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基板及び反射型 基板並びにそれらの製造方法

技術分野

０００1 本発明は、 基板及び反射型 基板並びにそれらの製造方法に関する。特

に、本発明の 基板及び反射型 基板は、ゲート絶縁膜及び層間絶縁膜によ

り絶縁されたゲート電極及びゲート配線と、ゲート電極上に形成され (薄膜トラン

、ジス列の活性層としての 型酸ィロ物半導体層と、チヤンネル部上に形成された層間

絶縁膜からなるチヤンネルガードと、層間絶縁膜の一対の開口部に形成されたドレイ

ン電極及びソース電極とを備えている。これにより、本発明の 基板及び反射型

基板は、長期間にわたり安定に作動する。また、本発明によれば、製造工程を削

減して製造原価のコストダウンを図ることができ、さらに、ゲート配線どぅしが干渉する

けロストー列れ、った心配を排除することができる。

背景技術

０００2 C (液品表示装置) や有機 表示装置は、表示性能、省エネルギー等の理由

から広く利用されている。これらは、特に、携帯電話やP (個人向け携帯情報端末

) 、パソコンやラップトップパソコン、テレビ等の表示装置として、ほぼ主流となってレめ
。これらの表示装置には、一般に、 基板が用いられている。

０００3 例えば、液品表示装置は、 基板と対向基板との間に液品などの表示材料が充

填されている。また、この表示材料は、画素ごとに選択的に電圧が印加される。ここで

基板は、半導体薄膜 (半導体膜とも呼ばれる) などからなる (薄膜トランジ

スタ) が配置されている基板である。一般に、 基板は、アレイ状に が配置さ

れているので、「 アレイ基板」とも呼ばれる。

０００4 なお、液品表示装置などに用いられる 基板には、 と液品表示装置の画面

の 画素との組にれは ュニットと呼ばれる) が、ガラス基板上に縦横に配設されてい
る。 基板では、ガラス基板上に、ゲート配線が例えば縦方向に等間隔で配置さ

れており、ソース配線又はドレイン配線の一方が横方向に等間隔で配置されている。

また、ソース配線又はドレイン配線の他方、ゲート電極，ソース電極及びドレイン電極



が、各画素を構成する上記ユニット中に、それぞれ設けられている。

０００5 く 基板の従来の製造方法ノ

さて、この 基板の製造法としては、通常、5枚のマスクを使用する5枚マスクプ

ロセスや、ハーフトーン露光技術によって、4枚のマスクを使用する4枚マスクプロセス

等が知られている。

ところで、このような 基板の製造法では、5枚又は4枚のマスクを使用することに

よって、その製造プロセスは、多くの工程を必要とする。たとえば、4枚マスクプロセス

は、35ステップ ( 程) 、5枚マスクプロセスは、4０ステップ (工程)を超える工程が必、

要である。このように工程数が多くなると、製造歩留りが低下する恐れがある。また、

工程数が多いと、工程が複雑となり、製造コストが増大する恐れもある。

０００6 (5枚のマスクを用いた製造方法)

図7０は、従来例にかかる 基板の製造方法を説明するための概略図であり、(a

) はゲート電極が形成された断面図を示している。(b) はエッチスト、ソパ一が形成され

た断面図を示している。(c) はソース電極及びドレイン電極が形成された断面図を示

している。(d) は層間絶縁膜が形成された断面図を示している。(e) は画素電極が形

成された断面図を示している。

図7０(a) において、ガラス基板92 ０上に、第一のマスク(図示せず)を用いて、ゲ

ート電極92 2が形成される。すなわち、まず、ガラス基板9 2 ０上に、スパッタリング

によって金属 (たとえば、 1(アルミニウム)など) が堆積する。次に、第一のマスクを用

いてホトリソグラフイ一法によりレジストが形成される。次に、所定の形状にエッチング

することによってゲート電極92 2が形成され、レジストがアッシングされる。

０００7 次に、図7０(b) に示すように、ガラス基板92 ０及びゲート電極92 2上に、S 膜

(窒ィビシリコン膜)からなるゲート絶縁膜92 3，及び， ㈲膜92 4が順に積

層される。次に、チヤンネル保護層であるS 膜 (窒化シリコン膜) が堆積する。次に、

第二のマスク (図示せず)を用いてホトリソグラフイ一法によりレジストが形成される。次

に、C ガスを用いてS 膜が所定の形状にドライエッチングされ、エッチストッパー

92 5が形成され、レ、ジストがアッシングされる。

０００8 次に、図7０ に示すように、 ㈲膜92 4及びエッチスト、ソパー92 5上



に、 膜92 6が堆積する。次に、その上にC クロム) 二層膜が真

空蒸着、あるいは、スパッタリング法を用いて堆積する。次に、第三のマスク (図示せ

ず)を用いてホトリソグラフイ一法によりレジストが形成される。次に、C 二層膜が

エッチングされ、所定の形状のソース電極92 7a及びドレイン電極92 7bが形成さ

れる。この際、 に対しては、 PO C を用いたホトエッチン
3 4 3 3

グが行われ、また、C に対しては、硝酸第二セリウムアンモニウム水溶液を用いたホト

エッチングが行われる。次に、 膜 (92 6及び92 4) に対して、C ガスを

用いたドライエッチングと、ヒドラジン水溶液 ( )を用いたウェットエッチ
2 2 2

ングが行われ、所定の形状の㏄ 膜92 6及び ㏄ ㈲膜92 4が形

成され、レジストがアッシングされる。

０００9 次に、図7０(d) に示すように、透明電極92 9を形成する前に、ゲート絶縁膜92 3

，エッチストッパー92 5，ソース電極92 7a及びドレイン電極92 7b上に、層間絶

縁膜92 8が堆積する。次に、第四のマスク(図示せず)を用いてホトリソグラフイ一法

によりレ、ジストが形成される。次に、層間絶縁膜92 8がエッチングされ、透明電極92

9をソース電極92 7aと電気的に接続させるためのスルーホール92 8aが形成さ

れ、レジストがアッシングされる。

００1０ 次に、図7０(e) に示すように、ソース電極92 7a及びドレイン電極92 7bのパター

ンが形成された領域の層間絶縁膜92 8上に、酸ィビインジウムと酸ィロ亜鉛を主成分

とする非品質透明導電膜がスパッタリング法によって堆積する。次に、第五のマスク (

図示せず)を用いてホトリソグラフイ一法によりレジストが形成される。次に、非品質透

明導電膜に対して、穆酸約4重量 の水溶液をエッチヤントとして用いてホトエッチン

グが行われる。次に、非品質透明導電膜が、ソース電極92 7aと電気的に接続する

ような形状に形成され、レ、ジストがアッシングされる。これによって、透明電極92 9が

形成される。

このように、本従来例による 基板の製造方法によれば、5枚のマスクが必要で

ある。

００11 (3枚のマスクを用いた製造方法)

上記従来の技術を改良する技術として、マスクの数を(例えば、5枚から3枚に)減ら



し、ょり製造工程を削減した方法で 基板を製造する技術が種々提案されてレ巧

。たとえば、下記特許文献 ～7には、3枚のマスクを用いた 基板の製造方法が

記載されている。

特許文献1 日本国特開2００4 7685号公報

特許文献2 日本国特開2００4 9655 号公報

特許文献3 日本国特開2００5 ０ 7669号公報

特許文献4 日本国特開2００5 ０ 9664号公報

特許文献5 日本国特開2００5 ０49667号公報

特許文献6 日本国特開2００5 ０688 号公報

特許文献7 日本国特開2００5 ０89 2号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００12 しかしながら、上記特許文献 ～7に記載された3枚のマスクを用いた 基板の

製造方法は、ゲート絶縁膜の陽極酸化工程などが必要であり、非常に煩雑な製造プ

ロセスである。このため、上記 基板の製造方法は、実用が困難な技術であるとい

った問題があった。

また、実際の 基板 (反射型 基板などを含む)の製造ラインにおいては、品

質 (たとえば、長期間にわたる動作安定性やゲート配線どぅしが干渉するけロストーク

)といった不具合を回避すること)が重要である。すなわち、品質を向上させるとともに

、生産性をも向上させることの可能な実用的な技術が要望されていた。

さらに、反射型の 基板、半透過型の 基板、半反射型の 基板に対し

ても、品質や生産性を向上させることが要望されていた。

００13 本発明は、係る課題に鑑みなされたものであり、チャンネルガードにょり長期間にわ

たり安定に作動させ、かつ、クロストークを防止することができるとともに、製造工程の

工程数を削減することにょって、製造コストを大幅に低減できることが可能な 基

板及び反射型 基板並びにそれらの製造方法の提案を目的とする。

課題を解決するための手段

００14 この目的を達成するために、本発明の 基板は、基板と、この基板の上方に形



成され、上面がゲート絶縁膜に覆われ、かつ、側面が層間絶縁膜に覆われることによ

り絶縁されたゲート電極及びゲート配線と、前記ゲート電極の上方であって、かつ、

前記ゲート絶縁膜の上方に形成された酸ィロ物層と、前記酸ィロ物層の上方に、チヤン

ネル部によって隔てられて形成された導電体層と、前記チヤンネル部の上方に形成

され、前記チヤンネル部を保護するチヤンネルガードとを備えた構成としてある。

このよぅにすると、チヤンネル部の酸ィロ物層の上部が、チヤンネルガードにより保護

されるので、長期間にわたり安定に作動することができる。

００15 また、好ましくは、前記酸ィロ物層が、 型酸ィロ物半導体層であるとよい。

このよぅに、 の活性層として酸ィロ物半導体層を使用することにより、電流を流し

ても安定であり、電流制御により作動させる有機電界発光装置にとって有用である。

００16 また、好ましくは、前記チヤンネルガードが前記層間絶縁膜からなり、前記層間絶縁

膜の一対の開口部に、前記導電体層からなるドレイン電極及びソース電極がそれぞ

れ形成されるとよい。

このよぅにすると、チヤンネルガード，チヤンネル部，ドレイン電極及びソース電極が

確実かつ容易に製造されるので、歩留まりが改善されるとともに、製造原価のコストダ

ウンを図ることができる。

００17 また、好ましくは、前記導電体層が、酸化物導電体層及び 又は金属層であるとよ

このよぅにすると、長期間にわたり安定に作動することができ、また、歩留まりが改善

される。

００18 また、好ましくは、前記導電体層が、少なくとも画素電極として機能するとよい。

このよぅにすると、製造する際に使用するマスク数を削減でき、製造工程が削減され

る。したがって、生産効率が向上し製造原価のコストダウンを図ることができる。

また、通常、導電体層によって、ソース配線，ドレイン配線，ソース電極，ドレイン電

極及び画素電極が形成される。このよぅにすると、ソース配線，ドレイン配線，ソース

電極，ドレイン電極及び画素電極を効率よく製造することができる。

００ 9 また、好ましくは、前記酸化物層が、前記チヤンネル部，ソース電極及びドレイン電

極に対応する所定の位置に形成されるとよい。



このよぅにすると、通常、酸化物層が、所定の位置にのみ形成されることとなるので、

ゲート配線どぅしが干渉するけロストー列れ、った心配を排除することができる。

００2０ また、好ましくは、前記基板の上方が保護用絶縁膜によって覆われ、かつ、前記保

護用絶縁膜が、画素電極，ソース・ドレイン配線パッド及びゲート配線パッドに対応す

る位置に開口部を有するとよい。

このよぅにすると、 基板が保護用絶縁膜を備えている。したがって、液品や有

機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な 基板を提

供することができる。

なお、ソース・ドレイン配線パッドとは、ソース配線パッド又はドレイン配線パッドをい
っ。

００2 1 また、好ましくは、前記 基板が、ゲート電極，ゲート配線，ソース配線，ドレイン

配線，ソース電極，ドレイン電極又は画素電極のぅち、少なくとも一以上を備え、前記

ゲート電極，ゲート配線，ソース配線，ドレイン配線，ソース電極，ドレイン電極及び画

素電極の少なくとも一つの上方に、補助導電層を形成するとよい。

このよぅにすると、各配線や電極の電気抵抗を低減することができる。したがって、

信頼性を向上させることができるとともに、エネルギー効率の低下を抑制することがで

きる。

００22 また、好ましくは、前記 基板が金属層を備え、前記金属層を保護する金属層

保護用酸ィロ物導電体層を有するとよい。

このよぅにすると、金属層の腐蝕を防ぐとともに、耐久性を向上させることができる。

たとえば、ゲート配線として金属層を用いた場合、ゲート配線パッド用の開口部を形

成した際、金属表面が露出するのを防止でき、接続信頼性を向上させることができる

。また、金属層が反射金属層である場合、反射金属層の変色などを防止でき、反射

金属層の反射率が低下するれ、った不具合を防止することができる。

００23 また、好ましくは、前記 基板が、ゲート電極，ゲート配線，ソース配線，ドレイン

配線，ソース電極，ドレイン電極又は画素電極のぅち、少なくとも一以上を備え、前記

ゲート電極，ゲート配線，ソース配線，ドレイン配線，ソース電極，ドレイン電極及び画

素電極の少なくとも一つが、酸化物透明導電体層よりなるとよい。



このよぅにすると、光の透過量が増大するので、輝度の優れた表示装置を提供する

ことができる。

００24 また、好ましくは、前記酸ィロ物層及び 又は導電体層のエネルギーギヤソプが、3・

e 以上であるとよい。

このよぅに、エネルギーギヤソプを3・ e 以上とすることにより、光による誤動作を防

止することができる。なお、通常、エネルギーギヤソプは、3・Oe 以上あればよいが、

好ましくは、3・2e 以上とするとよく、さらに、好ましくは、3・4e 以上とするとよい。

このよぅに、エネルギーギヤソプを大きくすることにより、光による誤動作をより確実に

防止することができる。

００25 また、好ましくは、前記 基板が、画素電極を備え、前記画素電極の一部が、反

射金属層により覆われているとよい。

このよぅにすると、長期間にわたり安定に作動させ、かつ、クロストークを防止するこ

とができる。また、製造コストを大幅に低減できる半透過型の 基板又は半反射型

の 基板を提供することができる。

００26 また、好ましくは、前記反射金属層が、ソース配線，ドレイン配線，ソース電極及びド

レイン電極の少なくとも一つとして機能するとよい。

このよぅにすると、より多くの光を反射することができる。したがって、反射光による輝

度を向上させることができる。

００27 また、好ましくは、前記反射金属層が、アルミニウム，銀若しくは金からなる薄膜、又

は、アルミニウム，銀若しくは金を含む合金層からなるとよい。

このよぅにすると、より多くの光を反射することができる。したがって、反射光による輝

度を向上させることができる。

００28 また、本発明の反射型 基板は、基板と、この基板の上方に形成され、上面が

ゲート絶縁膜に覆われ、かつ、側面が層間絶縁膜に覆われることにより絶縁されたゲ

ート電極及びゲート配線と、前記ゲート電極の上方であって、かつ、前記ゲート絶縁

膜の上方に形成された酸化物層と、前記酸化物層の上方に、チヤンネル部によって

隔てられて形成された反射金属層と、前記チヤンネル部の上方に形成され、前記チ

ヤンネル部を保護するチヤンネルガードとを備えた構成としてある。



このよぅにすると、チヤンネル部となる酸ィロ物層が、チヤンネルガードにより保護され

るので、長期間にわたり安定に作動することができる。

００29 また、好ましくは、前記酸ィロ物層が、 型酸化物半導体層であるとよい。

このよぅに、 の活性層として酸ィロ物半導体層を使用することにより、電流を流し

ても安定であり、電流制御により作動させる有機電界発光装置にとって有用である。

００3０ また、好ましくは、前記チヤンネルガードが前記層間絶縁膜からなり、前記層間絶縁

膜の一対の開口部に、ドレイン電極及びソース電極がそれぞれ形成されるとよい。

このよぅにすると、チヤンネル部，ドレイン電極及びソース電極が確実かつ容易に製

造される。したがって、歩留まりが改善されるとともに、製造原価のコストダウンを図る

ことができる。

００3 1 また、好ましくは、前記反射金属層が、少なくとも画素電極として機能するとよい。

このよぅにすると、製造する際に使用するマスク数を削減でき、製造工程が削減され

る。したがって、生産効率が向上し製造原価のコストダウンを図ることができる。

また、通常、反射金属層によって、ソース配線，ドレイン配線，ソース電極，ドレイン

電極及び画素電極が形成される。このよぅにすると、ソース配線，ドレイン配線，ソー

ス電極，ドレイン電極及び画素電極を効率よく製造することができる。

００32 また、好ましくは、前記酸ィロ物層が、前記チヤンネル部，ソース電極及びドレイン電

極に対応する所定の位置に形成されるとよい。

このよぅにすると、通常、酸化物層が、所定の位置にのみ形成されることとなるので、

ゲート配線どぅしが干渉するけロストー列れ、った心配を排除することができる。

００33 また、好ましくは、前記基板の上方が保護用絶縁膜によって覆われ、かつ、前記保

護用絶縁膜が、画素電極，ソース・ドレイン配線パッド及びゲート配線パッドに対応す

る位置に開口部を有するとよい。

このよぅにすると、反射型 基板が保護用絶縁膜を備えている。したがって、液

品や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な反射型

基板を提供することができる。

００34 また、好ましくは、前記反射型 基板が反射金属層及び 又は金属薄膜を備え

、前記反射金属層及び 又は金属薄膜を保護する金属層保護用酸ィロ物透明導電



体層を有するとよい。

このよぅにすると、反射金属層及び 又は金属薄膜の腐蝕を防ぐとともに、耐久性

を向上させることができる。たとえば、ゲート配線として金属薄膜を用いた場合、ゲー

ト配線パッド用の開口部を形成した際、金属表面が露出するのを防止でき、接続信

頼性を向上させることができる。また、反射金属層に対しては、反射金属層の変色な

どを防止でき、反射金属層の反射率が低下するれ、った不具合を防止することがで

きる。さらに、透明としてあるので、光の透過量が減少しないので、輝度の優れた表示

装置を提供することができる。

００35 また、好ましくは、前記酸ィロ物層のエネルギーギヤ、ソプが、3・ e 以上であるとよい

このよぅに、エネルギーギヤップを3・ e 以上とすることにより、光による誤動作を防

止することができる。なお、通常、エネルギーギヤップは、3・Oe 以上あればよいが、

好ましくは、3・2e 以上とするとよく、さらに、好ましくは、3・4e 以上とするとよい。

このよぅに、エネルギーギヤップを大きくすることにより、光による誤動作をより確実に

防止することができる。

００36 また、好ましくは、前記反射金属層が、アルミニウム，銀若しくは金からなる薄膜、又

は、アルミニウム，銀若しくは金を含む合金層からなるとよい。

このよぅにすると、より多くの光を反射することができ、反射光による輝度を向上させ

ることができる。

００37 また、上記 目的を達成するために、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方

に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、第一の酸

ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用いて

、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記

ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び第一の酸化物層をェッチングして、前記

ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再

形成する工程と、前記第一の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成するエ

程と、層間絶縁膜及び第二のレ、ジストを積層する工程と、第二のマスクを用いて、前

記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして



、ソース電極及びドレイン電極となる部分に開口部を形成するとともに、前記層間絶

縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パ

、ソド用開口部を形成する工程と、第二の酸化物層及び第三のいジストを積層するエ

程と、第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記第二の酸ィロ物層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレ

イン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程とを有する方法としてある。

このよぅに、本発明は、 基板の製造方法としても有効であり、三枚のマスクを用

ぃて、 ホールチヤンネル型の 基板を製造することができる。また、マスク数

が削減され製造工程が削減されることにより、生産効率が向上し製造原価のコストダ

ウンを図ることができる。また、チヤンネル部の酸化物層の上部に、ドレイン電極及び

ソース電極がそれぞれ形成される一対の開口部を有する層間絶縁膜からなるチヤン

ネルガードが形成される。このチヤンネルガードがチヤンネル部を保護するので、長

期間にわたり安定に作動させることができる。さらに、通常、酸化物層が、所定の位置

(チヤンネル部，ソース電極及びドレイン電極に対応する所定の位置) にのみ形成さ

れるので、ゲート配線どぅしが干渉するけロストーク)れ㌧た心配を排除することがで

きる。

また、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲート配線と

なるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジスト

を積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記

第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲー

ト絶縁膜及び第一の酸化物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を

形成する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記第一

の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第

二のいジストを積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の

形状に形成する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン

電極となる部分に開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜を

ェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する

工程と、第二の酸化物層，保護用絶縁膜及び第三のいジストを積層する工程と、第



三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のいジストを所定

の形状に形成する工程と、前記第二の酸化物層及び保護用絶縁膜をェッチングして

、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パ

、ソドを形成する工程と、前記第三のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極及

びゲート配線パッドを露出させる工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、ソース電極，ソース電極，ソース配線及びドレイン配線の上部が

保護用絶縁膜で覆われるので、動作安定性を向上させることができる。

なお、ソース・ドレイン配線パッドとは、ソース配線パッド又はドレイン配線パッドをぃ
っ。

また、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲート配線と

なるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジスト

を積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記

第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲー

ト絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を

形成する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記第一

の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第

二のいジストを積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の

形状に形成する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン

電極となる部分に開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜を

ェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する

工程と、第二の酸化物層及び第三のいジストを積層する工程と、第三のマスクを用ぃ
て、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記第二の酸ィロ物層をェ
、ソチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲ

ート配線パッドを形成する工程と、保護用絶縁膜及び第四のいジストを積層する工程

と、前記第四のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記保護用絶縁膜をェッチ

ングして、ソース・ドレイン配線パ、ソド，前記画素電極及びゲート配線パッドを露出さ

せる工程とを有する方法としてある。



このよぅにすると、ソース電極，ソース電極，ソース配線及びドレイン配線が露出しな

ぃよぅに保護用絶縁膜で覆わる。また、 基板が保護用絶縁膜を備えてぃる。した

がって、液品や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能

な 基板を提供することができる。

００4０ また、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲート配線と

なるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジスト

を積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記

第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲー

ト絶縁膜及び第一の酸化物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を

形成する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記第一

の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第

二のいジストを積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の

形状に形成する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン

電極となる部分に開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜を

ェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する

工程と、第二の酸化物層，補助導電層，保護用絶縁膜及び第三のいジストを積層す

る工程と、第三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のレ
、ジストを所定の形状に形成する工程と、前記第二の酸化物層，補助導電層及び保護

用絶縁膜をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画

素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、前記第三のいジストを所定の形状に

再形成する工程と、前記補助導電層及び保護用絶縁膜をェッチングして、ソース小

レイン配線パッド，前記画素電極及びゲート配線パッドを露出させる工程とを有する

方法としてある。

このよぅにすると、各配線や電極の電気抵抗を低減することができる。したがって、

信頼性を向上させることができるとともに、エネルギー効率の低下を抑制することがで

きる。また、ソース電極，ソース電極，ソース配線及びドレイン配線の上部が保護用絶

縁膜で覆われるので、動作安定性を向上させることができる。

００41 また、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲート配線と



なるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジスト

を積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記

第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲー

ト絶縁膜及び第一の酸化物層をェッチングして、ゲート電極及びゲート配線を形成

する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記第一の酸

ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第二のレ
、ジストを積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状

に形成する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極

となる部分に開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチ

ングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する工程と

、第二の酸化物層，補助導電層及び第三のいジストを積層する工程と、第三のマスク

を用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記第二の酸ィロ物

層及び補助導電層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイ

ン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、保護用絶縁膜及び第四

のいジストを積層する工程と、前記第四のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極及び

ゲート配線パッドを露出させる工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、各配線や電極の電気抵抗を低減することができる。したがって、

信頼性を向上させることができるとともに、エネルギー効率の低下を抑制することがで

きる。また、ソース電極，ソース電極，ソース配線及びドレイン配線が露出しなぃよぅに

保護用絶縁膜で覆われ、 基板が保護用絶縁膜を備えてぃる。したがって、液品

や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な 基板

を提供することができる。

また、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲート配線と

なるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジスト

を積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記

第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲー

ト絶縁膜及び第一の酸化物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を



形成する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記第一

の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第

二のいジストを積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の

形状に形成する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン

電極となる部分に開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜を

ェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する

工程と、第二の酸化物層，反射金属層及び第三のレジストを積層する工程と、第三

のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のいジストを所定の

形状に形成する工程と、前記第二の酸ィロ物層及び反射金属層をェッチングして、ソ

ース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パッド

を形成する工程と、前記第三のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記反

射金属層をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極の一部及びゲ

ート配線パッドを露出させるとともに、前記反射金属層からなる反射金属部を形成す

る工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、三枚のマスクを用ぃて、 ホールチヤンネル型の半透過型の

基板又は半反射型の 基板を製造することができる。また、マスク数が削減さ

れ製造工程が削減されることにより、生産効率が向上し製造原価のコストダウンを図

ることができる。また、長期間にわたり安定に作動させ、かつ、クロストークを防止する

ことができる。

また、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲート配線と

なるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジスト

を積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記

第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲー

ト絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を

形成する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記第一

の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第

二のレジストを積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のレジストを所定の

形状に形成する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン



電極となる部分に開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜を

ェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する

工程と、第二の酸化物層，反射金属層，保護用絶縁膜及び第三のいジストを積層す

る工程と、第三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のレ
、ジストを所定の形状に形成する工程と、前記第二の酸化物層，反射金属層及び保護

用絶縁膜をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画

素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、前記第三のいジストを所定の形状に

再形成する工程と、前記反射金属層及び保護用絶縁膜をェッチングして、ソース小

レイン配線パッド，前記画素電極の一部及びゲート配線パッドを露出させるとともに、

前記反射金属層からなる反射金属部を形成する工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、 ホールチヤンネル型の半透過型の 基板又は半反射型

の 基板におぃて、ドレイン電極，ソース電極，ソース配線，反射金属部及びドレ

イン配線の上部が保護用絶縁膜で覆われる。したがって、動作安定性を向上させる

ことができる。

また、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲート配線と

なるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジスト

を積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記

第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲー

ト絶縁膜及び第一の酸化物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を

形成する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記第一

の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第

二のいジストを積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の

形状に形成する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン

電極となる部分に開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜を

ェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する

工程と、第二の酸化物層，反射金属層及び第三のいジストを積層する工程と、第三

のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のいジストを所定の

形状に形成する工程と、前記第二の酸ィロ物層及び反射金属層をェッチングして、ソ



一ス電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パッド

を形成する工程と、前記第三のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記反

射金属層をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極の一部及びゲ

ート配線パッドを露出させるとともに、前記反射金属層からなる反射金属部を形成す

る工程と、保護用絶縁膜及び第四のいジストを積層する工程と、前記第四のいジスト

を所定の形状に再形成する工程と、前記保護用絶縁膜をェッチングして、前記ソー

ス・ドレイン配線パッド，画素電極の一部及びゲート配線パッドを露出させる工程とを

有する方法としてある。

このよぅにすると、ソース電極，ソース電極，ソース配線及びドレイン配線が露出しな

ぃよぅに保護用絶縁膜で覆われ、 基板が保護用絶縁膜を備えてぃる。したがっ
て、液品や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な

