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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出装置の製造方法であって、
　基板の上に、複数の信号配線と、前記複数の信号配線に電気的に接続された複数のスイ
ッチ素子と、定電位が供給される定電位配線と、を形成する第１工程と、
　前記定電位配線に電気的に接続されずに前記複数のスイッチ素子に電気的に接続され、
前記複数のスイッチ素子の上に形成された複数の第１電極と、前記複数の第１電極の上に
跨って形成された半導体層と、を含む複数の変換素子を形成し、各々が前記複数のスイッ
チ素子のうちの１つのスイッチ素子と前記複数の変換素子のうちの１つの変換素子とを含
む複数の画素を形成する第２工程と、
　前記複数の画素のうちの欠陥を有する画素の変換素子の第１電極と前記定電位配線とを
電気的に接続する第３工程と、
を有する検出装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第３工程において、前記複数の信号配線のうち前記欠陥を有する画素のスイッチ素
子に接続された信号配線と前記欠陥を有する画素のスイッチ素子との間の接続を、レーザ
ーを照射することによって切断することを特徴とする請求項１に記載の検出装置の製造方
法。
【請求項３】
　前記第１工程において、更に、前記欠陥を有する画素の変換素子の第１電極と前記定電
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位配線とを電気的に接続するための複数の接続部材を、絶縁層を介して前記定電位配線と
少なくとも一部が重なるように形成し、
　前記第２工程において、前記複数の第１電極はそれぞれ前記複数の接続部材のうちの所
定の接続部材の上に形成され、且つ、前記所定の接続部材と電気的に接続されており、
　前記第３の工程において、前記複数の接続部材のうち前記欠陥を有する画素の変換素子
の第１電極の下に位置する接続部材と前記定電位配線とが重なる位置にレーザーを照射す
ることによって前記絶縁層を蒸散し、前記欠陥を有する画素の変換素子の第１電極と前記
定電位配線とを電気的に接続することを特徴とする請求項２に記載の検出装置の製造方法
。
【請求項４】
　前記第１工程において、前記欠陥を有する画素の変換素子の第１電極と前記定電位配線
とを電気的に接続するための複数の接続部材を更に形成し、
　前記第２工程において、前記複数の第１電極はそれぞれ前記複数の接続部材のうちの所
定の接続部材の上に形成され、且つ、前記接続部材と電気的に接続されており、
　前記第３工程において、前記複数の接続部材のうち前記欠陥を有する画素の変換素子の
第１電極の下に位置する接続部材と前記定電位配線とが露出するように開口を設け、前記
開口に前記接続部材と前記定電位配線とを電気的に接続するための導電層を形成すること
を特徴とする請求項２に記載の検出装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１工程において、前記複数の信号配線と前記複数のスイッチ素子を覆う第１層間
絶縁層を形成し、前記第１層間絶縁層の上に前記定電位配線と接続された前記複数の接続
部材と前記定電位配線とを形成し、前記定電位配線と前記複数の接続部材とを覆う第２層
間絶縁層を形成し、
　前記第２工程において、前記複数の第１電極を前記第２層間絶縁層の上に形成し、
　前記第３工程において、前記複数の接続部材のうち前記欠陥を有する画素の変換素子の
第１電極の下に位置する接続部材の上からレーザーを照射することによって前記第２層間
絶縁層を蒸散し、前記欠陥を有する画素の変換素子の第１電極と前記定電位配線とを電気
的に接続することを特徴とする請求項２に記載の検出装置の製造方法。
【請求項６】
　前記スイッチ素子は、ゲート電極とソースとドレインとチャネルとを有する薄膜トラン
ジスタであり、前記ソースと前記ドレインのうちの一方は前記第１電極と電気的に接続さ
れ、前記ソースと前記ドレインのうちの他方は前記信号配線に接続され、
　前記複数の接続部材のうちの１つの接続部材は、前記１つの接続部材の上に形成された
第１電極に電気的に接続された薄膜トランジスタのチャネルの上に形成されることを特徴
とする請求項５に記載の検出装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第３工程の後に、前記欠陥を有する画素の変換素子を含む前記複数の変換素子を覆
うパッシベーション層を形成する第４工程を更に有することを特徴とする請求項１から６
のいずれか１項に記載の検出装置の製造方法。
【請求項８】
　前記変換素子は光電変換素子であり、
　前記第４工程の後に、放射線を前記光電変換素子が感知可能な光に変換するシンチレー
タを、前記パッシベーション層の上に形成する第５工程を更に有することを特徴とする請
求項７に記載の検出装置の製造方法。
【請求項９】
　基板の上に配置された複数の画素と複数の信号配線とを含み、
　前記複数の画素はそれぞれ、前記基板の上に配置されたスイッチ素子と、前記スイッチ
素子の上に配置された変換素子と、を含み、
　前記変換素子は、前記スイッチ素子の上に配置され前記スイッチ素子に電気的に接続さ
れた第１電極と、複数の前記第１電極の上に跨って配置された半導体層と、を含み、
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　複数の前記スイッチ素子は、前記複数の信号配線と電気的に接続されている検出装置で
あって、
　定電位が供給される定電位配線を更に含み、
　前記複数の画素のうちの欠陥を有する画素において、前記第１電極と前記定電位配線と
が電気的に接続されていることを特徴とする検出装置。
【請求項１０】
　前記欠陥を有する画素のスイッチ素子と、前記複数の信号配線のうち前記欠陥を有する
画素のスイッチ素子と電気的に接続された信号配線と、の間の接続が切断されていること
を特徴とする請求項９に記載の検出装置。
【請求項１１】
　前記欠陥を有する画素の変換素子の第１電極と前記定電位配線とを電気的に接続するた
めの複数の接続部材を更に有し、
　前記複数の接続部材は、絶縁層を介して前記定電位配線と少なくとも一部が重なるよう
に配置され、且つ、前記複数の接続部材のうちの所定の接続部材は複数の前記第１電極の
うちの所定の第１電極と電気的に接続されており、
　前記複数の接続部材のうち前記欠陥を有する画素の変換素子の第１電極の下に位置する
接続部材と前記定電位配線とが重なる位置において、前記接続部材と前記定電位配線とが
電気的に接続していることを特徴とする請求項１０に記載の検出装置。
【請求項１２】
　前記複数の第１電極はそれぞれ前記複数の接続部材のうちの所定の接続部材の上に形成
され、且つ、前記所定の接続部材と電気的に接続されており、
　前記複数の接続部材のうち前記欠陥を有する画素の変換素子の第１電極の下に位置する
接続部材と前記定電位配線とを露出するように設けられた開口を更に有し、
　前記接続部材と前記定電位配線を接続するための導電層が前記開口に配置されているこ
とを特徴とする請求項１０に記載の検出装置。
【請求項１３】
　前記複数の信号配線と前記複数のスイッチ素子の上に配置された第１層間絶縁層と、前
記第１層間絶縁層の上に配置された第２層間絶縁層と、を更に有し、
　前記定電位配線に接続された前記複数の接続部材及び前記定電位配線は、前記第１層間
絶縁層と前記第２層間絶縁層との間に配置されており、
　複数の前記第１電極は、前記第２層間絶縁層の上に配置されており、
　前記欠陥を有する画素において、前記接続部材の上に位置する領域を介して前記接続部
材と前記第１電極とが電気的に接続されていることを特徴とする請求項１０に記載の検出
装置。
【請求項１４】
　前記スイッチ素子は、ゲート電極とソースとドレインとチャネルとを有する薄膜トラン
ジスタであり、前記ソースと前記ドレインのうちの一方は前記第１電極と電気的に接続さ
れ、前記ソースと前記ドレインのうちの他方は前記信号配線に接続され、
