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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されたアクティブパターンと、
　前記アクティブパターン及び前記基板上に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記アクティブパターンを横切って第１不純物領域/
第２不純物領域とチャネル領域を限定するゲート電極を含むゲート配線と、
　前記ゲート配線及び前記ゲート絶縁膜上に形成された層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜上に形成され、前記第２不純物領域上へ前記ゲート絶縁膜と前記層間絶
縁膜にわたって形成された第１コンタクトホールを通じて、前記第２不純物領域と連結さ
れるデータ配線と、
　前記層間絶縁膜上に前記データ配線と同一な層で形成され、前記第１不純物領域上へ前
記ゲート絶縁膜と前記層間絶縁膜にわたって形成された第２コンタクトホールを通じて、
前記第１不純物領域と連結される画素電極と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート配線と同一な層で形成され、前記ゲート配線から所定
間隔を置いて、前記ゲート配線と垂直に直交した方向に延びる信号伝達用配線と、
を含み、
　前記データ配線は、前記第１コンタクトホールと前記信号伝達用配線上へ前記層間絶縁
膜に形成された第３コンタクトホールを通じて、前記信号伝達用配線と前記第２不純物領
域を連結する、
液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスター。
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【請求項２】
　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート配線と同一な層で形成され、前記ゲート配線と並んで
前記第１不純物領域と重なるように形成されたキャパシタ配線をさらに含む請求項１に記
載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスター。
【請求項３】
　前記基板と前記アクティブパターンとの間に形成された遮断膜をさらに含む請求項１に
記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスター。
【請求項４】
　前記層間絶縁膜、前記データ配線及び前記画素電極上に形成された保護膜をさらに含む
請求項１に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスター。
【請求項５】
　前記層間絶縁膜は、無機絶縁物質で形成された請求項１に記載の液晶表示装置用多結晶
シリコン薄膜トランジスター。
【請求項６】
　前記層間絶縁膜は、有機絶縁物質で形成された請求項１に記載の液晶表示装置用多結晶
シリコン薄膜トランジスター。
【請求項７】
　前記層間絶縁膜の表面にエンボシングが形成された請求項６に記載の液晶表示装置用多
結晶シリコン薄膜トランジスター。
【請求項８】
　基板上に形成されたアクティブパターンと、
　前記アクティブパターン及び前記基板上に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記アクティブパターンを横切って第１不純物領域/
第２不純物領域とチャネル領域を限定するゲート電極を含むゲート配線と、
　前記ゲート配線及び前記ゲート絶縁膜上に形成された第１層間絶縁膜と、
　前記第１層間絶縁膜上に形成されたデータ配線と、
　前記データ配線と及び前記第１層間絶縁膜上に形成された第２層間絶縁膜と、
　前記２層間絶縁膜上に形成され、前記第１不純物領域上へ前記ゲート絶縁膜と前記第１
層間絶縁膜及び前記第２層間絶縁膜にわたって形成された第２コンタクトホールを通じて
、前記第１不純物領域と連結される画素電極と、
　前記第２層間絶縁膜上に前記画素電極と同一な層で形成され、前記第２不純物領域上へ
前記ゲート絶縁膜、前記第１層間絶縁膜及び前記第２層間絶縁膜にわたって形成された第
１コンタクトホールと前記データ配線上へ前記第２層間絶縁膜に形成された第３コンタク
トホールを通じて、前記データ配線と前記第２不純物領域を連結させる電極を含む液晶表
示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスター。
【請求項９】
　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート配線と同一な層で形成され、前記ゲート配線と並んで
前記第１不純物領域と重なるように形成されたキャパシタ配線をさらに含む請求項８に記
載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスター。
【請求項１０】
　前記第１又は前記第２層間絶縁膜は、無機絶縁物質で形成された請求項８に記載の液晶
表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスター。
【請求項１１】
　前記第１又は前記第２層間絶縁膜は、アクリル系感光性有機絶縁物質で形成された請求
項８に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスター。
【請求項１２】
　前記第２層間絶縁膜の表面にエンボシングが形成された請求項１１に記載の液晶表示装
置用多結晶シリコン薄膜トランジスター。
【請求項１３】
　基板上にアクティブパターンを形成する段階と、
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　前記アクティブパターン及び前記基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上にゲート導電膜を形成する段階と、
　前記ゲート導電膜をパターニングしてゲート配線を形成し、イオン注入を実施して、前
記アクティブパターンに第１不純物領域及び第２不純物領域を形成する段階と、
　前記ゲート配線及び前記ゲート絶縁膜上に層間絶縁膜を形成する段階と、
　前記層間絶縁膜及び前記ゲート絶縁膜を部分的にエッチングして、前記第２不純物領域
を露出させる第１コンタクトホール及び前記第１不純物領域を露出させる第２コンタクト
ホールを形成する段階と、
　前記層間絶縁膜と前記第１及び第２コンタクトホール上に導電膜を形成する段階と、
　前記導電膜をパターニングして前記第１コンタクトホールを通じて、前記第２不純物領
域と連結されるデータ配線及び前記第２コンタクトホールを通じて前記第１不純物領域と
連結される画素電極を形成する段階と、
を含み、
　前記ゲート導電膜をパターニングして前記ゲート配線を形成する段階では、前記ゲート
配線から所定間隔を置いて、前記ゲート配線と垂直に直交した方向に延びる信号伝達用配
線を同時に形成する段階を含む、
液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法。
【請求項１４】
　前記アクティブパターンを形成する段階前に、前記基板の全面に遮断膜を形成する段階
をさらに含む請求項１３に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製
造方法。
【請求項１５】
　前記ゲート配線を形成し、前記イオン注入を実施する段階は、
　第１導電形のトランジスター領域に第１ゲート電極を形成し、前記第１導電形の不純物
をイオン注入する段階と、
　第２導電形のトランジスター領域に第２ゲート電極を形成し、前記第２導電形の不純物
をイオン注入する段階と、
を含む請求項１３に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
。
【請求項１６】
　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、前記第１及び第２コンタクト
ホールを形成する段階で、前記信号伝達用配線を露出させる第３コンタクトホールを同時
に形成する段階を含む請求項１３に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジス
ターの製造方法。
【請求項１７】
　前記データ配線は、前記第１コンタクトホールと前記第３コンタクトホールを通じて、
前記信号伝達用配線と前記第２不純物領域を連結するように形成する段階を含む請求項１
６に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法。
【請求項１８】
　前記第１コンタクトホール及び前記第２コンタクトホールを形成する段階は、
　前記層間絶縁膜上にコンタクトホール領域を定義するフォトレジストパターンを形成す
る段階と、
　前記フォトレジストパターンをマスクとして利用して、前記層間絶縁膜を現像すること
により、前記コンタクトホール領域の前記層間絶縁膜を除去する段階と、
　前記フォトレジストパターンをエッチングマスクとして利用して、前記ゲート絶縁膜を
エッチングすることにより、前記第１コンタクトホール及び前記第２コンタクトホールを
形成する段階と、
　前記フォトレジストパターンを除去する段階と、
を含む請求項１３に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
。
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【請求項１９】
　前記層間絶縁膜は、無機絶縁物質又は有機絶縁物質で形成する段階を含む請求項１３に
記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法。
【請求項２０】
　前記有機絶縁物質から成った前記層間絶縁膜を形成する段階で、前記層間絶縁膜の表面
にエンボシングを形成するために露光及び現像工程を実施する段階を含む請求項１９に記
載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法。
