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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照射された、検出対象とする画像を示す電磁波によって発生する電荷が蓄積される複数
の蓄積部、当該複数の蓄積部に各々個別に接続された複数のデータ配線、過大電圧から回
路を保護するための第１保護配線、及び前記複数のデータ配線と前記第１保護配線とを各
々個別に接続し、当該データ配線と第１保護配線との間の電位差が所定の第１許容レベル
以上となると電流が流れる複数の第１保護回路を有する基板と、
　前記複数のデータ配線に接続され、前記複数の蓄積部に各々蓄積された電荷を取り出し
て前記画像を構成する各画素の情報として電荷量を検出する検出回路であって、過大電圧
から回路を保護するための第２保護配線、及び前記複数のデータ配線と前記第２保護配線
とを各々個別に接続し、当該データ配線と第２保護配線との間の電位差が所定の第２許容
レベル以上となると電流が流れる複数の第２保護回路を有する検出回路と、を備え、
　前記複数の第１保護回路は、前記第１許容レベルが前記第２保護回路の第２許容レベル
よりも高くなるように構成されたことを特徴とする画像検出装置。
【請求項２】
　前記第１保護回路は、２個のダイオードが並列に互いのアノードとカソードが各々接続
されて構成された双方向ダイオードである
　請求項１記載の画像検出装置。
【請求項３】
　前記ダイオードは、バックゲート型の電界効果トランジスタのゲートとドレインが電気
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的に接続されて構成されたものであり、
　前記蓄積部に蓄積された電荷を取り出す際に、前記複数の第１保護回路を構成する各電
界効果トランジスタのゲートに対して当該電界効果トランジスタをオフ状態とする電圧を
印加する電圧印加回路をさらに備えた
　請求項２記載の画像検出装置。
【請求項４】
　前記基板は、前記複数のデータ配線が平行に設けられ、当該複数のデータ配線と交差し
て複数のスキャン配線が平行にさらに設けられると共に、前記データ配線と前記スキャン
配線との各交差部にそれぞれ前記蓄積部及び当該前記蓄積部からの蓄積された電荷の取り
出しを制御する前記電界効果トランジスタが２次元状に多数設けられ、前記複数のスキャ
ン配線に各々印加される電圧によって当該電界効果トランジスタのオン・オフ状態が制御
され、
　前記複数の第１保護回路を構成する各電界効果トランジスタのゲートは何れか１本のス
キャン配線に接続された
　請求項３記載の画像検出装置。
【請求項５】
　前記複数の第１保護回路を構成する各電界効果トランジスタのゲートは平行に設けられ
た前記複数のスキャン配線のうちの最も端に位置するスキャン配線に接続された
　請求項４記載の画像検出装置。
【請求項６】
　前記複数のスキャン配線は、各々前記第１保護配線と、ダイオード又は所定値以上の抵
抗値を有する部材によって接続された
　請求項４又は請求項５記載の画像検出装置。
【請求項７】
　前記基板は、複数の層が積層されて形成されたＴＦＴアクティブマトリクス基板であり
、
　前記基板の前記電界効果トランジスタのバックゲート電極は、絶縁膜を介して半導体層
上層に、ゲート電極と対向配置された請求項３～請求項６の何れか１項記載の画像検出装
置。
【請求項８】
　前記基板の前記電界効果トランジスタのバックゲート電極は、前記データ配線と同一の
部材によって形成された
　請求項７記載の画像検出装置。
【請求項９】
　前記バックゲート電極は、前記蓄積部の発生した電荷を収集する電荷収集電極となる層
と同じ層に形成された
　請求項７記載の画像検出装置。
【請求項１０】
　前記基板は、前記スキャン配線と接続されたスキャン配線用の前記第１保護配線、前記
データ配線と接続されたデータ配線用の前記第１保護配線、及び前記スキャン配線用の前
記第１保護配線と前記データ配線用の前記第１保護配線とを接続する第３保護回路をさら
に有する
　請求項４～請求項９の何れか１項記載の画像検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像検出装置に係り、特に、製造される時に発生する静電気を放電するため
の保護配線が設けられ基板を用いて画像を検出する画像検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、ＴＦＴ（Thin film transistor）アクティブマトリックス基板上にＸ線感応層を
配置し、Ｘ線情報を直接デジタルデータに変換できるＦＰＤ（ｆｌａｔ　ｐａｎｅｌ　ｄ
ｅｔｅｃｔｏｒ）等の放射線画像検出装置が実用化されている。このＦＰＤは、従来のイ
メージングプレートに比べて、即時に画像を確認でき、動画も確認できるといったメリッ
トがあり、急速に普及が進んでいる。
【０００３】
　ところで、この種の放射線画像検出装置では、人体を投影するサイズでＸ線画像を検出
することが重要であるため、３０×３０ｃｍを超えるような大きなサイズの基板が必要と
なる。しかし、このような大きなサイズの基板をシリコン基板で製造することは難しい。
このため、現在は、主に薄板ガラス上に形成したＴＦＴアクティブマトリクス基板が用い
られている。
【０００４】
　ＴＦＴアクティブマトリクス基板は、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）の駆動基板として採
用されおり、技術的、価格的にも安定している。このため、画像検出装置用のＴＦＴアレ
イ基板も主にコスト面の理由から、ＬＣＤ用のＴＦＴ製造ラインにて製造が行なわれる。
【０００５】
　図１１には、従来の画像検出装置用のＴＦＴアクティブマトリクス基板１０’の回路図
が示されている。
【０００６】
　同図に示すように、ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０’は、図示しない画像センサ
部で発生した電荷を収集する電荷収集電極１１’と、検出された電荷信号を蓄積する電荷
蓄積容量５’と、電荷蓄積容量５’に蓄積された電荷を読み出すための薄膜トランジスタ