ホールチヤンネル型の半透過型の 基板又は半反射型の 基板を提供す

ることができる。

００45 また、好ましくは、前記反射金属層の上方に、該反射金属層を保護する金属層保

護用酸化物導電体層を形成するとよぃ。

このよぅにすると、反射金属層の変色などを防止でき、反射金属層の反射率が低下

するれ、った不具合を防止することができる。

００46 また、好ましくは、前記ゲート電極・配線用薄膜の上方に、該ゲート電極・配線用薄

膜を保護するゲート電極・配線用薄膜保護用導電層を形成するとよぃ。

このよぅにすると、ゲート配線パッド用の開口部を形成した際、ゲート配線に用ぃた

金属表面が露出するのを防止でき、接続信頼性を向上させることができる。

００47 また、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲート配線と

なるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層

する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一の

いジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁

膜及び酸ィロ物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程

と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記酸ィロ物層をェッチン

グして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する



工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と

、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分にソース

電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及び

ゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開

口部を形成する工程と、導電体層及び第三のいジストを積層する工程と、第三のマス

クを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記導電体層をェ
、ソチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲ

ート配線パッドを形成する工程とを有する方法としてある。

このよぅに、本発明は、 基板の製造方法としても有効であり、三枚のマスクを用

ぃて、 ホールチヤンネル型の 基板を製造することができる。また、マスク数

が削減され製造工程が削減されることにより、生産効率が向上し製造原価のコストダ

ウンを図ることができる。また、チヤンネル部の酸ィロ物層の上部に、チヤンネルガード

が形成される。このチヤンネルガードは、ドレイン電極及びソース電極がそれぞれ形

成される一対の開口部を有する層間絶縁膜である。このチヤンネルガードがチヤンネ、

ル部を保護するので、 基板は、長期間にわたり安定に作動することができる。さ

らに、通常、酸化物層が、所定の位置 (チヤンネル部，ソース電極及びドレイン電極

に対応する所定の位置) このみ形成されるので、ゲート配線どぅしが干渉するけロス

トー列れ、った心配を排除することができる。

また、本発明の 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲート配線と

なるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層

する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一の

いジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁

膜及び酸ィロ物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程

と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記酸ィロ物層をェッチン

グして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する

工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と

、前記層間絶縁膜をエッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分にソース

電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及び



ゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開

口部を形成する工程と、導電体層及び第三のいジストを積層する工程と、第三のマス

クを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記導電体層をェ
、ソチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲ

ート配線パッドを形成する工程と、保護用絶縁膜及び第四のいジストを積層する工程

と、前記第四のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記保護用絶縁膜をェッチ

ングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極及びゲート配線パッドを露出さ

せる工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、ソース電極，ソース電極，ソース配線及びドレイン配線が露出しな

ぃよぅに保護用絶縁膜で覆われ、 基板が保護用絶縁膜を備えてぃる。したがっ
て、液品や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な

基板を提供することができる。

また、本発明の反射型 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲー

ト配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、酸ィロ物層、及び、第一のいジス

トを積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前

記第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲ

ート絶縁膜及び酸ィロ物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を形成

する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記酸ィロ物層

をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第二のいジスト

を積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成

する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部

分にソース電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間

絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線

パッド用開口部を形成する工程と、反射金属層及び第三のいジストを積層する工程と

、第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記

反射金属層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，

画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程とを有する方法としてある。

このよぅに、本発明は、反射型 基板の製造方法としても有効であり、三枚のマ



スクを用ぃて、 ホールチヤンネル型の反射型 基板を製造することができる。

また、マスク数が削減され製造工程が削減されることにより、生産効率が向上し製造

原価のコストダウンを図ることができる。また、チヤンネル部の酸ィロ物層の上部に、チ

ヤンネルガードが形成される。このチヤンネルガードは、ドレイン電極及びソース電極

がそれぞれ形成される一対の開口部を有する層間絶縁膜である。このチヤンネルガ

ードがチヤンネル部を保護するので、反射型 基板は、長期間にわたり安定に作

動することができる。さらに、通常、酸化物層が、所定の位置 (チヤンネル部，ソース

電極及びドレイン電極に対応する所定の位置) にのみ形成されるので、ゲート配線ど

ぅしが干渉するけロストーク)れ㌧た心配を排除することができる。

また、本発明の反射型 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲー

ト配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、酸ィロ物層、及び、第一のいジス

トを積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前

記第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲ

ート絶縁膜及び酸ィロ物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を形成

する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記酸ィロ物層

をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第二のいジスト

を積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成

する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部

分にソース電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間

絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線

パッド用開口部を形成する工程と、反射金属層，保護用絶縁膜及び第三のいジスト

を積層する工程と、第三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記

第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記反射金属層及び保護用絶縁

膜をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極

及びゲート配線パッドを形成する工程と、前記第三のいジストを所定の形状に再形成

する工程と、前記保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記

画素電極及びゲート配線パッドを露出させる工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、ソース電極，ソース電極，ソース配線及びドレイン配線の上部が



保護用絶縁膜で覆われるので、動作安定性を向上させることができる。

００5 1 また、本発明の反射型 基板の製造方法は、基板の上方に、ゲート電極とゲー

ト配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁膜、酸ィロ物層、及び、第一のいジス

トを積層する工程と、第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前

記第一のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲ

ート絶縁膜及び酸ィロ物層をェッチングして、前記ゲート電極及びゲート配線を形成

する工程と、前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、前記酸ィロ物層

をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、層間絶縁膜及び第二のいジスト

を積層する工程と、第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成

する工程と、前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部

分にソース電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間

絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線

パッド用開口部を形成する工程と、反射金属層及び第三のいジストを積層する工程と

、第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記

反射金属層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，

画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、保護用絶縁膜及び第四のいジス

トを積層する工程と、前記第四のいジストを所定の形状に形成する工程と、前記保護

用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極及びゲート配

線パッドを露出させる工程とを有する方法としてある。

このよぅにすると、ソース電極，ソース電極，ソース配線及びドレイン配線が露出しな

ぃよぅに保護用絶縁膜で覆われ、反射型 基板が保護用絶縁膜を備えてぃる。し

たがって、液品や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可

能な反射型 基板を提供することができる。

００52 また、好ましくは、前記酸ィロ物層と反射金属層の間に、酸ィロ物導電体層を積層する

とよぃ。

このよぅにすると、 のス不ソチング速度が高速ィビするとともに、 の耐久性を

向上させることができる。

００53 また、好ましくは、前記反射金属層の上方に、金属層保護用酸化物透明導電体層



を積層するとよい。

このよぅにすると、反射金属層の腐蝕を防ぐとともに、耐久性を向上させることができ

る。また、反射金属層の変色などを防止でき、反射金属層の反射率が低下するとい

った不具合を防止することができる。

００54 また、好ましくは、前記ゲート電極・配線用薄膜が金属層を有し、該金属層の上方

に、金属層保護用酸ィロ物透明導電体層を積層するとよい。

このよぅにすると、たとえば、ゲート配線として金属層を用いた場合、ゲート配線パッ

ド用の開口部を形成した際、金属表面が露出するのを防止でき、接続信頼性を向上

させることができる。

００55 図 本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための概略

フローチヤート図を示している。

図2 本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法の、第一のハーフトーン

マスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 金属層成膜 ゲート絶縁

膜成膜 型酸ィロ物半導体層成膜 第一のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現

像された断面図を示しており、(b) は第一のェッチング 第一のいジストの再形成さ

れた断面図を示しており、(c) は第二のェッチング 第一のいジスト剥離された断面

図を示している。

図3 本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法において、第一のいジス

トが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図4 本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法の、第二のマスクを用い
た処理を説明するための概略図であり、(a) は層間絶縁膜成膜 第二のいジスト塗

布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第三のェッチングされた断面図を

示しており、(c) は第二のいジスト剥離された断面図を示している。

図5 本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法において、第二のいジス

トが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図6 本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のマスクを用い
た処理を説明するための概略図であり、 は酸ィロ物透明導電体層成膜 第三のレ



ジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチング 第三

のいジスト剥離された断面図を示している。

図7 本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法において、第三のいジス

トが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図8 本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための概略

フローチヤート図を示している。

図9 本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の、第二のマスクを用い
た処理を説明するための概略図であり、(a) はゲート絶縁膜成膜 金属層成膜 第

二のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第三のェッチング

された断面図を示している。

図1０本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフトー

ンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 第三のいジストの再形

成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離された

断面図を示している。

図11 本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法において、第三のレ、ジ

ストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図12 本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明するた

めの概略フローチヤート図を示している。

図13 本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第三のマ

スクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 酸ィロ物透明導電体層成膜

第三のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチ

ング 第三のいジスト剥離された断面図を示している。

図14 本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四のマ

スクを用いた処理を説明するための概略図であり、 は保護用絶縁膜成膜 第四

のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング

第四のいジスト剥離された断面図を示している。

図 5 本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例において、第

四のいジストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。



図16 本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための概略

フローチヤート図を示してぃる。

図17 本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフトー

ンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、 a 酸ィロ物透明導電体層

成膜 補助導電層成膜 保護用絶縁膜成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン

露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチングされた断面図を示し

てぃる。

図18 本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフトー

ンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、 第三のいジストの再形

成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離された

断面図を示してぃる。

図19 本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法におぃて、第三のレ、ジ

ストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示してぃる。

図2０本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明するた

めの概略フローチヤート図を示してぃる。

図2 1 本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第三のマ

スクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) 酸ィロ物透明導電体層成膜

補助導電層成膜 第三のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、

(b) は第四のェッチング 第三のいジスト剥離された断面図を示してぃる。

図22 本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四のマ

スクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) 保護用絶縁膜成膜 第四

のレ、ジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング

第四のいジスト剥離された断面図を示してぃる。

図23 本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例におぃて、第

四のいジストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示してぃる。

図24 本発明の第四実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための概略

フローチヤート図を示してぃる。

図25 本発明の第四実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフトー



ンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 酸ィロ物透明導電体層

成膜 反射金属層成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現像された断

面図を示しており、(b)は第四のェッチングされた断面図を示している。

図26 本発明の第四実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフトー

ンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 第三のいジストの再形

成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離された

断面図を示している。

図27 本発明の第四実施形態にかかる 基板の製造方法において、第三のレ、ジ

ストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図28 本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための概略

フローチヤート図を示している。

図29 本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフトー

ンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 酸ィロ物透明導電体層

成膜 反射金属層成膜 保護用絶縁膜成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン

露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチングされた断面図を示し

ている。

図3０本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフトー

ンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 第三のいジストの再形

成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離された

断面図を示している。

図3 1 本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法において、第三のレ、ジ

ストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図32 本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明するた

めの概略フローチヤート図を示している。

図33 本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四のマ

スクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 保護用絶縁膜成膜 第四

のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第六のェッチング

第四のいジスト剥離された断面図を示している。



図34 本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例におぃて、第

四のいジストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示してぃる。

図35 本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための概略

フローチヤート図を示してぃる。

図36 本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフトー

ンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、 a 酸ィロ物透明導電体層

成膜 反射金属層成膜 金属層保護用酸ィロ物導電体層成膜 保護用絶縁膜成

膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現像された断面図を示しており、(b)

は第四のェッチングされた断面図を示してぃる。

図37 本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフトー

ンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、 第三のいジストの再形

成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のレ、ジスト剥離された

断面図を示してぃる。

図38 本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法におぃて、第三のレ、ジ

ストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示してぃる。

図39 本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明するた

めの概略フローチヤート図を示してぃる。

図4０本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四のマ

スクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) 保護用絶縁膜成膜 第四

のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第六のェッチング

第四のいジスト剥離された断面図を示してぃる。

図41 本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例におぃて、第

四のいジストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示してぃる。

図42 本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための概略

フローチヤート図を示してぃる。

図43 本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の、第一のハーフトー

ンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) は金属層成膜 ゲート絶

縁膜成膜 型酸ィロ物半導体層成膜 第一のいジスト塗布 ハーフトーン露光



現像された断面図を示しており、(b) は第一のェッチング 第一のいジストの再形成

された断面図を示しており、(c) は第二のェッチング 第一のいジスト剥離された断

面図を示している。

図44 本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法において、第一のレ、ジ

ストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図45 本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の、第二のマスクを用

いた処理を説明するための概略図であり、(a) は層間絶縁膜成膜 第二のレ、ジスト

塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第三のェッチングされた断面

図を示しており、(c) は第二のいジスト剥離された断面図を示している。

図46 本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法において、第二のレ、ジ

ストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図47 本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のマスクを用

いた処理を説明するための概略図であり、 a 酸ィロ物透明導電体層成膜 第三の

レジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチング 第

三のいジスト剥離された断面図を示している。

図48 本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法において、第三のレ、ジ

ストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図49 本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明するた

めの概略フローチヤート図を示している。

図5０本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四のマ

スクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) は保護用絶縁膜成膜 第四

のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング

第四のいジスト剥離された断面図を示している。

図5 1 本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例において、第

四のいジストが剥離された後の 基板の要部の概略平面図を示している。

図52 本発明の第一実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明するため

の概略フローチヤート図を示している。

図53 本発明の第一実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三のマス



クを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) は酸ィロ物透明導電体層成膜

第三のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチン

グ 第三のいジスト剥離された断面図を示している。

図54 本発明の第一実施形態にかかる反射型 基板の製造方法において、第三

のいジストが剥離された後の反射型 基板の要部の概略平面図を示している。

図55 本発明の第二実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明するため

の概略フローチヤート図を示している。

図56 本発明の第二実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三のハー

フトーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 反射金属層成膜

保護用絶縁膜成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現像された断面

図を示しており、(b) は第四のェッチングされた断面図を示している。

図57 本発明の第二実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三のハー

フトーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 第三のいジストの

再形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離さ

れた断面図を示している。

図58 本発明の第二実施形態にかかる反射型 基板の製造方法において、第三

のいジストが剥離された後の反射型 基板の要部の概略平面図を示している。

図59 本発明の第三実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明するため

の概略フローチヤート図を示している。

図6０本発明の第三実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第四のマス

クを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 保護用絶縁膜成膜 第四の

レ、ジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第

四のいジスト剥離された断面図を示している。

図6 1 本発明の第三実施形態にかかる反射型 基板の製造方法において、第四

のいジストが剥離された後の反射型 基板の要部の概略平面図を示している。

図62 本発明の第四実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明するため

の概略フローチヤート図を示している。

図63 本発明の第四実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三のハ一



フトーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 反射金属層成膜

金属層保護用酸ィロ物透明導電体層成膜 保護用絶縁膜成膜 第三のいジスト

塗布 ハーフトーン露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチング

された断面図を示している。

図64 本発明の第四実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三のハー

フトーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 第三のいジストの

再形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離さ

れた断面図を示している。

図65 本発明の第四実施形態にかかる反射型 基板の製造方法において、第三

のいジストが剥離された後の反射型 基板の要部の概略平面図を示している。

図66 本発明の第五実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明するため

の概略フローチヤート図を示している。

図67 本発明の第五実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三のハー

フトーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 酸ィロ物透明導電

体層成膜 反射金属層成膜 金属層保護用酸ィロ物透明導電体層成膜 保護用

絶縁膜成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現像された断面図を示して

おり、(b) は第四のェッチングされた断面図を示している。

図68 本発明の第五実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三のハー

フトーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 第三のいジストの

再形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離さ

れた断面図を示している。

図69 本発明の第五実施形態にかかる反射型 基板の製造方法において、第三

のいジストが剥離された後の反射型 基板の要部の概略平面図を示している。

図7０従来例にかかる 基板の製造方法を説明するための概略図であり、(a)

ゲート電極が形成された断面図を示しており、(b) はェッチストッパ一が形成された断

面図を示しており、(c) はソース電極及びドレイン電極が形成された断面図を示して

おり、(d) は層間絶縁膜が形成された断面図を示しており、(e) は透明電極が形成さ

れた断面図を示している。



発明を実施するための最良の形態

００56 基板の製造方法における第一実施形態

図 は、本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための

概略フローチヤート図を示している。なお、本実施形態の製造方法は、請求項24に

対応する。

同図において、まず、ガラス基板 ００上に、ゲート電極・配線用薄膜としての金属

層 ０2０，ゲート絶縁膜 ０3０，第一の酸ィロ物層としての 型酸ィロ物半導体層 ０4０

及び，第一のレ、ジスト ０4 をこの順に積層し、第一のハーフトーンマスク ０42及び

ハーフトーン露光によって、第一のレ、ジスト ０4 を所定の形状に形成する (ステップ

OO )
o

次に、第一のハーフトーンマスク ０42を用いた処理について、図面を参照して説

明する。

００57 (第一のハーフトーンマスクを用いた処理)

図2は、本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法の、第一のハーフト

ーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 金属層成膜 ゲート

絶縁膜成膜 型酸ィロ物半導体層成膜 第一のレジスト塗布 ハーフトーン露光

現像された断面図を示しており、(b) は第一のェッチング 第一のレ、ジストの再形

成された断面図を示しており、(c) は第二のェッチング 第一のレ、ジスト剥離された

断面図を示している。

同図 (a) において、まず、透光性のガラス基板 ００が用意される。

なお、 基板 ００の基材となる板状部材は、上記ガラス基板 ００に限定され

るものではなく、たとえば、樹脂製の板状部材やシート状部材などでもよい。

００58 次に、ガラス基板 ００上に、高周波スパッタリング法を用いて、 を膜厚約25０

に積層する。続いて、高周波スパッタリング法を用いて、 o (モリブデン)を膜厚約

5０ に積層する。これにより、ゲート電極 ０23及びゲート配線 ０24を形成するた

めの金属層 ０2０を形成する。すなわち、金属層 ０2０は、図示してないが、 薄膜

層と o薄膜層とからなっている。まず、 薄膜層は、 ターゲ、ソトを用いて、高周波

スパッタリング法により、アルゴン ００ の条件で形成される。また、 o薄膜層は、



ターゲットを用いて、高周波スパッタリング法により、アルゴン ００ の条件で形成さ

れる。

００59 なお、上記 oの代わりに、 (チタン) 、C け口ム)などを使用することができる。ま

た、ゲート配線 ０24として (銀) 、C (胴)などの金属薄膜や合金薄膜を用いるこ

ともできる。また、 は純粋 (純度ほぼ ００ の )でもよいが、 d (ネオジウム) ，

Ce (セリウム) ， o W (タングステン) ， b (二オブ)などの金属が添加されていても

よい。さらに、Ce，W， bなどは，酸化物透明導電体層 ０6０との電池反応を抑える

ぅえでも好適である。添加量は、適宜選択できるが、約０・ ～2 が好ましい。

また、本実施形態では、ゲート電極・配線用薄膜として金属層 ０2０を用いたが、こ

れに限定されるものではなく、ゲート電極・配線用薄膜として、たとえば、酸ィビインジウ

ム一酸ィビスズ ( O S O二約9０ ０ )などからなる酸化物透明導電体層を用

いてもよい。

００6０ 次に、グロー放電C (ィト学蒸着法)法により、金属層2０上に、窒化シリコン (S

)膜であるゲート絶縁膜 ０3０を膜厚約3００ 堆積させる。なお、本実施形態では

、放電ガスとして、S 系の混合ガスを用いる。
4 3 2

００6 1 なお、本実施形態では、ゲート絶縁膜 ０3０にS などの窒ィビシリコン膜を用いた

が、酸ィロ物絶縁体を絶縁膜に用いることもできる。この場合、酸ィロ物絶縁膜の誘電率

は大きい方が、薄膜トランジスタの作動には有利になる。また、絶縁性は高い方が好

ましい。これらを満足する例としては、酸ィ出物の超格子構造を有する酸ィロ物も好まし

い酸ィロ物絶縁膜である。さらに、非品質の酸ィ出物絶縁膜を用いることも可能である。

非品質酸ィロ物絶縁膜の場合、成膜温度を低温に維持できるので、プラスチック基板

などの耐熱性に乏しい基板の場合に、有利である。

例えば Sc O S c Z O S c CoO Sc O ScGaZ O ScGa
4 4 4 4 4

又は Sc Z O Sc Z O S c Z O 又は ScGaZ O ScG
4 3 6 4 7 7 ０ 3 6

aZ O ScGaZ O 又は S c eZ O Sc eZ O Sc eZ O なども使用
5 8 7 ０ 2 5 3 6 6 9

可能である。

また、酸化アルミナ、酸化チタン、酸化ハフニウム、酸化ランタノイドなどの酸化物及

び、超格子構造の複合酸ィ出物も使用可能である。



００62 次に、ゲート絶縁膜 ０3０上に、酸ィビイン、ジウム一酸ィロ亜鉛 ( O Z O二約97 3

)のターゲットを用ぃ、膜厚約 5０ の 型酸ィロ物半導体層 ０4０を成膜する。

このときの条件は、酸素 アルゴン比が約 ０g０ o ・ であり、かつ、基板温度が約

5０Cである。この条件では、 型酸ィロ物半導体層 ０4０は、非品質膜として得られ

る。なお、 型酸ィロ物半導体層 ０4０は、約2００C以下の低温で成膜した場合、非品

質膜として得られ、約2００Cを超える高温で成膜した場合、結品質膜として得られる

。また、上記非品質膜は、熱処理により結品ィビさせることもできる。本実施形態では、

型酸ィロ物半導体層 ０4０を、非品質膜として形成し、その後結品ィビさせて用ぃる。

なお、 型酸化物半導体層 ０4０は、上記酸ィビインジウム一酸化亜鉛からなる酸ィビ

物半導体層に限定されるものではなく、たとえば、酸化イン、ジウム一酸化ガリウム一酸

ィロ亜鉛系や、酸ィビイン、ジウム一酸ィビサマリウム、酸ィロ亜鉛一酸化マグネシウムなどか

らなる酸化物半導体層としてもよぃ。

００63 また、上記酸ィビイン、ジウム一酸ィロ亜鉛薄膜は、キャリヤー密度が ０"。
c 以下で

あり、十分に半導体として作動する領域であった。また、ホール移動度は、25c

・secであった。通常、キャリヤー密度は約 ０" 未満であれば、十分に作動

領域となり、かつ、移動度は、非品質シリコンのそれに比べて ０倍以上大きレ亡とか

ら、 型酸ィロ物半導体層 ０4０は、十分に有用な半導体薄膜である。

００64 また、 型酸ィロ物半導体層 ０4０は、透明性が必要なことから、エネルギーギャップ

が約3・Oe 以上の酸ィロ物を用ぃるとよぃ。好ましくは約3・2e 以上、より好ましくは

約3・4e 以上である。上記の酸ィビイン、ジウム一酸ィロ亜鉛系、酸ィビイン、ジウム一酸ィト

ガリウム一酸ィロ亜鉛系や、酸ィビインジウム一酸ィビサマリウム、酸ィロ亜鉛一酸ィヒマグネ、

シウムなどからなる 型酸化物半導体層のエネルギーギャップは、約3・2e 以上で

あり、好適に使用される。また、これらの薄膜 ( 型酸ィロ物半導体層)は、非品質の場

合、穆酸水溶液や、燐酸，酢酸及び硝酸からなる混酸 (適宜、混酸と略称する。) に

溶解可能であるが、加熱結品ィビさせることにより、穆酸水溶液や混酸に不溶となり、

耐性を示すよぅになる。また、結品化の温度は、添加する酸ィロ亜鉛の量により制御で

きる。

００65 次に、同図 (a) に示すよぅに、 型酸化物半導体層 ０4０上に、第一のいジスト ０4



が塗布され、第一のハーフトーンマスク ０42及びハーフトーン露光によって、第一

のいジスト ０4 を所定の形状に形成する (ステップS ００ )。すなわち、第一のレ、ジ

スト ０4 は、ゲート電極 ０23及びゲート配線 ０24を覆ぃ、かつ、ハーフトーンマス

ク部 42 によって、ゲート配線 ０24を覆ぅ部分が他の部分より薄ぃ形状に形成され

る。

００66 次に、同図 (b) に示すよぅに、第一のェッチングとして、まず、第一のいジスト ０4

及びェッチング液 (穆酸水溶液) により、 型酸ィロ物半導体層 ０4０をェッチングし、

続ぃて、第一のいジスト ０3 及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を

用ぃて、ゲート絶縁膜 ０3０をドライェッチングし、さらに、第一のいジスト ０4 及び

ェッチング液 (混酸) により、金属層 ０2０をェッチングし、ゲート電極 ０23及びゲー

ト配線 ０24を形成する (ステップS ００2)

続ぃて、上記第一のいジスト ０4 をアッシングする。これにより、ゲート配線 ０24

の上方の 型酸化物半導体層 ０4０が露出し、かつ、ゲート電極 ０23の上方の 型

酸ィロ物半導体層 ０4０が覆われる形状に、第一のいジスト ０4 を再形成する (ステッ
プS ００3)

００67 次に、同図 (c) に示すよぅに、第二のェッチングとして、再形成された第一のいジスト

０4 及びェッチング液 (穆酸水溶液)を用ぃて、露出したゲート配線 ０24上の 型

酸ィロ物半導体層 ０4０をェッチングにより除去する。これにより、 型酸ィロ物半導体層

０4０からなるチヤンネル部 ０44を形成する (ステップ ００4)

続ぃて、再形成された第一のいジスト ０4 をアッシングすると、図3に示すよぅに、

ガラス基板 ００上に、ゲート絶縁膜 ０3０及びチヤンネル部 ０44が露出する。ゲー

ト絶縁膜 ０3０は、ゲート配線 ０24上に積層されてぃる。また、チヤンネル部 ０44

は、ゲート電極 ０23上にゲート絶縁膜 ０3０を介して形成されてぃる。図2 c に示

す、ゲート電極 ０23及びチヤンネル部 ０44は、図3における 断面を示してぃ
る。また、ゲート配線 ０24は、 断面を示してぃる。

００68 このよぅに、 の活性層として 型酸ィロ物半導体層 ０4０を使用することにより、

電流を流しても安定であり、電流制御により作動させる有機電界発光装置にとって有

用である。



また、本発明において、 型酸ィロ物半導体層 ０4０は、チヤンネル部 ０44，ソース

電極 ０63及びドレイン電極 ０64に対応する所定の位置にのみ形成されることとな

るので、ゲート配線 ０24が干渉するけロストーク)れ、った心配を排除することがで

きる。

００69 次に、図 に示すよぅに、ガラス基板 ００，ゲート絶縁膜 ０3０及び 型酸ィロ物半

導体層 ０4０上に、層間絶縁膜 ０5０及び第二のいジスト ０5 をこの順に積層し、

第二のマスク ０52を用いて、第二のいジスト ０5 を所定の形状に形成する (ステッ
プS ００5)