【請求項２１】
　基板上にアクティブパターンを形成する段階と、
　前記アクティブパターン及び前記基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上にゲート導電膜を形成する段階と、
　前記ゲート導電膜をパターニングしてゲート配線を形成し、イオン注入を実施して、前
記アクティブパターンに第１不純物領域及び第２不純物領域を形成する段階と、
　前記ゲート配線及び前記ゲート絶縁膜上に第１層間絶縁膜を形成する段階と、
　前記第１層間絶縁膜上にデータ配線を形成する段階と、
　前記第１層間絶縁膜及び前記データ配線上に第２層間絶縁膜を形成する段階と、
　前記第２層間絶縁膜、前記第１層間絶縁膜及び前記ゲート絶縁膜を部分的にエッチング
して、前記第２不純物領域を露出させる第１コンタクトホール、前記第１不純物領域を露
出させる第２コンタクトホール及び前記データ配線を露出させる第３コンタクトホールを
形成する段階と、
　前記第２層間絶縁膜上に導電膜を形成する段階と、
　前記導電膜をパターニングして前記第１コンタクトホールと前記第３コンタクトホール
を通じて、前記データ配線と前記第２不純物領域を連結させる電極及び前記第２コンタク
トホールを通じて、前記第１不純物領域と連結される画素電極を形成する段階と、
を含む液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法。
【請求項２２】
　前記第１、第２及び第３コンタクトホールは、フッ素系列のガスを使用するドライエッ
チング工程で形成する段階を含む請求項２１に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜
トランジスターの製造方法。
【請求項２３】
　前記第１、第２及び第３コンタクトホールを形成する段階は、スリットマスク又はハー
フトーンマスクを利用する段階を含む請求項２１に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン
薄膜トランジスターの製造方法。
【請求項２４】
　前記第１、第２及び第３コンタクトホールを形成する段階は、
　前記第２層間絶縁膜上にフォトレジスト膜を塗布する段階と、
　完全露光パターンとスリットパターンを有するマスク又はハーフトーンマスクを利用し
て、前記フォトレジスト膜を露光及び現像することにより、前記第３コンタクトホール領
域では第１厚さを有し、前記第１及び第２コンタクトホール領域では、完全に除去され、
残り領域では前記第１厚さより厚い第２厚さを有する第１フォトレジストパターンを形成
する段階と、
　前記第１フォトレジストパターンを利用して、前記第２層間絶縁膜をエッチングする段
階と、
　前記第１フォトレジストパターンをエッチバックして均一な厚さを有する第２フォトレ
ジストパターンを形成する段階と、
　前記第２フォトレジストパターンを利用して前記第２層間絶縁膜、前記第１層間絶縁膜
及び前記ゲート絶縁膜をエッチングすることにより、前記第１、第２及び第３コンタクト
ホールを形成する段階と、
　前記第２フォトレジストパターンを除去する段階と、
を含む請求項２３に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
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。
【請求項２５】
　前記第２層間絶縁膜は、アクリル系感光性有機絶縁物質で形成する段階を含む請求項２
１に記載の液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法。
【請求項２６】
　前記第２層間絶縁膜を形成する段階で、前記２層間絶縁膜の表面にエンボシングを形成
するために露光及び現像工程を実施する段階を含む請求項２５に記載の液晶表示装置用多
結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は薄膜トランジスター及びその製造方法に関するものであり、より詳細には、駆
動回路のための相補形モス（ＣＭＯＳ）構造を内蔵することができるようにｐ形トランジ
スターとｎ形トランジスターとを共に具備する液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トラン
ジスター及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　最近、情報化社会において、電子ディスプレー装置の役割はますます大事になり、各種
電子ディスプレー装置が多様な産業分野に広範囲に使用されている。
【０００３】
　一般的に電子ディスプレー装置というものは多様な情報などを視覚を通じて人間に伝達
する装置をいう。即ち、電子ディスプレー装置とは各種電子機器から出力される電気的な
情報信号を人間の視覚により認識可能である光情報信号へ変換する電子装置であり、人間
と電子機器を連結する架橋的な役割を担当する装置と言える。
【０００４】
　このような電子ディスプレー装置において、光情報信号が発光現象によって表示される
場合には発光型表示（ｅｍｉｓｓｉｖｅ　ｄｉｓｐｌａｙ）装置と言われ、反射、散乱、
干渉現象などによって光変調で表示される場合には受光型表示（ｎｏｎ－ｅｍｉｓｓｉｖ
ｅ　ｄｉｓｐｌａｙ）装置と言われる。能動型表示装置とも言われる前記発光型表示装置
としては、陰極線管（ＣＲＴ）、プラズマディスプレーパネル（ＰＤＰ）、発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）及びエレクトロルミネセント（ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ：ＥＬＤ）などを挙げることができる。かつ、受動型表示装置である前記受
光型表示装置としては、液晶表示装置（ＬＣＤ又はｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ：ＥＣＤ）及び電気泳動表示装置（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ　ｉｍ
ａｇｅ　ｄｉｓｐｌａｙ：ＥＰＩＤ）などを挙げることができる。
【０００５】
　テレビやコンピュータ用モニターなどのような画像表示装置に使用される一番長い歴史
を有するディスプレー装置である陰極線管（ＣＲＴ）は表示品質及び経済性などの面で一
番高い占有率を有しているが、重量が大きい、容積が大きい及び消費電力が高いなどのよ
うな短所を多く有している。
【０００６】
　しかし、半導体技術の急速な進歩によって各種電子装置の固体化、低電圧化及び低電力
化と共に電子機器の小型及び軽量化に従って新しい環境に適合する電子ディスプレー装置
、即ち薄くて軽くかつ低い駆動電圧及び低い消費電力の特性を備えた平板パネル型ディス
プレー装置に対する要求が急激に増大している。
【０００７】
　現在開発された多種の平板ディスプレー装置のうちで、液晶表示装置は、それと異なる
ディスプレー装置に比べて薄くて軽く、低い消費電力及び低い駆動電圧を備えていると同
時に、陰極線管に近い画像表示が可能であるので、多様な電子装置に広範囲に使用されて
いる。
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【０００８】
　液晶表示装置は、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
ら成り、前記電極に電圧を印加して前記液晶層の液晶分子を再配列させて、透過される光
の量を調節するディスプレー装置である。
【０００９】
　液晶表示装置のうちでも、現在、主に使用されるのは二枚の基板に各々電極が形成され
ており、各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ーを具備する装置
であり、前記薄膜トランジスターは二枚の基板のうち、一枚に形成されることが一般的で
ある。
【００１０】
　画素部に薄膜トランジスターを利用する液晶表示装置は、非晶質形と多結晶形に区分さ
れるが、多結晶形装置は素子動作を高速化することができ、素子の低電力の駆動が可能で
あり、画素部薄膜トランジスターと駆動回路用半導体素子を共に形成することができると
いう長所を有する。かつ、通常の液晶表示装置の駆動回路は回路性能を高めるために、相
異した導電形のトランジスターの相補的動作が可能なＣＭＯＳ構造を有する。
【００１１】
　しかし、同一な基板にｎ－チャネルトランジスターとｐ－チャネルトランジスターを共
に形成する工程は、単一チャネル形トランジスターを形成する非晶質形薄膜トランジスタ
ー液晶表示装置を製造する工程に比べて、多結晶形薄膜トランジスター液晶表示装置を製
造する工程はさらに複雑になり難しくなる。通常、液晶表示装置の薄膜トランジスターが
形成される基板は、マスクを利用したフォトリソグラフィを通じて製造することが一般的
であるが、現在は７枚乃至９枚のマスクを使用している。
【００１２】
　図１及び図２は従来の７枚マスクを使用して、トップ－ゲート（ｔｏｐ－ｇａｔｅ）構
造の多結晶シリコン薄膜トランジスターを製造する方法を説明するための断面図として、
薄膜トランジスターが形成される基板の画素部を図示する。
【００１３】
　図１を参照すれば、ガラス、石英又はサファイアから成った透明基板１０の全面にシリ
コン酸化物から成った遮断膜１２を形成する。前記遮断膜１２は後続の非晶質シリコン膜
の結晶化の間に、前記透明基板１０内の各種不純物がシリコン膜に浸透することを防止す
る役割を有する。
【００１４】
　前記遮断膜１２上に非晶質シリコン膜を蒸着した後、レーザアニーリング又はファーネ
スアニーリング（ｆｕｒｎａｃｅ　ａｎｎｅａｌｉｎｇ）を実施して、前記非晶質シリコ
ン膜を多結晶シリコン膜に結晶化させる。続いて、前記多結晶シリコン膜をフォトリソグ
ラフィによりパターニングしてアクティブパターン１４を形成する（第１マスク使用）。
【００１５】
　前記アクティブパターン１４及び前記遮断膜１２上にゲート絶縁膜１６及びゲート導電
膜を順に蒸着する。続いて、フォトリソグラフィによりｐ形薄膜トランジスター領域のゲ
ート導電膜をエッチングして、ｐ形薄膜トランジスターのゲート電極（図示せず）を形成
