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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にゲート線を積層した後、一回の写真工程によりゲートを形成するゲート形成段
階と、
　前記ゲート線上にゲート絶縁膜を形成するゲート絶縁膜形成段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体層とデータ線とを順に積層した後、一回の写真工程により
半導体、ソース電極を含むデータ線、及びドレイン電極を形成する、半導体、データ線及
びドレイン電極形成段階と、
　前記データ線及び前記ドレイン電極上に保護膜を積層する保護膜積層段階と、
　一回の写真工程により前記保護膜上に所定の厚さを有する第１部分と前記第１部分の前
記所定の厚さよりも薄い第２部分とを含む感光膜を形成する感光膜形成段階と、
　前記感光膜をマスクとして前記保護膜をエッチングし、前記ドレイン電極の少なくとも
一部を露出する保護膜エッチング段階と、
　前記感光膜の前記第２部分を除去する第２部分除去段階と、
　前記感光膜の前記第１部分の上及び少なくとも前記ドレイン電極の露出された部分の上
に導電体膜を積層する導電体膜積層段階と、
　前記感光膜の前記第１部分を除去する第１部分除去段階と、
を含むことを特徴とする、薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項２】
　前記導電膜積層段階で積層された前記導電体膜のうち、前記感光膜の前記第１部分の上



(2) JP 5153999 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

に位置する前記導電体膜を第３部分とし、前記感光膜の前記第１部分以外であって、少な
くとも前記ドレイン電極の露出された部分を含む部分上に位置する前記導電体膜を第４部
分とすると、
　前記第１部分除去段階は、前記感光膜の前記第１部分と共に、前記導電体膜の第３部分
を更に除去する段階を更に含むことを特徴とする、請求項１に記載の薄膜トランジスタ表
示板の製造方法。
【請求項３】
　前記感光膜形成段階は、前記ゲート線と前記データ線とで囲まれた領域と対向している
半透過領域と、前記ゲート線の端部、前記データ線の端部及び前記ドレイン電極の一部と
対向している透過領域と、前記半透過領域及び前記透過領域以外の領域である遮光領域と
、を有する光マスクを用いて前記感光膜を形成することを特徴とする、請求項１に記載の
薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項４】
　前記第２部分除去段階では、前記感光膜の第１部分の厚さが前記所定の厚さよりも減少
することを特徴とする、請求項２に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項５】
　前記第２部分除去段階はアッシング工程を含むことを特徴とする、請求項４に記載の薄
膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項６】
　前記保護膜エッチング段階は前記データ線の一部を露出し、
　前記第２部分除去段階は、前記データ線の露出された部分上に、前記データ線の端部と
外部装置との接着性を補う第１接触補助部材を形成することを特徴とする、請求項２に記
載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項７】
　前記保護膜エッチング段階は、さらに前記ゲート絶縁膜をエッチングして前記ゲート線
の一部を露出し、
　前記第２部分除去段階は、前記ゲート線の露出された部分上に、前記ゲート線の端部と
外部装置との接着性を補う第２接触補助部材を形成することを特徴とする、請求項６に記
載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項８】
　前記第１接触部材及び前記第２接触補助部材の境界は、それぞれ前記データ線の露出さ
れた部分の境界及び前記ゲート線の露出された部分の境界と実質的に一致することを特徴
とする、請求項７に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項９】
　基板上にゲート線を積層した後、一回の写真工程によりゲートを形成するゲート形成段
階と、
前記ゲート線上にゲート絶縁膜を形成するゲート絶縁膜形成段階と、
前記ゲート絶縁膜上に半導体層とデータ線とを順に積層した後、一回の写真工程により半
導体、ソース電極を含むデータ線、及びドレイン電極を形成する、半導体、データ線及び
ドレイン電極形成段階と、
　前記データ線及び前記ドレイン電極上に保護膜を積層する保護膜積層段階と、
　一回の写真工程により前記保護膜上に、所定の厚さを有する第１部分と前記第１部分の
前記所定の厚さよりも薄い第２部分とを含む感光膜を形成する感光膜形成段階と、
　前記感光膜をマスクとして前記保護膜または前記ゲート絶縁膜をエッチングし、前記デ
ータ線の一部または前記ゲート線の一部を露出する接触孔形成段階と、
　前記感光膜の前記第２部分を除去する第２部分除去段階と、
　前記感光膜の前記第１部分の上と、前記データ線の露出された部分上または前記ゲート
の露出された部分上と、に導電体膜を積層する導電体膜積層段階と、
　前記感光膜の前記第１部分を除去する第１部分除去段階と、
を含むことを特徴とする、薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
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【請求項１０】
　前記導電体膜積層段階で積層した前記導電体膜のうち、前記感光膜の前記第１部分の上
に位置する前記導電体膜を第３部分とし、前記感光膜の前記第１部分以外であって、前記
データ線の露出された部分または前記ゲート線の露出された部分を含む部分上に位置する
前記導電体膜を第４部分とすると、
　前記第１部分除去段階は、前記感光膜の前記第１部分と共に前記導電体膜の第３部分を
除去することを特徴とする、請求項９に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１１】
　基板上にゲート線を積層した後、一回の写真工程によりゲートを形成するゲート形成段
階と、
　前記ゲート線上にゲート絶縁膜を形成するゲート絶縁膜形成段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体層とデータ線とを順に積層した後、一回の写真工程により
半導体、ソース電極を含むデータ線、及びドレイン電極を形成する、半導体、データ線及