　前記複数の接続部材のうちの１つの接続部材は、前記１つの接続部材の上に配置された
第１電極に電気的に接続されたトランジスタのチャネルの上に形成されることを特徴とす
る請求項１３に記載の検出装置。
【請求項１５】
　請求項９から１４のいずれか１項に記載の検出装置と、
　前記検出装置からの信号を処理する信号処理手段と、
　前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、
　前記信号処理手段からの信号を伝送するための伝送処理手段と、
　を具備する検出システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(4) JP 6053379 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

　本発明は、医療用画像診断装置、非破壊検査装置、放射線を用いた分析装置などに応用
される検出装置の製造方法、その検出装置、及び、検出システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄膜半導体製造技術は、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）等のスイッチ素子と光電変
換素子等の変換素子とを組み合わせた検出装置や放射線検出装置に利用されている。また
、構造についても、変換素子の開口率を向上させて検出装置の感度を向上させるため、特
許文献１に示すようなスイッチ素子の上方に変換素子を配置する積層構造の画素が提案さ
れている。特許文献１では更に、スイッチ素子に電気的に接続される変換素子の電極（以
下、個別電極と称する）が画素ごとに分割され、変換素子の半導体層が複数の画素に跨っ
て分離されることなく配置された積層構造の画素が提案されている。
【０００３】
　一方、薄膜半導体製造技術を用いた検出装置の製造工程では、異物の混入やプロセスの
不具合により、変換素子やＴＦＴに欠陥を有する、欠陥画素がある確率で発生し得る。そ
こで、特許文献２に示すように、欠陥が生じた画素と信号配線を電気的に分断するため、
ＴＦＴのドレイン電極又はソース電極と信号配線との接続を切断する、所謂リペアの技術
が提案されている。特許文献２では、特にレーザーによりＴＦＴのドレイン電極又はソー
ス電極と信号配線との接続を切断する、所謂レーザーリペアの技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許公報第５６１９０３３号
【特許文献２】特開２００４－１７９６４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、半導体層が画素毎に分離されていない変換素子を有する検出装置に対し
てリペアを行うと、欠陥画素に隣接する正常な画素と欠陥画素とが半導体層でつながって
いため、半導体層を介したキャリアの移動により正常画素に不具合が発生し得る。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題を解決するものであり、半導体層が画素毎に分離されてい
ない変換素子を有する検出装置においてリペアを行っても正常画素に不具合が発生するこ
とを抑制することが可能な検出装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の検出装置の製造方法は、基板の上に、複数の信号配線と、前記複数の信号配線
に電気的に接続された複数のスイッチ素子と、定電位が供給される定電位配線と、を形成
する第１工程と、前記複数のスイッチ素子に電気的に接続され、前記複数のスイッチ素子
の上に形成された複数の第１電極と、前記複数の第１電極の上に跨って形成された半導体
層と、を含む複数の変換素子を形成し、各々が前記複数のスイッチ素子のうちの１つのス
イッチ素子と前記複数の変換素子のうちの１つの変換素子とを含む複数の画素を形成する
第２工程と、前記複数の画素のうちの欠陥を有する画素の変換素子の第１電極と前記定電
位配線とを電気的に接続する第３工程と、を有する。
【０００８】
　本発明の検出装置は、基板の上に配置された複数の画素と複数の信号配線とを含み、前
記複数の画素はそれぞれ、前記基板の上に配置されたスイッチ素子と、前記スイッチ素子
の上に配置された変換素子と、を含み、前記変換素子は、前記スイッチ素子の上に配置さ
れ前記スイッチ素子に電気的に接続された第１電極と、複数の前記第１電極の上に跨って
配置された半導体層と、を含み、複数の前記スイッチ素子は、前記複数の信号配線と電気
的に接続されている検出装置であって、定電位が供給される定電位配線を更に含み、前記
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複数の画素のうちの欠陥を有する画素において、前記第１電極と前記定電位配線とが電気
的に接続されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、半導体層が画素毎に分離されていない変換素子を有する検出装置におい
てリペアを行っても正常画素に不具合が発生することを抑制することが可能な検出装置及
びその製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る検出装置の概略的等価回路図、及び、画素の平面模式図で
ある。
【図２】第１の実施形態に係る検出装置の１画素の断面模式図である。
【図３】第１の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明するための断面模式図である。
【図４】第１の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明するための断面模式図である。
【図５】第２の実施形態に係る検出装置の模式的等価回路図、及び、画素の平面模式図で
ある。
【図６】第２の実施形態に係る検出装置の１画素の断面模式図である。
【図７】第２の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明するための断面模式図である。
【図８】第３の実施形態に係る検出装置の画素の平面模式図である。
【図９】第３の実施形態に係る検出装置の１画素の断面模式図である。
【図１０】第３の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明するための断面模式図である
。
【図１１】第３の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明するための断面模式図である
。
【図１２】第４の実施形態に係る検出装置の画素の平面模式図である。
【図１３】第４の実施形態に係る検出装置の１画素の断面模式図である。
【図１４】第４の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明するための断面模式図である
。
【図１５】第４の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明するための断面模式図である
。
【図１６】第５の実施形態に係る検出装置の画素の平面模式図である。
【図１７】第５の実施形態に係る検出装置の１画素の断面模式図である。
【図１８】検出装置の検出システムへの応用例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して具体的に説明する。
【００１２】
　（第１の実施形態）
　まず、図１（ａ）、図１（ｂ）、図２（ａ）、及び、図２（ｂ）を用いて、本発明の第
１の実施形態に係る検出装置を説明する。図１（ａ）は、第１の実施形態に係る検出装置
の概略的等価回路図である。なお、図１（ａ）では説明の簡便化のため３行３列の等価回
路図を用いたが、本発明はそれに限定されるものではなく、検出装置はｎ行ｍ列（ｎ，ｍ
はいずれも２以上の自然数）の画素アレイである変換部３を有する。図１（ｂ）は、１画