した後（第２マスク使用）、ソース/ドレーン領域を形成するためにｐ形不純物をイオン
注入する。続いて、フォトリソグラフィによりｎ形薄膜トランジスター領域のゲート導電
膜をエッチングして、ｎ形薄膜トランジスターのゲート電極１８を形成した後（第３マス
ク使用）、ソース/ドレーン領域（１５Ｓ、１５Ｄ）を形成するためにｎ形不純物をイオ
ン注入する。前記ソース／ドレーンにイオン注入をするときに、前記ゲート電極１８は不
純物を遮断して、その下部のアクティブパターン１４にチャネル領域１５Ｃを定義する。
ここで、前記ｐ形薄膜トランジスターとｎ形薄膜トランジスターのゲート及びソース／ド
レーン形成工程はその手順が変わっても関係ない。
【００１６】
　続いて、ドーピングされたイオンを活性化させ、半導体層の損傷を治癒するために、レ



(7) JP 4798906 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

ーザビームなどを利用したアニーリングを実施した後、前記ゲート電極１８及びゲート絶
縁膜１６上にＳｉＯ2、ＳｉＮXのような無機絶縁物質や有機絶縁物質から成った層間絶縁
膜２０を形成する。フォトリソグラフィにより前記層間絶縁膜２０及びゲート絶縁膜１６
を部分的にエッチングして、前記アクティブパターン１４のソース領域（１５Ｓ）を露出
させる第１コンタクトホール２２ａ及びドレーン領域（１５Ｄ）を露出させる第２コンタ
クトホール２２ｂを形成する（第４マスク使用）。
【００１７】
　前記第１及び第２コンタクトホール２２ａ、２２ｂと層間絶縁膜２０上にメタル層を蒸
着し、フォトリソグラフィにより前記メタル層をパターニングして、ソース／ドレーン電
極２６ａ、２６ｂ及びデータ配線２６ｃを形成する（第５マスク使用）。
【００１８】
　図２を参照すれば、前記ソース／ドレーン電極２６ａ、２６ｂ、データ配線２６ｃ及び
層間絶縁膜２０上に無機絶縁物質又は有機絶縁物質から成った保護膜２８を形成する。フ
ォトリソグラフィにより前記保護膜２８を部分的にエッチングして、前記ソース電極２６
ａを露出させるビアホール３０を形成する（第６マスク使用）。
【００１９】
　続いて、前記ビアホール３０及び保護膜２８上に透明導電膜又は反射導電膜を蒸着した
後、これをフォトリソグラフィによりパターニングして、前記ビアホール３０を通じて前
記ソース電極２６ａと連結される画素電極３２を形成する（第７マスク使用）。
【００２０】
　上述した従来方法によると、トップ－ゲート構造を製造するためにアクティブパターン
、ｐ形薄膜トランジスターのゲート電極、ｎ形薄膜トランジスターのゲート電極、コンタ
クトホール、データ配線、ビアホール及び画素電極の総７回のフォトリソグラフィが必要
であり、これによって総７枚のマスクが要求される。
【００２１】
　フォトリソグラフィの数が増えるほど工程費用と工程誤謬の確率が増加して製造原価を
高める原因になるので、多晶質シリコン薄膜トランジスターを製造する工程でマスクの数
を減らすことができる技術開発が要求されている。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明の第１目的は、同一物質を使用することができる複数層を同一な層に形成して、
マスクの数を減らすことができる液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターを提
供するものである。
【００２３】
　本発明の第２目的は、同一物質を使用することができる複数層を同一な層に形成して、
マスクの数を減らすことができる液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製
造方法を提供するものである。
【００２４】
　本発明の第３目的は、コンタクトホールとビアホールを同時に形成して、マスクの数を
減らすことができる液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターを提供するもので
ある。
【００２５】
　本発明の第４目的は、コンタクトホールとビアホールを同時に形成して、マスクの数を
減らすことができる液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を提供
するものである。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
　上述した第１目的を達成するための本発明は、基板上に形成されたアクティブパターン
と、前記アクティブパターン及び前記基板上に形成されたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶
縁膜上に形成され、前記アクティブパターンを横切って第１不純物領域/第２不純物領域
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とチャネル領域を限定するゲート電極を含むゲート配線と、前記ゲート配線及び前記ゲー
ト絶縁膜上に形成された層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成され、前記第２不純物領
域上へ前記ゲート絶縁膜と前記層間絶縁膜にわたって形成された第１コンタクトホールを
通じて、前記第２不純物領域と連結されるデータ配線と、及び前記層間絶縁膜上に前記デ
ータ配線と同一な層で形成され、前記第１不純物領域上へ前記ゲート絶縁膜と前記層間絶
縁膜にわたって形成された第２コンタクトホールを通じて、前記第１不純物領域と連結さ
れる画素電極と、前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート配線と同一な層で形成され、前記ゲー
ト配線から所定間隔を置いて、前記ゲート配線と垂直に直交した方向に延びる信号伝達用
配線と、を含む液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターを提供する。更に、こ
のトランジスターにおいては、前記データ配線は前記第１コンタクトホールと前記信号伝
達用配線上へ前記層間絶縁膜に形成された第３コンタクトホールを通じて、前記信号伝達
用配線と前記第２不純物領域を連結する。
【００２７】
　上述した第２目的を達成するための本発明は、基板上にアクティブパターンを形成する
段階と、前記アクティブパターン及び前記基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と、前記
ゲート絶縁膜上にゲート導電膜を形成する段階と、前記ゲート導電膜をパターニングして
ゲート配線を形成し、イオン注入を実施して、前記アクティブパターンに第１不純物領域
及び第２不純物領域を形成する段階と、前記ゲート配線及び前記ゲート絶縁膜上に層間絶
縁膜を形成する段階と、前記層間絶縁膜及び前記ゲート絶縁膜を部分的にエッチングして
、前記第２不純物領域を露出させる第１コンタクトホール及び第１不純物領域を露出させ
る第２コンタクトホールを形成する段階と、前記層間絶縁膜と前記第１及び第２コンタク
トホール上に導電膜を形成する段階と、及び前記導電膜をパターニングして前記第１コン
タクトホールを通じて、前記第２不純物領域と連結されるデータ配線及び前記第２コンタ
クトホールを通じて前記第１不純物領域と連結される画素電極を形成する段階とを含む液
晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を提供する。更に、このトラ
ンジスターの製造方法においては、前記ゲート導電膜をパターニングして前記ゲート配線
を形成する段階では、前記ゲート配線から所定間隔を置いて、前記ゲート配線と垂直に直
交した方向に延びる信号伝達用配線を同時に形成する段階を含む。
【００２８】
　上述した第３目的を達成するための本発明は、基板上に形成されたアクティブパターン
と、前記アクティブパターン及び前記基板上に形成されたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶
縁膜上に形成され、前記アクティブパターンを横切って第１不純物領域/第２不純物領域
とチャネル領域を限定するゲート電極を含むゲート配線と、前記ゲート配線及び前記ゲー
ト絶縁膜上に形成された第１層間絶縁膜と、前記第１層間絶縁膜上に形成されたデータ配
線と、前記データ配線及び前記第１層間絶縁膜上に形成された第２層間絶縁膜と、前記２
層間絶縁膜上に形成され、前記第１不純物領域上へ前記ゲート絶縁膜と前記第１層間絶縁
膜及び第２層間絶縁膜にわたって形成された第２コンタクトホールを通じて、前記第１不
純物領域と連結される画素電極と、及び前記第２層間絶縁膜上に前記画素電極と同一な層
で形成され、前記第２不純物領域上へ前記ゲート絶縁膜、前記第１層間絶縁膜及び第２層
間絶縁膜にわたって形成された第１コンタクトホールと前記データ配線上へ前記第２層間
絶縁膜に形成された第３コンタクトホールを通じて、前記データ配線と前記第２不純物領
域を連結させる電極を含む液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジスターを提供する
。
【００２９】
　上述した第４目的を達成するための本発明は、基板上にアクティブパターンを形成する
段階と、前記アクティブパターン及び前記基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と、前記
ゲート絶縁膜上にゲート導電膜を形成する段階と、前記ゲート導電膜をパターニングして
ゲート配線を形成し、イオン注入を実施して、前記アクティブパターンに第１不純物領域
及び第２不純物領域を形成する段階と、前記ゲート配線及び前記ゲート絶縁膜上に第１層
間絶縁膜を形成する段階と、前記第１層間絶縁膜上にデータ配線を形成する段階と、前記
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第１層間絶縁膜及び前記データ配線上に第２層間絶縁膜を形成する段階と、前記第２層間
絶縁膜、前記第１層間絶縁膜又は前記ゲート絶縁膜を部分的にエッチングして、第２不純
物領域を露出させる第１コンタクトホール、前記第１不純物領域を露出させる第２コンタ