びドレイン電極形成段階と、
　前記半導体層上にデータ線及びドレイン電極を形成する配線形成段階と、
　前記データ線及び前記ドレイン電極上に保護膜を積層する保護膜積層段階と、
　一回の写真工程により前記保護膜上に第１感光膜を形成する第１感光膜形成段階と、
　前記第１感光膜をマスクとして前記保護膜をエッチングし、前記ドレイン電極の少なく
とも一部を露出する第１接触孔を形成し、前記ゲート線の上の前記ゲート絶縁膜の一部分
を露出する第１接触孔形成段階と、
　前記第１感光膜から、前記第１感光膜とは異なる厚さを有する第２感光膜を形成する第
２感光膜形成段階と、
　前記第２感光膜をマスクとして前記保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングし、前記
ゲート線の一部及び前記データ線の一部を各々露出する第２及び第３接触孔を形成する第
２及び第３接触孔形成段階と、
　前記第２感光膜及び少なくとも前記ドレイン電極の露出された部分上に導電体膜を積層
する導電体膜積層段階と、
　前記第２感光膜を除去する第２感光膜除去段階と、
を含むことを特徴とする、薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１２】
　前記導電体膜積層段階で積層された前記導電体膜のうち、前記第２感光膜上に位置する
前記導電体膜を第３部分とし、前記第２感光膜以外の部分を第４部分とすると、
　前記第２感光膜除去段階は、前記第２感光膜と共に前記導電体膜の第３部分を更に除去
することを特徴とする、請求項１１に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１３】
　前記第１感光膜形成段階は、前記ゲート線と前記データ線とで囲まれた領域と対向して
いる半透過領域と、前記ゲート線の端部、前記データ線の端部及び前記ドレイン電極の一
部と対向している透過領域と、前記半透過領域及び前記透過領域以外の領域である遮光領
域と、を有する光マスクを用いて第１感光膜を形成することを特徴とする、請求項１２に
記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１４】
　前記第２感光膜形成段階はアッシング工程を含むことを特徴とする、請求項１２に記載
の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１５】
　前記第２感光膜除去段階は、前記ゲート線の露出された部分及び前記データ線の露出さ
れた部分上に接触補助部材を形成することを特徴とする、請求項１２に記載の薄膜トラン
ジスタ表示板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、薄膜トランジスタ表示板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置及び有機発光表示装置を含む能動型表示装置は、ほぼ行列形態に配列され
た複数の画素を含み、この複数の画素は、電界生成電極及びスイッチング素子を含んでい
る。スイッチング素子には、ゲート、ソース及びドレインの三端子素子を有する薄膜トラ
ンジスタなどが挙げられ、各画素の薄膜トランジスタはゲートに印加されるゲート信号に
応答して、ソースに印加されるデータ信号を電界生成電極に伝達する。
【０００３】
　このような表示装置は、また、薄膜トランジスタに信号を伝達する複数の信号線を含み
、信号線にはゲート信号を伝達するゲート線とデータ信号を伝達するデータ線とがある。
　　このような液晶表示装置及び有機発光表示装置は、薄膜トランジスタ、電界生成電極
及び信号線が備えられている表示板を含んでおり、これを薄膜トランジスタ表示板という
。
【０００４】
　薄膜トランジスタ表示板は複数の導電層と絶縁層とが積層された層状構造を有する。ゲ
ート線、データ線及び電界生成電極は互いに異なる導電層で形成され、絶縁層で分離され
ている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように層状構造を有する薄膜トランジスタ表示板は、何回もの写真工程とそれに伴
うエッチング工程とを通じて完成される。しかしながら、写真工程は費用が高いだけでな
く、所要時間が非常に長いため、できればその回数を減らすことが好ましい。
【０００６】
　そこで、本発明は、薄膜トランジスタ表示板の製造工程を簡素化することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、発明１は、基板上にゲート線を積層した後、一回の写真工
程によりゲートを形成するゲート形成段階と、前記ゲート線上にゲート絶縁膜を形成する
ゲート絶縁膜形成段階と、前記ゲート絶縁膜上に半導体層とデータ線とを順に積層した後
、一回の写真工程により半導体、ソース電極を含むデータ線、及びドレイン電極を形成す
る、半導体、データ線及びドレイン電極形成段階と、前記データ線及び前記ドレイン電極
上に保護膜を積層する保護膜積層段階と、一回の写真工程により前記保護膜上に所定の厚
さを有する第１部分と前記第１部分の前記所定の厚さよりも薄い第２部分とを含む感光膜
を形成する感光膜形成段階と、前記感光膜をマスクとして前記保護膜をエッチングし、前
記ドレイン電極の少なくとも一部を露出する保護膜エッチング段階と、前記感光膜の前記
第２部分を除去する第２部分除去段階と、前記感光膜の前記第１部分の上及び少なくとも
前記ドレイン電極の露出された部分の上に導電体膜を積層する導電体膜積層段階と、前記
感光膜の前記第１部分を除去する第１部分除去段階と、を含むことを特徴とする、薄膜ト
ランジスタ表示板の製造方法を提供する。
【０００８】
　これにより、データ線及びドレイン電極と、抵抗性接触部材及び半導体を一つの写真工
程により形成する。そのため、画素電極及び接触補助部材を形成するための別途の写真工
程を省略することができ、全体工程を簡素化することができる。従って、薄膜トランジス
タ表示板の製造時間と費用とを削減することができる。
【０００９】
　発明２は、前記発明１において、前記導電膜積層段階で積層された前記導電体膜のうち
、前記感光膜の前記第１部分の上に位置する前記導電体膜を第３部分とし、前記感光膜の
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前記第１部分以外であって、少なくとも前記ドレイン電極の露出された部分を含む部分上
に位置する前記導電体膜を第４部分とすると、
　前記第１部分除去段階は、前記感光膜の前記第１部分と共に、前記導電体膜の第３部分
を更に除去する段階を更に含むことを特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提
供する。
【００１０】
　発明３は、前記発明１において、前記感光膜形成段階は、前記ゲート線と前記データ線
