にはアルミニウム（Ａｌ）若しくはア
ルミニウム合金（Ａｌ　ａｌｌｏｙ）、モリブデン（Ｍｏ）若しくはモリブデン－タング
ステン（ＭｏＷ）合金、クロム（Ｃｒ）及びタンタル（Ｔａ）などの金属または導電体か
らなるデータ配線６２、６４、６５、６６が形成されている。データ配線６２、６４、６
５、６６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と、
データ線６２の分枝であり抵抗性接触層５５の上部まで延長しているソース電極６５と、
データ線６２の一端部に連結されており外部からの画像信号の印加を受けるデータパッド
６４と、ソース電極６５から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（図の上側）抵抗性接触層５６の上部に形成されているドレーン電極６６とを含む。
【００２１】
　データ配線６２、６４、６５、６６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、二重以上の層で形成することもできる。二重以上の層で形成する場合には一つの層
は抵抗が小さい物質で形成し、他の層は他の物質との接触特性が良い物質で作るのが好ま
しい。この場合、データ配線６２、６４、６５、６６はモリブデン（Ｍｏ）若しくはモリ
ブデン－タングステン（ＭｏＷ）合金のようなモリブデン系列、クロム（Ｃｒ）系列、チ
タニウム系列またはタンタル系列からなる下部膜６０１と、アルミニウム系列からなる上
部膜６０２とで形成することができる。
【００２２】
　データ配線６２、６４、６５、６６の上部には、これらと以後に形成されるＩＺＯの画
素電極８２または補助データパッド８６との接触抵抗を最少化するためのインターメタリ
ックコンパウンド６１０が形成されている。ここで、インターメタリックコンパウンド６
１０は互いに異なる物質からなる二つの導電層間の接触特性を向上させるためのものであ
り、少なくともデータ配線６２、６４、６５、６６の上部膜６０２と同一なアルミニウム
系列の導電物質を含み、クロム、モリブデン若しくはモリブデン合金の導電物質を含むこ
とができる。更に、インターメタリックコンパウンド６１０をアルミニウム－モリブデン
合金、アルミニウム－チタニウム合金、アルミニウム－タンタル合金またはアルミニウム
－クロム合金で形成することもできる。
【００２３】
　データ配線６２、６４、６５、６６及びこれらによって覆われない半導体層４２の上部
には保護膜７０が形成されている。保護膜７０は有機絶縁物質、例えば、アクリルレジン
（Ａｃｒｙｌｉｃ　ｒｅｓｉｎ）やＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔａｎｅ）あるい
は無機絶縁物質、例えば、窒化ケイ素で形成される。
【００２４】
　保護膜７０にはドレーン電極６６及びデータパッド６４の上部のインターメタリックコ
ンパウンド６１０を各々露出する第１及び第３接触孔７２、７６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を露出する第２接触孔７４が形成されている。
【００２５】
　保護膜７０上には、第１接触孔７２を介してドレーン電極６６の上部のインターメタリ
ックコンパウンド６１０と接触しドレーン電極６６と電気的に連結される画素電極８２と
、第２及び第３接触孔７４、７６を介して各々ゲートパッド２４及びデータパッド６４の
上部のインターメタリックコンパウンド６１０と連結されている補助ゲートパッド８４及
び補助データパッド８６とが形成されている。
【００２６】
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　ここで、画素電極８２は図１及び図２のように、保護膜７０及びゲート絶縁膜３０を介
して、ゲート線２２と重なって維持蓄電器をなし、維持容量が不足した場合にはゲート配
線２２、２４、２６と同一な層に維持容量用配線を追加することもできる。また、画素電
極８２は開口率を向上させるために、図１に示したように薄膜トランジスタの上部及び下
部のゲート線２２の部分にも重なるように形成されることができる。
【００２７】
　このような本発明の実施例による構造では、低抵抗のアルミニウム系列金属か、らなる
ゲート配線２２、２４、２６及びデータ配線６２、６４、６５、６６を含んでいるので大
画面高精細の液晶表示装置に適用することができる。また、同時にデータパッド６４及び
ドレーン電極６６とＩＺＯからなる補助データパッド８６及び画素電極８２は、各々これ
らの接触抵抗を最少化するためのインターメタリックコンパウンド６１０を介して互いに
接触されているので液晶表示装置の表示特性を向上させることができる。
【００２８】
　以下では、このような本発明の第１実施例による構造の薄膜トランジスタ基板の製造方
法について、図１及び図２と図３ａ乃至図７ｂを参考にして詳細に説明する。
【００２９】
　まず、図３ａ及び３ｂに示したように、基板１０上に低抵抗を有するアルミニウム系列
の導電膜を２、５００Å程度の厚さに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を含む横方向のゲート配線２２、２４、２６を形成する。
【００３０】
　次に、図４ａ及び図４ｂに示したように、ゲート絶縁膜３０と、非晶質ケイ素からなる
半導体層４２と、導電性不純物がドーピングされた非晶質ケイ素層との三層を連続して積
層し、マスクを利用した写真エッチング工程でパターニングして、ゲート電極２４と対向
するゲート絶縁膜３０の上部に半導体層４２と抵抗性接触層５２とを形成する。
【００３１】
　次に、図５に示したように、モリブデン系列、クロム系列、チタニウム系列またはタン
タル系列などからなる下部膜６０１を３００Å程度の厚さに、低抵抗を有するアルミニウ
ム系列の金属からなる上部膜６０２を２５００Å程度の厚さに、モリブデン系列、クロム
系列、チタニウム系列またはタンタル系列などからなるバッファー膜６０３を、真空状態
を解除させずに連続して積層する。ここで、上部膜６０２上にバッファー膜６０３を真空
状態で連続して積層することにより、大気中でアルミニウム系列の上部膜６０２上に形成
され得るＡｌ2Ｏ3のように以後の工程で接触部の接触抵抗を増加させる原因となる高抵抗
の残留膜が形成されることを防止することができる。
【００３２】
　次に、アニーリングを行ってアルミニウム系列の上部膜６０２とバッファー膜６０３、
つまり、導電物質からなる二つの層の間にインターメタリックコンパウンド６１０を形成
する。この時、インターメタリックコンパウンド６１０は少なくともバッファー膜６０３
の導伝性物質を含む。インターメタリックコンパウンド６１０は上部膜６０２を構成する
物質とバッファー膜６０３を構成する物質とが合金されてなった物質、例えば、アルミニ
ウム－モリブデン合金、アルミニウム－チタニウム合金、アルミニウム－タンタル合金ま
たはアルミニウム－クロム合金で形成することができる。もちろん、このようなインター
メタリックコンパウンド６１０はゲート配線２２、２４、２６の上部にも形成することが