（以下、「ＴＦＴスイッチ」という。）４’と、を含んで構成される画素が２次元状に多
数配列されて構成されたものである。そして、ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０’に
は、上記ＴＦＴスイッチ４’をＯＮ／ＯＦＦするための複数のスキャン配線（ゲート配線
）１０１’と、上記電荷蓄積容量５’に蓄積された電荷が取り出すための複数のデータ配
線３’とが設けられている。また、電荷蓄積容量５’の一方の電極には、図示しない配線
を介して接地されてグランドレベルとされている。なお、図１１では、電荷蓄積容量５’
の一方の電極がグランドに接続されているものとして示している。
【０００７】
　また、ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０’の各データ配線３’と各スキャン配線１
０１’は、製造時の静電破壊を防止するべくそれぞれ回路保護用の双方向ダイオード３０
’を介して共通配線１１０’に接続されている。
【０００８】
　図１２には、この従来の双方向ダイオード３０’を構成する１つのダイオード３１’の
構成の一例が示されている。
【０００９】
　アモルファスシリコンＴＦＴを用いたＴＦＴアクティブマトリクス基板では、同図に示
すように、ＴＦＴスイッチのゲート電極とドレイン電極を接続することで、容易にダイオ
ード３１’を構成することができる。
【００１０】
　図１３は、図１１に示されるＴＦＴアクティブマトリクス基板１０’の１つのＴＦＴ素
子に注目して等価回路で示したものである。
【００１１】
　ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０’の各ＴＦＴ素子は、図１３に示すように、ＴＦ
Ｔスイッチ４’のゲート電極とデータ電極間が、２個のダイオード３１’が並列に互いの
アノードとカソードが各々接続されて構成された双方向ダイオード３０’によって接続さ
れていることと等価であるため、片方の電極電位が高くなった場合、電荷を他方に流し、
電位が高くなることを防ぐことができる。
【００１２】
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　次に、図１４を参照して、ＬＣＤ用のＴＦＴ製造ラインを用いてこのようなＴＦＴアク
ティブマトリクス基板を製造する場合における静電気の問題について説明する。
【００１３】
　ＬＣＤ用のＴＦＴ製造ラインで製造可能な基板のサイズは、当該製造ラインの装置サイ
ズに依存し、そのライン特有のサイズであり、現在では、主に１ｍ角前後の大型の基板が
製造可能とされている。
【００１４】
　このような大型の基板が製造可能なＬＣＤ用のＴＦＴ製造ラインを用いた場合、ＦＰＤ
用のＴＦＴアレイセル１０Ａ’を１枚、もしくは複数枚形成したＴＦＴアレイ基板１０Ｂ
’（図１４（Ａ）参照。）が製造される。
【００１５】
　この製造されたＴＦＴアレイ基板１０Ｂ’は、１次分断工程にて分断されてＴＦＴアレ
イセル１０Ａ’が切り出される（図１４（Ｂ）参照。）。後に行なわれるセンサー層の形
成工程では、主に真空蒸着やＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法で層の形成を行な
うため、基板サイズに比例して装置価格が上昇する。したがって、１次分断工程では、Ｔ
ＦＴアレイ基板１０Ｂ’からＴＦＴアレイセル１０Ａ’として必要な最小限のサイズに切
り出し、製造設備のチャンバサイズを小さくすることが望まれる。
【００１６】
　次に、切り出したＴＦＴアレイセル１０Ａ’に対してセンサー層の形成や上部電極の形
成を行ない、形成完了後に、センサー層と上部電極をガラス基板もしくは樹脂等で覆う封
止工程を行う（図１４（Ｃ）参照。）。
【００１７】
　次に、封止工程後のＴＦＴアレイセル１０Ａ’に対して２次分断を行う。ＴＦＴアレイ
セル１０Ａ’には、２次分断工程の前まで、ＴＦＴスイッチ４’のゲート絶縁膜保護のた
め、ショートリング１２０’が設けられている。２次分断では、次の工程でＴＣＰ実装を
行うためＴＦＴアレイセル１０Ａ’からショートリング１２０’を分離して各端子を電気
的、物理的に分離する（図１４（Ｄ）参照。）。
【００１８】
　次に、ショートリング１２０’を分離したＴＦＴアレイセル１０Ａ’に対してゲートド
ライバ、アンプＩＣの実装（ＴＣＰ実装：Tape carrier packageに実装されたＩＣの実装
）を行い、最後に回路基板（ゲートドライブ基板、信号検出回路基板等）を実装し、ＴＦ
Ｔアクティブマトリクス基板１０’が完成する（図１４（Ｅ）参照。）。
【００１９】
　ここで、ショートリング１２０’とは、絶縁膜への電圧印加を防ぐために絶縁膜の両端
の電極を接続する配線のことである。
【００２０】
　すなわち、上述したＴＦＴアレイセル１０Ａ’のケースでは、データ配線とスキャン配
線の終端部をアレイ周縁に配置されたメタル配線で接続している。これにより、静電気等
により、ある信号配線に電荷が付与され、電位が高くなった場合にも、すぐさまショート
リング１２０’に電荷が流れだし、これにより絶縁膜に電圧が印加されることを防いでい
る。
【００２１】
　逆にＴＦＴアレイセル１０Ａ’にショートリング１２０’がない場合は、静電気により
絶縁膜に強電界が印加され、これによりＴＦＴの特性シフトや、絶縁破壊（リーク不良）
が多発する。
【００２２】
　このように、ＴＦＴアレイ基板１０Ｂ’にショートリング１２０’を設けることで、Ｔ
ＦＴアレイセル１０Ａ’の製造歩留まりを高く維持できるため、製造コストを低く抑える
ことができる。
【００２３】
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　一方、図１４（Ｅ）示されるように、２次分断後～ＴＣＰ実装、回路実装まではＴＦＴ
アレイセル１０Ａ’の入出力端子が電気的に完全に分離された状態にある。このため、シ
ョートリング１２０’がない場合と同じとなるので、特性シフトや、絶縁破壊不良の発生
が懸念される。
【００２４】
　これを防ぐために、図１１に示すように、各信号配線とアクティブマトリクスアレイ周
縁に配置した共通配線１１０’との間に保護用の双方向ダイオード３０’を配置すること