とで囲まれた領域と対向している半透過領域と、前記ゲート線の端部、前記データ線の端
部及び前記ドレイン電極の一部と対向している透過領域と、前記半透過領域及び前記透過
領域以外の領域である遮光領域と、を有する光マスクを用いて前記感光膜を形成すること
を特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
【００１１】
　発明４は、前記発明２において、前記第２部分除去段階では、前記感光膜の第１部分の
厚さが前記所定の厚さよりも減少することを特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方
法を提供する。
【００１２】
　発明５は、前記発明４において、前記第２部分除去段階はアッシング工程を含むことを
特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
　発明６は、前記発明２において、前記保護膜エッチング段階は前記データ線の一部をさ
らに露出し、前記第２部分除去段階は、前記データ線の露出された部分上に、前記データ
線の端部と外部装置との接着性を補う第１接触補助部材を形成することを特徴とする薄膜
トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
【００１３】
　発明７は、前記発明６において、前記保護膜エッチング段階は前記ゲート絶縁膜をエッ
チングして前記ゲート線の一部を露出し、前記第２部分除去段階は、前記ゲート線の露出
された部分上に、前記ゲート線の端部と外部装置との接着性を補う第２接触補助部材を形
成することを特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
【００１４】
　発明８は、前記発明７において、前記第１接触部材及び前記第２接触補助部材の境界は
、それぞれ前記データ線の露出された部分の境界及び前記ゲート線の露出された部分の境
界と実質的に一致することを特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
【００１６】
　また、前記課題を解決するために、発明９は、基板上にゲート線を積層した後、一回の
写真工程によりゲートを形成するゲート形成段階と、前記ゲート線上にゲート絶縁膜を形
成するゲート絶縁膜形成段階と、前記ゲート絶縁膜上に半導体層とデータ線とを順に積層
した後、一回の写真工程により半導体、ソース電極を含むデータ線、及びドレイン電極を
形成する、半導体、データ線及びドレイン電極形成段階と、前記データ線及び前記ドレイ
ン電極上に保護膜を積層する保護膜積層段階と、一回の写真工程により前記保護膜上に、
所定の厚さを有する第１部分と前記第１部分の前記所定の厚さよりも薄い第２部分とを含
む感光膜を形成する感光膜段階と、前記感光膜をマスクとして前記保護膜または前記ゲー
ト絶縁膜をエッチングし、前記データ線の一部または前記ゲート線の一部を露出する接触
孔形成段階と、前記感光膜の前記第２部分を除去する第２部分除去段階と、前記感光膜の
前記第１部分の上と、前記データ線の露出された部分上または前記ゲートの露出された部
分上と、に導電体膜を積層する導電体膜積層段階と、前記感光膜の前記第１部分を除去す
る第１部分除去段階とを含むことを特徴とする、薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提
供する。
【００１７】
　これにより、データ線及びドレイン電極と、抵抗性接触部材及び半導体を一つの写真工
程により形成する。そのため、画素電極及び接触補助部材を形成するための別途の写真工
程を省略することができ、全体工程を簡素化することができる。従って、薄膜トランジス
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タ表示板の製造時間と費用とを削減することができる。
【００１８】
　発明１０は、前記発明９において、前記導電体膜積層段階で積層した前記導電体膜のう
ち、前記感光膜の前記第１部分の上に位置する前記導電体膜を第３部分とし、前記感光膜
の前記第１部分以外であって、前記データ線の露出された部分または前記ゲート線の露出
された部分を含む部分上に位置する前記導電体膜を第４部分とすると、前記第１部分除去
段階は、前記感光膜の前記第１部分と共に前記導電体膜の第３部分を除去することを特徴
とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
【００１９】
　また、前記課題を解決するために、発明１１は、基板上にゲート線を積層した後、一回
の写真工程によりゲートを形成するゲート形成段階と、前記ゲート線上にゲート絶縁膜を
形成するゲート絶縁膜形成段階と、前記ゲート絶縁膜上に半導体層とデータ線とを順に積
層した後、一回の写真工程により半導体、ソース電極を含むデータ線、及びドレイン電極
を形成する、半導体、データ線及びドレイン電極形成段階と、前記半導体層上にデータ線
及びドレイン電極を形成する配線形成段階と、前記データ線及び前記ドレイン電極上に保
護膜を積層する保護膜積層段階と、一回の写真工程により前記保護膜上に第１感光膜を形
成する第１感光膜形成段階と、前記第１感光膜をマスクとして前記保護膜をエッチングし
、前記ドレイン電極の少なくとも一部を露出する第１接触孔を形成し、前記ゲート線の上
の前記ゲート絶縁膜の一部分を露出する第１接触孔形成段階と、前記第１感光膜から、前
記第１感光膜とは異なる厚さを有する第２感光膜を形成する第２感光膜形成段階と、前記
第２感光膜をマスクとして前記保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングし、前記ゲート
線の一部及び前記データ線の一部を各々露出する第２及び第３接触孔を形成する第２及び
第３接触孔形成段階と、前記第２感光膜及び少なくとも前記ドレイン電極の露出された部
分上に導電体膜を積層する導電体膜積層段階と、前記第２感光膜を除去する第２感光膜除
去段階とを含むことを特徴とする、薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
【００２０】
　これにより、データ線及びドレイン電極と、抵抗性接触部材及び半導体を一つの写真工
程により形成する。そのため、画素電極及び接触補助部材を形成するための別途の写真工
程を省略することができ、全体工程を簡素化することができる。従って、薄膜トランジス
タ表示板の製造時間と費用とを削減することができる。
【００２１】
　発明１２は、前記発明１１において、前記導電体膜積層段階で積層された前記導電体膜
のうち、前記第２感光膜上に位置する前記導電体膜を第３部分とし、前記第２感光膜以外