できる。
【００３３】
　次に、図６ａ及び図６ｂのように未反応のバッファー膜６０３を除去した後、マスクを
用いた写真エッチング工程で下部膜６０１及び上部膜６０２をパターニングすることによ
り、ゲート線２２と交差するデータ線６２と、データ線６２と連結されてゲート電極２６
の上部まで延長されているソース電極６５と、データ線６２の一端部に連結されているデ
ータパッド６４及びソース電極６５と分離されておりゲート電極２６を中心としてソース
電極６５と対向するドレーン電極６６とを含むデータ配線を形成する。ここで、上部膜６
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０２及び下部膜６０１は全て湿式でエッチングすることができ、上部膜６０２は湿式でエ
ッチングし下部膜６０１は乾式でエッチングすることもできる。
【００３４】
　バッファー膜６０３を除去する際、インターメタリックコンパウンド６１０は除去され
ずにデータ配線６２、６４、６５、６６の上部に残るようになる。
【００３５】
　次に、データ配線６２、６４、６５、６６で覆わない抵抗性接触層５２（図４ｂ参照）
をエッチングして、ゲート電極２６を中心として所定の間隔をおいて位置する二つの抵抗
性接触層５５、５６に分離する一方、二つの抵抗性接触層５５、５６の間の半導体層４２
を露出させる。次に、露出された半導体層４２の表面を安定化させるために酸素プラズマ
処理を行うのが好ましい。
【００３６】
　次に、図７ａ及び図７ｂに示したように、データ配線６２、６４、６５、６６及び半導
体層４２上に絶縁物質を用いて保護膜７０を形成する。この時、保護膜７０は有機絶縁膜
、窒化ケイ素膜またはこれらを含む多層膜に形成することができる。
【００３７】
　次に、マスクを用いて写真エッチング工程によって保護膜７０とゲート絶縁膜３０とを
エッチングして、ゲートパッド２４を露出する第２接触孔７４と、ドレーン電極６６を露
出する第１接触孔７２及びデータパッド６４を露出する第３接触孔７６とを共に形成する
。
【００３８】
　ここで、保護膜７０を有機絶縁物質、特に感光性有機絶縁物質で形成した場合には、露
光及び現象作業だけで保護膜７０に接触孔７２、７４、７６を形成することができる。こ
の場合、第２接触孔７４を形成するためには、エッチングされた保護膜７０をマスクとし
てゲート絶縁膜３０をエッチングする。
【００３９】
　一方、保護膜７０が窒化ケイ素で形成された場合には、窒化ケイ素をエッチングするエ
ッチングガス、例えば、ＳＦ6、Ｃｌ2を含む混合ガスを用いて保護膜７０をエッチングす
るが、この時、エッチング時間を長くして窒化ケイ素からなるゲート絶縁膜３０も共にエ
ッチングすることによってゲートパッド２４を露出する第２接触孔７４を形成するのが好
ましい。
【００４０】
　このように、ゲートパッド２４の部分で保護膜７０とゲート絶縁膜３０とをエッチング
する間、ドレーン電極６６及びデータパッド６４の部分では保護膜７０がエッチングされ
て、ドレーン電極６６及びデータパッド６４のインターメタリックコンパウンド６１０を
露出する第１及び第３接触孔７２、７６が形成される。
【００４１】
　最後に、図１及び図２に示したようにＩＺＯ膜を積層しマスクを用いたパターニングを
行うことにより、接触孔７６を介してドレーン電極６６の上部のインターメタリックコン
パウンド６１０と接してドレーン電極６６と電気的に連結される画素電極８２と、接触孔
７４、７６を介してゲートパッド２４及びデータパッド６４の上部のインターメタリック
コンパウンド６１０と各々連結される補助ゲートパッド８６及び補助データパッド８６と
を各々形成する。
【００４２】
　このような本発明の実施例による製造方法では、データ配線６２、６４、６５、６６の
上部膜６０２とバッファー膜６０３とを真空状態で連続して蒸着することによりアルミニ
ウム系列の上部膜６０２上に高抵抗のアルミニウム酸化膜が形成されることを防止するこ
とができるので、製造工程条件の変化と関係せずに均一な製造工程を設計することができ
る。また、ＩＺＯとアルミニウム系列の金属との間の接触特性を向上させるためにインタ
ーメタリックコンパウンド６１０を形成することによりパッド部を含む接触部の接触抵抗
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を最少化することができる。
【００４３】
　一方、前述した本発明の第１実施例では、アルミニウム系列からなる上部膜６０２上に
蒸着されたバッファー膜６０３を除去する代わりに、このバッファー膜６０３とバッファ
ー膜６０３を用いて形成されたインターメタリックコンパウンド６１０とをデータ配線６
２、６４、６５、６６として使用することにより、図８に示したような断面構造を有する
薄膜トランジスタ基板を製造することができる。
【００４４】
　このためには、次のような中間段階の製造工程が適用できる。
【００４５】
　すでに言及したように、ゲート絶縁膜３０及び半導体層４２を含む基板の全面に下部膜
６０１と、アルミニウム系列からなる上部膜６０２及びバッファー膜６０３とを連続して
蒸着する（図５参照）。この時、バッファー膜６０３を１５０℃以上の高温で蒸着して、
アルミニウム系列からなる上部膜６０２とバッファー膜６０３との間に上部膜６０２を構
成する一部物質とバッファー膜６０３を構成する一部物質とが融合している合金物質、例
えば、アルミニウム－モリブデン合金、アルミニウム－チタニウム合金、アルミニウム－
タンタル合金またはアルミニウム－クロム合金からなるインターメタリックコンパウンド
６１０を形成する。ここで、バッファー膜６１０を形成するための金属物質としては、提
示された例以外に所定温度、例えば、１５０℃以上の蒸着過程でアルミニウムと合金を形
成することができる金属物質であれば制限はない。この場合、インターメタリックコンパ
ウンド６１０の形成のためのアニーリング作業を行わなくてもよいという長所がある。
【００４６】
　インターメタリックコンパウンド６１０の厚さはバッファー膜６０３を蒸着する工程で
の蒸着温度と蒸着時間とによって決定されるので、バッファー膜６０３の蒸着時に蒸着温
度と蒸着時間とを工程条件に応じて適切に調節するのが好ましい。バッファー膜６０３は
上部膜６０２との間にインターメタリックコンパウンド６１０を形成する程度の厚さに形
成すればよい。例えば、インターメタリックコンパウンド６１０を１０Å以上の厚さに形
成しようとする場合にはバッファー膜６０３を５０Å以上の厚さに形成すればよい。
【００４７】
　次には、バッファー膜６０３を除去する代わりにバッファー膜６０３、インターメタリ
ックコンパウンド６１０、上部膜６０２及び下部膜６０１からなる多重層構造を写真エッ
チング工程でパターニングして、図８に示したように多重層のデータ配線６２、６４、６
５、６６、６８を形成する。
【００４８】
　次に、保護膜７０を形成し、保護膜７０またはゲート絶縁膜３０に第１、第２及び第３
接触孔７２、７４、７６を形成し、画素電極８２、補助ゲートパッド及び補助データパッ
ド８４、８６を形成するなどの後続工程を行う。