が一般的である。これにより、ショートリング１２０’ほどではないものの、電荷を隣接
ラインに流すことが可能となり、特性シフトや、絶縁破壊不良等の静電気による電圧が絶
縁膜へ印加されることによる静電気不良の発生を抑制することができる。
【００２５】
　なお、関連技術として、特許文献１には、ＴＦＴアクティブマトリックス基板をＬＣＤ
の駆動基板として用いた場合において、表示部を囲むように共通配線を形成すると共に、
この共通配線と各信号配線との間に保護用の双方向ダイオードを形成して、各信号配線に
静電気が飛び込んだ場合においても、各双方向ダイオードを介して共通配線に静電気を分
散させることにより、ＴＦＴを保護する構成が開示されている。
【特許文献１】特開平１０－１７７１８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　ところで、特許文献１に示されるＬＣＤのような電圧制御型デバイスでは、上記のよう
に共通配線１１０’を形成すると共に、この共通配線１１０’と各データ配線３’及び各
スキャン配線１０１’との間に双方向ダイオード３０’を挿入しても応用製品として全く
問題がない。これは、例えば、ＬＣＤでは、ＴＦＴアクティブマトリクス基板の各データ
配線３’と各スキャン配線１０１’に各々印加する電圧を表示させる画像に応じて制御す
る電圧制御型のデバイスであるためである。
【００２７】
　すなわち、実駆動時に各信号配線間に電位差が生じた場合、双方向ダイオード３０’を
介して電流が流れるが、各ダイオード３１’の抵抗値は信号配線に対して十分に高いため
各信号配線の電位は維持される。このため、電圧により駆動条件が決定するＬＣＤにおい
て何ら支障はなかった。
【００２８】
　一方、ＦＰＤでも、各スキャン配線１０１’の駆動はＬＣＤと同様で問題は発生しない
。ところが、データ配線３’側は、電荷量を検出する信号検出回路（アンプ回路）である
。このため、実駆動時に各信号配線間に電位差が生じてデータ配線間でリーク電流が流れ
ると、信号検出回路において検出されるデータ配線の信号値が変動する、という問題点が
あった。これにより、偽データ情報がデータラインに入り、アーティファクト（偽画像）
が現れる問題があった。
【００２９】
　本発明は上記問題点を解消するためになされたものであり、基板製造時の静電気不良の
発生を防ぐ一方で、駆動時のリーク電流による信号値の変動を抑制することができる画像
検出装置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】
【００３０】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明の画像検出装置は、照射された、検
出対象とする画像を示す電磁波によって発生する電荷が蓄積される複数の蓄積部、当該複
数の蓄積部に各々個別に接続された複数のデータ配線、過大電圧から回路を保護するため
の第１保護配線、及び前記複数のデータ配線と前記第１保護配線とを各々個別に接続し、
当該データ配線と第１保護配線との間の電位差が所定の第１許容レベル以上となると電流
が流れる複数の第１保護回路を有する基板と、前記複数のデータ配線に接続され、前記複



(6) JP 5080172 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

数の蓄積部に各々蓄積された電荷を取り出して前記画像を構成する各画素の情報として電
荷量を検出する検出回路であって、過大電圧から回路を保護するための第２保護配線、及
び前記複数のデータ配線と前記第２保護配線とを各々個別に接続し、当該データ配線と第
２保護配線との間の電位差が所定の第２許容レベル以上となると電流が流れる複数の第２
保護回路を有する検出回路と、を備え、前記複数の第１保護回路は、前記第１許容レベル
が前記第２保護回路の第２許容レベルよりも高くなるように構成されたことを特徴として
いる。
【００３１】
　請求項１に記載の発明の基板は、照射された、検出対象とする画像を示す電磁波によっ
て発生する電荷が蓄積される複数の蓄積部、当該複数の蓄積部に各々個別に接続された複
数のデータ配線、過大電圧から回路を保護するための第１保護配線、及び複数のデータ配
線と第１保護配線とを各々個別に接続し、当該データ配線と第１保護配線との間の電位差
が所定の第１許容レベル以上となると電流が流れる複数の第１保護回路を有している。
【００３２】
　よって、請求項１に記載の発明の基板では、製造される時にデータ配線に発生する静電
気を、第１保護回路を介して第１保護配線に放電することができるため、基板製造時の静
電気不良の発生を防ぐことができる。
【００３３】
　また、請求項１に記載の発明の検出回路は、前記複数のデータ配線に接続され、前記複
数の蓄積部に各々蓄積された電荷を取り出して前記画像を構成する各画素の情報として電
荷量を検出する検出回路であって、過大電圧から回路を保護するための第２保護配線、及
び複数のデータ配線と第２保護配線とを各々個別に接続し、当該データ配線と第２保護配
線との間の電位差が所定の第２許容レベル以上となると電流が流れる複数の第２保護回路
を有している。
【００３４】
　そして、本発明では、複数の第１保護回路は、第１許容レベルが第２保護回路の第２許
容レベルよりも高くなるように構成されている。
【００３５】
　よって、請求項１に記載の発明によれば、駆動時のデータ配線に発生するリーク電流を
、第２保護回路を介して第２保護配線に放電することができるため、駆動時のリーク電流
による信号値の変動を抑制することができる。
【００３６】
　なお、本発明は、請求項２に記載の発明のように、前記第１保護回路を、２個のダイオ
ードが並列に互いのアノードとカソードが各々接続されて構成された双方向ダイオードと
してもよい。
【００３７】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項３に記載の発明のように、前記ダイオードを、
バックゲート型の電界効果トランジスタのゲートとドレインが電気的に接続されて構成さ
れたものとし、前記蓄積部に蓄積された電荷を取り出す際に、前記複数の第１保護回路を
構成する各電界効果トランジスタのゲートに対して当該電界効果トランジスタをオフ状態