素の平面模式図であり、簡便化のため、各絶縁層と変換素子の半導体層を省略し変換素子
については第１電極１２２のみを示している。図２（ａ）は図１（ｂ）の正常な画素のＡ
－Ａ’での断面模式図であり、図２（ｂ）は図１（ｂ）の欠陥画素のＢ－Ｂ’での断面模
式図である。なお、図２（ａ）及び図２（ｂ）では、図１（ｂ）で省略した各絶縁層と変
換素子の半導体層も記載する。
【００１３】
　本実施形態における検出装置は、基板１００の表面上に、行方向及び列方向に配列され
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た複数の画素１を含む変換部３が設けられている。各画素１は、放射線又は光を電荷に変
換する変換素子１２と、変換素子１２の電荷に応じた電気信号を出力するスイッチ素子で
あるＴＦＴ（薄膜トランジスタ）１３と、を含む。変換素子の第２電極１２６側の表面に
、放射線を可視光に波長変換するシンチレータ（不図示）が配置されてもよい。電極配線
１４は、列方向に配列された複数の変換素子１２の第２電極１２６に共通に電気的に接続
する。なお、電極配線１４は便宜的に記載しているが、本発明は配線構造を用いた構成に
限定されるものではない。配線構造を使用せずに画素アレイ全面に配置された第２電極１
２６のみで電気的な接続を行ってもよい。変換素子１２の第１電極１２２は、後述するＴ
ＦＴ１３の第２主電極１３６が電気的に接続する。制御配線１５は、行方向に沿って配置
された複数のＴＦＴ１３の制御電極１３１に共通に電気的に接続し、駆動回路２に電気的
に接続する。駆動回路２が列方向に並んで複数配置された制御配線１５に駆動パルスを順
次に又は同時に供給することにより、行単位で画素からの電気信号が、行方向に並んで配
置された複数の信号配線１６に並列に出力される。信号配線１６は、列方向に配列された
複数のＴＦＴ１３の第１主電極１３５に共通に電気的に接続し、読出回路４に電気的に接
続する。読出回路４は、信号配線１６毎に、信号配線１６からの電気信号を積分して増幅
する積分増幅器５と、積分増幅器５で増幅して出力された電気信号をサンプルホールドす
るサンプルホールド回路６を備える。読出回路４は更に、複数のサンプルホールド回路６
から並列に出力される電気信号を直列の電気信号に変換するマルチプレクサ７と、出力さ
れた電気信号をデジタルデータに変換するＡ／Ｄ変換器８を含む。積分増幅器５の非反転
入力端子には電源回路９から基準電位Ｖｒｅｆが供給される。電源回路９は更に、行方向
に配列された複数の電極配線１４に電気的に接続されており、変換素子１２の第２電極１
２６にバイアス電位Ｖｓを供給する。また、所定の定電位が供給される定電位配線１７が
列方向に沿って配置されている。ここでは、定電位配線１７は信号配線１６と平行に配置
されている。欠陥画素が生じ、変換素子の第１電極１２２に意図しない電位が印加されて
しまう場合に、第１電極１２２と定電位配線１７とを電気的に接続する処理を行うことに
より、第１電極１２２を定電位配線１７とに供給される定電位に固定することができる。
なお、ＴＦＴ１３の制御電極はゲート電極であり、第１主電極１３５はソース電極及びド
レイン電極の一方であり、第２主電極１３６はソース電極及びドレイン電極の他方である
。
【００１４】
　次に、図１（ｂ）及び図２（ａ）を用いて正常な画素の構成について説明する。本実施
形態の検出装置の１つの画素１１は、放射線又は光を電荷に変換する変換素子１２と、変
換素子１２の電荷に応じた電気信号を出力するスイッチ素子であるＴＦＴ１３とを含む。
変換素子１２は、ＰＩＮ型のフォトダイオードを用いている。変換素子１２は、ガラス基
板等の絶縁性の基板１００の上に設けられたＴＦＴ１３の上に層間絶縁層１３８を挟んで
積層されて配置されている。
【００１５】
　ＴＦＴ１３は、基板１００の上に、基板側から順に、制御電極１３１と、絶縁層１３２
と、半導体層１３３と、半導体層１３３よりも不純物濃度の高い不純物半導体層１３４と
、第１主電極１３５と、第２主電極１３６と、を含む。不純物半導体層１３４はその一部
領域で第１主電極１３５及び第２主電極１３６と接しており、その一部領域と接する半導
体層１３３の領域の間の領域が、ＴＦＴのチャネルとなる。制御電極１３１は制御配線１
５と電気的に接続しており、第１主電極１３５は信号配線１６と電気的に接続しており、
第２主電極１３６は変換素子１２の第１電極１２２と電気的に接続している。また、基板
１００の上に、定電位配線１７及び接続部材１８が配置されている。なお、本実施形態で
は、後述するように、制御電極１３１、制御配線１５、接続部材１８は、同じ導電膜から
形成されており、制御電極１３１が制御配線１５の一部をなしている。また、本実施形態
では、後述するように、第１主電極１３５、第２主電極１３６、信号配線１６、及び、定
電位配線１７は、同じ導電膜から形成されており、第１主電極１３５が信号配線１６の一
部をなしている。また、図１（ｄ）のように、接続部材１８と定電位配線１７は、絶縁層
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１３２を介して少なくとも一部が重なるように配置されている。本実施形態では、スイッ
チ素子として非晶質シリコンを主材料とした半導体層１３３及び不純物半導体層１３４を
用いた逆スタガ型のＴＦＴを用いたが、本発明はそれに限定されるものではない。例えば
、多結晶シリコンを主材料としたスタガ型のＴＦＴを用いたり、有機ＴＦＴ、酸化物ＴＦ
Ｔ等を用いたりすることができる。
【００１６】
　保護層１３７はＴＦＴ１３、制御配線１５、信号配線１６、及び、定電位配線１７を覆
うように配置されている。層間絶縁層１３８は、複数のＴＦＴ１３を覆うように、基板１
００と後述する複数の第１電極１２２との間に配置されている。保護層１３７と層間絶縁
層１３８は、コンタクトホールを有している。
【００１７】
　変換素子１２は、層間絶縁層１３８の上に、層間絶縁層１３８側から順に、第１電極１
２２と、第１導電型の不純物半導体層１２３と、半導体層１２４と、第２導電型の不純物
半導体層１２５と、第２電極１２６と、を含む。ここで、第１電極１２２と第２電極１２
６の間に配置された半導体層１２４は、真性半導体であることが望ましい。第１電極１２
２と半導体層１２４との間に配置された第１導電型の不純物半導体層１２３は、第１導電
型の極性を示し、半導体層１２４及び第２導電型の不純物半導体層１２５よりも第１導電
型の不純物の濃度が高いものである。また、半導体層１２４と第２電極１２６との間に配
置された第２導電型の不純物半導体層１２５は、第１導電型と逆の第２導電型の極性を示
し、第１導電型の不純物半導体層１２３及び半導体層１２４よりも第２導電型の不純物の
濃度が高いものである。第１導電型と第２導電型とは互いに異なる極性の導電型であり、
例えば第１導電型がｎ型であれば第２導電型はｐ型である。変換素子１２の第１電極１２
２は、ＴＦＴ１３の第２主電極１３６と保護層１３７及び層間絶縁層１３８に設けられた
第１コンタクトホールＣＨ１において電気的に接続している。また、変換素子１２の第１
電極１２２は、接続部材１８と保護層１３７及び層間絶縁層１３８に設けられた第２コン
タクトホールＣＨ２において電気的に接続している。第２電極１２６は後述する電極配線
１４と電気的に接続している。なお、本実施形態では、非晶質シリコンを主材料とした第
１導電型の不純物半導体層１２３、半導体層１２４、第２導電型の不純物半導体層１２５
を用いたフォトダイオードを用いたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば
非晶質セレンを主材料とした第１導電型の不純物半導体層１２３、半導体層１２４、第２
導電型の不純物半導体層１２５を用いた、放射線を直接電荷に変換する素子も用いること
ができる。変換素子として第１電極１２２及び第２電極１２６には、光透過性のＩＴＯ等
の透明導電性酸化物が用いられる。ただし、第１電極１２２には金属材料を用いてもよい
。特に、変換素子１２が、光電変換素子と波長変換体とを備えた間接型の変換素子である