【００４９】
　この時、バッファー膜６０３が窒化ケイ素をエッチングするエッチングガスによってエ
ッチング結果がよくなる金属物質、例えば、モリブデン系列で形成する場合には、保護膜
７０またはゲート絶縁膜３０をエッチングする過程中にバッファー膜６０３がエッチング
されることがある。この場合、図８に示したようにその下端のインターメタリックコンパ
ウンド６１０が露出され得る。このようなインターメタリックコンパウンド６１０はその
下部の上部膜６０２が大気中に露出されるのを防止して、上部膜６０２の表面に酸化膜が
形成されるのを防止する機能を果たす。
【００５０】
　一方、インターメタリックコンパウンド６１０が露出されればエッチング工程中に大気
に露出されて酸化されることがあるが、良好な導電特性を有しているため、上部膜６０２
とＩＺＯ系列層との接触に影響を与えない。
【００５１】
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　このように、第１接触孔７２を保護膜７０とドレーン電極６６のバッファー膜６０３と
に形成してドレーン電極６６のインターメタリックコンパウンド６１０を露出し、第３接
触孔７６を保護膜７０とデータパッド６４のバッファー膜６０３とに形成してデータパッ
ド６４のインターメタリックコンパウンド６１０を露出することができる。従って、以後
に形成される画素電極８２及び補助データパッド８６を成すＩＺＯ系列は、インターメタ
リックコンパウンド６１０を経てドレーン電極６６及びデータパッド６４を成すアルミニ
ウム系列との低い接触抵抗を保って安定的に接触する。
【００５２】
　また、図８には示していないが、第１及び第３接触孔７２、７６を保護膜７０にのみ形
成することにより、画素電極８２及び補助データパッド８６をドレーン電極６６及びデー
タパッド６４のバッファー膜６０３に直接接触し得る構造も提案することができる。
【００５３】
　このような薄膜トランジスタ基板の製造方法では、画素電極８２及び補助データパッド
８４を成すＩＺＯ系列とドレーン電極６６及びデータパッド６４を成すアルミニウム系列
との接触抵抗を十分に減らすことができる特徴以外に、別途の高温アニーリングを実施し
なくてもＩＺＯ系列層とアルミニウム系列の配線との接触抵抗を減らすインターメタリッ
クコンパウンドを形成することができるので、工程の単純化においても有利である。
【００５４】
　本発明は前述したように、５枚のマスクを用いる製造方法に適用することができるが、
４枚のマスクを用いる薄膜トランジスタ基板の製造方法で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。
【００５５】
　図９は本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の配置構造を示したものであり
、図１０及び図１１は図９に示した薄膜トランジスタ基板の切断X－X'及びXI－XI'による
断面の構造を各々示したものである。
【００５６】
　まず、絶縁基板１０上に第１実施例と同様にアルミニウム系列の金属からなるゲート線
２２、ゲートパッド２４及びゲート電極２６を含むゲート配線２２、２４、２６、２８が
形成されている。そして、ゲート配線２２、２４、２６、２８は基板１０の上部にゲート
線２２と平行であり上板の共通電極に入力される共通電極電圧などの電圧を外部から印加
を受ける維持電極２８を含む。維持電極２８は後述する画素電極８２と連結された維持蓄
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、後述する画素電極８２とゲート線２２との重なりによって発生する維持容量が十分で
ある場合には形成しないこともある。
【００５７】
　ゲート配線２２、２４、２６、２８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、２６、２８を覆っている。
【００５８】
　ゲート絶縁膜３０上には水素化非晶質ケイ素（ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ　ａｍｏｒｐ
ｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ）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上には燐（Ｐ）などの導電性不純物が高濃度にドーピ
ングされている非晶質ケイ素などからなる抵抗性接触層（ｏｈｍｉｃ　ｃｏｎｔａｃｔ　
ｌａｙｅｒ）パターン５５、５６、５８が形成されている。
【００５９】
　抵抗性接触層パターン５５、５６、５８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６２、６４、６５、６６、６８が形成されている。データ配線６
２、６４、６５、６６、６８は縦方向に形成されているデータ線６２、データ線６２の一
端部に連結されて外部からの画像信号の印加を受けるデータパッド６４、そしてデータ線
６２の分枝である薄膜トランジスタのソース電極６５、ゲート電極２６または薄膜トラン
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
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タのドレーン電極６６及び維持電極２８上に位置している維持蓄電器用導電体パターン６
８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６８もまた形
成しない。
【００６０】
　データ配線６２、６４、６５、６６、６８は図面に示したように、単一層に形成するこ
とができるが、第１実施例と類似するように二重層以上に形成することもできる。二重層
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。例えば、データ配線６２、６４、６５、６
６、６８はモリブデン（Ｍｏ）またはモリブデン－タングステン（ＭｏＷ）合金のような
モリブデン系列、クロム（Ｃｒ）系列、チタニウム系列またはタンタル系列からなる下部
膜とアルミニウム系列からなる上部膜とで形成することができる。
【００６１】
　抵抗性接触層パターン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と同一な形状を有する。つまり、データ線部抵抗
性接触層パターン５５はデータ線部６２、６４、６５と同一であり、ドレーン電極用抵抗
性接触層パターン５６はドレーン電極６６と同一であり、維持蓄電器用抵抗性接触層パタ
ーン５８は維持蓄電器用導電体パターン６８と同一である。
【００６２】
　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
一な形状を有している。具体的に、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及び維持蓄電器用接触層パターン５８は同一な模様であるが、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残りの部分と多少異なる