とする電圧を印加する電圧印加回路をさらに備えてもよい。
【００３８】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項４に記載の発明のように、前記基板に、前記複
数のデータ配線が平行に設け、当該複数のデータ配線と交差して複数のスキャン配線が平
行にさらに設けると共に、前記データ配線と前記スキャン配線との各交差部にそれぞれ前
記蓄積部及び当該前記蓄積部からの蓄積された電荷の取り出しを制御する前記電界効果ト
ランジスタが２次元状に多数設けて、前記複数のスキャン配線に各々印加される電圧によ
って当該電界効果トランジスタのオン・オフ状態が制御されるものとし、前記複数の第１
保護回路を構成する各電界効果トランジスタのゲートを何れか１本のスキャン配線に接続
してもよい。
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【００３９】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項５に記載の発明のように、前記複数の第１保護
回路を構成する各電界効果トランジスタのゲートを、平行に設けられた前記複数のスキャ
ン配線のうちの最も端に位置するスキャン配線に接続することが好ましい。
【００４０】
　また、請求項４又は請求項５に記載の発明は、請求項６に記載の発明のように、前記複
数のスキャン配線を、各々前記第１保護配線と、ダイオード又は所定値以上の抵抗値を有
する部材によって接続してもよい。
【００４１】
　また、請求項３～請求項６の何れか１項記載の発明は、請求項７に記載の発明のように
、前記基板を、複数の層が積層されて形成されたＴＦＴアクティブマトリクス基板とし、
前記基板の前記電界効果トランジスタのバックゲート電極を、絶縁膜を介して半導体層上
層に、ゲート電極と対向配置してもよい。
【００４２】
　また、請求項７記載の発明は、請求項８に記載の発明のように、前記基板の前記電界効
果トランジスタのバックゲート電極を、前記データ配線と同一の部材によって形成しても
よい。
【００４３】
　また、請求項７記載の発明は、請求項９に記載の発明のように、前記バックゲート電極
は、前記蓄積部の発生した電荷を収集する電荷収集電極となる層と同じ層に形成してもよ
い。
【００４４】
　さらに、請求項４～請求項９の何れか１項記載の発明は、請求項１０に記載の発明のよ
うに、前記基板が、前記スキャン配線と接続されたスキャン配線用の前記第１保護配線、
前記データ配線と接続されたデータ配線用の前記第１保護配線、及び前記スキャン配線用
の前記第１保護配線と前記データ配線用の前記第１保護配線とを接続する第３保護回路を
さらに有してもよい。
【発明の効果】
【００４５】
　このように、本発明によれば、基板製造時の静電気不良の発生を防ぐ一方で、駆動時の
リーク電流による信号値の変動を抑制することができる、という優れた効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。なお、以下では、本
発明を、ＴＦＴアクティブマトリックス基板上にＸ線感応層を形成し、Ｘ線情報を直接デ
ジタルデータに変換する放射線画像検出装置１００に適用した場合について説明する
　図１には、本発明の実施の形態に係る放射線画像検出装置１００の全体構成が示されて
いる。
【００４７】
　同図に示すように、本実施の形態に係る放射線画像検出装置１００は、ＴＦＴアクティ
ブマトリクス基板１０を備えている。
【００４８】
　ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０は、後述するバイアス電極と半導体膜と電荷収集
電極とから構成される画像センサ部１０３と、画像センサ部１０３で検出された電荷信号
を蓄積する電荷蓄積容量５と、電荷蓄積容量５に蓄積された電荷を読み出すためのＴＦＴ
スイッチ４と、から構成される画素が２次元状に多数設けられている。
【００４９】
　また、ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０には、上記ＴＦＴスイッチ４をＯＮ／ＯＦ
Ｆするための複数のスキャン配線１０１と、上記電荷蓄積容量５に蓄積された電荷が読み
出される複数のデータ配線３と、が設けられており、電荷蓄積容量５の一方の電極は図示
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しない配線を介して接地されてグランドレベルとされている。なお、図１及び後述する図
４では、電荷蓄積容量５の一方の電極がグランドに接続されているものとして示している
。
【００５０】
　また、ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０には、２次元状に設けられた画素全体を囲
むように基板周縁に共通配線１１０が設けられており、共通配線１１０と各スキャン配線
１０１及び各データ配線３は、各配線の交差部分において、各々保護用の双方向ダイオー
ド３０により接続されている。
【００５１】
　なお、本実施形態では、スキャン配線１０１とデータ配線３を１本の共通配線１１０に
それぞれ接続しているが、例えば、次のような構造としてもよい。すなわち、共通配線１
１０を２本設けて、スキャン配線１０１をデータ配線３をそれぞれ別な共通配線１１０に
接続し、スキャン配線１０１と接続される共通配線１１０（スキャン側共通配線）と、デ
ータ配線３と接続される共通配線１１０（データ側共通配線）の間に双方向ダイオード等
の高抵抗素子（保護回路）を挿入してスキャン側共通配線とデータ側共通配線を接続する
構成としてもよい。この場合、高抵抗素子を挿入することで、データ配線側共通配線に、
スキャン配線側共通配線に流れる電流が流入することを抑制できる。また、スキャン側共
通配線とデータ側共通配線をそれぞれ独立して共通電源（ＧＮＤ）に接続する構成として
もよい。スキャン配線１０１に印加される電圧は高く、保護回路を経由して共通配線に流
れる電流も大きい。この場合、スキャン側共通配線と、データ側共通配線を分離すること
で、データ配線側共通配線に、スキャン配線側共通配線に流れる電流が流入することを抑
制できる。
【００５２】