クトホール及びデータ配線を露出させる第３コンタクトホールを形成する段階と、前記第
２層間絶縁膜上に導電膜を形成する段階と、及び前記導電膜をパターニングして前記第１
コンタクトホールと前記第３コンタクトホールを通じて、前記データ配線と前記第２不純
物領域を連結させる電極及び前記第２コンタクトホールを通じて、前記第１不純物領域と
連結される画素電極を形成する段階を含む液晶表示装置用多結晶シリコン薄膜トランジス
ターの製造方法を提供する。
【００３０】
　本発明の第１実施形態によると、同一物質を使用することができるデータ配線と画素電
極を同一な層で形成し、前記画素電極と前記データ配線をアクティブパターンのソース領
域とドレーン領域（又はドレーン領域とソース領域）に各々連結するためのコンタクトホ
ールを同時に形成する。従って、マスクの数を従来の７枚から５枚に減らすことができる
ので、工程の単純化を図ることができる。
【００３１】
　本発明の第２実施形態によると、前記第１実施形態のように同一な層で形成されたデー
タ配線と画素電極が外部に露出されることを防止するために、その上に保護膜を形成する
。この時、パッド領域の保護膜は除去されるべきであるので、前記第１実施形態に比べて
、前記保護膜をパターニングするためのマスクがもう一つ追加される。従って、マスクの
数は総６枚になる。
【００３２】
　本発明の第３実施形態によると、フォトレジストパターンにより層間絶縁膜の表面が露
出されない状態でゲート絶縁膜をエッチングして、コンタクトホールを形成するために、
層間絶縁膜の表面が損傷されることを防止することができる。
【００３３】
　本発明の第４実施形態によると、データ配線をまず形成した後、多数のコンタクトホー
ルを同時に形成し、画素電極及び前記データ配線に連結される電極を同一な層で形成する
。従って、マスクの数を従来の７枚から６枚に減らすことができる。
【００３４】
　本発明の第５実施形態によると、データ配線と画素電極を絶縁させるための第２層間絶
縁膜を感光性有機物で形成する場合、別途のエッチング工程なしに、露光工程のうちの現
像を通じて第２層間絶縁膜をパターニングした後、フッ素系列のガスを使用するドライエ
ッチング工程に対する酸化膜（又は窒化膜）とメタル膜のエッチング特性差異を利用して
、データ配線及びソース／ドレーン領域を露出させるコンタクトホールを１回のフォトリ
ソグラフィにより形成することができる。
【００３５】
　本発明の第６実施形態によると、相異する深さを有するコンタクトホールをスリットマ
スク又はハーフトーンマスクを利用して同時に形成することができる。
【００３６】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
【００３７】
　　　〈実施形態１〉
　図３は本発明の第１実施形態に従う多結晶シリコン薄膜トランジスターの断面図である
。
【００３８】
　図３を参照すれば、ガラス、石英又はサファイアのような絶縁物質から成った透明基板
１００上にシリコン酸化物より成った遮断膜１０２が形成される。前記遮断膜１０２上に
多結晶シリコンより成ったアクティブパターン１０４が形成される。前記アクティブパタ
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ーン１０４にはキャパシタの下部電極１０５Ｔが一体で形成される。
【００３９】
　前記アクティブパターン１０４及び遮断膜１０２上にシリコン窒化物又はシリコン酸化
物からなったゲート絶縁膜１０６が形成される。前記ゲート絶縁膜１０６上に前記アクテ
ィブパターン１０４を横切ってソース／ドレーン領域１０５Ｓ、１０５Ｄとチャネル領域
１０５Ｃを限定するゲート電極１０８ａが形成される。即ち、アクティブパターン１０４
とゲート電極１０８ａが重なる部分はトランジスターのチャネル領域１０５Ｃになり、前
記チャネル領域１０５Ｃを隔てて、分割されたアクティブパターン１０４の一方がソース
領域１０５Ｓ、他方がドレーン領域１０５Ｄになる。この時、前記ソース領域１０５Ｓと
ドレーン領域１０５Ｄはその位置が互いに代わることができる。
【００４０】
　かつ、前記ゲート電極１０８ａと同一な層にキャパシタ配線（即ち、キャパシタの上部
電極）１０８ｂ及び外部の集積回路部（図示せず）からの照射信号を受けるためのゲート
パッド１０８ｃが形成される。この時、キャパシタ容量を増加させるために、前記アクテ
ィブパターン１０４のソース領域１０５Ｓが前記キャパシタ配線１０８ｂと重なるように
アクティブパターン１０４を広く形成することができる。
【００４１】
　前記ゲート電極１０８ａ、キャパシタ配線１０８ｂ、ゲートパッド１０８ｃ及びゲート
絶縁膜１０６上にはＳｉＯ2、ＳｉＮXのような無機絶縁物質や有機絶縁物質から成った層
間絶縁膜１１０が形成される。
【００４２】
　前記層間絶縁膜１１０上には同一な層から成ったデータ配線１１４ａ、画素電極１１４
ｂ及びゲートパッド導電パターン１１４ｃが形成される。前記データ配線１１４ａは前記
ドレーン領域１０５Ｄ上へ前記ゲート絶縁膜１０６と層間絶縁膜１１０にわたって形成さ
れた第１コンタクトホール１１２ａを通じて、前記ドレーン領域１０５Ｄと連結される。
前記データ配線１１４ａは画像信号をドレーン領域１０５Ｄに伝達する役割をする。
【００４３】
　前記画素電極１１４ｂは前記ソース領域１０５Ｓ上へ前記ゲート絶縁膜１０６と層間絶
縁膜１１０にわたって形成された第２コンタクトホール１１２ｂを通じて、前記ソース領
域１０５Ｓと直接連結される。前記画素電極１１４ｂは薄膜トランジスターから画像信号
が印加されて上板の電極（図示せず）と共に電界を生成する役割を有し、前記ソース領域
１０５Ｓから画像信号の伝達を受ける。
【００４４】
　前記ゲートパッド導電パターン１１４ｃはゲートパッド１０８ｃ上へ層間絶縁膜１１０
に形成された第４コンタクトホール１１２ｃを通じて前記ゲートパッド１０８ｃと連結さ
れる。
【００４５】
　本発明の第１実施形態によると、前記層間絶縁膜１１０及び前記ゲート絶縁膜１０６を
エッチングして第１コンタクトホール１１２ａと第２コンタクトホール１１２ｂを同時に
形成した後、導電膜を蒸着し、これをパターニングしてデータ配線１１４ａ及び画素電極
１１４ｂを同時に形成する。
【００４６】
　図４は本発明の第１実施形態に適用されることができる多結晶シリコン薄膜トランジス
ターの平面図であり、図５は図４のＢ－Ｂ′線による多結晶シリコン薄膜トランジスター
の断面図である。ここで、図３は図４のＡ－Ａ′線による断面図になる。
【００４７】
　図４及び図５を参照すれば、透明基板上にアルミニウム（ＡＬ）又はアルミニウムネド
ニウム（ＡｌＮｄ）のようなアルミニウム含有メタルの単一層や、アルミニウム上にクロ
ム（Ｃｒ）やモリブデン（Ｍｏ）合金を積層した多重層から成ったゲート配線が形成され
る。前記ゲート配線はキャパシタ配線１０８ｂと並んで第１方向（即ち、横方向）に延び



(11) JP 4798906 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

るゲートライン１０８、前記ゲートライン１０８の縁に連結されて、外部から印加された
照射信号を前記ゲートライン１０８に伝達するゲートパッド（図３の１０８ｃ参照）、及
びゲートライン１０８の一部分である薄膜トランジスターのゲート電極（図３の１０８ａ
参照）を含む。
【００４８】
　前記ゲート配線上には、第２方向（即ち、縦方向）に延びるデータ配線１１４ａが位置
し、前記データ配線１１４ａと重なるようにアクティブパターン１０４が形成される。前
記アクティブパターン１０４はゲートライン１０８の一部であるゲート電極によって横断
される。前記キャパシタ配線１０８ｂの相当部分が前記アクティブパターン１０４からゲ
ート電極に横断された下側領域、即ちソース領域と重なる。前記アクティブパターン１０
４のうち、データ配線１１４ａと重なる部分は、ドレーン領域になる。即ち、前記ドレー
ン領域上に形成される第１コンタクトホール１１２ａを通じて、前記データ配線１１４ａ
がドレーン領域上に直接連結される。前記アクティブパターン１０４のうち、前記ソース
領域上に第２コンタクトホール１１２ｂが形成され、前記データ配線１１４ａと同一な層
で形成される画素電極１１４ｂが前記第２コンタクトホール１１２ｂを通じてソース領域
と直接連結される。
【００４９】
　かつ、前記ゲートライン１０８から所定間隔を置いて、信号伝達用配線１０８ｄがゲー
トライン１０８と垂直に直交した第２方向（即ち、縦方向）に長く形成される。前記信号
伝達用配線１０８ｄはゲート配線のためのゲート導電膜をパターニングするときに共に形
成される。前記信号伝達用配線１０８ｄはデータ配線１１４ａを通じて薄膜トランジスタ
ーのドレーン領域１０５Ｄと連結されて、前記ドレーン領域１０５Ｄに画像信号を伝達す
る。この時、前記データ配線１１４ａはドレーン領域１０５Ｄに形成された第１コンタク
トホール１１２ａと前記信号伝達用配線１０８ｄに形成された第３コンタクトホール１１
２ｄを通じて前記信号伝達用配線１０８ｄとドレーン領域１０５Ｄを連結する。
【００５０】
　図６乃至図１０は図４のＡ－Ａ′線による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方
法を説明するための断面図として、薄膜トランジスターが形成される基板の画素部を図示
する。
【００５１】
　図６はアクティブパターン１０４を形成する段階を図示する。ガラス、石英又はサファ
イアのような絶縁物質から成った透明基板１００上にシリコン酸化物を約１０００Aの厚
さで蒸着して、遮断膜１０２を形成する。前記遮断膜１０２は省略することができるが、
後続の非晶質シリコン膜の結晶化の間に、前記透明基板１００内の各種不純物がシリコン
膜に浸透することを防止するために使用することが望ましい。
【００５２】
　前記遮断膜１０２上に非晶質シリコン膜を化学気相蒸着（ＣＶＤ）方法によって約５０
０Aの厚さで蒸着した後、レーザアニーリング又はファーネスアニーリング（ｆｕｒｎａ
ｃｅ　ａｎｎｅａｌｉｎｇ）を実施して、前記非晶質シリコン膜を多結晶シリコン膜に結
晶化させる。続いて、前記多結晶シリコン膜をフォトリソグラフィによりパターニングし
