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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に一方向に延長して形成されたゲート配線と前記ゲート配線と連結されて形成さ
れたゲート電極と；
　前記ゲート配線及びゲート電極上に形成されたゲート絶縁膜と；
　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に対応して形成された第１の厚さの酸化物半導体
層と；
　前記酸化物半導体層上に第２の厚さを有して形成された補助パターンと；
　前記補助パターン上に前記補助パターンの中央部を露出させて互いに離隔して形成され
たソース及びドレイン電極と；
　前記ゲート絶縁膜上に前記ソース電極と連結されて前記ゲート配線と交差して形成され
たデータ配線と；
　前記ソース及びドレイン電極とデータ配線上に前記ドレイン電極を露出させるドレイン
コンタクトホールを具備して形成された保護層と；
　前記保護層上に前記ドレインコンタクトホールを介して前記ドレイン電極と接触して形
成された画素電極とを含み、
　前記補助パターンは前記ソース及びドレイン電極と接触する第１領域と、前記ソース及
びドレイン電極間に露出される中央部の第２領域に分けられて、前記第１領域はチタンま
たはチタン合金で構成されてオーミックコンタクト層を形成して、前記第２領域は前記チ
タンまたはチタン合金が完全酸化されて絶縁特性を有するチタン酸化膜を形成しているこ
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とを特徴とするアレイ基板。
【請求項２】
　前記酸化物半導体層はａ－ＩＧＺＯ（amorphous-Indium Gallium Zinc Oxide）または
ＺＴＯ（Zinc Tin Oxide）であることを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項３】
　前記第１の厚さは５００Åないし１０００Åであって、前記第２の厚さは５０Åないし
５００Åであることを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項４】
　画素領域と前記画素領域内にスイッチング領域を有する基板上に、一方向に延長するゲ
ート配線を形成して、前記スイッチング領域に前記ゲート配線と連結されたゲート電極を
形成する段階と；
　前記ゲート配線とゲート電極上に全面にゲート絶縁膜を形成する段階と；
　前記ゲート絶縁膜上に前記画素領域の境界に前記ゲート配線と交差するデータ配線を形
成して、前記スイッチング領域に前記ゲート絶縁膜上に順次積層された形態で第１厚さの
酸化物半導体層と第２厚さを有してチタンまたはチタン合金で構成された補助パターンを
形成して同時に前記補助パターン上に互いに離隔するソース及びドレイン電極を形成する
段階と；
　前記ソース及びドレイン電極間に露出された前記補助パターン部分を完全酸化させて絶
縁特性を有するチタン酸化膜を形成する段階と；
　前記チタン酸化膜とソース及びドレイン電極とデータ配線上に前記ドレイン電極を露出
させるドレインコンタクトホールを有する保護層を形成する段階と；
　前記保護層上に各画素領域に前記ドレインコンタクトホールを介して前記ドレイン電極
と接触する画素電極を形成する段階
　を含むことを特徴とするアレイ基板の製造方法。
【請求項５】
　前記データ配線と、順次積層された前記酸化物半導体層と補助パターンとソース及びド
レイン電極を形成する段階は、
　前記ゲート絶縁膜上に全面にスパッタリングを介して順次に酸化物半導体物質層と、チ
タンまたはチタン合金で構成された補助物質層と、金属層を形成する段階と；
　前記第１金属層上に第３の厚さを有する第１フォトレジストパターンと、前記第３の厚
さより薄い第４の厚さを有する第２フォトレジストパターンを形成する段階と；
　前記第１及び第２フォトレジストパターンの外部に露出された前記金属層と、その下部
の前記補助物質層と前記酸化物半導体物質層除去することによって前記ゲート絶縁膜上に
前記データ配線を形成して、前記スイッチング領域に連結された状態のソースドレインパ
ターンと、その下部に順次に前記補助パターンと前記酸化物半導体層を形成する段階と；
　前記第２フォトレジストパターンを灰化を介して除去することによって前記ソースドレ
インパターンの中央部を露出させる段階と；
　前記第２フォトレジストパターンが除去されることによって露出された前記ソースドレ
インパターンの中央部を湿式エッチングを行なって除去することによって互いに離隔する
ソース及びドレイン電極を形成し、前記補助パターンの中央部を露出させる段階と；
　前記第１フォトレジストパターンを除去する段階
　を含むことを特徴とする請求項４に記載のアレイ基板の製造方法。
【請求項６】
　前記データ配線と、順次積層された前記酸化物半導体層と補助パターンとソース及びド
レイン電極を形成する段階は、
　前記ゲート絶縁膜上に全面にスパッタリングを介して順次に酸化物半導体物質層と、チ
タンまたはチタン合金で構成された補助物質層を形成する段階と；
　前記補助物質層とその下部の前記酸化物半導体物質層をパターニングして前記スイッチ
ング領域に前記ゲート絶縁膜上に島状で順次積層された前記酸化物半導体層と補助パター
ンを形成する段階と；
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　前記補助パターン上に基板全面に金属層を形成する段階と；
　前記金属層をパターニングして前記ゲート絶縁膜上に前記データ配線を形成して、前記
スイッチング領域に前記補助パターン上に互いに離隔するソース及びドレイン電極を形成
して前記補助パターンの中央部を露出させる段階
　を含むことを特徴とする請求項４に記載のアレイ基板の製造方法。
【請求項７】
　前記補助パターン部分を完全酸化させて絶縁特性を有するチタン酸化膜を形成する段階
は、
　前記ソース及びドレイン電極間に前記補助パターンが露出された基板を酸素（Ｏ２）ガ
ス雰囲気を有する真空のチャンバー内でプラズマ処理を実施する、または３００℃ないし
４００℃温度雰囲気を有するオーブンまたは炉内で数十秒ないし数十分間熱処理を実施す
ることを特徴とする請求項４に記載のアレイ基板の製造方法。
【請求項８】