　各データ配線３には、各データ配線３に流れ出した電荷を電気信号として検出する信号
検出回路１０５が接続され、各スキャン配線１０１には、各スキャン配線にＴＦＴスイッ
チ４をＯＮ／ＯＦＦするための制御信号を出力するスキャン信号制御装置１０４が接続さ
れている。
【００５３】
　信号検出回路１０５は、各データ配線３毎に、入力される電気信号の電圧レベルを増幅
する増幅回路１０７（図４参照）を内蔵しており、各データ配線３より入力される電気信
号を増幅して当該電気信号の電圧レベルを検出することにより、画像を構成する各画素の
情報として、各電荷蓄積容量５に蓄積された電荷量を検出する。
【００５４】
　この信号検出回路１０５およびスキャン信号制御装置１０４には、信号検出回路１０５
において検出された電気信号に所定の処理を施すとともに、信号検出回路１０５に対して
信号検出のタイミングを示す制御信号を出力すると共に、スキャン信号制御装置１０４に
対してスキャン信号の出力のタイミングを示す制御信号を出力する信号処理装置１０６が
接続されている。
【００５５】
　次に、図２及び図３を参照して、本実施形態に係るＴＦＴアクティブマトリクス基板１
０についてより詳細に説明する。なお、図２には、本実施形態に係るＴＦＴアクティブマ
トリクス基板１０の１画素単位の構造を示す平面図が示されており、図３には、図２の２
－２線断面図が示されている。
【００５６】
　図３に示すように、本実施形態に係るＴＦＴアクティブマトリクス基板１０上には、電
磁波導電性を有する半導体膜６、及び、図示しない高圧電源に接続されたバイアス電極７
が順次形成されている。半導体膜６は、Ｘ線などの電磁波が照射されることにより、内部
に電荷（電子－正孔）を発生するものである。つまり、半導体膜６は電磁波導電性を有し
、Ｘ線による画像情報を電荷情報に変換するためのものである。また、半導体膜６は、例
えば、セレンを主成分とする非晶質のａ－Ｓｅ（アモルファスセレン）からなる。ここで
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、主成分とは、５０％以上の含有率を有するということである。
【００５７】
　以下に、本実施形態に係るＴＦＴアクティブマトリクス基板１０の層構成についてより
詳しく説明する。
【００５８】
　ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０は、ガラス基板１、ゲート電極２、蓄積容量下部
電極１４、ゲート絶縁膜１５、半導体層８、ソース電極９、ドレイン電極１３、蓄積容量
上部電極１８、絶縁保護膜１７、データ配線３、層間絶縁膜１２、および電荷収集電極１
１を有している。なお、図２に示すように、ゲート電極２には、スキャン配線１０１が接
続されており、ゲート電極２とスキャン配線１０１とは同じ金属層により形成されている
。また、蓄積容量下部電極１４には、蓄積容量配線１０２が接続されており、蓄積容量下
部電極１４と蓄積容量配線１０２とは同じ金属層により形成されている。
【００５９】
　また、ゲート電極２やゲート絶縁膜１５、ソース電極９、ドレイン電極１３、半導体層
８によりＴＦＴスイッチ４が構成されており、蓄積容量下部電極１４やゲート絶縁膜１５
、蓄積容量上部電極１８により電荷蓄積容量５が構成されている。
【００６０】
　ガラス基板１は支持基板であり、ガラス基板１としては、例えば、無アルカリガラス基
板（例えば、コーニング社製＃１７３７等）を用いることができる。スキャン配線１０１
及びデータ配線３は、図１に示すように、格子状に配列された電極配線であり、その交点
には、図２に示すように、ＴＦＴスイッチ４が形成されている。ＴＦＴスイッチ４はスイ
ッチング素子であり、そのソース電極９は、コンタクトホールを介して各々データ配線３
に接続され、ドレイン電極１３は蓄積容量上部電極１８に接続されている。
【００６１】
　ゲート絶縁膜１５は、ＳｉＮＸ や、ＳｉＯＸ 等からなっている。ゲート絶縁膜１５は
、ゲート電極２、スキャン配線１０１、蓄積容量下部電極１４および蓄積容量配線１０２
を覆うように設けられており、ゲート電極２上に位置する部位がＴＦＴスイッチ４におけ
るゲート絶縁膜として作用し、蓄積容量下部電極１４上に位置する部位は電荷蓄積容量５
における誘電体層として作用する。つまり、電荷蓄積容量５は、ゲート電極２と同一層に
形成された蓄積容量下部電極１４と蓄積容量上部電極１８との重畳領域によって形成され
ている。
【００６２】
　また、半導体層８はＴＦＴスイッチ４のチャネル部であり、データ配線３に接続された
ソース電極９と蓄積容量上部電極１８に接続されたドレイン電極１３とを結ぶ電流の通路
である。
【００６３】
　絶縁保護膜１７は、ガラス基板１上の画素が設けられた領域のほぼ全面（ほぼ全領域）
にわたって形成されている。これにより、ドレイン電極１３とソース電極９とを保護する
と共に、電気的な絶縁分離を図っている。また、絶縁保護膜１７は、蓄積容量下部電極１
４と対向している部分上に位置する部位に、コンタクトホール１６を有している。
【００６４】
　電荷収集電極１１は、非晶質透明導電酸化膜からなっている。電荷収集電極１１は、コ
ンタクトホール１６を埋めるようにして形成されており、ソース電極９およびドレイン電
極１３上、蓄積容量上部電極１８上に積層されている。電荷収集電極１１と半導体膜６と
は電気的に導通しており、半導体膜６で発生した電荷を電荷収集電極１１で収集できるよ
うになっている。
【００６５】
　層間絶縁膜１２は、感光性を有するアクリル樹脂からなり、ＴＦＴスイッチ４の電気的
な絶縁分離を図っている。層間絶縁膜１２には、コンタクトホール１６が貫通しており、
電荷収集電極１１はコンタクトホール１６を介して蓄積容量上部電極１８に接続されてい
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る。
【００６６】
　ガラス基板１上には、ゲート電極２、スキャン配線１０１、蓄積容量下部電極１４およ
び蓄積容量配線１０２が設けられている。ゲート電極２の上方には、ゲート絶縁膜１５を
介して、半導体層８が形成されている。半導体層８上には、ソース電極９とドレイン電極
１３とが形成されている。蓄積容量上部電極１８は、電荷蓄積容量５を構成する層の上方