てアクティブパターン１０４を形成する（第１マスク使用）。
【００５３】
　図７はゲート配線を形成する段階を図示する。前記アクティブパターン１０４及び前記
遮断膜１０２上にシリコン窒化物又はシリコン酸化物をＣＶＤ方法により蒸着して、ゲー
ト絶縁膜１０６を形成する。前記ゲート絶縁膜１０６上にゲート導電膜として、例えば、
アルミニウム（ＡＬ）又はアルミニウムネドニウム（ＡｌＮｄ）のようなアルミニウム含
有メタルの単一層や、アルミニウム上にクロム（Ｃｒ）やモリブデン（Ｍｏ）合金を積層
した多重層を蒸着した後、フォトリソグラフィにより前記ゲート導電膜をパターニングし
て、ゲート配線及びキャパシタ配線１０８ｂを形成する。
【００５４】
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　前記ゲート配線は表示領域内に形成されるゲートライン（図４の１０８参照）、前記ゲ
ートラインの一部であるゲート電極１０８ａ及び表示領域の外に位置したパッド領域に形
成されるゲートパッド１０８ｃを含む。前記ゲートパッド１０８ｃは外部から印加された
照射信号を前記ゲートライン１０８に伝達する役割を有する。本実施形態によると、前記
ゲート配線を形成するときに、ゲートライン１０８と所定間隔をおいて、ゲートライン１
０８と垂直に直交した方向に延びる信号伝達用配線（図４の１０８ｄ参照）を形成する。
前記信号伝達用配線は後続工程でデータ配線と連結され、ドレーン領域１０５Ｄに画像信
号を伝達する役割を有する。
【００５５】
　以下、ゲートパターニング工程を詳細に説明する。
　まず、フォトリソグラフィによりｐ形薄膜トランジスター領域のゲート導電膜をエッチ
ングして、ｐ形薄膜トランジスターのゲート電極（図示せず）を形成した後（第２マスク
使用）、ソース／ドレーン領域を形成するためにｐ形不純物をイオン注入する。続けて、
フォトリソグラフィによりｎ形薄膜トランジスター領域のゲート導電膜をエッチングして
、ｎ形薄膜トランジスターのゲート電極１０８ａを形成した後（第３マスク使用）、ソー
ス／ドレーン領域１０５Ｓ、１０５Ｄを形成するためにｎ形不純物をイオン注入する。前
記ソース／ドレーンイオン注入をするときに、前記ゲート電極１０８ａは不純物を遮断し
てその下部のアクティブパターン１０４にチャネル領域１０５Ｃを定義する。ここで、前
記ｐ形薄膜トランジスターとｎ形薄膜トランジスターのゲート及びソース／ドレーン形成
工程は、その手順が変わっても関係ない。かつ、前記ｎ形薄膜トランジスターのソース／
ドレーンをＬＤＤ構造で形成することもできる。
【００５６】
　図示された画素部領域には表示されなかったが、ＣＭＯＳ構造を有する駆動回路を形成
するための駆動回路部は、ｐ形薄膜トランジスターのゲート電極パターニング及びソース
／ドレーンイオン注入のためのマスク工程とｎ形薄膜トランジスターのゲート電極パター
ニング及びソース／ドレーンイオン注入のためのマスク工程とから成る。例えば、駆動回
路部のｎ形薄膜トランジスター領域に対するマスク工程で、画素部ｎ形薄膜トランジスタ
ーを形成するためのゲート電極パターニング及びソース／ドレーンイオン注入が共に成る
。
【００５７】
　図８は層間絶縁膜１１０を形成する段階を図示する。上述したようにゲート電極パター
ニング及びソース／ドレーンイオン注入工程を完了した後、ドーピングされたイオンを活
性化させ、半導体層の損傷を治癒するためにレーザビームなどを利用したアニーリングを
実施する。続いて、前記ゲート配線、キャパシタ配線１０８ｂ及びゲート絶縁膜１０６上
に層間絶縁膜１１０を数千Aの厚さで形成する。前記層間絶縁膜１１０はシリコン酸化物
やシリコン窒化物又はこれらの組合せから成った無機絶縁物質で形成されることもでき、
アクリル系感光性有機絶縁物質で形成されることもできる。感光性有機膜を使用する場合
、別途のエッチング工程なしに露光工程内の現像を通じてパターニングが可能になる。か
つ、有機物質から成った層間絶縁膜１１０の上面に部分的な光量を調節する露光及び現像
工程を通じてエンボシング（多数のレンズ形状を有する凸部位）を形成し、その上に反射
物質から成った画素電極を形成すると、前記エンボシング部分は液晶を透過する光を散乱
させて視野角を改善することができる。
【００５８】
　図９はコンタクトホールを形成する段階を図示する。フォトリソグラフィにより前記層
間絶縁膜１１０をエッチング又は現像した後、ゲート絶縁膜１０６を部分的にエッチング
して、アクティブパターン１０４のドレーン領域１０５Ｄを露出させる第１コンタクトホ
ール１１２ａ、ソース領域１０５Ｓを露出させる第２コンタクトホール１１２ｂ、前記信
号伝達用配線（図４の１０８ｄ参照）を露出させる第３コンタクトホール１１２ｄ及び前
記ゲートパッド１０８ｃを露出させる第４コンタクトホール１１２ｃを形成する（第４マ
スク使用）。
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【００５９】
　図１０は前記第１、第２、第４コンタクトホール（１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ）と
層間絶縁膜１１０上に導電膜１１４を蒸着する段階を図示する。本実施形態では、前記導
電膜１１４をパターニングして、データ配線１１４ａと画素電極１１４ｂを形成するため
に、反射型液晶表示装置の場合、導電膜１１４にアルミニウム（Ａｌ）のように反射率が
高いメタルを使用する。透過形液晶表示装置の場合には、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ－ｔｉｎ
－ｏｘｉｄｅ）又はＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ－ｚｉｎｃ－ｏｘｉｄｅ）のような透明導電膜
を使用する。
【００６０】
　続いて、フォトリソグラフィにより前記導電膜１１４をパターニングして、図３に図示
したようにデータ配線１１４ａ、画素電極１１４ｂ及びゲートパッド導電パターン１１４
ｃを形成する（第５マスク使用）。前記データ配線１１４ａは前記ドレーン領域１０５Ｄ
上へゲート絶縁膜１０６と層間絶縁膜１１０にわたって形成された第１コンタクトホール
１１２ａを通じて、前記ドレーン領域１０５Ｄと連結される。かつ、前記データ配線１１
４ａは前記ドレーン領域１０５Ｄ上に形成された第１コンタクトホール１１２ａと前記信
号伝達用配線（図４の１０８ｄ参照）上に形成された第３コンタクトホール（図４の１１
２ｄ参照）を通じて前記信号伝達配線１０８ｄとドレーン領域１０５Ｄを連結する。
【００６１】
　前記画素電極１１４ｂはソース領域１０５Ｓ上へゲート絶縁膜１０６と層間絶縁膜１１
０にわたって形成された第２コンタクトホール１１２ｂを通じて、前記ソース領域１０５
Ｓと直接連結される。ゲートパッド導電パターン１１４ｃはゲートパッド１０８ｃ上へ層
間絶縁膜１１０に形成された第４コンタクトホール１１２ｃを通じてゲートパッド１０８
ｃと連結される。
【００６２】
　上述した本発明の第１実施形態によると、同一物質に使用することができるデータ配線
１１４ａと画素電極１１４ｂを同一な層で形成し、前記画素電極１１４ｂとデータ配線１
１４ａをアクティブパターン１０４のソース領域１０５Ｓとドレーン領域１０５Ｄに各々
連結するためのコンタクトホール１１２ａ、１１２ｂを同時に形成する。従って、マスク
の数を従来の７枚から５枚に減らして工程の単純化を図ることができる。
【００６３】
　〈実施形態２〉
　図１１は本発明の第２実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの断面図であ
る。
【００６４】
　図１１を参照すれば、上述した本発明の第１実施形態と同一な方法によりデータ配線１
１４ａ、画素電極１１４ｂ及びゲートパッド導電パターン１１４ｃを同時に形成した後（
第５マスク使用）、結果物の全面にシリコン窒化物（ＳｉＮX）のような無機絶縁物質を
蒸着して保護膜（ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）１１６を形成する。続いて、フ
ォトリソグラフィにより前記ゲートパッド導電パターン１１４ｃ上の保護膜１１６をエッ
チングして前記ゲートパッド導電パターン１１４ｃを露出させる（第６マスク使用）。前
記保護膜１１６は画素電極１１４ｂとその上板の電極が電界を生成するに影響を及ぼさな
い程度の厚さで形成することが望ましい。
【００６５】
　上述した本発明の第２実施形態によると、前記データ配線１１４ａと画素電極１１４ｂ
が外部に露出されることを防止するために、その上に保護膜１１６を形成する。この時、
パッド領域の保護膜は除去されるべきであるので、上述した第１実施形態に比べて保護膜
１１６のパターニングのためのマスク一つが追加される。従って、マスクの数は総６枚に
なるが、前記データ配線１１４ａ及び画素電極１１４ｂが汚染されることを防止し、パタ
ーンを保護することができるという長所がある。
【００６６】
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　〈実施形態３〉
　図１２は乃至図１５は本発明の第３実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスター
の断面図である。
【００６７】
　図１２を参照すれば、上述した本発明の第１実施形態と同一な方法により透明基板１０
０上に遮断膜１０２、アクティブパターン１０４、ゲート絶縁膜１０６、ゲート配線及び
キャパシタ配線１０８ｂを形成する。ゲート配線は表示領域内に形成されるゲートライン
、前記ゲートラインの一部であるゲート電極１０８ａ及び表示領域の外側に位置したパッ
ド領域に形成されるゲートパッド１０８ｃを含む。前記ゲート配線を形成するときに、ゲ
ートラインと所定間隔を置いて、ゲートラインと垂直に直交した方向に延びる信号伝達用
配線（図示せず）を共に形成する。
【００６８】
　続いて、前記ゲート配線、キャパシタ配線１０８ｂ及びゲート絶縁膜１０６上に有機絶
縁物質を数千Aの厚さで塗布して、層間絶縁膜１１０を形成した後、前記層間絶縁膜１１
０上にフォトレジスト膜１１１を塗布する。
【００６９】