の部分を第４部分とすると、前記第２感光膜除去段階は、前記第２感光膜と共に前記導電
体膜の第３部分を更に除去することを特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提
供する。
【００２２】
　発明１３は、前記発明１２において、前記第１感光膜形成段階は、前記ゲート線と前記
データ線とで囲まれた領域と対向している半透過領域と、前記ゲート線の端部、前記デー
タ線の端部及び前記ドレイン電極の一部と対向している透過領域と、前記半透過領域及び
前記透過領域以外の領域である遮光領域と、を有する光マスクを用いて第１感光膜を形成
することを特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
【００２３】
　発明１４は、前記発明１２において、前記第２感光膜形成段階はアッシング工程を含む
ことを特徴とする薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
　発明１５は、前記発明１２において、前記第２感光膜除去段階は、前記ゲート線の露出
された部分及び前記データ線の露出された部分上に接触補助部材を形成することを特徴と
する薄膜トランジスタ表示板の製造方法を提供する。
【００２５】
　また、前記課題を解決するために、発明１６は、基板上に形成されているゲート線と、
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前記ゲート線上に形成されているゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成されている
半導体層と、前記半導体層上に形成されている抵抗性接触部材と、少なくとも一部分が前
記半導体層上に形成されているデータ線及びドレイン電極と、前記データ線及び前記ドレ
イン電極上に形成されており、前記ドレイン電極の少なくとも一部を露出する第１接触孔
と、前記データ線の一部を露出する第２接触孔と、を有する保護膜と、前記保護膜上に形
成されており、前記第１接触孔を通じて前記ドレイン電極と連結される画素電極と、前記
データ線の露出された部分上に形成されており、前記第２接触孔の境界と実質的に一致す
る境界を有し、前記第２接触孔の内部のみに位置する第１接触補助部材と、を含むことを
特徴とする、薄膜トランジスタ表示板を提供する。
【００２６】
　発明１７は、前記発明１６において、前記ゲート絶縁膜及び前記保護膜は前記ゲート線
の一部を露出する第３接触孔を有し、前記ゲート線の露出された部分上に形成されており
、前記第３接触孔の境界と実質的に一致する境界を有する第２接触補助部材をさらに含む
ことを特徴とする薄膜トランジスタ表示板を提供する。
【００２７】
　発明１８は、前記発明１６において、前記半導体層は、前記データ線と前記ドレイン電
極との間に位置した部分を除いては、前記抵抗性接触部材、前記データ線及び前記ドレイ
ン電極と同じ形状を有することを特徴とする薄膜トランジスタ表示板を提供する。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、ドレイン電極と画素電極とを連結する接触孔及び画素電極を１回の写
真エッチング工程で形成し、画素電極を形成するための別途の写真エッチング工程を省略
することによって、全体の工程を簡素化することができる。したがって、薄膜トランジス
タ表示板の製造時間と費用とを節減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下より、添付した図面を参照して、本発明の実施例について、本発明の属する技術分
野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本
発明は種々な相異なる形態で実現でき、ここで説明する実施例に限定されない。
【００３１】
　図面において、いろいろな層及び領域を明確に表すために厚さを拡大して示し、明細書
全体にわたって類似な部分については同一の図面符号を付けた。層、膜、領域、基板及び
板などの部分が他の部分“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”にある場
合だけでなく、その中間に他の部分がある場合も含む。反対に、ある部分が他の部分“す
ぐ上に”あるとする時には中間に他の部分がないことを意味する。
【００３２】
　次に、本発明の実施例による薄膜トランジスタ表示板及びその製造方法について、詳細
に説明する。
＜薄膜トランジスタ表示板＞
　まず、図１乃至図２Ｂ を参照して、本発明の一実施例による薄膜トランジスタ表示板
について詳細に説明する。
【００３３】
　図１は本発明の一実施例による薄膜トランジスタ表示板の配置図である。図２Ａは図１
の薄膜トランジスタ表示板のIIa-IIa’線による断面図である。図２Ｂ は図１の薄膜トラ
ンジスタ表示板のIIb-IIb’線及びIIb’-IIb’’線による断面図である。
【００３４】
　透明なガラスなどで作られた絶縁基板１１０上には、複数のゲート線１２１が形成され
ている。
　ゲート線１２１は主に横方向に延長しており、ゲート信号を伝達する。各ゲート線１２
１は、上下に突出した複数のゲート電極１２４と、他の層または外部装置との接続のため
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に面積の広い端部１２９とを含む。ゲート信号を生成するゲート駆動部（図示せず）が基
板１１０上に集積されている場合、ゲート線１２１は延在してゲート駆動部と連結される
。
【００３５】
　ゲート線１２１は、銀（Ag）や銀合金などの銀系金属、アルミニウム（Al）やアルミニ
ウム合金などのアルミニウム系金属、銅（Cu）や銅合金などの銅系金属、クロム（Cr）、
チタニウム（Ti）、タンタル（Ta）、モリブデン（Mo）及びこれらの合金などを含から形
成されている導電膜を含む。また、ゲート線１２１は、物理的性質の異なる二つの導電膜
（図示せず）を含む多層膜構造を有していてもよい。この場合、一つの導電膜は、ゲート
線１２１が信号遅延や電圧降下を軽減できるように低い比抵抗を有する金属で形成される
。低い比抵抗を有する金属とは、例えば、アルミニウム系金属、銀系金属または銅系金属
などがあげられる。一方、他の導電膜は、１つの導電膜とは異なった他の物質から形成さ
れる。他の物質とは、特にＩＴＯ（indium tin oxide）及びＩＺＯ（indium zinc oxide
）との物理的、化学的、電気的接触特性に優れた物質であって、例えばクロム、モリブデ
ン、チタニウム、タンタルまたはこれらの合金などがあげられる。そして、２つの導電膜
は、比抵抗の低い導電膜が上部となり、接触特性に優れた導電膜が下部となるように積層