　前記酸化物半導体層はａ－ＩＧＺＯ（amorphous-Indium Gallium Zinc Oxide）または
ＺＴＯ（Zinc Tin Oxide）で形成することを特徴とする請求項４に記載のアレイ基板の製
造方法。
【請求項９】
　前記第１厚さは５００Åないし１０００Åであって、前記第２厚さは５０Åないし５０
０Åであることを特徴とする請求項４に記載のアレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はアレイ基板に関して、特に乾式エッチング進行により半導体層の表面損傷発生
を基本的に抑制し、素子特性安定性が優秀な酸化物半導体層を有する薄膜トランジスタを
含むアレイ基板及びこれの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近来になって社会が本格的な情報化時代に入るによって大量の情報を処理及び表示する
ディスプレイ分野が急速に発展してきたし、最近には特に薄形化、軽量化、低消費電力化
の優秀な性能をもった平板表示装置で液晶表示装置または有機電界発光素子が開発されて
既存のブラウン管（ＣＲＴ）を代替している。
【０００３】
　液晶表示装置の中では各画素別に電圧のオン、オフを調節することができるスイッチン
グ素子である薄膜トランジスタが具備されたアレイ基板を含むアクティブマトリックス型
液晶表示装置が解像度及び動映像具現能力が優れて最も注目されている。
【０００４】
　また、有機電界発光素子は高い輝度と低い動作電圧特性を有し、自ら光を放出する自体
発光型であるためコントラスト比が大きくて、超薄型ディスプレイの具現が可能であり、
応答時間が数マイクロ秒（μs）程度で動画像具現が容易で、視野角の制限がないし低温
でも安定的で、直流５ないし１５Ｖの低い電圧で駆動するので駆動回路の製作及び設計が
容易であるので最近平板表示装置で注目を集めている。
【０００５】
　このような液晶表示装置と有機電界発光素子において共通的に画素領域それぞれをオン
／オフ除去するために必須にスイッチング素子である薄膜トランジスタを具備したアレイ
基板が構成される。
【０００６】
　図１は、液晶表示装置または有機電界発光素子を構成する従来のアレイ基板において一
つの画素領域を薄膜トランジスタを含んで切断した部分に対する断面を示したものである
。
【０００７】
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　図示したように、アレイ基板１１において多数のゲート配線（図示せず）と多数のデー
タ配線３３が交差して定義される多数の画素領域Ｐ内のスイッチング領域ＴｒＡにはゲー
ト電極１５が形成されている。また、前記ゲート電極１５上部の全面にゲート絶縁膜１８
が形成されており、その上に順次に純粋非晶質シリコンのアクティブ層２２と不純物非晶
質シリコンのオーミックコンタクト層２６で構成された半導体層２８が形成されている。
また前記オーミックコンタクト層２６上には前記ゲート電極１５に対応して互いに離隔し
てソース電極３６とドレイン電極３８が形成されている。この時前記スイッチング領域Ｔ
ｒＡに順次積層形成されたゲート電極１５とゲート絶縁膜１８と半導体層２８とソース及
びドレイン電極３６、３８は薄膜トランジスタＴｒを形成する。
【０００８】
　また、前記ソース及びドレイン電極３６、３８と露出されたアクティブ層２２上に全面
に前記ドレイン電極３８を露出させるドレインコンタクトホール４５を含む保護層４２が
形成されており、前記保護層４２上部には各画素領域Ｐ別に独立して、前記ドレインコン
タクトホール４５を介して前記ドレイン電極３８と接触する画素電極５０が形成されてい
る。この時、前記データ配線３３下部には前記オーミックコンタクト層２６とアクティブ
層２２を形成する同じ物質で第１パターン２７と第２パターン２３の二重層構造を有する
半導体パターン２９が形成されている。
【０００９】
　前述した構造を有する従来のアレイ基板１１において前記スイッチング領域ＴｒＡに構
成された薄膜トランジスタＴｒの半導体層２８を見ると、純粋非晶質シリコンのアクティ
ブ層２２はその上部に互いに離隔するオーミックコンタクト層２６が形成された部分の第
１厚さｔ１と前記オーミックコンタクト層２６が除去されて露出された部分の第２厚さｔ
２が別に形成されることがわかる。このようなアクティブ層２２の厚さ差（ｔ１≠ｔ２）
は製造方法に起因したことであって、前記アクティブ層２２の厚さ差（ｔ１≠ｔ２）によ
って前記薄膜トランジスタＴｒの特性低下が発生している。
【００１０】
　図２Ａないし図２Ｅは、従来のアレイ基板の製造段階の中、半導体層とソース及びドレ
イン電極を形成する段階を示した工程断面図である。
【００１１】
　まず、図２Ａに示したように、基板１１上に金属物質を蒸着してパターニングすること
によって一方向に延長するゲート配線（図示せず）と、前記ゲート配線（図示せず）と連
結したゲート電極（図示せず）を形成する。以後、前記ゲート配線（図示せず）とゲート
電極（図示せず）上に無機絶縁物質を蒸着して全面にゲート絶縁膜（図示せず）を形成す
る。
【００１２】
　次に、前記ゲート絶縁膜（図示せず）上に純粋非晶質シリコン層２０を形成してその上
部に不純物非晶質シリコン層２４と金属層３０を順次に形成する。以後前記金属層３０上
にフォトレジストを塗布してフォトレジスト層（図示せず）を形成して、これを露光マス
クを利用して露光して、続いて現像することによって前記ソース及びドレイン電極が形成
される部分に対応して第３厚さを有する第１フォトレジストパターン９１を形成して、同
時に前記ソース及びドレイン電極間の離隔領域に対応しては前記第３厚さより薄い第４厚
さを有する第２フォトレジストパターン９２を形成する。
【００１３】
　次に、図２Ｂに示したように、前記第１及び第２フォトレジストパターン９１、９２の
外部に露出された前記金属層（図２Ａの３０）とその下部の不純物及び純粋非晶質シリコ
ン層（図２Ａの２４、２０）をエッチングして除去することによって最上部に金属物質で
ソースドレインパターン３１を形成して、その下部に不純物非晶質シリコンパターン２５
と、アクティブ層２２を形成する。
【００１４】
　次に、図２Ｃに示したように、灰化（ashing）を行なうことによって前記第４厚さの第