場合には、波長変換体側の電極である第２電極１２６には光透過性のＩＴＯ等の透明導電
性酸化物が用いられる。一方、第２電極１２６よりも波長変換体から遠い第１電極１２２
には、Ａｌからなる光透過性の低い導電体を用いてもよい。
【００１８】
　層間絶縁層１３８の上の複数の第１電極１２２の間には、無機絶縁材料からなる絶縁部
材１２１が層間絶縁層１３８に接して配置されている。そして、第１電極１２２と絶縁部
材１２１とが、層間絶縁層１３８を覆うように層間絶縁層１３８の上に配置されている。
そのため、不純物半導体層１２３となる不純物半導体膜を成膜する際に、層間絶縁層１３
８が表面に露出されることが無く、不純物半導体層１２３への有機絶縁材料の混入が低減
できる。また、本実施形態では、不純物半導体層１２３が、絶縁部材１２１の上で画素ご
とに分離されている。その分離のためのドライエッチング工程の際、絶縁部材１２１がエ
ッチングストッパー層として働く為、層間絶縁層１３８がドライエッチングのスピーシー
ズに晒されることなく、有機絶縁材料による各層への汚染を防止することが可能となる。
【００１９】
　そして、変換素子１２を覆うように、パッシベーション層１２７と層間絶縁層１２８が
設けられている。パッシベーション層１２７は、酸化シリコンや窒化シリコンなどの無機
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絶縁材料が用いられ、変換素子１２及び絶縁層１２１を覆うように設けられている。層間
絶縁層１２８は、パッシベーション層１２７を覆うように、第２電極１２６と電極配線１
４の間に配置されている。パッシベーション層１２７と層間絶縁層１２８は、コンタクト
ホールを有している。変換素子１２の第２電極１２６と電極配線１４とが、パッシベーシ
ョン層１２７と層間絶縁層１２８に設けられたコンタクトホールにおいて、電気的に接続
される。層間絶縁層１２８には、変換素子１２と、電極配線１４との間の寄生容量を低減
させるために、厚く形成可能な有機絶縁材料が好適に用いられる。
【００２０】
　電極配線１４は、層間絶縁層１２８の上に配置された透明導電性酸化物からなる第１導
電層１４１と、第１導電層１４１の上に配置された金属材料からなる第２導電層１４２と
、を含む。第１導電層１４１は、パッシベーション層１２７と層間絶縁層１２８に設けら
れたコンタクトホールにおいて変換素子１２の第２電極１２６と接続される。第２導電層
１４２は、その正射影が隣接する２つの変換素子１２の２つの第１電極１２２の間に位置
するように、第１導電層１４１の上に配置される。
【００２１】
　そして、電極配線１４を覆うように、酸化シリコンや窒化シリコンなどの無機絶縁材料
のパッシベーション層１４３が設けられている。そして、パッシベーション層１４３を覆
うように、有機絶縁材料の平坦化層１４４が配置され、平坦化層１４４の上に、放射線を
光電変換素子が感知可能な光に変換するシンチレータ２００が配置され得る。
【００２２】
　次に、図１（ｂ）及び図２（ｂ）を用いて欠陥画素の構成について説明する。なお、こ
こでは欠陥画素として、変換素子１２に異物２０が混入したものを例として示す。ただし
、本発明の欠陥画素はこれに限定されるものではなく、欠陥画素としてはＴＦＴ１３の電
極間のショートや特性異常に起因するものも挙げられる。
【００２３】
　図１（ｂ）及び図２（ｂ）に示すように、欠陥画素においては、第１主電極１３５と信
号配線１６との接続を切断するために、第１主電極１３５が切断領域２１を有する。切断
領域２１により、信号配線１６を介して読出回路４に欠陥画素で発生した電気信号が伝わ
らないようにすることが可能となる。また、切断領域２１により、第１電極１２２は信号
配線１６と電気的に分離される。ここで、切断領域２１は、後述するように、第１主電極
１３５の一部がレーザーの照射によって溶融及び蒸散された領域である。更に、制御電極
１３１と制御配線１５との接続を切断するために、制御電極１３１が切断領域２２を有す
る。ここで、切断領域２２は、制御電極１３１の一部がレーザーの照射によって溶融及び
蒸散された領域である。また、切断領域２２により、制御配線１５に供給される駆動パル
スが欠陥画素で発生した電気信号による影響を受けることを抑制することが可能となる。
【００２４】
　更に、欠陥画素においては、第１電極１２２と定電位配線１７とを電気的に接続するた
めの接続領域２３を有する。本実施形態では、接続領域２３は、絶縁層１３２を介して接
続部材１８の上に一部が重なるように配置された定電位配線１７の接続部材１８と重なる
領域と接続部材１８とがレーザーの照射によって溶着した領域である。これにより、第１
電極１２２は、接続領域２３を介して接続部材１８と定電位配線１７が電気的に接続する
ことにより、定電位配線１７と電気的に接続することとなる。定電位配線１７と接続部材
１８の材料はＡｌなどの低融点金属が好ましい。また、溶融する導電材料が増えるため、
定電位配線１７は絶縁層１３２のよりも厚いことが好ましい。レーザーの照射は基板１０
０の上側からでも下側からでも照射することが可能である。図２（ｂ）は基板１００の上
側からレーザー光を照射した例を示す。
【００２５】
　ここで、第１電極１２２と定電位配線１７とが電気的に接続されていない場合に発生し
得る問題を以下に説明する。通常、変換素子には放射線又は光を電荷に変換するための電
圧が第１電極１２２と第２電極１２６の間に与えられる。そのために第１電極１２２には
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信号配線１６及びＴＦＴ１３を介して所定の電位が供給され、第２電極１２６には電極配
線１４を介して所定の電位とは異なる電位が供給される。一方、欠陥画素では、第１電極
１２２は、信号配線１６とも電気的に切断されているため、電気的にフローティング状態
となり、徐々に第２電極１２６に供給される電位と同じ電位となる。そのため、正常な画
素の第１電極１２２と欠陥画素の第１電極１２２との間で、大きい電位勾配差が生じる。
このような状態で、制御配線１５に供給される駆動パルスにより、欠陥画素の第１電極１
２２の電位が揺られて意図しない電位となってしまった場合、多量の電荷が電位勾配に従
って半導体層１２４を介して隣接する正常な画素に流れ込むおそれがある。それにより、
欠陥画素に隣接する正常な画素から得られる電気信号に、流れ込んだ電荷の影響による電
気信号が付加され、正常な電気信号が得られなくなるおそれがある。
【００２６】
　上記問題を解決するために、第１電極１２２と定電位配線１７とが電気的に接続される
ことにより、第１電極１２２は所望の定電位に固定される。ここで、定電位配線に供給さ
れる定電位は、ＰＩＮ型フォトダイオードに順方向バイアスがかからないようにする必要
がある。例えば、第１導電型の不純物半導体層１２３がｎ型、第２導電型の不純物半導体
層がｐ型であれば、定電位配線１７に供給される定電位を第２電極１２６に供給するバイ
アス電位Ｖｓ以上の電位に設定する必要がある。また、逆方向バイアスがかかりすぎても
、隣接画素との第１電極間の電位差が増加していき、欠陥画素部で電位が不均衡な状態と
なる。その為、定電位配線に供給される定電位は大きくとも、正常画素において、通常時
のダーク電流の１０倍以下のダーク電流が流れる電位までに固定するのが望ましい。更に
は、正常画素の変換素子１２の第１電極１２２の電位変動範囲内にするのが望ましく、正
常画素の変換素子に飽和線量の放射線が当たった際の第１電極１２２の電位から、放射線
が当らない際の第１電極１２２の電位範囲の中に設定するのが望ましい。好ましくは、正
常な画素の第１電極１２２に供給される電位と等しい電位である基準電位Ｖｒｅｆに設定
する。また、第１導電型の不純物半導体層１２３がｐ型、第２導電型の不純物半導体層が
ｎ型であれば、前記の電位の大小関係が逆となる。例えば、フォトダイオードに逆方向バ
イアスがかからないようにするには、固定電位配線電位をＶｓ電位以下に設定する。また