次に、第二のマスク ０52を用いた処理について、図面を参照して説明する。

００7０ (第二のマスクを用いた処理)

図4は、本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法の、第二のマスクを

用いた処理を説明するための概略図であり、(a) は層間絶縁膜成膜 第二のいジス

ト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第三のェッチングされた断面

図を示しており、(c) は第二のいジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、まず、グロー放電C (化学蒸着)法により、露出したガラス基

板 ００，ゲート絶縁膜 ０3０及び 型酸ィロ物半導体層 ０4０上に、窒化シリコン (

)膜である層間絶縁膜 ０5０を膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実施形態では

、放電ガスとして、S 系の混合ガスを用いる。
4 3 2

００7 1 次に、同図 (a) に示すよぅに、層間絶縁膜 ０5０上に、第二のいジスト ０5 が塗布

され、第二のマスク ０52を用いて、第二のいジスト ０5 を所定の形状に形成する (

ステップS ００5)。すなわち、第二のいジスト ０5 は、後工程にて形成されるソース

電極 ０63及びドレイン電極 ０64に対応する部分、並びに、ゲート配線パッドき日 2

5０の上方を除く層間絶縁膜 ０5０上に形成される。ゲート配線 ０24及びゲート電極

０23は、上面がゲート絶縁膜 ０3０に覆われ、かつ、側面が層間絶縁膜 ０5０に覆

われることにより絶縁される。

００72 続いて、第二のいジスト ０5 及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を

用いて、ソース電極 ０63及びドレイン電極 ０64 に対応する部分の層間絶縁膜 ０5

、並びに、ゲート配線パッド部 25０の上方のゲート絶縁膜 ０3０及び層間絶縁膜



０5０をェッチングし、ソース電極 ０63及びドレイン電極 ０64用の一対の開口部 6

3 64 、並びに、ゲート配線パッド０25用の開口部 25 を形成する (ステップS

００6)。この際、C 中での 型酸ィロ物半導体層 ０4０のェッチング速度は極めて

遅ぃので、 型酸ィロ物半導体層 ０4０がダメージを受けることはなぃ。また、チヤンネ、

ル部 ０44は、チヤンネル部 ０44上に形成された層間絶縁膜 ０5０からなるチヤン

ネルガード 5００によって保護されるので、 基板 ００の動作安定性を向上させ
ることができる。

００73 次に、第二のいジスト ０5 をアッシングすると、同図 (c) に示すよぅに、ガラス基板

００の上方に、層間絶縁膜 ０5０，型酸化物半導体層 ０4０及び金属層 ０2０が

露出する (図5参照)。 型酸ィロ物半導体層 ０4０は、開口部 63 64 を介して

露出し、金属層 ０2０は開口部 25 を介して露出してぃる。図4 c に示す、ゲート

電極 ０23，チヤンネル部 ０44及び開口部 63 64 は、図5におけるC 断

面を示してぃる。また、ゲート配線パッド部 25０及び開口部 25 、 断面を

示してぃる。

なお、開口部 63 64 25 の形状や大きさは、特に限定されるものではな

００74 ところで、第二のいジスト ０5 及びェッチングガス (C (C C ガスなど)

を用ぃて、ゲート配線パッド部 25０の上方のゲート絶縁膜 ０3０及び層間絶縁膜 ０

5０をェッチングする際、ゲート配線パッド部 25０の露出した金属層 ０2０がダメージ

を受ける場合がある。かかる場合、金属層 ０2０上に、導電性保護膜として金属層保

護用酸化物導電体層 (図示せず)を設けるとよぃ。このよぅにすることにより、ェッチン

グガス (C (C C ガスなど) ) による金属層 ０2０へのダメージを低減するこ

とができ、また、金属層 ０2０の腐蝕を防ぐとともに、耐久性を向上させることができる

。これにより、 基板 ００の動作安定性が向上し、 基板 ００を用ぃた液品

表示装置や電界発光装置など(図示せず)も安定して作動する。

００75 上記金属層保護用酸化物導電体層 (適宜、導電性保護膜と略称する。) として、た

とえば、酸ィビインジクム一酸化亜鉛からなる透明導電膜が使用できる。この場合、導

電性保護膜は、 薄膜層のェッチング液である混酸 (一般的に、P とも呼ばれる



。) により同時にェッチングできる導電性の金属酸ィロ物であればよく、上記酸ィトインジ

ウム一酸ィロ亜鉛に限定されるものではない。すなわち、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛の

組成としては、P により、 と同時にェッチングできる組成であれば使用可能であ

るが、 ( Z ) 二約０・5～０・95 (重量比 ) 、好ましくは、約０・7～０・ (重量比

) がよい。この理由は、約０・5 (重量比 )未満では、導電性の金属酸ィロ物自体の耐久

性が低い場合があったり、約０・95 (重量比 )を超えると、 1との同時ェッチングが難

しかったりする場合があるからである。また、 と同時にェッチングする場合には、導

電性の金属酸ィロ物は非品質であることが望ま 、。この理由は、結品ィビした膜の場

合、 との同時ェッチングが難しくなる場合があるからである。

また、これら導電性保護膜の厚みは、約 ０～2００ あればよい。好ましくは約 5

～ 、より好ましくは約2０～OO である。この理由は、約 O 未満では、

保護膜としての効果が 、さい場合があり、約2００ を超えると、経済的に不利にな

るからである。

００76 さらに、金属層保護用酸化物導電体層として、一般的に、酸ィロ物透明導電体層 ０

6０と同一の材料が用いられる。このよぅにすると、使用する材料の種類を低減するこ

とができ、好適に所望の 基板 ００を得ることができる。金属層保護用酸ィロ物導

電体層の材料は、ェッチング特性や保護膜特性などにもとづいて選択される。

なお、金属層保護用酸ィロ物導電体層は、ゲート電極・配線用薄膜としての金属層

０2０の上部に形成する場合に限定されるものではない。たとえば、補助導電層 ０8０

が金属層からなる場合に、補助導電層 ０8０の上部に形成してもよい。

００77 また、 薄膜層と導電性保護膜との間で、接触抵抗が大きい場合には、 薄膜層

と導電性保護膜との間に o C などの金属薄膜を形成すればよい。本実施形

態では、 o薄膜層を形成しており、特に、 oであれば、 薄膜層や導電性保護膜

と同じP によりェッチングできることから、工程を増やさずに加工できるので、好適

である。上記 o C などの金属薄膜の厚みは、約 ０～2００ あればよい。好

ましくは約 5～OO 、より好ましくは約2０～ である。この理由は、約 O

未満では、接触抵抗の低減効果が小さい場合があり、約2００ を超えると、経済的

に不利になるからである。



００78 次に、図 に示すよぅに、開口部 63 64 2 5 の形成されたガラス基板 ０

の上方に、第二の酸化物層としての酸化物透明導電体層 ０6０及び第三のレ、ジス

ト ０6 をこの順に積層し、第三のマスク ０62を用いて、第三のレ、ジスト ０6 を所定

の形状に形成する (ステップS ００7)

なお、本実施形態では、第二の酸化物層として、酸化物透明導電体層 ０6０を用

いているが、これに限定されるものではない。たとえば、半透明又は非透明の酸ィロ物

導電体層を用いてもよい。

次に、第三のマスク ０62を用いた処理について、図面を参照して説明する。

００79 (第三のマスクを用いた処理)

図6は、本発明の第一実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のマスクを

用いた処理を説明するための概略図であり、 a 酸ィロ物透明導電体層成膜 第三

のレ、ジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチング

第三のレ、ジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、露出した層間絶縁膜 ０5０，型酸化物半導体層 ０4０及び金

属層 ０2０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 ( O Z O二約9０ ０ )のターゲ

、ソトを用い、膜厚約 2０ の酸ィロ物透明導電体層 ０6０を成膜する。このときの条

件は、酸素 アルゴン比が約 ０g０ o ・ であり、かつ、基板温度が約 5０Cであ

る。この条件では、酸ィロ物透明導電体層 ０6０は、非品質膜として得られる。なお、

非品質の酸化インジウム一酸化亜鉛薄膜は、穆酸水溶液によりェッチングできるが、

混酸には耐性を示しェッチングされない。また、約3００C以下の熱処理では結品ィビ

することはない。これにより、必要に応じて、選択ェッチング注を制御することができる

００8０ 酸ィ出物透明導電体層 ０6０は、上記酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛からなる酸ィロ物導

電体層に限定されるものではない。たとえば、酸ィビインジウム一酸ィビスズ、酸ィビインジ

ウム一酸ィビスズ一酸化亜鉛、酸ィビインジウム一酸ィビスズ一酸ィビサマリウムなどからな

る酸ィロ物導電体層、あるいは、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛、酸ィビインジウム一酸ィビス

ズ、酸ィビインジクム一酸ィ比スズ一酸化亜鉛、酸ィビインジクム一酸ィヒスズ一酸化サマリ

ウムなどにランタノイド元素を添加した酸ィロ物導電体層としてもよい。



また、本実施形態におぃては、酸ィロ物透明導電体層 ０6０によって、画素電極 ０

67が形成される。したがって、酸ィロ物透明導電体層 ０6０は、導電性に優れてぃると

よぃ。

００8 1 また、酸化物透明導電体層 ０6０は、透明性が必要なことから、エネルギーギヤ、ソ

プは、約3・Oe 以上の酸ィロ物としてある。好ましくは約3・2e 以上、より好ましくは

約3・4e 以上である。上記酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛、酸ィトインジウム一酸ィトスズ、

酸ィビインジクム一酸ィヒスズ一酸化亜鉛、酸化インジクム一酸化スズ一酸化サマリクム

などからなる酸化物導電体層、あるぃは、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛、酸ィビインジウ

ム一酸ィビスズ、酸ィビインジウム一酸ィビスズ一酸ィロ亜鉛、酸ィビインジウム一酸ィビスズ一

酸ィビサマリウムなどにランタノイド元素を添加した酸ィロ物導電体層は、ぃずれもエネ、

ルギーギヤップが約3・2e 以上であるので、好適に使用される。

００82 次に、同図 (a) に示すよぅに、酸化物透明導電体層 ０6０上に、第三のいジスト ０6

が塗布され、第三のマスク ０6 2を用ぃて、第三のいジスト ０6 を所定の形状に形

成する (ステップS ００7)。すなわち、第三のいジスト ０6 は、ドレイン電極 ０64，ソ

ース電極 ０63，ソース配線 ０65，ドレイン配線 ０66，画素電極 ０67及びゲート

配線パッド０25を覆ぅ形状に形成される (同図 (b)参照)。なお、本実施形態では、

画素電極 ０67とソース電極 ０63がソース配線 ０65を介して接続される構成として

あるが、画素電極 ０67とドレイン電極がドレイン配線を介して接続される構成として

もよぃ。

００83 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、第三のいジスト ０6 及び穆

酸水溶液を用ぃて、酸ィロ物透明導電体層 ０6０をェッチングし、ドレイン電極 ０64

ソース電極 ０63，ソース配線 ０65，画素電極 ０67，ドレイン配線 ０66及びゲート

配線パッド０25を形成する (ステップS ００8)

このよぅにすると、層間絶縁膜 ０5０の一対の開口部 63 64 に、酸化物透明

導電体層 ０6０からなるソース電極 ０63及びドレイン電極 ０64がそれぞれ形成さ

れるので、ソース電極 ０63及びドレイン電極 ０64が、チヤンネルガード 5００及び

チヤンネル部 ０44によって確実に隔てられた構造に形成される。すなわち、チヤン

ネルガード 5００，チヤンネル部 ０44，ソース電極 ０63及びドレイン電極 ０64が



確実かつ容易に製造されるので、歩留まりが改善されるとともに、製造原価のコストダ

ウンを図ることができる。このよぅな構造の 基板 ００を、 ホールチヤンネル

型 基板と呼称する。

００84 また、酸ィロ物透明導電体層 ０6０からなるドレイン電極 ０64，ソース電極 ０63，ソ

ース配線 ０65，画素電極 ０67及びドレイン配線 ０66は、第四のェッチングによっ
て効率よく形成される。すなわち、製造する際に使用するマスク数を削減でき、製造

工程が削減されることにより、生産効率が向上し製造原価のコストダウンを図ることが

できる。

さらに、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０63，ソース配線 ０65，画素電極 ０67

及びドレイン配線 ０66が、酸ィロ物透明導電体層 ０6０からなることにより、光の透過

量が増大するので、輝度の優れた表示装置を提供することができる。

００85 次に、第三のいジスト ０6 をアッシングすると、酸化物透明導電体層 ０6０からな

る、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０63，ソース配線 ０65，画素電極 ０67，ドレイ

ン配線 ０66及びゲート配線パッド０25が露出する。図6 (b) に示す、ドレイン電極

０64，ゲート電極 ０23，チヤンネル部 ０44，ソース電極 ０63，ソース配線 ０65及

び画素電極 ０67は、図7における 断面を示している。また、ドレイン配線 ０66

は、 断面を示している。また、ゲート配線パッド０25は、G 断面を示してい
る。

００86 このよぅに、本実施形態の 基板 ００の製造方法によれば、三枚のマスク ０4

2，０52 ０62を用いて、活性半導体層に、酸ィロ物半導体層 ( 型酸ィロ物半導体

層 ０4０)を用いた ホールチヤンネル型の 基板 ００を製造することができ

る。また、製造工程が削減されるので、製造原価のコストダウンを図ることができる。ま

た、チヤンネル部 ０44がチヤンネルガード 5００によって保護されているので、長期

間にわたり安定に作動させることができる。また、 型酸ィロ物半導体層 ０4０が、所定

の位置 (チヤンネル部 ０44，ソース電極 ０63及びドレイン電極 ０64に対応する所

定の位置) にのみ形成されることとなるので、ゲート配線 ０24どぅしが干渉するけロ

ストー列れ、った心配を排除することができる。

なお、本実施形態では、ガラス基板 ００上に、金属層 ０2０，ゲート絶縁膜 ０3０



，型酸ィロ物半導体層 ０4０，及び，第一のいジスト ０4 が積層され、さらに、層間

絶縁膜 ０5０及び第二のレ、ジスト ０5 が積層され、さらに、酸化物透明導電体層 ０

6０及び第三のいジスト ０6 が積層される。ただし、これに限定されるものではなぃ。

たとえば、各層間に他の層を介して積層されてもよぃ。他の層は、たとえば、本実施

形態の機能や効果を損なわなぃ層や他の機能や効果などを補助する層である。この

ことは、後述する実施形態につぃても同様である。

００87 基板の製造方法における第二実施形態

図8は、本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための

概略フローチヤート図を示してぃる。なお、本実施形態の製造方法は、請求項25に

対応する。

同図に示す本実施形態にかかる 基板 ００ aの製造方法は、上述した第一実

施形態のステ、ソプS ００7及びステ、ソプS ００8の代わりに、酸化物透明導電体層 ０

6０，保護用絶縁膜 ０7０及び第三のいジスト ０7 を積層し、第三のハーフトーンマ

スク ０72によって、第三のいジスト ０7 を形成する (ステップS ００7a) 。また、第三

のいジスト ０7 を用ぃて、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０63，ソース配線 ０6 5

画素電極 ０67，ドレイン配線 ０66及びゲート配線パッド０25を形成する (ステップ

S ００8a) 。また、第三のいジスト ０7 を再形成する (ステップS ００ga) 。さらに、再

形成された第三のいジスト ０7 を用ぃて、画素電極 ０67，ドレイン配線パッド ０68

及びゲート配線パッド ０25を露出させる (ステップS O Oa)。すなわち、これらの点

が、上記第一実施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、第一実施形態とほぼ同様となってぃる。また、同様の

工程につぃては、図中で第一実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。

００88 図8に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用ぃた処理は、第一実施

形態とほぼ同様としてある。

続ぃて、図8に示すよぅに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，保護用絶縁膜 ０7０及び

第三のいジスト ０7 を積層し、第三のハーフトーンマスク ０72及びハーフトーン露

光によって、第三のいジスト ０7 を所定の形状に形成する (ステップS ００7a)

次に、第三のハーフトーンマスク ０72を用ぃた処理につぃて、図面を参照して説



明する。

００89 (第三のマスクを用いた処理)

図9は、本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフト

ーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 酸ィロ物透明導電体

層成膜 保護用絶縁膜成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現像され

た断面図を示しており、(b) は第四のェッチングされた断面図を示している。

同図 ( において、まず、第一実施形態と同様に、露出した層間絶縁膜 ０5０，型

酸ィロ物半導体層 ０4０及び金属層 ０2０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 ( O Z

二約9０ ０ )のターゲットを用い、膜厚約 2０ の酸ィロ物透明導電体層 ０

6０を成膜する。このときの条件は、酸素 アルゴン比が約 ０g０ o ・ であり、かつ
、基板温度が約 5０Cである。

００9０ 続いて、グロー放電C (ィロ学蒸着)法により、酸ィロ物透明導電体層 ０6０上に、

窒化シリコン (S )膜である保護用絶縁膜 ０7０を膜厚約2００ 堆積させる。なお

、本実施形態では、放電ガスとして、S 系の混合ガスを用いる。
4 3 2

００9 1 次に、同図 (a) に示すよぅに、保護用絶縁膜 ０7０上に、第三のいジスト ０7 が塗

布され、第三のハーフトーンマスク ０72及びハーフトーン露光によって、第三のレ、ジ

スト ０7 を所定の形状に形成する (ステップS ００7a) 。すなわち、第三のいジスト ０

7 は、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０63，ソース配線 ０65，ドレイン配線 ０66

，画素電極 ０67及びゲート配線パッド０25を覆ぅ形状に形成される。また、第三の

レジスト ０7 は、ハーフトーンマスク部 72 によって、画素電極 ０67，ドレイン配

線パッド０68及びゲート配線パッド ０25を覆ぅ部分が他の部分より薄い形状に形

成される (同図 (b)参照)。

００92 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、まず、第三のいジスト ０7

及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁

膜 ０7０をドライェッチングし、さらに、第三のいジスト ０7 及びェッチング液 (穆酸

水溶液) により、酸ィロ物透明導電体層 ０6０をェッチングし、ドレイン電極 ０64，ソー

ス電極 ０63，ソース配線 ０65，画素電極 ０6 7，ドレイン配線 ０66及びゲート配

線パッド０25を形成する (ステップS ００8a)



００93 図 ０は、本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフ

トーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 第三のいジストの再

形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離され

た断面図を示している。

同図 (a) において、上記第三のいジスト ０7 をアッシングし、画素電極 ０67，ドレ

イン配線パッド０68及びゲート配線パッド ０25の上方の保護用絶縁膜 ０7０が露

出する形状に、第三のいジスト ０7 を再形成する (ステ、ソプS ００ga)

００94 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、再形成された第三のいジスト

０7 及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用

絶縁膜 ０7０をドライェッチングし、画素電極 ０6 7，ドレイン配線パッド ０68及びゲ

ート配線パッド ０25を露出させる (ステップS O Oa)。続いて、再形成された第三の

レジスト ０7 をアッシングすると、図皿に示すよぅに、ガラス基板 ００上に、ドレイン

電極 ０64，ソース電極 ０63，ソース配線 ０65及びドレイン配線 ０66上に積層さ

れた保護用絶縁膜 ０7０が露出する。図 ０(b) に示す、ドレイン電極 ０64，ゲート

電極 ０23，チヤンネル部 ０44，ソース電極 ０63，ソース配線 ０65及び画素電極

０67は、図皿における 断面を示している。また、ドレイン配線パッド０68は1

断面を示している。また、ゲート配線パッド ０25 刮 断面を示している。

００95 このよぅに、本実施形態の 基板 ００ aの製造方法によれば、第一実施形態と

ほぼ同様の効果を有するとともに、ソース電極 ０63，ドレイン電極 ０64，ソース配線

０65及びドレイン配線 ０66の上部を保護用絶縁膜 ０7０で覆ぅことにより、 の

動作安定性を向上させることができる。

なお、本実施形態では、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０65及

びドレイン配線 ０66の側部が露出しているが、これら側部を保護用絶縁膜 ０7０で

覆ぅことも可能である。

次に、ソース電極 ０63，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０65及びドレイン配線 ０

66の側部をも保護用絶縁膜 ０7０で覆ぅ製造方法について、図面を参照して説明す
る。

００96 基板の製造方法における第二実施形態の応用例



図 2は、本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明

するための概略フローチヤート図を示している。なお、本応用例の製造方法は、請求

項26に対応している。

同図に示す本応用例にかかる 基板 ００ a の製造方法は、上述した第二実

施形態のステップS ００7a ００8a ００ga ００aの代わりに、酸ィロ物透明導電

体層 ０6０及び第三のいジスト ０6 a を積層し、第三のマスク ０62a によって、第

三のレ、ジスト ０6 a を形成する (ステ、ソプ ００7a )。また、第三のレ、ジスト ０6 a

を用いて、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０63，ソース配線 ０65，画素電極 ０67

，ドレイン配線 ０66及びゲート配線パッド０25を形成する (ステップS ００8a )。ま

た、保護用絶縁膜 ０7０及び第四のいジスト ０7 a を積層する (ステップS ００ga )

。さらに、第四のいジスト ０7 a を用いて、画素電極 ０67，ドレイン配線パッド ０6

8及びゲート配線パッド ０25を露出させる (ステップS O Oa )。これらの点が、上記

第二実施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、第二実施形態とほぼ同様となっている。また、同様の

工程については、図中で第二実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。

００97 図 2に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用いた処理は、第一実

施形態とほぼ同様としてある。

続いて、図 2に示すように、酸ィロ物透明導電体層 ０6０及び第三のいジスト ０6

a を積層し、第三のマスク ０62a を用いて、第三のいジスト ０6 a を所定の形状

に形成する (ステップS ００7a )。

次に、第三のマスク ０62a を用いた処理について、図面を参照して説明する。

００98 (第三のマスクを用いた処理)

図 3は、本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第三

のマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) は酸ィロ物透明導電体層

成膜 第三のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四の

エッチング 第三のいジスト剥離された断面図を示している。

同図 ( において、まず、第二実施形態と同様に、露出した層間絶縁膜 ０5０，型

酸ィロ物半導体層 ０4０及び金属層 ０2０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 ( O Z



O二約9０ ０ のターゲットを用い、膜厚約 2０ の酸ィロ物透明導電体層 ０

6０を成膜する。このときの条件は、酸素 アルゴン比が約 ０g０ o ・ であり、かつ
、基板温度が約 5０Cである。

００99 次に、酸ィロ物透明導電体層 ０6０上に、第三のレジスト ０6 a が塗布され、第三

のマスク ０62a を用いて、第三のマスク ０62a を所定の形状に形成する (ステップ

S ００7a )。すなわち、第三のマスク ０62a は、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０

63，ソース配線 ０65，ドレイン配線 ０66，画素電極 ０67及びゲート配線パッド ０

25を覆う形状に形成される (同図 (b)参照)。

０1００ 次に、同図 (b) に示すように、第四のエッチングとして、第三のレジスト ０6 a 及び

エッチング液 (穆酸水溶液) により、酸ィロ物透明導電体層 ０6０をエッチングし、ドレイ

ン電極 ０64，ソース電極 ０63，ソース配線 ０65，画素電極 ０67，ドレイン配線

０66及びゲート配線パッド ０25を形成する (ステップS ００8a )。

０1０1 次に、図 2に示すように、保護用絶縁膜 ０7０及び第四のレ、ジスト ０7 a を積層

し、第四のマスク ０72a を用いて、第四のレジス ０7 a を所定の形状に形成する (

ステップS ００ga )。

次に、第四のマスク ０72a を用いた処理について、図面を参照して説明する。

０1０2 (第四のマスクを用いた処理)

図 4は、本発明の第二実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四

のマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 保護用絶縁膜成膜

第四のレ、ジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第五のエッチン

グ 第四のレ、ジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、まず、グロー放電C (化学蒸着)法により、層間絶縁膜 ０5０

及び酸ィロ物透明導電体層 ０6０上に、窒化シリコン (S )膜である保護用絶縁膜

０7０を膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実施形態では、放電ガスとして、S

系の混合ガスを用いる。

次に、保護用絶縁膜 ０7０上に、第四のレジスト ０7 a が塗布され、第四のマスク

０72a を用いて、第四のレ、ジスト ０7 a を所定の形状に形成する (ステップS ００
ga )。すなわち、第四のレジスト ０7 a は、画素電極 ０67，ドレイン配線パッド ０



68及びゲート配線パッド ０25の上方の保護用絶縁膜 ０7０が露出する形状に形成

される (ステップS ００ga )。

０1０3 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、第四のいジスト ０7 a 及び

ェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁膜 ０

7０をドライェッチングし、画素電極 ０67，ドレイン配線パッド ０68及びゲート配線パ

、ソド ０25を露出させる (ステップS O Oa )。続いて、第四のいジスト ０7 a をアッ
シングすると、図 5に示すよぅに、ガラス基板 ００上に、保護用絶縁膜 ０7０が露

出する。図 4 (b) に示す、ドレイン電極 ０64，ゲート電極 ０23，チヤンネル部 ０44

，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０65及び画素電極 ０67は、図 5における

断面を示している。また、ドレイン配線パッド０68は1 断面を示している。また、

ゲート配線パッド ０25 刮 断面を示している。

０1０4 このよぅに、本応用例の 基板 ００ a の製造方法によれば、第二実施形態とほ

ぼ同様の効果を有し、さらに、ソース電極 ０63，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6

5及びドレイン配線 ０66が露出しないよぅに保護用絶縁膜 ０7０で覆われる。また、

基板 ００ a は、保護用絶縁膜 ０7０を備えている。すなわち、液品や有機

材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な 基板 ００ a を

提供することができる。

０1０5 基板の製造方法における第三実施形態

図 6は、本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための

概略フローチヤート図を示している。なお、本実施形態の製造方法は、請求項27に

対応している。

同図に示す本実施形態にかかる 基板 ００ bの製造方法は、上述した第二実

施形態のステップS ００7aの代わりに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，補助導電層 ０

8０，保護用絶縁膜 ０7０及び第三のいジスト ０7 を積層し、第三のハーフトーンマ

スク ０72によって、第三のいジスト ０7 を形成する (ステップS ００7b) 。この点が、

上記第二実施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、第二実施形態とほぼ同様となっており、同様の工程

については、図中で第二実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。



０1０6 図 6に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用ぃた処理は、第一実

施形態とほぼ同様としてある。

続ぃて、図 6に示すよぅに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，補助導電層 ０8０，保護

用絶縁膜 ０7０及び第三のいジスト ０7 を積層し、第三のハーフトーンマスク ０72

及びハーフトーン露光によって、第三のいジスト ０7 を所定の形状に形成する (ステ

、ソプS ００7b)

次に、第三のハーフトーンマスク ０72を用ぃた処理につぃて、図面を参照して説

明する。

０1０7 (第三のマスクを用ぃた処理)

