
JP 6436660 B2 2018.12.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素が複数マトリックス状に配列された薄膜トランジスタ基板であって、
　前記画素のそれぞれは、
　基板上に選択的に配設されたゲート電極および共通電極と、
　前記ゲート電極および前記共通電極を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に選択的に配設された酸化物透明膜と、
　前記酸化物透明膜上に互いに離間して配設され、前記ゲート電極と重なりを有し、互い
に共通する金属導電膜で構成されるソース電極およびドレイン電極と、
　前記ドレイン電極に電気的に接続された光透過型の画素電極と、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極および前記画素電極を覆う保護絶縁膜と、を備え、
　前記酸化物透明膜は、導体領域および半導体領域を有し、
　前記導体領域は、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極の下部と、前記ドレイン電極の下部に連続し前
記共通電極の一部上方まで延在して前記画素電極を構成する部分に設けられ、
　前記半導体領域は、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極との間の領域の下層に対応する部分に設けられて薄
膜トランジスタのチャネル領域を構成し、
　前記保護絶縁膜は、前記チャネル領域と接して設けられ、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極は、前記酸化物透明膜の導体領域と電気的に接
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続される、薄膜トランジスタ基板。
【請求項２】
　画素が複数マトリックス状に配列された薄膜トランジスタ基板であって、
　前記画素のそれぞれは、
　基板上に選択的に配設されたゲート電極および共通電極と、
　前記ゲート電極および前記共通電極を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に選択的に配設された酸化物透明膜と、
　前記酸化物透明膜上に互いに離間して配設され、前記ゲート電極と重なりを有し、互い
に共通する金属導電膜で構成されるソース電極およびドレイン電極と、
　前記ドレイン電極に電気的に接続された光透過型の画素電極と、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極および前記画素電極を覆う保護絶縁膜と、
　前記画素電極に対向するように前記保護絶縁膜上に配設された対向電極と、を備え、
　前記対向電極は、前記保護絶縁膜および前記ゲート絶縁膜を貫通するコンタクトホール
を介して前記共通電極に電気的に接続され、
　前記酸化物透明膜は、導体領域および半導体領域を有し、
　前記導体領域は、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極の下部と、前記ドレイン電極の下部に連続し前
記画素電極を構成する部分に設けられ、
　前記半導体領域は、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極との間の領域の下層に対応する部分に設けられて薄
膜トランジスタのチャネル領域を構成し、
　前記保護絶縁膜は、前記チャネル領域と接して設けられ、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極は、前記酸化物透明膜の導体領域と電気的に接
続される、薄膜トランジスタ基板。
【請求項３】
　前記酸化物透明膜は、
　前記ソース電極から延在するソース配線の下部にも設けられ、
　前記ソース配線は、前記酸化物透明膜と前記金属導電膜との積層膜で構成される、請求
項１または請求項２記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項４】
　前記酸化物透明膜は、
　前記ソース配線から延在するソース端子の下部にも設けられ、
　前記ソース電極の下部より前記ソース端子の下部まで延在して設けられる、請求項３記
載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項５】
　前記酸化物透明膜は、
　前記ソース配線の下部全体に設けられる、請求項３または請求項４記載の薄膜トランジ
スタ基板。
【請求項６】
　画素が複数マトリックス状に配列された薄膜トランジスタ基板であって、
　前記画素のそれぞれは、
　基板上に選択的に配設されたゲート電極および共通電極と、
　前記ゲート電極および前記共通電極を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に選択的に配設された酸化物透明膜と、
　前記酸化物透明膜上に選択的に配設されたｎ型不純物を含むｎ型Ｓｉ膜と、
　前記ｎ型Ｓｉ膜を介して前記酸化物透明膜の上方に互いに離間して配設され、前記ゲー
ト電極と重なりを有し、互いに共通する金属導電膜で構成されるソース電極およびドレイ
ン電極と、
　前記ドレイン電極に電気的に接続された光透過型の画素電極と、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極および前記画素電極を覆う保護絶縁膜と、を備え、
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　前記酸化物透明膜は、導体領域および半導体領域を有し、
　前記導体領域は、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極の下方と、前記ドレイン電極の下方に連続し前
記共通電極の一部上方まで延在して前記画素電極を構成する部分に設けられ、
　前記半導体領域は、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極との間の領域の下層に対応する部分に設けられて薄
膜トランジスタのチャネル領域を構成し、
　前記保護絶縁膜は、前記チャネル領域と接して設けられ、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極は、前記酸化物透明膜の導体領域と前記ｎ型Ｓ
ｉ膜を介して電気的に接続される、薄膜トランジスタ基板。
【請求項７】
　画素が複数マトリックス状に配列された薄膜トランジスタ基板であって、
　前記画素のそれぞれは、
　基板上に選択的に配設されたゲート電極および共通電極と、
　前記ゲート電極および前記共通電極を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に選択的に配設された酸化物透明膜と、
　前記酸化物透明膜上に選択的に配設されたｎ型不純物を含むｎ型Ｓｉ膜と、
　前記ｎ型Ｓｉ膜を介して前記酸化物透明膜の上方に互いに離間して配設され、前記ゲー
ト電極と重なりを有し、互いに共通する金属導電膜で構成されるソース電極およびドレイ
ン電極と、
　前記ドレイン電極に電気的に接続された光透過型の画素電極と、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極および前記画素電極を覆う保護絶縁膜と、
　前記画素電極に対向するように前記保護絶縁膜上に配設された対向電極と、を備え、
　前記対向電極は、前記保護絶縁膜および前記ゲート絶縁膜を貫通するコンタクトホール
を介して前記共通電極に電気的に接続され、
　前記酸化物透明膜は、導体領域および半導体領域を有し、
　前記導体領域は、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極の下方と、前記ドレイン電極の下方に連続し前
記画素電極を構成する部分に設けられ、
　前記半導体領域は、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極との間の領域の下層に対応する部分に設けられて薄
膜トランジスタのチャネル領域を構成し、
　前記保護絶縁膜は、前記チャネル領域と接して設けられ、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極は、前記酸化物透明膜の導体領域と前記ｎ型Ｓ
ｉ膜を介して電気的に接続される、薄膜トランジスタ基板。
【請求項８】
　前記酸化物透明膜は、
　前記ソース電極から延在するソース配線の下部にも設けられ、
　前記ｎ型Ｓｉ膜は、
　前記ソース配線の下部に設けられる前記酸化物透明膜上にも設けられ、
　前記ソース配線は、前記酸化物透明膜と前記金属導電膜と前記ｎ型Ｓｉ膜との積層膜で
構成される、請求項６または請求項７記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項９】
　前記酸化物透明膜は、
　前記ソース配線から延在するソース端子の下部にも設けられ、
　前記ソース電極の下部より前記ソース端子の下部まで延在して設けられ、
　前記ｎ型Ｓｉ膜は、
　前記ソース端子の下部に設けられる前記酸化物透明膜上にも設けられ、
　前記ソース電極の下部より前記ソース端子の下部まで延在して設けられる、請求項８記
載の薄膜トランジスタ基板。
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【請求項１０】
　前記ソース配線または前記ソース端子の下部に設けられる前記酸化物透明膜は、前記導
体領域として構成される、請求項４または請求項９記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１１】
　前記金属導電膜は、
　Ａｌ系合金膜およびＣｕ系合金膜の何れかで構成される、請求項１から請求項１０の何
れか１項に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１２】
　画素が複数マトリックス状に配列された薄膜トランジスタ基板の製造方法であって、
　（ａ）基板上にゲート電極および共通電極を選択的に形成する工程と、
　（ｂ）前記ゲート電極および前記共通電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成する工程と
、
　（ｃ）前記ゲート絶縁膜上に酸化物透明膜を選択的に形成する工程と、
　（ｄ）前記酸化物透明膜上に互いに離間するようにソース電極およびドレイン電極を形
成すると共に、前記ドレイン電極に電気的に接続された光透過型の画素電極を形成し、か
つ前記ソース電極と前記ドレイン電極との間の領域の下層に対応する前記酸化物透明膜の
部分を酸化処理して半導体領域とし薄膜トランジスタのチャネル領域とする工程と、を備
え、
　前記工程（ｄ）は、
　１回の写真製版工程で形成した、複数の異なる膜厚を備えた複合レジストパターンを含
む複数のレジストパターンを用いて前記ソース電極、前記ドレイン電極および前記画素電
極を形成する工程を含む、薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記工程（ｄ）は、
　（ｄ－１）前記酸化物透明膜上を含む前記基板の全面に導電膜を形成し、該導電膜上に
ハーフトーン露光により複数の異なる膜厚を備えた複合レジストパターンを含む複数のレ
ジストパターンを形成する工程と、
　（ｄ－２）前記複数のレジストパターンを用いて、前記導電膜に対する１回目のパター
ニングを行い、前記チャネル領域に対応する部分の上部を含めて、前記複数のレジストパ
ターンで覆われない前記導電膜を除去する工程と、
　前記工程（ｄ－２）の後、
　（ｄ－３）Ｏ２ガスプラズマを用いて前記複数のレジストパターンをアッシングして、
前記複数のレジストパターンの膜厚を減じると共に、前記ソース電極と前記ドレイン電極
との間の領域の下層に対応する前記酸化物透明膜の部分を酸化処理して前記半導体領域と
する工程と、
　（ｄ－４）アッシング後の前記複数のレジストパターンを用いて、前記導電膜に対する
２回目のパターニングを行い、前記ソース電極および前記ドレイン電極を形成すると共に
、前記ドレイン電極の下部に連続する前記酸化物透明膜上の前記導電膜を除去して前記画
素電極とする工程と、を含む、請求項１２記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１４】
　画素が複数マトリックス状に配列された薄膜トランジスタ基板の製造方法であって、
　（ａ）基板上にゲート電極および共通電極を選択的に形成する工程と、
　（ｂ）前記ゲート電極および前記共通電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成する工程と
、
　（ｃ）前記ゲート絶縁膜上に酸化物透明膜を形成する工程と、
　（ｄ）前記酸化物透明膜上において互いに離間するソース電極およびドレイン電極を形
成すると共に、前記酸化物透明膜をパターニングし、前記ドレイン電極に電気的に接続さ
れた光透過型の画素電極を形成し、かつ前記ソース電極と前記ドレイン電極との間の領域
の下層に対応する前記酸化物透明膜の部分を酸化処理して半導体領域とし薄膜トランジス
タのチャネル領域とする工程と、を備え、



(5) JP 6436660 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

　前記工程（ｄ）は、
　１回の写真製版工程で形成した、複数の異なる膜厚を備えた複合レジストパターンを含
む複数のレジストパターンを用いて前記ソース電極、前記ドレイン電極および前記画素電
極を形成する工程を含む、薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記工程（ｄ）は、
　（ｄ－１）前記酸化物透明膜上を含む前記基板の全面に導電膜を形成し、該導電膜上に
ハーフトーン露光により複数の異なる膜厚を備えた複合レジストパターンを含む複数のレ
ジストパターンを形成する工程と、
　（ｄ－２）前記複数のレジストパターンを用いて、前記導電膜および前記酸化物透明膜
に対するパターニングを行い、前記複数のレジストパターンで覆われない前記導電膜およ
び前記酸化物透明膜を除去する工程と、
　前記工程（ｄ－２）の後、
　（ｄ－３）Ｏ２ガスプラズマを用いて前記複数のレジストパターンに対する１回目のア
ッシングを行い、前記複数のレジストパターンの膜厚を減じて、前記チャネル領域に対応
する部分の上部の前記複合レジストパターンの最も膜厚の薄い部分を除去する工程と、
　（ｄ－４）前記１回目のアッシング後の前記複数のレジストパターンを用いて、前記導
電膜に対するパターニングを行い、前記チャネル領域に対応する部分の上部の前記導電膜
を除去する工程と、
　（ｄ－５）Ｏ２ガスプラズマを用いて前記複数のレジストパターンに対する２回目のア
ッシングを行い、前記複数のレジストパターンの膜厚をさらに減じると共に、前記ソース
電極と前記ドレイン電極との間の領域の下層に対応する前記酸化物透明膜の部分を酸化処
理して前記半導体領域とする工程と、
　（ｄ－６）前記２回目のアッシング後の前記複数のレジストパターンを用いて、前記導
電膜に対するパターニングを行い、前記ソース電極および前記ドレイン電極を形成すると
共に、前記ドレイン電極の下部に連続する前記酸化物透明膜上の前記導電膜を除去して前
記画素電極とする工程と、を含む、請求項１４記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１６】
　前記工程（ｄ－１）は、
　前記ソース電極から延在するソース配線およびその下部の前記酸化物透明膜が残るよう
に前記複数のレジストパターンを形成する、請求項１５記載の薄膜トランジスタ基板の製
造方法。
【請求項１７】
　画素が複数マトリックス状に配列された薄膜トランジスタ基板の製造方法であって、
　（ａ）基板上にゲート電極および共通電極を選択的に形成する工程と、
　（ｂ）前記ゲート電極および前記共通電極を覆うようにゲート絶縁膜を形成する工程と
、
　（ｃ）前記ゲート絶縁膜上に酸化物透明膜とｎ型不純物を含むｎ型Ｓｉ膜の積層膜を形
成する工程と、
　（ｄ）前記ｎ型Ｓｉ膜上に互いに離間するようにソース電極およびドレイン電極を形成
すると共に、前記ドレイン電極に電気的に接続された光透過型の画素電極を形成し、かつ
前記ソース電極と前記ドレイン電極との間の領域の下層に対応する前記酸化物透明膜の部
分を酸化処理して半導体領域とし薄膜トランジスタのチャネル領域とする工程と、を備え
、
　前記工程（ｄ）は、
　１回の写真製版工程で形成した、複数の異なる膜厚を備えた複合レジストパターンを含
む複数のレジストパターンを用いて前記ソース電極、前記ドレイン電極および前記画素電
極を形成する工程を含む、薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記工程（ｄ）は、
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　（ｄ－１）前記ｎ型Ｓｉ膜上を含む前記基板の全面に導電膜を形成し、該導電膜上にハ
ーフトーン露光により複数の異なる膜厚を備えた複合レジストパターンを含む複数のレジ
ストパターンを形成する工程と、
　（ｄ－２）前記複数のレジストパターンを用いて、前記導電膜、前記ｎ型Ｓｉ膜および
前記酸化物透明膜に対するパターニングを行い、前記複数のレジストパターンで覆われな
い前記導電膜、前記ｎ型Ｓｉ膜および前記酸化物透明膜を除去する工程と、
　前記工程（ｄ－２）の後、
　（ｄ－３）Ｏ２ガスプラズマを用いて前記複数のレジストパターンに対する１回目のア
ッシングを行い、前記複数のレジストパターンの膜厚を減じて、前記チャネル領域に対応
する部分の上部の前記複合レジストパターンの最も膜厚の薄い部分を除去する工程と、
　（ｄ－４）前記１回目のアッシング後の前記複数のレジストパターンを用いて、前記導
電膜および前記ｎ型Ｓｉ膜に対するパターニングを行い、前記チャネル領域に対応する部
分の上部の前記導電膜および前記ｎ型Ｓｉ膜を除去する工程と、
　（ｄ－５）Ｏ２ガスプラズマを用いて前記複数のレジストパターンに対する２回目のア
ッシングを行い、前記複数のレジストパターンの膜厚をさらに減じると共に、前記ソース
電極と前記ドレイン電極との間の領域の下層に対応する前記酸化物透明膜の部分を酸化処
理して前記半導体領域とする工程と、
　（ｄ－６）前記２回目のアッシング後の前記複数のレジストパターンを用いて、前記導
電膜および前記ｎ型Ｓｉ膜に対するパターニングを行い、前記ソース電極および前記ドレ
イン電極を形成すると共に、前記ドレイン電極の下部に連続する前記酸化物透明膜上の前
記導電膜および前記ｎ型Ｓｉ膜を除去して前記画素電極とする工程と、を含む、請求項１
７記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１９】
　前記工程（ｄ－１）は、
　前記ソース電極から延在するソース配線およびその下部の前記ｎ型Ｓｉ膜および前記酸
化物透明膜が残るように前記複数のレジストパターンを形成する、請求項１８記載の薄膜
トランジスタ基板の製造方法。
【請求項２０】
　前記工程（ｃ）は、
　前記酸化物透明膜と前記ｎ型Ｓｉ膜の積層膜を選択的に形成する工程を含み、
　前記工程（ｄ）は、
　（ｄ－１）前記ｎ型Ｓｉ膜上を含む前記基板の全面に導電膜を形成し、該導電膜上にハ
ーフトーン露光により複数の異なる膜厚を備えた複合レジストパターンを含む複数のレジ
ストパターンを形成する工程と、
　（ｄ－２）前記複数のレジストパターンを用いて、前記導電膜および前記ｎ型Ｓｉ膜に
対する１回目のパターニングを行い、前記チャネル領域に対応する部分の上部を含めて、
前記複数のレジストパターンで覆われない前記導電膜および前記ｎ型Ｓｉ膜を除去する工
程と、
　前記工程（ｄ－２）の後、
　（ｄ－３）Ｏ２ガスプラズマを用いて前記複数のレジストパターンをアッシングして、
前記複数のレジストパターンの膜厚を減じると共に、前記ソース電極と前記ドレイン電極
との間の領域の下層に対応する前記酸化物透明膜の部分を酸化処理して前記半導体領域と
する工程と、
　（ｄ－４）アッシング後の前記複数のレジストパターンを用いて、前記導電膜および前
記ｎ型Ｓｉ膜に対する２回目のパターニングを行い、前記ソース電極および前記ドレイン
電極を形成すると共に、前記ドレイン電極の下部に連続する前記酸化物透明膜上の前記導
電膜および前記ｎ型Ｓｉ膜を除去して前記画素電極とする工程と、を含む、請求項１７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】
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【０００１】
　本発明は表示装置等に用いられる薄膜トランジスタ基板およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：以下「ＴＦＴ」と呼称）をスイッチング素
子として用いたアクティブマトリックス基板（以下「ＴＦＴ基板」と呼称）は、例えば液
晶を利用した表示装置（以下「液晶表示装置（Liquid Crystal Display；ＬＣＤ）」と呼
称）等の電気光学装置に利用されるものとして広く知られている。
【０００３】
　ＴＦＴ基板を用いたＬＣＤ（ＴＦＴ－ＬＣＤ）では、表示性能の向上（広視野角化、高
精細化、高品位化など）の要求と共に、製造工程を簡略化して製造を効率的に行うことに
よる低コスト化の要求もある。
【０００４】
　一般的なＴＦＴ－ＬＣＤは、画素電極およびそれに接続されるＴＦＴを備える画素が複
数個マトリックス状に配設されたＴＦＴ基板（素子基板）と、画素電極に対向して配置さ
れる対向電極およびカラーフィルタ（ＣＦ）を備えた対向基板（ＣＦ基板）とで、液晶層
を挟持して構成される液晶セルを基本構造とし、この液晶セルに偏光子等が取り付けられ
てＬＣＤを構成している。例えば全透過型ＬＣＤでは、液晶セルの背面側にバックライト
（ＢＬ）が設けられている。
【０００５】
　このように液晶を駆動する電界を発生するための画素電極と対向電極とが液晶層を挟む
ように配置される液晶セルは、ＴＮ（Twisted Nematic）モードに代表される縦電界駆動
方式の液晶セルである。一般的なＴＮモードのＴＦＴ基板は、例えば特許文献１および特
許文献２に開示されるように、４回または５回の写真製版工程（フォトリソグラフィプロ
セス）を経て製造される。
【０００６】
　一方、ＴＦＴ－ＬＣＤの広視野角化の観点から、画素電極と対向電極（共通電極）の両
方をＴＦＴ基板上に同一層で配設する横電界駆動方式の１つであるＩＰＳ（In Plane Swi
tching）モード（「ＩＰＳ」は登録商標）が提案されている。ＩＰＳモードでは、縦電界
駆動方式よりも広い視野角が得られるが、縦電界駆動方式よりも画像表示部の開口率と透
過率が低いため、明るい表示特性を得ることが難しい。この問題は、櫛歯形状の画素電極
の真上の領域の液晶に、液晶を駆動させる電界が有効に働かないことに起因している。
【０００７】
　この問題を改善できる横電界駆動方式として、例えば特許文献３に開示される、フリン
ジ電界駆動方式（Fringe Field Switching：ＦＦＳ）モードが提案されている。
【０００８】
　また、ＴＦＴ－ＬＣＤの高精細化、高品位化の観点から、ＴＦＴ基板に形成されるＴＦ
Ｔの活性層としての半導体に、例えば、特許文献４、５および非特許文献１に開示される
ように、従来のシリコン（Ｓｉ）よりも高い移動度を有する酸化物系材料で構成される半
導体を用いる技術が開発されている。
【０００９】
　酸化物半導体としては、酸化亜鉛（ＺｎＯ）系のもの、酸化亜鉛（ＺｎＯ）に酸化ガリ
ウム（Ｇａ２Ｏ３）および酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の
ものなどがある。また、このような酸化物半導体の膜は、Ｓｉ半導体の膜に比べて高い透
光性を有しており、例えば特許文献６では、波長４００ｎｍ～８００ｎｍの可視光に対し
て７０％以上の透過率を有する酸化物半導体の膜を用いることが開示されている。更に特
許文献８では、酸化物半導体の透光性を活用して、１つの酸化物半導体パターンを用いて
、一部をＴＦＴのチャネル半導体として利用し、別の一部をエネルギー線を照射すること
により電気伝導率を上げることによって透明画素電極として利用した液晶表示装置が開示
されている。
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【００１０】
　また、上記の一般的な酸化物半導体の膜は、シュウ酸やカルボン酸のような弱酸系溶液
でエッチング可能であり、パターン加工が容易という利点がある。しかし、ＴＦＴのソー
ス電極やドレイン電極に用いられる一般的な金属膜（Ｃｒ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｔａ、Ａｌ、Ｃ
ｕおよびこれらの合金）のエッチング加工に通常用いられる酸系溶液にも容易に溶けてし
まう。
【００１１】
　そのため、ＴＦＴ基板の構造によっては、その製造工程においてソース電極およびドレ
イン電極となる金属膜のエッチング（パターニング）の際に酸化物半導体膜が消失しない
ように考慮する必要がある。
【００１２】
　例えば、特許文献７では、酸化物半導体に新たな元素を添加して薬液耐性を向上させる
技術や、ソース電極およびドレイン電極となる金属膜と酸化物半導体の膜厚を最適化する
技術が開示されている。しかしながら、このような薬液耐性を向上させる技術を用いるこ
となく、一般的な酸化物半導体膜を用いてＴＦＴ基板を製造できることが好ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平１０－２６８３５３号公報
【特許文献２】特開２００１－３３９０７２号公報
【特許文献３】特開２００１－５６４７４号公報
【特許文献４】特開２００４－１０３９５７号公報
【特許文献５】特開２００５－７７８２２号公報
【特許文献６】特開２００７－１１５９０２号公報
【特許文献７】特開２００８－７２０１１号公報
【特許文献８】特開２０１３－２５４１２１号公報
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】Ｋｅｎｊｉ Ｎｏｍｕｒａ ｅｔ ａｌ．Ｒｏｏｍ－ｔｅｍｐｅｒａｔｕ
ｒｅ ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ ｆｌｅｘｉｂｌｅ ｔｈｉ
ｎ－ｆｉｌｍｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ ｕｓｉｎｇ ａｍｏｒｐｈｏｕｓｏｘｉｄｅ ｓｅ
ｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ．Ｎａｔｕｒｅ、４８８－４９２頁、４３２巻（２００４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ＦＦＳ方式のＬＣＤは、視野角特性およびパネル透過率が良好であることから、その需
要は増えつつある。しかし、ＦＦＳ方式のＬＤＣに用いられるＴＦＴ基板では、画素電極
と対向電極（共通電極）の両方をＴＦＴ基板に形成する必要があるため、ＴＦＴ基板の配
線層（レイヤ）の数が増える。そのためＴＦＴ基板の形成に必要となる写真製版工程の回
数が増加して、製造コストの増加を招く。
【００１６】
　例えば、特許文献３の図１および図３に開示された一般的なＦＦＳ－ＬＣＤのＴＦＴ基
板は、６回の写真製版工程を経て製造される。これに対し、特許文献１および特許文献２
に開示されるように、従来のＴＮ方式のＴＦＴ基板では一般的に４回または５回の写真製
版工程で製造することができるため、ＦＦＳ方式のＴＦＴ基板の製造においては、写真製
版工程の回数を削減することが大きな課題となっている。もちろん、従来のＴＮ方式のＴ
ＦＴ基板でもさらに写真製版工程の回数を減らし、例えば３回の写真製版工程で製造する