して形成されており、具体的には、クロム下部膜と、アルミニウムまたはアルミニウム合
金の上部膜とがあげられる。また、その反対の例としては、アルミニウムまたはアルミニ
ウム合金の下部膜と、モリブデンまたはモリブデン合金の上部膜とがある。また、ゲート
線１２１は、その他の多様な金属または導電体で形成されていてもよい。
【００３６】
　ゲート線１２１の側面は基板１１０の表面に対して傾斜している。基板１１０上の表面
とゲート線１２１の側面とのなす角度、即ち傾斜角は約３０～８０゜の範囲である。
　ゲート線１２１上には、窒化ケイ素（SiNx）などからなるゲート絶縁膜１４０が形成さ
れている。
【００３７】
　ゲート絶縁膜１４０上には、水素化非晶質シリコン（非晶質シリコンは略してa-Siと称
する）や多結晶シリコンなどからなる複数の線状半導体１５１が形成されている。線状半
導体１５１は主に縦方向に延長しており、ゲート電極１２４に向かって延在した複数の突
出部１５４を含む。
【００３８】
　半導体１５１上には、シリサイドまたはn型不純物が高濃度にドーピングされているn+
水素化非晶質シリコンなどの物質で作られた複数の線状及び島型の抵抗性接触部材１６１
、１６５が形成されている。線状接触部材１６１は複数の突出部１６３を有しており、こ
の突出部１６３と島型接触部材１６５とは対をなし、半導体１５１の突出部１５４上に位
置する。
【００３９】
　半導体１５１及び抵抗性接触部材１６１、１６５の側面も、ゲート線１２１の側面と同
様に、基板１１０の表面に対して傾斜している。基板１１０上の表面と半導体１５１、も
しくは、基板１１０上の表面と抵抗性接触部材１６１、１６５との側面とのなす角度、即
ち傾斜角は約３０～８０゜である。
【００４０】
　抵抗性接触部材１６１、１６５上には、複数のデータ線１７１と、これと分離されてい
る複数のドレイン電極１７５とが形成されている。
　データ電圧を伝達するデータ線１７１は、主に縦方向に延長してゲート線１２１と交差
している。各データ線１７１は、別の層または外部装置との接続のために、面積の広い端
部１７９とゲート電極１２４に向かって延長した複数のソース電極１７３とを含む。
【００４１】
　各ドレイン電極１７５は他の層との接続のために、面積の広い一端部１７７と線状の他
端部分とを有しており、線状の端部は曲がっているソース電極１７３により一部が囲まれ
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ている。
【００４２】
　ゲート電極１２４、ソース電極１７３及びドレイン電極１７５は、半導体１５１の突出
部１５４と共に薄膜トランジスタを形成しており、薄膜トランジスタのチャンネルはソー
ス電極１７３とドレイン電極１７５との間の突出部１５４に形成される。
【００４３】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５は、クロム、チタニウム、タンタル、モリブデ
ンなどの耐火性金属またはこれらの合金を含み形成することができる。また、データ線１
７１及びドレイン電極１７５は、耐火性金属膜と低抵抗導電膜とを含む多層膜構造で形成
することもできる。多層膜構造とは、例えば、クロムまたはモリブデン（合金）下部膜と
アルミニウム（合金）上部膜との二重膜、及びモリブデン（合金）膜―アルミニウム（合
金）膜―モリブデン（合金）膜の三重膜があげられる。
【００４４】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５の側面も、ゲート線１２１の側面と同様に、基
板１１０の表面に対して約３０～８０゜の角度傾斜している。
　抵抗性接触部材１６１、１６５は、その下部の半導体１５１とその上部のデータ線１７
１との間、及び下部の半導体１５１とその上部のドレイン電極１７５との間にだけに存在
し、接触抵抗を低くする役割を果たす。
【００４５】
　線状半導体１５１は、データ線１７１とドレイン電極１７５及びその下の抵抗性接触部
材１６１、１６５とほぼ同じ形状である。しかし、線状半導体１５１の突出部１５４には
、ソース電極１７３とドレイン電極１７５との間などのように、データ線１７１及びドレ
イン電極１７５で覆われずに露出している部分がある。これとは異なって、突出部１５４
だけがあって他の部分はないこともあり得る。
【００４６】
　ゲート絶縁膜１４０、データ線１７１、ソース電極、露出された半導体１５４部分及び
ドレイン電極１７５の一部上には、保護膜１８０が形成されている。保護膜１８０は、窒
化ケイ素や酸化ケイ素（SiO2）などの無機物で形成されることができる。また、保護膜１
８０は、平坦化特性に優れた感光性有機物や、プラズマ化学気相蒸着で形成されるa-Si:C
:O、a-Si:O:Fなどの誘電常数が約４．０以下である低誘電率の絶縁物質から形成されてい
てもよい。また、保護膜１８０は、有機膜の優れた特性を生かしながら露出された半導体
１５４部分を保護するために、下部無機膜と上部有機膜との二重膜構造を有することも可
能である。
【００４７】
　保護膜１８０には、データ線１７１の端部１７９の一部とドレイン電極１７５の一部と
を各々露出させる複数の接触孔１８２、１８５が形成されており、保護膜１８０及びゲー
ト絶縁膜１４０には、ゲート線１２１の端部１２９を露出する複数の接触孔１８１が形成
されている。
【００４８】
　保護膜１８０上には複数の画素電極１９０が形成されており、保護膜１８０及びゲート
絶縁膜１４０の接触孔１８１、１８２には複数の接触補助部材８１、８２が形成されてい
る。画素電極１９０及び接触補助部材８１、８２は、ＩＺＯ、ＩＴＯ、またはａ‐ＩＴＯ
（非晶質ＩＴＯ）などの透明な導電体、または、銀及びアルミニウムなどの反射性金属で
形成される。
【００４９】
　画素電極１９０は接触孔１８５を通じて露出されたドレイン電極１７５と物理的・電気
的に連結されており、ドレイン電極１７５からデータ電圧の印加を受ける。データ電圧が
印加された画素電極１９０は、共通電圧の印加を受ける他の表示板（図示せず）の共通電
極（図示せず）と共に電場を生成する。これにより、二つの電極間の液晶層の液晶分子の
方向を決定する。
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【００５０】
　画素電極１９０及び共通電極は（図示せず）、キャパシタ（以下、“液晶キャパシタ”
という）を形成している。液晶キャパシタ（図示せず）は、薄膜トランジスタがオフされ
た後にも印加された電圧を維持する。また、液晶キャパシタの電圧維持能力を強化するた
めに、他のキャパシタを並列に接続することもできる。この場合の、他のキャパシタをス
トレージキャパシタ（図示せず）という。ストレージキャパシタ（図示せず）は、画素電
極１９０とこれと隣接したゲート線１２１または別途設けられた信号線の重畳などで形成
される。