図 7は、本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフ

トーンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、 a 酸化物透明導電体

層成膜 補助導電層成膜 保護用絶縁膜成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトー

ン露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチングされた断面図を示

してぃる。

同図 (a) におぃて、まず、第二実施形態とほぼ同様に、露出した層間絶縁膜 ０5０

，型酸化物半導体層 ０4０及び金属層 ０2０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛一
酸ィビスズ Z O S O 二約6０2０2０ のターゲットを用ぃ、膜厚約 2

2 3 2

O の酸ィロ物透明導電体層6０を成膜する。このときの条件は、酸素 アルゴン比が

約99 o ・ であり、かつ、基板温度が約 5０Cである。

０1０8 この酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛一酸ィビスズからなる酸ィロ物透明導電体層 ０6０は、

非品質でありながら、穆酸水溶液には溶解するが、混酸には溶解しなぃので、有用

である。

ここで、酸ィビスズの含有量を約 ０～4０重量 とし、酸ィロ亜鉛を約 ０～4０重量

とし、残りを酸ィビインジウムとするとよぃ。この理由は、酸化スズ、酸化亜鉛とも約 ０重

量 未満では、混酸への耐性がなくなり、溶解するよぅになる。また、酸ィビスズが約4

０重量 を超えると、穆酸水溶液に溶解しなくなったり、比抵抗が大きくなったりする。

さらに、酸化亜鉛が約4０重量 を超えると、混酸への耐性が無くなったりする場合が

あるからである。なお、酸ィビスズ、酸ィロ亜鉛の比は適宜選択すればよぃ。



０1０9 また、酸ィ出物透明導電体層 ０6０は、酸ィトインジウム一酸ィロ亜鉛一酸ィビスズ系の

酸ィロ物透明導電体層に限定されるものではない。穆酸水溶液でェッチングが可能で

あり、混酸に溶解しない酸ィ出物透明導電体層であれば、使用できる。この場合、非品

質状態では、穆酸水溶液や混酸に溶解する場合でも、加熱などにより結品ィビなどの

膜質変ィビをもたらし、混酸に不溶となれば使用可能となる。

そのよぅな、酸ィロ物透明導電体層としては、酸ィビインジウムに、酸ィビスズ、酸ィトゲル

マニクム、酸化ジルコニクム、酸化タングステン、酸化モリブデン、酸化セリクムなどの

ランタノイド系元素を含むものが挙げられる。この中でも酸ィビインジウムと酸ィビスズ、

酸ィビインジウムと酸ィトタングステン、酸ィビインジウムと酸ィビセリウムなどの酸ィビランタノ

イド系元素の組み合せは好適に用いられる。添加する金属の量としては、酸ィトインジ

ウムに対して約 ～2０ 、好ましくは約3～5 である。この理由は、約

未満では、成膜時に結品ィビし、穆酸水溶液に溶解しなくなったり、比抵抗が大きくな

り、酸ィ出物透明導電体層として好適に使用できないものになったりする場合があるか

らである。また、約2０ を超えると、加熱などにより結品ィビなどの膜質変ィビを起こ

させる場合に、膜質変ィビが起きず、混酸に溶解し、画素電極の形成が難しくなるなど

の問題が発生することがあるからである。

また、酸ィビインジウム一酸ィトスズ一酸ィビサマリウムなどのランタノイド元素を含む酸

ィロ物透明導電体層は、室温成膜後は非品質であり、穆酸水溶液や混酸に溶解する

が、加熱などによる結品ィヒ後は、穆酸水溶液や混酸に不溶となり、好適に使用するこ

とができる。

０11０ 続いて、酸ィ出物透明導電体層 ０6０上に、補助導電層 ０8０を形成する。まず、酸

ィロ物透明導電体層 ０6０上に、高周波スパッタリング法を用いて、 oを膜厚約5０

に積層する。続いて、高周波スパッタリング法を用いて、 を膜厚約 ０ に積

層する。すなわち、補助導電層 ０8０は、図示してないが、 o薄膜層と 薄膜層と

からなっており、まず、 oターゲ、ソトを用いて、高周波スパッタリング法により、アルゴ

ン ００ の条件で、 o薄膜層を形成する。続いて、 ターゲットを用いて、高周波

スパッタリング法により、アルゴン ００ の条件で、 薄膜層を形成する

なお、上記 oの代わりに、 C などを使用することができる。また、 は純粋



純度ほぼ ００ の )でもよいが、 d(ネオジウム) ，Ce (セリウム) ， o W (タング

ステン) ， b (二オブ) などの金属が添加されていてもよい。さらに、Ce，W， bなど

は，酸ィロ物透明導電体層 ０6０との電池反応を抑えるぅえでも好適である。添加量は

、適宜選択できるが、約０・ ～2 が好ましい。また、 と酸ィロ物透明導電体層

０6０との接触抵抗が気にならない程度に小さい場合は、 oなどの金属を中間層に

使用する必要はない。

また、本実施形態では、補助導電層 ０8０として o薄膜層及び 薄膜層を用いた

が、これに限定されるものではなく、補助導電層 ０8０として、たとえば、酸ィビインジウ

ム一酸ィビスズ ( O S O二約9０ ０ )などからなる酸化物透明導電体層を用

いてもよい。

０111 次に、グロー放電C (ィト学蒸着)法により、補助導電層 ０8０上に、窒化シリコン

(S )膜である保護用絶縁膜 ０7０を膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実施形

態では、放電ガスとして、S 系の混合ガスを用いる。
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０112 次に、同図 (a) に示すよぅに、保護用絶縁膜 ０7０上に、第三のレ、ジスト ０7 が塗

布され、第三のハーフトーンマスク ０72及びハーフトーン露光によって、第三のレジ

スト ０7 を所定の形状に形成する (ステップS ００7b) 。すなわち、第三のレジスト

０7 は、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，ドレイン配線 ０66

，画素電極 ０6 7及びゲート配線パッド０25を覆い、かつ、ハーフトーンマスク部 7

2 によって、画素電極 ０6 7，ドレイン配線パッド ０68及びゲート配線パッド０25を

覆ぅ部分が他の部分より薄い形状に形成される (同図 (b)参照)。

０113 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、まず、第三のレ、ジスト ０7

及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁

膜 ０7０をドライェッチングし、続いて、第三のレジスト ０7 及びェッチング液 (混酸)

を用いて、露出した補助導電層 ０8０をェッチングし、さらに、第三のレジスト ０7 及

びェッチング液 (穆酸水溶液) により、酸ィロ物透明導電体層 ０6０をェッチングし、ド

レイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，画素電極 ０6 7，ドレイン配

線 ０66及びゲート配線パッド０25を形成する (ステップS ００8a

０114 図 8は、本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフ



トーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 第三のいジストの再

形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離され

た断面図を示している。

同図 (a) において、上記第三のいジスト ０7 をアッシングし、画素電極 ０6 7，ドレ

イン配線パッド０6 8及びゲート配線パッド ０25の上方の保護用絶縁膜 ０7０が露

出する形状に、第三のいジスト ０7 を再形成する (ステップS ００ga)

０115 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、まず、再形成された第三の

レ、ジスト ０7 及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した

保護用絶縁膜 ０7０をドライェッチングし、続いて、再形成された第三のいジスト ０7

及びェッチング液 (混酸) を用いて、露出した補助導電層 ０8０をェッチングし、画

素電極 ０6 7，ドレイン配線パッド ０68及びゲート配線パッド０25を露出させる (ス

テップS O Oa )。続いて、再形成された第三のいジスト ０7 をアッシングすると、図

9 に示すよぅに、ガラス基板 ００上に、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソー

ス配線 ０6 5及びドレイン配線 ０66の上部に積層された保護用絶縁膜 ０7０が露出

する。図 8 (b) に示す、ドレイン電極 ０64，ゲート電極 ０2 3，チヤンネル部 ０44

ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5及び画素電極 ０6 7は、図 9における 断

面を示している。また、ドレイン配線パッド０68は 断面を示している。また、ゲ

ート配線パッド ０25は 断面を示している。

０116 このよぅに、本実施形態の 基板 ００ bの製造方法によれば、第二実施形態と

ほぼ同様の効果を有するとともに、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線

０6 5及びドレイン配線 ０66の上部に補助導電層 ０8０が形成される。これにより、

ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6 5及びドレイン配線 ０66の電

気抵抗を低減することができる。したがって、信頼性を向上させることができるとともに

、エネルギー効率の低下を抑制することができる。

なお、本実施形態では、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6 5及

びドレイン配線 ０66の側部が露出しているが、これら側部を保護用絶縁膜 ０7０で

覆ぅことも可能である。

次に、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6 5及びドレイン配線 ０



66の側部をも保護用絶縁膜 ０7０で覆ぅ製造方法につぃて、図面を参照して説明す
る。

０117 基板の製造方法における第三実施形態の応用例

図2０は、本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明

するための概略フローチヤート図を示してぃる。なお、本応用例の製造方法は、請求

項28 に対応してぃる。

同図に示す本応用例にかかる 基板 ００ b の製造方法は、上述した第二実

施形態の応用例のステップS ００7a の代わりに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，補助

導電層 ０8０及び第三のいジスト ０8 b を積層する (ステップS ００7b )。この点が

、上記第二実施形態の応用例と相違する。

したがって、その他の工程は、第二実施形態の応用例とほぼ同様となっており、同

様の工程につぃては、図中で第二実施形態の応用例と同一符号を付し、詳細な説

明は省略する。

０118 図2０に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用ぃた処理は、第一実

施形態とほぼ同様としてある。

続ぃて、図2０に示すよぅに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，補助導電層 ０8０及び

第三のいジスト ０8 b を積層し、第三のマスク ０82b を用ぃて、第三のいジスト ０

8 b を所定の形状に形成する (ステップS ００7b )。

次に、第三のマスク ０82b を用ぃた処理につぃて、図面を参照して説明する。

０119 (第三のマスクを用ぃた処理)

図2 は、本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第三

のマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) は酸ィロ物透明導電体層

成膜 補助導電層成膜 第三のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示して

おり、(b) は第四のェッチング 第三のいジスト剥離された断面図を示してぃる。

同図 (a) におぃて、まず、第三実施形態とほぼ同様に、露出した層間絶縁膜 ０5０

，型酸化物半導体層 ０4０及び金属層 ０2０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛一
酸ィヒスズ ( Z O S O 二約6０2０2０、れ のターゲ、ソトを用ぃ、膜厚約 2

2 3 2

O の酸ィロ物透明導電体層 ０6０を成膜する。このときの条件は、酸素 アルゴン比



が約9 9 o ・ であり、かつ、基板温度が約 5０Cである。

続いて、酸ィロ物透明導電体層 ０6０上に、補助導電層 ０8０を形成する。すなわち

、まず、高周波スパッタリング法を用いて、 oを膜厚約 に積層する。続いて、

高周波スパッタリング法を用いて、 を膜厚約 に積層する。

０12０ 次に、補助導電層 ０8０上に、第三のレジスト ０8 b が塗布され、第三のマスク

０82b を用いて、第三のマスク ０82b を所定の形状に形成する (ステップS ００7b

)。すなわち、第三のマスク ０82b は、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソー

ス配線 ０6 5，ドレイン配線 ０66，画素電極 ０6 7及びゲート配線パッド ０25を覆う

形状に形成される (同図 (b)参照)。

０121 次に、同図 (b) に示すように、第四のエッチングとして、まず、第三のレ、ジスト ０8 b

及びエッチング液 (混酸) により、補助導電層 ０8０及び酸ィ出物透明導電体層 ０6０

をエッチングし、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，画素電極

０6 7，ドレイン配線 ０66及びゲート配線パッド０25を形成する (ステップS ００8a

０122 次に、図2０に示すように、保護用絶縁膜 ０7０及び第四のレ、ジスト ０7 a を積層

し、第四のマスク ０72a を用いて、第四のレジス ０7 a を所定の形状に形成する (

ステップS ００ga )。

次に、第四のマスク ０72a を用いた処理について、図面を参照して説明する。

０123 (第四のマスクを用いた処理)

図22は、本発明の第三実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四

のマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 保護用絶縁膜成膜

第四のレ、ジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第五のエッチン

グ 第四のレ、ジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、第二実施形態の応用例とほぼ同様に、まず、グロー放電C (
ィロ学蒸着)法により、層間絶縁膜 ０5０及び補助導電層 ０8０上に、窒化シリコン (

)膜である保護用絶縁膜 ０7０を膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実施形態で

は、放電ガスとして、S 系の混合ガスを用いる。
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次に、保護用絶縁膜 ０7０上に、第四のレジスト ０7 a が塗布され、第四のマスク



０72a を用いて、第四のマスク ０72a を所定の形状に形成する (ステップS ００9

a )。すなわち、第四のマスク ０72a は、画素電極 ０6 7，ドレイン配線パッド０68

及びゲート配線パッド ０25の上方の保護用絶縁膜 ０7０が露出する形状に形成さ

れる (ステップS ００ga )。

０124 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、第四のいジスト ０7 a 及び

ェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁膜 ０

7０をドライェッチングし、続いて、第四のレジスト ０7 a 及びェ、ソチング液 (混酸 を

用いて、露出した補助導電層 ０8０をェッチングし、画素電極 ０6 7，ドレイン配線パ

、ソド ０68及びゲート配線パッド ０25を露出させる (ステップS O Oa )。次に、第四

のいジスト ０7 a をアッシングすると、図23に示すよぅに、ガラス基板 ００上に、保

護用絶縁膜 ０7０が露出する。図22 (b) に示す、ドレイン電極 ０64，ゲート電極 ０

23，チヤンネル部 ０44，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5及び画素電極 ０6 7は

、図23における 断面を示している。また、ドレイン配線パッド０68は

断面を示している。また、ゲート配線パッド ０25は 断面を示している。

０125 このよぅに、本応用例の 基板 ００ b の製造方法によれば、第三実施形態と

ほぼ同様の効果を有し、さらに、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線

０6 5及びドレイン配線 ０66が露出しないよぅに保護用絶縁膜 ０7０で覆われる。ま

た、 基板 ００ b は、保護用絶縁膜 ０7０を備えている。したがって、液品や有

機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な 基板 ００

b を提供することができる。

０126 基板の製造方法における第四実施形態

図24 は、本発明の第四実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための

概略フローチヤート図を示している。なお、本実施形態の製造方法は、請求項29に

対応している。

同図に示す本実施形態にかかる 基板 ００ cの製造方法は、上述した第三実

施形態のステップS ００7bの代わりに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，反射金属層 ０

9０及び第三のレジスト ０9 を積層し、第三のハーフトーンマスク ０92によって、第

三のいジスト ０9 を形成する (ステップS ００7c) 。また、第三実施形態のステップS



００aの代わりに、再形成された第三のいジスト ０9 を用ぃて、画素電極 ０6 7の

一部，ドレイン配線パッド ０68及びゲート配線パッド ０25を露出させるとともに、反

射金属部 ０94を形成する (ステップ Oc )。これらの点が、上記第三実施形態と相

違する。

したがって、その他の工程は、第三実施形態とほぼ同様となっており、同様の工程

につぃては、図中で第三実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。

０127 図24 に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用ぃた処理は、第一実

施形態とほぼ同様としてある。

続ぃて、図24 に示すよぅに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，反射金属層 ０9０及び

第三のいジスト ０9 を積層し、第三のハーフトーンマスク ０9 2及びハーフトーン露

光によって、第三のいジスト ０9 を所定の形状に形成する (ステップS ００7c)

次に、第三のハーフトーンマスク ０9 2を用ぃた処理につぃて、図面を参照して説

明する。

０128 (第三のマスクを用ぃた処理)

図25は、本発明の第四実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフ

トーンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) 酸化物透明導電体

層成膜 反射金属層成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現像された

断面図を示しており、(b) は第四のェッチングされた断面図を示してぃる。

同図 (a) におぃて、まず、露出した層間絶縁膜 ０5０，型酸ィロ物半導体層 ０4０

及び金属層 ０2０上に、酸ィビインジウム一酸化亜鉛一酸ィビスズ ( Z O S O
2 3 2

二約6０2０2０ )のターゲ、ソトを用ぃて、スパッタ法により膜厚約 2０ の酸ィビ

物透明導電体層 ０6０を成膜する。なお、酸ィビインジウム一酸ィビスズ一酸ィロ亜鉛か
らなる酸ィロ物導電体層は、上述したよぅに、非品質でありながら、穆酸水溶液には溶

解するが、混酸には溶解しなぃ。これにより、上記酸ィロ物導電体層は、有用である。

０129 次に、酸ィロ物透明導電体層 ０6０上に、反射金属層 ０9０を形成する。まず、高周

波スパッタリング法を用ぃて、 oを膜厚約 に積層する。続ぃて、高周波スパッ
タリング法を用ぃて、 を膜厚約25０ に積層する。すなわち、反射金属層 ０9０

は、図示してなぃが、 o薄膜層と 薄膜層とからなってぃる。まず、 oターゲットを



用ぃて、高周波スパッタリング法により、アルゴン ００ の条件で、 o薄膜層を形成

する。続ぃて、 ターゲットを用ぃて、高周波スパッタリング法により、アルゴン ００

の条件で、 薄膜層を形成する。ここで、 o以外の金属としては、 C などを使

用することができる。なお、反射金属層 ０9０として などの金属薄膜や、 ，

の少なくとも一つを含む合金薄膜を使用することもできる。また、 と酸ィロ物

透明導電体層 ０6０との接触抵抗が気にならなぃ程度に小さぃ場合は、 oなどの

金属を中間層に使用する必要はなぃ。

０13０ 次に、同図 (a) に示すよぅに、反射金属層 ０9０上に、第三のいジスト ０9 が塗布

され、第三のハーフトーンマスク ０9 2及びハーフトーン露光によって、第三のいジス

ト ０9 を所定の形状に形成する (ステップS ００7c) 。すなわち、第三のいジスト ０9

は、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，ドレイン配線 ０66

反射金属部 ０94，画素電極 ０6 7及びゲート配線パッド０25を覆ぅ形状に形成さ

れる。また、第三のいジスト ０9 は、ハーフトーンマスク部 9 2 によって、反射金属

部 ０94を除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配線パッド０68及びゲート配線パッ

ド ０25を覆ぅ部分が他の部分より薄ぃ形状に形成される (同図 (b)参照)。

０131 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、まず、第三のいジスト ０7

及びェッチング液 (混酸) を用ぃて、露出した反射金属層 ０9０をェッチングし、さら

に、第三のいジスト ０7 及びェッチング液 (穆酸水溶液) により、酸化物透明導電体

層 ０6０をェッチングし、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，画

素電極 ０6 7，ドレイン配線 ０66及びゲート配線パッド０25を形成する (ステップS

００8a)

０132 図26は、本発明の第四実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフ

トーンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、 a 第三のいジストの再

形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離され

た断面図を示してぃる。

同図 (a) におぃて、上記第三のいジスト ０9 をアッシングし、反射金属部 ０94を

除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配線パッド０68及びゲート配線パッド ０25の

上方の反射金属層 ０9０が露出する形状に、第三のいジスト ０9 を再形成する (ス



テップS ００ga)

０133 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、まず、再形成された第三の

レ、ジスト ０7 及びェッチング液 (混酸) を用いて、露出した反射金属層 ０9０を選択

ェッチングし、反射金属部 ０94を除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配線パッド ０

68及びゲート配線パッド ０25を露出させるとともに、反射金属層 ０9０からなる反射

金属部 ０94を形成する (ステップS O Oc )。続いて、再形成された第三のいジスト

０9 をアッシングすると、図27に示すよぅに、ガラス基板 ００上に、ドレイン電極 ０

64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，反射金属部 ０94及びドレイン配線 ０66

上に積層された反射金属層 ０9０が露出する。図26 (b) に示す、ドレイン電極 ０64

，ゲート電極 ０23，チヤンネル部 ０44，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，反射

金属部 ０94及び画素電極 ０6 7は、図27における 断面を示している。また、

ドレイン配線パッド０68は 断面を示している。また、ゲート配線パッド０25は

P 断面を示している。

０134 このよぅに、本実施形態の 基板 ００ cの製造方法によれば、第一実施形態と

ほぼ同様の効果を有するとともに、 ホールチヤンネル型の半反射型の 基板

を製造することができる。また、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０

6 5，反射金属部 ０94及びドレイン配線 ０66の上部に反射金属層 ０9０が形成さ

れるので、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6 5及びドレイン配線

０66の電気抵抗を低減することができ、信頼性を向上させることができるとともに、エ

ネルギー効率の低下を抑制することができる。

なお、本実施形態では、反射金属部 ０94を除く画素電極 ０6 7の部分が、酸ィロ物

透明導電体層 ０6０からなり、この部分を介して光を透過させて使用する場合、

基板 ００ cを半透過型の 基板として使用することができる。

０135 また、本実施形態は、ステップS ００7cにて、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，反射金

属層 ０9０及び第三のいジスト ０9 を積層し、第三のハーフトーンマスク ０9 2及び

ハーフトーン露光によって、第三のいジスト ０9 を所定の形状に形成している。ただ

し、これに限定されるものではない。たとえば、ステップS ００7cの代わりに、酸ィロ物

透明導電体層 ０6０，反射金属層 ０9０，金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5 (図3



6 (a ) 参照)及び第三のいジスト ０9 を積層し、第三のハーフトーンマスク ０9 2及び

ハーフトーン露光によって、第三のいジスト ０9 を所定の形状に形成する方法として

もよぃ。すなわち、反射金属層 ０9０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 ( ZO

Z O二約9０ ０ )からなるスパッタリングターゲットを用ぃて、膜厚約 の金

属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5を形成する。ここで、Z 膜は、混酸でもェッチン

グ可能であり、反射金属層 ０9０と一括ェッチングすることができる。したがって、反

射金属層 ０9０の上部に金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5が形成された 基

板を製造することができる。このよぅな第四実施形態の応用例 (図示せず) によれば、

反射金属層 ０9０が金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5によって保護されるので、

反射金属層 ０9０の変色などを防止でき、反射金属層 ０9０の反射率が低下すると

ぃった不具合を防止することができる。

０136 基板の製造方法における第五実施形態

図28は、本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための

概略フローチヤート図を示してぃる。なお、本実施形態の製造方法は、請求項3０に

対応してぃる。

同図に示す本実施形態にかかる 基板 ００ dの製造方法は、上述した第四実

施形態のステップS ００7cの代わりに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，反射金属層 ０

9０，保護用絶縁膜 ０7０及び第三のいジスト ０7 を積層し、第三のハーフトーン

マスク ０72d によって、第三のいジスト ０72d を形成する (ステップS ００7d) 。また、

第四実施形態のステップS O Ocの代わりに、再形成された第三のいジスト ０7 dを

用ぃて、画素電極 ０6 7の一部，ドレイン配線パッド０68及びゲート配線パッド ０2

5を露出させるとともに、反射金属部 ０94を形成する (ステ、ソプS O Od)。これらの

点が、第四実施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、第四実施形態とほぼ同様となっており、同様の工程

につぃては、図中で第四実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。

０137 図28に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用ぃた処理は、第一実

施形態とほぼ同様としてある。

続ぃて、図28に示すよぅに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，反射金属層 ０9０，保護



用絶縁膜 ０7０及び第三のいジスト ０7 dを積層し、第三のハーフトーンマスク ０7

2d及びハーフトーン露光によって、第三のいジスト ０7 dを所定の形状に形成する (

ステップS ００7d)

次に、第三のハーフトーンマスク ０72d を用ぃた処理につぃて、図面を参照して説

明する。

０138 (第三のマスクを用ぃた処理)

図29は、本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフ

トーンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) 酸ィロ物透明導電体

層成膜 反射金属層成膜 保護用絶縁膜成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトー

ン露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチングされた断面図を示

してぃる。

同図 (a) におぃて、まず、第五実施形態とほぼ同様に、露出した層間絶縁膜 ０5０

，型酸ィロ物半導体層 ０4０及び金属層 ０2０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛一

酸ィビスズ Z O S O 二約6０2０2０ のターゲットを用ぃて、スパッタ
2 3 2

法により膜厚約 2０ の酸ィロ物透明導電体層 ０6０を成膜する。次に、酸ィロ物透

明導電体層 ０6０上に、反射金属層 ０9０を形成する。すなわち、まず、高周波スパ

、ソタリング法を用ぃて、 oを膜厚約5０ に積層する。続ぃて、高周波スパッタリン

グ法を用ぃて、 を膜厚約25０ に積層する。次に、グロー放電C (ィロ学蒸着)

法により、反射金属層 ０9０上に、窒化シリコン (S )膜である保護用絶縁膜 ０7０

を膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実施形態では、放電ガスとして、S

系の混合ガスを用ぃる。

０139 次に、同図 (a) に示すよぅに、保護用絶縁膜 ０7０上に、第三のいジスト ０7 dが

塗布され、第三のハーフトーンマスク ０72d 及びハーフトーン露光によって、第三の

レジスト ０7 dを所定の形状に形成する (ステップS ００7d) 。すなわち、第三のレ、ジ

スト ０7 dは、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，ドレイン配

線 ０66，反射金属部 ０94，画素電極 ０6 7及びゲート配線パッド ０25を覆ぅ形状

に形成される。また、第三のいジスト ０7 dは、ハーフトーンマスク部 72 によって、

反射金属部 ０94を除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配線パッド０68及びゲート



配線パッド０2 5を覆ぅ部分が他の部分より薄い形状に形成される (同図 (b)参照)。

０14０ 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、まず、第三のいジスト ０7 d

及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁

膜 ０7０をドライェッチングする。続いて、第三のいジスト ０7 d及びェッチング液 (

混酸) を用いて、露出した反射金属層 ０9０をェッチングし、さらに、第三のいジスト

０7 d及びェッチング液 (蔭酸水溶液) により、酸ィロ物透明導電体層 ０6０をェッチン

グし、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，画素電極 ０67，ドレ

イン配線 ０66及びゲート配線パッド ０25を形成する (ステップS ００8a)

０14 1 図3０は、本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフ

トーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 第三のいジストの再

形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離され

た断面図を示している。

同図 (a) において、上記第三のいジスト ０7 dをアッシングし、反射金属部 ０94を

除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配線パッド０68及びゲート配線パッド ０25の

上方の反射金属層 ０9０が露出する形状に、第三のいジスト ０7 dを再形成する (ス

テップS ００ga)