ことができれば、製造コストを削減することができるためにより好ましい。
【００１７】
　また、先に述べたように、一般的な酸化物半導体膜は、ＴＦＴのソース電極やドレイン
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電極に用いられる金属膜（Ｃｒ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｔａ、Ａｌ、Ｃｕおよびこれらの合金等）
のエッチングに用いられる酸系溶液にも容易に溶けてしまう。したがって、特許文献３（
図１、図３）などに示すＴＦＴの構造のように、ソース電極およびドレイン電極のエッチ
ング加工時にその下層の半導体膜が露出する構造の場合、薬液耐性を有する特別な酸化物
半導体を使う必要があり、一般的な酸化物半導体を用いることが困難であった。
【００１８】
　さらに、特許文献３（図１、図３）などのＴＦＴの構造では、半導体のチャネル層に酸
化物半導体膜を用いた場合は、ソース電極およびドレイン電極との電気的接合部において
界面の良好な電気特性を安定的に得るのが難しく、界面の電気抵抗の増大により、高い移
動度を有する酸化物半導体の性能を充分に発揮することができないという課題があった。
【００１９】
　さらに、特許文献８の液晶表示装置では、酸化物半導体を画素電極として利用するため
にエネルギー線の照射処理を行うという一般的な液晶表示装置の製造に用いられない特別
な処理を必要とし、製造コストの増加につながる。また、エネルギー線の照射処理によっ
て低抵抗化（キャリア増大）して電気伝導率を上げる手法では、一旦、電気伝導率は上が
るものの、経時変化や熱処理によって電気伝導率が下がってしまうことが判っているため
、最終的には必要な電気特性が得られない。さらに、特許文献８の液晶表示装置では、下
層に配置されるゲート電極の端部を境界としてTFTのチャネル半導体と透明画素電極を作
り分けていることから、ゲート電極によって充分にチャネル半導体を遮光できず電気特性
が劣化してしまうという課題があった。
【００２０】
　本発明は以上のような課題を解決するためになされたものであり、ＴＦＴの半導体チャ
ネル膜として酸化物半導体膜を容易に用いることができ、電気特性に優れるＴＮ方式、あ
るいはＦＦＳ方式などの光透過型の画素電極を備えたアクティブマトリックス基板、ある
いは、その製造時の写真製版工程の回数を抑えることができる製造方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明に係る薄膜トランジスタは、画素が複数マトリックス状に配列された薄膜トラン
ジスタ基板であって、前記画素のそれぞれは、基板上に選択的に配設されたゲート電極お
よび共通電極と、前記ゲート電極および前記共通電極を覆うゲート絶縁膜と、前記ゲート
絶縁膜上に選択的に配設された酸化物透明膜と、前記酸化物透明膜上に互いに離間して配
設され、前記ゲート電極と重なりを有し、互いに共通する金属導電膜で構成されるソース
電極およびドレイン電極と、前記ドレイン電極に電気的に接続された光透過型の画素電極
と、前記ソース電極、前記ドレイン電極および前記画素電極を覆う保護絶縁膜と、を備え
、前記酸化物透明膜は、導体領域および半導体領域を有し、前記導体領域は、前記ソース
電極および前記ドレイン電極の下部と、前記ドレイン電極の下部に連続し前記共通電極の
一部上方まで延在して前記画素電極を構成する部分に設けられ、前記半導体領域は、前記
ソース電極と前記ドレイン電極との間の領域の下層に対応する部分に設けられて薄膜トラ
ンジスタのチャネル領域を構成し、前記保護絶縁膜は、前記チャネル領域と接して設けら
れ、前記ソース電極および前記ドレイン電極は、前記酸化物透明膜の導体領域と電気的に
接続される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、ＴＦＴおよび光透過型の画素電極を備えたアクティブマトリックス基
板の製造において、写真製版工程の回数を抑えることができ、生産性の向上およびそれに
よる製造コストの削減を図ることができる。また、ＴＦＴの半導体チャネル膜に移動度の
高い酸化物半導体を容易に用いることができるため、アクティブマトリックス基板の高精
細化および高性能化にも寄与できる。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】本発明に係る実施の形態１および実施の形態５のＴＦＴ基板の構成を示す平面図
である。
【図２】本発明に係る実施の形態１のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図３】本発明に係る実施の形態１のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図４】本発明に係る実施の形態１のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図５】本発明に係る実施の形態１のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図６】本発明に係る実施の形態１のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図７】本発明に係る実施の形態１のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図８】本発明に係る実施の形態１のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図９】本発明に係る実施の形態１のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図１０】本発明に係る実施の形態１のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図１１】本発明に係る実施の形態２および実施の形態６のＴＦＴ基板の構成を示す平面
図である。
【図１２】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図１３】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図１４】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図１５】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図１６】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図１７】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図１８】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図１９】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図２０】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図２１】本発明に係る実施の形態２のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図２２】本発明に係る実施の形態３および実施の形態７のＴＦＴ基板の構成を示す平面
図である。
【図２３】本発明に係る実施の形態３のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図２４】本発明に係る実施の形態３のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図２５】本発明に係る実施の形態３のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図２６】本発明に係る実施の形態３のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図２７】本発明に係る実施の形態３のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図２８】本発明に係る実施の形態４および実施の形態８のＴＦＴ基板の構成を示す平面
図である。
【図２９】本発明に係る実施の形態４のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図３０】本発明に係る実施の形態４のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図３１】本発明に係る実施の形態４のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図３２】本発明に係る実施の形態４のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図３３】本発明に係る実施の形態５のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図３４】本発明に係る実施の形態５のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図３５】本発明に係る実施の形態５のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図３６】本発明に係る実施の形態５のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図３７】本発明に係る実施の形態５のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図３８】本発明に係る実施の形態５のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図３９】本発明に係る実施の形態５のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図４０】本発明に係る実施の形態５のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図４１】本発明に係る実施の形態５のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図４２】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図４３】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図４４】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図４５】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
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【図４６】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図４７】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図４８】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図４９】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図５０】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図５１】本発明に係る実施の形態６のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図５２】本発明に係る実施の形態７のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図５３】本発明に係る実施の形態７のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図５４】本発明に係る実施の形態７のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図５５】本発明に係る実施の形態７のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図５６】本発明に係る実施の形態７のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図５７】本発明に係る実施の形態８のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図５８】本発明に係る実施の形態８のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図５９】本発明に係る実施の形態８のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【図６０】本発明に係る実施の形態８のＴＦＴ基板の製造方法を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　＜実施の形態１＞
　＜ＴＦＴ基板の画素の構成＞
　まず、図１および図２を参照して、実施の形態１のＴＦＴ基板１００の構成について説
明する。なお、本発明はＴＦＴ基板に関するものであるが、特に画素の構成に特徴を有す
るので、以下においては画素の構成について説明する。図１は、実施の形態１に係るＴＦ
Ｔ基板１００の画素の平面構成を示す図であり、図２は、図１におけるＸ－Ｘ線での断面
構成、Ｙ－Ｙ線での断面構成およびＺ－Ｚ線での断面構成を示す断面図である。なお、以
下においてはＴＦＴ基板１００は、透過型のＴＮ方式の液晶表示装置に用いるものとして
説明する。
【００２５】
　図１のＸ－Ｘ線での断面構成は画素の形成領域（画素部）に対応し、ＴＦＴの形成領域
である「ＴＦＴ部」と、画素電極１２の形成領域である「画像表示部」と、「共通電極部
」の断面構成を含んでいる。
【００２６】
　また、図１のＹ－Ｙ線での断面構成は、ゲート配線２Ｌにゲート信号を供給するための
ゲート端子３の形成領域である「ゲート端子部」の断面構成を含み、Ｚ－Ｚ線での断面構
成は、ソース配線７Ｌに表示信号を印加するためのソース端子９の形成領域である「ソー
ス端子部」の断面構成を含んでいる。なお、ゲート端子３は、ゲート配線２Ｌの端部に設
けられ、ソース端子９は、ソース配線７Ｌの端部に設けられている。
【００２７】
　図１に示すように、ＴＦＴ基板１００は、複数のゲート配線２Ｌ（走査信号線）と複数
のソース配線７Ｌ（表示信号線）とが直行して交差するように配設され、両配線の交点近
傍にＴＦＴ素子Ａが配設されており、ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２がゲート配線２Ｌに接
続され、ＴＦＴ素子Ａのソース電極７がソース配線７Ｌに接続されている。
【００２８】
　すなわち、ＴＦＴ素子Ａでは、ゲート配線２Ｌの一部がゲート電極２としてＴＦＴ素子
Ａの形成領域（ＴＦＴ部）の下方に存在し、また、ソース電極７は、ソース配線７Ｌから
分岐してＴＦＴ素子Ａの形成領域に延在している。
【００２９】
　なお、隣接するゲート配線２Ｌおよび隣接するソース配線７Ｌに囲まれた領域が画素領
域となるので、ＴＦＴ基板１００では、画素領域がマトリックス状に配列された構成とな
る。
【００３０】
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　また、図１では、ゲート配線２Ｌが横方向（Ｘ方向）に延在するように配設され、ソー
ス配線７Ｌが縦方向（Ｙ方向）に延在するように配設されている。
【００３１】
　また、図１に示されるように、各画素領域で上層の画素電極１２のパターンの外縁と重
畳するように平面視形状がコの字状（square U-shape）の共通電極（補助容量電極）４が
配置されている。共通電極４はＴＦＴ素子Ａの設けられた側が開口端となるように配設さ
れ、隣り合う画素に設けられた共通電極４とは共通配線４Ｌによって接続されている。な
お、共通電極４はコの字状に限らず、所望の補助容量が得られるのであれば、直線状であ
ってもＬ字状であっても良い。
【００３２】
　図２に示すように、ＴＦＴ基板１００は、例えば、ガラス等の透明絶縁性基板１上にＴ
ＦＴ素子Ａのゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線
４Ｌが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜５（第１絶縁膜）が形成されている。
なお、図１ではゲート絶縁膜５は図示を省略している。
【００３３】
　ゲート絶縁膜５の上には、画素電極１２を構成する酸化物透明膜６が形成されると共に
ソース端子９が形成されている。そして、ＴＦＴ部の酸化物透明膜６上には、ソース電極
７およびドレイン電極１０が形成されている。平面視的に見て、ソース電極７およびドレ
イン電極１０の少なくとも一部は、ゲート電極２のパターンと重なり合っている。そして
、ゲート電極２と重なる領域の酸化物透明膜６においては、ソース電極７とドレイン電極
１０との間の領域の下部に対応する部分が、ＴＦＴ素子Ａの動作時にはチャネル領域１１
（活性領域）となる。
【００３４】
　画素電極１２は、その外縁が共通電極４の外周よりも少し小さくなる大きさに形成され
、ＴＦＴ素子Ａ側となる外縁の一部がＴＦＴ素子Ａを覆うように延在しており、当該延在
部分の上にソース電極７およびドレイン電極１０が設けられている。なお、本実施の形態
１では、画素電極１２は酸化物透明膜で構成された平板状の導電性電極であり、画素ごと
に独立して形成されている。
【００３５】
　共通電極４は、ゲート電極２およびゲート端子３と同じ層（レイヤ）の膜として形成さ
れ、画素電極１２のパターンの一部が、その下のゲート絶縁膜５を介して共通電極４のパ
ターンの一部と平面視的に重なり合うように配設されることによって、画素電極１２の保
持容量が得られる。
【００３６】
　そして、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４、ソース電極７、
ソース配線７Ｌ、ソース端子９、ドレイン電極１０、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１お
よび画素電極１２を覆うように、保護絶縁膜１３（第２絶縁膜）が透明絶縁性基板１の全
面に形成されている。なお、図１では保護絶縁膜１３は図示を省略している。
【００３７】
　保護絶縁膜１３には、ゲート端子部コンタクトホール１４およびソース端子部コンタク
トホール１５が形成されている。ゲート端子部コンタクトホール１４は、保護絶縁膜１３
およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達し、またソース端子部コンタクトホー
ル１５は、保護絶縁膜１３を貫通してソース端子９に達するように形成されている。
【００３８】
　＜製造方法＞
　以下、図３～図１０を用いて実施の形態１のＴＦＴ基板１００の製造方法について説明
する。なお、最終工程を示す平面図および断面図は、それぞれ図１および図２に相当し、
図３～図１０においては、図１および図２に示した構成と同一の構成に対しては、同一の
符号を付している。
【００３９】
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　　＜全体の説明＞
　図３～図５を用いて製造方法の全体を説明する。まず、透明絶縁性基板１の表面を洗浄
液または純水を用いて洗浄する。ここでは厚さ０．６ｍｍのガラス基板を透明絶縁性基板
１として用いた。洗浄された透明絶縁性基板１上に、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲ
ート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌの材料としての第１導電膜を形成する。本実
施の形態では、第１導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体的に
はＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。
【００４０】
　Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜は、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ合金ターゲットを用いたスパッタリ
ング法により成膜できる。ここでは、厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜を成膜し
て第１導電膜を形成した。なお、スパッタリングガスとしてはＡｒガス、Ｋｒガスなどを
用いることができる。
【００４１】
　その後、第１導電膜上に塗布形成したフォトレジストを１回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第１導電膜を
パターニングすることで、図３に示すように、透明絶縁性基板１上にゲート電極２、ゲー
ト配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌを形成する。
【００４２】
　本実施の形態では、リン酸（Phosphoric acid）、酢酸（Acetic acid）、硝酸 （Nitri
c acid）を含むＰＡＮ系の薬液を用いて、第１導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）をエッ
チングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去した
。
【００４３】
　次に、図４に示す工程において、透明絶縁性基板１上の全面に、ゲート絶縁膜５の材料
としての第１絶縁膜を成膜する。本実施の形態では、化学的気相成膜（ＣＶＤ）法を用い
て厚さ３００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜を成膜した。なお、ここでは第１絶縁膜を
ＳｉＯ膜の単層膜としたが、その上にさらに絶縁膜を設けた積層膜としても良い。この場
合、上層の絶縁膜もＳｉＯ膜で良いが、例えば窒化シリコン（ＳｉＮ）のような他の材質
の絶縁膜を設けても良い。
【００４４】
　次に、ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化
物透明膜６として、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）に酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）および
酸化亜鉛（ＺｎＯ）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）
を５０ｎｍの厚さで成膜した。
【００４５】
　このようなＩｎＧａＺｎＯ膜は、例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ：Ｏの原子組成比が１：１
：１：４であるＩｎＧａＺｎＯターゲット［Ｉｎ２Ｏ３・（Ｇａ２Ｏ３）・（ＺｎＯ）２

］を用いたＤＣスパッタリング法により成膜できる。スパッタリングガスとしては、アル
ゴン（Ａｒ）ガス、クリプトン（Ｋｒ）ガスなどを用いることができる。このようなスパ
ッタリング法を用いて成膜されたＩｎＧａＺｎＯ膜は、通常は、酸素の原子組成比が化学
量論組成よりも少なくなっており、酸素イオン欠損状態（上記の例ではＯの組成比が４未
満）の酸化膜となる。酸素イオン欠損は、自由電子を生成し、ｎ型のキャリア伝導により
導電性を示すようになる。本実施の形態では、成膜されたＩｎＧａＺｎＯ膜の比抵抗値が
０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜の材料特性からすると、比抵抗値の最小値は約１×
１０－６Ωｍ）の導電性膜となるようにした。
【００４６】
　成膜されたＩｎＧａＺｎＯ膜の酸素イオン欠損は、スパッタリング時のＡｒガスやＫｒ
ガスに例えば水素（Ｈ）を含むガスを添加して、膜を還元させることによって増大させる
ことができる。また反対に、ＡｒガスやＫｒガスに酸素（Ｏ）を含むガスを添加して膜を
酸化させることで低減させることができる。ＩｎＧａＺｎＯ膜を酸化あるいは還元するこ
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とで酸素イオンの欠損状態を制御することによって、成膜されたＩｎＧａＺｎＯ膜の比抵
抗値を適正に制御することが可能となる。なお、成膜直後のＩｎＧａＺｎＯ膜は非晶質構
造であった。また波長４００ｎｍから８００ｎｍの可視光領域において、７０％以上の高
い透過率特性を示した。
【００４７】
　その後、透明膜上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程によりパター
ニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして酸化物透明膜６を
パターニングすることで、図４に示すように、ゲート絶縁膜５上に選択的に酸化物透明膜
６を形成する。
【００４８】
　本実施の形態では、シュウ酸（Oxalic acid）系の薬液を用いて、酸化物透明膜６（Ｉ
ｎＧａＺｎＯ膜）をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジスト
パターンを剥離除去した。
【００４９】
　次に、透明絶縁性基板１上に、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびド
レイン電極１０の材料としての第２導電膜を形成する。本実施の形態では、第２導電膜と
して、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを
添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。
【００５０】
　Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜は、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ合金ターゲットを用いたスパッタリ
ング法により成膜できる。ここでは、厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜を成膜し
て第２導電膜を形成した。なお、スパッタリングガスとしてはＡｒガス、Ｋｒガスなどを
用いることができる。
【００５１】
　その後、第２導電膜上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第２導電膜を
パターニングすることで、図５に示すように、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端
子９およびドレイン電極１０を形成する。
【００５２】
　本実施の形態では、水酸化テトラメチルアンモニウム（Tetra Methyl Ammonium Hydrox
ide：ＴＭＡＨ）を含むアルカリ系のＴＭＡＨ薬液を用いて第２導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ
％Ｎｉ膜）をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパター
ンを剥離除去した。
【００５３】
　Ａｌ系合金膜のエッチング薬液として一般的に用いられる公知のＰＡＮ系の薬液を用い
た場合は、下層の酸化物透明膜６も同時にエッチングされるために、第２導電膜だけをエ
ッチングすることは困難である。しかしながら、このようなアルカリ系の薬液を用いるこ