。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、６４、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、データ線部の中間層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はここで切断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。
【００６３】
　データ配線６２、６４、６５、６６、６８の上部には、第１実施例のように、以後に形
成されるＩＺＯの画素電極８２または補助データパッド８６との接触抵抗を最少化するた
めのインターメタリックコンパウンド６１０が形成されている。ここで、インターメタリ
ックコンパウンド６１０は互いに異なる物質からなる二つの導電層の間の接触特性を向上
させるためのものであって、少なくともデータ配線６２、６４、６５、６６、６８を構成
するアルミニウム系列の導電物質を含み、クロム、モリブデンまたはモリブデン合金の導
電物質を含む構成とすることができる。インターメタリックコンパウンド６１０はアルミ
ニウム－モリブデン合金、アルミニウム－チタニウム合金、アルミニウム－タンタル合金
またはアルミニウム－クロム合金で形成することができる。
【００６４】
　データ配線６２、６４、６５、６６、６８及びこれらが覆わない半導体層４２の上部に
保護膜７０を形成する。保護膜７０は有機絶縁物質、例えばアクリルレジンやＢＣＢある
いは無機絶縁物質、例えば窒化ケイ素で形成することができる。
【００６５】
　保護膜７０はドレーン電極６６、データパッド６４及び維持蓄電器用導電体パターン６
８を露出する第１、第３及び第４接触孔７２、７６、７８を有しており、またゲート絶縁
膜３０とともにゲートパッド２４を露出する第２接触孔７４を有している。
【００６６】
　第１実施例と類似するように、ドレーン電極６６、データパッド６４及び維持蓄電器用
導電体パターン６８の上部のインターメタリックコンパウンド６１０は第１、第３及び第
４接触孔７２、７６、７８を通じて露出している。
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【００６７】
　保護膜７０上には薄膜トランジスタから画像信号を受けて上部の電極とともに電気場を
生成する画素電極８２が形成されている。画素電極８２はＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｌ
ｃｏｎ　ｏｘｉｄｅ）などの透明な導電物質で作られ、インターメタリックコンパウンド
６１０を経て第１接触孔７２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を隣接するゲート線２２及びデータ線６２と重ねることによ
り開口率を高くしているが、必ずしも重ねる必要はない。また、画素電極８２は第４接触
孔７８を介して維持蓄電器用導電体パターン６８と電気的に連結されて、導電体パターン
６８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６４上には第２及
び第３接触孔７４、７６を介して各々これらと連結される補助ゲートパッド８４及び補助
データパッド８６が形成されているが、これらはパッド２４、６８と外部回路装置との接
着性を補完しパッドを保護する役割を果たすものであって必須なものではなく、これらを
適用するか否かは選択的である。
【００６８】
　ここでは画素電極８２の材料の例として透明なＩＺＯを挙げたが、反射型液晶表示装置
の場合には不透明な導電物質を用いても差支えない。
【００６９】
　このような本発明の実施例による構造では低抵抗のアルミニウム系列の金属からなるゲ
ート配線２２、２４、２６、２８及びデータ配線６２、６４、６５、６６、６８を含んで
いるので、大画面高精細の液晶表示装置に適用して信号遅延を軽減することができる。更
に、データパッド６４及びドレーン電極６６とＩＺＯからなる補助データパッド８６及び
画素電極８２は各々これらの接触抵抗を最少化するためのインターメタリックコンパウン
ド６１０を介して互いに接触されているので、液晶表示装置の表示特性を向上させること
ができる。
【００７０】
　以下、本発明の第２実施例による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９乃至図１１と図１２ａ乃至図２０ｃを参照して説明する。
【００７１】
　まず、図１２ａ、図１２ｂ及び図１２ｃに示したように、第１実施例と同様に低抵抗の
ゲート配線用導電物質を積層し、マスクを用いた写真エッチング工程で基板１０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を含み、低抵抗を有する
アルミニウム系列の金属からなるゲート配線２２、２４、２６、２８を形成する。
【００７２】
　次に、図１３ａ、図１３ｂ及び図１３ｃに示したように、基板全面を覆うゲート絶縁膜
３０上に半導体パターン４２、４８、抵抗性接触層パターン５５、５６、５８及び多重層
構造のデータ配線６２、６４、６５、６６、６８を形成する。この時、データ配線６２、
６４、６５、６６、６８はデータ線６２、データパッド６４、ソース電極６５及びドレー
ン電極６６と維持蓄電器用維持電極６８を含む。
【００７３】
　データ配線６２、６４、６５、６６、６８の下端にはそれと同一なパターンを有する抵
抗性接触層パターン５５、５６、５８が接触しており、抵抗性接触層パターン５５、５６
、５８の下端には薄膜トランジスタ用半導体パターン４２と維持蓄電器用半導体パターン
４８とを含む半導体パターン４２、４８が接触している。薄膜トランジスタ用半導体パタ
ーン４２はデータ線６２、データパッド６４、ソース電極６５及びドレーン電極６６とは
同一でありながらも、ソース電極６５とドレーン電極６６との間に位置する薄膜トランジ
スタのチャンネルとして定義される領域をさらに含む。
【００７４】
　このようなデータ配線６２、６４、６５、６６、６８、抵抗性接触層５５、５６、５８
及び半導体パターン４２、４８は一つのマスクのみを用いて形成することができる。これ
について図１４ａから図１９ｂを参照して説明する。
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【００７５】
　まず、図１４ａ及び１４ｂに示したように、ゲート絶縁膜３０、半導体層４０、不純物
がドーピングされた半導体層５０を化学気相蒸着法を用いて各々１５００Å乃至５０００
Å、５００Å乃至２０００Å、３００Å乃至６０２０Åの厚さに連続して蒸着する。次に
、アルミニウム系列の金属のように低抵抗を有するデータ配線用導電物質の導電体層６０
２とバッファー膜６０３とをスパッタリングなどの方法で連続して積層する。この時、導
電体層６０２上にモリブデン系列、クロム系列、チタニウム系列またはタンタル系列など