【００５１】
　接触補助部材８１、８２は、その境界が保護膜１８０の接触孔１８１、１８２の境界と
実質的に一致しており、接触孔１８１、１８２を通じてゲート線１２１の端部１２９及び
データ線１７１の端部１７９とそれぞれ接続される。接触補助部材８１、８２は、ゲート
線１２１の端部１２９及びデータ線１７１の端部１７９と外部装置との接着性を補完し、
これらを保護する。
＜薄膜トランジスタ表示板の製造方法＞
　以下、図１乃至図２Ｂに示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によって製
造する方法について、図３乃至図１１Ｂと図１乃至図２Ｂとを参照して詳細に説明する。
【００５２】
　図３、図６及び図９は、それぞれ図１乃至図２Ｂに示した薄膜トランジスタ表示板を本
発明の一実施例によって製造する方法の中間段階での配置図である。図４Ａは、図３の薄
膜トランジスタ表示板のIVa-IVa´線による断面図である。図４Ｂは、図３の薄膜トラン
ジスタ表示板のIVb-IVb’線及びIVb’-IVb”線による断面図である。図５Ａ及び図５Ｂは
、図４Ａ及び図４Ｂのそれぞれの次の段階での図面である。即ち、図５Ａは、図３に示し
た薄膜トランジスタ表示板のIVa-IVa’線による断面図である。図５Ｂは、図３に示した
薄膜トランジスタ表示板のIVb-IVb’線及びIVb’-IVb”線による断面図である。
【００５３】
　図７Ａは、図６の薄膜トランジスタ表示板のVIIa-VIIa’線による断面図である。図７
Ｂは、図６の薄膜トランジスタ表示板をVIIb-VIIb’線及びVIIb’-VIIb”線による断面図
である。図８Ａ及び図８Ｂは、図７Ａ及び図７Ｂのそれぞれの次の段階での図面である。
即ち、図８Ａは、図６の薄膜トランジスタ表示板のVIIa-VIIa’線による断面図である。
図８Ｂは、図６の薄膜トランジスタ表示板のVIIb-VIIb’線及びVIIb’-VIIb”線による断
面図である。
【００５４】
　図１０Ａは、図９に示した薄膜トランジスタ表示板のXa-Xa’線による断面図である。
図１０Ｂは、図９に示した薄膜トランジスタ表示板のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線による断
面図である。図１１Ａ及び図１１Ｂは、図１０Ａ及び図１０Ｂのそれぞれの次の段階での
図面である。即ち、図１１Ａは、図９に示した薄膜トランジスタ表示板のXa-Xa’線によ
る断面図である。図１１Ｂは、図９に示した薄膜トランジスタ表示板のXb-Xb’線及びXb
’-Xb”線による断面図である。図１２Ａ及び図１２Ｂは、図１１Ａ及び図１１Ｂのそれ
ぞれの次の段階での図面である。即ち、図１２Ａは、図９に示した薄膜トランジスタ表示
板のXa-Xa’線による断面図である。図１２Ｂは、図９に示した薄膜トランジスタ表示板
のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線による断面図である。
【００５５】
　まず、図３乃至図４Ｂに示したように、透明なガラスなどで形成された絶縁基板１１０
上に金属などの導電体層をスパッタリングなどの方法で、１，０００Å乃至３，０００Å
の厚さで蒸着して写真エッチングし、ゲート電極１２４及び端部１２９を含む複数のゲー
ト線１２１を形成する。
【００５６】
　次に、図５Ａ及び図５Ｂに示したように、ゲート絶縁膜１４０、真性非晶質シリコン層
１５０、不純物非晶質シリコン層１６０を化学気相蒸着法などで連続して積層する。ゲー
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ト絶縁膜１４０は、窒化ケイ素で形成するとよい。また、積層温度は約２５０～４００℃
、厚さは２，０００～５，０００Å程度であるのが好ましい。
【００５７】
　次に、金属などの導電体層１７０をスパッタリングなどの方法で所定の厚さに蒸着した
後、その上に感光膜４０を１μm乃至２μmの厚さに塗布する。
　光マスク（図示せず）を通じて感光膜４０に光を照射した後、これを現像する。現像さ
れた感光膜の厚さは位置によって異なり、図５Ａ及び５Ｂでは、感光膜４０は厚さが次第
に小さくなる第１乃至第３部分で構成される。領域（Ａ）（以下、配線領域とする）に位
置した第１部分及び領域（Ｂ）（以下、チャンネル領域とする）に位置した第２部分は、
各々図面符号４２と４４とで示している。領域（Ｃ）（以下、その他の領域とする）に位
置した第３部分についての図面符号は付与されていないが、第３部分の厚さはゼロである
。即ち、第３部分では、下の導電体層１７０が露出されている。第１部分４２と第２部分
４４との厚さの比は、後続工程での工程条件によって異なるようにし、第２部分４４の厚
さを第１部分４２の厚さの１/２以下とするのが好ましく、例えば、約４，０００Å以下
であるのが好ましい。
【００５８】
　このように、位置によって感光膜の厚さを異にする方法は多様である。例えば、露光マ
スクに透過領域及び遮光領域だけでなく、半透過領域を設けてもよい。半透過領域には、
スリットパターン、格子パターン、または透過率が中間であるか厚さが中間である薄膜が
備えられる。スリットパターンを使用する場合、スリットの幅やスリット間の間隔は、写
真エッチング工程に使用する露光器の分解能より小さいのが好ましい。他の例としては、
リフローが可能な感光膜を使用することもできる。つまり、透過領域及び遮光領域のみを
有する通常のマスクでリフロー可能な感光膜を形成した後、リフローさせて感光膜が残留
しない領域に流れるようにすることによって、薄い部分を形成する。
【００５９】
　適切な工程条件を与えれば、感光膜４２、４４の厚さの差により下部層を選択的にエッ
チングすることができる。したがって、一連のエッチング段階を通じて、図６乃至図７Ｂ
に示したようなソース電極１７３及び端部１７９を含む複数のデータ線１７１と、拡張部
１７７とを含む複数のドレイン電極１７５を形成し、突出部１６３を含む複数の線状抵抗
性接触部材１６１及び複数の島型抵抗性接触部材１６５、そして、突出部１５４を含む複
数の線状半導体１５１を形成する。
【００６０】
　説明の便宜上、配線領域（Ａ）に位置した導電体層１７０、不純物非晶質シリコン層１
６０、真性非晶質シリコン層１５０の部分をＡ部分とし、チャンネル領域（Ｂ）に位置し
た導電体層１７０、不純物非晶質シリコン層１６０、真性非晶質シリコン層１５０の部分
をＢ部分とし、その他の領域（Ｃ）に位置した導電体層１７０、不純物非晶質シリコン層
１６０、真性非晶質シリコン層１５０の部分をＣ部分とする。
【００６１】
　このような構造を形成する順序の一例を以下に示す。
　（１）その他の領域（Ｃ）に位置した導電体層１７０、不純物非晶質シリコン層１６０
及び真性非晶質シリコン層１５０のＣ部分を除去する。
【００６２】