に積層されている。また、蓄積容量上部電極１８とソース電極９およびドレイン電極１３
の上方には絶縁保護膜１７が配されている。
【００６７】
　絶縁保護膜１７の上方には、データ配線３が配されている。そして、絶縁保護膜１７お
よびデータ配線３の上方には、層間絶縁膜１２が設けられている。層間絶縁膜１２の上層
、すなわちＴＦＴアクティブマトリクス基板１０の最上層には電荷収集電極１１が設けら
れている。電荷収集電極１１とＴＦＴスイッチ４とは蓄積容量上部電極１８およびドレイ
ン電極１３を介して接続されている。
【００６８】
　バイアス電極７と蓄積容量下部電極１４との間には、図示しない高圧電源が接続されて
いる。
【００６９】
　次に、上記構造の放射線画像検出装置１００の動作原理について簡単に説明する。
【００７０】
　バイアス電極７と蓄積容量下部電極１４との間に電圧を印加した状態で、半導体膜６に
Ｘ線が照射されると、半導体膜６内に電荷（電子－正孔対）が発生する。そして、半導体
膜６と電荷蓄積容量５とは電気的に直列に接続された構造となっているので、半導体膜６
内に発生した電子は＋（プラス）電極側に、正孔は－（マイナス）電極側に移動し、その
結果、電荷蓄積容量５に電荷が蓄積される。
【００７１】
　電荷蓄積容量５に蓄積された電荷は、スキャン配線１０１への入力信号によってＴＦＴ
スイッチ４をＯＮ状態にすることによりデータ配線３を介して外部に取り出すことが可能
となる。
【００７２】
　そして、スキャン配線１０１とデータ配線３、ＴＦＴスイッチ４及び電荷蓄積容量５は
、すべてＸＹマトリクス状に設けられているため、スキャン配線１０１に入力する信号を
順次走査し、データ配線３からの信号をデータ配線３毎に検知することにより、二次元的
にＸ線の画像情報を得ることが可能となる。
【００７３】
　ところで、本実施の形態に係るＴＦＴアクティブマトリクス基板１０では、ＦＰＤ製造
時の静電破壊を防止するべく、各スキャン配線１０１、及び各データ配線３をそれぞれ双
方向ダイオード３０を介して共通配線１１０に接続している。これにより、静電気等によ
ってスキャン配線１０１、及び各データ配線３に高い電圧が印加された場合、この双方向
ダイオード３０を介し共通配線１１０に電荷を逃がすことで、高電圧が絶縁膜に印加され
ることを防いでいる。
【００７４】
　しかし、データ配線３では、実駆動時に、静電気や電荷蓄積容量５に予め想定された以
上の電荷が蓄積されることにより、各信号配線間に電位差が生じて各データ配線３の間で
リーク電流が流れ、信号検出回路１０５において検出されるデータ配線３の信号値が変動
する場合がある。
【００７５】
　そこで、本実施の形態に係るＴＦＴアクティブマトリクス基板１０では、図４に破線で
囲んで示したデータ配線３側に設けた各双方向ダイオード３０の構成を変更することによ
り、各データ配線３の間でリーク電流を流れにくくしている。
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【００７６】
　また、信号検出回路１０５内において、電流を放電して回路を保護するための配線とし
て２本の共通配線１１１Ａ、１１１Ｂを設けて、共通配線１１１Ａに電圧＋ＶＤＤを印加
すると共に、共通配線１１１Ｂに電圧－ＶＤＤを印加しており、静電破壊を防止するべく
、各データ配線３をそれぞれ保護回路１１２（本実施の形態では２個のダイオード）によ
り共通配線１１１Ａ、１１１Ｂに接続している。
【００７７】
　以下、データ配線３側に設けた各双方向ダイオード３０とスキャン配線１０１側に設け
た各双方向ダイオード３０を区別する場合、データ配線３側の双方向ダイオード３０を双
方向ダイオード３０Ａと示し、データ配線３側の双方向ダイオード３０を双方向ダイオー
ド３０Ｂと示す。
【００７８】
　以下、双方向ダイオード３０Ａと双方向ダイオード３０Ｂの構造を対比して説明する。
【００７９】
　図５には、双方向ダイオード３０Ｂの構造が示されている。なお、図５（Ａ）は、双方
向ダイオード３０Ｂの構造を示す平面図であり、図５（Ｂ）は、図５（Ａ）に示す双方向
ダイオード３０Ｂを構成する１つのダイオード３１ＢのＢ－Ｂ線での断面を示す断面図で
ある。
【００８０】
　図５（Ｂ）に示されるように、ダイオード３１Ｂは、ガラス基板１上にゲート電極２、
ゲート絶縁膜１５、半導体層８が順次積層されて形成されている。また、この半導体層８
上には、ソース電極９とドレイン電極１３とが形成されており、ドレイン電極１３は、ゲ
ート電極２と接続されている。
【００８１】
　すなわち、双方向ダイオード３０Ｂは、背景技術において説明した図１２に示されるよ
うに、単純にＴＦＴのゲート電極とドレイン電極を接続した構成のものである。
【００８２】
　図８には、本実施の形態に係るダイオード３１Ｂのダイオード特性が一点鎖線で示され
ている。
【００８３】
　同図に示されるように、このようなダイオード３１Ｂでは、０Ｖ近辺でも（少しでもデ
ータ配線の電位が高くなった場合）、数～数十ｎＡオーダーのリーク電流がながれる。こ
のため、例えば、ダイオード３１Ｂを用いた双方向ダイオードによってデータ配線３と共
通配線１１０とを接続した場合、データ配線３から共通配線１１０に信号電荷が漏れる。
ダイオード３１Ｂは双方向で配置されているため、１つのデータ配線３から共通配線１１
０に信号電荷が漏れた場合、漏れた電荷は他の電位が高くないデータ配線３へと流入する
。なお、リーク電流のレベルはＴＦＴの各層の材質、製造プロセス、およびチャネル長な
ど設計パターンにより依存して変化する。
【００８４】
　一方、図６には、双方向ダイオード３０Ａの構造が示されている。なお、図６（Ａ）は
、双方向ダイオード３０Ａの構造を示す平面図であり、図６（Ｂ）は、図６（Ａ）に示す
双方向ダイオード３０Ａを構成する１つのダイオード３１ＡのＡ－Ａ線での断面を示す断
面図である。
【００８５】
　図６（Ｂ）に示されるように、ダイオード３１Ａは、ガラス基板１上にゲート電極２、
ゲート絶縁膜１５、半導体層８が順次積層されて形成されている。また、この半導体層８
上には、ソース電極９とドレイン電極１３とが形成されている。半導体層のソース電極と
ドレイン電極の間の領域はＴＦＴチャネル部として機能し、チャネル部、ソース電極９と