とによって、下層の酸化物透明膜６をエッチングすることなく、選択的に第２導電膜だけ
をエッチングすることができる。
【００５４】
　なお、この工程では、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下層に対応する
酸化物透明膜６を酸化処理し、酸素欠損を減少させることによって電気抵抗を高抵抗とし
、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１として機能するように半導体化させる工程を含んでい
る。
【００５５】
　具体的には比抵抗値が０．１Ωｍよりも大きく、かつ１×１０６Ωｍよりも小さい半導
体領域になるように高抵抗化する。さらに、酸化処理で高抵抗化することにより、エッチ
ング薬液に対する耐性も向上させることができる。このとき、酸化物透明膜６の画像表示
部領域の画素電極１２は、酸化処理をせずに導体領域として導電性を維持する。また、ソ
ース電極７およびドレイン電極１０の下部の酸化物透明膜６も酸化処理をせずに、導体領
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域として導電性を維持する。
【００５６】
　以上の工程では、フォトレジストのハーフトーン露光の技術を応用することができ、こ
れらの工程については、後に図６～図１０を用いて説明する。
【００５７】
　図５までの工程を終えた透明絶縁性基板１上の全面に、保護絶縁膜１３の材料としての
第２絶縁膜を成膜する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シリ
コン（ＳｉＯ）膜を成膜することにより第２絶縁膜を形成した。なお、保護絶縁膜１３を
構成する第２絶縁膜も、第１絶縁膜と同様に積層構造にしても良い。
【００５８】
　その後、第２絶縁膜上に塗布形成したフォトレジストを４回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして、保護絶縁膜
１３およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達するゲート端子部コンタクトホー
ル１４および保護絶縁膜１３を貫通してソース端子９に達するソース端子部コンタクトホ
ール１５を形成することで、図２に示した断面構造を得る。
【００５９】
　本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング
法を用いて保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５をエッチングし、その後、アミン系のレ
ジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去した。
【００６０】
　　＜ハーフトーン露光を用いた工程の説明＞
　次に、図６～図１０を用いてハーフトーン露光の技術を用いた工程について説明する。
図４までの工程終えた透明絶縁性基板１上全面に、図６に示す工程において、ソース電極
７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０等の材料としての第２導電膜
ＳＬ２を形成する。
【００６１】
　本実施の形態では、第２導電膜ＳＬ２として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、
より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏｌ％Ｎ
ｉ膜を成膜した。形成方法は先に説明したので省略する。
【００６２】
　その後、第２導電膜ＳＬ２上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程に
よりパターニングしてレジストパターンを形成する。
【００６３】
　より具体的には、まず、第２導電膜ＳＬ２上に、ノボラック系のポジ型の感光性樹脂で
構成されるフォトレジストを塗布形成する。その後、フォトレジストの露光を行った後に
水酸化テトラメチルアンモニウム（ＴＭＡＨ）を含む有機アルカリ系の現像液を用いて現
像を行うことで、図７に示されるようなレジストパターンＰＲ１、ＰＲ２およびＰＲ３を
形成する。
【００６４】
　図７に示すレジストパターンＰＲ１、ＰＲ２およびＰＲ３は、それぞれが分離して独立
したパターンとなっている。レジストパターンＰＲ２は、下地層の段差に起因して膜厚の
異なる第１部分ＰＲ２Ａおよび第２部分ＰＲ２Ｂと、第１部分ＰＲ２Ａおよび第２部分Ｐ
Ｒ２Ｂよりも全体的に膜厚が薄く、下地層の段差に起因して膜厚の異なる第３部分ＰＲ２
Ｃおよび第４部分ＰＲ２Ｄとを有して、複数の異なる膜厚を備えたパターンとなっている
。以下ではこれを複合レジストパターンと呼称する場合もある。
【００６５】
　このような複数の異なる膜厚を有するレジストパターンは、複数の透過率を有する「ハ
ーフトーンマスク」を用いることで露光時の光の強度を場所によって異なったものとする
「ハーフトーン露光」の技術を用いて形成することができる。
【００６６】
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　すなわち、第３部分ＰＲ２Ｃと第４部分ＰＲ２Ｄは、露光時に、強度を弱めた光で露光
することにより中間露光領域となった領域であり、現像時にフォトレジストの上層部のみ
が除去されて膜厚が薄くなった領域である。一方、第１部分ＰＲ２Ａと第２部分ＰＲ２Ｂ
、レジストパターンＰＲ１およびＰＲ３は、露光時に光が遮蔽されて非露光領域となった
領域であり、現像時にも厚みが減じなかった領域である。
【００６７】
　次に、レジストパターンＰＲ１～ＰＲ３をエッチングマスクとして、エッチングにより
、第２導電膜ＳＬ２をパターニングする。本実施の形態では、先に説明したように、アル
カリ系のＴＭＡＨ薬液を用いて、第２導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）ＳＬ２をエッチ
ングした。なお、このときのＴＭＡＨ薬液は、フォトレジストの現像で用いるＴＭＡＨを
含む有機アルカリ現像液を使用しても良い。これにより、図８に示すように、ソース電極
７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０がパターニングされる。なお
、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０のそれぞれの端
縁部は、レジストパターンＰＲ１～ＰＲ３の端縁部よりも内側に位置するようにエッチン
グされている。
【００６８】
　次に、透明絶縁性基板１全体に、Ｏ２ガスプラズマを用いてレジストパターンＰＲ１～
ＰＲ３のアッシングを行い、膜厚の薄い第３部分ＰＲ２Ｃおよび第４部分ＰＲ２Ｄを完全
に除去すると共に、レジストパターンＰＲ１およびＰＲ３と、第１部分ＰＲ２Ａおよび第
２部分ＰＲ２Ｂを薄膜化する。
【００６９】
　このとき、ソース電極７およびドレイン電極１０の間の領域の下層に対応する酸化物透
明膜６では、Ｏ２ガスプラズマのアッシングによる酸化反応が進んで高抵抗化し、図９に
示すようにＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１が形成されると共に、酸化処理により高抵抗
化させることにより、エッチング薬液に対する耐性も向上させることができる。このとき
、Ｏ２ガスプラズマのアッシングの後に、さらに一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）ガスを用いたプ
ラズマ処理を行っても良い。Ｎ２Ｏガスプラズマによって、ソース電極７およびドレイン
電極１０の間の領域の下層に対応する酸化物透明膜６をさらに効率よく高抵抗化すること
ができる。
【００７０】
　その後、アッシングによって薄膜化されて残存するレジストパターンＰＲ１およびＰＲ
３と、第１部分ＰＲ２Ａおよび第２部分ＰＲ２Ｂをエッチングマスクとして、エッチング
により、第２導電膜ＳＬ２を再度パターニングする。
【００７１】
　これにより、図１０に示すようにレジストパターンで覆われない部分の第２導電膜ＳＬ
２が除去されると共に、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電
極１０のそれぞれの端縁部が、レジストパターンＰＲ１～ＰＲ３の端縁部よりもさらに内
側に位置することとなる。
【００７２】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンＰＲ１～ＰＲ３を剥離除
去することで図５に示した断面構成が得られる。
【００７３】
　なお、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１と画素電極１２は、酸化物透明膜６を材料とし
て同じ層に形成されるが、画素電極１２は、図９を用いて説明したアッシング時には上部
が第２導電膜ＳＬ２で覆われているため酸化処理は行われず、初期の導電性を維持して透
明の画素電極１２として機能する。
【００７４】
　以上説明したように、図１および図２に示した実施の形態１のＴＦＴ基板１００（ＴＮ
方式のアクティブマトリックス基板）は、４回の写真製版工程で生産性良く形成すること
ができる。
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【００７５】
　なお、液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板１００の表面に配向膜や
スペーサを形成する。配向膜は、液晶を配列させるための膜であり、ポリイミド等で構成
される。また、別途作製した、カラーフィルタ、対向電極および配向膜を備えた対向基板
を、ＴＦＴ基板と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板と対向基板との間
に隙間を形成し、その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表示パネルが形
成される。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバックライトユニッ
ト等を配設することによってＴＮ方式のＴＦＴ－ＬＣＤが完成する。
【００７６】
　このようにして完成したＴＦＴ－ＬＣＤは、酸化物のチャネル領域１１を用いることで
、ＴＦＴの移動度が高くなり、動作速度が速くなるので、液晶表示パネルの大型化や高精
細化に対しても高い表示品質を実現することができる。さらには、ＴＦＴの小型化が可能
となり、画像表示部の開口率を高めることができる。これにより、バックライトユニット
の出射光を低減させても高輝度の表示が可能となるので、表示パネルの消費電力の低減化
にも寄与できる。
【００７７】
　さらにＴＦＴ部において、ソース電極７およびドレイン電極１０とチャネル領域１１と
は、チャネル領域１１と一体となった導電性の酸化物透明膜６を介して電気的に接続され
るので、接続界面におけるコンタクト特性が良好でＴＦＴの特性および信頼性を向上させ
ることができる。
【００７８】
　＜実施の形態２＞
　＜ＴＦＴ基板の画素の構成＞
　まず、図１１および図１２を参照して、実施の形態２のＴＦＴ基板２００の構成につい
て説明する。図１１は、実施の形態２に係るＴＦＴ基板２００の画素の平面構成を示す図
であり、図１２は、図１１におけるＸ－Ｘ線での断面構成、Ｙ－Ｙ線での断面構成および
Ｚ－Ｚ線での断面構成を示す断面図である。なお、以下においてはＴＦＴ基板２００は、
透過型のＴＮ方式の液晶表示装置に用いるものとして説明する。
【００７９】
　図１１のＸ－Ｘ線での断面構成は画素の形成領域（画素部）に対応し、ＴＦＴの形成領
域である「ＴＦＴ部」と、画素電極１２の形成領域である「画像表示部」と、「共通電極
部」の断面構成を含んでいる。
【００８０】
　また、図１１のＹ－Ｙ線での断面構成は、ゲート配線２Ｌにゲート信号を供給するため
のゲート端子３の形成領域である「ゲート端子部」の断面構成を含み、Ｚ－Ｚ線での断面
構成は、ソース配線７Ｌに表示信号を印加するためのソース端子９の形成領域である「ソ
ース端子部」の断面構成を含んでいる。なお、ゲート端子３は、ゲート配線２Ｌの端部に
設けられ、ソース端子９は、ソース配線７Ｌの端部に設けられている。
【００８１】
　このＴＦＴ基板２００は、実施の形態１のＴＦＴ基板１００とは異なり、ソース配線７
Ｌおよびソース端子９の下部にも酸化物透明膜６が設けられ、ソース配線７Ｌおよびソー
ス端子９は実質的に積層構造となっている。なお、ソース配線７Ｌおよびソース端子９の
下に酸化物透明膜６が設けられていることを除けば平面視的にはＴＦＴ基板１００と同じ
であるので、重複する説明は省略する。
【００８２】
　図１２に示すように、ＴＦＴ基板２００は、例えば、ガラス等の透明絶縁性基板１上に
ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通電
極配線４Ｌが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜５（第１絶縁膜）が形成されて
いる。なお、図１１ではゲート絶縁膜５は図示を省略している。
【００８３】
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　ゲート絶縁膜５の上には、画素電極１２を構成する酸化物透明膜６が形成されると共に
ソース配線７Ｌおよびソース端子９の下部に対応する位置にも酸化物透明膜６が形成され
ている。そして、ＴＦＴ部の酸化物透明膜６上には、ソース電極７およびドレイン電極１
０が形成されている。平面視的に見て、ソース電極７およびドレイン電極１０の少なくと
も一部は、ゲート電極２のパターンと重なり合っている。そして、ゲート電極２と重なる
領域の酸化物透明膜６においては、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部
に対応する部分が、ＴＦＴ素子Ａの動作時にはチャネル領域１１（活性領域）となる。
【００８４】
　画素電極１２は、その外縁が共通電極４の外周よりも少し小さくなる大きさに形成され
、ＴＦＴ素子Ａ側となる外縁の一部がＴＦＴ素子Ａを覆うように延在しており、当該延在
部分の上にソース電極７およびドレイン電極１０が設けられている。なお、本実施の形態
２では、画素電極１２は酸化物透明膜で構成された平板状の導電性電極であり、画素ごと
に独立して形成されている。
【００８５】
　共通電極４は、ゲート電極２およびゲート端子３と同じ層（レイヤ）の膜として形成さ
れ、画素電極１２のパターンの一部が、その下のゲート絶縁膜５を介して共通電極４のパ
ターンの一部と平面視的に重なり合うように配設されることによって、画素電極１２の保
持容量が得られる。
【００８６】
　そして、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４、ソース電極７、
ソース配線７Ｌ、ソース端子９、ドレイン電極１０、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１お
よび画素電極１２を覆うように、保護絶縁膜１３（第２絶縁膜）が透明絶縁性基板１の全
面に形成されている。なお、図１１では保護絶縁膜１３は図示を省略している。
【００８７】
　保護絶縁膜１３には、ゲート端子部コンタクトホール１４およびソース端子部コンタク
トホール１５が形成されている。ゲート端子部コンタクトホール１４は、保護絶縁膜１３
およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達し、またソース端子部コンタクトホー
ル１５は、保護絶縁膜１３を貫通してソース端子９に達するように形成されている。
【００８８】
　＜製造方法＞
　以下、図１３～図２１を用いて実施の形態２のＴＦＴ基板２００の製造方法について説
明する。なお、最終工程を示す平面図および断面図は、それぞれ図１１および図１２に相
当し、図１３～図２１においては、図１１および図１２に示した構成と同一の構成に対し
ては、同一の符号を付している。
【００８９】
　　＜全体の説明＞
　図１３および図１４を用いて製造方法の全体を説明する。まず、透明絶縁性基板１の表
面を洗浄液または純水を用いて洗浄する。ここでは厚さ０．６ｍｍのガラス基板を透明絶
縁性基板１として用いた。洗浄された透明絶縁性基板１上に、ゲート電極２、ゲート配線
２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌの材料としての第１導電膜を形成す
る。本実施の形態では、第１導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より
具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用い
た。ここでは、厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜を成膜して第１導電膜を形成し
た。なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の形成方法は、実施の形態１において説明した通りで
ある。
【００９０】
　その後、第１導電膜上に塗布形成したフォトレジストを１回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第１導電膜を
パターニングすることで、図１３に示すように、透明絶縁性基板１上にゲート電極２、ゲ
ート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌを形成する。
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【００９１】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第１導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除
去した。
【００９２】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、ゲート絶縁膜５の材料としての第１絶縁膜を成膜
する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜
を成膜した。なお、ここでは第１絶縁膜をＳｉＯ膜の単層膜としたが、その上にさらに絶
縁膜を設けた積層膜としても良い。この場合、上層の絶縁膜もＳｉＯ膜で良いが、例えば
窒化シリコン（ＳｉＮ）のような他の材質の絶縁膜を設けても良い。
【００９３】
　次に、ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化
物透明膜６として、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）に酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）および
酸化亜鉛（ＺｎＯ）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）
を５０ｎｍの厚さで成膜した。
【００９４】
　このＩｎＧａＺｎＯ膜は、比抵抗値が０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜の材料特性
からすると、比抵抗値の最小値は約１×１０－６Ωｍ）の導電性膜となるように酸素欠損
状態で形成した。なお、酸素欠損状態とする方法は先に説明した通りである。
【００９５】
　次に、酸化物透明膜６が形成された状態の透明絶縁性基板１上に、ソース電極７、ソー
ス配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０の材料としての第２導電膜を形成する
。本実施の形態では、第２導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より具
体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた
。
【００９６】
　その後、第２導電膜上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第２導電膜お
よび酸化物透明膜６をパターニングすることで、図１４に示すように、ソース電極７、ソ
ース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０を形成した。なお、本実施の形態で
は、ソース配線７Ｌおよびソース端子９の下部にも酸化物透明膜６が残るように酸化物透
明膜６をパターニングすることで、ソース配線７Ｌおよびソース端子９を実質的に積層構
造とすることができる。
【００９７】
　なお、この工程では、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下層に対応する
酸化物透明膜６を酸化処理し、酸素欠損を減少させることによって電気抵抗を高抵抗とし
、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１として機能するように半導体化させる工程を含んでい
る。
【００９８】
　具体的には比抵抗値が０．１Ωｍよりも大きく、かつ１×１０６Ωｍよりも小さい半導
体領域になるように高抵抗化する。さらに、酸化処理で高抵抗化することにより、エッチ
ング薬液に対する耐性も向上させることができる。このとき、酸化物透明膜６の画像表示
部領域の画素電極１２は、酸化処理をせずに導体領域として導電性を維持する。また、ソ
ース電極７およびドレイン電極１０の下部の酸化物透明膜６も酸化処理をせずに、導体領
域として導電性を維持する。
【００９９】
　以上の工程では、フォトレジストのハーフトーン露光の技術を応用することができ、こ
れらの工程については、後に図１５～図２１を用いて説明する。
【０１００】
　図１４までの工程を終えた透明絶縁性基板１上の全面に、保護絶縁膜１３の材料として
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の第２絶縁膜を成膜する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シ
リコン（ＳｉＯ）膜を成膜することにより第２絶縁膜を形成した。なお、保護絶縁膜１３
を構成する第２絶縁膜も、第１絶縁膜と同様に積層構造にしても良い。
【０１０１】
　その後、第２絶縁膜上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして、保護絶縁膜
１３およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達するゲート端子部コンタクトホー
ル１４および保護絶縁膜１３を貫通してソース端子９に達するソース端子部コンタクトホ
ール１５を形成することで、図１２に示した断面構造を得る。
【０１０２】
　本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング
法を用いて保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５をエッチングし、その後、アミン系のレ
ジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去した。
【０１０３】
　　＜ハーフトーン露光を用いた工程の説明＞
　次に、図１５～図２１を用いてハーフトーン露光の技術を用いた工程について説明する
。図１３までの工程終えた透明絶縁性基板１上全面に、ゲート絶縁膜５を成膜し、次に、
ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化物透明膜
６として、ＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）を５０ｎｍの厚さで
成膜した。
【０１０４】
　このようなＩｎＧａＺｎＯ膜は、例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ：Ｏの原子組成比が１：１
：１：４であるＩｎＧａＺｎＯターゲット［Ｉｎ２Ｏ３・（Ｇａ２Ｏ３）・（ＺｎＯ）２

］を用いたＤＣスパッタリング法により成膜できる。スパッタリングガスとしては、アル
ゴン（Ａｒ）ガス、クリプトン（Ｋｒ）ガスなどを用いることができる。このようなスパ
ッタリング法を用いて成膜されたＩｎＧａＺｎＯ膜は、通常は、酸素の原子組成比が化学
量論組成よりも少なくなっており、酸素イオン欠損状態（上記の例ではＯの組成比が４未
満）の酸化膜となる。酸素イオン欠損は、自由電子を生成し、ｎ型のキャリア伝導により
導電性を示すようになる。本実施の形態では、成膜されたＩｎＧａＺｎＯ膜の比抵抗値が
０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜の材料特性からすると、比抵抗値の最小値は約１×
１０－６Ωｍ）の導電性膜となるようにした。
【０１０５】
　成膜されたＩｎＧａＺｎＯ膜の酸素イオン欠損は、スパッタリング時のＡｒガスやＫｒ
ガスに例えば水素（Ｈ）を含むガスを添加して、膜を還元させることによって増大させる
ことができる。また反対に、ＡｒガスやＫｒガスに酸素（Ｏ）を含むガスを添加して膜を
酸化させることで低減させることができる。ＩｎＧａＺｎＯ膜を酸化あるいは還元するこ
とで酸素イオンの欠損状態を制御することによって、成膜されたＩｎＧａＺｎＯ膜の比抵
抗値を適正に制御することが可能となる。なお、成膜直後のＩｎＧａＺｎＯ膜は非晶質構
造であった。また波長４００ｎｍから８００ｎｍの可視光領域において、７０％以上の高
い透過率特性を示した。
【０１０６】
　次に、酸化物透明膜６の全面に、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９および
ドレイン電極１０等の材料としての第２導電膜ＳＬ２を形成することで、図１５に示すよ
うに透明絶縁性基板１上にゲート絶縁膜５、酸化物透明膜６および第２導電膜ＳＬ２の積
層膜が形成される。
【０１０７】
　なお、本実施の形態では、第２導電膜ＳＬ２として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合
金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏ
ｌ％Ｎｉ膜を成膜した。形成方法は先に説明したので省略する。
【０１０８】
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　その後、第２導電膜ＳＬ２上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程に
よりパターニングしてレジストパターンを形成する。
【０１０９】
　より具体的には、まず、第２導電膜ＳＬ２上に、ノボラック系のポジ型の感光性樹脂で
構成されるフォトレジストを塗布形成する。その後、フォトレジストの露光を行った後に
水酸化テトラメチルアンモニウム（ＴＭＡＨ）を含む有機アルカリ系の現像液を用いて現
像を行うことで、図１６に示されるようなレジストパターンＰＲ４およびＰＲ５を形成す
る。
【０１１０】
　ＰＲ４およびＰＲ５のレジストパターンは、それぞれ分離して独立したパターンとなっ
ている。レジストパターンＰＲ４は、下地層の段差に起因して膜厚の異なる第１部分ＰＲ
４Ａ、第３部分ＰＲ４Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄと、第１部分ＰＲ４Ａ、第３部分ＰＲ４
Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄよりも全体的に膜厚が薄く、下地層の段差に起因して膜厚が異