０142 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、まず、再形成された第三の

レ、ジスト ０7 d及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出し

た保護用絶縁膜 ０7０をドライェッチングし、続いて、再形成された第三のいジスト ０

7 d及びェッチング液 (混酸) を用いて、露出した反射金属層 ０9０を選択ェッチン

グし、反射金属部 ０94を除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配線パッド ０68及び

ゲート配線パッド ０25を露出させるとともに、反射金属層 ０9０からなる反射金属部

０94を形成する (ステップS O Od)。続いて、再形成された第三のいジスト ０7 d

をアッシングすると、図3 に示すよぅに、ガラス基板 ００上に、ドレイン電極 ０64

ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，反射金属部 ０94及びドレイン配線 ０66上に

積層された保護用絶縁膜 ０7０が露出する。図3０(b) に示す、ドレイン電極 ０64

ゲート電極 ０23，チヤンネル部 ０44，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，反射金

属部 ０94及び画素電極 ０6 7は、図3 におけるQ 断面を示している。また、ド



レイン配線パッド０68はR 断面を示している。また、ゲート配線パッド０2 5はS

断面を示している。

０143 このように、本実施形態の 基板 O dの製造方法によれば、第五実施形態と

ほぼ同様の効果を有し、さらに、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線

０6 5，反射金属部 ０94及びドレイン配線 ０66の上部が保護用絶縁膜 ０7０で覆わ

れる。これにより、動作安定性を向上させることができる。

なお、本実施形態では、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6 5及

びドレイン配線 ０66の側部が露出しているが、これら側部を保護用絶縁膜 ０7０で

覆うことも可能である。

次に、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6 5及びドレイン配線 ０

66の側部をも保護用絶縁膜 ０7０で覆う製造方法について、図面を参照して説明す
る。

０144 基板の製造方法における第五実施形態の応用例

図3 2は、本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明

するための概略フローチヤート図を示している。なお、本応用例の製造方法は、請求

項3 に対応している。

同図に示す本応用例にかかる 基板 O d の製造方法は、上述した第四実

施形態のステップS O Ocに続けて、保護用絶縁膜 ０7０及び第四のレ、ジスト ０7

d を積層し、第四のマスク ０72d によって、第四のレ、ジスト ０7 d を所定の形状に

形成する (ステップ )。さらに、第四のレ、ジスト ０7 d を用いて、ドレイン配線パッ
ド ０68，画素電極 ０6 7の一部及びゲート配線パッド０25を露出させる (ステップS

０ 2)。これらの点が、第四実施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、第四実施形態とほぼ同様となっており、同様の工程

については、図中で第四実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。

０145 図3 2に示すように、ステップS O Ocに続けて、保護用絶縁膜 ０7０及び第四のレ

ジスト ０7 d を積層し、第四のマスク ０72d によって、第四のレ、ジスト ０7 d を所

定の形状に形成する (ステ、ソプS ０ o

次に、第四のマスク ０72d を用いた処理について、図面を参照して説明する。



０146 (第四のマスクを用いた処理)

図3 3は、本発明の第五実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四

のマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) 保護用絶縁膜成膜

第四のレ、ジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第六のエッチン

グ 第四のレ、ジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、まず、グロー放電C (化学蒸着)法により、層間絶縁膜 ０5０

，反射金属層 ０9０及び酸ィロ物透明導電体層 ０6０上に、窒化シリコン (S )膜で

ある保護用絶縁膜 ０7０を膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実施形態では、放電

ガスとして、S 系の混合ガスを用いる。
4 3 2

次に、保護用絶縁膜 ０7０上に、第四のレジスト ０7 d が塗布され、第四のマスク

０72d を用いて、第四のレジスト ０7 d を所定の形状に形成する (ステップS ０

)。すなわち、第四のレ、ジスト ０7 d は、反射金属部 ０94を除く画素電極 ０6 7の

部分，ドレイン配線パッド ０68及びゲート配線パッド ０25の上方の保護用絶縁膜

０7０が露出する形状に形成される。

０147 次に、同図 (b) に示すように、第六のエッチングとして、第四のレジスト ０7 d 及び

エッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁膜 ０

7０をドライエッチングし、反射金属部 ０94を除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配

線パッド０6 8及びゲート配線パッド ０25を露出させる (ステップS ０ 2)。続いて、

第四のレ、ジスト ０7 d をアッシングすると、図34に示すように、ガラス基板 ００上

に、保護用絶縁膜 ０7０が露出する。図3 3 (b) に示す、ドレイン電極 ０64，ゲート電

極 ０23，チヤンネル部 ０44，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，反射金属部 ０

94及び画素電極 ０6 7は、図34 におけるQ 断面を示している。また、ドレイン

配線パッド０6 8は 断面を示している。また、ゲート配線パッド ０25はS

断面を示している。

０148 このように、本応用例の 基板 O d の製造方法によれば、第四実施形態と

ほぼ同様の効果を有し、さらに、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線

０6 5及びドレイン配線 ０66が露出しないように保護用絶縁膜 ０7０で覆われている

。これにより、 基板 O d は、保護用絶縁膜7０を備えている。したがって、液



品や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な 基

板 d を提供することができる。

０149 基板の製造方法における第六実施形態

図3 5は、本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための

概略フローチヤート図を示してぃる。なお、本実施形態の製造方法は、請求項3０

請求項3 2に対応してぃる。

同図に示す本実施形態にかかる 基板 ００ eの製造方法は、上述した第五実

施形態のステップS ００7dの代わりに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，反射金属層 ０

9０，金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5，保護用絶縁膜 ０7０及び第三のいジスト

０7 dを積層し、第三のハーフトーンマスク ０72d によって、第三のいジスト ０72d

を形成する (ステップS ００7e) 。この点が、第五実施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、第五実施形態とほぼ同様となっており、同様の工程

につぃては、図中で第五実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。

０15０ 図3 5に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用ぃた処理は、第一実

施形態とほぼ同様としてある。

続ぃて、図3 5に示すよぅに、酸ィロ物透明導電体層 ０6０，反射金属層 ０9０，金属

層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5，保護用絶縁膜 ０7０及び第三のいジスト ０7 dを

積層し、第三のハーフトーンマスク ０72d 及びハーフトーン露光によって、第三のレ
、ジスト ０7 dを所定の形状に形成する (ステップS ００7e)

次に、第三のハーフトーンマスク ０72d を用ぃた処理につぃて、図面を参照して説

明する。

０151 (第三のマスクを用ぃた処理

図36は、本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフ

トーンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、 a 酸化物透明導電体

層成膜 反射金属層成膜 金属層保護用酸ィロ物導電体層成膜 保護用絶縁膜

成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現像された断面図を示しており、(b

) は第四のェッチングされた断面図を示してぃる。

同図 (a) におぃて、まず、第五実施形態とほぼ同様に、露出した層間絶縁膜 ０5０



，型酸ィロ物半導体層 ０4０及び金属層 ０2０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛一

酸ィビスズ Z O S O 二約6０2０2０ のターゲットを用ぃて、スパッタ
2 3 2

法により膜厚約 2０ の酸ィロ物透明導電体層 ０6０を成膜する。次に、酸ィロ物透

明導電体層 ０6０上に、反射金属層 ０9０を形成する。すなわち、まず、高周波スパ

、ソタリング法を用ぃて、 oを膜厚約5０ に積層する。続ぃて、高周波スパッタリン

グ法を用ぃて、 を膜厚約25０ に積層する。

０152 次に、反射金属層 ０9０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 ( Z Z O二約

9０ ０ )からなるスパッタリングターゲットを用ぃて膜厚約5０ の金属層保護

用酸化物導電体層 ０9 5を形成する。ここで、Z 膜は、混酸でもェッチング可能で

あり、反射金属層 ０9０と一括ェッチングしてもよ 、ZO膜のみを穆酸系ェッチン

グ液によりェッチングした後、反射金属層 ０9０を混酸にてェッチングしてもよぃ。

続ぃて、グロー放電C (ィロ学蒸着)法により、金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０

9 5上に、窒化シリコン (S )膜である保護用絶縁膜 ０7０を膜厚約2００ 堆積さ

せる。なお、本実施形態では、放電ガスとして、S 系の混合ガスを用
4 3 2

ぃる。

０153 次に、同図 (a) に示すよぅに、保護用絶縁膜 ０7０上に、第三のいジスト ０7 dが

塗布され、第三のハーフトーンマスク ０72d 及びハーフトーン露光によって、第三の

レジスト ０7 dを所定の形状に形成する (ステップS ００7e) 。すなわち、第三のレ、ジ

スト ０7 dは、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，ドレイン配

線 ０66，反射金属部 ０94，画素電極 ０6 7及びゲート配線パッド ０25を覆ぅ形状

に形成される。また、第三のいジスト ０7 dは、ハーフトーンマスク部 72 によって、

反射金属部 ０94を除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配線パッド０68及びゲート

配線パッド０2 5を覆ぅ部分が他の部分より薄ぃ形状に形成される (同図 (b)参照)。

０154 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、まず、第三のいジスト ０7 d

及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用ぃて、露出した保護用絶縁

膜 ０7０をドライェッチングし、続ぃて、第三のいジスト ０7 d及びェッチング液 (混

酸) を用ぃて、露出した金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5及び反射金属層 ０9０

をェッチングし、さらに、第三のいジスト ０7 d及びェッチング液 (穆酸水溶液) により



、酸ィロ物透明導電体層 ０6０をェッチングし、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3

ソース配線 ０6 5，画素電極 ０6 7，ドレイン配線 ０66及びゲート配線パッド０25を

形成する (ステップS ００8a)

０155 図3 7は、本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のハーフ

トーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 第三のいジストの再

形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離され

た断面図を示している。

同図 (a) において、上記第三のいジスト ０7 dをアッシングし、反射金属部 ０94を

除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配線パッド０68及びゲート配線パッド ０25の

上方の反射金属層 ０9０が露出する形状に、第三のいジスト ０7 dを再形成する (ス

テップS ００ga)

０156 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、まず、再形成された第三の

レ、ジスト ０7 d及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出し

た保護用絶縁膜 ０7０をドライェッチングし、続いて、再形成された第三のいジスト ０

7 d及びェッチング液 (混酸) を用いて、露出した金属層保護用酸化物導電体層 ０

9 5及び反射金属層 ０9０を選択ェッチングし、反射金属部 ０94を除く画素電極 ０

6 7の部分，ドレイン配線パッド０68及びゲート配線パッド０2 5を露出させるとともに

、金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5及び反射金属層 ０9０からなる反射金属部

０94を形成する (ステップS ００d)

続いて、再形成された第三のいジスト ０7 dをアッシングすると、図38に示すよぅに

、ガラス基板 ００上に、ドレイン電極 ０64，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5

反射金属部 ０94及びドレイン配線 ０66上に積層された保護用絶縁膜 ０7０が露

出する。図3 7 (b) に示す、ドレイン電極 ０64，ゲート電極 ０2 3，チヤンネル部 ０44

，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，反射金属部 ０94及び画素電極 ０6 7は、図

38 における 断面を示している。また、ドレイン配線パッド０68は 断面を

示している。また、ゲート配線パッド ０25は 断面を示している。

０157 このよぅに、本実施形態の 基板 O eの製造方法によれば、第五実施形態と

ほぼ同様の効果を有する。さらに、反射金属層 ０9０が金属層保護用酸ィロ物導電体



層 ０9 5によって保護されるので、反射金属層 ０9０の変色などを防止でき、反射金

属層 ０9０の反射率が低下するれ、った不具合を防止することができる。

なお、本実施形態では、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6 5及

びドレイン配線 ０66の側部が露出してぃるが、これら側部を保護用絶縁膜 ０7０で

覆ぅことも可能である。

次に、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6 5及びドレイン配線 ０

66の側部をも保護用絶縁膜 ０7０で覆ぅ製造方法につぃて、図面を参照して説明す

る。

０158 基板の製造方法における第六実施形態の応用例

図3 9は、本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明

するための概略フローチヤート図を示してぃる。なお、本応用例の製造方法は、請求

項3 請求項3 2に対応してぃる。

同図に示す本応用例にかかる 基板 e の製造方法は、上述した第五実

施形態の応用例のステップS ００7cに代えて、酸化物透明導電体層 ０6０，反射金

属層 ０9０，金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5及び第三のいジスト ０9 を積層し

、第三のハーフトーンマスク ０9 2によって、第三のいジスト ０9 を所定の形状に形

成する (ステップS ００7e )。この点が、第五実施形態の応用例と相違する。

したがって、その他の工程は、第五実施形態の応用例とほぼ同様となっており、同

様の工程につぃては、図中で第五実施形態の応用例と同一符号を付し、詳細な説

明は省略する。

０159 図3 9に示すよぅに、第五実施形態の応用例のステップ ００7cに代えて、酸ィロ物

透明導電体層 ０6０，反射金属層 ０9０，金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5及び

第三のいジスト ０9 を積層し、第三のハーフトーンマスク ０9 2によって、第三のレ、ジ

スト ０9 を所定の形状に形成し(ステップS ００7e ) 、さらに、ステップS ００8a ０

０ga，及び ００cの処理を行なぅと、上述した第四実施形態の応用例と同様に、反

射金属層 ０9０の上部に金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5が形成された 基

板が製造される。

０16０ 次に、上記ステップS O Oc に続けて、保護用絶縁膜 ０7０及び第四のいジスト ０



7 d を積層し、第四のマスク ０72d によって、第四のレジスト ０7 d を所定の形

状に形成し(ステ、ソプS ０ ) 、さらに、第四のレジスト ０7 d を用いて、ドレイン配

線パッド０6 8，画素電極 ０6 7の一部及びゲート配線パッド ０25を露出させる (ス

テップS ０ 2)

０161 (第四のマスクを用いた処理)

図4０は、本発明の第六実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四

のマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) は保護用絶縁膜成膜

第四のレ、ジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b)は第六のエッチン

グ 第四のレ、ジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、まず、グロー放電C (化学蒸着)法により、層間絶縁膜 ０5０

，金属層保護用酸ィロ物導電体層 ０9 5及び酸ィロ物透明導電体層 ０6０上に、窒ィビ

シリコン(S )膜である保護用絶縁膜 ０7０を膜厚約2００ 堆積させる。なお、本

実施形態では、放電ガスとして、S 系の混合ガスを用いる。
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次に、保護用絶縁膜 ０7０上に、第四のレジスト ０7 d が塗布され、第四のマスク

０72d を用いて、第四のレジスト ０7 d を所定の形状に形成する (ステップS ０

)。すなわち、第四のレ、ジスト ０7 d は、反射金属部 ０94を除く画素電極 ０6 7の

部分，ドレイン配線パッド ０68及びゲート配線パッド ０25の上方の保護用絶縁膜

０7０が露出する形状に形成される。

０162 次に、同図 (b) に示すように、第六のエッチングとして、第四のレジスト ０7 d 及び

ェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁膜 ０

7０をドライエッチングし、反射金属部 ０94を除く画素電極 ０6 7の部分，ドレイン配

線パッド０6 8及びゲート配線パッド０25を露出させる (ステ、ソプS ０ 2)。続いて、

第四のレ、ジスト ０7 d をアッシングすると、図4０に示すように、ガラス基板 ００上

に、保護用絶縁膜 ０7０が露出する。図4０(b) に示す、ドレイン電極 ０64，ゲート電

極 ０23，チヤンネル部 ０44，ソース電極 ０6 3，ソース配線 ０6 5，反射金属部 ０

94及び画素電極 ０6 7は、図4 における 断面を示している。また、ドレイン

配線パッド０6 8は 断面を示している。また、ゲート配線パッド ０25は 一

断面を示している。



０163 このよぅに、本応用例の 基板 O e の製造方法によれば、第五実施形態とほ

ぼ同様の効果をし、さらに、ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64，ソース配線 ０6 5

及びドレイン配線 ０66が露出しないよぅに保護用絶縁膜 ０7０で覆われる。また、

基板 ００ e は、保護用絶縁膜7０を備えている。したがって、液品や有機 材

料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な 基板 O e を提

供することができる。

０164 基板における第一実施形態

また、本発明は、 基板 ００の発明としても有効である。

第一実施形態にかかる 基板 は、図6 (b)及び図7に示すよぅに、ガラス基

板 ００と、ゲート電極 ０23及びゲート配線 ０24 と、 型酸ィロ物半導体層 ０4０と、

酸ィロ物透明導電体層 ０6０と、チヤンネルガード 5００とを備えている。

ゲート電極 ０23及びゲート配線 ０24 は、ガラス基板 ００上に形成され、上面が

ゲート絶縁膜 ０3０に覆われ、かつ、側面が層間絶縁膜 ０5０に覆われることにより

絶縁されている。

酸ィロ物層としての 型酸ィロ物半導体層 ０4０は、ゲート電極 ０23上のゲート絶縁

膜 ０3０上に形成されている。

導電体層としての酸ィロ物透明導電体層 ０6０は、 型酸ィロ物半導体層 ０4０上に、

チヤンネル部 ０44によって隔てられて形成されている。

チヤンネルガード 5００は、 型酸ィロ物半導体層 ０4０のチヤンネル部 ０44上に形

成され、チヤンネル部 ０44を保護する。

０165 このチヤンネルガード 5００は、一対の開口部 6 3 64 が形成された層間絶縁

膜 ０5０からなり、開口部 6 3 64 に、酸化物透明導電体層 ０6０からなるソー

ス電極 ０6 3及びドレイン電極 ０64 が形成される。

このよぅにすると、チヤンネル部 ０44の 型酸化物半導体層 ０4０の上部が、チヤ

ンネルガード 5００により保護されるので、長期間にわたり安定に作動する。また、チ

ヤンネルガード 5００，チヤンネル部 ０44，ドレイン電極 ０64及びソース電極 ０6 3

が確実かつ容易に製造されるので、歩留まりが改善されるとともに、製造原価のコスト

ダウンを図ることができる。



０166 また、 基板 OO は、酸ィロ物透明導電体層 ０6０によって、ソース配線 ０6 5

ドレイン配線 ０66，ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64及び画素電極 ０6 7が形

成されている。これにより、酸ィロ物透明導電体層 ０6０は、ソース配線 ０6 5，ドレイン

配線 ０66，ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64及び画素電極 ０6 7として機能す

る。上述したよぅに、ソース配線 ０6 5，ドレイン配線 ０6 6，ソース電極 ０6 3，ドレイ

ン電極 ０64及び画素電極 ０6 7が効率よく製造される。すなわち、製造する際に使

用するマスク数を削減でき、製造工程が削減されることにより、生産効率が向上し製

造原価のコストダウンを図ることができる。

さらに、 基板 OO は、酸ィロ物層を 型酸ィロ物半導体層 ０4０としてあり、かつ
、導電体層を酸ィロ物透明導電体層 ０6０としてある。これにより、 の活性層として

酸化物半導体層を使用している。したがって、電流を流しても安定であり、電流制御

により作動させる有機電界発光装置にとって有用である。

０167 また、 基板 OO は、 型酸ィロ物半導体層 ０4０が、チヤンネル部 ０44，ソー

ス電極 ０6 3及びドレイン電極 ０64 に対応する所定の位置にのみ形成されており、

ゲート配線 ０24どぅしが干渉するけロストー列といった心配を排除することができる

０168 本実施形態のゲート電極 ０23及びゲート配線 ０24 は、金属層 ０2０としてある。

このよぅに、 基板 ００が、金属層 ０2０を備える場合には、金属層 ０2０を保護

する金属層保護用酸ィロ物導電体層 (図示せず) を、金属層 ０2０上に形成するとよ

い。このよぅにすると、ゲート配線パッド０25用の開口部 25 を形成した際、金属表

面が露出するのを防止でき、接続信頼性を向上させることができる。

０169 また、 基板 ００は、ソース配線 ０95，ドレイン配線 ０66，ソース電極 ０6 3

，ドレイン電極 ０64及び画素電極 ０6 7が、酸化物透明導電体層 ０6０からなって

いる。これにより、光の透過量が増大するので、輝度の優れた表示装置を提供するこ

とができる。

さらに、 型酸ィロ物半導体層 ０4０及び酸ィロ物透明導電体層 ０6０のエネルギー

ギヤップが、約3・Oe 以上としてあるので、光による誤動作を防止することができる。

０17０ このよぅに、本実施形態の 基板 ００は、チヤンネル部 ０44がチヤンネルガ



一ド 5００によって保護されているので、長期間にわたり安定に作動させることができ

る。また、 型酸化物半導体層 ０4０が、所定の位置 (チヤンネル部 ０44，ソース電

極 ０6 3及びドレイン電極 ０64 に対応する所定の位置) にのみ形成されることとなる

ので、ゲート配線 ０24どぅしが干渉するけロストー列れ、った心配を排除することが

できる。

なお、本実施形態では、ガラス基板 ００上に、金属層 ０2０，ゲート絶縁膜 ０3０

及び 型酸ィロ物半導体層 ０4０が積層され、さらに、層間絶縁膜 ０5０及び酸ィロ物

透明導電体層 ０6０が積層されている。ただし、これに限定されるものではない。たと

えば、各層間に他の層を介して積層されてもよい。他の層は、たとえば、本実施形態

の機能や効果を損なわない層や他の機能や効果などを補助する層である。このこと

は、後述する実施形態についても同様である。

０171 基板における第二実施形態

第二実施形態にかかる 基板 ００ b は、図22 (b)及び図23に示すよぅに、ソ

ース配線 ０6 5，ドレイン配線 ０66，ソース電極 ０6 3，ドレイン電極 ０64及び画素

電極 ０6 7の上に、補助導電層 ０8０を形成してある。

また、 基板 ００ b は、ガラス基板 ００の上方が保護用絶縁膜 ０7０によっ
て覆われ、かつ、保護用絶縁膜 ０7０が、画素電極 ０6 7，ドレイン配線パッド０68

及びゲート配線パッド ０25に対応する位置に開口部を有している。

なお、その他の構造は、 基板 ００ とほぼ同様としてある。

０172 このよぅに、本実施形態の 基板 ００ b は、第一実施形態の 基板 ００比
まぼ同様の効果を有する。また、ソース配線 ０6 5，ドレイン配線 ０66，ソース電極

０6 3，ドレイン電極 ０64及び画素電極 ０6 7の電気抵抗を低減することができるの

で、信頼性を向上させることができるとともに、エネルギー効率の低下を抑制すること

ができる。また、 基板 ００ b は、保護用絶縁膜 ０7０を備えている。したがって

、液品や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な

基板を提供することができる。

０173 基板における第三実施形態

第三実施形態にかかる 基板 O e は、図4０(b)及び図4 に示すよぅに、画



素電極 ０6 7の一部が、反射金属層 ０9０からなる反射金属部 ０94 により覆われて

ぃる。この反射金属層 ０9０を、アルミニウム，銀若しくは金からなる薄膜、又は、アル
ミニウム，銀若しくは金を含む合金層とするとよく、このよぅにすると、より多くの光を反

射することができ、反射光による輝度を向上させることができる。

また、 基板 ００ e は、反射金属層 ０9０が、ソース配線 ０6 5，ドレイン配線

０6 6，ソース電極 ０6 3及びドレイン電極 ０64上に積層されてぃる。したがって、より

多くの光を反射することができ、反射光による輝度を向上させることができる。さらに、

反射金属層 ０9０は、補助導電層 ０8０としても機能するので、各電極や配線の電

気抵抗を低減することができる。したがって、信頼性を向上させることができるとともに

、エネルギー効率の低下を抑制することができる。

０174 さらに、 基板 ００ e は、反射金属層 ０9０を保護する金属層保護用酸ィロ物

導電体層 ０9 5が、反射金属層 ０9０の上部に積層されてぃる。このよぅにすると、反

射金属層 ０9０の変色などを防止でき、反射金属層 ０9０の反射率が低下するれ、

った不具合を防止することができる。また、反射金属層 ０9０の腐蝕を防ぐとともに、

耐久性を向上させることができる。

なお、その他の構造は、第一実施形態の 基板 ００ とほぼ同様としてある。

０175 このよぅに、本実施形態の 基板 O e は、第一実施形態の 基板 ００比
ほぼ同様の効果を有し、さらに、半反射型又は半透過型の 基板として使用する

ことができる。

０176 基板の製造方法における第セ実施形態

図4 2は、本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法を説明するための

概略フローチヤート図を示してぃる。なお、本実施形態の製造方法は、請求項34に

対応してぃる。

同図におぃて、まず、ガラス基板2００上に、ゲート電極・配線用薄膜としての金属

層2０2０及び金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０26，ゲート絶縁膜2０3０，酸ィビ

物層としての 型酸ィロ物半導体層2０4０，並びに，第一のいジスト2０4 をこの順に積

層し、第一のハーフトーンマスク2０4 2及びハーフトーン露光によって、第一のレ、ジス

ト2０4 を所定の形状に形成する (ステップS 2００ )



次に、第一のハーフトーンマスク2０4 2を用いた処理について、図面を参照して説

明する。

０177 (第一のハーフトーンマスクを用いた処理)

図4 3は、本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の、第一のハーフ

トーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 金属層成膜 金属

層保護用酸ィロ物透明導電体層成膜 ゲート絶縁膜成膜 型酸ィロ物半導体層成

膜 第一のレジスト塗布 ハーフトーン露光 現像された断面図を示しており、(b)

は第一のェッチング 第一のレ、ジストの再形成された断面図を示しており、(c) は第

二のェッチング 第一のレジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、まず、透光性のガラス基板2００が用意される。

なお、 基板2００の基材となる板状部材は、上記ガラス基板2００に限定され

るものではない。たとえば、樹脂製の板状部材やシート状部材などでもよい。また、上

記板状部材は、透光性のガラス基板2００に限定されるものではない。たとえば、遮

光性や半透明のガラス基板でもよい。

０178 次に、ガラス基板2００上に、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24を形成するた

めの金属層2０2０を形成する。まず、高周波スパッタリング法を用いて、 を膜厚約2

5０ に積層する。続いて、高周波スパッタリング法を用いて、 (モリブデン) を膜

厚約5０ に積層する。すなわち、金属層2０2０ 、図示してないが、 薄膜層と

薄膜層とからなっており、まず、 ターゲ、ソトを用いて、高周波スパッタリング法によ

り、アルゴン ００ の条件で、 薄膜層を形成する。続いて、 oターゲットを用いて

、高周波スパッタリング法により、アルゴン ００ の条件で、 o薄膜層を形成する。

０179 続いて、金属層2０2０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 (一般的に、Z と呼称され