　図１３を参照すれば、前記フォトレジスト膜１１１を露光及び現像してコンタクトホー
ル領域を定義するフォトレジストパターン１１１ａを形成する。
【００７０】
　図１４を参照すれば、前記フォトレジストパターン１１１ａをマスクとして利用して露
出された層間絶縁膜１１０を現像する。そうすると、コンタクトホール領域の層間絶縁膜
１１０が除去される。
【００７１】
　図１５を参照すれば、前記フォトレジストパターン１１１ａをエッチングマスクとして
利用して露出されたゲート絶縁膜１０６をドライエッチングする。そうすると、アクティ
ブパターン１０４のドレーン領域１０５Ｄを露出させる第１コンタクトホール１１２ａ、
ソース領域１０５Ｓを露出させる第２コンタクトホール１１２ｂ、信号伝達用配線を露出
させる第３コンタクトホール（図示せず）及びゲートパッド１０８ｃを露出させる第４コ
ンタクトホール１１２ｃが同時に形成される。
【００７２】
　続いて、図示しなかったが、アッシング及びストリップ工程により前記フォトレジスト
パターン１１１ａを除去する。その後、前記コンタクトホール及び層間絶縁膜１１０上に
導電膜を蒸着し、これをフォトリソグラフィによりパターニングして、データ配線、画素
電極及びゲートパッド導電パターンを同時に形成する。
【００７３】
　上述した本発明の第３実施形態によると、有機絶縁物資から成った層間絶縁膜１１０を
現像した後、ゲート絶縁膜１０６をドライエッチングするときに、フォトレジストパター
ン１１１ａが層間絶縁膜１１０の表面を保護し、前記ドライエッチング工程の高密度プラ
ズマによる層間絶縁膜１１０の表面の損傷を防止する。即ち、前記フォトレジストパター
ン１１１ａによって層間絶縁膜１１０の表面が露出されない状態でゲート絶縁膜１０６を
エッチングするために、層間絶縁膜１１０の表面が損傷されることを防止することができ
る。
【００７４】
　〈実施形態４〉
　図１６は本発明の第４実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの断面図であ
る。
【００７５】
　図１６を参照すれば、ガラス、石英又はサファイアのような絶縁物質から成った透明基
板３００上にシリコン酸化物から成った遮断膜３０２が形成される。前記遮断膜３０２上
に多結晶シリコンからなるアクティブパターン３０４が形成される。前記アクティブパタ
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ーン３０４にはキャパシタの下部電極３０５Ｔが一体で形成される。
【００７６】
　前記アクティブパターン３０４及び遮断膜３０２上にシリコン窒化物又はシリコン酸化
物からなったゲート絶縁膜３０６が形成される。前記ゲート絶縁膜３０６上に前記アクテ
ィブパターン３０４を横切ってソース／ドレーン領域３０５Ｓ、３０５Ｄとチャネル領域
３０５Ｃを限定するゲート電極３０８ａが形成される。即ち、アクティブパターン３０４
とゲート電極３０８ａが重なる部分はトランジスターのチャネル領域３０５Ｃになり、前
記チャネル領域３０５Ｃを隔てて、分割されたアクティブパターン３０４の一方がソース
領域３０５Ｓ、他方がドレーン領域３０５Ｄになる。この時、前記ソース領域３０５Ｓと
ドレーン領域３０５Ｄはその位置が互いに代わることができる。
【００７７】
　かつ、前記ゲート電極３０８ａと同一な層にキャパシタ配線（即ち、キャパシタの上部
電極）３０８ｂ及び外部の集積回路部から照射信号が印加されるためのゲートパッド（図
示せず）が形成される。この時、キャパシタ容量を増加させるために、前記アクティブパ
ターン３０４のソース領域３０５Ｓが前記キャパシタ配線３０８ｂと重なるようにアクテ
ィブパターン３０４を広く形成することができる。
【００７８】
　前記ゲート電極３０８ａ、キャパシタ配線３０８ｂ及びゲート絶縁膜３０６上にはＳｉ
Ｏ2、ＳｉＮXのような無機絶縁物質やアクリル系感光性有機絶縁物質から成った第１層間
絶縁膜３１０が形成される。
【００７９】
　前記第１層間絶縁膜３１０上には、アルミニウム（ＡＬ）又はアルミニウムネドニウム
（ＡｌＮｄ）のようなアルミニウム含有メタルの単一層や、アルミニウム上にクロム（Ｃ
ｒ）やモリブデン（Ｍｏ）合金を積層した多重層から成ったデータ配線３１２が形成され
る。前記データ配線３１２は画像信号をドレーン領域３０５Ｄに伝達する役割を有するの
で、信号伝達をするときに損失を低くするために導電性が優れるメタルで形成することが
望ましい。
【００８０】
　前記データ配線３１２及び第１層間絶縁膜３１０上にＳｉＯ2、ＳｉＮXのような無機絶
縁物質やアクリル系感光性有機絶縁物質から成った第２層間絶縁膜３１４が形成される。
前記第２層間絶縁膜３１４上には前記ソース領域３０５Ｓ上へ前記ゲート絶縁膜３０６、
第１層間絶縁膜３１０及び第２層間絶縁膜３１４にわたって形成された第２コンタクトホ
ール３１６ｂを通じてソース領域３０５Ｓと直接連結される画素電極３１８ｂが形成され
る。かつ、前記第２層間絶縁膜３１４上には前記ドレーン領域３０５Ｄ上へゲート絶縁膜
３０６、第１層間絶縁膜３１０及び第２層間絶縁膜３１４にわたって形成された第１コン
タクトホール３１６ａと前記データ配線３１２上へ第２層間絶縁膜３１４に形成された第
３コンタクトホール３１６ｃを通じて、前記データ配線３１２とドレーン領域３０５Ｄを
連結させるドレーン電極３１８ａが形成される。
【００８１】
　前記ドレーン電極３１８ａ及び画素電極３１８ｂは同一な層で形成される。前記ソース
領域３０５Ｓとドレーン領域３０５Ｄの位置が変わっている場合には、前記データ配線３
１２に連結される電極はソース電極になり、画素電極３１８ｂはドレーン領域３０５Ｄと
直接連結される。
【００８２】
　図１７は本発明の第４実施形態に適用されることができる多結晶シリコン薄膜トランジ
スターの平面図である。
【００８３】
　図１７を参照すれば、透明基板上にアルミニウム（ＡＬ）又はアルミニウムネドニウム
（ＡｌＮｄ）のようなアルミニウム含有メタルの単一層や、アルミニウム上にクロム（Ｃ
ｒ）やモリブデン（Ｍｏ）合金を積層した多重層から成ったゲート配線が形成される。前
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記ゲート配線はキャパシタ配線３０８ｂと並んで第１方向（即ち、横方向）に延びるゲー
トライン３０８、前記ゲートライン３０８の縁に連結されて、外部から照射信号が印加さ
れて、前記ゲートライン３０８に伝達するゲートパッド（図示せず）、及びゲートライン
３０８の一部分である薄膜トランジスターのゲート電極（図１９の３０８ａ参照）を含む
。
【００８４】
　前記ゲート配線上には、前記第１方向と垂直に直交した前記２方向（即ち、縦方向）に
延びるデータ配線３１２が長く形成される。前記データ配線３１２から所定間隔をおいて
、アクティブパターン３０４が形成される。前記アクティブパターン３０４はゲートライ
ン３０８の一部であるゲート電極によって横断される。前記キャパシタ配線３０８ｂの相
当部分が前記アクティブパターン３０４からゲート電極に横断された下側領域、即ちソー
ス領域と重なる。前記アクティブパターン３０４からゲート電極に横断された上側領域、
即ち、ドレーン領域はドレーン電極３１８ａによって前記データ配線３１２と連結される
。この連結のために、前記ドレーン領域に第１コンタクトホール３１６ａが形成され、前
記データ配線３１２の所定領域に第３コンタクトホール３１６ｃが形成される。
【００８５】
　前記アクティブパターン３０４のうち、前記ソース領域上に第２コンタクトホール３１
６ｂ形成され、前記ドレーン電極３１８ａと同一な層で形成される画素電極３１８ｂが第
２コンタクトホール３１６ｂを通じてソース領域と直接連結される。
【００８６】
　図１８乃至図２２は図１７のＣ－Ｃ′線による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製
造方法を説明するための断面図である。
【００８７】
　図１８はアクティブパターン３０４を形成する段階を図示する。ガラス、石英又はサフ
ァイアのような絶縁物質から成った透明基板３００上にシリコン酸化物を約１０００Aの
厚さで蒸着して、遮断膜３０２を形成する。
【００８８】
　前記遮断膜３０２上に非晶質シリコン膜を化学気相蒸着（ＣＶＤ）方法によって約５０
０Aの厚さで蒸着した後、レーザアニーリング又はファーネスアニーリング（ｆｕｒｎａ
ｃｅ　ａｎｎｅａｌｉｎｇ）を実施して、前記非晶質シリコン膜を多結晶シリコン膜に結
晶化させる。続いて、前記多結晶シリコン膜をフォトリソグラフィによりパターニングし
てアクティブパターン３０４を形成する（第１マスク使用）。
【００８９】
　図１９はゲート配線を形成する段階を図示する。前記アクティブパターン３０４及び前
記遮断膜３０２上にシリコン窒化物又はシリコン酸化物をＣＶＤ方法により蒸着して、ゲ
ート絶縁膜３０６を形成する。前記ゲート絶縁膜３０６上にゲート導電膜として、アルミ
ニウム（ＡＬ）又はアルミニウムネドニウム（ＡｌＮｄ）のようなアルミニウム含有メタ
ルの単一層や、アルミニウム上にクロム（Ｃｒ）やモリブデン（Ｍｏ）合金を積層した多
重層を蒸着する。フォトリソグラフィによりｐ形及びｎ形薄膜トランジスターのゲート導
電膜をパターニングして、ゲート配線を形成し、ｐ形及びｎ形ソース／ドレーンイオン注
入工程を実施する（第２マスク及び第３マスク使用）。この時、前記ゲート電極３０８ａ
と並んでキャパシタ配線３０８ｂを同時に形成することができる。
【００９０】
　前記ゲート配線は表示領域内に形成されるゲートライン（図１７の３０８参照）、前記
ゲートラインの一部であるゲート電極３０８ａ及び表示領域の外に位置したパッド領域に
形成されるゲートパッド（図示せず）を含む。前記ゲートパッドは外部から照射信号が印
加されて前記ゲートライン３０８に伝達する役割を有する。
【００９１】
　図２０は層間絶縁膜３１０、データ配線３１２及び第２層間絶縁膜３１４を形成する段
階を図示する。上述したようにゲート電極パターニング及びソース／ドレーンイオン注入
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工程を完了した後、ドーピングされたイオンを活性化させ、半導体層の損傷を治癒するた