なる第５部分ＰＲ４Ｅおよび第６部分ＰＲ４Ｆと、第５部分ＰＲ４Ｅおよび第６部分ＰＲ
４Ｆよりもさらに膜厚が薄い第２部分ＰＲ４Ｂとを有して、複数の異なる膜厚を備えたパ
ターンとなっている。
【０１１１】
　このような複数の異なる膜厚を有するレジストパターンは、複数の透過率を有する「ハ
ーフトーンマスク」を用いることで露光時の光の強度を場所によって異なったものとする
「ハーフトーン露光」の技術を用いて形成することができる。
【０１１２】
　すなわち、第２部分ＰＲ４Ｂは、露光時に、強度を弱めた光で露光することにより第１
の中間露光領域となった領域であり、現像時にフォトレジストの上層部のみが除去されて
膜厚が薄くなった領域である。また、第５部分ＰＲ４Ｅおよび第６部分ＰＲ４Ｆは、露光
時に第２部分ＰＲ４Ｂよりもさらに強度を弱めた光で露光することにより第２の中間露光
領域となった領域であり、現像時にフォトレジストの上層部のみが除去されて膜厚が薄く
なった領域である。一方、第１部分ＰＲ４Ａ、第３部分ＰＲ４Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄ
は、露光時に光が遮蔽されて非露光領域となった領域であり、現像時にも厚みが減じなか
った領域である。
【０１１３】
　次に、レジストパターンＰＲ４およびＰＲ５をエッチングマスクとして、エッチングに
より、第２導電膜ＳＬ２と酸化物透明膜６をパターニングする。本実施の形態では、先に
説明したように、アルカリ系のＴＭＡＨ薬液を用いて、第２導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎ
ｉ膜）ＳＬ２をエッチングした。なお、このときのＴＭＡＨ薬液は、フォトレジストの現
像で用いるＴＭＡＨを含む有機アルカリ現像液を使用しても良い。その後、続けてシュウ
酸（Oxalic acid）系の薬液を用いて、酸化物透明膜６をエッチングした。上記２回のエ
ッチングにより、図１７に示されるように、ソース配線７Ｌおよびソース端子９と、それ
らの下部の酸化物透明膜６のパターンが形成される。
【０１１４】
　なお、図１７に示されるように、ソース配線７Ｌおよびソース端子９と、それらの下部
の酸化物透明膜６のそれぞれの端縁部は、レジストパターンＰＲ５の端縁部よりも内側に
位置するようにエッチングされている。
【０１１５】
　次に、透明絶縁性基板１全体に、Ｏ２ガスプラズマを用いてレジストパターンＰＲ４お
よびＰＲ５の１回目のアッシングを行い、図１８に示すように膜厚の最も薄い第２部分Ｐ
Ｒ４Ｂを完全に除去すると共に、レジストパターンＰＲ４の他の部分およびレジストパタ
ーンＰＲ５を薄膜化する。
【０１１６】
　その後、アッシングによって薄膜化されて残存するレジストパターンＰＲ４（ＰＲ４Ａ
、ＰＲ４Ｃ、ＰＲ４Ｄ、ＰＲ４Ｅ、ＰＲ４Ｆ）およびＰＲ５をエッチングマスクとして、
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アルカリ系のＴＭＡＨ薬液を用いて、第２導電膜ＳＬ２だけを選択的にエッチングする。
これにより、図１９に示すように、ソース電極７およびドレイン電極１０がパターニング
されると共に、レジストパターンに覆われない部分の第２導電膜ＳＬ２がエッチングされ
て、下層の酸化物透明膜６の表面が暴露される。なお、このエッチングでは、ソース電極
７、ソース配線７Ｌおよびドレイン電極１０のそれぞれの端縁部が、レジストパターンＰ
Ｒ４の端縁部よりも内側に位置することとなる。
【０１１７】
　次に、透明絶縁性基板１全体に、Ｏ２ガスプラズマを用いてレジストパターンＰＲ４お
よびＰＲ５の２回目のアッシングを行い、図２０に示すように、膜厚の薄い第５部分ＰＲ
４Ｅおよび第６部分ＰＲ４Ｆを完全に除去すると共に、レジストパターンＰＲ４の他の部
分およびレジストパターンＰＲ５をさらに薄膜化する。
【０１１８】
　このとき、ソース電極７およびドレイン電極１０の間の領域の下層に対応する酸化物透
明膜６では、Ｏ２ガスプラズマのアッシングによる酸化反応が進んで高抵抗化し、図２０
に示すようにＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１が形成されると共に、酸化処理により高抵
抗化させることにより、エッチング薬液に対する耐性も向上させることができる。このと
き、Ｏ２ガスプラズマのアッシングの後に、さらに一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）ガスを用いた
プラズマ処理を行っても良い。Ｎ２Ｏガスプラズマによって、ソース電極７およびドレイ
ン電極１０の間の領域の下層に対応する酸化物透明膜６をさらに効率よく高抵抗化するこ
とができる。
【０１１９】
　その後、２回目のアッシングによって薄膜化されて残存するレジストパターンＰＲ５と
第１部分ＰＲ４Ａ、第３部分ＰＲ４Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄをエッチングマスクとして
、第２導電膜ＳＬ２をもう一度パターニングする。
【０１２０】
　これにより、図２１に示すように、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およ
びドレイン電極１０のそれぞれの端縁部が、レジストパターンＰＲ５、第１部分ＰＲ４Ａ
、第３部分ＰＲ４Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄの端縁部よりもさらに内側に位置することと
なる。
【０１２１】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンＰＲ５および第１部分Ｐ
Ｒ４Ａ、第３部分ＰＲ４Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄを剥離除去することで、図１４に示し
た断面構成が得られる。
【０１２２】
　なお、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１と画素電極１２は、酸化物透明膜６を材料とし
て同じ層に形成されるが、画素電極１２は、図２０を用いて説明した２回目のアッシング
時には上部が第２導電膜ＳＬ２で覆われているため酸化処理は行われず、初期の導電性を
維持して透明の画素電極１２として機能する。
【０１２３】
　以上説明したように、図１１および図１２に示した実施の形態２のＴＦＴ基板２００（
ＴＮ方式のアクティブマトリックス基板）は、３回の写真製版工程で生産性良く形成する
ことができ、実施の形態１の製造方法よりも写真製版工程が１回少なくて済むので、生産
性をさらに向上させることができる。
【０１２４】
　なお、液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板２００の表面に配向膜や
スペーサを形成する。また、別途作製した、カラーフィルタ、対向電極および配向膜を備
えた対向基板を、ＴＦＴ基板と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板と対
向基板との間に隙間を形成し、その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表
示パネルが形成される。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバック
ライトユニット等を配設することによってＴＮ方式のＴＦＴ－ＬＣＤが完成する。
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【０１２５】
　このようにして完成したＴＦＴ－ＬＣＤは、酸化物のチャネル領域１１を用いることで
、ＴＦＴの移動度が高くなり、動作速度が速くなるので、液晶表示パネルの大型化や高精
細化に対しても高い表示品質を実現することができる。さらには、ＴＦＴの小型化が可能
となり、画像表示部の開口率を高めることができる。これにより、バックライトユニット
の出射光を低減させても高輝度の表示が可能となるので、表示パネルの消費電力の低減化
にも寄与できる。
【０１２６】
　さらにＴＦＴ部において、ソース電極７およびドレイン電極１０とチャネル領域１１と
は、チャネル領域１１と一体となった導電性の酸化物透明膜６を介して電気的に接続され
るので、接続界面におけるコンタクト特性が良好でＴＦＴの特性および信頼性を向上させ
ることができる。
【０１２７】
　また、ソース配線７Ｌの下部にも酸化物透明膜６が設けられ、ソース配線７Ｌが実質的
に積層構造となっているので、いわゆる冗長配線となってソース配線７Ｌの断線を大幅に
低減できる。
【０１２８】
　＜実施の形態３＞
　＜ＴＦＴ基板の画素の構成＞
　まず、図２２および図２３を参照して、実施の形態３のＴＦＴ基板３００の構成につい
て説明する。図２２は、実施の形態３に係るＴＦＴ基板３００の画素の平面構成を示す図
であり、図２３は、図２２におけるＸ－Ｘ線での断面構成、Ｙ－Ｙ線での断面構成および
Ｚ－Ｚ線での断面構成を示す断面図である。なお、以下においてはＴＦＴ基板３００は、
透過型のＦＦＳ方式の液晶表示装置に用いるものとして説明する。
【０１２９】
　図２２のＸ－Ｘ線での断面構成は画素の形成領域（画素部）に対応し、ＴＦＴの形成領
域である「ＴＦＴ部」と、画素電極１２および対向スリット電極１７の形成領域である「
ＦＦＳ画像表示部」と、「共通電極部」の断面構成を含んでいる。
【０１３０】
　また、図２２のＹ－Ｙ線での断面構成は、ゲート配線２Ｌにゲート信号を供給するため
のゲート端子３の形成領域である「ゲート端子部」の断面構成を含み、Ｚ－Ｚ線での断面
構成は、ソース配線７Ｌに表示信号を印加するためのソース端子９の形成領域である「ソ
ース端子部」の断面構成を含んでいる。なお、ゲート端子３は、ゲート配線２Ｌの端部に
設けられ、ソース端子９は、ソース配線７Ｌの端部に設けられている。
【０１３１】
　図２２に示すように、ＴＦＴ基板３００は、複数のゲート配線２Ｌ（走査信号線）と複
数のソース配線７Ｌ（表示信号線）とが直行して交差するように配設され、両配線の交点
近傍にＴＦＴ素子Ａが配設されており、ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２がゲート配線２Ｌに
接続され、ＴＦＴ素子Ａのソース電極７がソース配線７Ｌに接続されている。
【０１３２】
　すなわち、ＴＦＴ素子Ａでは、ゲート配線２Ｌの一部がゲート電極２としてＴＦＴ素子
Ａの形成領域（ＴＦＴ部）の下方に存在し、また、ソース電極７は、ソース配線７Ｌから
分岐してＴＦＴ素子Ａの形成領域に延在している。
【０１３３】
　なお、隣接するゲート配線２Ｌおよび隣接するソース配線７Ｌに囲まれた領域が画素領
域となるので、ＴＦＴ基板３００では、画素領域がマトリックス状に配列された構成とな
る。
【０１３４】
　また、図２２では、ゲート配線２Ｌが横方向（Ｘ方向）に延在するように配設され、ソ
ース配線７Ｌが縦方向（Ｙ方向）に延在するように配設されている。
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【０１３５】
　また、図２２に示されるように、画素電極１２の上方のほぼ全体を覆うように対向スリ
ット電極１７が設けられている。そして、画素領域のＴＦＴ素子Ａが設けられた側とは反
対側には共通電極（補助容量電極）４が配置され、隣り合う画素に設けられた共通電極４
とは共通配線４Ｌによって接続されている。そして、共通電極４には、共通電極部コンタ
クトホール１６を介して対向スリット電極１７が接続されている。
【０１３６】
　図２３に示すように、ＴＦＴ基板３００は、例えば、ガラス等の透明絶縁性基板１上に
ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通電
極配線４Ｌが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜５（第１絶縁膜）が形成されて
いる。なお、図２２ではゲート絶縁膜５は図示を省略している。
【０１３７】
　ゲート絶縁膜５の上には、画素電極１２を構成する酸化物透明膜６が形成されると共に
ソース端子９が形成されている。そして、ＴＦＴ部の酸化物透明膜６上には、ソース電極
７およびドレイン電極１０が形成されている。平面視的に見て、ソース電極７およびドレ
イン電極１０の少なくとも一部は、ゲート電極２のパターンと重なり合っている。そして
、ゲート電極２と重なる領域の酸化物透明膜６においては、ソース電極７とドレイン電極
１０との間の領域の下部に対応する部分が、ＴＦＴ素子Ａの動作時にはチャネル領域１１
（活性領域）となる。
【０１３８】
　また、ＦＦＳ画像表示部においては、画素電極１２の上方に対向スリット電極１７が形
成されている。本実施の形態では、画素電極１２は酸化物透明膜で構成された平板状の導
電性電極であり、画素ごとに独立して形成されている。
【０１３９】
　さらに、共通電極部においては共通電極４および共通配線４Ｌが形成されており、共通
電極４および共通配線４Ｌは、ゲート電極２およびゲート端子３と同じ層（レイヤ）の膜
として形成されている。
【０１４０】
　そして、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４、ソース電極７、
ソース配線７Ｌ、ソース端子９、ドレイン電極１０、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１お
よび画素電極１２を覆うように、保護絶縁膜１３（第２絶縁膜）が透明絶縁性基板１の全
面に形成されている。なお、図２２では保護絶縁膜１３は図示を省略している。
【０１４１】
　保護絶縁膜１３には、ゲート端子部コンタクトホール１４、ソース端子部コンタクトホ
ール１５および共通電極部コンタクトホール１６が形成されている。
【０１４２】
　ゲート端子部コンタクトホール１４は、保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５を貫通し
てゲート端子３に達し、ソース端子部コンタクトホール１５は、保護絶縁膜１３を貫通し
てソース端子９に達し、また共通電極部コンタクトホール１６は保護絶縁膜１３およびゲ
ート絶縁膜５を貫通して共通電極４に達するように形成されている。
【０１４３】
　保護絶縁膜１３の上には、ゲート端子部コンタクトホール１４を介してゲート端子３に
電気的に接続されたゲート端子パッド１８、ソース端子部コンタクトホール１５を介して
ソース端子９に電気的に接続されたソース端子パッド１９、および画素電極１２に対向す
るように対向スリット電極１７が形成されている。
【０１４４】
　対向スリット電極１７には格子状もしくはスリット状の複数の開口部ＯＰが形成されて
いる。また対向スリット電極１７は、共通電極部コンタクトホール１６を介して下層の共
通電極４と電気的に接続されている。これにより、対向スリット電極１７に一定の電位信
号が供給され、画素電極１２と対向スリット電極１７との組み合わせによって、液晶を横
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電界駆動させることができるフリンジ電界駆動（Fringe Field Switching：ＦＦＳ）方式
のアクティブマトリックス基板を得ることができる。なお、対向スリット電極１７、ゲー
ト端子パッド１８、およびソース端子パッド１９は、光透過性（透明）の酸化物導電膜で
形成されている。
【０１４５】
　＜製造方法＞
　以下、図２４～図２７を用いて実施の形態３のＴＦＴ基板３００の製造方法について説
明する。なお、最終工程を示す平面図および断面図は、それぞれ図２２および図２３に相
当し、図２４～図２７においては、図２２および図２３に示した構成と同一の構成に対し
ては、同一の符号を付している。
【０１４６】
　まず、透明絶縁性基板１の表面を洗浄液または純水を用いて洗浄する。ここでは厚さ０
．６ｍｍのガラス基板を透明絶縁性基板１として用いた。洗浄された透明絶縁性基板１上
に、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌの材
料としての第１導電膜を形成する。本実施の形態では、第１導電膜として、金属のアルミ
ニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａ
ｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。ここでは、厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜
を成膜して第１導電膜を形成した。なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の形成方法は、実施の
形態１において説明した通りである。
【０１４７】
　その後、第１導電膜上に塗布形成したフォトレジストを１回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第１導電膜を
パターニングすることで、図２４に示すように、透明絶縁性基板１上にゲート電極２、ゲ
ート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌを形成する。
【０１４８】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第１導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除
去した。
【０１４９】
　次に、図２５に示す工程において、透明絶縁性基板１上の全面に、ゲート絶縁膜５の材
料としての第１絶縁膜を成膜する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍ
の酸化シリコン（ＳｉＯ）膜を成膜した。なお、ここでは第１絶縁膜をＳｉＯ膜の単層膜
としたが、その上にさらに絶縁膜を設けた積層膜としても良い。この場合、上層の絶縁膜
もＳｉＯ膜で良いが、例えば窒化シリコン（ＳｉＮ）のような他の材質の絶縁膜を設けて
も良い。
【０１５０】
　次に、ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化
物透明膜６として、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）に酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）および
酸化亜鉛（ＺｎＯ）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）
を５０ｎｍの厚さで成膜した。
【０１５１】
　このＩｎＧａＺｎＯ膜は、比抵抗値が０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜の材料特性
からすると、比抵抗値の最小値は約１×１０－６Ωｍ）の導電性膜となるように酸素欠損
状態で形成した。なお、酸素欠損状態とする方法は先に説明した通りである。
【０１５２】
　その後、透明膜上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程によりパター
ニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして酸化物透明膜６を
パターニングすることで、図２５に示すように、ゲート絶縁膜５上に選択的に酸化物透明
膜６を形成する。
【０１５３】
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　本実施の形態では、シュウ酸（Oxalic acid）系の薬液を用いて、酸化物透明膜６をエ
ッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去し
た。
【０１５４】
　次に、透明絶縁性基板１上に、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびド
レイン電極１０の材料としての第２導電膜を形成する。本実施の形態では、第２導電膜と
して、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを
添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の
形成方法は、実施の形態１において説明した通りである。
【０１５５】
　その後、第２導電膜上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第２導電膜を
パターニングすることで、図２６に示すように、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース
端子９およびドレイン電極１０を形成する。
【０１５６】
　本実施の形態では、ＴＭＡＨを含むアルカリ系のＴＭＡＨ薬液を用いて第２導電膜（Ａ
ｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレ
ジストパターンを剥離除去した。
【０１５７】
　Ａｌ系合金膜のエッチング薬液として一般的に用いられる公知のＰＡＮ系の薬液を用い
た場合は、下層の酸化物透明膜６も同時にエッチングされるために、第２導電膜だけをエ
ッチングすることは困難である。しかしながら、このようなアルカリ系の薬液を用いるこ
とによって、下層の酸化物透明膜６をエッチングすることなく、選択的に第２導電膜だけ
をエッチングすることができる。
【０１５８】
　なお、この工程では、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下層に対応する
酸化物透明膜６を酸化処理し、酸素欠損を減少させることによって電気抵抗を高抵抗とし
、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１として機能するように半導体化させる工程を含んでい
る。
【０１５９】
　具体的には比抵抗値が０．１Ωｍよりも大きく、かつ１×１０６Ωｍよりも小さい半導
体領域になるように高抵抗化する。さらに、酸化処理で高抵抗化することにより、エッチ
ング薬液に対する耐性も向上させることができる。このとき、酸化物透明膜６の画像表示
部領域の画素電極１２は、酸化処理をせずに導体領域として導電性を維持する。また、ソ
ース電極７およびドレイン電極１０の下部の酸化物透明膜６も酸化処理をせずに、導体領
域として導電性を維持する。
【０１６０】
　なお、図２６を用いて説明した工程は、実施の形態１において、図６～図１０用いて説
明したフォトレジストのハーフトーン露光の技術を、原則的にそのまま適用することがで
き、説明は省略する。
【０１６１】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、保護絶縁膜１３の材料としての第２絶縁膜を成膜
する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜
を成膜することにより第２絶縁膜を形成した。なお、保護絶縁膜１３を構成する第２絶縁
膜も、第１絶縁膜と同様に積層構造にしても良い。
【０１６２】
　その後、第２絶縁膜上に塗布形成したフォトレジストを４回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして、保護絶縁膜
１３およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達するゲート端子部コンタクトホー
ル１４および共通電極４に達する共通電極部コンタクトホール１６、保護絶縁膜１３を貫
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通してソース端子９に達するソース端子部コンタクトホール１５を形成することで、図２
７に示す断面構成を得る。
【０１６３】
　本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング
法を用いて保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５をエッチングし、その後、アミン系のレ
ジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去した。
【０１６４】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、対向スリット電極１７、ゲート端子パッド１８、
およびソース端子パッド１９の材料としての第３導電膜を形成する。本実施の形態では、
第３導電膜として、光透過性を有する酸化物導電膜である酸化インジウム亜鉛（ＩｎＺｎ
Ｏ）膜を１００ｎｍの厚さで形成した。なお、ＩｎＺｎＯ膜以外にも、酸化インジウム錫
（ＩＴＯ）膜や酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜等の光透過性の酸化物導電膜を用いることもできる
。
【０１６５】
　このような酸化物導電膜であるＩｎＺｎＯ膜は、酸化インジウムＩｎ２Ｏ３とＺｎＯを
９対１の割合で配合したＩｎＺｎＯターゲットを用いたＤＣスパッタリング法により成膜
できる。スパッタリングガスとしては、アルゴン（Ａｒ）ガス、クリプトン（Ｋｒ）ガス
などを用いることができる。このようなスパッタリング法を用いて成膜されたＩｎＺｎＯ
膜は、通常は、酸素の原子組成比が化学量論組成よりも少なくなっており、光透過性が悪
い（光透過率が低い）状態の酸化膜となる。そこで、スパッタリング時のＡｒガスやＫｒ
ガスに酸素（Ｏ）を含むガスを添加した混合ガスを用いることが好ましい。成膜直後のＩ
ｎＺｎＯ膜は、波長４００ｎｍから８００ｎｍの可視領域において、８０％以上の高い透
過率特性を示した。比抵抗値も２×１０－６Ωｍと低く、良好な導電性を示した。
【０１６６】
　その後、第３導電膜（酸化物導電膜）上に塗布形成したフォトレジストを５回目の写真
製版工程によりパターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクと
して酸化物導電膜をパターニングする。本実施の形態では、シュウ酸（Oxalic acid）系
の薬液を用いて、酸化物導電膜（ＩｎＺｎＯ膜）をエッチングした。
【０１６７】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去することによ
り、共通電極部コンタクトホール１６を介して共通電極４に電気的に接続されたスリット
状の開口部ＯＰを有する対向スリット電極１７、ゲート端子部コンタクトホール１４を介
してゲート端子３に電気的に接続されたゲート端子パッド１８、およびソース端子部コン
タクトホール１５を介してソース端子９に電気的に接続されたソース端子パッド１９が形
成され、図２３に示した断面構成が得られる。
【０１６８】
　以上説明したように、図２２および図２３に示した実施の形態３のＴＦＴ基板３００（
ＦＦＳ方式のアクティブマトリックス基板）は、５回の写真製版工程で生産性良く形成す
ることができる。
【０１６９】
　なお、液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板３００の表面に配向膜や
スペーサを形成する。配向膜は、液晶を配列させるための膜であり、ポリイミド等で構成
される。また、別途作製した、カラーフィルタ、対向電極および配向膜を備えた対向基板
を、ＴＦＴ基板と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板と対向基板との間
に隙間を形成し、その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表示パネルが形
成される。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバックライトユニッ
ト等を配設することによってＦＦＳ方式のＴＦＴ－ＬＣＤが完成する。