る。 O Z O二約9０ ０ )からなるスパッタリングターゲットを用い、膜厚約

OO の金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０26を形成する。このときの条件は、

酸素 アルゴン比が約 g g o ・ であり、かつ、基板温度が約 5０Cである。この

条件では、金属薄膜保護用酸ィロ物導電層2０26 、非品質膜として得られる。このよ

ぅに、ZOなどの透明導電膜を金属層保護用酸ィヒ物透明導電体層2０26としてゲー

ト配線2０24の表面に配置してある。したがって、ゲート配線パッド2０25を形成する



ために、ゲート絶縁膜2０3０に開口部225 を形成した際、ゲート配線2０24 に使用し

た金属表面が露出しない。これにより、金属層2０2０の腐蝕を防ぐとともに、耐久性を

向上させることができ、信頼性の高い接続が可能となる。したがって、 基板2００

の動作安定性が向上し、 基板2００を用いた液品表示装置や電界発光装置な

ど (図示せず)も安定して作動する。また、ゲート絶縁膜2０3０としてS S O ，S
X X

O などの絶縁物を使用し、C (C C など) を用いたリアクティブイオン
2 4 3 ェッ

チング法により、ゲート絶縁膜2０3０に開口部225 を形成する場合、ZOなどの透

明導電膜が、金属層 ( o層) 2０2０の保護膜にもなり、C による金属層2０2０

へのダメージを低減することができる。

０18０ 上記金属層保護用酸化物導電体層2０26 薄膜層のェッチング液である混酸

(一般的に、P とも呼ばれる。) により同時にェッチングできる導電性の金属酸ィ出

物であればよく、上記酸ィヒインジウム一酸ィロ亜鉛に限定されるものではない。すなわ

ち、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛の組成としては、P により、 と同時にェッチング

できる組成であれば使用可能であるが、 ( Z ) 二約０・5～０・9 5 (重量比 ) 、

好ましくは、約０・7～０・9 (重量比 ) がよい。この理由は、約０・ (重量比 )未満では、

導電性の金属酸化物自体の耐久性が低い場合があったり、約０・9 5 (重量比 ) を超

えると、 との同時ェッチングが難しかったりする場合があるからである。また、 と同

時にェッチングする場合には、導電性の金属酸ィロ物は非品質であることが望ま 、。

この理由は、結品ィヒした膜の場合、 との同時ェッチングが難しくなる場合があるか

らである。

また、金属層保護用酸ィヒ物導電体層26の厚みは、約 ０～2００ あればよい。好

ましくは約 5～5０ 、より好ましくは約2０～OO である。この理由は、約

未満では、保護膜としての効果が小さい場合があり、約2００ を超えると、経済的

に不利になるからである。

０181 ZOに代わる材料としては、 Oにランタノイド系元素を含有させた材料や o，W

などの高融点金属酸ィロ物を添加した材料が使用できる。添加量は、全金属元素に対

して、約3０原子 以下、好ましくは、約 ～2０原子 がよい。この理由は、約3０原子

を超えると、穆酸水溶液や混酸でのェッチング速度が低下する場合があるからで



ある。また、膜厚は、約2０ ～5００ 、好ましくは約3０ ～3００ とするとよい
。その理由は、約2０ 未満であると、ヒンホールができ、保護膜として機能しない場

合があり、約5００ を超えると、成膜やェッチングに時間を要し、経済的損失が増

大するからである。

０182 なお、 の上の oは、金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０26との接触抵抗を

下げる目的で使用しており、接触抵抗が気にならない程度に低い場合は、 o層を

形成しなくてもよい。また、 oの代わりに、 (チタン) 、C (クロム) などを使用

することができる。また、ゲート配線2０24 として (銀) 、C (胴) などの金属薄膜や

合金薄膜を用いることもできる。本実施形態では、 o薄膜層を形成しており、特に、

oであれば、 薄膜層や金属層保護用酸化物透明導電体層2０26と同じP に

よりェッチングできることから、工程を増やさずに加工できるので、好適である。上記

o C などの金属薄膜の厚みは、約 ０～2００ あればよい。好ましくは約 5

～O O 、より好ましくは約2０～ である。この理由は、約 O 未満では、接

触抵抗の低減効果が小さい場合があり、約2００ を超えると、経済的に不利になる

からである。

０183 また、 は純粋 (純度ほぼ ００ の )でもよいが、 d(ネオジウム) ，Ce (セリウ

ム) ， o W (タングステン) ， b (二オブ) などの金属が添加されていてもよい。さら

に、Ce，W， bなどは，たとえば、酸ィロ物透明導電体層2０6０との電池反応を抑える

ぅえでも好適である。添加量は、適宜選択できるが、約０ 、
・ ～2 が好ま 。

また、本実施形態では、ゲート電極・配線用薄膜として金属層2０2０及び金属層保

護用酸化物透明導電体層2０26を用いている。ただし、これに限定されるものではな

い。たとえば、ゲート電極・配線用薄膜として、酸ィビインジウム一酸ィビスズ ( O S

二約9０ ０ )などからなる酸化物透明導電体層を用いてもよい。

０184 さらに、金属層保護用酸化物導電体層2０26の材料として、後述する酸ィロ物透明

導電体層2０6０と同一の材料を用いるとよい。このよぅにすると、使用する材料の種類

を低減することができ、好適に所望の 基板2００を得ることができる。金属層保

護用酸化物導電体層2０26の材料は、エッチング特性や保護膜特性などにもとづい

て選択される。



なお、金属層保護用酸ィロ物導電体層2０26 、ゲート電極・配線用薄膜としての金

属層2０2０の上部に形成する場合に限定されるものではない。たとえば、図示してな

いが、酸ィロ物透明導電体層2０6０の上方に、金属からなる補助導電層を積層した場

合に、この補助導電層の上部に形成してもよい。

０185 次に、グロー放電C (ィロ学蒸着法)法により、金属層保護用酸ィロ物透明導電体

層2０26上に、窒化シリコン (S )膜であるゲート絶縁膜2０3０を膜厚約3００ 堆

積させる。なお、本実施形態では、放電ガスとして、S 系の混合ガス
4 3 2

を用いる。

０186 なお、本実施形態では、ゲート絶縁膜2０3０にS などの窒化シリコン膜を用いた

が、酸ィロ物絶縁体を絶縁膜に用いることもできる。この場合、酸ィロ物絶縁膜の誘電率

は大きい方が、薄膜トランジスタの作動には有利になる。また、絶縁性は高い方が好

ま 、。これらを満足する例としては、酸ィロ物の超格子構造を有する酸ィロ物も好まし

い酸ィロ物絶縁膜である。さらに、非品質の酸ィロ物絶縁膜を用いることも可能である。

非品質酸ィロ物絶縁膜の場合、成膜温度を低温に維持できるので、プラスチック基板

などの耐熱性に乏しい基板の場合に、有利である。

例えば Sc O S c Z O S c CoO Sc O ScGaZ O ScGa
4 4 4 4 4

又は Sc Z O Sc Z O S c Z O 又は ScGaZ O Sc
4 3 6 4 7

G
7 ０ 3 6

aZ O ScGaZ O 又は S c eZ O Sc eZ O Sc eZ O なども使
5 8

用
7 ０ 2 5 3 6 6 9

可能である。

また、酸ィビアルミナ、酸化チタン、酸化ハフニウム、酸化ランタノイドなどの酸化物及

び、超格子構造の複合酸ィロ物も使用可能である。

０187 次に、ゲート絶縁膜2０3０上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 ( O Z O二約9 7 3

)のターゲットを用い、膜厚約 5０ の 型酸ィロ物半導体層2０4０を成膜する。

このときの条件は、酸素 アルゴン比が約 ０g０ o ・ であり、かつ、基板温度が約

5０Cである。この条件では、 型酸ィロ物半導体層2０4０は、非品質膜として得られ

る。なお、 型酸ィロ物半導体層2０4０は、約2００C以下の低温で成膜した場合、非品

質膜として得られ、約2００Cを超える高温で成膜した場合、結品質膜として得られる

。また、上記非品質膜は、熱処理により結品ィビさせることもでき、本実施形態では、



型酸ィロ物半導体層2０4０を、非品質膜として形成し、その後結品ィビさせて用ぃる。

なお、 型酸化物半導体層2０4０は、上記酸ィビインジウム一酸化亜鉛からなる酸ィビ

物半導体層に限定されるものではなく、たとえば、酸化イン、ジウム一酸化ガリウム一酸

ィロ亜鉛系や、酸ィビイン、ジウム一酸ィビサマリウム、酸ィロ亜鉛一酸化マグネシウムなどか

らなる酸化物半導体層としてもよぃ。
。

０188 また、上記酸ィビイン、ジウム一酸ィロ亜鉛薄膜は、キャリヤー密度が ０" c 以下で

あり、十分に半導体として作動する領域であった。また、ホール移動度は、25c

・s e cであった。通常、キャリヤー密度は約 ０" 未満であれば、十分に作動

領域となり、かつ、移動度は、非品質シリコンのそれに比べて ０倍以上大きレ亡とか

ら、 型酸ィロ物半導体層2０4０は、十分に有用な半導体薄膜である。

０189 また、 型酸ィロ物半導体層2０4０は、透明性が必要なことから、エネルギーギャップ

が約3・Oe 以上の酸ィロ物を用ぃるとよぃ。好ましくは約3・2e 以上、より好ましくは

約3・4e 以上である。上記の酸ィビイン、ジウム一酸ィロ亜鉛系、酸ィビイン、ジウム一酸ィト

ガリウム一酸ィロ亜鉛系や、酸ィビインジウム一酸ィビサマリウム、酸ィロ亜鉛一酸ィヒマグネ、

シウムなどからなる 型酸化物半導体層のエネルギーギャップは、約3・2e 以上で

あり、好適に使用される。また、これらの薄膜 ( 型酸ィロ物半導体層) は、非品質の場

合、穆酸水溶液や混酸に溶解可能であるが、加熱結品ィビさせることにより、穆酸水溶

液や混酸に不溶となり、耐性を示すよぅになる。また、結品ィビの温度は、添加する酸

ィロ亜鉛の量により制御できる。

０19０ 次に、同図 (a) に示すよぅに、 型酸化物半導体層2０4０上に、第一のいジスト2０4

が塗布され、第一のハーフトーンマスク2０4 2及びハーフトーン露光によって、第一

のいジスト20 4 を所定の形状に形成する (ステップS 2００ )。すなわち、第一のレ、ジ

スト20 4 は、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24を覆ぃ、かつ、ハーフトーンマス

ク部242 によって、ゲート配線2０24を覆ぅ部分が他の部分より薄ぃ形状に形成され

る。

０191 次に、同図 (b) に示すよぅに、第一のェッチングとして、まず、第一のいジスト2０4

及びェッチング液 (穆酸水溶液) により、 型酸ィロ物半導体層2０4０をェッチングし、

続ぃて、第一のいジスト2０3 及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を



用いて、ゲート絶縁膜2０3０をドライェッチングし、さらに、第一のいジスト2０4 及び

ェッチング液 (混酸) により、金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０26及び金属層2

０2０をェッチングし、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24を形成する (ステップ 2

００2)

続いて、上記第一のいジスト204 をアッシングし、ゲート配線2０24の上方の 型酸

ィロ物半導体層2０4０が露出し、かつ、ゲート電極2０23の上方の 型酸化物半導体

層2０4０が覆われる形状に、第一のレ、ジスト204 を再形成する (ステ、ソプS 2００3)

０192 次に、同図 (c) に示すよぅに、第二のェッチングとして、再形成された第一のいジスト

2０4 及びェッチング液 (穆酸水溶液) を用いて、露出したゲート配線2０24上の 型

酸ィロ物半導体層2０4０をェッチングにより除去し、 型酸ィロ物半導体層2０4０からな

るチヤンネル部2０44を形成する (ステップ 2００4)

続いて、再形成された第一のいジスト204 をアッシングすると、図3に示すよぅに、

ガラス基板2００上に、ゲート配線2０24上に積層されたゲート絶縁膜2０3０及びゲ

ート電極2０23上にゲート絶縁膜2０3０を介して形成されたチヤンネル部2０44が露

出する。図4 3 (c ) に示す、ゲート電極2０23及びチヤンネル部2０44は、図44におけ

る 断面を示している。また、ゲート配線2０24は、 断面を示している。

０193 このよぅに、 の活性層として 型酸ィロ物半導体層2０4０を使用することにより、

電流を流しても安定であり、電流制御により作動させる有機電界発光装置にとって有

用である。

また、本発明において、 型酸ィロ物半導体層2０4０は、チヤンネル部2０44，ソース

電極2０6 3及びドレイン電極2０64 に対応する所定の位置にのみ形成されることとな

るので、ゲート配線2０24が干渉するけロストーク) れ、った心配を排除することがで

きる。

０194 次に、図4 2に示すよぅに、ガラス基板2００，ゲート絶縁膜2０3０及び 型酸ィロ物半

導体層2０4０上に、層間絶縁膜2０5０及び第二のいジスト2０5 をこの順に積層し、

第二のマスク2０5 2を用いて、第二のいジスト2０5 を所定の形状に形成する (ステッ
プS 2００5

次に、第二のマスク2０5 2を用いた処理について、図面を参照して説明する。



０195 (第二のマスクを用いた処理)

図4 5は、本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の、第二のマスク

を用いた処理を説明するための概略図であり、 a 層間絶縁膜成膜 第二のレ、ジ

スト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第三のェッチングされた断

面図を示しており、(c) は第二のいジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、まず、グロー放電C (化学蒸着)法により、露出したガラス基

板2００，ゲート絶縁膜2０3０及び 型酸化物半導体層2０4０上に、窒化シリコン(

)膜である層間絶縁膜2０5０を膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実施形態では

、放電ガスとして、S 系の混合ガスを用いる。
4 3 2

０196 次に、同図 (a) に示すよぅに、層間絶縁膜2０5０上に、第二のいジスト2０5 が塗布

され、第二のマスク2０5 2を用いて、第二のいジスト2０5 を所定の形状に形成する (

ステップS 2００5)。すなわち、第二のいジスト2０5 は、後工程にて形成されるソース

電極2０6 3及びドレイン電極2０64 に対応する部分上に形成される。また、第二のレ

ジスト2０5 は、ゲート配線パッド部225 ０の上方を除く層間絶縁膜2０5０上に形成さ

れる。ゲート配線2０24及びゲート電極2０23 、上面がゲート絶縁膜2０3０に覆われ

、かつ、側面が層間絶縁膜2０5０に覆われることにより絶縁される。

０197 続いて、第二のいジスト2０5 及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を

用いて、ソース電極2０6 3及びドレイン電極2０64 に対応する部分の層間絶縁膜2０5

、並びに、ゲート配線パッド部225 ０の上方のゲート絶縁膜2０3０及び層間絶縁膜2

０5０をェッチングし、ソース電極2０6 3及びドレイン電極2０64用の一対の開口部26

3 264 、並びに、ゲート配線パッド2０25用の開口部225 を形成する (ステップS

2００6)。この際、C 中での 型酸ィロ物半導体層2０4０のェッチング速度は極めて

遅いので、 型酸化物半導体層2０4０がダメージを受けることはない。また、チヤンネ、

ル部2０44は、チヤンネル部2０44上に形成された層間絶縁膜2０5０からなるチヤン

ネルガード25００によって保護される。したがって、 基板2００の動作安定性を

向上させることができる。

０198 次に、第二のレ、ジスト2０5 をアッシングすると、同図 (c に示すよぅに、ガラス基板2

００の上方に、層間絶縁膜2０5０，型酸ィロ物半導体層2０4０及び金属層保護用酸



ィロ物透明導電体層2０26が露出する (図46参照)。 型酸ィロ物半導体層2０4０は、開

口部263 264 を介して露出し、金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０26は開

口部225 を介して露出してぃる。図4 5 (c ) に示す、ゲート電極2０23，チヤンネル部

2０44及び開口部263 264 は、図46におけるC 断面を示してぃる。ゲート配

線パッド部225 ０及び開口部225 断面を示してぃる。

なお、開口部263 264 225 の形状や大きさは、特に限定されるものではな

０199 次に、図4 2に示すよぅに、開口部263 264 225 の形成されたガラス基板2０

０の上方に、導電体層としての酸化物透明導電体層2０6０及び第三のいジスト2０6

をこの順に積層し、第三のマスク2０6 2を用ぃて、第三のいジスト2０6 を所定の形

状に形成する (ステップS 2００7)

なお、本実施形態では、導電体層として、酸ィロ物透明導電体層2０6０を用ぃてレめ
が、これに限定されるものではなぃ。たとえば、導電性を有する金属層や、半透明又

は非透明の酸化物導電体層などを用ぃてもよぃ。たとえば、上記導電体層が金属か

らなる構成とするとよく、このよぅにすると、長期間にわたり安定に作動することができ、

また、歩留まりが改善されるとともに、製造原価のコストダウンを図るの可能な反射型

基板を提供すことができる。

次に、第三のマスク2０6 2を用ぃた処理につぃて、図面を参照して説明する。

０2００ (第三のマスクを用ぃた処理)

図4 7は、本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の、第三のマスク

を用ぃた処理を説明するための概略図であり、 a 酸化物透明導電体層成膜 第

三のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチング

第三のいジスト剥離された断面図を示してぃる。

同図 (a) におぃて、露出した層間絶縁膜2０5０，型酸化物半導体層2０4０及び金

属層保護用酸化物透明導電体層2０26上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 ( O Z

二約9０ ０ )のターゲットを用ぃ、膜厚約 2０ の酸ィロ物透明導電体層2０6

を成膜する。このときの条件は、酸素 アルゴン比が約 ０g０ o ・ であり、基板

温度が約 5０Cである。この条件では、酸化物透明導電体層2０6０は、非品質膜と



して得られる。なお、非品質の酸化インジウム一酸化亜鉛薄膜は、混酸や穆酸水溶

液によりェッチングされる。

０2０1 酸ィロ物透明導電体層2０6０は、上記酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛からなる酸化物導

電体層に限定されるものではなぃ。たとえば、酸ィビインジウム一酸ィビスズ、酸ィトインジ

ウム一酸ィビスズ一酸ィロ亜鉛、酸ィビインジウム一酸ィビスズ一酸ィビサマリウムなどからな

る酸化物導電体層、あるぃは、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛、酸ィビインジウム一酸ィビス

ズ、酸ィビインジウム一酸ィビスズ一酸ィロ亜鉛、酸ィビインジウム一酸ィビスズ一酸ィビサマリ

ウムなどにランタノイド元素を添加した酸ィロ物導電体層としてもよぃ。

また、本実施形態におぃては、酸ィロ物透明導電体層2０6０によって、ソース電極2０

63、ドレイン電極2０64、ソース配線2０65、ドレイン配線2０66及び画素電極2０67

が形成される。したがって、酸化物透明導電体層2０6０は、導電性に優れたものを使

用するとよぃ。

０2０2 また、酸化物透明導電体層2０6０は、透明性が必要なことから、エネルギーギヤ、ソ

プは、約3・Oe 以上の酸ィロ物としてある。好ましくは約3・2e 以上、より好ましくは

約3・4e 以上である。上記酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛、酸ィトインジウム一酸ィトスズ、

酸ィビインジウム一酸ィトスズ一酸ィロ亜鉛、酸ィビインジウム一酸ィビスズ一酸ィビサマリウム

などからなる酸ィロ物導電体層、あるぃは、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛、酸ィビインジウ

ム一酸ィビスズ、酸ィトインジウム一酸ィトスズ一酸ィロ亜鉛、酸ィビインジウム一酸ィビスズ一

酸ィビサマリウムなどにランタノイド元素を添加した酸ィロ物導電体層は、ぃずれもエネ、

ルギーギヤップは約3・2e 以上であり、好適に使用される。

０2０3 次に、同図 (a) に示すよぅに、酸化物透明導電体層2０6０上に、第三のいジスト2０6

が塗布され、第三のマスク2０6 2を用ぃて、第三のいジスト2０6 を所定の形状に形

成する (ステップ 2００7)。すなわち、第三のいジスト2０6 は、ドレイン電極2０64，ソ

ース電極2０63，ソース配線2０65，ドレイン配線2０66，画素電極2０67及びゲート

配線パッド2０25を覆ぅ形状に形成される (同図 (b)参照)。なお、本実施形態では、

画素電極2０67とソース電極2０63を、ソース配線2０65を介して接続してあるが、画

素電極2０67とドレイン電極を、ドレイン配線を介して接続してもよぃ。

０2０4 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、第三のいジスト2０6 及び穆



酸水溶液を用ぃて、酸ィロ物透明導電体層2０6０をェッチングし、ドレイン電極2０64

ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電極2０67，ドレイン配線2０66及びゲート

配線パッド2０25を形成する (ステップS 2００8)

このよぅにすると、層間絶縁膜2０5０の一対の開口部263 264 に、酸ィロ物透明

導電体層2０6０からなるソース電極2０63及びドレイン電極2０64がそれぞれ形成さ

れるので、ソース電極2０63及びドレイン電極2０64が、チヤンネルガード25００及び

チヤンネル部2０44によって確実に隔てられる。すなわち、チヤンネルガード25００

チヤンネル部2０44，ソース電極2０63及びドレイン電極2０64が確実かつ容易に製

造されるので、歩留まりが改善されるとともに、製造原価のコストダウンを図ることがで

きる。このよぅな構造の 基板2００を、 ホールチヤンネル型 基板と呼称

する。

０2０5 また、酸ィロ物透明導電体層2０6０からなるドレイン電極2０64，ソース電極2０63，ソ

ース配線2０65，画素電極2０67及びドレイン配線2０66は、第四のェッチングによっ
て効率よく形成される。すなわち、製造する際に使用するマスク数を削減でき、製造

工程が削減されることにより、生産効率が向上し製造原価のコストダウンを図ることが

できる。

さらに、ドレイン電極2０64，ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電極2０67

及びドレイン配線2０66が、酸ィロ物透明導電体層2０6０からなることにより、光の透過

量が増大するので、輝度の優れた表示装置を提供することができる。

０2０6 次に、第三のいジスト2０6 をアッシングすると、酸化物透明導電体層2０6０からな

る、ドレイン電極2０64，ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電極2０67，ドレイ

ン配線2０66及びゲート配線パッド2０25が露出する。図47 (b) に示す、ドレイン電極

2０64，ゲート電極2０23，チヤンネル部2０44，ソース電極2０63，ソース配線2０65

及び画素電極2０67 、図48における 断面を示してぃる。また、ドレイン配線2

０66は、 断面を示してぃる。また、ゲート配線パッド2０25は、G 断面を示し

てぃる。

０2０7 このよぅに、本実施形態の 基板2００の製造方法によれば、三枚のマスク2０4

2，2０52 2０62を用ぃて、活性半導体層に、酸ィロ物半導体層 ( 型酸ィロ物半導体



層2０4０)を用ぃた ホールチヤンネル型の 基板2００を製造することができ

る。すなわち、製造工程が削減されるので、製造原価のコストダウンを図ることができ

る。また、チヤンネル部2０44がチヤンネルガード25００によって保護されてぃるので、

長期間にわたり安定に作動させることができる。また、 型酸ィロ物半導体層2０4０が、

所定の位置 (チヤンネル部2０44，ソース電極2０63及びドレイン電極2０64に対応す

る所定の位置) にのみ形成されることとなるので、ゲート配線2０24どぅしが干渉する (

クロストーク れ、った心配を排除することができる。

なお、本実施形態では、ガラス基板2００上に、金属層2０2０，金属層保護用酸ィビ

物透明導電体層2０26，ゲート絶縁膜2０3０，型酸ィロ物半導体層2０4０，及び，第

一のいジスト2０4 が積層され、さらに、層間絶縁膜2０5０及び第二のいジスト2０5

が積層され、さらに、酸ィロ物透明導電体層2０6０及び第三のいジスト2０6 が積層さ

れる。ただし、これに限定されるものではなぃ。たとえば、各層間に他の層を介して積

層されてもよぃ。他の層は、たとえば、本実施形態の機能や効果を損なわなぃ層や

他の機能や効果などを補助する層である。このことは、後述する実施形態につぃても

同様である。

０2０8 基板の製造方法における第セ実施形態の応用例

図49は、本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例を説明

するための概略フローチヤート図を示してぃる。なお、本応用例の製造方法は、請求

項35に対応してぃる。

同図に示す本応用例にかかる 基板2００ の製造方法は、上述した第セ実施

形態の 基板2００に、保護用絶縁膜2０7０及び第四のいジスト2０7 を積層し(

ステップ 2００9) 、さらに、第四のいジスト2０7 を用ぃて、画素電極2０67，ドレイン

配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０25を露出させる (ステップ 2００)。これら

の点が、第セ実施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、第セ実施形態とほぼ同様となっており、同様の工程

につぃては、図中で第セ実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。

０2０9 図49に示す第一のハーフトーンマスク、第二のマスク及び第三のマスクを用ぃた処

理は、第セ実施形態とほぼ同様としてある。



次に、図49に示すように、保護用絶縁膜2０7０及び第四のレ、ジスト2０7 を積層し、

第四のマスク2０72を用いて、第四のレ、ジス2０7 を所定の形状に形成する (ステップ

００9)

次に、第四のマスク2０72を用いた処理について、図面を参照して説明する。

０2 1０ (第四のマスクを用いた処理)

図5０は、本発明の第セ実施形態にかかる 基板の製造方法の応用例の、第四

のマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) は保護用絶縁膜成膜

第四のレ、ジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b)は第五のエッチン

グ 第四のレ、ジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、まず、グロー放電C (化学蒸着)法により、層間絶縁膜2０5０

及び酸ィロ物透明導電体層2０6０上に、窒化シリコン (S )膜である保護用絶縁膜2

０7０を膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実施形態では、放電ガスとして、S

系の混合ガスを用いる。

次に、保護用絶縁膜2０7０上に、第四のレジスト2０7 が塗布され、第四のマスク2

０72を用いて、第四のレジスト2０7 を所定の形状に形成する (ステップ 2００9)。す

なわち、第四のレ、ジスト2０7 は、画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲー

ト配線パッド2０25の上方の保護用絶縁膜2０7０が露出する形状に形成される (ステ

、ソプ ００9)

０2 11 次に、同図 (b) に示すように、第五のエッチングとして、第四のレジスト2０7 及びエ
、ソチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁膜2０7０

をドライエッチングし、画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パッ
ド2０25を露出させる (ステップS 2００)。続いて、第四のレ、ジスト2０7 をアッシング

すると、図5 に示すように、ガラス基板2００上に、保護用絶縁膜2０7０が露出する。

図5０(b) に示す、ドレイン電極2０64，ゲート電極2０23，チヤンネル部2０44，ソース

電極2０63，ソース配線2０65及び画素電極2０67 、図5 における 断面を

示している。また、ドレイン配線パッド2０68は 断面を示している。また、ゲート

配線パッド2０25はG 断面を示している。

０2 12 このように、本応用例の 基板2００ の製造方法によれば、第セ実施形態とほ



ぼ同様の効果を有するとともに、ソース電極2０63，ドレイン電極2０64，ソース配線2

０6 5及びドレイン配線2０66が露出しないよぅに保護用絶縁膜2０7０で覆われる。こ

れにより、 基板2００ は、保護用絶縁膜2０7０を備えている。したがって、液品

や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な 基板

2００ を提供することができる。

なお、本応用例は、ソース電極2０63、ドレイン電極2０64、ドレイン電極2０64及び

ドレイン配線2０66の上面及び側面をほぼ覆ぅ方法としてあるが、反射型 基板2

００ bの製造方法の第二実施形態に示すよぅに、ソース電極2０63、ドレイン電極2０

64、ドレイン電極2０64及びドレイン配線66の上面をほぼ覆ぅ方法としてもよい。

０2 13 反射型 基板の製造方法における第一実施形態

図52は、本発明の第一実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明する

ための概略フローチヤート図を示している。なお、本実施形態の製造方法は、請求項

36に対応している。

同図に示す本実施形態にかかる反射型 基板2００ aの製造方法は、上述した

基板2００の第セ実施形態におけるステップS 2００7の代わりに、反射金属層2

０6０及び第三のいジスト2０6 を積層し、第三のマスク2０62によって、第三のいジスト

2０6 を形成する (ステップS 2００7a) 。この点が、第セ実施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、 基板2００の製造方法の第セ実施形態とほぼ