からなるバッファー膜６０３を、真空を解除させずに連続して積層する。
【００７６】
　ここで、導電体層６０２上にバッファー膜６０３を真空状態で連続して積層することに
より、大気中でアルミニウム系列の導電体層６０２上に形成され得るＡｌ2Ｏ3のように以
後の工程で接触部の接触抵抗を増加させる原因となる高抵抗の残留膜が形成されることを
防止することができる。
【００７７】
　次に、アニーリングを実施してアルミニウム系列の導電体層６０２とバッファー膜６０
３、つまり導電物質からなる二つの層の間にインターメタリックコンパウンド６１０を形
成する。この時、インターメタリックコンパウンド６１０はバッファー膜６０３を構成す
る一部物質を含む。インターメタリックコンパウンド６１０は導電体層６０２を構成する
物質とバッファー膜６０３を構成する物質とが融合された合金物質、例えばアルミニウム
－モリブデン合金、アルミニウム－チタニウム合金、アルミニウム－タンタル合金または
アルミニウム－クロム合金で形成することができる。
【００７８】
　次に、図１５ａ及び図１５ｂに示したように、バッファー膜６０３を除去してインター
メタリックコンパウンド６１０を露出させる。この時、インターメタリックコンパウンド
６１０は除去せずに導電体層６０２上に残すのが好ましい。
【００７９】
　次に、インターメタリックコンパウンド６１０上に感光膜１１０を１μｍ乃至２μｍの
厚さに塗布する。
【００８０】
　次に、図１６ａ及び１６ｂに示したように感光膜１１０に光を照射した後、現像して互
いに異なる厚さを有する感光膜パターン１１２、１１４を形成する。この時、感光膜パタ
ーン１１２、１１４の中で薄膜トランジスタのチャンネル部（Ｃ領域）、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領域）
、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領域）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での工程条件に応じて異な
るようにしなければならないが、第１部分１１４の厚さを第２部分１１２の厚さの１／２
以下とすることが好ましく、例えば４０００Å以下であるのが良い。
【００８１】
　このように、位置によって感光膜の厚さを異にする方法は多様であり、Ａ領域の光の透
過量を調節するためには主にマスク上にスリット（ｓｌｉｔ）や格子形態のパターンを形
成したり半透明膜を用いる。つまり、マスク製作時に若干の手間をかけるだけで、製品の
形状を、あたかも２枚のマスクで加工したかのように構成できる。
【００８２】
　この時、スリットの間に位置したパターンの線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ことが好ましく、これにより出射光量の
平均化を行って半透明化する。半透明膜を用いる場合にはマスクを製作する時に透過率を
調節するために、他の透過率を有する薄膜を用いたり厚さが異なる薄膜を用いることがで
きる。
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【００８３】
　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
少ないため高分子は完全分解されない状態であり、遮光膜で遮られた部分では高分子が殆
ど分解されない。次に感光膜を現像すると高分子の分子が分解されない部分のみが残り、
光が少なく照射された中央部分には光に全く照射されない部分より薄い厚さの感光膜を残
すことができる。この時、露光時間を長くすると分子全体がが分解されてしまうので最適
露光状態を維持するように注意しなければならない。
【００８４】
　このような薄い厚さの感光膜１１４はリフローが可能な物質からなる感光膜を利用し、
光が完全に透過できる部分と光が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を流れるよ
うにすることによって形成することもできる。
【００８５】
　このような感光膜パターン１１２、１１４を用いてその下部の膜、つまり導電体層６０
２、不純物がドーピングされた半導体層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のまま残り、チャン
ネル部（Ｃ）には半導体層のみが残らなければならず、残りの部分（Ｂ）には前記の三つ
の層６０２、５０、４０が全て除去されてゲート絶縁膜３０が露出されなければならない
。
【００８６】
　このために、図１７ａ及び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６０２及びその上部のインターメタリックコンパウンド６１０を除去して、そ
の下部の不純物がドーピングされた半導体層５０を露出させる。この過程では乾式エッチ
ングまたは湿式エッチング方法の両方を使用することができ、この時、導電体層６０２は
エッチングされ感光膜パターン１１２、１１４は殆どエッチングされない条件下で行うこ
とが良い。しかし、乾式エッチングの場合には導電体層６０２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探すのは難しいので、感光膜パタ
ーン１１２、１１４も共にエッチングされる条件下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６０２が露出されることが生じないような最適エッチング条件
を選定する。
【００８７】
　導電体層６０２がＭｏまたはＭｏＷ合金、ＡｌまたはＡｌ合金、Ｔａの中のある一つで
ある場合には乾式エッチングや湿式エッチングのうちのいずれでも可能である。しかし、
Ｃｒは乾式エッチング方法ではよく除去されないので、導電体層６０２がＣｒであれば湿
式エッチングだけを用いることが良い。導電体層６０２がＣｒである湿式エッチングの場
合にはエッチング液としてＣｅＮＨＯ3を使用することができ、導電体層６０２がＭｏや
ＭｏＷである乾式エッチングの場合のエッチング気体としてはＣＦ4とＨＣｌの混合気体
やＣＦ4とＯ2の混合気体を使用することができ、後者の場合には感光膜に対するエッチン
グ比も殆ど似ている。
【００８８】
　このようにすれば、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６８のみが残り、そ
の他の部分（Ｂ）の導電体層６０２は全て除去されてその下部の不純物がドーピングされ
た半導体層５０が露出される。この時、残った導電体パターン６７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の形態と同一である。また、乾式エッチングを用いた場合、感光膜パターン１
１２、１１４もある程度の厚さにエッチングされる。
【００８９】
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　次に、図１８ａ及び１８ｂに示したように、その他の部分（Ｂ）の露出された不純物が