本実施形態では、ＰＩＮ型のフォトダイオードを用いたが、第１電極、絶縁層、半導体層
、不純物半導体層、第２電極が順に設けられたＭＩＳ型の光電変換素子で半導体層が画素
毎に分離されていない構成でも同様の効果を得ることができる。
【００２７】
　また、図２（ｂ）に示すように、変換素子１２に異物２０が混入したことによる欠陥が
生じた場合、異物２０の周囲に切断領域２４を設けることが望ましい。異物２０によって
第１電極１２２と第２電極１２６とがショートした状態となっているが、異物２０による
ショートは不安定である。変換素子１２の安定化のため、第２電極１２６の異物２０と接
する領域をフローティングとして、第１電極１２２が定電位配線１７に接続することが望
ましい。ここで、切断領域２４は、後述するように、第２電極１２６の一部がレーザーの
照射によって溶融及び蒸散された領域である。
【００２８】
　次に、図３～図４を用いて、第１の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明する。な
お、図３（ａ）～（ｆ）、図４（ａ）～（ｂ）は、図１（ｂ）の正常な画素のＡ－Ａ’で
の製造工程における断面模式図であり、図４（ｃ）は、図１（ｂ）の欠陥画素のＢ－Ｂ’
での断面模式図である。
【００２９】
　まず、図３（ａ）に示す工程では、絶縁性の基板１００の上に、スパッタリング法によ
りＡｌからなる導電膜を成膜し、導電膜をウエットエッチングして、制御配線１５（不図
示）、制御電極１３１、及び、接続部材１８を形成する。
【００３０】
　次に、図３（ｂ）に示す工程では、制御配線１５、制御電極１３１、及び、接続部材１
８を覆うように、窒化シリコン膜からなる絶縁膜をプラズマＣＶＤ法により成膜する。次
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いで、非晶質シリコン膜からなる半導体膜と、第１導電型の不純物半導体膜としてリンを
不純物として混入した非晶質シリコン膜と、をプラズマＣＶＤ法によりこの順に成膜し、
ドライエッチングにより半導体層１３３と不純物半導体層１３４を形成する。そして、不
純物半導体層１３４を覆うようにスパッタリング法によりＡｌからなる導電膜を成膜し、
導電膜をウエットエッチングして、信号配線１６、第１主電極１３５、第２主電極１３６
、及び、定電位配線１７を形成する。次に、信号配線１６、第１主電極１３５、第２主電
極１３６、及び、定電位配線１７を覆うように、窒化シリコン膜からなる絶縁膜をプラズ
マＣＶＤ法により成膜する。そして、ドライエッチングにより、接続部材１８の上の一部
領域と、第２主電極１３６の上の一部領域の絶縁膜が除去され、絶縁層１３２と保護層１
３６を形成する。図３（ａ）及び図３（ｂ）に示す工程により、基板１００の上に、複数
のＴＦＴ１３と、制御配線１５と、信号配線１６と、定電位配線１７と、接続部材１８と
が形成される。なお、本実施形態では、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示す工程が本発明の
第１工程に相当する。
【００３１】
　次に、図３（ｃ）に示す工程では、ＴＦＴ１３と接続部材１８と保護層１３６とを覆う
ように、スピナー等の塗布装置を用いて、感光性を有する有機材料であるアクリル樹脂を
層間絶縁膜として成膜する。感光性を有する有機材料としては、他にもポリイミド樹脂等
が使用可能である。そして、所望のマスクを用いて、露光及び現像処理により、接続部材
１８の上の一部領域と、第２主電極１３６の上の一部領域の層間絶縁膜を除去し、第１コ
ンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホールＣＨ２を有する層間絶縁層１３８を形成
する。
【００３２】
　次に、図３（ｄ）に示す工程では、ＴＦＴ１３と接続部材１８と層間絶縁層１３８とを
覆うように、スパッタリング法によりＩＴＯからなる非晶質な透明導電性酸化物膜を成膜
する。そして、所望のマスクを用いて透明導電性酸化物膜をウエットエッチングし、アニ
ール処理により多結晶化して、第１電極１２２を形成する。なお、ここでは透明導電性酸
化物として、ＩＴＯを用いたが、その他、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、ＡＴＯ、ＡＺＯや、ＣｄＩ
ｎ２Ｏ４、ＭｇＩｎ２Ｏ４、ＺｎＧａ２Ｏ４、ＩｎＧａＺｎＯ４も好適に用いられる。ま
た、ＣｕＡｌＯ２等のＣｕを含むデラフォサイト型などの非晶質状態をとり得る透明導電
性酸化物も好適に用いられる。この工程により、第１電極１２２は所定の接続部材１８と
電気的に接続されるが、定電位配線１７には電気的に接続されていない。なお、所定の接
続部材１８は、複数の第１電極１２２のそれぞれに、１対１で対応して設けられた接続部
材１８である。
【００３３】
　次に、図３（ｅ）に示す工程では、層間絶縁層１３８及び第１電極１２２を覆うように
、窒化シリコン膜や酸化シリコン等の一般的な無機材料からなる絶縁膜をプラズマＣＶＤ
法により成膜する。そして、所望のマスクを用いて絶縁膜をエッチングして、第１電極１
２２とで層間絶縁層１３８の表面を覆うように、絶縁部材１２１を形成する。
【００３４】
　次に、図３（ｆ）に示す工程では、絶縁部材１２１及び第１電極１２２を覆うように、
第１導電型の不純物半導体膜としてリンを不純物として混入した非晶質シリコン膜をプラ
ズマＣＶＤ法により成膜する。そして、所望のマスクを用いて絶縁部材１２１の上の不純
物半導体膜の一部をドライエッチングにより除去することにより、第１電極１２２毎に分
離された第１導電型の不純物半導体層１２３を形成する。このドライエッチングによる除
去は、絶縁部材１２１の上で行われる。そのため、絶縁部材１２１がエッチングストッパ
ー層として機能し、ドライエッチングのスピーシーズに層間絶縁層１３８が晒されること
なく、有機材料による第１導電型の不純物半導体層１２３への汚染を防止することが可能
となる。
【００３５】
　次に、図４（ａ）に示す工程では、絶縁部材１２１及び第１導電型の不純物半導体層１
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２３を覆うように、非晶質シリコン膜からなる半導体層１２４をプラズマＣＶＤ法により
成膜する。次に、半導体層１２４を覆うようにボロンを不純物として混入した非晶質シリ
コン膜からなる第２導電型の不純物半導体層１２５をプラズマＣＶＤ法により成膜する。
次に、第２導電型の不純物半導体層１２５を覆うように、スパッタリング法により透明導
電性酸化物膜等の導電膜を成膜して、第２電極１２６を形成する。次に、第２電極１２６
を覆うように、窒化シリコン膜等の無機絶縁材料からなる絶縁膜をプラズマＣＶＤ法によ
り成膜する。次に、絶縁膜を覆うように、感光性を有する有機絶縁材料であるアクリル樹
脂を層間絶縁膜として成膜する。そして、所望のマスクを用いて、第２電極１２６の上に
コンタクトホールを有する層間絶縁層１２８及びパッシベーション層１２７を形成する。
なお、本実施形態では、図３（ｃ）～図４（ａ）に示す工程が本発明の第２工程に相当す
る。
【００３６】
　次に、図４（ｂ）に示す工程では、層間絶縁層１２８及び第２電極１２６を覆うように
スパッタリング法により透明導電性酸化物を成膜する。そして所望のマスクを用いて透明
導電性酸化物をウエットエッチングして、第１導電層１４１を形成する。次に、第１導電
層１４１及び層間絶縁層１２８を覆うようにスパッタリング法によりＡｌ等の金属膜を成
膜する。そして、所望のマスクを用いて金属膜をウエットエッチングして、第１導電層１
４１の一部の上に第２導電層１４１を形成する。この工程により、第２導電層１４２と変
換素子１２の第２電極１２６が第１導電層１４１によって、電気的に接続される。この際
、第１導電層１４１を透明導電性酸化物によって形成することにより、開口率の低下を抑
制ことができる。これにより、第１導電層１４１と第２導電層１４２とからなる電極配線
１４が形成される。そして、電極配線１４第２層間絶縁層１２８を覆うように、パッシベ