【０１７０】
　このようにして完成したＴＦＴ－ＬＣＤは、フリンジ電界駆動により液晶を横駆動させ
るＦＦＳ方式のために視野角が広く、また酸化物のチャネル領域１１を用いることで、Ｔ
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ＦＴの移動度が高くなり、動作速度が速くなるので、液晶表示パネルの大型化や高精細化
に対しても高い表示品質を実現することができる。さらには、ＴＦＴの小型化が可能とな
り、画像表示部の開口率を高めることができる。これにより、バックライトユニットの出
射光を低減させても高輝度の表示が可能となるので、表示パネルの消費電力の低減化にも
寄与できる。
【０１７１】
　さらにＴＦＴ部において、ソース電極７およびドレイン電極１０とチャネル領域１１と
は、チャネル領域１１と一体となった導電性の酸化物透明膜６を介して電気的に接続され
るので、接続界面におけるコンタクト特性が良好でＴＦＴの特性および信頼性を向上させ
ることができる。
【０１７２】
　＜実施の形態４＞
　＜ＴＦＴ基板の画素の構成＞
　まず、図２８および図２９を参照して、実施の形態４のＴＦＴ基板４００の構成につい
て説明する。図２８は、実施の形態４に係るＴＦＴ基板４００の画素の平面構成を示す図
であり、図２９は、図２８におけるＸ－Ｘ線での断面構成、Ｙ－Ｙ線での断面構成および
Ｚ－Ｚ線での断面構成を示す断面図である。なお、以下においてはＴＦＴ基板４００は、
透過型のＦＦＳ方式の液晶表示装置に用いるものとして説明する。
【０１７３】
　図２８のＸ－Ｘ線での断面構成は画素の形成領域（画素部）に対応し、ＴＦＴの形成領
域である「ＴＦＴ部」と、画素電極１２および対向スリット電極１７の形成領域である「
ＦＦＳ画像表示部」と、「共通電極部」の断面構成を含んでいる。
【０１７４】
　また、図２８のＹ－Ｙ線での断面構成は、ゲート配線２Ｌにゲート信号を供給するため
のゲート端子３の形成領域である「ゲート端子部」の断面構成を含み、Ｚ－Ｚ線での断面
構成は、ソース配線７Ｌに表示信号を印加するためのソース端子９の形成領域である「ソ
ース端子部」の断面構成を含んでいる。なお、ゲート端子３は、ゲート配線２Ｌの端部に
設けられ、ソース端子９は、ソース配線７Ｌの端部に設けられている。
【０１７５】
　このＴＦＴ基板４００は、実施の形態３のＴＦＴ基板３００とは異なり、ソース配線７
Ｌおよびソース端子９の下部にも酸化物透明膜６が設けられ、ソース配線７Ｌおよびソー
ス端子９は実質的に積層構造となっている。なお、ソース配線７Ｌおよびソース端子９の
下に酸化物透明膜６が設けられていることを除けば平面視的にはＴＦＴ基板３００と同じ
であるので、重複する説明は省略する。
【０１７６】
　図２９に示すように、ＴＦＴ基板４００は、例えば、ガラス等の透明絶縁性基板１上に
ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通電
極配線４Ｌが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜５（第１絶縁膜）が形成されて
いる。なお、図２８ではゲート絶縁膜５は図示を省略している。
【０１７７】
　ゲート絶縁膜５の上には、画素電極１２を構成する酸化物透明膜６が形成されると共に
ソース配線７Ｌおよびソース端子９の下部に対応する位置にも酸化物透明膜６が形成され
ている。そして、ＴＦＴ部の酸化物透明膜６上には、ソース電極７およびドレイン電極１
０が形成されている。平面視的に見て、ソース電極７およびドレイン電極１０の少なくと
も一部は、ゲート電極２のパターンと重なり合っている。そして、ゲート電極２と重なる
領域の酸化物透明膜６においては、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部
に対応する部分が、ＴＦＴ素子Ａの動作時にはチャネル領域１１（活性領域）となる。
【０１７８】
　また、ＦＦＳ画像表示部においては、画素電極１２の上方に対向スリット電極１７が形
成されている。本実施の形態では、画素電極１２は酸化物透明膜で構成された平板状の導
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電性電極であり、画素ごとに独立して形成されている。
【０１７９】
　さらに、ＦＦＳ画像表示部においては共通電極４および共通配線４Ｌが形成されており
、共通電極４および共通配線４Ｌは、ゲート電極２およびゲート端子３と同じ層（レイヤ
）の膜として形成されている。
【０１８０】
　そして、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４、ソース電極７、
ソース配線７Ｌ、ソース端子９、ドレイン電極１０、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１お
よび画素電極１２を覆うように、保護絶縁膜１３（第２絶縁膜）が透明絶縁性基板１の全
面に形成されている。なお、図２８では保護絶縁膜１３は図示を省略している。
【０１８１】
　保護絶縁膜１３には、ゲート端子部コンタクトホール１４、ソース端子部コンタクトホ
ール１５および共通電極部コンタクトホール１６が形成されている。
【０１８２】
　ゲート端子部コンタクトホール１４は、保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５を貫通し
てゲート端子３に達し、ソース端子部コンタクトホール１５は、保護絶縁膜１３を貫通し
てソース端子９に達し、また共通電極部コンタクトホール１６は保護絶縁膜１３およびゲ
ート絶縁膜５を貫通して共通電極４に達するように形成されている。
【０１８３】
　保護絶縁膜１３の上には、ゲート端子部コンタクトホール１４を介してゲート端子３に
電気的に接続されたゲート端子パッド１８、ソース端子部コンタクトホール１５を介して
ソース端子９に電気的に接続されたソース端子パッド１９、および画素電極１２に対向す
るように対向スリット電極１７が形成されている。
【０１８４】
　対向スリット電極１７には格子状もしくはスリット状の複数の開口部ＯＰが形成されて
いる。また対向スリット電極１７は、共通電極部コンタクトホール１６を介して下層の共
通電極４と電気的に接続されている。これにより、対向スリット電極１７に一定の電位信
号が供給され、画素電極１２と対向スリット電極１７との組み合わせによって、液晶を横
電界駆動させることができるＦＦＳ方式のアクティブマトリックス基板を得ることができ
る。なお、対向スリット電極１７、ゲート端子パッド１８、およびソース端子パッド１９
は、光透過性（透明）の酸化物導電膜で形成されている。
【０１８５】
　＜製造方法＞
　以下、図３０～図３２を用いて実施の形態４のＴＦＴ基板４００の製造方法について説
明する。なお、最終工程を示す平面図および断面図は、それぞれ図２８および図２９に相
当し、図３０～図３２においては、図２８および図２９に示した構成と同一の構成に対し
ては、同一の符号を付している。
【０１８６】
　まず、透明絶縁性基板１の表面を洗浄液または純水を用いて洗浄する。ここでは厚さ０
．６ｍｍのガラス基板を透明絶縁性基板１として用いた。洗浄された透明絶縁性基板１上
に、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌの材
料としての第１導電膜を形成する。本実施の形態では、第１導電膜として、金属のアルミ
ニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａ
ｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。ここでは、厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜
を成膜して第１導電膜を形成した。なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の形成方法は、実施の
形態１において説明した通りである。
【０１８７】
　その後、第１導電膜上に塗布形成したフォトレジストを１回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第１導電膜を
パターニングすることで、図３０に示すように、透明絶縁性基板１上にゲート電極２、ゲ
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ート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌを形成する。
【０１８８】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第１導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除
去した。
【０１８９】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、ゲート絶縁膜５の材料としての第１絶縁膜を成膜
する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜
を成膜した。なお、ここでは第１絶縁膜をＳｉＯ膜の単層膜としたが、その上にさらに絶
縁膜を設けた積層膜としても良い。この場合、上層の絶縁膜もＳｉＯ膜で良いが、例えば
窒化シリコン（ＳｉＮ）のような他の材質の絶縁膜を設けても良い。
【０１９０】
　次に、ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化
物透明膜６として、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）に酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）および
酸化亜鉛（ＺｎＯ）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）
を５０ｎｍの厚さで成膜した。
【０１９１】
　このＩｎＧａＺｎＯ膜は、比抵抗値が０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜の材料特性
からすると、比抵抗値の最小値は約１×１０－６Ωｍ）の導電性膜となるように酸素欠損
状態で形成した。なお、酸素欠損状態とする方法は先に説明した通りである。
【０１９２】
　次に、酸化物透明膜６が形成された状態の透明絶縁性基板１上に、ソース電極７、ソー
ス配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０の材料としての第２導電膜を形成する
。本実施の形態では、第２導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より具
体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた
。
【０１９３】
　その後、第２導電膜上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第２導電膜お
よび酸化物透明膜６をパターニングすることで、図３１に示すように、ソース電極７、ソ
ース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０を形成した。なお、本実施の形態で
は、ソース配線７Ｌおよびソース端子９の下部にも酸化物透明膜６が残るように酸化物透
明膜６をパターニングすることで、ソース配線７Ｌおよびソース端子９を実質的に積層構
造とすることができる。
【０１９４】
　なお、この工程では、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下層に対応する
酸化物透明膜６を酸化処理し、酸素欠損を減少させることによって電気抵抗を高抵抗とし
、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１として機能するように半導体化させる工程を含んでい
る。
【０１９５】
　具体的には比抵抗値が０．１Ωｍよりも大きく、かつ１×１０６Ωｍよりも小さい半導
体領域になるように高抵抗化する。さらに、酸化処理で高抵抗化することにより、エッチ
ング薬液に対する耐性も向上させることができる。このとき、酸化物透明膜６のＦＦＳ画
像表示部領域の画素電極１２は、酸化処理をせずに導体領域として導電性を維持する。ま
た、ソース電極７およびドレイン電極１０の下部の酸化物透明膜６も酸化処理をせずに、
導体領域として導電性を維持する。
【０１９６】
　以上の工程では、実施の形態２において、図１５～図２１用いて説明したフォトレジス
トのハーフトーン露光の技術を、原則的にそのまま適用することができ、説明は省略する
。
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【０１９７】
　図３１までの工程を終えた透明絶縁性基板１上の全面に、保護絶縁膜１３の材料として
の第２絶縁膜を成膜する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シ
リコン（ＳｉＯ）膜を成膜することにより第２絶縁膜を形成した。なお、保護絶縁膜１３
を構成する第２絶縁膜も、第１絶縁膜と同様に積層構造にしても良い。
【０１９８】
　その後、第２絶縁膜上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして、保護絶縁膜
１３およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達するゲート端子部コンタクトホー
ル１４および共通電極４に達する共通電極部コンタクトホール１６、保護絶縁膜１３を貫
通してソース端子９に達するソース端子部コンタクトホール１５を形成することで、図３
２に示す断面構成を得る。
【０１９９】
　本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング
法を用いて保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５をエッチングし、その後、アミン系のレ
ジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去した。
【０２００】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、対向スリット電極１７、ゲート端子パッド１８、
およびソース端子パッド１９の材料としての第３導電膜を形成する。本実施の形態では、
第３導電膜として、光透過性を有する酸化物導電膜である酸化インジウム亜鉛（ＩｎＺｎ
Ｏ）膜を１００ｎｍの厚さで形成した。なお、ＩｎＺｎＯ膜以外にも、酸化インジウム錫
（ＩＴＯ）膜や酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜等の光透過性の酸化物導電膜を用いることもできる
。
【０２０１】
　なおＩｎＺｎＯ膜の形成方法については実施の形態３において説明した通りであり、そ
の特性も同じである。
【０２０２】
　その後、第３導電膜（酸化物導電膜）上に塗布形成したフォトレジストを４回目の写真
製版工程によりパターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクと
して酸化物導電膜をパターニングする。本実施の形態では、シュウ酸（Oxalic acid）系
の薬液を用いて、酸化物導電膜（ＩｎＺｎＯ膜）をエッチングした。
【０２０３】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去することによ
り、共通電極部コンタクトホール１６を介して共通電極４に電気的に接続されたスリット
状の開口部ＯＰを有する対向スリット電極１７、ゲート端子部コンタクトホール１４を介
してゲート端子３に電気的に接続されたゲート端子パッド１８、およびソース端子部コン
タクトホール１５を介してソース端子９に電気的に接続されたソース端子パッド１９が形
成され、図２９に示した断面構成が得られる。
【０２０４】
　以上説明したように、図２８および図２９に示した実施の形態４のＴＦＴ基板４００（
ＦＦＳ方式のアクティブマトリックス基板）は、４回の写真製版工程で生産性良く形成す
ることができる。
【０２０５】
　なお、液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板４００の表面に配向膜や
スペーサを形成する。また、別途作製した、カラーフィルタ、対向電極および配向膜を備
えた対向基板を、ＴＦＴ基板と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板と対
向基板との間に隙間を形成し、その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表
示パネルが形成される。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバック
ライトユニット等を配設することによってＦＦＳ方式のＴＦＴ－ＬＣＤが完成する。
【０２０６】
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　このようにして完成したＴＦＴ－ＬＣＤは、フリンジ電界駆動により液晶を横駆動させ
るＦＦＳ方式のために視野角が広く、また酸化物のチャネル領域１１を用いることで、Ｔ
ＦＴの移動度が高くなり、動作速度が速くなるので、液晶表示パネルの大型化や高精細化
に対しても高い表示品質を実現することができる。さらには、ＴＦＴの小型化が可能とな
り、画像表示部の開口率を高めることができる。これにより、バックライトユニットの出
射光を低減させても高輝度の表示が可能となるので、表示パネルの消費電力の低減化にも
寄与できる。
【０２０７】
　さらにＴＦＴ部において、ソース電極７およびドレイン電極１０とチャネル領域１１と
は、チャネル領域１１と一体となった導電性の酸化物透明膜６を介して電気的に接続され
るので、接続界面におけるコンタクト特性が良好でＴＦＴの特性および信頼性を向上させ
ることができる。
【０２０８】
　また、ソース配線７Ｌの下部にも酸化物透明膜６が設けられ、ソース配線７Ｌが実質的
に積層構造となっているので、いわゆる冗長配線となってソース配線７Ｌの断線を大幅に
低減できる。
【０２０９】
　＜実施の形態５＞
　＜ＴＦＴ基板の画素の構成＞
　まず、図１および図３３を参照して、実施の形態５のＴＦＴ基板５００の構成について
説明する。実施の形態５に係るＴＦＴ基板５００の画素の平面構成は、実施の形態１に係
るＴＦＴ基板１００と実質的に同じであるので、図１をＴＦＴ基板５００の平面構成を示
す図として共用し、重複する説明は省略する。図３３は、図１におけるＸ－Ｘ線での断面
構成、Ｙ－Ｙ線での断面構成およびＺ－Ｚ線での断面構成を示す断面図である。なお、以
下においてはＴＦＴ基板５００は、透過型のＴＮ方式の液晶表示装置に用いるものとして
説明する。
【０２１０】
　図３３に示すように、実施の形態５に係るＴＦＴ基板５００は、実施の形態１に係るＴ
ＦＴ基板１００において、酸化物透明膜６の上にｎ型の不純物をＳｉに添加したｎ型Ｓｉ
膜８を設け、ｎ型Ｓｉ膜８の上にＴＦＴ素子Ａのソース電極７およびドレイン電極１０を
形成することで、ソース電極７およびドレイン電極１０を、ｎ型Ｓｉ膜８を介して酸化物
透明膜６と電気的に接続させた構成を採っている。
【０２１１】
　図３３に示すように、ＴＦＴ基板５００は、例えば、ガラス等の透明絶縁性基板１上に
ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通電
極配線４Ｌが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜５（第１絶縁膜）が形成されて
いる。なお、図１ではゲート絶縁膜５は図示を省略している。
【０２１２】
　ゲート絶縁膜５の上には、画素電極１２を構成する酸化物透明膜６が形成されると共に
ソース端子９が形成されている。そして、ＴＦＴ部の酸化物透明膜６上には、ソース電極
７およびドレイン電極１０の下部となる領域にｎ型の不純物を含んだｎ型Ｓｉ膜８が形成
され、その上にソース電極７およびドレイン電極１０が形成されている。平面視的に見て
、ソース電極７およびドレイン電極１０の少なくとも一部は、ゲート電極２のパターンと
重なり合っている。そして、ゲート電極２と重なる領域の酸化物透明膜６においては、ソ
ース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部に対応する部分が、ＴＦＴ素子Ａの動
作時にはチャネル領域１１（活性領域）となる。
【０２１３】
　画素電極１２は、その外縁が共通電極４の外周よりも少し小さくなる大きさに形成され
、ＴＦＴ素子Ａ側となる外縁の一部がＴＦＴ素子Ａを覆うように延在しており、当該延在
部分の上にｎ型Ｓｉ膜８を介してソース電極７およびドレイン電極１０が設けられている
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。
【０２１４】
　そして、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４、ｎ型Ｓｉ膜８、
ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９、ドレイン電極１０、ＴＦＴ素子Ａのチャ
ネル領域１１および画素電極１２を覆うように、保護絶縁膜１３（第２絶縁膜）が透明絶
縁性基板１の全面に形成されている。なお、図１では保護絶縁膜１３は図示を省略してい
る。
【０２１５】
　保護絶縁膜１３には、ゲート端子部コンタクトホール１４およびソース端子部コンタク
トホール１５が形成されている。ゲート端子部コンタクトホール１４は、保護絶縁膜１３
およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達し、またソース端子部コンタクトホー
ル１５は、保護絶縁膜１３を貫通してソース端子９に達するように形成されている。
【０２１６】
　＜製造方法＞
　以下、図３４～図４１を用いて実施の形態５のＴＦＴ基板５００の製造方法について説
明する。なお、最終工程を示す平面図および断面図は、それぞれ図１および図３３に相当
し、図３４～図４１においては、図１および図３３に示した構成と同一の構成に対しては
、同一の符号を付している。
【０２１７】
　　＜全体の説明＞
　図３４～図３６を用いて製造方法の全体を説明する。まず、透明絶縁性基板１の表面を
洗浄液または純水を用いて洗浄する。ここでは厚さ０．６ｍｍのガラス基板を透明絶縁性
基板１として用いた。洗浄された透明絶縁性基板１上に、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ
、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌの材料としての第１導電膜を形成する。
本実施の形態では、第１導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体
的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。
なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の形成方法は、実施の形態１において説明した通りである
。
【０２１８】
　その後、第１導電膜上に塗布形成したフォトレジストを１回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第１導電膜を
パターニングすることで、図３４に示すように、透明絶縁性基板１上にゲート電極２、ゲ
ート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌを形成する。
【０２１９】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第１導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除
去した。
【０２２０】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、ゲート絶縁膜５の材料としての第１絶縁膜を成膜
する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜
を成膜した。なお、ここでは第１絶縁膜をＳｉＯ膜の単層膜としたが、その上にさらに絶
縁膜を設けた積層膜としても良い。この場合、上層の絶縁膜もＳｉＯ膜で良いが、例えば
窒化シリコン（ＳｉＮ）のような他の材質の絶縁膜を設けても良い。
【０２２１】
　次に、ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化
物透明膜６として、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）に酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）および
酸化亜鉛（ＺｎＯ）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）
を５０ｎｍの厚さで成膜した。
【０２２２】
　このＩｎＧａＺｎＯ膜は、比抵抗値が０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜の材料特性
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からすると、比抵抗値の最小値は約１×１０－６Ωｍ）の導電性膜となるように酸素欠損
状態で形成した。なお、酸素欠損状態とする方法は先に説明した通りである。
【０２２３】
　次に、酸化物透明膜６の上に、ｎ型不純物を添加したｎ型Ｓｉ膜８を成膜する。本実施
の形態では、シラン（ＳｉＨ４）ガスとホスフィン（ＰＨ３）ガスを用いたＣＶＤ法によ
り、ｎ型不純物としてリン（Ｐ）が添加されたｎ型Ｓｉ膜８を厚さ３０ｎｍで成膜した。
なお、ｎ型Ｓｉ膜８の不純物濃度は１×１０１３／ｃｍ３～１×１０２０／ｃｍ３に設定
され、ｎ型Ｓｉ膜８はｎ＋のＳｉ膜と言うことができる。
【０２２４】
　また、厚さは３０ｎｍに限らず、例えば均一な膜構造を安定的に得るために５ｎｍ以上
であれば良い。また下層の酸化物透明膜６の膜厚を超えないようにするのが好ましく、本
実施の形態５であれば５０ｎｍ未満とする。このような膜厚構成であれば、ＴＦＴ素子Ａ
のチャネル領域１１と、ソース電極７およびドレイン電極１０との界面のコンタクト抵抗
を低減することができ、安定したＴＦＴ特性を実現することができる。
【０２２５】
　また、酸化物透明膜６の上に、ｎ型Ｓｉ膜８をＣＶＤ法で成膜するので、成膜時に、Ｃ
ＶＤガスに含まれる水素（Ｈ）によって下層の酸化物透明膜６が還元されて酸素イオン欠
損が促進され、酸化物透明膜６をさらに比抵抗値の低い安定した導電性の膜にすることが
できる。また、ｎ型Ｓｉ膜８は、薬液（酸、アルカリ）に対する耐腐食性に優れるため、
下層の酸化物透明膜６の保護膜としても機能する効果がある。
【０２２６】
　その後、ｎ型Ｓｉ膜８上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程により
パターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとしてｎ型Ｓｉ膜
８および酸化物透明膜６をパターニングする。本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６

）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング法を用いてｎ型Ｓｉ膜８をエッチングし、続