同様となっており、同様の工程については、図中で同一符号を付し、詳細な説明は

省略する。

０2 14 図52に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用いた処理は、 基

板2００の製造方法の第セ実施形態とほぼ同様としてある。

次に、図52に示すよぅに、開口部263 264 225 の形成されたガラス基板2０

０の上方に、反射金属層2０6０a及び第三のいジスト2０6 をこの順に積層し、第三

のマスク2０62を用いて、第三のいジスト2０6 を所定の形状に形成する (ステップS 2

００7a)

次に、第三のマスク2０62を用いた処理について、図面を参照して説明する。

０2 15 (第三のマスクを用いた処理)



図53は、本発明の第一実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三の

マスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) は酸ィロ物透明導電体層成

膜 第三のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッ
チング 第三のいジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、露出した層間絶縁膜2０5０，型酸ィロ物半導体層2０4０及び金

属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０26上に、 を膜厚約 2０ に積層し、 から

なる反射金属層2０6０aを形成する。すなわち、 ターゲットを用いて、高周波スパッ
タリング法により、アルゴン ００ の条件で、 薄膜層を形成する。なお、反射金属

層2０6０aの反射率を8０ 以上とするとよく、このよぅにすると、輝度に優れた反射型

基板2００ aを提供することができる。また、 からなる反射金属層2０6０aの代

わりに、 や などの金属薄膜を用いてもよく、このよぅにすると、より多くの光を反

射することができ、輝度を向上させることができる。

０2 16 次に、同図 (a) に示すよぅに、反射金属層2０6０a上に、第三のいジスト2０6 が塗布

され、第三のマスク2０62を用いて、第三のいジスト2０6 を所定の形状に形成する (

ステップS 2００7a) 。すなわち、第三のいジスト2０6 は、ドレイン電極2０64，ソース電

極2０63，ソース配線2０65，ドレイン配線2０66，画素電極2０67及びゲート配線パッ

ド2０25を覆ぅ形状に形成される (同図 (b)参照)。なお、本実施形態では、画素電極

2０67とソース電極2０63がソース配線2０65を介して接続される構成としてあるが、

画素電極2０67とドレイン電極がドレイン配線を介して接続される構成としてもよい。

０2 17 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、第三のいジスト2０6 及び混

酸を用いて、反射金属層2０6０aをェッチングし、ドレイン電極2０64，ソース電極2０6

3，ソース配線2０65，画素電極2０67，ドレイン配線2０66及びゲート配線パッド2０2

5を形成する (ステップS 2００8)

このよぅにすると、層間絶縁膜2０5０の一対の開口部263 264 に、反射金属層

2０6０aからなるソース電極2０63及びドレイン電極2０64がそれぞれ形成されるので

、ソース電極2０6 3及びドレイン電極2０64が、チヤンネルガード25００及びチヤンネ、

ル部2０44によって確実に隔てられた構造に形成される。すなわち、チヤンネルガー

ド25００，チヤンネル部2０44，ソース電極2０63及びドレイン電極2０64が確実かつ



容易に製造されるので、歩留まりが改善されるとともに、製造原価のコストダウンを図

ることができる。このよぅな構造の反射型 基板2００ aを、 ホールチヤンネル

型の反射型 基板と呼称する。

０2 18 また、反射金属層2０6０aからなるドレイン電極2０64，ソース電極2０63，ソース配

線2０65，画素電極2０67及びドレイン配線2０66は、第四のェッチングによって効率

よく形成される。すなわち、製造する際に使用するマスク数を削減でき、製造工程が

削減されることにより、生産効率が向上し製造原価のコストダウンを図ることができる。

０2 19 次に、第三のいジスト2０6 をアッシングすると、反射金属層2０6０aからなる、ドレイ

ン電極2０64，ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電極2０67，ドレイン配線2

０66及びゲート配線パッド2０25が露出する。図53 (b) に示す、ドレイン電極2０64

ゲート電極2０23，チヤンネル部2０44，ソース電極2０63，ソース配線2０65及び画

素電極2０67 、図54における 断面を示している。また、ドレイン配線2０66は

断面を示している。また、ゲート配線パッド2０25は、J 断面を示している。

０22０ このよぅに、本実施形態の反射型 基板2００ aの製造方法によれば、三枚のマ

スク2０42 2０52 2０62を用いて、活性半導体層に、酸ィロ物半導体層 ( 型酸ィロ物

半導体層2０4０)を用いた ホールチヤンネル型の反射型 基板2００ aを製造

することができる。また、製造工程が削減され製造原価のコストダウンを図ることがで

きる。また、チヤンネル部2０44がチヤンネルガード25００によって保護されているの

で、長期間にわたり安定に作動させることができる。また、 型酸ィロ物半導体層2０4０

が、所定の位置 (チヤンネル部2０44，ソース電極2０63及びドレイン電極2０64に対

応する所定の位置) にのみ形成されることとなるので、ゲート配線2０24どぅしが干渉

するけロストー列とレ㌧た心配を排除することができる。

０22 1 反射型 基板の製造方法における第二実施形態

図55は、本発明の第二実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明する

ための概略フローチヤート図を示している。なお、本実施形態の製造方法は、請求項

37に対応している。

同図に示す本実施形態にかかる反射型 基板2００ bの製造方法は、上述した

反射型 基板2００ aの製造方法における第一実施形態のステップS 2００7a及び



ステップS 2００8の代わりに、反射金属層2０6０a，保護用絶縁膜2０7０b及び第三の

レジスト2０7 bを積層し、第三のハーフトーンマスク2０72b によって、第三のいジスト

2０7 bを形成し(ステップS 2００7b) 、第三のいジスト2０7 bを用いて、ドレイン電極2

０64，ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電極2０67，ドレイン配線2０66及び

ゲート配線パッド2０25を形成し(ステップS 2００8b) 、第三のいジスト2０7 bを再形成

し(ステップS 2００gb) 、さらに、再形成された第三のいジスト2０7 bを用いて、画素電

極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０25を露出させる (ステップ

S 2００b)。これらの点が、反射型 基板の製造方法における第一実施形態と相

違する。

したがって、その他の工程は、反射型 基板の製造方法における第一実施形態

とほぼ同様となっており、同様の工程については、図中で第一実施形態と同一符号

を付し、詳細な説明は省略する。

０222 図55に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用いた処理は、第一実

施形態とほぼ同様としてある。

続いて、図55に示すよぅに、反射金属層2０6０a，保護用絶縁膜2０7０b及び第三

のいジスト2０7 bを積層し、第三のハーフトーンマスク2０72b及びハーフトーン露光

によって、第三のいジスト2０7 bを所定の形状に形成する (ステップS2００7b)

次に、第三のハーフトーンマスク2０72bを用いた処理について、図面を参照して説

明する。

０223 (第三のハーフトーンマスクを用いた処理)

図56は、本発明の第二実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三の

ハーフトーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) は反射金属層

成膜 保護用絶縁膜成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現像された

断面図を示しており、(b) は第四のェッチングされた断面図を示している。

同図 (a) において、まず、反射型 基板の製造方法の第一実施形態と同様に、

露出した層間絶縁膜2０5０，型酸ィロ物半導体層2０4０及び金属層保護用酸化物透

明導電体層2０26上に、 を膜厚約 2０ に積層し、 からなる反射金属層2０6０

aを形成する。



０224 続いて、グロー放電C (ィロ学蒸着)法により、反射金属層2０6０a上に、窒化シリ

コン (S )膜である保護用絶縁膜2０7０bを膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実

施形態では、放電ガスとして、S 系の混合ガスを用いる。
4 3 2

０225 次に、同図 (a) に示すよぅに、保護用絶縁膜2０7０b上に、第三のいジスト2０7 bが

塗布され、第三のハーフトーンマスク2０72b及びハーフトーン露光によって、第三の

レジスト2０7 bを所定の形状に形成する (ステップS 2００7b) 。すなわち、第三のレ、ジ

スト2０7 bは、ドレイン電極2０64，ソース電極2０63，ソース配線2０65，ドレイン配

線2０66，画素電極2０67及びゲート配線パッド2０25を覆い、かつ、ハーフトーンマ

スク部272 bによって、画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パ

、ソド2０25を覆ぅ部分が他の部分より薄い形状に形成される (同図 (b)参照)。

０226 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、まず、第三のいジスト2０7 b

及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁

膜2０7０bをドライェッチングし、さらに、第三のいジスト2０7 b及びェッチング液 (混

酸) により、反射金属層2０6０aをェッチングし、ドレイン電極2０64，ソース電極2０63

，ソース配線2０6 5，画素電極2０67，ドレイン配線2０66及びゲート配線パッド2０25

を形成する (ステッ S2００8b)

０227 図57は、本発明の第二実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三の

ハーフトーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 第三のレ、ジ

ストの再形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥

離された断面図を示している。

同図 (a) において、上記第三のいジスト2０7 bをアッシングし、画素電極2０67，ド

レイン配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０25の上方の保護用絶縁膜2０7０が

露出する形状に、第三のいジスト2０7 bを再形成する (ステップS 2００gb)

０228 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、再形成された第三のいジスト

2０7 b及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護

用絶縁膜2０7０bをドライェッチングし、画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及

びゲート配線パッド2０25を露出させる (ステップS 2００b 。続いて、再形成された第

三のいジスト2０7 bをアッシングすると、図58に示すよぅに、ガラス基板2００上に、ド



レイン電極2０64，ソース電極2０63，ソース配線2０65及びドレイン配線2０66上に

積層された保護用絶縁膜2０7０bが露出する。図57 (b) に示す、ドレイン電極2０64

ゲート電極2０23，チヤンネル部2０44，ソース電極2０63，ソース配線2０65及び画

素電極2０67 、図58における b 断面を示している。また、ドレイン配線パッド

2０68は b 断面を示している。また、ゲート配線パッド2０25 刮b 断面を示し

ている。

０229 このよぅに、本実施形態の反射型 基板2００ bの製造方法によれば、反射型

基板の製造方法の第一実施形態とほぼ同様の効果を有する。さらに、ソース電極

2０63，ドレイン電極2０64，ソース配線2０65及びドレイン配線2０66の上部を保護

用絶縁膜2０7０bで覆ぅことにより、 の動作安定性を向上させることができる。

また、本実施形態では、ソース電極2０63及びソース配線2０65の上に、保護用絶

縁膜2０7０bを形成しているが、この保護用絶縁膜2０7０bを形成しない方法としても

よい。このよぅにすると、ソース電極2０63及びソース配線2０65の上面も反射層として

機能するので、反射する光量を増大させることができ、輝度を向上させることができる

０23０ なお、本実施形態では、ソース電極2０63，ドレイン電極2０64，ソース配線2０65及

びドレイン配線2０66の側部が露出しているが、これら側部を保護用絶縁膜2０7０cで

覆ぅことも可能である。

次に、ソース電極2０63，ドレイン電極2０64，ソース配線2０65及びドレイン配線2０

66の側部をも保護用絶縁膜2０7０cで覆ぅ製造方法について、図面を参照して説明

する。

０23 1 反射型 基板の製造方法における第三実施形態

図59は、本発明の第三実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明する

ための概略フローチヤート図を示している。なお、本実施形態の製造方法は、請求項

38に対応している。

同図に示す本実施形態にかかる反射型 基板2００ cの製造方法は、上述した

第一実施形態の反射型 基板2００ aに、保護用絶縁膜2０7０c及び第四のレ、ジ

スト2０7 cを積層し(ステップS2００gc) 、さらに、第四のいジスト2０7 cを用いて、ソ



一ス電極2０63，ソース配線2０65，画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲ

ート配線パッド2０25を露出させる (ステップ Oc)。これらの点が、反射型 基板

2００ aの製造方法の第一実施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、反射型 基板2００ aの製造方法の第一実施形

態とほぼ同様となっており、同様の工程については、図中で第一実施形態と同一符

号を付し、詳細な説明は省略する。

０232 図59に示す第一のハーフトーンマスク、第二のマスク及び第三のマスクを用いた処

理は、第一実施形態とほぼ同様としてある。

次に、図59に示すよぅに、保護用絶縁膜2０7０c及び第四のいジスト2０7 cを積層

し、第四のマスク2０72c を用いて、第四のいジス2０7 cを所定の形状に形成する (ス

テップS 2００gc)

次に、第四のマスク2０72cを用いた処理について、図面を参照して説明する。

０233 (第四のマスクを用いた処理)

図6０は、本発明の第三実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第四の

マスクを用いた処理を説明するための概略図であり、(a) は保護用絶縁膜成膜 第

四のいジスト塗布 露光 現像された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング

第四のいジスト剥離された断面図を示している。

同図 (a) において、まず、グロー放電C (化学蒸着)法により、層間絶縁膜2０5０

及び反射金属層2０6０a上に、窒化シリコン (S )膜である保護用絶縁膜2０7０cを

膜厚約2００ 堆積させる。なお、本実施形態では、放電ガスとして、S

系の混合ガスを用いる。

次に、保護用絶縁膜2０7０c上に、第四のいジスト2０7 cが塗布され、第四のマスク

2０72cを用いて、第四のいジスト2０7 cを所定の形状に形成する (ステップS 2００gc

)。すなわち、第四のいジスト2０7 cは、ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電

極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０25の上方の保護用絶縁

膜2０7０が露出する形状に形成される (ステップS 2００gc)

なお、本実施形態では、ソース電極2０6 3及びソース配線2０65も露出する方法とし

てあるが、これに限定されるものではない。たとえば、少なくとも画素電極2０67，ドレ



イン配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０25が露出すればよい。

０234 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、第四のいジスト2０7 及びェ
、ソチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護用絶縁膜2０7０

cをドライェッチングし、ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電極2０67，ドレイ

ン配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０25を露出させる (ステップ 2００。)。続

いて、第四のいジスト2０7 cをアッシングすると、図6 に示すよぅに、ガラス基板2０

０上に、保護用絶縁膜2０7０。が露出する。図6０(b) に示す、ドレイン電極2０64，ゲ

ート電極2０23，チヤンネル部2０44，ソース電極2０63，ソース配線2０65及び画素

電極2０67 、図6 における 断面を示している。また、ドレイン配線パッド2

０68は c 断面を示している。また、ゲート配線パッド2０25 刮c 断面を示して

いる。

０235 このよぅに、本実施形態の反射型 基板2００ cの製造方法によれば、第一実施

形態とほぼ同様の効果を有する。また、ドレイン電極2０64及びドレイン配線2０66が

露出しないよぅに保護用絶縁膜2０7０で覆われ、反射型 基板2００ cが保護用

絶縁膜2０7０。を備えている。したがって、液品や有機 材料などを利用した表示手

段や発光手段を容易に製造可能な反射型 基板2００ cを提供することができる

０236 反射型 基板の製造方法における第四実施形態

図62は、本発明の第四実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明する

ための概略フローチヤート図を示している。なお、本実施形態の製造方法は、請求項

37 請求項4０に対応している。

同図に示す本実施形態にかかる反射型 基板2００ dの製造方法は、上述した

反射型 基板2００ bの製造方法における第二実施形態と比べて、反射金属層2

０6０aの上方に、金属層保護用酸化物透明導電体層2０69を積層する (ステップS 7d

)。この点が、反射型 基板2００ bの製造方法における第二実施形態と相違する

したがって、その他の工程は、反射型 基板2００ bの製造方法における第二実

施形態とほぼ同様となっており、同様の工程については、図中で第二実施形態と同



一符号を付し、詳細な説明は省略する。

０237 図62に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用いた処理は、第二実

施形態とほぼ同様としてある。

次に、第三のハーフトーンマスク2０72dを用いた処理について、図面を参照して説

明する。

０238 (第三のハーフトーンマスクを用いた処理)

図63は、本発明の第四実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三の

ハーフトーンマスクを用いた処理を説明するための概略図であり、 a 反射金属層

成膜 金属層保護用酸化物透明導電体層成膜 保護用絶縁膜成膜 第三のレ、ジ

スト塗布 ハーフトーン露光 現像された断面図を示しており、(b) は第四のェッチ

ングされた断面図を示している。

同図 (a) において、まず、露出した層間絶縁膜2０5０，型酸ィロ物半導体層2０4０

及び金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０26上に、 を膜厚約 2０ に積層し、

からなる反射金属層2０6０aを形成する。すなわち、 ターゲットを用いて、高周波

スパッタリング法により、アルゴン ００ の条件で、 薄膜層を形成する。

０239 続いて、反射金属層2０6０a上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 (一般的に、ZOと呼

称される。 O Z O二9０ ０ )からなるスパッタリングターゲットを用い、膜厚

約5０ の金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０69を形成する。このときの条件は

、酸素 アルゴン比が約 gg o ・ であり、かつ、基板温度が約 5０Cである。この

条件では、金属薄膜保護用酸ィロ物導電層2０69は、非品質膜として得られる。このよ

ぅにすると、混酸を用いて、反射金属層2０6０aとともに一括ェッチングすることが可能

となるので、生産効率を向上させることができる。

０24０ 続いて、グロー放電C (ィロ学蒸着)法により、金属層保護用酸ィロ物透明導電体

層2０69上に、窒化シリコン (S )膜である保護用絶縁膜2０7０bを膜厚約2００

堆積させる。なお、本実施形態では、放電ガスとして、S 系の混合ガ
4 3 2

スを用いる。

０24 1 次に、同図 (a に示すよぅに、保護用絶縁膜2０7０b上に、第三のレ、ジスト2０7 dが

塗布され、第三のハーフトーンマスク2０72d及びハーフトーン露光によって、第三の



レ、ジスト2０7 dを所定の形状に形成する (ステップS 2００7d) 。すなわち、第三のレ、ジ

スト2０7 dは、ドレイン電極2０64，ソース電極2０63，ソース配線2０65，ドレイン配

線2０66，画素電極2０67及びゲート配線パッド2０25を覆ぅ形状に形成される。また

、第三のいジスト2０7 dは、ハーフトーンマスク部272 dによって、ソース電極2０63

，ソース配線2０6 5，画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パッド

2０25を覆ぅ部分が他の部分より薄ぃ形状に形成される (同図 (b)参照)。

０242 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、まず、第三のいジスト2０7 d

及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用ぃて、露出した保護用絶縁

膜2０7０bをドライェッチングし、さらに、第三のいジスト2０7 b及びェッチング液 (混

酸) により、金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０69及び反射金属層2０6０aを一括

ェッチングし、ドレイン電極2０64，ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電極2０

67，ドレイン配線2０66及びゲート配線パッド2０25を形成する (ステップ 2００8d)

０243 図64は、本発明の第四実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三の

ハーフトーンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) は第三のレ、ジ

ストの再形成された断面図を、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥離された

断面図を示してぃる。

同図 (a) におぃて、上記第三のいジスト2０7 dをアッシングし、ソース電極2０63，ソ

ース配線2０65，画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０

25の上方の保護用絶縁膜2０7０が露出する形状に、第三のいジスト2０7 bを再形

成する (ステップS 2００gd)

０244 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、再形成された第三のいジスト

2０7 d及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用ぃて、露出した保護

用絶縁膜2０7０bをドライェッチングし、ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電

極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０25を露出させる (ステップ

S 2００d)。続ぃて、再形成された第三のいジスト2０7 bをアッシングすると、図65に

示すよぅに、ガラス基板2００上に、ドレイン電極2０64及びドレイン配線2０66上に積

層された保護用絶縁膜2０7０bが露出する。図64 (b) に示す、ドレイン電極2０64，ゲ

ート電極2０23，チヤンネル部2０44，ソース電極2０63，ソース配線2０65及び画素



電極2０67 、図65における d 断面を示している。また、ドレイン配線パッド2

０68は1 断面を示している。また、ゲート配線パッド2０25 刮d 断面を示して

いる。

０245 このよぅに、本実施形態の反射型 基板2００ dの製造方法によれば、反射型

基板の製造方法の第二実施形態とほぼ同様の効果を有する。また、反射金属層

2０6０aの腐蝕を防ぐことができ、耐久性を向上させることができる。また、反射金属層

2０6０aの変色などを防止でき、反射金属層2０6０aの反射率が低下するれ、った不

具合を防止することができる。さらに、本実施形態では、ソース電極2０63及びソース

配線2０65の上に保護用絶縁膜2０7０bを形成せず、ソース電極2０63及びソース配

線2０65を露出させている。したがって、ソース電極2０63及びソース配線2０65の上

面も反射層として機能し、反射する光量を増大させることができ、輝度を向上させるこ

とができる。

なお、本実施形態において形成した金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０6 9は、

上述した反射型 基板の製造方法の第一実施形態及び第三実施形態において

も、成形することができ、本実施形態と同様の効果を発揮することができる。

０246 反射型 基板の製造方法における第五実施形態

図66は、本発明の第五実施形態にかかる反射型 基板の製造方法を説明する

ための概略フローチヤート図を示している。なお、本実施形態の製造方法は、請求項

37 請求項39に対応している。

同図に示す本実施形態にかかる反射型 基板2００ eの製造方法は、上述した

反射型 基板2００ dの製造方法における第四実施形態と比べて、 型酸ィロ物半

導体層2０4０と反射金属層2０6０aの間に、酸ィロ物透明導電体層2０6０を積層する (

ステップS 2００7e) 。この点が、反射型 基板2００ dの製造方法における第四実

施形態と相違する。

したがって、その他の工程は、反射型 基板2００ dの製造方法における第四実

施形態とほぼ同様となっており、同様の工程については、図中で第四実施形態と同

一符号を付し、詳細な説明は省略する。

０247 図66に示す第一のハーフトーンマスク及び第二のマスクを用いた処理は、第四実



施形態とほぼ同様としてある。

次に、第三のハーフトーンマスク2０72dを用ぃた処理につぃて、図面を参照して説

明する。

０248 (第三のハーフトーンマスクを用ぃた処理)

図67は、本発明の第五実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三の

ハーフトーンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) は酸ィロ物透明

導電体層成膜 反射金属層成膜 金属層保護用酸ィロ物透明導電体層成膜 保

護用絶縁膜成膜 第三のいジスト塗布 ハーフトーン露光 現像された断面図を示

しており、(b) は第四のェッチングされた断面図を示してぃる。

同図 (a) におぃて、まず、露出した層間絶縁膜2０5０，型酸ィロ物半導体層2０4０

及び金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０26上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 (一

般的に、ZOと呼称される。 O Z O二9０ ０ )からなるスパッタリングター

ゲットを用ぃ、膜厚約 の酸ィロ物透明導電体層2０6０を形成する。このときの条

件は、酸素 アルゴン比が約 gg o ・ であり、かつ、基板温度が約 5０Cである

。この条件では、金属薄膜保護用酸ィロ物導電層2０69は、非品質膜として得られる。

このよぅにすると、混酸を用ぃて、金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０69及び反

射金属層2０6０eとともに一括ェッチングすることが可能となるので、生産効率を向上

させることができる。

０249 次に、 型酸ィロ物半導体層2０6０上に、反射金属層2０6０eを形成する。まず、高周

波スパッタリング法を用ぃて、 oを膜厚約 に積層する。続ぃて、高周波スパッ
タリング法を用ぃて、 を膜厚約25０ に積層する。すなわち、反射金属層2０6０e

は、図示してなぃが、 o薄膜層と 薄膜層とからなっており、まず、 oターゲ、ソトを

用ぃて、高周波スパッタリング法により、アルゴン ００ の条件で、 o薄膜層を形成

する。続ぃて、 ターゲットを用ぃて、高周波スパッタリング法により、アルゴン ００

の条件で、 薄膜層を形成する。

０25０ 続ぃて、反射金属層2０6０e上に、酸ィビインジウム一酸ィロ亜鉛 (一般的に、ZOと呼

称される。 O Z O二9０ ０ )からなるスパッタリングターゲットを用ぃ、膜厚

約5０ の金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０69を形成する。このときの条件は



、酸素 アルゴン比が約 gg o ・ であり、かつ、基板温度が約 5０Cである。

０25 1 続ぃて、グロー放電C (ィロ学蒸着)法により、金属層保護用酸ィロ物透明導電体

層2０69上に、窒化シリコン (S )膜である保護用絶縁膜2０7０bを膜厚約 OO

堆積させる。なお、本実施形態では、放電ガスとして、S
3

系の混合
4 2

ガ

スを用ぃる。

０252 次に、同図 (a) に示すよぅに、保護用絶縁膜2０7０b上に、第三のいジスト2０7 dが

塗布され、第三のハーフトーンマスク2０72d及びハーフトーン露光によって、第三の

レジスト2０7 dを所定の形状に形成する (ステップS 2００7e) 。すなわち、第三のレ、ジ

スト2０7 dは、ドレイン電極2０64，ソース電極2０63，ソース配線2０65，ドレイン配

線2０66，画素電極2０67及びゲート配線パッド2０25を覆ぅ形状に形成される。また

、第三のいジスト2０7 dは、ハーフトーンマスク部272 dによって、ソース電極2０63

，ソース配線2０6 5，画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パッド

2０25を覆ぅ部分が他の部分より薄ぃ形状に形成される (同図 (b)参照)。

０253 次に、同図 (b) に示すよぅに、第四のェッチングとして、まず、第三のいジスト2０7 d

及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用ぃて、露出した保護用絶縁

膜2０7０bをドライェッチングし、さらに、第三のいジスト2０7 b及びェッチング液 (混

酸) により、金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０69、反射金属層2０6０a及び酸ィビ

物透明導電体層2０6０を一括ェッチングし、ドレイン電極2０64，ソース電極2０63

ソース配線2０65，画素電極2０67，ドレイン配線2０66及びゲート配線パッド2０25を

形成する (ステップS 2００8e)

０254 図68は、本発明の第五実施形態にかかる反射型 基板の製造方法の、第三の

ハーフトーンマスクを用ぃた処理を説明するための概略図であり、(a) は第三のレ、ジ

ストの再形成された断面図を示しており、(b) は第五のェッチング 第三のいジスト剥

離された断面図を示してぃる。

同図 (a) におぃて、上記第三のいジスト2０7 dをアッシングし、ソース電極2０63，ソ

ース配線2０65，画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０

25の上方の保護用絶縁膜2０7０が露出する形状に、第三のいジスト2０7 bを再形

成する (ステップS 2００ge)