ドーピングされた半導体層５０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方法で同時に除去する。この時のエッチングは感光膜パターン１１２
、１１４と不純物がドーピングされた半導体層５０及び半導体層４０（半導体層と不純物
がドーピングされた半導体層はエッチング選択性が殆ど無い）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下で行うべきであり、特に、感光膜パターン
１１２、１１４と半導体層４２に対するエッチング比が殆ど同一な条件でエッチングする
のが好ましい。例えば、ＳＦ6とＨＣｌの混合気体やＳＦ6とＯ2の混合気体を使用すれば
殆ど同一な厚さで二つの膜をエッチングすることができる。感光膜パターン１１２、１１
４と半導体層４０に対するエッチング比が同一な場合、第１部分１１４の厚さは半導体層
４０と不純物がドーピングされた半導体層５０との厚さの合計と同一またはそれ以下とす
るべきである。
【００９０】
　このようにすればチャンネル部（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）の不純物がドーピングされた半導
体層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もやはり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が完成される。図面符号５７と５８は各々ソ
ース／ドレーン用導電体パターン６７の下部の不純物がドーピングされた半導体層パター
ンと維持蓄電器用導電体パターン６８の下部の不純物がドーピングされた半導体層パター
ンとを示す。
【００９１】
　次に、アッシング（ａｓｈｉｎｇ）によりチャンネル部（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。
【００９２】
　次に、図１９ａ及び図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及びその下部の不純物がドーピングされた半導体層パターン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
と不純物がドーピングされた半導体層パターン５７の全てに対して乾式エッチングのみで
進行させることができ、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、不純物がドーピングされた半導体層パターン５７に対しては乾式エッチングで行う
こともできる。前者の場合にはソース／ドレーン用導電体パターン６７と不純物がドーピ
ングされた半導体層パターン５７とのエッチング選択比の大きな条件下でエッチングを行
うことが好ましいが、これはエッチング選択比が大きくない場合、エッチング終点を探す
のが難しいためチャンネル部（Ｃ）に残る半導体パターン４２の厚さを調節するのが容易
ではないからである。例えば、ＳＦ６とＯ２の混合気体を用いてソース／ドレーン用導電
体パターン６７をエッチングすることを挙げられる。湿式エッチングと乾式エッチングと
を交互に行う後者の場合には、湿式エッチングされるソース／ドレーン用導電体パターン
６７の側面はエッチングされるが、乾式エッチングされる不純物がドーピングされた半導
体層パターン５７は殆どエッチングされずに階段模様になる。不純物がドーピングされた
半導体層パターン５７及び半導体パターン４２をエッチングする際に用いるエッチング気
体の例としては前で言及したＣＦ４とＨＣｌの混合気体やＣＦ４とＯ２の混合気体が挙げ
られ、ＣＦ４とＯ２を用いれば均一な厚さに半導体パターン４２を残すことができる。こ
の時、半導体パターン４２の一部が除去されて厚さが薄くなることもあり、感光膜パター
ンの第２部分１１２もこの時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が露出されないよう
に感光膜パターンが厚いことが好ましい。
【００９３】
　このようにすると、ソース電極６５とドレーン電極６６とが分離されるとともにデータ
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配線６２、６４、６５、６６、６８とその下部の接触層パターン５５、５６、５８が完成
する。
【００９４】
　最後に、データ配線部（Ａ）に残っていた感光膜第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、その下の不純物がドーピングされた半導体層パターン５７を除去する前に行わ
れることもある。
【００９５】
　前述したように、湿式エッチングと乾式エッチングとを交互に行ったり乾式エッチング
のみを使用することができる。後者の場合には一つの種類のエッチングのみを用いるので
工程が比較的簡便であるが、適当なエッチング条件を探すことが難しい。反面、前者の場
合にはエッチング条件を探すのは比較的やさしいが工程が後者に比べて面倒な点がある。
【００９６】
　このように一つのマスクを用いてデータ配線６２、６４、６５、６６、６８、半導体パ
ターン４２、４８及び抵抗性接触層パターン５５、５６、５８を形成する。
【００９７】
　この時、インターメタリックコンパウンド６１０は導電体層６０２と共にパターニング
されるので、データ配線６２、６４、６５、６６、６８を形成する製造工程を通じてデー
タ配線６２、６４、６５、６６、６８上に残るようになる。
【００９８】
　次に、図２０ａ、図２０ｂ及び図２０ｃに示したように、窒化ケイ素をＣＶＤ方法で蒸
着したり有機絶縁物質をスピンコーティングして３、０００Å以上の厚さを有する保護膜
７０を形成する。続いて、マスクを用いて保護膜７０をゲート絶縁膜３０と共にエッチン
グしてドレーン電極６６、ゲートパッド２４、データパッド６４及び維持蓄電器用導電体
パターン６８を各々露出する第１、第２、第３及び第４接触孔７２、７４、７６、７８を
形成する。
【００９９】
　この時、第１、第３及び第４接触孔７２、７６、７８を介してドレーン電極６６、デー
タパッド６４及び維持蓄電器用導電体パターン６８の部分ではインターメタリックコンパ
ウンド６１０が露出される。
【０１００】
　最後に、図９、図１０及び図１１に示したように、４００Å乃至５００Åの厚さのＩＺ
Ｏ層を蒸着しマスクを用いて写真エッチング工程によってエッチングして、インターメタ
リックコンパウンド６１０を経て第２及び第４接触孔７２、７８でドレーン電極６６及び
維持蓄電器用導電体パターン６８と電気的に連結された画素電極８２、第２接触孔７４で
ゲートパッド２４と連結された補助ゲートパッド８４及びインターメタリックコンパウン
ド６１０を経て第３接触孔７６でデータパッド６４と連結された補助データパッド８６を
形成する。
【０１０１】
　このような本発明の第３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と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とが分離するので、製造工程を単純化することができる。