ドレイン電極１３を覆うように保護絶縁膜１７が形成されている。半導体層としてアモル
ファスシリコンを適用したアモルファスシリコンＴＦＴでは、一般的に保護絶縁膜として
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ＣＶＤ成膜したＳｉＮｘが用いられ、ＴＦＴのスイッチング特性、信頼性を確保するため
必要な層である。さらに、この絶縁保護膜１７には、コンタクトホール１９が形成されて
いる。そして、保護絶縁膜１７上にコンタクトホール１９を埋めると共に、ゲート電極２
、半導体層８、ソース電極９、ドレイン電極１３に対応する領域を覆うようにバックゲー
ト電極２０が積層されて形成されており、バックゲート電極２０は、コンタクトホール１
９を介してドレイン電極１３と接続されている。
【００８６】
　また、ゲート電極２は、接続配線２１によって隣接するスキャン配線１０１に接続され
ている。
【００８７】
　図７（Ａ）（Ｂ）には、本実施の形態に係るダイオード３１Ａの等価回路図が示されて
いる。
【００８８】
　ダイオード３１Ａは、バックゲート電極２０とドレイン電極１３とが接続された、バッ
クゲート型のダイオードとして構成されている。このバックゲートとは、正規のゲート電
極２に対し、半導体層８を挟み対向する位置に配置されたゲート電極（バックゲート電極
２０）である。このバックゲート電極２０もゲート電極として作用するため、半導体層８
とバックゲート電極２０の間にも絶縁膜として絶縁保護膜１７を形成している。本実施の
形態では、ダイオード３１としてボトムゲート型ＴＦＴを採用しているため、”バックゲ
ート＝トップゲート電極（上部電極）”となっている。なお、上記のバックゲートの定義
から、トップゲート型のＴＦＴの場合は、バックゲートは下部のゲート電極であり、本実
施の形態の構成と同様の効果を得ることができる。
【００８９】
　また、ダイオード３１Ａはゲート電極２を隣接するスキャン配線１０１に接続したため
、ゲート電極２には隣接するスキャン配線１０１からゲート信号が印加される。
【００９０】
　図８には、本実施の形態に係るダイオード３１Ａがオン状態である場合のダイオード特
性が実線で示されており、ダイオード３１Ａがオフ状態である場合のダイオード特性が破
線で示されている。
【００９１】
　画像検出時、スキャン信号制御装置１０４は、スキャン配線１０１に入力する信号を順
次走査させる。このため、ダイオード３１Ａは、当該ダイオード３１Ａが接続された、隣
接するスキャン配線１０１がＯＮになる期間以外、スキャン配線１０１を介してゲート電
極２にオフ電位（Ｖｇ）が印加され、オフ状態が維持される。
【００９２】
　このように、ダイオード３１Ａは、バックゲート電極２０がオフ電位に維持された場合
、データ配線３に高い電圧が印加されても２０Ｖ以下の電圧では数十ｆＡオーダーの電流
しか流れない（図８の実線参照。）。
【００９３】
　そこで、例えば、信号検出回路１０５の２本の共通配線１１１Ａ、１１１Ｂに印加する
電圧を調整して、データ配線３から保護回路１１２を介して共通配線１１１Ａ、１１１Ｂ
へ電流が流れる電位差の許容レベル（第２許容レベル）を、データ配線３から双方向ダイ
オード３０Ａを介して共通配線１１０へ電流が流れる電位差の許容レベル（第１許容レベ
ル）よりも大きくなるように設定する。
【００９４】
　このように、第１許容レベルが第２許容レベルよりも高くした場合、例えば、静電気等
によりスキャン配線１０１に、例えば、６０Ｖ前後の電圧が印加されたとしても、データ
配線３から保護回路１１２を介して共通配線１１１Ａ、１１１Ｂへ電流が流れて放電され
るため、リーク電流による信号値変動が発生しない。
【００９５】
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　一方、ＴＦＴアレイ製造時、双方向ダイオード３０Ｂでは、ダイオード３１Ａのゲート
電極２が隣接するスキャン配線１０１に接続されて電圧レベルが０Ｖ（free状態）とされ
る。
【００９６】
　すなわち、ゲート電極２にはオフ電圧が印加されておらず、電位差が１０Ｖ以下の状態
でもｎＡオーダーの電流が流れる。これにより、静電気等によりスキャン配線１０１に、
例えば、６０Ｖ前後の電圧が印加された場合には、μＡオーダーの電流が流れ、これによ
り、静電気による絶縁膜破壊の影響を低減できる。
【００９７】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、ＴＦＴアクティブマトリクス基板
１０の製造時に各データ配線３に発生する静電気は、双方向ダイオード３０Ａを介して共
通配線１１０に放電されるため、基板製造時の静電気不良の発生を防ぐことができる。ま
た、駆動時の各データ配線３に発生するリーク電流は、保護回路１１２を介して共通配線
１１１Ａ、１１１Ｂに放電されるため、駆動時のリーク電流による信号値の変動を抑制す
ることができる。
【００９８】
　また、本実施の形態によれば、電荷蓄積容量５に蓄積された電荷を取り出す際に、ダイ
オード３１Ａを構成する各電界効果トランジスタのゲートに対して当該電界効果トランジ
スタをオフ状態とする電圧を印加しているので、データ配線３から双方向ダイオード３０
Ａを介して共通配線１１０へ電流が流れるための第１許容レベルが高くなるため、駆動時
のリーク電流による信号値の変動をより抑えることができる。
【００９９】
　また、本実施の形態によれば、ダイオード３１Ａを構成する各電界効果トランジスタの
ゲートを何れか１本のスキャン配線１０１に接続しているので、当該電界効果トランジス
タを制御するための配線を別に設ける必要がない。なお、スキャン配線１０１にＴＦＴス
イッチ４をＯＮ状態にする信号が入力されると、当該スキャン配線１０１に接続されたダ
イオード３１Ａもオン状態となり、当該ダイオード３１Ａを介してリーク電流が流れる場
合がある。このため、双方向ダイオード３０Ａの各ダイオード３１Ａは、複数のスキャン
配線１０１のうちの最も端に位置するスキャン配線１０１に接続することが好ましい。
【０１００】
　この各ダイオード３１Ａが接続されたスキャン配線１０１に対応するラインの画像情報
には、アーティファクトが発生している場合がある。このため、信号検出回路１０５等に