ーション層１４３を形成する。
【００３７】
　次に、図４（ｃ）に示す工程では、制御電極１３１の一部の領域に対して、基板１００
の上側から第１の強度（パワー）でレーザーを照射する。それにより、制御電極１３１の
一部の領域とその上方の構成物を溶融及び蒸散した開口を形成することによって、切断領
域２２を形成する。ここで、レーザーの強度（パワー）は、レーザーの単位面積当たりの
エネルギー（エネルギー密度）とレーザーの照射面積とレーザーの照射時間との積により
決定するものである。また、第１主電極１３５の一部の領域に対して、基板１００の上側
から第１の強度より弱い第２の強度でレーザーを照射し、第１主電極１３５の一部の領域
とその上方の構成物とを溶融及び蒸散した開口を形成することによって、切断領域２１を
形成する。更に、絶縁層１３２を介して接続部材１８の上に一部が重なるように配置され
た定電位配線１７の、接続部材１８と重なる領域に対して、基板１００の上側から第１の
強度より弱い第３の強度でレーザーを照射する。これにより、定電位配線１７の上方の構
成物を蒸散した開口を形成し、絶縁層１３２を蒸散して定電位配線１７と接続部材１８と
を溶着させて接続領域２３が形成され、第１電極１２２が定電位配線１７と電気的に接続
する。また、第２電極１２６の異物２０の周囲の一部領域に対して、基板１００の上側か
ら第２の強度よりも弱い第４の強度でレーザーを照射し、第２電極１２６の一部の領域と
その上方の構成物とを溶融及び蒸散した開口を形成することによって、切断領域２４を形
成する。その後、各開口を埋めて且つパッシベーション層１４３を覆うように、有機絶縁
材料の平坦化層１４４を形成し、平坦化層１４４の上にシンチレータ２００を形成する。
それにより、図２（ａ）及び図２（ｂ）に示す装置が得られる。なお、本実施形態では、
図４（ｃ）に示す工程が本発明の第３工程に相当する。
【００３８】
　（第２の実施形態）
　次に、図５（ａ）を用いて第２の実施形態に係る検出装置の概略的等価回路を説明する
。なお、第１の実施形態で説明したものと同じものは同じ番号を付与し、詳細な説明は割
愛する。
【００３９】
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　図１（ａ）に示す第１の実施形態では、定電位配線１７は、信号配線１６と平行に、列
方向に沿って配置されている。一方、図５（ａ）に示す第２の実施形態では、定電位配線
１７は、制御配線１５と平行に、行方向に沿って配置されている。それ以外の構成は第１
の実施形態と同じであるため、詳細な説明は割愛する。
【００４０】
　次に、図５（ｂ）、図６（ａ）、及び、図６（ｂ）を用いて、第２の実施形態に係る検
出装置の構成を説明する。図５（ｂ）は、１画素の平面模式図であり、簡便化のため、各
絶縁層と変換素子の半導体層を省略し変換素子については第１電極１２２のみを示してい
る。図６（ａ）は図５（ｂ）の正常な画素のＡ－Ａ’での断面模式図であり、図６（ｂ）
は図５（ｂ）の欠陥画素のＢ－Ｂ’での断面模式図である。なお、図６（ａ）及び図６（
ｂ）では、図５（ｂ）で省略した各絶縁層と変換素子の半導体層も記載する。なお、第１
の実施形態で説明したものと同じものは同じ番号を付与し、詳細な説明は割愛する。
【００４１】
　第１の実施形態では、制御電極１３１、制御配線１５、接続部材１８は、同じ導電膜か
ら形成されており、第１主電極１３５、第２主電極１３６、信号配線１６、及び、定電位
配線１７は、同じ導電膜から形成されている。また、定電位配線１７は、絶縁層１３２を
介して接続部材１８に少なくとも一部が重なるように、接続部材１８の上に配置されてい
る。そして、欠陥画素は、定電位配線１７の接続部材１８と重なる領域がレーザーの照射
によって接続部材１８と溶着した領域である接続領域２３を有している。一方、第２の実
施形態では、制御電極１３１、制御配線１５、定電位配線１７は、同じ導電膜から形成さ
れており、第１主電極１３５、第２主電極１３６、信号配線１６、及び、接続部材１８は
、同じ導電膜から形成されている。そして、接続部材１８は、絶縁層１３２を介して定電
位配線１７に少なくとも一部が重なるように、定電位配線１７の上に配置されている。そ
して、欠陥画素は、接続部材１８の定電位配線１７と重なる領域がレーザーの照射によっ
て定電位配線１７と溶着した領域である接続領域２３を有している。それ以外の構成は第
１の実施形態と同じであるため、詳細な説明は割愛する。
【００４２】
　次に、図７（ａ）～（ｃ）を用いて、第２の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明
する。なお、以下では第１の実施形態で説明した製造方法と相違する工程についてのみ説
明し、第１の実施形態で説明したものと同じ工程については、詳細な説明は割愛する。
【００４３】
　まず、図７（ａ）に示す工程では、絶縁性の基板１００の上に、スパッタリング法によ
りＡｌからなる導電膜を成膜し、導電膜をウエットエッチングして、制御配線１５（不図
示）、制御電極１３１、及び、定電位配線１７を形成する。
【００４４】
　次に、図７（ｂ）に示す工程では、制御配線１５、制御電極１３１、及び、定電位配線
１７を覆うように、窒化シリコン膜からなる絶縁膜をプラズマＣＶＤ法により成膜する。
次いで、非晶質シリコン膜からなる半導体膜と、第１導電型の不純物半導体膜としてリン
を不純物として混入した非晶質シリコン膜と、をプラズマＣＶＤ法によりこの順に成膜し
、ドライエッチングにより半導体層１３３と不純物半導体層１３４を形成する。そして、
不純物半導体層１３４を覆うようにスパッタリング法によりＡｌからなる導電膜を成膜し
、導電膜をウエットエッチングして、信号配線１６、第１主電極１３５、第２主電極１３
６、及び、接続部材１８を形成する。次に、信号配線１６、第１主電極１３５、第２主電
極１３６、及び、接続部材１８を覆うように、窒化シリコン膜からなる絶縁膜をプラズマ
ＣＶＤ法により成膜する。そして、ドライエッチングにより、接続部材１８の上の一部領
域と、第２主電極１３６の上の一部領域の絶縁膜が除去され、絶縁層１３２と保護層１３
６を形成する。図７（ａ）及び図７（ｂ）に示す工程により、基板１００の上に、複数の
ＴＦＴ１３と、制御配線１５と、信号配線１６と、定電位配線１７と、接続部材１８とが
形成される。なお、本実施形態では、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示す工程が本発明の第
１工程に相当する。
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【００４５】
　次に、図７（ｃ）に示す工程では、ＴＦＴ１３と接続部材１８と保護層１３６とを覆う
ように、スピナー等の塗布装置を用いて、感光性を有する有機材料であるアクリル樹脂を
層間絶縁膜として成膜する。そして、所望のマスクを用いて、露光及び現像処理により、
接続部材１８の上の一部領域と、第２主電極１３６の上の一部領域の層間絶縁膜を除去し
、第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホールＣＨ２を有する層間絶縁層１３
８を形成する。以降の工程は、第１の実施形態で説明した工程と同じであるため、詳細な
説明は割愛する。
【００４６】
　（第３の実施形態）
　次に、図８、図９（ａ）、及び、図９（ｂ）を用いて、第３の実施形態に係る検出装置
の構成を説明する。図８は、１画素の平面模式図であり、簡便化のため、各絶縁層と変換
素子の半導体層を省略し変換素子については第１電極１２２のみを示している。図９（ａ
）は図８の正常な画素のＡ－Ａ’での断面模式図であり、図９（ｂ）は図８の欠陥画素の
Ｂ－Ｂ’での断面模式図である。なお、図９（ａ）及び図９（ｂ）では、図８で省略した
各絶縁層と変換素子の半導体層も記載する。なお、先の実施形態で説明したものと同じも
のは同じ番号を付与し、詳細な説明は割愛する。
【００４７】
　第３の実施形態では、第１主電極１３５、第２主電極１３６、信号配線１６、定電位配