【０１０２】
　このような本発明の実施例ではアルミニウム系列の金属とＩＺＯ膜との接触特性を向上
させるために、これらの間にアニーリング工程を実施してアルミニウム系列の導電物質を
含み、クロム、モリブデンまたはモリブデン合金を含むインターメタリックコンパウンド
を形成する。
【０１０３】
　本発明の第２実施例でバッファー膜６０３を約１５０℃程度の温度でモリブデンタング
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ステン合金膜として形成し、２００℃程度の温度で２時間程度アニーリングを実施して１
６．５″（インチ）の薄膜トランジスタ基板を製造して、接触孔７２、７４、７６、７８
を４×４μｍ乃至７×７μｍの範囲で形成した結果、接触部の接触抵抗は約Ｅ４Ω／２０
０ＥＡ程度と測定され、接触部の接触抵抗が著しく減少することが分かった。
【０１０４】
　一方、詳述した本発明の第２実施例で、アルミニウム系列からなるデータ配線６２、６
４、６５、６６、６８上に蒸着されたバッファー膜６０３を除去する代わりに、このバッ
ファー膜６０３とバッファー膜６０３を用いて形成されたインターメタリックコンパウン
ド６１０とをデータ配線６２、６４、６５、６６、６８として使用して、図１０及び図１
１に示したような断面構造を有する薄膜トランジスタ基板を製造することができる。
【０１０５】
　このために、次のような中間段階の製造工程が適用できる。
【０１０６】
　すでに言及したように、ゲート絶縁膜３０及び半導体層４２を含む基板の全面にアルミ
ニウム系列からなる導電体層６０２及びバッファー膜６０３を順次に連続して蒸着する（
図１４ａ及び図１４ｂ参照）。この時、導電体層６０２の下端にまた他の金属層６０１を
形成することができるが、二つの層を区分するために、アルミニウム系列からなる導電体
層６０２を上部膜６０２とし、その下側（基板側）にある金属層６０１を下部膜６０１と
いう。
【０１０７】
　ここで、バッファー膜６０３を１５０℃以上の高温で蒸着して、アルミニウム系列から
なる上部膜６０２とバッファー膜６０３との間に、上部膜６０２を構成する物質とバッフ
ァー膜６０３を構成する物質とが合金された物質、例えばアルミニウム－モリブデン合金
、アルミニウム－チタニウム合金、アルミニウム－タンタル合金またはアルミニウム－ク
ロム合金からなるインターメタリックコンパウンド６１０を形成する。ここで、バッファ
ー膜６０３を形成するための金属物質としては提示された例以外の所定温度、例えば１５
０℃以上、の蒸着過程でアルミニウムと合金を形成し得る金属物質であれば制限を受けな
い。この場合、インターメタリックコンパウンド６１０の形成のためのアニーリング作業
を行わなくてもよいという長所がある。
【０１０８】
　インターメタリックコンパウンド６１０の厚さはバッファー膜６０３を蒸着する工程で
の蒸着温度と蒸着時間とによって決められるので、バッファー膜６０３を蒸着する時には
蒸着温度と蒸着時間とを工程条件に応じて適切に調節するのが好ましい。バッファー膜６
０３は上部膜６０２との間にインターメタリックコンパウンド６１０を形成することがで
きる程度の厚さに形成すればよい。例えば、インターメタリックコンパウンド６１０を１
０Å以上の厚さに形成しようとすると、バッファー膜６０３を５０Å以上の厚さに形成す
ればよい。
【０１０９】
　次に、バッファー膜６０３を除去する代わりに、バッファー膜６０３、インターメタリ
ックコンパウンド６１０、上部膜６０２及び下部膜６０１からなる多重層構造を写真エッ
チング工程でパターニングして、図２１及び図２２に示したような多重層のデータ配線６
２、６４、６５、６６、６８を形成する。
【０１１０】
　次に、保護膜７０を形成し、保護膜７０またはゲート絶縁膜３０に第１、第２及び第３
接触孔７２、７４、７６を形成し、画素電極８２、補助ゲートパッド及び補助データパッ
ド８４、８６を形成するなどの後続工程を進行させる。
【０１１１】
　この時、バッファー膜６０３を窒化ケイ素をエッチングするエッチングガスによってエ
ッチング度が高い金属物質、例えばモリブデン系列で形成する場合には、保護膜７０また
はゲート絶縁膜３０をエッチングする過程でバッファー膜６０３がエッチングされる場合
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が生じる。この場合にはその下端のインターメタリックコンパウンド６１０が露出され得
る。このようなインターメタリックコンパウンド６１０はその下部の上部膜６０２が大気
中に露出されることを防止して、上部膜６０２の表面に酸化膜が形成されることを防止す
る機能を果たす。
【０１１２】
　一方、インターメタリックコンパウンド６１０が露出されるとエッチング工程中に大気
に露出されて酸化される恐れがあるが、良好な導電特性を有しているため上部膜６０２と
ＩＺＯ系列層の接触には影響を与えない。
【０１１３】
　このように、第１接触孔７２を保護膜７０とドレーン電極６６のバッファー膜６０３と
に形成してドレーン電極６６のインターメタリックコンパウンド６１０を露出し、第３接
触孔７６を保護膜７０とデータパッド６４のバッファー膜６０３にと形成することによっ
てデータパッド６４のインターメタリックコンパウンド６１０を露出することができる。
従って、画素電極８２及び補助データパッド８６を成すＩＺＯ系列はインターメタリック
コンパウンド６１０を経てドレーン電極６６及びデータパッド６４を成すアルミニウム系
列に低い接触抵抗をもって安定的に接触する。
【０１１４】
　また、図２１及び図２２に示していないが、第１及び第３接触孔７２、７６を保護膜７
０にのみ形成して、画素電極８２及び補助データパッド８６をドレーン電極６６及びデー
タパッド６４のバッファー膜６０３に直接接触させ得る構造も提案できる。
【０１１５】
　このような薄膜トランジスタ基板の製造方法では画素電極８２及び補助データパッド８
４を成すＩＺＯ系列とドレーン電極６６及びデータパッド６４を成すアルミニウム系列と
の接触抵抗を十分に減らすことができるという特徴以外に、別途の高温アニーリングを実
施しなくてもＩＺＯ系列層と上部膜との接触抵抗を減らすインターメタリックコンパウン
ドを形成することができるので、工程単純化においても有利である。
【発明の効果】
【０１１６】
　前述のように、本発明によれば製造工程でアルミニウム系列の金属層の上部で形成され
得る高抵抗の酸化膜形成条件を除去することにより、均一な工程条件を設計することがで
き、画素電極及び補助データパッドを成すＩＺＯ系列とデータ配線をなすアルミニウム系
列との接触抵抗を十分に減らすことができるという特徴がある。同時に、低抵抗のアルミ
ニウムまたはアルミニウム合金で配線を形成することにより、大画面高精細の製品特性を
向上させることができる。
【０１１７】
　詳述された本発明の第１及び第２実施例では透明導電物質層、つまり画素電極、補助ゲ