おいて当該ラインの画像情報を除去することが好ましいが、最も端に位置するラインとす
ることにより画像情報を除去することによる画像全体への影響を抑えることができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態によれば、各スキャン配線１０１を、各々共通配線１１０と、双方
向ダイオード３０Ｂによって接続しているので、各スキャン配線１０１を介して双方向ダ
イオード３０Ａの各ダイオード３１Ａのゲート電圧を０Ｖ前後に維持でき、これにより、
電流が流れやすい状態を維持できる。なお、双方向ダイオード３０Ｂに代えて、各スキャ
ン配線１０１を各々共通配線１１０と所定値以上の抵抗値を有する、例えば、アモルファ
スシリコン半導体層等の部材によって接続してもよい。
【０１０２】
　また、本実施の形態によれば、各ダイオード３１Ａの電界効果トランジスタのバックゲ
ートを、データ配線３と同一の部材によって形成しているので、バックゲート電極のため
に新規に層を増やす必要がない。
【０１０３】
　さらに、本実施の形態によれば、各ダイオード３１Ａの電界効果トランジスタのバック
ゲート電極２０を、電荷収集電極１１となる層と同じ層に形成しているので、プロセス数
を増やすことなくバックゲート電極２０を形成することができる。
【０１０４】
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　なお、本実施の形態では、図６に示すように、双方向ダイオード３０Ａのダイオード３
１Ａ部分の構造に、層間絶縁膜１２を形成しない構成とした場合について説明したが、本
発明はこれに限定されるものではなく、例えば、図９に示すように、保護絶縁膜１７に代
えて層間絶縁膜１２を形成すると共に、層間絶縁膜１２にコンタクトホール１９を形成し
、層間絶縁膜１２上にコンタクトホール１９を埋めると共に、ゲート電極２、半導体層８
、ソース電極９、ドレイン電極１３に対応する領域を覆うようにバックゲート電極２０を
形成してもよい。
【０１０５】
　図１０には、このように形成されたダイオード３１Ａがオン状態である場合のダイオー
ド特性が実線で示されており、ダイオード３１Ａがオフ状態である場合のダイオード特性
が破線で示されており、また、ダイオード３１Ｂのダイオード特性が一点鎖線で示されて
いる。図８では、Ｖｇ＝ｆｒｅｅ時の６０Ｖで１μＡ程度の電流が流れているのに対し、
図１０では０．１μＡ程度の電流しか流れない。このため、双方向ダイオード３０Ａのダ
イオード３１Ａ部分の構造を図９に示すレイヤ構成とした場合、ＴＦＴアクティブマトリ
クス基板１０の静電気不良に対する耐性が低くなるが、一般的なＴＦＴのレイヤ構成で本
発明の保護回路を形成することができるため、ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０の製
造コストを抑制することができる。
【０１０６】
　また、本実施の形態では、双方向ダイオード３０Ａにバックゲート型のダイオードを用
いることにより、第１許容レベルを第２許容レベルよりも高くする場合について説明した
が、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、局所的に半導体層の不純物濃度を
変化させ、しきち値電圧を変更することにより第１許容レベルを第２許容レベルよりも高
するようにしてもよい。
【０１０７】
　また、本実施の形態では、検出対象とする電磁波としてＸ線を検出することにより画像
を検出する放射線画像検出装置１００に本発明を適用した場合について説明したが、本発
明はこれに限定されるものではなく、例えば、検出対象とする電磁波は可視光や紫外線、
赤外線等いずれであってもよい
　その他、本実施の形態で説明した放射線画像検出装置１００の構成（図１参照。）及び
ＴＦＴアクティブマトリクス基板１０の構成（図２～図７、及び図９）は一例であり、本
発明の主旨を逸脱しない範囲内において適宜変更可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】実施の形態に係る放射線画像検出装置の全体構成を示す構成図である。
【図２】実施の形態に係るＴＦＴアクティブマトリクス基板の１画素単位の構造を示す平
面図である。
【図３】実施の形態に係る図２の２－２線断面図である。
【図４】実施の形態に係るＴＦＴアクティブマトリクス基板の全体構成を示す構成図であ
る。
【図５】実施の形態に係る双方向ダイオード３０Ｂの構成を示す構成図である。
【図６】実施の形態に係る双方向ダイオード３０Ａの構成を示す構成図である。
【図７】実施の形態に係る双方向ダイオード３０Ａの等価回路を示す回路図である。
【図８】実施の形態に係るダイオードの特性を示すグラフである。
【図９】実施の形態に係る双方向ダイオードの別な構成を示す構成図である。
【図１０】実施の形態に係る図９に示すダイオードの特性を示すグラフである。
【図１１】従来のＴＦＴアクティブマトリクス基板の構成を示す構成図である。
【図１２】従来の双方向ダイオードを構成する１つのダイオードの構成を示す構成図であ
る。
【図１３】従来のＴＦＴアクティブマトリクス基板の１つのＴＦＴ素子に注目した等価回
路を示す回路図である。
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【図１４】ＴＦＴアクティブマトリクス基板を各製造段階を示す模式図である。
【符号の説明】
【０１０９】
３　データ配線
５　電荷蓄積容量（蓄積部）
１０　アクティブマトリクス基板（基板）
１１　電荷収集電極
２０　 バックゲート電極
３０　 各双方向ダイオード（第１保護回路）
１００　放射線画像検出装置
１０１　スキャン配線
１０３　画像センサ部
１０４　スキャン信号制御装置（電圧印加回路）
１０５　信号検出回路（検出回路）
１１０　共通配線（第１保護配線）
１１１Ａ　共通配線（第２保護配線）
１１１Ｂ　共通配線（第２保護配線）
１１２　保護回路（第２保護回路）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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