線１７、及び接続部材１８は、同じ導電膜から形成されている。そして、欠陥画素は、第
１電極１２２の下に位置する接続部材１８と定電位配線１７とが露出するように設けられ
た開口と、開口に配置された、接続部材１８と定電位配線１７とを接続するための導電層
２５を更に有している。なお、本実施形態では定電位配線１７と接続部材１８を同じ導電
膜から形成したが、本発明はそれに限定されるものではない。第１の実施形態又は第２の
実施形態と同様に、定電位配線１７又は接続部材１８は、制御電極１３１と同じ導電膜か
ら形成され得る。
【００４８】
　次に、図１０～図１１を用いて、第３の実施形態に係る検出装置の製造方法を説明する
。なお、図１０（ａ）～（ｄ）は、図８の正常な画素のＡ－Ａ’での製造工程における断
面模式図であり、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、図８の欠陥画素のＢ－Ｂ’での断面
模式図である。なお、以下では第１の実施形態で説明した製造方法と相違する工程につい
てのみ説明し、第１の実施形態で説明したものと同じ工程については、詳細な説明は割愛
する。
【００４９】
　まず、図１０（ａ）に示す工程では、絶縁性の基板１００の上に、スパッタリング法に
よりＡｌからなる導電膜を成膜し、導電膜をウエットエッチングして、制御配線１５（不
図示）及び制御電極１３１を形成する。次に、制御配線１５、制御電極１３１、及び、定
電位配線１７を覆うように、窒化シリコン膜からなる絶縁膜をプラズマＣＶＤ法により成
膜し、絶縁層１３２を形成する。次いで、非晶質シリコン膜からなる半導体膜と、第１導
電型の不純物半導体膜としてリンを不純物として混入した非晶質シリコン膜と、をプラズ
マＣＶＤ法によりこの順に成膜し、ドライエッチングにより半導体層１３３と不純物半導
体層１３４を形成する。そして、不純物半導体層１３４を覆うようにスパッタリング法に
よりＡｌからなる導電膜を成膜し、導電膜をウエットエッチングして、信号配線１６、第
１主電極１３５、第２主電極１３６、定電位配線１７、及び、接続部材１８を形成する。
【００５０】
　次に、図１０（ｂ）に示す工程では、信号配線１６、第１主電極１３５、第２主電極１
３６、定電位配線１７、及び、接続部材１８を覆うように、窒化シリコン膜からなる絶縁
膜をプラズマＣＶＤ法により成膜する。そして、ドライエッチングにより、接続部材１８
の上の一部領域と、第２主電極１３６の上の一部領域の絶縁膜が除去され、保護層１３６
を形成する。図１０（ａ）及び図１０（ｂ）に示す工程により、基板１００の上に、複数
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のＴＦＴ１３と、制御配線１５と、信号配線１６と、定電位配線１７と、接続部材１８と
が形成される。なお、本実施形態では、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）に示す工程が本発
明の第１工程に相当する。
【００５１】
　次に、図１０（ｃ）に示す工程では、ＴＦＴ１３と接続部材１８と保護層１３６とを覆
うように、スピナー等の塗布装置を用いて、感光性を有する有機材料であるアクリル樹脂
を層間絶縁膜として成膜する。そして、所望のマスクを用いて、露光及び現像処理により
、接続部材１８の上の一部領域と、第２主電極１３６の上の一部領域の層間絶縁膜を除去
し、第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホールＣＨ２を有する層間絶縁層１
３８を形成する。
【００５２】
　次に、図１０（ｄ）に示す工程では、ＴＦＴ１３と接続部材１８と層間絶縁層１３８と
を覆うように、スパッタリング法によりＩＴＯからなる非晶質な透明導電性酸化物膜を成
膜する。そして、所望のマスクを用いて透明導電性酸化物膜をウエットエッチングし、ア
ニール処理により多結晶化して、第１電極１２２を形成する。この工程により、第１電極
１２２は所定の接続部材１８と電気的に接続されるが、定電位配線１７には電気的に接続
されていない。以降の工程は、第１の実施形態で説明した工程と同じであるため、詳細な
説明は割愛する。
【００５３】
　次に、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）を用いて、欠陥画素における切断領域と接続領域
の形成について説明する。なお、以下では第１の実施形態で説明した製造方法と相違する
工程についてのみ説明し、第１の実施形態で説明したものと同じ工程については、詳細な
説明は割愛する。
【００５４】
　まず、図１１（ａ）に示す工程では、接続部材１８の上の一部の領域と定電位配線１７
の上の一部の領域に対して、基板１００の上側から第２強度より弱い第３強度でレーザー
を照射する。これにより、接続部材１８の上の一部の領域と定電位配線１７の上の一部の
領域の上方の構成物が蒸散し、接続部材１８と定電位配線１７とが露出する開口を形成す
る。切断領域２１、切断領域２２、及び、切断領域２４の形成については、第１の実施形
態で説明した方法と同じであるため、詳細な説明は割愛する。
【００５５】
　次に、図１１（ｂ）に示す工程では、接続部材１８の上の一部の領域と定電位配線１７
の上の一部の領域の上方の開口に、接続部材１８と定電位配線とを電気的に接続するため
の導電層２５を形成する。本実施形態では、ＭＯＣＶＤ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法を用いて化合物半導体材料を
堆積して、化合物半導体材料からなる導電層２５を形成する。ただし、本発明はそれに限
定されるものではなく、導電性ペーストを使用して導電層２５を形成してもよい。なお、
本実施形態では、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示す工程が本発明の第３工程に相当す
る。以降の工程は、第１の実施形態で説明した工程と同じであるため、詳細な説明は割愛
する。
【００５６】
　（第４の実施形態）
　次に、図１２、図１３（ａ）、及び、図１３（ｂ）を用いて、第３の実施形態に係る検
出装置の構成を説明する。図１２は、１画素の平面模式図であり、簡便化のため、各絶縁
層と変換素子の半導体層を省略し変換素子については第１電極１２２のみを示している。
図１３（ａ）は図１２の正常な画素のＡ－Ａ’での断面模式図であり、図１３（ｂ）は図
１２の欠陥画素のＢ－Ｂ’での断面模式図である。なお、図１３（ａ）及び図１３（ｂ）
では、図１２で省略した各絶縁層と変換素子の半導体層も記載する。なお、先の実施形態
で説明したものと同じものは同じ番号を付与し、詳細な説明は割愛する。
【００５７】
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　第４の実施形態では、基板１００及びＴＦＴ１３と第１電極１２２の間に、複数の層間
絶縁層である第１層間絶縁層１３８ａと第２層間絶縁層１３８ｂとが配置されている。ま
た、接続部材１８は定電位配線１７の一部として形成されており、定電位配線１７と接続
部材１８とが第１層間絶縁層１３８ａと第２層間絶縁層１３８ｂの間に配置されている。
また、定電位が供給される接続部材１８の一部がＴＦＴ１３の半導体層１３３と第１電極
１２２との間に配置されて、第１電極１２２に対しての半導体層１３３のシールドとして
機能している。更に、第２主電極１３６と第１電極１２２との間に、定電位配線１７及び
接続部材１８と同じ導電膜から形成された、第２主電極１３６と第１電極１２２とを電気
的に接続するための中間層１９が配置されている。中間層１９により第２主電極１３６と
第１電極１２２との間の接続抵抗を低減することが可能となる。そして、欠陥画素は、接
続部材１８の一部の領域の上に位置する第１電極１２２の一部の領域がレーザーの照射に
よって接続部材１８と溶着した領域である接続領域２３を有している。それ以外の構成は
第１の実施形態と同じであるため、詳細な説明は割愛する。
【００５８】