　（２）チャンネル領域（Ｂ）に位置した感光膜の第２部分４４を除去する。
　（３）チャンネル領域（Ｂ）に位置した導電体層１７０及び不純物非晶質シリコン層１
６０のＢ部分を除去する。（４）配線領域（Ａ）に位置した感光膜の第１部分４２を除去
する。
【００６３】
　また、このような構造を形成する他の例を以下に示す。
（１）その他の領域（Ｃ）に位置したＣ部分のうち導電体層１７０を除去する。
（２）チャンネル領域（Ｂ）に位置した感光膜の第２部分４４を除去する。
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（３）その他の領域（Ｃ）に位置した不純物非晶質シリコン層１６０及び非晶質シリコン
層１５０のＣ部分を除去する。
（４）チャンネル領域（Ｂ）に位置したＢ部分のうち導電体層１７０を除去する。
（５）配線領域（Ａ）に位置した感光膜の第１部分４２を除去する。
（６）チャンネル領域（Ｂ）に位置したＢ部分のうち不純物非晶質シリコン層１６０を除
去する。
【００６４】
　感光膜の第２部分４４を除去する際に、感光膜の第１部分４２の厚さが減少するが、感
光膜の第２部分４４の厚さが感光膜の第１部分４２より薄いために、下部層が除去または
エッチングされることを防止している第１部分４２は完全には除去されない。
【００６５】
　適切なエッチング条件を選択すれば、感光膜の第３部分の下のＣ部分；不純物非晶質シ
リコン層１６０及び真性非晶質シリコン層１５０部分と感光膜の第２部分４４とを同時に
除去することができる。また、感光膜の第２部分４４の下で、Ｂ部分のうちの不純物非晶
質シリコン層１６０と、感光膜の第１部分４２とを同時に除去することができる。例えば
、SF6とHClの混合気体や、SF6とO2の混合気体を用いると、ほぼ同じエッチング率で感光
膜と真性非晶質シリコン層１５０（または不純物非晶質シリコン層１６０）とをエッチン
グすることができる。
【００６６】
　導電体層１７０の表面に感光膜の残りがあれば、アッシングなどを通じて除去する。
　次に、図８Ａ及び図８Ｂに示したように、データ線１７１及びドレイン電極１７５上に
保護膜１８０を積層した後、その上に陽性感光膜５０を塗布し、その上に光マスク６０を
整列する。
【００６７】
　光マスク６０は、透明な基板６１と、その上の不透明な光遮断層６２とを含んでおり、
透過領域ＴＡ１、遮光領域ＢＡ１及び半透過領域ＳＡ１に分かれる。光遮断層６２は透過
領域ＴＡ１には全くなく、遮光領域ＢＡ１及び半透過領域ＳＡ１だけに位置する。光遮断
層６２は遮光領域ＢＡ１ではその幅が所定値以上の部分として存在し、半透過領域ＢＡ１
では幅または間隔が所定値以下の複数の部分として存在し、スリットをなす。半透過領域
ＳＡ１は、ゲート線１２１及びデータ線１７１で囲まれた領域と対向し、透過領域ＴＡ１
はゲート線１２１の端部１２１、データ線１７１の端部１７９及びドレイン電極１７５の
一部と対向し、遮光領域ＢＡ１はその他の部分と対向する。
【００６８】
　このような光マスク６０を通じて感光膜５０に光を照射した後、現像すると、一定の強
度以上の光に露出された感光膜５０部分がなくなる。具体的には、図８Ａ及び図８Ｂのよ
うに、透過領域ＴＡ１と対向する部分は全てなくなり、半透過領域ＳＡ１と対向する部分
５４は上の部分がなくなって厚さが減少し、遮光領域ＢＡ１と対向する部分５２はそのま
ま残る。図面から斜線を引いた部分は、現像後になくなる感光膜を示す。
【００６９】
　次に、図９乃至図１０Ｂに示したように、残った感光膜部分５２、５４をエッチングマ
スクとして保護膜１８０及びその下のゲート絶縁膜１４０をエッチングし、ゲート線１２
１の端部１２９、データ線１７１の端部１７９及びドレイン電極１７５の一部を露出する
複数の接触孔１８１、１８２、１８５を形成する。
【００７０】
　次に、図１１Ａ及び図１１Ｂに示したように、アッシング工程などにより薄い感光膜部
分５４を除去し、この時、厚い感光膜部分５２の厚さが減少する。
　次に図１２Ａ及び図１２Ｂに示したように、ＩＺＯまたはＩＴＯまたはａ‐ＩＴＯなど
をスパッタリングで積層して導電体膜９０を形成する。ＩＺＯの場合、スパッタリング標
的としては日本のIdemitsu社のＩＤＩＸＯ（indium x-metal oxide）という商品を使用す
ることができ、In2O3及びZnOを含み、インジウムと亜鉛の総量で亜鉛が占める含有量は約
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１５～２０atomic％範囲であるのが好ましい。また、他の導電体との接触抵抗を最小限に
するため、ＩＺＯのスパッタリング温度は２５０℃以下であるのが好ましい。
【００７１】
　この時、導電体膜９０は、感光膜５２上に位置する第１部分９１と、それ以外のところ
、即ち、少なくとも前記ドレイン電極１７５の露出された部分を含む部分に位置する第２
部分９２とを含む。感光膜部分５２が厚いため感光膜５２の表面と底との間の段差が激し
い。そのため、導電体膜９０の第１部分９１及び第２部分９２の少なくとも一部が互いに
分離されて隙間が生じ、これによって感光膜５２の側面の少なくとも一部が露出される。
【００７２】
　次に、基板１１０を感光膜溶剤に浸漬すると、溶剤は残った感光膜５２の露出された側
面を通じて感光膜５２に浸透し、これによって感光膜５２が除去される。この時、残った
感光膜部分５２上に位置する導電体膜９０の第１部分９１もまた、リフト-オフ方式で感
光膜部分５２と共に除去されるので、結果、導電体膜９０の第２部分９２だけが残り、こ
れは複数の画素電極１９０及び複数の接触補助部材８１、８２となる。（図１と図２Ａ及
び図２Ｂ参照）。
【００７３】
　本実施例では、データ線１７１及びドレイン電極１７５と、その下部の抵抗性接触部材
１６１、１６５及び半導体１５１を一つの写真エッチング工程により形成し、画素電極１
９０及び接触補助部材８１、８２を形成するための別途の写真エッチング工程を省略する
ため、全体工程を簡素化することができる。
【００７４】
　一方、本実施例では、図１０Ｂと共に説明したように、ゲート線１２１の端部及びデー
タ線１７１の端部を覆っている保護膜１８０と、ゲート絶縁膜１４０とを同時にエッチン
グする場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。
【００７５】
　例えば、データ線１７１の一部を露出する接触孔１８２となる部分上の感光膜５０を全
て除去するのではなく、厚さの薄い感光膜部分５４を残し、まず、感光膜５２、５４をマ
スクとして保護膜１８０をエッチングし、接触孔１８５を完成させ、また、接触孔１８１
が形成される部分のゲート絶縁膜１４０を露出させる。感光膜の第２部分５４を除去し、
露出された保護膜１８０とゲート絶縁膜１４０部分とをエッチングして、接触孔１８１、