めにレーザビームなどを利用したアニーリングを実施する。続いて、前記ゲート配線、キ
ャパシタ配線３０８ｂ及びゲート絶縁膜３０６上に第１層間絶縁膜３１０を数千Aの厚さ
で形成する。前記第１層間絶縁膜３１０はシリコン酸化物やシリコン窒化物又はこれらの
組合せから成った無機絶縁物質で形成されることもでき、アクリル系感光性有機絶縁物質
で形成されることもできる。感光性有機膜を使用する場合、別途のエッチング工程なしに
、露光工程内の現像を通じてパターニングが可能になる。
【００９２】
　前記第１層間絶縁膜３１０上に導電膜を約２０００Aの厚さで蒸着し、フォトリソグラ
フィにより前記導電膜をパターニングしてデータ配線３１２を形成する（第４マスク使用
）。前記データ配線は信号伝達をするときに、損失を減らすために導電性が優れるメタル
で形成することが望ましく、アルミニウム（ＡＬ）又はアルミニウムネドニウム（ＡｌＮ
ｄ）のようなアルミニウム含有メタルの単一層や、アルミニウム上にクロム（Ｃｒ）やモ
リブデン（Ｍｏ）合金を積層した多重層を使用することができる。
【００９３】
　前記データ配線３１２及び第１層間絶縁膜３１０上に第２層間絶縁膜３１４を数千Aの
厚さで形成する。望ましくは、前記第２層間絶縁膜３１４はシリコン酸化物やシリコン窒
化物又はこれらの組合せから成った無機絶縁物質で形成される。
【００９４】
　図２１はコンタクトホールを形成する段階を図示する。フォトリソグラフィにより前記
第２層間絶縁膜３１４、第１層間絶縁膜３１０及びゲート絶縁膜３０６を部分的にエッチ
ングして、前記アクティブパターン３０４のドレーン領域３０５Ｄを露出させる第１コン
タクトホール３１６ａ、ソース領域３０５Ｓを露出させる第２コンタクトホール３１６ｂ
及びデータ配線３１２を露出させる第３コンタクトホール３１６ｃを形成する（第５マス
ク使用）。かつ、図示しなかったが、前記コンタクトホールを形成するときに、ゲートパ
ッドを露出させる第４コンタクトホールも共に形成される。
【００９５】
　ここで、前記第１及び第２コンタクトホール３１６ａ、３１６ｂは第２層間絶縁膜３１
４、第１層間絶縁膜３１０及びゲート絶縁膜３０６をエッチングすべきものであり、前記
第３コンタクトホール３１６ｃは第２層間絶縁膜３１４をエッチングすべきものであり、
前記第４コンタクトホールは第２層間絶縁膜３１４と第１層間絶縁膜３１０をエッチング
すべきものである。従って、エッチングされる層の数が異なるため、コンタクトホールが
同時に形成されない問題が発生する可能性がある。
【００９６】
　これを解決するために、本実施形態では前記エッチング工程をフッ素系列のガスを使用
するドライエッチング工程により実施する。その場合、層間絶縁膜やゲート絶縁膜から成
っている酸化膜や窒化膜は揮発性副産物が作られながら、続けてエッチングが進行される
反面、データ配線を構成しているメタル膜はフッ素系列のガスと非揮発性副産物が作られ
てその表面がパッシベーションされるので、もうそれ以上のエッチングが進行されないか
、あるいはエッチング速度が著しく低くなる。従って、このような特性を利用すると、第
１及び第２コンタクトホール３１６ａ、３１６ｂ、第３コンタクトホール３１６ｃ及び第
４コンタクトホールのように深さが相異するコンタクトホールを同時に形成することがで
きる。
【００９７】
　図２２は前記第１乃至第３コンタクトホール（３１６ａ、３１６ｂ、３１６ｃ）と第２
層間絶縁膜３１４上に導電膜３１８を蒸着する段階を図示する。本実施形態では、前記導
電膜３１８が画素電極としてパターニングされるため、反射型液晶表示装置の場合、導電
膜３１８にアルミニウム（Ａｌ）のように反射率が高いメタルを使用する。透過形液晶表
示装置の場合には、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ－ｔｉｎ－ｏｘｉｄｅ）又はＩＺＯ（ｉｎｄｉ
ｕｍ－ｚｉｎｃ－ｏｘｉｄｅ）のような透明導電膜を使用する。
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【００９８】
　続いて、フォトリソグラフィにより前記導電膜３１８をパターニングして、図１６に図
示したようにドレーン電極３１８ａ及び画素電極３１８ｂを形成する（第６マスク使用）
。前記ドレーン電極３１８ａは前記ドレーン領域３０５Ｄ上へ前記ゲート絶縁膜３０６、
第１層間絶縁膜３１０及び第２層間絶縁膜３１４にわたって形成された第１コンタクトホ
ール３１６ａと前記データ配線３１２上へ前記第２層間絶縁膜３１４に形成された第３コ
ンタクトホール３１６ｃを通じてドレーン領域３０５Ｄとデータ配線３１２を連結させる
。
【００９９】
　前記画素電極３１８ｂはソース領域３０５Ｓ上へ前記ゲート絶縁膜３０６、第１層間絶
縁膜３１０及び第２層間絶縁膜３１４にわたって形成された第２コンタクトホール３１６
ｂを通じて、前記ソース領域３０５Ｓと直接連結される。
【０１００】
　かつ、図示しなかったが、前記導電膜３１８のパターニングをするときに、前記ゲート
パッド領域に前記ゲートパッド導電パターンが形成される。前記ゲートパッド導電パター
ンは前記ゲートパッド上へ前記第１層間絶縁膜３１０と第２層間絶縁膜３１４にわたって
形成された第４コンタクトホールを通じて前記ゲートパッドと連結される。
【０１０１】
　上述した本発明の第４実施形態によると、データ配線３１２とドレーン領域３０５Ｄを
連結するためのコンタクトホール３１６ａ、３１６ｃを、及び画素電極３１８ｂをソース
領域３０５Ｓと連結するためのコンタクトホール３１６ｂを同時に形成することにより、
マスク数を従来の７枚から６枚に減らすことができる。
【０１０２】
　〈実施形態５〉
　図２３及び図２４は本発明の第５実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの
製造方法を説明するための断面図である。
【０１０３】
　図２３を参照すれば、上述した本発明の第３実施形態と同一な方法によりゲート電極３
０８ａ、ゲートライン及びゲートパッドを含むゲート配線とキャパシタ配線３０８ｂを形
成した後、その上に酸化物（ＳｉＯ2）、窒化物（ＳｉＮX）又はこれらの組合せから成っ
た無機絶縁物を蒸着して第１層間絶縁膜３１０を形成する。
【０１０４】
　前記第１層間絶縁膜３１０上にメタルから成ったデータ配線３１２を形成した後、前記
第１層間絶縁膜３１０及びデータ配線３１２上に感光性有機物質から成った第２層間絶縁
膜３１５を形成する。
【０１０５】
　続いて、マスクを利用して前記第２層間絶縁膜３１５を露光及び現像すると、データ配
線３１２上のコンタクト３領域では、前記第２層間絶縁膜３１５が除去され、前記データ
配線３１２を露出させる第３コンタクトホール３１６ｃが形成される。これに反して、ソ
ース／ドレーン領域３０５Ｓ、３０５Ｄ上のコンタクト２領域及びコンタクト１領域では
、第１層間絶縁膜３１０とゲート絶縁膜３０６が残る。かつ、図示しなかったが、ゲート
パッド上のコンタクト４領域では第１層間絶縁膜３１０が残る。
【０１０６】
　図２４を参照すれば、前記第３コンタクトホール３１６ｃが形成された状態で、フッ素
系列のガスを使用するドライエッチング工程を進行すると、メタル膜から成ったデータ配
線３１２の表面がパッシベーションされ、データ配線３１２がもうそれ以上エッチングさ
れずに、又はエッチングが著しく遅くなるよう進行される反面、酸化膜や窒化膜から成っ
た第１層間絶縁膜３１０及びゲート絶縁膜３０６は続けてエッチングが進行されてコンタ
クト１、２及びコンタクト４領域が完全にオープンされることにより、第１コンタクトホ
ール３１６ａ、第２コンタクトホール３１６ｂ及び第４コンタクトホール（図示せず）が



(19) JP 4798906 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

形成される。
【０１０７】
　従って、前記第２層間絶縁膜３１５を感光性有機物で形成する場合も、第１/第２コン
タクトホール３１６ａ、３１６ｂ、第３コンタクトホール３１６ｃ及び第４コンタクトホ
ールのように深さが相異するコンタクトホールを一回のフォトリソグラフィにより形成す
ることができる。
【０１０８】
　ここで、前記感光性有機物質から成った第２層間絶縁膜３１５の上面に部分的な光量を
調節する露光及び現像工程を通じてエンボシングを形成し、その上に反射物質から成った
画素電極を形成する。前記エンボシング部分はマイクロレンズの役割を有し、視野角など
のような画質が改善された反射型液晶表示装置を提供することができる。
【０１０９】
　〈実施形態６〉
　図２５及び図２８は本発明の第６実施形態による多結晶薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【０１１０】
　図２５を参照すれば、上述した本発明の第４実施形態と同一な方法によりゲート電極３
０８ａ、ゲートライン及びゲートパッドを含むゲート配線とキャパシタ配線３０８ｂを形
成した後、その上に酸化物（ＳｉＯ2）、窒化物（ＳｉＮX）又はこれらの組合せから成っ
た無機絶縁物を蒸着して第１層間絶縁膜３１０を形成する。
【０１１１】
　前記第１層間絶縁膜３１０上にメタルから成ったデータ配線３１２を形成した後、前記
第１層間絶縁膜３１０及びデータ配線３１２上に無機絶縁物や有機絶縁物から成った第２
層間絶縁膜３１６を形成する。
【０１１２】
　前記第２層間絶縁膜３１６上にフォトレジスト膜を塗布した後、回折によって露光強度
を低くするためのスリットパターンと完全（ｆｕｌｌ）－露光パターンを同時に有するマ
スク４００又はハーフトーンマスクを利用して、前記フォトレジスト膜を露光及び現像す
る。そうすると、前記データ配線３１２上のコンタクト３領域では第１厚さを有し、前記
ソース／ドレーン領域３０５Ｓ、３０５Ｄ上のコンタクト２領域及びコンタクト１領域で
は完全に除去され、残り領域では前記第１厚さより厚い第２厚さを有する第１フォトレジ
ストパターン３２０が形成される。
【０１１３】
　図２６を参照すれば、前記第１フォトレジストパターン３２０をエッチングマスクとし
て利用して、前記第２層間絶縁膜３１６をエッチングする。そうすると、コンタクト１及