　次に、図１４（ａ）～（ｄ）、図１５を用いて、第４の実施形態に係る検出装置の製造
方法を説明する。なお、以下では第１の実施形態で説明した製造方法と相違する工程につ
いてのみ説明し、第１の実施形態で説明したものと同じ工程については、詳細な説明は割
愛する。
【００５９】
　まず、図１４（ａ）に示す工程では、絶縁性の基板１００の上に、スパッタリング法に
よりＡｌからなる導電膜を成膜し、導電膜をウエットエッチングして、制御配線１５（不
図示）及び制御電極１３１を形成する。次に、制御配線１５、制御電極１３１、及び、定
電位配線１７を覆うように、窒化シリコン膜からなる絶縁膜をプラズマＣＶＤ法により成
膜し、絶縁層１３２を形成する。次いで、非晶質シリコン膜からなる半導体膜と、第１導
電型の不純物半導体膜としてリンを不純物として混入した非晶質シリコン膜と、をプラズ
マＣＶＤ法によりこの順に成膜し、ドライエッチングにより半導体層１３３と不純物半導
体層１３４を形成する。そして、不純物半導体層１３４を覆うようにスパッタリング法に
よりＡｌからなる導電膜を成膜し、導電膜をウエットエッチングして、信号配線１６、第
１主電極１３５、及び、第２主電極１３６を形成する。次に、信号配線１６、第１主電極
１３５、及び、第２主電極１３６を覆うように、窒化シリコン膜からなる絶縁膜をプラズ
マＣＶＤ法により成膜する。そして、ドライエッチングにより、第２主電極１３６の上の
一部領域の絶縁膜が除去され、保護層１３６を形成する。これにより、基板１００の上に
、複数のＴＦＴ１３と、制御配線１５と、信号配線１６とが形成される。次に、ＴＦＴ１
３と保護層１３６とを覆うように、スピナー等の塗布装置を用いて、感光性を有する有機
材料であるアクリル樹脂を層間絶縁膜として成膜する。そして、所望のマスクを用いて、
露光及び現像処理により、第２主電極１３６の上の一部領域の層間絶縁膜を除去し、第１
コンタクトホールＣＨ１を有する第１層間絶縁層１３８ａを形成する。
【００６０】
　次に、図１４（ｂ）に示す工程では、第２主電極１３６及び第１層間絶縁層１３８ａを
覆うように、スパッタリング法によりＡｌからなる導電膜を成膜し、導電膜をウエットエ
ッチングして、定電位配線１７、接続部材１８、及び、中間層１９を形成する。
【００６１】
　次に、図１４（ｃ）に示す工程では、第１層間絶縁層１３８ａ、定電位配線１７、接続
部材１８、及び、中間層１９を覆うように、スピナー等の塗布装置を用いて、感光性を有
する有機材料であるアクリル樹脂を層間絶縁膜として成膜する。そして、所望のマスクを
用いて、露光及び現像処理により、中間層１９の上の一部領域の層間絶縁膜を除去し、第
１コンタクトホールＣＨ１を有する第２層間絶縁層１３８ｂを形成する。なお、本実施形
態では、図１４（ａ）～（ｃ）に示す工程が本発明の第１工程に相当する。
【００６２】
　次に、図１４（ｄ）に示す工程では、中間層１９と第２層間絶縁層１３８ｂとを覆うよ
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うに、スパッタリング法によりＩＴＯからなる非晶質な透明導電性酸化物膜を成膜する。
そして、所望のマスクを用いて透明導電性酸化物膜をウエットエッチングし、アニール処
理により多結晶化して、第１電極１２２を形成する。この工程により、第１電極１２２は
第２主電極１３６と電気的に接続されるが、定電位配線１７には電気的に接続されていな
い。以降の工程は、第１の実施形態で説明した工程と同じであるため、詳細な説明は割愛
する。
【００６３】
　次に、図１５を用いて、欠陥画素における切断領域と接続領域の形成について説明する
。なお、以下では第１の実施形態で説明した製造方法と相違する工程についてのみ説明し
、第１の実施形態で説明したものと同じ工程については、詳細な説明は割愛する。
【００６４】
　接続部材１８の一部の領域の上に位置する第１電極１２２の一部の領域に対して、基板
１００の上側から第２の強度より弱い第３の強度でレーザーを照射する。これにより、接
続部材１８の上方の第２層間絶縁層１３８ｂを蒸散し、第１電極１２２と接続部材１８と
を溶着させて接続領域２３が形成され、第１電極１２２が定電位配線１７と電気的に接続
することとなる。
【００６５】
　（第５の実施形態）
　次に、図１６、図１７（ａ）、及び、図１７（ｂ）を用いて、第５の実施形態に係る検
出装置の構成を説明する。図１６は、１画素の平面模式図であり、簡便化のため、各絶縁
層と変換素子の半導体層を省略し変換素子については第１電極１２２と第１導電層１４１
と第２導電層１４２のみを示している。図１７（ａ）は図１６の正常な画素のＡ－Ａ’で
の断面模式図であり、図１７（ｂ）は図１６の欠陥画素のＢ－Ｂ’での断面模式図である
。なお、図１７（ａ）及び図１７（ｂ）では、図１６で省略した各絶縁層と変換素子の半
導体層も記載する。なお、先の実施形態で説明したものと同じものは同じ番号を付与し、
詳細な説明は割愛する。
【００６６】
　第５の実施形態では、電極配線１４となる第１導電層１４１及び第２導電層１４２を、
定電位配線１７及び接続部材１８として使用している。そして、欠陥画素は、第２電極１
２６と接続する領域を含む電極配線１４の一部の領域、当該領域の下方に位置する、第２
電極１２６、第２導電型の不純物半導体層１２５、半導体層１２４、及び、第１導電型の
不純物半導体層１２３が開口を有している。この開口は、第３の実施形態と同様に、レー
ザーの照射によって形成されたものである。また、欠陥画素は、その開口に配置された、
電極配線１４と第１電極１２２とを接続するための導電層２５を更に有している。この導
電層２５は、第３の実施形態で説明した方法と同様の方法で形成されたものである。ただ
し、本実施形態では、導電層２５は必須ではなく、電極配線１４と第１電極１２２とを溶
着させることによって、第１電極１２２と電極配線１４とを電気的に接続してもよい。そ
れ以外の構成は第１の実施形態と同じであるため、詳細な説明は割愛する。
【００６７】
　なお、上記各実施形態では、パッシベーション層１２７と層間絶縁層１２８の上に第１
導電層１４１及び第２導電層１４２からなる電極配線１４を設けたが、本発明はこれに限
定されるものではない。パッシベーション層１２７と層間絶縁層１２８を設けずに、第２
導電層１４２を第２電極１２６の一部の上に直接設ける形態でもよい。
【００６８】
　（応用実施形態）
　次に、図１８を用いて、検出装置を用いた放射線検出システムを説明する。
【００６９】
　放射線源であるＸ線チューブ６０５０で発生したＸ線６０６０は、患者あるいは被験者
６０６１の胸部６０６２を透過し、検出装置６０４０に含まれる変換部３の各変換素子１
２に入射する。この入射したＸ線には患者６０６１の体内部の情報が含まれている。Ｘ線
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の入射に対応して変換部３で放射線を電荷に変換して、電気的情報を得る。この情報はデ
ジタルデータに変換され信号処理手段となるイメージプロセッサ６０７０により画像処理
され制御室の表示手段となるディスプレイ６０８０で観察できる。
【００７０】
　また、この情報は電話回線６０９０等の伝送処理手段により遠隔地へ転送でき、別の場
所のドクタールームなど表示手段となるディスプレイ６０８１に表示もしくは光ディスク
等の記録手段に保存することができ、遠隔地の医師が診断することも可能である。また記
録手段となるフィルムプロセッサ６１００により記録媒体となるフィルム６１１０に記録
することもできる。
【符号の説明】
【００７１】
　１　画素
　２　駆動回路
　３　変換部
　４　読出回路
　１２　変換素子
　１３　スイッチ素子
　１４　電極配線
　１５　制御配線
　１６　信号配線
　１７　定電位配線
　１８　接続部材
　１００　基板
　１２２　第１電極
　１２３　第１導電型の不純物半導体層
　１２４　半導体層
　１２５　第２導電型の不純物半導体層
　１２６　第２電極
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