０255 次に、同図 (b) に示すよぅに、第五のェッチングとして、再形成された第三のいジスト

2０7 d及びェッチングガス (C (C C ガスなど) を用いて、露出した保護

用絶縁膜2０7０bをドライェッチングし、ソース電極2０63，ソース配線2０65，画素電

極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配線パッド2０25を露出させる (ステップ

S 2００e )。続いて、再形成された第三のいジスト2０7 bをアッシングすると、図69に

示すよぅに、ガラス基板2００上に、ドレイン電極2０64及びドレイン配線2０66上に積

層された保護用絶縁膜2０7０bが露出する。図69 (b) に示す、ドレイン電極2０64，ゲ

ート電極2０23，チヤンネル部2０44，ソース電極2０63，ソース配線65及び画素電極

2０67 、図68における 断面を示している。また、ドレイン配線パッド2０68

は e 断面を示している。また、ゲート配線パッド2０25 刮e Je断面を示してレめ

０256 このよぅに、本実施形態の反射型 基板2００ eの製造方法によれば、反射型

基板の製造方法の第四実施形態とほぼ同様の効果を有するとともに、 のス

不ソチング速度を高速ィビさせることができ、さらに、 の耐久性を向上させることが

できる。

なお、本実施形態において形成した酸ィロ物透明導電体層2０6０は、上述した反射

型 基板の製造方法の第一実施形態及び第三実施形態においても、成形するこ

とができ、本実施形態と同様の効果を発揮することができる。

０257 基板における第四実施形態

次に、本発明の 基板2００の実施形態について説明する。

第四実施形態にかかる 基板2００は、図47 (b)及び図48に示すよぅに、ガラ

ス基板2００と、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24と、ゲート絶縁膜2０3０と、

型酸ィロ物半導体層2０4０と、層間絶縁膜2０5０と、ソース電極2０63と、ドレイン電極2

０64とを備えている。

ゲート電極2０23及びゲート配線2０24 、ガラス基板2００上に形成されている。

ゲート絶縁膜2０3０は、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24の上方に形成され、

ゲート電極2０23及びゲート配線2０24の上面を絶縁する。

型酸ィロ物半導体層2０4０は、ゲート電極2０23の上方であって、かつ、ゲート絶縁



膜2０3０の上方に形成されている。

層間絶縁膜2０5０は、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24の側方、並びに、 型

酸ィロ物半導体層2０4０の上方及び側方に形成されている。また、層間絶縁膜2０5０

は、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24の側面、並びに、 型酸ィロ物半導体層2０

4０を絶縁する。さらに、層間絶縁膜2０5０は、 型酸ィロ物半導体層2０4０のチヤンネ、

ル部2０44によって隔てらた位置に、それぞれソース電極用開口部263 及びドレイ

ン電極用開口部264 が形成されている。

ソース電極2０6 3は、ソース電極用開口部263 に形成されている。

ドレイン電極2０64 、ドレイン電極用開口部264 に形成されている。

０258 また、 基板2００は、ソース電極2０63及びドレイン電極2０64となる導電体層

として、同一の酸ィロ物透明導電体層2０6０が形成され、この酸化物透明導電体層2０

6０によって、少なくとも画素電極2０67が形成されている。

なお、本実施形態では、導電体層として酸ィロ物透明導電体層2０6０を用いたが、こ

れに限定されるものではない。たとえば、金属からなる導電体層を用いてもよい。この

よぅにすると、長期間にわたり安定に作動することができ、また、歩留まりが改善される

。さらに、製造原価のコストダウンを図るの可能な反射型 基板を提供すことがで

きる。

さらに、 基板2００は、酸ィロ物層として、 型酸化物半導体層2０4０を使用して

いる。 の活性層として 型酸ィロ物半導体層2０4０を使用することにより、電流を流

しても安定である。したがって、電流制御により作動させる有機電界発光装置にとっ
て有用である。

０259 また、 基板2００は、 型酸ィロ物半導体層2０4０が、チヤンネル部2０44，ソー

ス電極2０63及びドレイン電極2０64に対応する所定の位置に形成されている。この

よぅにすると、通常、 型酸ィロ物半導体層2０4０が、所定の位置にのみ形成されるの

で、ゲート配線2０24どぅしが干渉するけロストーク)れ㌧た心配を排除することがで

きる。

０26０ このよぅに、本実施形態の 基板2００ によれば、チヤンネル部2０44となる 型

酸ィロ物半導体層2０4０が、層間絶縁膜2０5０により保護されるので、長期間にわたり



安定に作動することができる。また、チヤンネル部2０44，ドレイン電極2０64及びソー

ス電極2０63が確実かつ容易に製造される。したがって、歩留まりが改善されるととも

に、製造原価のコストダウンを図ることができる。さらに、製造する際に使用するマスク

数を削減でき、製造工程が削減される。したがって、生産効率が向上し製造原価のコ

ストダウンを図ることができる。

０26 1 なお、 基板2００は、様々な応用例を有しており、たとえば、図5０(b)及び図5

に示すよぅに、ガラス基板2００の上方が保護用絶縁膜2０7０によって覆われ、か

つ、保護用絶縁膜2０7０が、画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲート配

線パッド2０25に対応する位置に開口部を有する構成としてもよい。このよぅにすると

基板2００ が保護用絶縁膜2０7０を備えている。したがって、液品や有機

材料などを利用した表示手段や発光手段を容易に製造可能な 基板2００ を提

供することができる。

なお、本実施形態では、ガラス基板2００上に、金属層2０2０，ゲート絶縁膜2０3０

及び 型酸ィロ物半導体層2０4０が積層され、さらに、層間絶縁膜2０5０及び酸化物

透明導電体層2０6０が積層された構成としてあるが、これに限定されるものではない
。たとえば、各層間に他の層を介して積層されてもよい。他の層は、たとえば、本実施

形態の機能や効果を損なわない層や他の機能や効果などを補助する層である。この

ことは、後述する実施形態についても同様である。

０262 反射型 基板における第一実施形態

次に、本発明の反射型 基板2００ aの第一実施形態について説明する。

第一実施形態にかかる反射型 基板2００ aは、図53 (b)及び図54に示すよぅ

に、ガラス基板2００と、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24と、酸ィロ物層としての

型酸ィロ物半導体層2０4０と、反射金属層2０6０aと、チヤンネルガード25００とを備え

ている。

ゲート電極2０23及びゲート配線2０24は、ガラス基板2００上に形成されている。

また、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24 、上面がゲート絶縁膜2０3０に覆われ

、かつ、側面が層間絶縁膜2０5０に覆われることにより絶縁されている。

型酸ィロ物半導体層2０4０は、ゲート電極2０23の上方であって、かつ、ゲート絶縁



膜2０3０の上方に形成されている。

反射金属層2０6０aは、 型酸ィロ物半導体層2０4０上に、チヤンネル部2０44によっ
て隔てられて形成されている。

チヤンネルガード25００は、 型酸ィロ物半導体層2０4０のチヤンネル部2０44上に形

成され、チヤンネル部2０44を保護する。

０263 チヤンネルガード25００は、一対の開口部263 264 が形成された層間絶縁膜2

０5０からなり、開口ｧ 263 264 に、反射金属層2０6０aを有するソース電極2０63

及びドレイン2０電極64が形成される。

このよぅにすると、チヤンネル部2０44の 型酸ィロ物半導体層2０4０の上部が、チヤ

ンネルガード25００により保護されるので、長期間にわたり安定に作動する。また、チ

ヤンネルガード25００，チヤンネル部2０44，ドレイン電極2０64及びソース電極2０63

が確実かつ容易に製造される。したがって、歩留まりが改善されるとともに、製造原価

のコストダウンを図ることができる。

０264 また、好ましくは、反射金属層2０6０aが、アルミニウム，銀若しくは金からなる薄膜、

又は、アルミニウム，銀若しくは金を含む合金層からなるとよい。このよぅにすると、より

多くの光を反射することができ、反射光による輝度を向上させることができる。

０265 また、反射型 基2００板 aは、チヤンネルガード25００が層間絶縁膜2０5０から

なり、層間絶縁膜2０5０の一対の開口部264 263 に、ドレイン電極2０64及びソ

ース電極2０63がそれぞれ形成されている。このよぅにすると、チヤンネル部2０44，ド

レイン電極2０64及びソース電極2０63が確実かつ容易に製造される。したがって、

歩留まりが改善されるとともに、製造原価のコストダウンを図ることができる。

０266 また、反射型 基板2００ aは、反射金属層2０6０aによって、ソース配線2０6 5

ドレイン配線2０66，ソース電極2０63，ドレイン電極2０64及び画素電極2０67が形

成されている。したがって、上述したよぅに、ソース配線2０6 5，ドレイン配線2０66，ソ

ース電極2０63，ドレイン電極2０64及び画素電極2０67が効率よく製造される。すな

わち、製造する際に使用するマスク数を削減でき、製造工程が削減されることにより、

生産効率が向上し製造原価のコストダウンを図ることができる。

さらに、反射型 基板2００ aは、酸ィロ物層を 型酸ィロ物半導体層2０4０としてあ



る。これにより、 の活性層として酸ィロ物半導体層を使用することにより、電流を流

しても安定である。したがって、電流制御により作動させる有機電界発光装置にとっ
て有用である。さらに、 型酸化物半導体層2０4０のエネルギーギヤップが、3・Oe

以上としてあるので、光による誤動作を防止することができる。

０267 また、反射型 基板2００ aは、 型酸ィロ物半導体層2０4０が、チヤンネル部2０4

4，ソース電極2０63及びドレイン電極2０64に対応する所定の位置にのみ形成され

ており、ゲート配線2０24どぅしが干渉するけロストーク)れ㌧た心配を排除すること

ができる。

０268 また、反射型 基板2００ aは、ゲート電極2０23及びゲート配線2０24が金属層

2０2０及び金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０26とからなっており、金属層2０2０

の腐蝕を防ぐとともに、耐久性を向上させることができる。このよぅにすると、ゲート配

線パッド2０25用の開口部225 を形成した際、金属表面が露出するのを防止でき、

接続信頼性を向上させることができる。

０269 このよぅに、本実施形態の反射型 基板2００ aによれば、チヤンネルガード25０

によりチヤンネル部2０44の 型酸ィロ物半導体層2０4０の上部が保護されるので、

長期間にわたり安定に作動する。また、チヤンネルガード25００，チヤンネル部2０44

，ドレイン電極2０64及びソース電極2０63が確実かつ容易に製造される。したがって

、歩留まりが改善されるとともに、製造原価のコストダウンを図ることができる。

０27０ 反射型 基板における第二実施形態

次に、本発明の反射型 基板2００ bの第二実施形態について説明する。

第二実施形態にかかる反射型 基板2００ bは、第一実施形態の反射型

基板2００ aと比べると、図57 (b)及び図58に示すよぅに、ソース電極2０63、ソース

配線2０65、ドレイン電極2０64及びドレイン配線2０66の上面を覆ぅ保護用絶縁膜2

０7０bを備え、保護用絶縁膜2０7０bが、画素電極2０67、ドレイン配線パッド2０68及

びゲート配線パッド2０25の上方にそれぞれ開口部を有する。これらの点が、第一実

施形態の反射型 基板2００ aと相違する。なお、その他の構成は、ほぼ反射型

基板 aと同様としてある。

０27 1 このよぅに、本実施形態の反射型 基板2００ bによれば、ソース電極2０63，ド



レイン電極2０64，ソース配線2０65及びドレイン配線2０66の上部を保護用絶縁膜2

０7０bで覆ぅことにより、 の動作安定性を向上させることができる。

また、本実施形態では、ソース電極2０63及びソース配線2０65の上に、保護用絶

縁膜2０7０bを形成しているが、この保護用絶縁膜2０7０bを形成しない構成としても

よい。このよぅにすると、ソース電極2０63及びソース配線2０65の上面も反射層として

機能するので、反射する光量を増大させることができ、輝度を向上させることができる

０272 反射型 基板における第三実施形態

次に、本発明の反射型 基板2００ cの第三実施形態について説明する。

第三実施形態にかかる反射型 基板2００ cは、第一実施形態の反射型

基板2００ aと比べると、図6０(b)及び図6 に示すよぅに、ガラス基板2００の上方の

ほぼ全てが保護用絶縁膜2０7０。によって覆われ、かつ、保護用絶縁膜2０7０。が、ソ

ース電極2０63、ソース配線2０65、画素電極2０67，ドレイン配線パッド2０68及びゲ

ート配線パッド2０25に対応する位置に開口部を有する。これらの点が、第一実施形

態の反射型 基板2００ aと相違する。なお、その他の構成は、ほぼ反射型

基板2００ aと同様としてある。

０273 このよぅに、本実施形態の反射型 基板2００ cは、保護用絶縁膜2０7０cを備え

ている。したがって、液品や有機 材料などを利用した表示手段や発光手段を容易

に製造可能な反射型 基板2００ cを提供することができる。

なお、本発明の反射型 基板は、上記実施形態の他に、様々な応用例を有して

おり、たとえば、図64 (b)及び図65に示す反射型 基板2００ dは、反射金属層2

０6０aの上に、反射金属層2０6０aを保護する金属層保護用酸ィロ物透明導電体層2０

69を備えている。このよぅにすると、反射金属層2０6０aの変色などを防止でき、反射

金属層2０6０aの反射率が低下するれ、った不具合を防止することができる。さらに、

透明としてあるので、光の透過量が減少しないので、輝度の優れた表示装置を提供

することができる。

また、応用例の一つとして、たとえば、図68 (b)及び図69に示す反射型 基板

2００ eは、 型酸ィロ物半導体層2０4０と反射金属層2０6０aの間に、酸ィロ物透明導



電体層2０6０を備えている。このよぅにすると、 のス不ソチング速度が高速ィビする

とともに、 の耐久性を向上させることができる。

０2 7 4 以上、本発明の 基板及び反射型 基板並びにそれらの製造方法について

、好ま 、実施形態を示して説明したが、本発明に係る 基板及び反射型

基板並びにそれらの製造方法は、上述した実施形態にのみ限定されるものではなく

、本発明の範囲で種々の変更実施が可能であることは言ぅまでもない。

産業上の石」用可能，性

０275 本発明の 基板及び反射型 基板並びにそれらの製造方法は、 C (液品

表示装置) や有機 表示装置に使用される 基板及び反射型 基板並びに

それらの製造方法に限定されるものではない。たとえば、 C (液品表示装置) や有

機 表示装置以外の表示装置、あるいは、他の用途に使用される 基板及び反

射型 基板並びにそれらの製造方法としても、本発明を適用することが可能であ

る。



請求の範囲

基板と、

この基板の上方に形成され、上面がゲート絶縁膜に覆われ、かつ、側面が層間絶

縁膜に覆われることにより絶縁されたゲート電極及びゲート配線と、

前記ゲート電極の上方であって、かつ、前記ゲート絶縁膜の上方に形成された酸

ィロ物層と、

前記酸ィロ物層の上方に、チヤンネル部によって隔てられて形成された導電体層と、

前記チヤンネル部の上方に形成され、前記チヤンネル部を保護するチヤンネルガ

ードと

を備えたことを特徴とする 基板。

2 前記酸ィロ物層が、 型酸ィロ物半導体層であることを特徴とする請求項 に記載の

基板。

3 前記チヤンネルガードが前記層間絶縁膜からなり、前記層間絶縁膜の一対の開口

部に、前記導電体層からなるドレイン電極及びソース電極がそれぞれ形成されたこと

を特徴とする請求項 又は2に記載の 基板。

4 前記導電体層が、酸ィロ物導電体層及び 又は金属層であることを特徴とする請求

項 ～3のいずれか一項に記載の 基板。

5 前記導電体層が、少なくとも画素電極として機能することを特徴とする請求項 ～4

のいずれか一項に記載の 基板。

6 前記酸ィロ物層が、前記チヤンネル部，ソース電極及びドレイン電極に対応する所定

の位置に形成されたことを特徴とする請求項 ～5のいずれか一項に記載の 基

板。

7 前記基板の上方が保護用絶縁膜によって覆われ、かつ、前記保護用絶縁膜が、画

素電極，ソース・ドレイン配線パッド及びゲート配線パッドに対応する位置に開口部を

有することを特徴とする請求項 ～6のいずれか一項に記載の 基板。

8 前記 基板が、ゲート電極，ゲート配線，ソース配線，ドレイン配線，ソース電極

，ドレイン電極又は画素電極のぅち、少なくとも一以上を備え、前記ゲート電極，ゲー

ト配線，ソース配線，ドレイン配線，ソース電極，ドレイン電極及び画素電極の少なくと



も一つの上方に、補助導電層を形成したことを特徴とする請求項 ～7のいずれか一

項に記載の 基板。

9 前記 基板が金属層を備え、前記金属層を保護する金属層保護用酸化物導電

体層を有することを特徴とする請求項 ～8のいずれか一項に記載の 基板。

０ 前記 基板が、ゲート電極，ゲート配線，ソース配線，ドレイン配線，ソース電極

，ドレイン電極又は画素電極のぅち、少なくとも一以上を備え、前記ゲート電極，ゲー

ト配線，ソース配線，ドレイン配線，ソース電極，ドレイン電極及び画素電極の少なくと

も一つが、酸ィロ物透明導電体層よりなることを特徴とする請求項 ～9のいずれか一

項に 基板。

前記酸ィロ物層及び 又は導電体層のエネルギーギヤップが、3・ e 以上であるこ

とを特徴とする請求項 ～０のいずれか一項に記載の 基板。

2 前記 基板が、画素電極を備え、前記画素電極の一部が、反射金属層により覆

われていることを特徴とする請求項 ～皿のいずれか一項に記載の 基板。

3 前記反射金属層が、ソース配線，ドレイン配線，ソース電極及びドレイン電極の少な

くとも一つとして機能することを特徴とする請求項 2に記載の 基板。

4 前記反射金属層が、アルミニウム，銀若しくは金からなる薄膜、又は、アルミニウム，

銀若しくは金を含む合金層からなることを特徴とする請求項 2又は 3に記載の

基板。

5 基板と、

この基板の上方に形成され、上面がゲート絶縁膜に覆われ、かつ、側面が層間絶

縁膜に覆われることにより絶縁されたゲート電極及びゲート配線と、

前記ゲート電極の上方であって、かつ、前記ゲート絶縁膜の上方に形成された酸

ィロ物層と、

前記酸ィロ物層の上方に、チヤンネル部によって隔てられて形成された反射金属層

と、

前記チヤンネル部の上方に形成され、前記チヤンネル部を保護するチヤンネルガ

ードと

を備えたことを特徴とする反射型 基板。



6 前記酸ィロ物層が、 型酸ィロ物半導体層であることを特徴とする請求項 5に記載の

反射型 基板。

7 前記チヤンネルガードが前記層間絶縁膜からなり、前記層間絶縁膜の一対の開口

部に、ドレイン電極及びソース電極がそれぞれ形成されたことを特徴とする請求項 5

又は 6に記載の反射型 基板。

8 前記反射金属層が、少なくとも画素電極として機能することを特徴とする請求項 5

～7のぃずれか一項に記載の反射型 基板。

9 前記酸ィロ物層が、前記チヤンネル部，ソース電極及びドレイン電極に対応する所定

の位置に形成されたことを特徴とする請求項 5～8のぃずれか一項に記載の反射

型 基板。

2０ 前記基板の上方が保護用絶縁膜によって覆われ、かつ、前記保護用絶縁膜が、画

素電極，ソース・ドレイン配線パッド及びゲート配線パッドに対応する位置に開口部を

有することを特徴とする請求項 5～9のぃずれか一項に記載の反射型 基板。

2 前記反射型 基板が反射金属層及び 又は金属薄膜を備え、前記反射金属

層及び 又は金属薄膜を保護する金属層保護用酸ィロ物透明導電体層を有すること

を特徴とする請求項 5～2０のぃずれか一項に記載の反射型 基板。

22 前記酸ィロ物層のエネルギーギヤップが、3・Oe 以上であることを特徴とする請求

項 5～2 のぃずれか一項に記載の反射型 基板。

23 前記反射金属層が、アルミニウム，銀若しくは金からなる薄膜、又は、アルミニウム，

銀若しくは金を含む合金層からなることを特徴とする請求項 5～22のぃずれか一項

に記載の反射型 基板。

24 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして

、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、



前記第一の酸化物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分に開口

部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート

配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する工程と、

第二の酸化物層及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記第二の酸ィロ物層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ド

レイン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。

25 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして

、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記第一の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分に開口

部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート

配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する工程と、

第二の酸化物層，保護用絶縁膜及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記第二の酸ィロ物層及び保護用絶縁膜をェッチングして、ソース電極，ドレイン電



極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、

前記第三のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極及

びゲート配線パッドを露出させる工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。

26 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして

、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記第一の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分に開口

部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート

配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する工程と、

第二の酸化物層及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記第二の酸ィロ物層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ド

レイン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、

保護用絶縁膜及び第四のいジストを積層する工程と、

前記第四のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極及

びゲート配線パッドを露出させる工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。

2 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁



膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして

、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記第一の酸化物層をエッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分に開口

部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート

配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する工程と、

第二の酸化物層，補助導電層，保護用絶縁膜及び第三のいジストを積層する工程

と、

第三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記第二の酸ィロ物層，補助導電層及び保護用絶縁膜をェッチングして、ソース電

極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成

する工程と、

前記第三のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記補助導電層及び保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，

前記画素電極及びゲート配線パッドを露出させる工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。

28 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして



、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記第一の酸化物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分に開口

部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート

配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する工程と、

第二の酸化物層，補助導電層及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記第二の酸ィロ物層及び補助導電層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極

，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、

保護用絶縁膜及び第四のいジストを積層する工程と、

前記第四のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極及

びゲート配線パッドを露出させる工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。

29 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして

、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記第一の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分に開口



部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート

配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する工程と、

第二の酸化物層，反射金属層及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記第二の酸化物層及び反射金属層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極

，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、

前記第三のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記反射金属層をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極の一

部及びゲート配線パッドを露出させるとともに、前記反射金属層からなる反射金属部

を形成する工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。

3０ 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして

、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記第一の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分に開口

部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート

配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する工程と、

第二の酸化物層，反射金属層，保護用絶縁膜及び第三のいジストを積層する工程

と、

第三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のいジストを



所定の形状に形成する工程と、

前記第二の酸化物層，反射金属層及び保護用絶縁膜をェッチングして、ソース電

極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成

する工程と、

前記第三のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記反射金属層及び保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，

前記画素電極の一部及びゲート配線パッドを露出させるとともに、前記反射金属層

からなる反射金属部を形成する工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。

3 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、第一の酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び第一の酸ィロ物層をェッチングして

、前記ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記第一の酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分に開口

部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート

配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開口部を形成する工程と、

第二の酸化物層，反射金属層及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記第二の酸ィロ物層及び反射金属層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極

，ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、

前記第三のいジストを所定の形状に再形成する工程と、



前記反射金属層をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極の一

部及びゲート配線パッドを露出させるとともに、前記反射金属層からなる反射金属部

を形成する工程と、

保護用絶縁膜及び第四のいジストを積層する工程と、

前記第四のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記保護用絶縁膜をェッチングして、前記ソース・ドレイン配線パッド，画素電極の

一部及びゲート配線パ、ソドを露出させる工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。

32 前記反射金属層の上方に、該反射金属層を保護する金属層保護用酸ィロ物導電体

層を形成することを特徴とする請求項29～3 のぃずれか一項に記載の 基板の

製造方法。

33 前記ゲート電極・配線用薄膜の上方に、該ゲート電極・配線用薄膜を保護するゲー

ト電極・配線用薄膜保護用導電層を形成することを特徴とする請求項24～32のぃず

れか一項に記載の 基板の製造方法。

34 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び酸ィロ物層をェッチングして、前記

ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分にソース

電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及び

ゲート絶縁膜をエッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パ、ソド用開

口部を形成する工程と、



導電体層及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記導電体層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配

線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。

35 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、酸化物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び酸化物層をェッチングして、前記

ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分にソース

電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及び

ゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開

口部を形成する工程と、

導電体層及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記導電体層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン配

線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、

保護用絶縁膜及び第四のいジストを積層する工程と、

前記第四のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極及

びゲート配線パ、ソドを露出させる工程と

を有することを特徴とする 基板の製造方法。



36 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び酸ィロ物層をェッチングして、前記

ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分にソース

電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及び

ゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開

口部を形成する工程と、

反射金属層及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記反射金属層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン

配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と

を有することを特徴とする反射型 基板の製造方法。

37 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び酸ィロ物層をェッチングして、前記

ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記酸化物層をエッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、



第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分にソース

電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及び

ゲート絶縁膜をェッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パッド用開

口部を形成する工程と、

反射金属層，保護用絶縁膜及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第三のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記反射金属層及び保護用絶縁膜をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，

ソース配線，ドレイン配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、

前記第三のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記保護用絶縁膜をェッチングして、ソース・ドレイン配線パッド，前記画素電極及

びゲート配線パッドを露出させる工程と

を有することを特徴とする反射型 基板の製造方法。

38 基板の上方に、ゲート電極とゲート配線となるゲート電極・配線用薄膜、ゲート絶縁

膜、酸ィロ物層、及び、第一のいジストを積層する工程と、

第一のハーフトーンマスクを用ぃて、ハーフトーン露光により前記第一のいジストを

所定の形状に形成する工程と、

前記ゲート電極・配線用薄膜，ゲート絶縁膜及び酸ィロ物層をェッチングして、前記

ゲート電極及びゲート配線を形成する工程と、

前記第一のいジストを所定の形状に再形成する工程と、

前記酸ィロ物層をェッチングして、チヤンネル部を形成する工程と、

層間絶縁膜及び第二のいジストを積層する工程と、

第二のマスクを用ぃて、前記第二のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記層間絶縁膜をェッチングして、ソース電極及びドレイン電極となる部分にソース

電極用開口部及びドレイン電極用開口部を形成するとともに、前記層間絶縁膜及び

ゲート絶縁膜をエッチングして、ゲート配線パッドとなる部分にゲート配線パ、ソド用開

口部を形成する工程と、



反射金属層及び第三のいジストを積層する工程と、

第三のマスクを用ぃて、前記第三のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記反射金属層をェッチングして、ソース電極，ドレイン電極，ソース配線，ドレイン

配線，画素電極及びゲート配線パッドを形成する工程と、

保護用絶縁膜及び第四のいジストを積層する工程と、

前記第四のいジストを所定の形状に形成する工程と、

前記保護用絶縁膜をエッチングして、ソース・ドレイン配線パ、ソド，前記画素電極及

びゲート配線パッドを露出させる工程と

を有することを特徴とする反射型 基板の製造方法。

39 前記酸ィロ物層と反射金属層の間に、酸ィロ物導電体層を積層することを特徴とする

請求項36～38のぃずれか一項に記載の反射型 基板の製造方法。

4０ 前記反射金属層の上方に、金属層保護用酸ィロ物透明導電体層を積層することを

特徴とする請求項36～39のぃずれか一項に記載の反射型 基板の製造方法。

4 前記ゲート電極・配線用薄膜が金属層を有し、該金属層の上方に、金属層保護用

酸ィロ物透明導電体層を積層することを特徴とする請求項36～4０のぃずれか一項に

記載の反射型 基板の製造方法。
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