びコンタクト２領域では第２層間絶縁膜３１６が完全に除去されるが、コンタクト３領域
では第２層間絶縁膜３１６がそのまま残ることになる。
【０１１４】
　図２７を参照すれば、前記第１フォトレジストパターン３２０をエッチバックして均一
な厚さを有する第２フォトレジストパターン３２０ａを形成する。
【０１１５】
　図２８を参照すれば、前記第２フォトレジストパターン３２０ａをエッチングマスクと
して利用して、露出された第２層間絶縁膜３１６、第１層間絶縁膜３１０及びゲート絶縁
膜３０６をドライエッチングする。そうすると、アクティブパターン３０４のドレーン領
域３０５Ｄを露出させる第１コンタクトホール３１６ａ、ソース領域３０５Ｓを露出させ
る第２コンタクトホール３１６ｂ及びデータ配線３１２を露出させる第３コンタクトホー
ル３１６ｃが同時に形成される。
【０１１６】
　続いて、図示しなかったが、アッシング及びストリップ工程により前記第２フォトレジ
ストパターン３２０ａを除去する。その後、前記コンタクトホール３１６ａ、３１６ｂ、
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３１６ｃ及び第２層間絶縁膜３１６上に導電膜を蒸着する。続けて、フォトリソグラフィ
により前記導電膜をパターニングして、図１６に示したようにドレーン電極３１８ａ及び
画素電極３１８ｂを同時に形成する。
【０１１７】
　上述した本発明の第６実施形態によると、相異する深さを有するコンタクトホールをス
リットマスク又はハーフトーンマスクを利用して同時に形成することができる。
【０１１８】
　以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明
が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れる
ことなく、本発明を修正または変更できるであろう。
【０１１９】
【発明の効果】
　上述したように本発明の第１実施形態によると、同一物質を使用することができるデー
タ配線と画素電極を同一な層で形成し、前記画素電極と前記データ配線をアクティブパタ
ーンのソース領域とドレーン領域（又はドレーン領域とソース領域）に各々連結するため
のコンタクトホールを同時に形成する。即ち、前記画素電極と同一な層から成ったデータ
配線を通じて薄膜トランジスターのドレーン領域に信号が伝達される。かつ、別途のソー
ス電極なしに前記画素電極が薄膜トランジスターのソース領域に直接連結される。従って
、マスクの数を従来の７枚から５枚に減らすことができるので、工程の単純化を図ること
ができる。
【０１２０】
　本発明の第２実施形態によると、前記第１実施形態のように同一な層で形成されたデー
タ配線と画素電極が外部に露出されることを防止するために、その上に保護膜を形成する
。この時、パッド領域の保護膜は除去されるべきであるので、前記第１実施形態に比べて
前記保護膜をパターニングするためのマスクが一つがさらに追加される。
【０１２１】
　本発明の第３実施形態によると、フォトレジストパターンにより層間絶縁膜の表面が露
出されないため、ゲート絶縁膜をエッチングするときに、層間絶縁膜の表面が損傷される
ことを防止することができる。
【０１２２】
　本発明の第４実施形態によると、データ配線をまず形成した後にいろいろなコンタクト
ホールを同時に形成し、画素電極及び前記データ配線に連結される電極を同一な層で形成
する。即ち、前記データ配線に印加される画像信号が前記画素電極と同一な層から成った
ドレーン電極を通じて、薄膜トランジスターのドレーン領域に伝達される。かつ、別途の
ソース電極なしに、前記画素電極が薄膜トランジスターのソース領域と直接連結されるの
で、マスクの数を従来の７枚から６枚に減らすことができる。
【０１２３】
　本発明の第５実施形態によると、データ配線と画素電極を絶縁させるための第２層間絶
縁膜をアクリル系感光性有機物で形成する場合、別途のエッチング工程なしに、露光工程
内の現像を通じて、第２層間絶縁膜をパターニングした後、フッ素系列のガスを使用する
ドライエッチング工程に対する酸化膜（又は窒化膜）とメタル膜のエッチング特性差異を
利用してデータ配線及びソース／ドレーン領域を露出させるコンタクトホールを一回のフ
ォトリソグラフィにより形成することができる。
【０１２４】
　本発明の第６実施形態によると、相異する深さを有するコンタクトホールをスリットマ
スク又はハーフトーンマスクを利用して同時に形成することができる。
【０１２５】
　従って、本発明の液晶表示装置用薄膜トランジスターの製造方法によると、従来に方法
に比べてマスクの数を減らして工程を単純化させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　従来の７枚マスクを使用する多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための断面図である。
【図２】　従来の７枚マスクを使用する多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための断面図である。
【図３】　本発明の第１実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの断面図であ
る。
【図４】　本発明の第１実施形態に適用されることができる多結晶シリコン薄膜トランジ
スターの平面図である。
【図５】　図４のＢ－Ｂ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの断面図である。
【図６】　図４のＡ－Ａ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を説明
するための断面図である。
【図７】　図４のＡ－Ａ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を説明
するための断面図である。
【図８】　図４のＡ－Ａ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を説明
するための断面図である。
【図９】　図４のＡ－Ａ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を説明
するための断面図である。
【図１０】　図４のＡ－Ａ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を説
明するための断面図である。
【図１１】　本発明の第２実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの断面図で
ある。
【図１２】　本発明の第３実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【図１３】　本発明の第３実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【図１４】　本発明の第３実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【図１５】　本発明の第３実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【図１６】　本発明の第４実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの平面図で
ある。
【図１７】　本発明の第４実施形態に適用されることができる多結晶シリコン薄膜トラン
ジスターの平面図である。
【図１８】　図１７のＣ－Ｃ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための断面図である。
【図１９】　図１７のＣ－Ｃ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための断面図である。
【図２０】　図１７のＣ－Ｃ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための断面図である。
【図２１】　図１７のＣ－Ｃ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための断面図である。
【図２２】　図１７のＣ－Ｃ′線に沿う多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法を
説明するための断面図である。
【図２３】　本発明の第５実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【図２４】　本発明の第５実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【図２５】　本発明の第６実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【図２６】　本発明の第６実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
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を説明するための断面図である。
【図２７】　本発明の第６実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【図２８】　本発明の第６実施形態による多結晶シリコン薄膜トランジスターの製造方法
を説明するための断面図である。
【符号の説明】
　１００、３００　半導体装置
　１０２、３０２　遮断膜
　１０４、３０４　アクティブパターン
　１０６、３０６　ゲート絶縁膜
　１０８、３０８　ゲートライン
　１０８ａ、３０８ａ　ゲート電極
　１０８ｂ、３０８ｂ　キャパシタ配線
　１０８ｃ　ゲートパッド
　１０８ｄ　信号伝達用配線
　１１０、３１０、３１４、３１５　層間絶縁膜
　１１２ａ、１１２ｂ、１１２ｃ、３１６ａ、３１６ｂ、３１６ｃ　コンタクトホール
　１１４ａ、３１２　　データ配線
　１１４ｂ、３１８ｂ　画素電極
　３１８ａ　ドレーン電極
　１１６　保護膜

【図１】 【図２】
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