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２フォトレジストパターン（図２Ｂの９２）を除去する。この場合前記第１厚さの第１フ
ォトレジストパターン（図２Ｂの９１）はその厚さが減少された状態で第３フォトレジス
トパターン９３を形成して前記ソースドレインパターン３１上に残っているようになる。
【００１５】
　次に、図２Ｄに示したように、前記第３フォトレジストパターン９３外部に露出された
前記ソースドレインパターン（図２Ｃの３１）をエッチングして除去することによって互
いに離隔するソース及びドレイン電極３６、３８を形成する。この時前記ソース及びドレ
イン電極３６、３８間に前記不純物非晶質シリコンパターン２５が露出されるようになる
。
【００１６】
　次に、図２Ｅに示したように、前記ソース及びドレイン電極３６、３８間の離隔領域に
露出された前記不純物非晶質シリコンパターン（図２Ｄの２５）に対して乾式エッチング
を実施することによって前記ソース及びドレイン電極３６、３８の外部に露出された前記
不純物非晶質シリコンパターン（図２Ｄの２５）を除去することによって互いに離隔する
オーミックコンタクト層２６を前記ソース及びドレイン電極３６、３８下部に形成する。
【００１７】
　この時、前記乾式エッチングは前記ソース及びドレイン電極３６、３８の外部に露出さ
れた不純物非晶質シリコンパターン（図２Ｄの２５）を完全になくすために十分に長い間
の時間持続して、このような過程で前記不純物非晶質シリコンパターン（図２Ｄの２５）
の下部に位置したアクティブ層２２までも前記不純物非晶質シリコンパターン（図２Ｄの
２５）が除去される部分に対しては所定厚さエッチングが発生するようになる。したがっ
てアクティブ層２２においてその上部にオーミックコンタクト層２６が形成された部分と
露出された部分において厚さ（ｔ１≠ｔ２）差が発生するようになる。前記乾式エッチン
グを十分に長い間の時間実施しないと、ソース及びドレイン電極３６、３８間の離隔領域
において除去されなければならない前記不純物非晶質シリコンパターン（図２Ｄの２５）
が前記アクティブ層２２上部に残るようになるのでこれを防止するためである。
【００１８】
　したがって、前述した従来のアレイ基板１１の製造方法においては必然的にアクティブ
層２２の厚さ差が発生するようになり、これにより薄膜トランジスタ（図１のＴｒ）の特
性低下が発生するようになる。
【００１９】
　また、アクティブ層２２がオーミックコンタクト層２６形成のための乾式エッチング進
行時エッチングされて除去される厚さまで考慮して１５００Åないし１８００Å程度の厚
さを有するように前記アクティブ層２２を形成する純粋非晶質シリコン層（図２Ａの２０
）を十分に厚く蒸着しなければならないので、材料費が増加して蒸着時間が伸びて生産性
を落とす結果をもたらしている。
【００２０】
　一方、最近には薄膜トランジスタの半導体層を純粋または不純物非晶質シリコン以外に
酸化物半導体物質を利用して形成することが開発された。しかし、このような酸化物半導
体物質を利用した半導体層を具備した薄膜トランジスタの場合、酸化物半導体層と接触す
る物質層（通常的に酸化シリコンまたは窒化シリコンの無機絶縁物質で構成される保護層
）との界面特性が悪くて、前記酸化物半導体層の頻繁な薬液との接触による表面汚染発生
で素子特性が急激に変化する問題が生じている実情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明は前述した問題を解決するためのものであって、アクティブ層が乾式エッチング
に露出されないことでその表面に損傷が発生しなくて薄膜トランジスタの特性が向上する
アレイ基板の製造方法を提供することをその目的とする。
【００２２】
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　ひいては酸化物半導体物質を利用してこれを半導体層として有する薄膜トランジスタが
より安定的な素子特性を有するようにするアレイ基板の製造方法を提供することをもう一
つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　前記目的を達成するための本発明の実施形態によるアレイ基板は、基板上に一方向に延
長して形成されたゲート配線と前記ゲート配線と連結されて形成されたゲート電極と；前
記ゲート配線及びゲート電極上に形成されたゲート絶縁膜と；前記ゲート絶縁膜上に前記
ゲート電極に対応して形成された第１厚さの酸化物半導体層と；前記酸化物半導体層上に
第２厚さを有して形成された補助パターンと；前記補助パターン上に前記補助パターンの
中央部を露出させて互いに離隔して形成されたソース及びドレイン電極と；前記ゲート絶
縁膜上に前記ソース電極と連結されて前記ゲート配線と交差して形成されたデータ配線と
；前記ソース及びドレイン電極とデータ配線上に前記ドレイン電極を露出させるドレイン
コンタクトホールを具備して形成された保護層と；前記保護層上に前記ドレインコンタク
トホールを介して前記ドレイン電極と接触して形成された画素電極を含み、前記補助パタ
ーンは前記ソース及びドレイン電極と接触する第１領域と、前記ソース及びドレイン電極
間に露出される中央部の第２領域に分けられて、前記第１領域はチタンまたはチタン合金
で構成されてオーミックコンタクト層を形成して、前記第２領域は前記チタンまたはチタ
ン合金が完全酸化されて絶縁特性を有するチタン酸化膜を形成することが特徴である。
【００２４】
　この時、前記酸化物半導体層はａ－ＩＧＺＯ（amorphous-Indium Gallium Zinc Oxide
）またはＺＴＯ（Zinc Tin Oxide）であることが好ましい。
【００２５】
　また、前記第１厚さは５００Åないし１０００Åであって、前記第２厚さは５０Åない
し５００Åであることが好ましい。
【００２６】
　本発明の実施形態によるアレイ基板の製造方法は、画素領域と前記画素領域内にスイッ
チング領域を有する基板上に、一方向に延長するゲート配線を形成して、前記スイッチン
グ領域に前記ゲート配線と連結されたゲート電極を形成する段階と；前記ゲート配線とゲ
ート電極上に全面にゲート絶縁膜を形成する段階と；前記ゲート絶縁膜上に前記画素領域
の境界に前記ゲート配線と交差するデータ配線を形成して、前記スイッチング領域に前記
ゲート絶縁膜上に順次積層された形態で第１厚さの酸化物半導体層と第２厚さを有してチ