けてシュウ酸（Oxalic acid）系の薬液を用いて、酸化物透明膜６をエッチングした。そ
の後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去することで、図３
５に示すように、ＴＦＴ部、画像表示部および共通電極部のゲート絶縁膜５上に積層され
た酸化物透明膜６およびｎ型Ｓｉ膜８を形成した。
【０２２７】
　次に、酸化物透明膜６およびｎ型Ｓｉ膜８が形成された状態の透明絶縁性基板１上に、
ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０の材料としての第
２導電膜を形成する。本実施の形態では、第２導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ
）系合金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ
％Ｎｉ膜）を用いた。なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の形成方法は、実施の形態１におい
て説明した通りである。
【０２２８】
　その後、第２導電膜上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第２導電膜を
パターニングすることで、図３６に示すように、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース
端子９およびドレイン電極１０を形成した。
【０２２９】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第２導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除
去した。
【０２３０】
　このとき、酸化物透明膜６上を薬液に対する耐腐食性に優れるｎ型Ｓｉ膜８が覆ってい
るので酸化物透明膜６に対する保護膜として機能し、酸化物透明膜６がエッチングされる
ことなく第２導電膜だけを選択的にエッチングすることができる。
【０２３１】
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　さらにこの工程においては、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部のｎ
型Ｓｉ膜８をエッチングにより除去した後に、その下層の酸化物透明膜６を酸化処理し、
酸素欠損を減少させることによって電気抵抗を高抵抗とし、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域
１１として機能するように半導体化させる工程を含んでいる。
【０２３２】
　具体的には比抵抗値が０．１Ωｍよりも大きく、かつ１×１０６Ωｍよりも小さい半導
体領域になるように高抵抗化する。さらに、酸化処理で高抵抗化することにより、エッチ
ング薬液に対する耐性も向上させることができる。このとき、酸化物透明膜６の画像表示
部領域の画素電極１２は、酸化処理をせずに導体領域として導電性を維持する。また、ソ
ース電極７およびドレイン電極１０の下部の酸化物透明膜６も酸化処理をせずに、導体領
域として導電性を維持する。
【０２３３】
　以上の工程では、フォトレジストのハーフトーン露光の技術を応用することができ、こ
れらの工程については、後に図３７～図４１を用いて説明する。
【０２３４】
　図３６までの工程を終えた透明絶縁性基板１上の全面に、保護絶縁膜１３の材料として
の第２絶縁膜を成膜する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シ
リコン（ＳｉＯ）膜を成膜することにより第２絶縁膜を形成した。なお、保護絶縁膜１３
を構成する第２絶縁膜も、第１絶縁膜と同様に積層構造にしても良い。
【０２３５】
　その後、第２絶縁膜上に塗布形成したフォトレジストを４回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして、保護絶縁膜
１３およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達するゲート端子部コンタクトホー
ル１４および保護絶縁膜１３を貫通してソース端子９に達するソース端子部コンタクトホ
ール１５を形成することで、図３３に示した断面構造を得る。
【０２３６】
　本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング
法を用いて保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５をエッチングし、その後、アミン系のレ
ジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去した。
【０２３７】
　　＜ハーフトーン露光を用いた工程の説明＞
　次に、図３７～図４１を用いてハーフトーン露光の技術を用いた工程について説明する
。図３５までの工程終えた透明絶縁性基板１上全面に、図３７に示すように、第２導電膜
ＳＬ２として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％
のＮｉを添加した厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜を成膜した。形成方法は先に
説明したので省略する。
【０２３８】
　その後、第２導電膜ＳＬ２上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程に
よりパターニングしてレジストパターンを形成する。
【０２３９】
　より具体的には、まず、第２導電膜ＳＬ２上に、ノボラック系のポジ型の感光性樹脂で
構成されるフォトレジストを塗布形成する。その後、フォトレジストの露光を行った後に
ＴＭＡＨを含む有機アルカリ系の現像液を用いて現像を行うことで、図３８に示されるよ
うなレジストパターンＰＲ１、ＰＲ２およびＰＲ３を形成する。
【０２４０】
　図３８に示すレジストパターンＰＲ１、ＰＲ２およびＰＲ３は、それぞれが分離して独
立したパターンとなっている。レジストパターンＰＲ２は、下地層の段差に起因して膜厚
の異なる第１部分ＰＲ２Ａおよび第２部分ＰＲ２Ｂと、第１部分ＰＲ２Ａおよび第２部分
ＰＲ２Ｂよりも全体的に膜厚が薄く、下地層の段差に起因して膜厚の異なる第３部分ＰＲ
２Ｃおよび第４部分ＰＲ２Ｄとを有して、複数の異なる膜厚を備えたパターンとなってい
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る。
【０２４１】
　このような複数の異なる膜厚を有するレジストパターンは、複数の透過率を有する「ハ
ーフトーンマスク」を用いることで露光時の光の強度を場所によって異なったものとする
「ハーフトーン露光」の技術を用いて形成することができる。
【０２４２】
　すなわち、第３部分ＰＲ２Ｃと第４部分ＰＲ２Ｄは、露光時に、強度を弱めた光で露光
することにより中間露光領域となった領域であり、現像時にフォトレジストの上層部のみ
が除去されて膜厚が薄くなった領域である。一方、第１部分ＰＲ２Ａと第２部分ＰＲ２Ｂ
、レジストパターンＰＲ１およびＰＲ３は、露光時に光が遮蔽されて非露光領域となった
領域であり、現像時にも厚みが減じなかった領域である。
【０２４３】
　次に、レジストパターンＰＲ１～ＰＲ３をエッチングマスクとして、エッチングにより
、第２導電膜ＳＬ２およびｎ型Ｓｉ膜８をパターニングする。本実施の形態では、ＰＡＮ
系の薬液を用いて、第２導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）ＳＬ２をエッチングした後に
、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング法で、チャネル領域
１１の上部に対応するｎ型Ｓｉ膜８をエッチングした。このドライエッチングでは下層の
酸化物透明膜６はエッチングされることはない。
【０２４４】
　これにより、図３９に示されるように、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９
およびドレイン電極１０のパターンがパターニングされる。なお、ソース電極７、ソース
配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０のそれぞれの端縁部は、レジストパター
ンＰＲ１～ＰＲ３の端縁部よりも内側に位置するようにエッチングされている。
【０２４５】
　次に、透明絶縁性基板１全体に、Ｏ２ガスプラズマを用いてレジストパターンＰＲ１～
ＰＲ３のアッシングを行い、膜厚の薄い第３部分ＰＲ２Ｃおよび第４部分ＰＲ２Ｄを完全
に除去すると共に、レジストパターンＰＲ１およびＰＲ３と、第１部分ＰＲ２Ａおよび第
２部分ＰＲ２Ｂを薄膜化する。
【０２４６】
　このとき、ソース電極７およびドレイン電極１０の間の領域の下層に対応する酸化物透
明膜６では、Ｏ２ガスプラズマのアッシングによる酸化反応が進んで高抵抗化し、図４０
に示すようにＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１が形成されると共に、酸化処理により高抵
抗化させることにより、エッチング薬液に対する耐性も向上させることができる。このと
き、Ｏ２ガスプラズマのアッシングの後に、さらに一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）ガスを用いた
プラズマ処理を行っても良い。Ｎ２Ｏガスプラズマによって、ソース電極７およびドレイ
ン電極１０の間の領域の下層に対応する酸化物透明膜６をさらに効率よく高抵抗化するこ
とができる。
【０２４７】
　その後、アッシングによって薄膜化されて残存するレジストパターンＰＲ１およびＰＲ
３と、第１部分ＰＲ２Ａおよび第２部分ＰＲ２Ｂをエッチングマスクとして、エッチング
により、第２導電膜ＳＬ２およびｎ型Ｓｉ膜８を再度パターニングする。
【０２４８】
　このとき、チャネル領域１１の酸化物透明膜６は、酸化処理により高抵抗化していると
共にエッチング薬液に対する耐性も向上しているので、ＰＡＮ系の薬液を用いて第２導電
膜ＳＬ２を選択的にエッチングすることができ、また、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ

２ガスを用いたドライエッチング法で、ｎ型Ｓｉ膜８を選択的にエッチングすることがで
きる。
【０２４９】
　これにより、図４１に示されるように、レジストパターンで覆われない部分の第２導電
膜ＳＬ２およびｎ型Ｓｉ膜８が除去されると共に、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソー
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ス端子９およびドレイン電極１０のそれぞれの端縁部が、レジストパターンＰＲ１～ＰＲ
３の端縁部よりもさらに内側に位置することとなる。
【０２５０】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンＰＲ１～ＰＲ３を剥離除
去することで図３６に示した断面構成が得られる。
【０２５１】
　なお、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１と画素電極１２は、酸化物透明膜６を材料とし
て同じ層に形成されるが、画素電極１２は、図４０を用いて説明したアッシング時には上
部が第２導電膜ＳＬ２で覆われているため酸化処理は行われず、初期の導電性を維持して
透明の画素電極１２として機能する。
【０２５２】
　以上説明したように、図１および図３３に示した実施の形態５のＴＦＴ基板５００（Ｔ
Ｎ方式のアクティブマトリックス基板）は、４回の写真製版工程で生産性良く形成するこ
とができる。
【０２５３】
　特に、酸化物透明膜６の上に、ｎ型Ｓｉ膜８を設けたことで、酸化物透明膜６の画素電
極１２の比抵抗値を低減して良好な導電性を得ることができる。さらに、ソース電極７、
ドレイン電極１０等のパターニング時に、エッチング薬液に対する酸化物透明膜６の保護
膜として機能するため、薬液腐食に対するプロセスマージンを確保することができる。こ
のため、ソース電極７およびドレイン電極１０等に用いる第２導電膜ＳＬ２の材料やエッ
チング薬液の制限が少なく、幅広い材料、薬液の適用が可能になる。
【０２５４】
　なお、液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板５００の表面に配向膜や
スペーサを形成する。また、別途作製した、カラーフィルタ、対向電極および配向膜を備
えた対向基板を、ＴＦＴ基板と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板と対
向基板との間に隙間を形成し、その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表
示パネルが形成される。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバック
ライトユニット等を配設することによってＴＮ方式のＴＦＴ－ＬＣＤが完成する。
【０２５５】
　このようにして完成したＴＦＴ－ＬＣＤは、酸化物のチャネル領域１１を用いることで
、ＴＦＴの移動度が高くなり、動作速度が速くなるので、液晶表示パネルの大型化や高精
細化に対しても高い表示品質を実現することができる。さらには、ＴＦＴの小型化が可能
となり、画像表示部の開口率を高めることができる。これにより、バックライトユニット
の出射光を低減させても高輝度の表示が可能となるので、表示パネルの消費電力の低減化
にも寄与できる。
【０２５６】
　また、ＴＦＴ部において、ソース電極７およびドレイン電極１０とチャネル領域１１と
は、チャネル領域１１と一体となった導電性の酸化物透明膜６の上のｎ型Ｓｉ膜８を通し
て電気的に接続されるので、接続界面におけるコンタクト特性が良好となり、ＴＦＴの特
性および信頼性を向上させることができる。
【０２５７】
　＜実施の形態６＞
　＜ＴＦＴ基板の画素の構成＞
　まず、図１１および図４２を参照して、実施の形態６のＴＦＴ基板６００の構成につい
て説明する。実施の形態６に係るＴＦＴ基板６００の画素の平面構成は、実施の形態２に
係るＴＦＴ基板２００と実質的に同じであるので、図１１をＴＦＴ基板６００の平面構成
を示す図として共用し、重複する説明は省略する。図４２は、図１１におけるＸ－Ｘ線で
の断面構成、Ｙ－Ｙ線での断面構成およびＺ－Ｚ線での断面構成を示す断面図である。な
お、以下においてはＴＦＴ基板６００は、透過型のＴＮ方式の液晶表示装置に用いるもの
として説明する。
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【０２５８】
　図４２に示すように、実施の形態６に係るＴＦＴ基板６００は、実施の形態２に係るＴ
ＦＴ基板２００において、酸化物透明膜６の上にｎ型の不純物をＳｉに添加したｎ型Ｓｉ
膜８を設け、ｎ型Ｓｉ膜８の上にＴＦＴ素子Ａのソース電極７およびドレイン電極１０を
形成することで、ソース電極７およびドレイン電極１０を、ｎ型Ｓｉ膜８を介して酸化物
透明膜６と電気的に接続させた構成を採っている。
【０２５９】
　図４２に示すように、ＴＦＴ基板６００は、例えば、ガラス等の透明絶縁性基板１上に
ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通電
極配線４Ｌが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜５（第１絶縁膜）が形成されて
いる。なお、図１１ではゲート絶縁膜５は図示を省略している。
【０２６０】
　ゲート絶縁膜５の上には、画素電極１２を構成する酸化物透明膜６が形成されると共に
ソース配線７Ｌおよびソース端子９の下部に対応する位置にも酸化物透明膜６が形成され
、当該酸化物透明膜６上にはｎ型Ｓｉ膜８が形成されている。このため、ソース配線７Ｌ
およびソース端子９は実質的に積層構造となっている。
【０２６１】
　そして、ＴＦＴ部の酸化物透明膜６上には、ソース電極７およびドレイン電極１０が形
成されている。平面視的に見て、ソース電極７およびドレイン電極１０の少なくとも一部
は、ゲート電極２のパターンと重なり合っている。そして、ゲート電極２と重なる領域の
酸化物透明膜６においては、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部に対応
する部分が、ＴＦＴ素子Ａの動作時にはチャネル領域１１（活性領域）となる。
【０２６２】
　画素電極１２は、その外縁が共通電極４の外周よりも少し小さくなる大きさに形成され
、ＴＦＴ素子Ａ側となる外縁の一部がＴＦＴ素子Ａを覆うように延在しており、当該延在
部分の上にｎ型Ｓｉ膜８を介してソース電極７およびドレイン電極１０が設けられている
。
【０２６３】
　そして、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４、ｎ型Ｓｉ膜８、
ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９、ドレイン電極１０、ＴＦＴ素子Ａのチャ
ネル領域１１および画素電極１２を覆うように、保護絶縁膜１３（第２絶縁膜）が透明絶
縁性基板１の全面に形成されている。なお、図１１では保護絶縁膜１３は図示を省略して
いる。
【０２６４】
　保護絶縁膜１３には、ゲート端子部コンタクトホール１４およびソース端子部コンタク
トホール１５が形成されている。ゲート端子部コンタクトホール１４は、保護絶縁膜１３
およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達し、またソース端子部コンタクトホー
ル１５は、保護絶縁膜１３を貫通してソース端子９に達するように形成されている。
【０２６５】
　＜製造方法＞
　以下、図４３～図５１を用いて実施の形態６のＴＦＴ基板６００の製造方法について説
明する。なお、最終工程を示す平面図および断面図は、それぞれ図１１および図４２に相
当し、図４３～図５１においては、図１１および図４２に示した構成と同一の構成に対し
ては、同一の符号を付している。
【０２６６】
　　＜全体の説明＞
　図４３および図４４を用いて製造方法の全体を説明する。まず、透明絶縁性基板１の表
面を洗浄液または純水を用いて洗浄する。ここでは厚さ０．６ｍｍのガラス基板を透明絶
縁性基板１として用いた。洗浄された透明絶縁性基板１上に、ゲート電極２、ゲート配線
２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌの材料としての第１導電膜を形成す
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る。本実施の形態では、第１導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より
具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用い
た。なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の形成方法は、実施の形態１において説明した通りで
ある。
【０２６７】
　その後、第１導電膜上に塗布形成したフォトレジストを１回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第１導電膜を
パターニングすることで、図４３に示すように、透明絶縁性基板１上にゲート電極２、ゲ
ート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌを形成する。
【０２６８】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第１導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除
去した。
【０２６９】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、ゲート絶縁膜５の材料としての第１絶縁膜を成膜
する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜
を成膜した。なお、ここでは第１絶縁膜をＳｉＯ膜の単層膜としたが、その上にさらに絶
縁膜を設けた積層膜としても良い。この場合、上層の絶縁膜もＳｉＯ膜で良いが、例えば
窒化シリコン（ＳｉＮ）のような他の材質の絶縁膜を設けても良い。
【０２７０】
　次に、ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化
物透明膜６として、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）に酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）および
酸化亜鉛（ＺｎＯ）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）
を５０ｎｍの厚さで成膜した。
【０２７１】
　このＩｎＧａＺｎＯ膜は、比抵抗値が０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜の材料特性
からすると、比抵抗値の最小値は約１×１０－６Ωｍ）の導電性膜となるように酸素欠損
状態で形成した。なお、酸素欠損状態とする方法は先に説明した通りである。
【０２７２】
　次に、酸化物透明膜６の上に、ｎ型不純物を添加したｎ型Ｓｉ膜８を成膜する。本実施
の形態では、シラン（ＳｉＨ４）ガスとホスフィン（ＰＨ３）ガスを用いたＣＶＤ法によ
り、ｎ型不純物としてリン（Ｐ）が添加されたｎ型Ｓｉ膜８を厚さ３０ｎｍで成膜した。
なお、ｎ型Ｓｉ膜８の厚さについては実施の形態５において説明した通りであり、このよ
うな膜厚構成であれば、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１と、ソース電極７およびドレイ
ン電極１０との界面のコンタクト抵抗を低減することができ、安定したＴＦＴ特性を実現
することができる。
【０２７３】
　また、酸化物透明膜６の上に、ｎ型Ｓｉ膜８をＣＶＤ法で成膜するので、成膜時に、Ｃ
ＶＤガスに含まれる水素（Ｈ）によって下層の酸化物透明膜６が還元されて酸素イオン欠
損が促進され、酸化物透明膜６をさらに比抵抗値の低い安定した導電性の膜にすることが
できる。また、ｎ型Ｓｉ膜８は、薬液（酸、アルカリ）に対する耐腐食性に優れるため、
下層の酸化物透明膜６の保護膜としても機能する効果がある。
【０２７４】
　次に、ｎ型Ｓｉ膜８が形成された状態の透明絶縁性基板１上に、ソース電極７、ソース
配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０の材料としての第２導電膜を形成する。
本実施の形態では、第２導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体
的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。
【０２７５】
　その後、第２導電膜上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第２導電膜、
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ｎ型Ｓｉ膜８および酸化物透明膜６をパターニングすることで、図４４に示すように、ソ
ース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０を形成した。なお、
本実施の形態では、ソース配線７Ｌおよびソース端子９の下部にもｎ型Ｓｉ膜８と酸化物
透明膜６の積層膜が残るようにｎ型Ｓｉ膜８および酸化物透明膜６をパターニングするこ
とで、ソース配線７Ｌおよびソース端子９を実質的に積層構造とすることができる。
【０２７６】
　さらにこの工程においては、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部のｎ
型Ｓｉ膜８をエッチングにより除去した後に、その下層の酸化物透明膜６を酸化処理し、
酸素欠損を減少させることによって電気抵抗を高抵抗とし、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域
１１として機能するように半導体化させる工程を含んでいる。
【０２７７】
　具体的には比抵抗値が０．１Ωｍよりも大きく、かつ１×１０６Ωｍよりも小さい半導
体領域になるように高抵抗化する。さらに、酸化処理で高抵抗化することにより、エッチ
ング薬液に対する耐性も向上させることができる。このとき、酸化物透明膜６の画像表示
部領域の画素電極１２は、酸化処理をせずに導体領域として導電性を維持する。また、ソ
ース電極７およびドレイン電極１０の下部の酸化物透明膜６も酸化処理をせずに、導体領
域として導電性を維持する。
【０２７８】
　以上の工程では、フォトレジストのハーフトーン露光の技術を応用することができ、こ
れらの工程については、後に図４５～図５１を用いて説明する。
【０２７９】
　図４４までの工程を終えた透明絶縁性基板１上の全面に、保護絶縁膜１３の材料として
の第２絶縁膜を成膜する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シ
リコン（ＳｉＯ）膜を成膜することにより第２絶縁膜を形成した。なお、保護絶縁膜１３
を構成する第２絶縁膜も、第１絶縁膜と同様に積層構造にしても良い。
【０２８０】
　その後、第２絶縁膜上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして、保護絶縁膜
１３およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達するゲート端子部コンタクトホー
ル１４および保護絶縁膜１３を貫通してソース端子９に達するソース端子部コンタクトホ
ール１５を形成することで、図４２に示した断面構造を得る。
【０２８１】
　本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング
法を用いて保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５をエッチングし、その後、アミン系のレ
ジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去した。
【０２８２】
　　＜ハーフトーン露光を用いた工程の説明＞
　次に、図４５～図５１を用いてハーフトーン露光の技術を用いた工程について説明する
。図４３までの工程を終えた透明絶縁性基板１上全面に、ゲート絶縁膜５を成膜し、次に
、ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化物透明
膜６として、ＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）を５０ｎｍの厚さ
で成膜した。このＩｎＧａＺｎＯ膜は、比抵抗値が０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜
の材料特性からすると、比抵抗値の最小値は約１×１０－６Ωｍ）の導電性膜となるよう
に酸素欠損状態で形成した。なお、酸素欠損状態とする方法は先に説明した通りである。
【０２８３】
　次に、酸化物透明膜６が形成された状態の透明絶縁性基板１上に、ｎ型不純物を添加し
たｎ型Ｓｉ膜８を成膜する。なお、ｎ型Ｓｉ膜８の形成方法および厚さについては実施の
形態５において説明した通りであり、このような膜厚構成であれば、ＴＦＴ素子Ａのチャ