ートパッド及び補助データパッドをＩＺＯ系列で形成した場合を例に上げたが、ＩＺＯ系
列以外に他の透明導電物質、例えばＩＴＯ系列で液晶表示装置の透明導電物質層を形成し
ても本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の配置構造を示した図である
。
【図２】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の断面構造を、図１の切断線
II－II'に沿って示した図である。
【図３ａ】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図であ
る。
【図３ｂ】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図であ
る。
【図４ａ】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図であ
る。
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【図４ｂ】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図であ
る。
【図５】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図である
。
【図６ａ】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図であ
る。
【図６ｂ】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図であ
る。
【図７ａ】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図であ
る。
【図７ｂ】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図であ
る。
【図８】　本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の他の断面構造を図１の切断
線II－II'に沿って示した図である。
【図９】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の配置構造を示した図である
。
【図１０】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の断面構造を、図９の切断
線X－X'に沿って示した図である。
【図１１】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の断面構造を、図９の切断
線XI－XI'に沿って示した図である。
【図１２ａ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１２ｂ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１２ｃ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１３ａ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１３ｂ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１３ｃ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１４ａ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１４ｂ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１５ａ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１５ｂ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１６ａ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１６ｂ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１７ａ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１７ｂ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１８ａ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
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【図１８ｂ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１９ａ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図１９ｂ】　本発明の第２実施例による薄膜ランジスタ基板の製造工程を示した図であ
る。
【図２０ａ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図２０ｂ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図２０ｃ】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造工程を示した図で
ある。
【図２１】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の他の断面構造を、図９の
切断線X－X'に沿って各々示した図である。
【図２２】　本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の他の断面構造を、図９の
切断線XI－XI'に沿って各々示した図である。
【符号の説明】
　１０　絶縁基板
　２２　ゲート線
　２４　ゲートパッド
　２６　ゲート電極
　２８　維持電極
　３０　ゲート絶縁膜
　４０、４２、４８、５０　半導体層
　５２、５５、５６、５７、５８　抵抗性接触層
　６２　データ線
　６４　データパッド
　６５　ソース電極
　６６　ドレーン電極
　６７　ソース／ドレーン用導電体パターン
　６８　維持蓄電器用導電体パターン
　７０　保護膜
　７２　第１接触孔
　７４　第２接触孔
　７６　第３接触孔
　７８　第４接触孔
　８２　画素電極
　８４　補助ゲートパッド
　８６　補助データパッド
　１１０　感光膜
　１１２、１１４　感光膜パターン
　６０１　金属層（下部膜）
　６０２　導電体層（上部膜）
　６０３　バッファー膜
　６１０　インターメタリックコンパウンド
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【図３ａ】 【図３ｂ】
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