タンまたはチタン合金で構成された補助パターンを形成して同時に前記補助パターン上に
互いに離隔するソース及びドレイン電極を形成する段階と；前記ソース及びドレイン電極
間に露出された前記補助パターン部分を完全酸化させて絶縁特性を有するチタン酸化膜を
形成する段階と；前記チタン酸化膜とソース及びドレイン電極とデータ配線上に前記ドレ
イン電極を露出させるドレインコンタクトホールを有する保護層を形成する段階と；前記
保護層上に各画素領域に前記ドレインコンタクトホールを介して前記ドレイン電極と接触
する画素電極を形成する段階を含む。
【００２７】
　この時、前記データ配線と、順次積層された前記酸化物半導体層と補助パターンとソー
ス及びドレイン電極を形成する段階は、前記ゲート絶縁膜上に全面にスパッタリングを介
して順次に酸化物半導体物質層と、チタンまたはチタン合金で構成された補助物質層と、
金属層を形成する段階と；前記第１金属層上に第３厚さを有する第１フォトレジストパタ
ーンと、前記第３厚さより薄い第４厚さを有する第２フォトレジストパターンを形成する
段階と；前記第１及び第２フォトレジストパターンの外部に露出された前記金属層と、そ
の下部の前記補助物質層と前記酸化物半導体物質層除去することによって前記ゲート絶縁
膜上に前記データ配線を形成して、前記スイッチング領域に連結された状態のソースドレ
インパターンと、その下部に順次に前記補助パターンと前記酸化物半導体層を形成する段
階と；前記第２フォトレジストパターンを灰化（ashing）を介して除去することによって



(7) JP 5129228 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

前記ソースドレインパターンの中央部を露出させる段階と；前記第２フォトレジストパタ
ーンが除去されることによって露出された前記ソースドレインパターンの中央部を湿式エ
ッチングを行なって除去することによって互いに離隔するソース及びドレイン電極を形成
し、前記補助パターンの中央部を露出させる段階と；前記第１フォトレジストパターンを
除去する段階を含む。
【００２８】
　また、前記データ配線と、順次積層された前記酸化物半導体層と補助パターンとソース
及びドレイン電極を形成する段階は、前記ゲート絶縁膜上に全面にスパッタリングを介し
て順次に酸化物半導体物質層と、チタンまたはチタン合金で構成された補助物質層を形成
する段階と；前記補助物質層とその下部の前記酸化物半導体物質層をパターニングして前
記スイッチング領域に前記ゲート絶縁膜上に島状で順次積層された前記酸化物半導体層と
補助パターンを形成する段階と；前記補助パターン上に基板全面に金属層を形成する段階
と；前記金属層をパターニングして前記ゲート絶縁膜上に前記データ配線を形成して、前
記スイッチング領域に前記補助パターン上に互いに離隔するソース及びドレイン電極を形
成して前記補助パターンの中央部を露出させる段階を含む。
【００２９】
　また、前記補助パターン部分を完全酸化させて絶縁特性を有するチタン酸化膜を形成す
る段階は、前記ソース及びドレイン電極間に前記補助パターンが露出された基板を酸素（
Ｏ２）ガス雰囲気を有する真空のチャンバー内でプラズマ処理を実施したり、または３０
０℃ないし４００℃温度雰囲気を有するオーブンまたは炉（furnace）内で数十秒ないし
数十分間熱処理を実施することが特徴である。
【００３０】
　前記酸化物半導体層はａ－ＩＧＺＯ（amorphous-Indium Gallium Zinc Oxide）または
ＺＴＯ（Zinc Tin Oxide）で形成して、前記第１厚さは５００Åないし１０００Åであっ
て、前記第２厚さは５０Åないし５００Åであることが好ましい。
【発明の効果】
【００３１】
　このように、本発明によるアレイ基板製造方法により酸化物半導体層が乾式エッチング
に露出されないことでその表面損傷が発生しなくて薄膜トランジスタ特性が低下すること
を防止する効果がある。
【００３２】
　酸化物半導体層が乾式エッチングに影響を受けなくなるのでエッチングで減少される厚
さを考慮しなくても良いので前記酸化物半導体層の厚さを減らすことによって材料浪費を
防いで、蒸着時間を短縮させて生産性を向上させる効果がある。
【００３３】
　ひいては酸化物半導体物質からなった半導体層がエッチング液等に露出することを最小
化して、スパッタリングにより蒸着形成されるチタンまたはチタン合金で構成されたオー
ミックコンタクト層及び前記チタンまたはチタン合金が酸化されて形成されたことを特徴
とする酸化膜を前記ソース及びドレイン電極間に露出された酸化物半導体層と接触するよ
うに形成することによって薄膜トランジスタが安定的な素子特性を有するようにする長所
を有する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】液晶表示装置または有機電界発光素子を構成する従来のアレイ基板において一つ
の画素領域を薄膜トランジスタを含んで切断した断面を示した図面。
【図２Ａ】従来のアレイ基板の製造段階の中、半導体層とソース及びドレイン電極を形成
する段階を示した製造工程断面図。
【図２Ｂ】従来のアレイ基板の製造段階の中、半導体層とソース及びドレイン電極を形成
する段階を示した製造工程断面図。
【図２Ｃ】従来のアレイ基板の製造段階の中、半導体層とソース及びドレイン電極を形成
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する段階を示した製造工程断面図。
【図２Ｄ】従来のアレイ基板の製造段階の中、半導体層とソース及びドレイン電極を形成
する段階を示した製造工程断面図。
【図２Ｅ】従来のアレイ基板の製造段階の中、半導体層とソース及びドレイン電極を形成
する段階を示した製造工程断面図。