ネル領域１１と、ソース電極７およびドレイン電極１０との界面のコンタクト抵抗を低減
することができ、安定したＴＦＴ特性を実現することができる。
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【０２８４】
　ｎ型Ｓｉ膜８の全面に、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン
電極１０等の材料としての第２導電膜ＳＬ２を形成することで、図４５に示すように透明
絶縁性基板１上にゲート絶縁膜５、酸化物透明膜６、ｎ型Ｓｉ膜８および第２導電膜ＳＬ
２の積層膜が形成される。
【０２８５】
　なお、本実施の形態では、第２導電膜ＳＬ２として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合
金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏ
ｌ％Ｎｉ膜を成膜した。形成方法は先に説明したので省略する。
【０２８６】
　その後、第２導電膜ＳＬ２上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程に
よりパターニングしてレジストパターンを形成する。
【０２８７】
　より具体的には、まず、第２導電膜ＳＬ２上に、ノボラック系のポジ型の感光性樹脂で
構成されるフォトレジストを塗布形成する。その後、フォトレジストの露光を行った後に
ＴＭＡＨを含む有機アルカリ系の現像液を用いて現像を行うことで、図４６に示されるよ
うなレジストパターンＰＲ４およびＰＲ５を形成する。
【０２８８】
　ＰＲ４およびＰＲ５のレジストパターンは、それぞれ分離して独立したパターンとなっ
ている。レジストパターンＰＲ４は、下地層の段差に起因して膜厚の異なる第１部分ＰＲ
４Ａ、第３部分ＰＲ４Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄと、第１部分ＰＲ４Ａ、第３部分ＰＲ４
Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄよりも全体的に膜厚が薄く、下地層の段差に起因して膜厚が異
なる第５部分ＰＲ４Ｅおよび第６部分ＰＲ４Ｆと、第５部分ＰＲ４Ｅおよび第６部分ＰＲ
４Ｆよりもさらに膜厚が薄い第２部分ＰＲ４Ｂとを有して、複数の異なる膜厚を備えたパ
ターンとなっている。
【０２８９】
　このような複数の異なる膜厚を有するレジストパターンは、複数の透過率を有する「ハ
ーフトーンマスク」を用いることで露光時の光の強度を場所によって異なったものとする
「ハーフトーン露光」の技術を用いて形成することができる。
【０２９０】
　すなわち、第２部分ＰＲ４Ｂは、露光時に、強度を弱めた光で露光することにより第１
の中間露光領域となった領域であり、現像時にフォトレジストの上層部のみが除去されて
膜厚が薄くなった領域である。また、第５部分ＰＲ４Ｅおよび第６部分ＰＲ４Ｆは、露光
時に第２部分ＰＲ４Ｂよりもさらに強度を弱めた光で露光することにより第２の中間露光
領域となった領域であり、現像時にフォトレジストの上層部のみが除去されて膜厚が薄く
なった領域である。一方、第１部分ＰＲ４Ａ、第３部分ＰＲ４Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄ
は、露光時に光が遮蔽されて非露光領域となった領域であり、現像時にも厚みが減じなか
った領域である。
【０２９１】
　次に、レジストパターンＰＲ４およびＰＲ５をエッチングマスクとして、エッチングに
より、第２導電膜ＳＬ２、ｎ型Ｓｉ膜８および酸化物透明膜６をパターニングする。本実
施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第２導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）ＳＬ２
をエッチングした後に、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチン
グ法で、ｎ型Ｓｉ膜８をエッチングした。その後、続けてシュウ酸（Oxalic acid）系の
薬液を用いて、酸化物透明膜６をエッチングした。これらの３回のエッチングにより、図
４７に示されるように、ソース配線７Ｌおよびソース端子９のパターンが形成される。
【０２９２】
　なお、ソース配線７Ｌおよびソース端子９の下部には、ｎ型Ｓｉ膜８と酸化物透明膜６
の積層膜が残り、ソース配線７Ｌ、ソース端子９、ｎ型Ｓｉ膜８および酸化物透明膜６の
端縁部は、レジストパターンＰＲ５の端縁部よりも内側に位置するようにエッチングされ
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ている。
【０２９３】
　次に、透明絶縁性基板１全体に、Ｏ２ガスプラズマを用いたレジストパターンＰＲ４お
よびＰＲ５の１回目のアッシングを行い、図４８に示すように膜厚の最も薄い第２部分Ｐ
Ｒ４Ｂを完全に除去すると共に、レジストパターンＰＲ４の他の部分およびレジストパタ
ーンＰＲ５を薄膜化する。
【０２９４】
　その後、アッシングによって薄膜化されて残存するレジストパターンＰＲ４（ＰＲ４Ａ
、ＰＲ４Ｃ、ＰＲ４Ｄ、ＰＲ４Ｅ、ＰＲ４Ｆ）およびＰＲ５をエッチングマスクとして、
第２導電膜ＳＬ２およびｎ型Ｓｉ膜８をパターニングする。
【０２９５】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第２導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
ＳＬ２をエッチングした後に、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエ
ッチング法で、ｎ型Ｓｉ膜８をエッチングした。
【０２９６】
　ここで、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第２導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）ＳＬ２をエ
ッチングする際には、酸化物透明膜６上を薬液に対する耐腐食性に優れるｎ型Ｓｉ膜８が
覆っているので酸化物透明膜６に対する保護膜として機能し、酸化物透明膜６がエッチン
グされることなく第２導電膜だけを選択的にエッチングすることができ、チャネル領域１
１には酸化物透明膜６が残る。これにより、図４９に示されるように、ソース電極７、ソ
ース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０のパターンが形成される。
【０２９７】
　次に、透明絶縁性基板１全体に、Ｏ２ガスプラズマを用いたレジストパターンＰＲ４お
よびＰＲ５の２回目のアッシングを行い、図５０に示すように、膜厚の薄い第５部分ＰＲ
４Ｅおよび第６部分ＰＲ４Ｆを完全に除去すると共に、レジストパターンＰＲ４の他の部
分およびレジストパターンＰＲ５をさらに薄膜化する。
【０２９８】
　このとき、ソース電極７およびドレイン電極１０の間の領域の下層に対応する酸化物透
明膜６では、Ｏ２ガスプラズマのアッシングによる酸化反応が進んで高抵抗化し、図５０
に示すようにＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１が形成されると共に、酸化処理により高抵
抗化させることにより、エッチング薬液に対する耐性も向上させることができる。このと
き、Ｏ２ガスプラズマのアッシングの後に、さらに一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）ガスを用いた
プラズマ処理を行っても良い。Ｎ２Ｏガスプラズマによって、ソース電極７およびドレイ
ン電極１０の間の領域の下層に対応する酸化物透明膜６をさらに効率よく高抵抗化するこ
とができる。
【０２９９】
　その後、２回目のアッシングによって薄膜化されて残存するレジストパターンＰＲ５と
第１部分ＰＲ４Ａ、第３部分ＰＲ４Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄをエッチングマスクとして
、第２導電膜ＳＬ２およびｎ型Ｓｉ膜８をもう一度パターニングする。このとき、チャネ
ル領域１１の酸化物透明膜８は、酸化処理により高抵抗化していると共にエッチング薬液
に対する耐性も向上しているので、ＰＡＮ系の薬液を用いて第２導電膜ＳＬ２を選択的に
エッチングすることができ、また、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドラ
イエッチング法で、ｎ型Ｓｉ膜８を選択的にエッチングすることができる。
【０３００】
　これにより、図５１に示すように、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およ
びドレイン電極１０がパターニングされる。
【０３０１】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンＰＲ５および第１部分Ｐ
Ｒ４Ａ、第３部分ＰＲ４Ｃおよび第４部分ＰＲ４Ｄを剥離除去することで、図４２に示し
た断面構成が得られる。



(43) JP 6436660 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

【０３０２】
　なお、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１と画素電極１２は、酸化物透明膜６を材料とし
て同じ層に形成されるが、画素電極１２は、図５０を用いて説明した２回目のアッシング
時には上部が第２導電膜ＳＬ２とｎ型Ｓｉ膜８で覆われているため酸化処理は行われず、
初期の導電性を維持して透明の画素電極１２として機能する。
【０３０３】
　以上説明したように、図１１および図４２に示した実施の形態６のＴＦＴ基板６００（
ＴＮ方式のアクティブマトリックス基板）は、３回の写真製版工程で生産性良く形成する
ことができ、実施の形態１の製造方法よりも写真製版工程が１回少なくて済むので、生産
性をさらに向上させることができる。
【０３０４】
　特に、酸化物透明膜６の上に、ｎ型Ｓｉ膜８を設けたことで、酸化物透明膜６の画素電
極１２の比抵抗値を低減して良好な導電性を得ることができる。さらに、ソース電極７、
ドレイン電極１０等のパターニング時に、エッチング薬液に対する酸化物透明膜６の保護
膜として機能するため、薬液腐食に対するプロセスマージンを確保することができる。こ
のため、ソース電極７およびドレイン電極１０等に用いる第２導電膜ＳＬ２の材料やエッ
チング薬液の制限が少なく、幅広い材料、薬液の適用が可能になる。
【０３０５】
　なお、液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板６００の表面に配向膜や
スペーサを形成する。また、別途作製した、カラーフィルタ、対向電極および配向膜を備
えた対向基板を、ＴＦＴ基板と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板と対
向基板との間に隙間を形成し、その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表
示パネルが形成される。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバック
ライトユニット等を配設することによってＴＮ方式のＴＦＴ－ＬＣＤが完成する。
【０３０６】
　このようにして完成したＴＦＴ－ＬＣＤは、酸化物のチャネル領域１１を用いることで
、ＴＦＴの移動度が高くなり、動作速度が速くなるので、液晶表示パネルの大型化や高精
細化に対しても高い表示品質を実現することができる。さらには、ＴＦＴの小型化が可能
となり、画像表示部の開口率を高めることができる。これにより、バックライトユニット
の出射光を低減させても高輝度の表示が可能となるので、表示パネルの消費電力の低減化
にも寄与できる。
【０３０７】
　さらにＴＦＴ部において、ソース電極７およびドレイン電極１０とチャネル領域１１と
は、チャネル領域１１と一体となった導電性の酸化物透明膜６を介して電気的に接続され
るので、接続界面におけるコンタクト特性が良好でＴＦＴの特性および信頼性を向上させ
ることができる。
【０３０８】
　また、ソース配線７Ｌの下部にも酸化物透明膜６が設けられ、ソース配線７Ｌが実質的
に酸化物透明膜６とｎ型Ｓｉ膜８との３層の積層構造となっているので、いわゆる冗長配
線となってソース配線７Ｌの断線を大幅に低減できる。
【０３０９】
　＜実施の形態７＞
　＜ＴＦＴ基板の画素の構成＞
　まず、図２２および図５２を参照して、実施の形態７のＴＦＴ基板７００の構成につい
て説明する。実施の形態７に係るＴＦＴ基板７００の画素の平面構成は、実施の形態３に
係るＴＦＴ基板３００と実質的に同じであるので、図２２をＴＦＴ基板７００の平面構成
を示す図として共用し、重複する説明は省略する。図５２は、図２２におけるＸ－Ｘ線で
の断面構成、Ｙ－Ｙ線での断面構成およびＺ－Ｚ線での断面構成を示す断面図である。な
お、以下においてはＴＦＴ基板７００は、透過型のＦＦＳ方式の液晶表示装置に用いるも
のとして説明する。
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【０３１０】
　図５２に示すように、実施の形態７に係るＴＦＴ基板７００は、実施の形態３に係るＴ
ＦＴ基板３００において、酸化物透明膜６の上にｎ型の不純物をＳｉに添加したｎ型Ｓｉ
膜８を設け、ｎ型Ｓｉ膜８の上にＴＦＴ素子Ａのソース電極７およびドレイン電極１０を
形成することで、ソース電極７およびドレイン電極１０を、ｎ型Ｓｉ膜８を介して酸化物
透明膜６と電気的に接続させた構成を採っている。
【０３１１】
　図５２に示すように、ＴＦＴ基板７００は、例えば、ガラス等の透明絶縁性基板１上に
ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通電
極配線４Ｌが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜５（第１絶縁膜）が形成されて
いる。なお、図２２ではゲート絶縁膜５は図示を省略している。
【０３１２】
　ゲート絶縁膜５の上には、画素電極１２を構成する酸化物透明膜６が形成されると共に
ソース端子９が形成されている。そして、ＴＦＴ部の酸化物透明膜６上には、ソース電極
７およびドレイン電極１０の下部となる領域にｎ型の不純物を含んだｎ型Ｓｉ膜８が形成
され、その上にソース電極７およびドレイン電極１０が形成されている。平面視的に見て
、ソース電極７およびドレイン電極１０の少なくとも一部は、ゲート電極２のパターンと
重なり合っている。そして、ゲート電極２と重なる領域の酸化物透明膜６においては、ソ
ース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部に対応する部分が、ＴＦＴ素子Ａの動
作時にはチャネル領域１１（活性領域）となる。
【０３１３】
　また、ＦＦＳ画像表示部においては、画素電極１２の上方に対向スリット電極１７が形
成されている。本実施の形態では、画素電極１２は酸化物透明膜で構成された平板状の導
電性電極であり、画素ごとに独立して形成されている。
【０３１４】
　さらに、ＦＦＳ画像表示部においては共通電極４および共通配線４Ｌが形成されており
、共通電極４および共通配線４Ｌは、ゲート電極２およびゲート端子３と同じ層（レイヤ
）の膜として形成されている。
【０３１５】
　そして、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４、ソース電極７、
ソース配線７Ｌ、ｎ型Ｓｉ膜８、ソース端子９、ドレイン電極１０、ＴＦＴ素子Ａのチャ
ネル領域１１および画素電極１２を覆うように、保護絶縁膜１３（第２絶縁膜）が透明絶
縁性基板１の全面に形成されている。なお、図２２では保護絶縁膜１３は図示を省略して
いる。
【０３１６】
　保護絶縁膜１３には、ゲート端子部コンタクトホール１４、ソース端子部コンタクトホ
ール１５および共通電極部コンタクトホール１６が形成されている。
【０３１７】
　ゲート端子部コンタクトホール１４は、保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５を貫通し
てゲート端子３に達し、ソース端子部コンタクトホール１５は、保護絶縁膜１３を貫通し
てソース端子９に達し、また共通電極部コンタクトホール１６は保護絶縁膜１３およびゲ
ート絶縁膜５を貫通して共通電極４に達するように形成されている。
【０３１８】
　保護絶縁膜１３の上には、ゲート端子部コンタクトホール１４を介してゲート端子３に
電気的に接続されたゲート端子パッド１８、ソース端子部コンタクトホール１５を介して
ソース端子９に電気的に接続されたソース端子パッド１９、および画素電極１２に対向す
るように対向スリット電極１７が形成されている。
【０３１９】
　対向スリット電極１７には格子状もしくはスリット状の複数の開口部ＯＰが形成されて
いる。また対向スリット電極１７は、共通電極部コンタクトホール１６を介して下層の共
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通電極４と電気的に接続されている。これにより、対向スリット電極１７に一定の電位信
号が供給され、画素電極１２と対向スリット電極１７との組み合わせによって、液晶を横
電界駆動させることができるＦＦＳ方式のアクティブマトリックス基板を得ることができ
る。なお、対向スリット電極１７、ゲート端子パッド１８、およびソース端子パッド１９
は、光透過性（透明）の酸化物導電膜で形成されている。
【０３２０】
　＜製造方法＞
　以下、図５３～図５６を用いて実施の形態７のＴＦＴ基板７００の製造方法について説
明する。なお、最終工程を示す平面図および断面図は、それぞれ図２２および図５２に相
当し、図５３～図５６においては、図２２および図５２に示した構成と同一の構成に対し
ては、同一の符号を付している。
【０３２１】
　まず、透明絶縁性基板１の表面を洗浄液または純水を用いて洗浄する。ここでは厚さ０
．６ｍｍのガラス基板を透明絶縁性基板１として用いた。洗浄された透明絶縁性基板１上
に、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌの材
料としての第１導電膜を形成する。本実施の形態では、第１導電膜として、金属のアルミ
ニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａ
ｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。ここでは、厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜
を成膜して第１導電膜を形成した。なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の形成方法は、実施の
形態１において説明した通りである。
【０３２２】
　その後、第１導電膜上に塗布形成したフォトレジストを１回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第１導電膜を
パターニングすることで、図５３に示すように、透明絶縁性基板１上にゲート電極２、ゲ
ート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌを形成する。
【０３２３】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第１導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除
去した。
【０３２４】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、ゲート絶縁膜５の材料としての第１絶縁膜を成膜
する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜
を成膜した。なお、ここでは第１絶縁膜をＳｉＯ膜の単層膜としたが、その上にさらに絶
縁膜を設けた積層膜としても良い。この場合、上層の絶縁膜もＳｉＯ膜で良いが、例えば
窒化シリコン（ＳｉＮ）のような他の材質の絶縁膜を設けても良い。
【０３２５】
　次に、ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化
物透明膜６として、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）に酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）および
酸化亜鉛（ＺｎＯ）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）
を５０ｎｍの厚さで成膜した。
【０３２６】
　このＩｎＧａＺｎＯ膜は、比抵抗値が０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜の材料特性
からすると、比抵抗値の最小値は約１×１０－６Ωｍ）の導電性膜となるように酸素欠損
状態で形成した。なお、酸素欠損状態とする方法は先に説明した通りである。
【０３２７】
　次に、酸化物透明膜６の上に、ｎ型不純物を添加したｎ型Ｓｉ膜８を成膜する。本実施
の形態では、シラン（ＳｉＨ４）ガスとホスフィン（ＰＨ３）ガスを用いたＣＶＤ法によ
り、ｎ型不純物としてリン（Ｐ）が添加されたｎ型Ｓｉ膜８を厚さ３０ｎｍで成膜した。
なお、ｎ型Ｓｉ膜８の形成方法および厚さについては実施の形態５において説明した通り
であり、このような膜厚構成であれば、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１と、ソース電極
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７およびドレイン電極１０との界面のコンタクト抵抗を低減することができ、安定したＴ
ＦＴ特性を実現することができる。
【０３２８】
　また、酸化物透明膜６の上に、ｎ型Ｓｉ膜８をＣＶＤ法で成膜するので、成膜時に、Ｃ
ＶＤガスに含まれる水素（Ｈ）によって下層の酸化物透明膜６が還元されて酸素イオン欠
損が促進され、酸化物透明膜６をさらに比抵抗値の低い安定した導電性の膜にすることが
できる。また、ｎ型Ｓｉ膜８は、薬液（酸、アルカリ）に対する耐腐食性に優れるため、
下層の酸化物透明膜６の保護膜としても機能する効果がある。
【０３２９】
　その後、ｎ型Ｓｉ膜８上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程により
パターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとしてｎ型Ｓｉ膜
８および酸化物透明膜６をパターニングする。本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６

）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング法を用いてｎ型Ｓｉ膜８をエッチングし、続
けてシュウ酸（Oxalic acid）系の薬液を用いて酸化物透明膜６をエッチングした。
【０３３０】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去することで、
図５４に示すように、ＴＦＴ部およびＦＦＳ画像表示部のゲート絶縁膜５上に積層された
酸化物透明膜６およびｎ型Ｓｉ膜８を形成した。
【０３３１】
　次に、酸化物透明膜６およびｎ型Ｓｉ膜８が形成された状態の透明絶縁性基板１上に、
ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０の材料としての第
２導電膜を形成する。本実施の形態では、第２導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ
）系合金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ
％Ｎｉ膜）を用いた。なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の形成方法は、実施の形態１におい
て説明した通りである。
【０３３２】
　その後、第２導電膜上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第２導電膜を
パターニングすることで、図５５に示すように、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース
端子９およびドレイン電極１０を形成した。
【０３３３】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第１導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除
去した。
【０３３４】
　このとき、酸化物透明膜６上を薬液に対する耐腐食性に優れるｎ型Ｓｉ膜８が覆ってい
るので酸化物透明膜６に対する保護膜として機能し、酸化物透明膜６がエッチングされる
ことなく第２導電膜だけを選択的にエッチングすることができる。
【０３３５】
　さらにこの工程においては、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部のｎ
型Ｓｉ膜８をエッチングにより除去した後に、その下層の酸化物透明膜６を酸化処理し、
酸素欠損を減少させることによって電気抵抗を高抵抗とし、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域
１１として機能するように半導体化させる工程を含んでいる。
【０３３６】
　具体的には比抵抗値が０．１Ωｍよりも大きく、かつ１×１０６Ωｍよりも小さい半導
体領域になるように高抵抗化する。さらに、酸化処理で高抵抗化することにより、エッチ
ング薬液に対する耐性も向上させることができる。このとき、酸化物透明膜６の画像表示
部領域の画素電極１２は、酸化処理をせずに導体領域として導電性を維持する。また、ソ
ース電極７およびドレイン電極１０の下部の酸化物透明膜６も酸化処理をせずに、導体領
域として導電性を維持する。
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【０３３７】
　なお、以上の工程では、実施の形態５において図３７～図４１を用いて説明したフォト
レジストのハーフトーン露光の技術を原則的にそのまま適用することができ、説明は省略
する。
【０３３８】
　次に、図５５までの工程を終えた透明絶縁性基板１上の全面に、保護絶縁膜１３の材料
としての第２絶縁膜を成膜する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの
酸化シリコン（ＳｉＯ）膜を成膜することにより第２絶縁膜を形成した。なお、保護絶縁
膜１３を構成する第２絶縁膜も、第１絶縁膜と同様に積層構造にしても良い。
【０３３９】
　その後、第２絶縁膜上に塗布形成したフォトレジストを４回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして、保護絶縁膜
１３およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達するゲート端子部コンタクトホー
ル１４および共通電極４に達する共通電極部コンタクトホール１６、保護絶縁膜１３を貫
通してソース端子９に達するソース端子部コンタクトホール１５を形成することで、図５
６に示した断面構造を得る。
【０３４０】
　本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング
法を用いて保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５をエッチングし、その後、アミン系のレ
ジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去した。
【０３４１】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、対向スリット電極１７、ゲート端子パッド１８、
およびソース端子パッド１９の材料としての第３導電膜を形成する。本実施の形態では、
第３導電膜として、光透過性を有する酸化物導電膜である酸化インジウム亜鉛（ＩｎＺｎ
Ｏ）膜を１００ｎｍの厚さで形成した。なお、ＩｎＺｎＯ膜以外にも、酸化インジウム錫
（ＩＴＯ）膜や酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜等の光透過性の酸化物導電膜を用いることもできる
。なおＩｎＺｎＯ膜の形成方法については実施の形態３において説明した通りであり、そ
の特性も同じである。
【０３４２】
　その後、第３導電膜（酸化物導電膜）上に塗布形成したフォトレジストを５回目の写真
製版工程によりパターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクと
して酸化物導電膜をパターニングする。本実施の形態では、シュウ酸（Oxalic acid）系
の薬液を用いて、酸化物導電膜（ＩｎＺｎＯ膜）をエッチングした。
【０３４３】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去することによ
り、共通電極部コンタクトホール１６を介して共通電極４に電気的に接続されたスリット
状の開口部ＯＰを有する対向スリット電極１７、ゲート端子部コンタクトホール１４を介
してゲート端子３に電気的に接続されたゲート端子パッド１８、およびソース端子部コン
タクトホール１５を介してソース端子９に電気的に接続されたソース端子パッド１９が形
成され、図５２に示した断面構成が得られる。
【０３４４】
　以上説明したように、図２２および図５２に示した実施の形態７のＴＦＴ基板７００（
ＦＦＳ方式のアクティブマトリックス基板）は、５回の写真製版工程で生産性良く形成す
ることができる。
【０３４５】
　特に、酸化物透明膜６の上に、ｎ型Ｓｉ膜８を設けたことで、酸化物透明膜６の画素電
極１２の比抵抗値を低減して良好な導電性を得ることができる。さらに、ソース電極７、
ドレイン電極１０等のパターニング時に、エッチング薬液に対する酸化物透明膜６の保護
膜として機能するため、薬液腐食に対するプロセスマージンを確保することができる。こ
のため、ソース電極７およびドレイン電極１０等に用いる第２導電膜ＳＬ２の材料やエッ
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チング薬液の制限が少なく、幅広い材料、薬液の適用が可能になる。
【０３４６】
　なお、液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板７００の表面に配向膜や
スペーサを形成する。配向膜は、液晶を配列させるための膜であり、ポリイミド等で構成
される。また、別途作製した、カラーフィルタ、対向電極および配向膜を備えた対向基板
を、ＴＦＴ基板と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板と対向基板との間
に隙間を形成し、その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表示パネルが形
成される。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバックライトユニッ
ト等を配設することによってＦＦＳ方式のＴＦＴ－ＬＣＤが完成する。
【０３４７】
　このようにして完成したＴＦＴ－ＬＣＤは、フリンジ電界駆動により液晶を横駆動させ
るＦＦＳ方式のために視野角が広く、また酸化物のチャネル領域１１を用いることで、Ｔ
ＦＴの移動度が高くなり、動作速度が速くなるので、液晶表示パネルの大型化や高精細化
に対しても高い表示品質を実現することができる。さらには、ＴＦＴの小型化が可能とな
り、画像表示部の開口率を高めることができる。これにより、バックライトユニットの出
射光を低減させても高輝度の表示が可能となるので、表示パネルの消費電力の低減化にも
寄与できる。
【０３４８】
　さらにＴＦＴ部において、ソース電極７およびドレイン電極１０とチャネル領域１１と
は、チャネル領域１１と一体となった導電性の酸化物透明膜６を介して電気的に接続され
るので、接続界面におけるコンタクト特性が良好でＴＦＴの特性および信頼性を向上させ
ることができる。
【０３４９】
　＜実施の形態８＞
　＜ＴＦＴ基板の画素の構成＞
　まず、図２８および図５７を参照して、実施の形態８のＴＦＴ基板８００の構成につい
て説明する。実施の形態８に係るＴＦＴ基板８００の画素の平面構成は、実施の形態４に
係るＴＦＴ基板４００と実質的に同じであるので、図２８をＴＦＴ基板８００の平面構成
を示す図として共用し、重複する説明は省略する。図５７は、図２８におけるＸ－Ｘ線で
の断面構成、Ｙ－Ｙ線での断面構成およびＺ－Ｚ線での断面構成を示す断面図である。な
お、以下においてはＴＦＴ基板８００は、透過型のＦＦＳ方式の液晶表示装置に用いるも
のとして説明する。
【０３５０】
　図５７に示すように、実施の形態８に係るＴＦＴ基板８００は、実施の形態４に係るＴ
ＦＴ基板４００において、酸化物透明膜６の上にｎ型の不純物をＳｉに添加したｎ型Ｓｉ
膜８を設け、ｎ型Ｓｉ膜８の上にＴＦＴ素子Ａのソース電極７およびドレイン電極１０を
形成することで、ソース電極７およびドレイン電極１０を、ｎ型Ｓｉ膜８を介して酸化物
透明膜６と電気的に接続させた構成を採っている。
【０３５１】
　図５７に示すように、ＴＦＴ基板８００は、例えば、ガラス等の透明絶縁性基板１上に
ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通電
極配線４Ｌが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜５（第１絶縁膜）が形成されて
いる。なお、図２８ではゲート絶縁膜５は図示を省略している。
【０３５２】
　図５７に示すように、ＴＦＴ基板８００は、例えば、ガラス等の透明絶縁性基板１上に
ＴＦＴ素子Ａのゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通電
極配線４Ｌが形成され、それらを覆うようにゲート絶縁膜５（第１絶縁膜）が形成されて
いる。なお、図２８ではゲート絶縁膜５は図示を省略している。
【０３５３】
　ゲート絶縁膜５の上には、画素電極１２を構成する酸化物透明膜６が形成されると共に
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ソース端子９が形成されている。そして、ＴＦＴ部の酸化物透明膜６上には、ソース電極
７およびドレイン電極１０の下部となる領域にｎ型の不純物を含んだｎ型Ｓｉ膜８が形成
され、その上にソース電極７およびドレイン電極１０が形成されている。平面視的に見て
、ソース電極７およびドレイン電極１０の少なくとも一部は、ゲート電極２のパターンと
重なり合っている。そして、ゲート電極２と重なる領域の酸化物透明膜６においては、ソ
ース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部に対応する部分が、ＴＦＴ素子Ａの動
作時にはチャネル領域１１（活性領域）となる。
【０３５４】
　ゲート絶縁膜５の上には、ソース配線７Ｌおよびソース端子９の下部に対応する位置に
も酸化物透明膜６が形成され、当該酸化物透明膜６上にはｎ型Ｓｉ膜８が形成されている
。このため、ソース配線７Ｌおよびソース端子９は実質的に３層の積層構造となっている
。
【０３５５】
　また、ＦＦＳ画像表示部においては、画素電極１２の上方に対向スリット電極１７が形
成されている。本実施の形態では、画素電極１２は酸化物透明膜で構成された平板状の導
電性電極であり、画素ごとに独立して形成されている。
【０３５６】
　さらに、ＦＦＳ画像表示部においては共通電極４および共通配線４Ｌが形成されており
、共通電極４および共通配線４Ｌは、ゲート電極２およびゲート端子３と同じ層（レイヤ
）の膜として形成されている。
【０３５７】
　そして、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４、ソース電極７、
ソース配線７Ｌ、ｎ型Ｓｉ膜８、ソース端子９、ドレイン電極１０、ＴＦＴ素子Ａのチャ
ネル領域１１および画素電極１２を覆うように、保護絶縁膜１３（第２絶縁膜）が透明絶
縁性基板１の全面に形成されている。なお、図２８では保護絶縁膜１３は図示を省略して
いる。
【０３５８】
　保護絶縁膜１３には、ゲート端子部コンタクトホール１４、ソース端子部コンタクトホ
ール１５および共通電極部コンタクトホール１６が形成されている。
【０３５９】
　ゲート端子部コンタクトホール１４は、保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５を貫通し
てゲート端子３に達し、ソース端子部コンタクトホール１５は、保護絶縁膜１３を貫通し
てソース端子９に達し、また共通電極部コンタクトホール１６は保護絶縁膜１３およびゲ
ート絶縁膜５を貫通して共通電極４に達するように形成されている。
【０３６０】
　保護絶縁膜１３の上には、ゲート端子部コンタクトホール１４を介してゲート端子３に
電気的に接続されたゲート端子パッド１８、ソース端子部コンタクトホール１５を介して
ソース端子９に電気的に接続されたソース端子パッド１９、および画素電極１２に対向す
るように対向スリット電極１７が形成されている。
【０３６１】
　対向スリット電極１７には格子状もしくはスリット状の複数の開口部ＯＰが形成されて
いる。また対向スリット電極１７は、共通電極部コンタクトホール１６を介して下層の共
通電極４と電気的に接続されている。これにより、対向スリット電極１７に一定の電位信
号が供給され、画素電極１２と対向スリット電極１７との組み合わせによって、液晶を横
電界駆動させることができるＦＦＳ方式のアクティブマトリックス基板を得ることができ
る。なお、対向スリット電極１７、ゲート端子パッド１８、およびソース端子パッド１９
は、光透過性（透明）の酸化物導電膜で形成されている。
【０３６２】
　＜製造方法＞
　以下、図５８～図６０を用いて実施の形態８のＴＦＴ基板８００の製造方法について説
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明する。なお、最終工程を示す平面図および断面図は、それぞれ図２８および図５７に相
当し、図５８～図６０においては、図２８および図５７に示した構成と同一の構成に対し
ては、同一の符号を付している。
【０３６３】
　まず、透明絶縁性基板１の表面を洗浄液または純水を用いて洗浄する。ここでは厚さ０
．６ｍｍのガラス基板を透明絶縁性基板１として用いた。洗浄された透明絶縁性基板１上
に、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌの材
料としての第１導電膜を形成する。本実施の形態では、第１導電膜として、金属のアルミ
ニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａ
ｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。ここでは、厚さ２００ｎｍのＡｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜
を成膜して第１導電膜を形成した。なお、Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜の形成方法は、実施の
形態１において説明した通りである。
【０３６４】
　その後、第１導電膜上に塗布形成したフォトレジストを１回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第１導電膜を
パターニングすることで、図５８に示すように、透明絶縁性基板１上にゲート電極２、ゲ
ート配線２Ｌ、ゲート端子３、共通電極４および共通配線４Ｌを形成する。
【０３６５】
　本実施の形態では、ＰＡＮ系の薬液を用いて、第１導電膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）
をエッチングし、その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除
去した。
【０３６６】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、ゲート絶縁膜５の材料としての第１絶縁膜を成膜
する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜
を成膜した。なお、ここでは第１絶縁膜をＳｉＯ膜の単層膜としたが、その上にさらに絶
縁膜を設けた積層膜としても良い。この場合、上層の絶縁膜もＳｉＯ膜で良いが、例えば
窒化シリコン（ＳｉＮ）のような他の材質の絶縁膜を設けても良い。
【０３６７】
　次に、ゲート絶縁膜５上全面に、酸化物透明膜６を成膜する。本実施の形態では、酸化
物透明膜６として、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）に酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）および
酸化亜鉛（ＺｎＯ）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物透明膜６（ＩｎＧａＺｎＯ膜）
を５０ｎｍの厚さで成膜した。
【０３６８】
　このＩｎＧａＺｎＯ膜は、比抵抗値が０．１Ωｍ以下（ＩｎＧａＺｎＯ系膜の材料特性
からすると、比抵抗値の最小値は約１×１０－６Ωｍ）の導電性膜となるように酸素欠損
状態で形成した。なお、酸素欠損状態とする方法は先に説明した通りである。
【０３６９】
　次に、酸化物透明膜６の上に、ｎ型不純物を添加したｎ型Ｓｉ膜８を成膜する。本実施
の形態では、シラン（ＳｉＨ４）ガスとホスフィン（ＰＨ３）ガスを用いたＣＶＤ法によ
り、ｎ型不純物としてリン（Ｐ）が添加されたｎ型Ｓｉ膜８を厚さ３０ｎｍで成膜した。
なお、ｎ型Ｓｉ膜８の形成方法および厚さについては実施の形態５において説明した通り
であり、このような膜厚構成であれば、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域１１と、ソース電極
７およびドレイン電極１０との界面のコンタクト抵抗を低減することができ、安定したＴ
ＦＴ特性を実現することができる。
【０３７０】
　また、酸化物透明膜６の上に、ｎ型Ｓｉ膜８をＣＶＤ法で成膜するので、成膜時に、Ｃ
ＶＤガスに含まれる水素（Ｈ）によって下層の酸化物透明膜６が還元されて酸素イオン欠
損が促進され、酸化物透明膜６をさらに比抵抗値の低い安定した導電性の膜にすることが
できる。また、ｎ型Ｓｉ膜８は、薬液（酸、アルカリ）に対する耐腐食性に優れるため、
下層の酸化物透明膜６の保護膜としても機能する効果がある。その後、ｎ型Ｓｉ膜８上に
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塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程によりパターニングしてレジストパ
ターンを形成し、それをエッチングマスクとしてｎ型Ｓｉ膜８および酸化物透明膜６をパ
ターニングする。本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたド
ライエッチング法を用いてｎ型Ｓｉ膜８をエッチングし、続けてシュウ酸（Oxalic acid
）系の薬液を用いて酸化物透明膜６をエッチングした。
【０３７１】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去することで、
図５４に示すように、ＴＦＴ部およびＦＦＳ画像表示部のゲート絶縁膜５上に積層された
酸化物透明膜６およびｎ型Ｓｉ膜８を形成した。
【０３７２】
　次に、ｎ型Ｓｉ膜８が形成された状態の透明絶縁性基板１上に、ソース電極７、ソース
配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０の材料としての第２導電膜を形成する。
本実施の形態では、第２導電膜として、金属のアルミニウム（Ａｌ）系合金膜、より具体
的にはＡｌに３ｍｏｌ％のＮｉを添加した合金膜（Ａｌ－３ｍｏｌ％Ｎｉ膜）を用いた。
【０３７３】
　その後、第２導電膜上に塗布形成したフォトレジストを２回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして第２導電膜、
ｎ型Ｓｉ膜８および酸化物透明膜６をパターニングすることで、図５９に示すように、ソ
ース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９およびドレイン電極１０を形成した。なお、
本実施の形態では、ソース配線７Ｌおよびソース端子９の下部にもｎ型Ｓｉ膜８と酸化物
透明膜６の積層膜が残るようにｎ型Ｓｉ膜８および酸化物透明膜６をパターニングするこ
とで、ソース配線７Ｌおよびソース端子９は実質的に３層の積層構造となる。
【０３７４】
　さらにこの工程においては、ソース電極７とドレイン電極１０との間の領域の下部のｎ
型Ｓｉ膜８をエッチングにより除去した後に、その下層の酸化物透明膜６を酸化処理し、
酸素欠損を減少させることによって電気抵抗を高抵抗とし、ＴＦＴ素子Ａのチャネル領域
１１として機能するように半導体化させる工程を含んでいる。
【０３７５】
　具体的には比抵抗値が０．１Ωｍよりも大きく、かつ１×１０６Ωｍよりも小さい半導
体領域になるように高抵抗化する。さらに、酸化処理で高抵抗化することにより、エッチ
ング薬液に対する耐性も向上させることができる。このとき、酸化物透明膜６の画像表示
部領域の画素電極１２は、酸化処理をせずに導体領域として導電性を維持する。また、ソ
ース電極７およびドレイン電極１０の下部の酸化物透明膜６も酸化処理をせずに、導体領
域として導電性を維持する。
【０３７６】
　なお、以上の工程では、実施の形態６において図４５～図５１を用いて説明したフォト
レジストのハーフトーン露光の技術を原則的にそのまま適用することができ、説明は省略
する。
【０３７７】
　次に、図５９までの工程を終えた透明絶縁性基板１上の全面に、保護絶縁膜１３の材料
としての第２絶縁膜を成膜する。本実施の形態では、ＣＶＤ法を用いて厚さ３００ｎｍの
酸化シリコン（ＳｉＯ）膜を成膜することにより第２絶縁膜を形成した。なお、保護絶縁
膜１３を構成する第２絶縁膜も、第１絶縁膜と同様に積層構造にしても良い。
【０３７８】
　その後、第２絶縁膜上に塗布形成したフォトレジストを３回目の写真製版工程によりパ
ターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクとして、保護絶縁膜
１３およびゲート絶縁膜５を貫通してゲート端子３に達するゲート端子部コンタクトホー
ル１４および保護絶縁膜１３を貫通してソース端子９に達するソース端子部コンタクトホ
ール１５を形成することで、図６０に示した断面構造を得る。
【０３７９】
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　本実施の形態では、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスとＯ２ガスを用いたドライエッチング
法を用いて保護絶縁膜１３およびゲート絶縁膜５をエッチングし、その後、アミン系のレ
ジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去した。
【０３８０】
　次に、透明絶縁性基板１上の全面に、対向スリット電極１７、ゲート端子パッド１８、
およびソース端子パッド１９の材料としての第３導電膜を形成する。本実施の形態では、
第３導電膜として、光透過性を有する酸化物導電膜である酸化インジウム亜鉛（ＩｎＺｎ
Ｏ）膜を１００ｎｍの厚さで形成した。なお、ＩｎＺｎＯ膜以外にも、酸化インジウム錫
（ＩＴＯ）膜や酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜等の光透過性の酸化物導電膜を用いることもできる
。なおＩｎＺｎＯ膜の形成方法については実施の形態３において説明した通りであり、そ
の特性も同じである。
【０３８１】
　その後、第３導電膜（酸化物導電膜）上に塗布形成したフォトレジストを４回目の写真
製版工程によりパターニングしてレジストパターンを形成し、それをエッチングマスクと
して酸化物導電膜をパターニングする。本実施の形態では、シュウ酸（Oxalic acid）系
の薬液を用いて、酸化物導電膜（ＩｎＺｎＯ膜）をエッチングした。
【０３８２】
　その後、アミン系のレジスト剥離液を用いてレジストパターンを剥離除去することによ
り、共通電極部コンタクトホール１６を介して共通電極４に電気的に接続されたスリット
状の開口部ＯＰを有する対向スリット電極１７、ゲート端子部コンタクトホール１４を介
してゲート端子３に電気的に接続されたゲート端子パッド１８、およびソース端子部コン
タクトホール１５を介してソース端子９に電気的に接続されたソース端子パッド１９が形
成され、図５７に示した断面構成が得られる。
【０３８３】
　以上説明したように、図２８および図５７に示した実施の形態７のＴＦＴ基板８００（
ＦＦＳ方式のアクティブマトリックス基板）は、４回の写真製版工程で生産性良く形成す
ることができる。
【０３８４】
　特に、酸化物透明膜６の上に、ｎ型Ｓｉ膜８を設けたことで、酸化物透明膜６の画素電
極１２の比抵抗値を低減して良好な導電性を得ることができる。さらに、ソース電極７、
ドレイン電極１０等のパターニング時に、エッチング薬液に対する酸化物透明膜６の保護
膜として機能するため、薬液腐食に対するプロセスマージンを確保することができる。こ
のため、ソース電極７およびドレイン電極１０等に用いる第２導電膜ＳＬ２の材料やエッ
チング薬液の制限が少なく、幅広い材料、薬液の適用が可能になる。
【０３８５】
　なお、液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板8００の表面に配向膜や
スペーサを形成する。配向膜は、液晶を配列させるための膜であり、ポリイミド等で構成
される。また、別途作製した、カラーフィルタ、対向電極および配向膜を備えた対向基板
を、ＴＦＴ基板と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板と対向基板との間
に隙間を形成し、その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表示パネルが形
成される。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバックライトユニッ
ト等を配設することによってＦＦＳ方式のＴＦＴ－ＬＣＤが完成する。
【０３８６】
　このようにして完成したＴＦＴ－ＬＣＤは、フリンジ電界駆動により液晶を横駆動させ
るＦＦＳ方式のために視野角が広く、また酸化物のチャネル領域１１を用いることで、Ｔ
ＦＴの移動度が高くなり、動作速度が速くなるので、液晶表示パネルの大型化や高精細化
に対しても高い表示品質を実現することができる。さらには、ＴＦＴの小型化が可能とな
り、画像表示部の開口率を高めることができる。これにより、バックライトユニットの出
射光を低減させても高輝度の表示が可能となるので、表示パネルの消費電力の低減化にも
寄与できる。
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【０３８７】
　さらにＴＦＴ部において、ソース電極７およびドレイン電極１０とチャネル領域１１と
は、チャネル領域１１と一体となった導電性の酸化物透明膜６を介して電気的に接続され
るので、接続界面におけるコンタクト特性が良好でＴＦＴの特性および信頼性を向上させ
ることができる。
【０３８８】
　また、ソース配線７Ｌの下部にも酸化物透明膜６が設けられ、ソース配線７Ｌが実質的
に酸化物透明膜６とｎ型Ｓｉ膜８との３層の積層構造となっているので、いわゆる冗長配
線となってソース配線７Ｌの断線を大幅に低減できる。
【０３８９】
　＜変形例＞
　なお、以上の実施の形態１～８においては、ゲート電極２、ゲート配線２Ｌ、ゲート端
子３、共通電極４および共通配線４Ｌ等の材料としての第１導電膜を、アルミニウム（Ａ
ｌ）系合金膜で形成するようにしたが、これに限るものではない。例えば、一般的な金属
膜として公知のＣｒ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｃｕおよびこれらの合金を幅広く用いることが
できる。
【０３９０】
　また、ソース電極７、ソース配線７Ｌ、ソース端子９、ドレイン電極１０等の材料とし
ての第２導電膜を、アルミニウム（Ａｌ）系合金膜で形成するようにしたが、これに限る
ものではない。酸化物透明膜６の上にｎ型Ｓｉ膜８を設けない構成の実施の形態１～４に
おいては、第２導電膜をパターニングするときのエッチングの際に、一般的な酸系の薬液
に対する耐性に乏しい酸化物透明膜６をエッチングせずに第２導電膜だけを選択的にエッ
チングする必要があるため、適用できる第２導電膜とそのエッチングプロセスには制限が
あるが、アルミニウム（Ａｌ）系合金膜とＴＭＡＨ薬液によるエッチングプロセスとの組
み合わせの他にも、例えば、銅（Ｃｕ）系合金膜と過硫酸アンモニウム（Ammonium Persu
lfate）を含む薬液によるエッチングプロセスとの組み合わせを用いることができる。
【０３９１】
　一方、酸化物透明膜６の上にｎ型Ｓｉ膜８を設けた構成の実施の形態５～８においては
、ｎ型Ｓｉ膜８が下層の酸化物透明膜６の保護膜として機能するので、ソース電極７、ソ
ース配線７Ｌ、ソース端子９、ドレイン電極１０等の第２導電膜の材料とエッチングプロ
セスが、アルミニウム（Ａｌ）系合金膜とＴＭＡＨ薬液によるエッチングに限られるもの
ではない。例えば、一般的な金属膜として公知のＣｒ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｃｕおよびこ
れらの合金を幅広く用いることができる。またエッチング薬液も一般的な酸系の薬液を幅
広く用いることができる。
【０３９２】
　また、酸化物透明膜６がＩｎＧａＺｎＯで構成される例を示したが、これに限らず、例
えば他にもＩｎＧａＯ系、ＩｎＳｎＯ系、ＩｎＳｎＺｎＯ系、ＩｎＧａＺｎＳｎＯ系、Ｉ
ｎＡｌＺｎＯ系、ＩｎＨｆ（ハフニウム）ＺｎＯ系、ＩｎＺｒ（ジルコニウム）ＺｎＯ系
、ＩｎＭｇ（マグネシウム）ＺｎＯ系、ＩｎＹ（イットリウム）ＺｎＯ系、ＺｎＳｎＯ系
のような酸化物透明膜を用いることができる。これらの酸化物透明膜を用いた場合でも、
ＩｎＧａＺｎＯ系酸化物透明膜を用いた場合と同様の効果を得ることができる。
【０３９３】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、
各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【０３９４】
　１　透明絶縁性基板、２　ゲート電極、２Ｌ　ゲート配線、３　ゲート端子、４　共通
電極、５　ゲート絶縁膜、６　酸化物透明膜、７　ソース電極、７Ｌ　ソース配線、８　
ｎ型Ｓｉ膜、９　ソース端子、１０　ドレイン電極、１１　チャネル領域、１２　画素電
極、１３　保護絶縁膜。
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