【図３Ａ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図３Ｂ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図３Ｃ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図３Ｄ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図３Ｅ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図３Ｆ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図３Ｇ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図３Ｈ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図３Ｉ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図３Ｊ】本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの画素領域
に対する製造段階別工程断面図。
【図４Ａ】本発明の実施形態の変形例によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの
画素領域に対する製造段階別工程断面図。
【図４Ｂ】本発明の実施形態の変形例によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの
画素領域に対する製造段階別工程断面図。
【図４Ｃ】本発明の実施形態の変形例によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの
画素領域に対する製造段階別工程断面図。
【図４Ｄ】本発明の実施形態の変形例によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの
画素領域に対する製造段階別工程断面図。
【図４Ｅ】本発明の実施形態の変形例によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一つの
画素領域に対する製造段階別工程断面図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明による好ましい実施形態を図面を参照しながら説明する。
【００３６】
　図３Ａないし図３Ｊは、本発明の実施形態によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む
一つの画素領域に対する製造段階別工程断面図である。この時、説明の便宜のために各画
素領域Ｐ内のゲート及びデータ配線と連結される薄膜トランジスタが形成される部分をス
イッチング領域ＴｒＡと定義する。
【００３７】
　まず、図３Ａに示したように、透明な絶縁基板１０１例えばガラスまたはプラスチック
で構成された基板１０１上に第１金属物質例えば銅（Ｃｕ）、銅合金（ＡｌＮｄ）、アル
ミニウム（Ａｌ）及びアルミニウム合金（ＡｌＮｄ）の中選択された一つまたは二つ以上
の物質を蒸着することによって単一層または二重層構造を有する第１金属層（図示せず）
を形成する。
【００３８】
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　次に、前記第１金属層（図示せず）をフォトレジストの塗布、露光マスクを利用した露
光、露光されたフォトレジストの現像及びエッチング等一連の単位工程を含むマスク工程
を行なってパターニングすることによって画素領域Ｐの境界に一方向に延長するゲート配
線（図示せず）を形成して、同時に前記スイッチング領域ＴｒＡに前記ゲート配線（図示
せず）と連結したゲート電極１０８を形成する。
【００３９】
　以後、前記ゲート配線（図示せず）とゲート電極１０８上に無機絶縁物質例えば酸化シ
リコーン（ＳｉＯ２）または窒化シリコン（ＳｉＮｘ）を化学気相蒸着（ＣＶＤ）装備を
介して蒸着することによって全面にゲート絶縁膜１１２を形成する。
【００４０】
　次に、図３Ｂに示したように、前記ゲート絶縁膜１１２上に酸化物半導体物質例えばａ
－ＩＧＺＯ（amorphous-Indium Gallium Zinc Oxide）またはＺＴＯ（Zinc Tin Oxide）
をスパッタリング（sputtering）を介して蒸着することによって全面に酸化物半導体物質
層１１８を形成する。この時前記酸化物半導体物質層１１８の厚さは５００Åないし１０
００Å程度であることが好ましい。
【００４１】
　次に、酸化物半導体物質層１１８上にチタン（Ｔｉ）またはチタン合金をスパッタリン
グを介して蒸着することによって５０Åないし５００Å程度の厚さを有する補助物質層１
２２を形成する。この時前記補助物質層１２２はチタン（Ｔｉ）またはチタン合金で構成
されることによって前記酸化物半導体物質層１１８と接触してオーミック（ohmic）特性
を有することが特徴であり、ひいては酸素（Ｏ２）プラズマ工程進行により絶縁特性を有
する酸化膜（図３Ｈの１２６）に変形できることが特徴である。
【００４２】
　次に、図３Ｃに示したように、前記補助物質層１２２上に第２金属物質例えばアルミニ
ウム（Ａｌ）、アルミニウム合金（ＡｌＮｄ）、銅（Ｃｕ）、銅合金、モリブデン（Ｍｏ
）、クロム（Ｃｒ）の中一つをスパッタリングを介して蒸着することによって第２金属層
１２８を形成する。
【００４３】
　以後、図３Ｄに示したように、前記第２金属層１２８上にフォトレジストを塗布してフ
ォトレジスト層（図示せず）を形成して、前記フォトレジスト層（図示せず）に対して光
の透過領域と遮断領域、そしてスリット形態で構成されたりまたは多重のコーティング膜
をさらに具備して通過される光量を調節することによってその光透過度が前記透過領域よ
りは小さくて前記遮断領域よりは大きい半透過領域で構成された露光マスク（図示せず）
を利用して回折露光またはハーフトーン露光を実施する。
【００４４】
　次に、前記露光されたフォトレジスト層（図示せず）を現像することによって前記第２
金属層１２８上にデータ配線（図３Ｅの１３２）が形成される部分と、スイッチング領域
ＴｒＡにおいて互いに離隔するソース及びドレイン電極（図３Ｆの１３５、１３８）が形
成される部分に対応しては第１厚さの第１フォトレジストパターン１９１ａを形成して、
前記ソース及びドレイン電極（図３Ｆの１３５、１３８）間の離隔領域を形成するように
なる部分に対応しては前記第１厚さより薄い第２厚さの第２フォトレジストパターン１９
１ｂを形成する。この時、それ以外の領域に対応しては前記フォトレジスト層（図示せず
）は除去されて前記第２金属層１２８を露出させる状態となる。
【００４５】
　次に、図３Ｅに示したように、前記第１及び第２フォトレジストパターン１９１ａ、１
９１ｂの外部に露出された第２金属層（図３Ｄの１２８）とその下部に位置した補助物質
層（図３Ｄの１２２）及び酸化物半導体物質層（図３Ｄの１１８）を順次にエッチングし
て除去することによって前記ゲート絶縁膜１１２上に前記画素領域Ｐの境界に前記ゲート
配線（図示せず）と交差して前記画素領域Ｐを定義するデータ配線１３２を形成して、前
記各スイッチング領域ＴｒＡには互いに同一形態を有して順次重なった形態で前記データ
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配線１３２と連結された状態のソースドレインパターン１２９とその下部に補助パターン
１２３及び酸化物半導体層１１９を形成する。この時前記第２金属層（図３Ｄの１２８）
と補助物質層（図３Ｄの１２２）及び前記酸化物半導体物質層（図３Ｄの１１８）は相異
なるエッチング液を利用して湿式エッチングを実施することによってパターニングするこ
とができて、特に前記補助物質層（図３Ｄの１２２）はエッチング液の使用なしに乾式エ
ッチングを行なってパターニングすることができる。
【００４６】
　一方、前述したような工程特性上前記データ配線１３２下部にも順次積層された形態で
各々前記ソースドレインパターン１２９下部に形成された前記補助パターン１２３を形成
する同じ物質で第１ダミーパターン１２４と、前記酸化物半導体層１１９を形成する同じ
物質で第２ダミーパターン１２０が形成される。
【００４７】
　次に、図３Ｆに示したように、前記ソースドレインパターン１２９とデータ配線１３２
が形成された基板１０１に対して灰化（アッシング）を行なって前記第２厚さを有する第
２フォトレジストパターン（図３Ｅの１９１ｂ）を除去することによって前記スイッチン
グ領域ＴｒＡにおいて前記ソースドレインパターン（図３Ｅの１２９）の中央部を露出さ
せる。この時、前記灰化進行により前記第１フォトレジストパターン１９１ａはその厚さ
が減少されるが相変らず前記ソースドレインパターン（図３Ｅの１２９）及びデータ配線
１３２上に残っているようになる。
【００４８】
　次に、図３Ｇに示したように、前記第１フォトレジストパターン１９１ａの間に露出さ
れた前記ソースドレインパターン（図３Ｆの１２９）に対して湿式エッチングを行なって
除去することによって互いに離隔するソース及びドレイン電極１３５、１３８を形成する
。この時前記ソース電極１３５は前記データ配線１３２と連結された状態になり、前記互
いに離隔するソース及びドレイン電極１３５、１３８の間に前記補助パターン１２３の一
部が露出されるようになる。
【００４９】
　この時説明の便宜のために前記補助パターン１２３の中前記ソース及びドレイン電極１
３５、１３８により遮られた部分を第１補助パターン１２３ａ、前記ソース及びドレイン
電極１３５、１３８の間に露出された部分を第２補助パターン１２３ｂと定義する。
【００５０】
　この場合、前記ソース及びドレイン電極１３５、１３８の間に露出された前記第２補助
パターン１２３ｂは前記ソースドレインパターン（図３Ｆの１２９）のエッチング進行時
前記酸化物半導体層１１９のエッチング停止（エッチング・ストッパ）としての役割をす
るようになることが特徴である。したがって、前記ソース及びドレイン電極１３５、１３
８のパターニング時前記酸化物半導体層１１９は前記第２補助パターン１２３ｂにより覆
われた状態になるのでエッチング液に露出されないことで表面汚染または前記エッチング
液による表面エッチング等が発生しないことが特徴である。
【００５１】
　次に、図３Ｈに示したように、前記ソース及びドレイン電極１３５、１３８と第１及び
第２補助パターン（図３Ｇの１２３ａ、１２３ｂ）が形成された基板１０１に対してスト
リッピングを行なうことによって前記データ配線１３２とソース及びドレイン電極１３５
、１３８の上部に残っている前記第１フォトレジストパターン（図３Ｇの１９１ａ）を除
去する。
【００５２】
　以後、前記第１フォトレジストパターン（図３Ｇの１９１ａ）が除去されることによっ
てソース及びドレイン電極１３５、１３８が露出された基板１０１に対して前記ソース及
びドレイン電極１３５、１３８の間に露出された前記チタン（Ｔｉ）またはチタン合金で
構成された前記第２補助パターン（図３Ｇの１２３ｂ）の特性変更のための工程を行なう
。
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【００５３】
　すなわち、前記ソース及びドレイン電極１３５、１３８の間に露出された前記第２補助
パターン（図３Ｇの１２３ｂ）部分が絶縁特性を有する酸化膜１２６を形成するようにす
るために酸素（Ｏ２）ガス雰囲気を有する真空のチャンバー（図示せず）内でプラズマ処
理を実施したりまたは３００℃ないし４００℃温度雰囲気を有するオーブンまたは炉（fu
rnace）内で数十秒ないし数十分間熱処理を実施する。
【００５４】
　このような酸素（Ｏ２）プラズマ工程または熱処理工程進行により前記ソース及びドレ
イン電極１３５、１３８の間に露出された部分のチタン（Ｔｉ）またはチタン合金で構成
された前記第２補助パターン（図３Ｇの１２３ｂ）は酸化チタン（ＴｉＯｘ）に変化する
ことによって絶縁特性を有する酸化膜１２６を形成するようになる。この時前述したよう
な工程進行により形成された前記酸化膜１２６は前記ソース及びドレイン電極１３５、１
３８の間に位置する酸化物半導体層１１９と直接接触して形成されることによって前記酸
化物半導体層１１９を保護する役割をすると同時に化学気相蒸着（ＣＶＤ）により形成さ
れる一般的な酸化膜との接触時より界面特性を向上させることが特徴である。
【００５５】
　前記ソース及びドレイン電極１３５、１３８により遮られた前記第１補助パターン（図
３Ｇの１２３ａ）は前記酸素（Ｏ２）プラズマ工程を行なう場合前記酸素（Ｏ２）プラズ
マに露出されないで、熱処理工程を行なっても一般大気さらに正確には大気中の酸素（Ｏ

２）と接触しないことによってチタン（Ｔｉ）またはチタン合金の状態を維持するように
なる。この場合前記チタン（Ｔｉ）またはチタン合金状態を維持する前記第１補助パター
ン（図３Ｇの１２３ａ）は前記酸化物半導体層１１９とソース及びドレイン電極１３５、
１３８の間に位置してオーミックコンタクト層１２５を形成するようになる。
【００５６】
　一方、前記補助パターン（図３Ｇの１２３）の厚さを５０Åないし５００Å程度の厚さ
を有するように形成した理由は前記酸素（Ｏ２）プラズマ工程または熱処理工程により酸
化膜１２６に容易に変化できるようにするためである。これより厚い厚さを有するように
なれば酸素（Ｏ２）プラズマに露出されるとしても最下部はチタン酸化膜（ＴｉＯｘ）に
変化されなかったりまたはチタン酸化膜（ＴｉＯｘ）に変化されるとしてもその時間が長
くかかるためである。
【００５７】
　さらに前記ソース及びドレイン電極１３５、１３８と酸化物半導体層１１９と同時に重
なる前記第１補助パターン（図３Ｇの１２３ａ）はオーミックコンタクト層１２５を形成
しなければならないが、これよりさらに厚い厚さを有したりまたはこれより薄い厚さを有
するように形成する場合オーミックコンタクト層１２５としての役割遂行能力が落ちるの
で適切な厚さを有するようにしてこのような問題を防止するために前記補助パターン（図
３Ｇの１２３）はその厚さを５０Åないし５００Å程度になるようにしたものである。
【００５８】
　一方、前述したような一連の工程を行なう過程で酸化物半導体物質からなった前記酸化
物半導体層１１９の中特にチャネルが形成されるソース及びドレイン電極１３５、１３８
の間に位置する部分は前記ソース及びドレイン電極１３５、１３８のパターニングのため
のエッチング液に露出されないし、本発明の工程特性上従来のように互いに離隔するオー
ミックコンタクト層形態を形成するための前記オーミックコンタクト層自らのパターニン
グ工程は行なわないのでスイッチング領域ＴｒＡ全域にかけて一定な厚さを形成するよう
になる。したがって、その表面がエッチングされる等の問題が生じないのでこれを具備し
た薄膜トランジスタＴｒが基板１０１全面において一定な素子特性を有するようになる。
【００５９】
　また、前記酸化物半導体層１１９と直接接触する前記酸化膜１２６は前記酸化物半導体
物質層（図３Ｃの１１８）を形成してから、その他の薬液との接触なしにすぐ前記酸化物
半導体物質層（図３Ｃの１１８）上にチタン（Ｔｉ）またはチタン合金をスパッタリング
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により形成することによって補助物質層（図３Ｃの１２２）を形成した後、これに対して
酸素（Ｏ２）プラズマ工程または熱処理工程を行なって形成したのである。したがって、
本発明によるアレイ基板１０１は前記酸化物半導体層１１９と前記酸化膜１２６は短時間
内に続いて形成されることによって前記酸化物半導体層１１９の表面が大気中に露出され
るによる表面汚染を最小化した。
【００６０】
　また、前記酸化物半導体層１１９と酸化膜１２６は全てスパッタリングを介して形成さ
れることによってこれら２物質層間のその界面特性が無機絶縁物質例えば酸化シリコーン
（ＳｉＯ２）または窒化シリコン（ＳｉＮｘ）を化学気相蒸着して形成した絶縁膜（保護
層）と接触する従来のアレイ基板の酸化物半導体層と絶縁膜との界面特性より優秀であっ
てさらに安定的な素子特性を確保することができる。
【００６１】
　また、前記酸化物半導体層１１９はその表面でエッチングが発生する余地がないので従
来のようにエッチングされる厚さを勘案して１５００Åないし１８００Å程度の厚さを有
するように形成する必要なくチャネルが形成されるアクティブ層としての役割が可能な最
適の厚さである５００Åないし１０００Å程度になるように形成することによって材料浪
費を減らしてひいては蒸着時間を減らすことができる付加的な効果を得ることができる。
【００６２】
　前述した段階までの工程進行により前記スイッチング領域ＴｒＡに順次積層された前記
ゲート電極１０８と、ゲート絶縁膜１１２と、酸化物半導体層１１９と、オーミックコン
タクト層１２５と、互いに離隔するソース及びドレイン電極１３５、１３８と酸化膜１２
６は薄膜トランジスタＴｒを形成する。
【００６３】
　一方、図面に示さなかったが、前記アレイ基板１０１が有機電界発光素子用アレイ基板
として利用される場合、前記データ配線１３２と平行に前記ゲート絶縁膜１１２上に前記
データ配線１３２と所定間隔離隔して電源配線（図示せず）がさらに形成されることがで
き、各画素領域Ｐ内には前述したゲート配線（図示せず）及びデータ配線１３２と連結さ
れた前記薄膜トランジスタＴｒ以外にこれと同一構造を有して前記電源配線（図示せず）
と前記薄膜トランジスタＴｒと連結された少なくとも一つの駆動薄膜トランジスタ（図示
せず）が前記画素領域Ｐ内にさらに形成されることもできる。
【００６４】
　次に、図３Ｉに示したように、前記ソース及びドレイン電極１３５、１３８とデータ配
線１３２及び酸化膜１２６上に全面に無機絶縁物質例えば酸化シリコーン（ＳｉＯ２）ま
たは窒化シリコン（ＳｉＮｘ）を蒸着したり、または有機絶縁物質例えば、ベンゾシクロ
ブテン（ＢＣＢ）またはフォトアクリルを塗布することによって全面に保護層１４０を形
成して、これに対してマスク工程を行なってパターニングすることによって前記各画素領
域Ｐ内の前記ドレイン電極１３８の一部を露出させるドレインコンタクトホール１４３を
形成する。
【００６５】
　次に、図３Ｊに示したように、前記ドレインコンタクトホール１４３が具備された保護
層１４０上に透明導電性物質例えば金属物質インジウム－スズ－オキサイド（ＩＴＯ）ま
たはインジウム－ジンク－オキサイド（ＩＺＯ）を全面に蒸着して透明導電性物質層（図
示せず）を形成して、これをマスク工程を行なってパターニングすることによって前記画
素領域Ｐ別に前記ドレインコンタクトホール１４３を介して前記ドレイン電極１３８と接
触する画素電極１５０を形成することによって本発明の実施形態によるアレイ基板１０１
を完成する。
【００６６】
　一方、前記各画素領域Ｐに駆動薄膜トランジスタ（図示せず）が形成される場合、前記
スイッチング領域ＴｒＡに形成される薄膜トランジスタＴｒは前記画素電極１５０と接触
しなくて、代わりに前記駆動薄膜トランジスタ（図示せず）のドレイン電極（図示せず）
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が前記画素電極１５０と前記駆動薄膜トランジスタ（図示せず）のドレイン電極（図示せ
ず）を露出させて形成されたドレインコンタクトホール（図示せず）を介して接触して電
気的に連結されるように形成する。この時前記スイッチング領域ＴｒＡに形成された薄膜
トランジスタＴｒは前記ドレインコンタクトホール１４３が形成されなくて保護層１５０
により完全に覆われた形態となる。また、前記スイッチング領域ＴｒＡの薄膜トランジス
タＴｒと前記駆動薄膜トランジスタ（図示せず）は互いに電気的に連結されるように構成
する。このようにスイッチング領域ＴｒＡに前記ゲート及びデータ配線（図示せず、１３
２）と連結された薄膜トランジスタＴｒと画素領域Ｐに駆動薄膜トランジスタ（図示せず
）が形成されるアレイ基板の場合有機電界発光素子用アレイ基板（図示せず）を形成する
ようになる。
【００６７】
　一方、前述した実施形態の場合、酸化物半導体物質層と、補助物質層と、第２金属物質
層をハーフトーン露光または回折露光を含む１回のマスク工程を含んで総４回のマスク工
程を介してアレイ基板を製造することを見せているが、その変形例で５マスク工程により
製造することもできる。
【００６８】
　以後実施形態と差別点がある部分に対してのみ簡単に説明する。
【００６９】
　図４Ａないし図４Ｅは、本発明の変形例によるアレイ基板の薄膜トランジスタを含む一
つの画素領域に対する製造段階別工程断面図である。
【００７０】
　この時、前記実施形態と同じ構成要素に対しては１００を加えて図面符号を付与した。
【００７１】
　まず、図４Ａに示したように、絶縁基板２０１上に第１実施形態に言及した第１金属物
質を蒸着して第１金属層（図示せず）を形成してこれをパターニングすることによってゲ
ート電極２０８及びゲート配線（図示せず）と、これら二つの構成要素の上部全面にゲー
ト絶縁膜２１２を形成する。
【００７２】
　以後、前記ゲート絶縁膜２１２上にスパッタリングを実施して実施形態で言及した酸化
物半導体物質のうち一つを蒸着することによって５００Åないし１０００Åの厚さを有す
る酸化物半導体物質層２１８を形成して、続いてスパッタリングを実施してチタン（Ｔｉ
）またはチタン合金を蒸着することによって前記酸化物半導体物質層２１８上部に５０Å
ないし５００Åの厚さを有する補助物質層２２２を形成する。
【００７３】
　次に、図４Ｂに示したように、前記補助物質層２２２をマスク工程を介してパターニン
グすることによってスイッチング領域ＴｒＡに補助パターン２２３を形成する。続いて前
記補助パターン２２３の外部に露出された前記酸化物半導体物質層（図４Ａの２１８）を
エッチングして除去することによって前記スイッチング領域ＴｒＡに島状の酸化物半導体
層２１９を形成する。この時前記補助パターン２２３と前記酸化物半導体層２１９は同一
形態で重なってスイッチング領域ＴｒＡにだけ形成されるようになる。
【００７４】
　次に、図４Ｃに示したように、前記補助パターン２２３上に前述した第２金属物質を蒸
着して第２金属層（図示せず）を形成して、これをマスク工程を行なってパターニングす
ることによって各画素領域Ｐの境界に前記ゲート配線（図示せず）と交差するデータ配線
２３２を形成して、同時に前記スイッチング領域ＴｒＡには前記補助パターン２２３上に
互いに離隔するソース及びドレイン電極２３５、２３８を形成する。このような変形例の
場合、前記データ配線２３２の下部には実施形態でのような第１及び第２ダミーパターン
は形成されないようになる。
【００７５】
　一方、説明の便宜のために前記補助パターン２２３のうち前記ソース及びドレイン電極
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２３５、２３８により遮られた部分を第１補助パターン２２３ａ、前記ソース及びドレイ
ン電極２３５、２３８間に露出された部分を第２補助パターン２２３ｂと定義する。
【００７６】
　次に、図４Ｄに示したように、前記ソース及びドレイン電極２３５、２３８間に露出さ
れた前記第２補助パターン（図４Ｃの２２３ｂ）に対して酸素（Ｏ２）プラズマ工程を行
なったりまたは３００℃ないし４００℃温度雰囲気を有するオーブンまたは炉（furnace
）内で数十秒ないし数十分間熱処理工程を行なうことによって絶縁特性を有するチタン酸
化膜２２６に変形させる。この時、ソース及びドレイン電極２３５、２３８の下部にチタ
ン酸化膜２２６に変化されない第１補助パターン（図４Ｃの２２３ａ）部分はオーミック
コンタクト層２２５を形成するようになる。
【００７７】
　以後、図４Ｅに示したように、前記ソース及びドレイン電極２３５、２３８とデータ配
線２３２と酸化膜２２６上部に無機絶縁物質を蒸着したり、または有機絶縁物質を塗布す
ることによって全面に保護層２４０を形成して、これに対してマスク工程を行なってパタ
ーニングすることによって前記各画素領域Ｐ内の前記ドレイン電極２３８の一部を露出さ
せるドレインコンタクトホール２４３を形成する。
【００７８】
　次に、前記ドレインコンタクトホール２４３が具備された保護層２４０上に透明導電性
物質を全面に蒸着して透明導電性物質層（図示せず）を形成して、これをマスク工程を行
なってパターニングすることによって前記画素領域Ｐ別に前記ドレインコンタクトホール
２４３を介して前記ドレイン電極２３８と接触する画素電極２５０を形成することによっ
て本発明の変形例によるアレイ基板２０１を完成する。
【００７９】
　前述した本発明の変形例で見たように製作されたアレイ基板２０１も前記スイッチング
領域ＴｒＡに形成された酸化物半導体層２１９は前記ソース及びドレイン電極２３５、２
３８パターニングのためのエッチング液に露出されないし、工程特性上従来のように互い
に離隔するオーミックコンタクト層形成のための前記オーミックコンタクト層自らのパタ
ーニング工程は行なわないのでスイッチング領域ＴｒＡ全面にかけて一定な厚さを形成す
るようになる。したがって、前記酸化物半導体層２１９はその表面がエッチングされる等
の問題が生じないのでこれを具備した薄膜トランジスタＴｒが基板２０１全面において一
定な素子特性を有するようになる。
【符号の説明】
【００８０】
　１０１：基板
　１０８：ゲート電極
　１１２：ゲート絶縁膜
　１１９：酸化物半導体層
　１２０：第２ダミーパターン
　１２４：第１ダミーパターン
　１２５：オーミックコンタクト層
　１２６：（チタン）酸化膜
　１３２：データ配線
　１３５：ソース電極
　１３８：ドレイン電極
　Ｐ：画素領域
　Ｔｒ：薄膜トランジスタ
　ＴｒＡ：スイッチング領域
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