１８２を完成させてもよい。
＜薄膜トランジスタ表示板の他の実施例＞
　次に、図１３乃至図１４Ｂを参照して、本発明の他の実施例による薄膜トランジスタ表
示板について詳細に説明する。
【００７６】
　図１３は本発明の一実施例による薄膜トランジスタ表示板の配置図である。図１４Ａは
、図１の薄膜トランジスタ表示板のXIVa-XIVa’線による断面図である。図１４Ｂは、図
１の薄膜トランジスタ表示板のXIVb-XIVb’線及びXIVb’-XIVb’’線による断面図である
。
【００７７】
　図１３乃至図１４Ｂに示したように、本実施例による薄膜トランジスタ表示板の層状構
造は、図１乃至図２Ｂに示した液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の層状構造とほぼ
同一である。つまり、基板１１０上にはゲート電極１２４を含む複数のゲート線１２１が
形成されており、その上にゲート絶縁膜１４０と、突出部１５４を含む複数の線状半導体
１５１と、突出部１６３を含む複数の線状抵抗性接触部材１６１と、複数の島型抵抗性接
触部材１６５と、が順次に形成されている。抵抗性接触部材１６１、１６５上には、ソー
ス電極１７３及び端部１７９を含む複数のデータ線１７１と、端部１７７を有する複数の
ドレイン電極１７５とが形成されており、その上には保護膜１８０が形成されている。保
護膜１８０には複数の接触孔１８２、１８７が形成されており、保護膜１８０上には複数
の画素電極１９０が形成されている。そして、接触孔１８２には複数の接触補助部材８２
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が形成されている。
【００７８】
　次に、図１乃至図３に示した薄膜トランジスタ表示板と異なっている点について説明す
る。本実施例による薄膜トランジスタ表示板は、ゲート線１２１と同じ層に位置する維持
電極線１３１をさらに含む。維持電極線１３１はゲート線１２１とほぼ平行に延長してお
り、他の表示板（図示せず）の共通電極（図示せず）に印加される共通電圧などの予め決
められた電圧の印加を受ける。各維持電極線１３１は上下に拡張されており、ドレイン電
極１７５の広い端部１７７と重畳する拡張部１３７を含む。
【００７９】
　維持電極線１３１は、画素電極１９０及びこれと連結されたドレイン電極１７５と重畳
してストレージキャパシタを構成するが、維持電極線１３１の拡張部１３７及びドレイン
電極１７５の広い端部１７７が重畳するので、ストレージキャパシタの静電容量、つまり
、保持容量が大きい。
【００８０】
　画素電極１９０はゲート線１２１及びデータ線１７１と重畳している。このような重畳
構造により、開口率を高めることができる。
　また、接触補助部材８２は、接触孔１８２内だけでなく、保護膜１８０上まで延在して
いる。
＜薄膜トランジスタ表示板の他の例：製造方法＞
　次に、図１３乃至図１４Ｂに示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によっ
て製造する方法について、図１５乃至図２２Ｂと図１３乃至図１４Ｂを参照して詳細に説
明する。
【００８１】
　図１５、図１７及び図２０は、それぞれ図１３乃至図１４Ｂに示した薄膜トランジスタ
表示板を本発明の一実施例によって製造する方法の中間段階での配置図である。図１６Ａ
は、図１５の薄膜トランジスタ表示板のIVa-IVa’線による断面図である。図１６Ｂは、
図１５の薄膜トランジスタ表示板のIVb-IVb’線及びIVb’-IVb”線による断面図である。
【００８２】
　図１８Ａは、図１７の薄膜トランジスタ表示板のVIIa-VIIa’線による断面図である。
図１８Ｂは、図１７の薄膜トランジスタ表示板のVIIb-VIIb’線及びVIIb’-VIIb”線によ
る断面図である。図１９Ａ及び図１９Ｂは、図１８Ａ及び図１８Ｂのそれぞれの次の段階
での図面である。即ち、図１９Ａは、図１７の薄膜トランジスタ表示板のVIIa-VIIa’線
による断面図である。図１９Ｂは、図１７の薄膜トランジスタ表示板のVIIb-VIIb’線及
びVIIb’-VIIb”線による断面図である。
【００８３】
　図２１Ａは、図２０に示した薄膜トランジスタ表示板のXa-Xa’線による断面図である
。図２１Ｂは、図２０に示した薄膜トランジスタ表示板のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線によ
る断面図である。図２２Ａ及び図２２Ｂは、図２１Ａ及び図２１Ｂのそれぞれの次の段階
での図面である。即ち、図２２Ａは、図２０に示した薄膜トランジスタ表示板のXa-Xa’
線による断面図である。図２２Ｂは、図２０に示した薄膜トランジスタ表示板のXb-Xb’
線及びXb’-Xb”線による断面図である。図２３Ａ及び図２３Ｂは、図２２Ａ及び図２２
Ｂのそれぞれの次の段階での図面である。即ち、図２３Ａは図２０に示した薄膜トランジ
スタ表示板のXa-Xa’線による断面図である。図２３Ｂは図２０に示した薄膜トランジス
タ表示板のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線による断面図である。
【００８４】
　まず、図１５乃至図１６Ｂに示したように、透明なガラスなどで形成された絶縁基板１
１０上に、ゲート電極１２４を含む複数のゲート線１２１と拡張部１３７を含む複数の維
持電極線１３１とを形成する。
【００８５】
　次に、図１７乃至図１８Ｂに示したように、ゲート絶縁膜１４０と、突出部１５４を含
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む複数の線状半導体１５１と、突出部１６３を含む複数の線状抵抗性接触部材１６１と、
複数の島型抵抗性接触部材１６５と、ソース電極１７３及び端部１７９を含む複数のデー
タ線１７１及び拡張部１７７を含む複数のドレイン電極１７５と、を形成する。これらの
形成過程は図５Ａ乃至図７Ｂを参照して説明したことと実質的に同一である。
【００８６】
　次に、図１９Ａ及び図１９Ｂに示したように、データ線１７１及びドレイン電極１７５
上に保護膜１８０を積層した後、その上に陽性感光膜７０を塗布し、その上に光マスク６
５を整列する。
【００８７】
　光マスク６５は、透明な基板６６と、その上の不透明な光遮断層６７とを含み、透過領
域（ＴＡ２）、遮光領域（ＢＡ２）及び半透過領域（ＳＡ２）に分かれる。透過領域（Ｔ
Ａ２）はデータ線１７１の端部１７９及びドレイン電極１７５の一部と対向し、半透過領
域（ＳＡ２）はゲート線１２１とデータ線１７１で囲まれた領域と対向する部分と、デー
タ線１７１の端部１７９上の透過領域（ＴＡ２）の周囲に位置した部分を含み、遮光領域
（ＢＡ２）はそれ以外の部分と対向する。
【００８８】
　このような光マスク６５を通じて感光膜７０に光を照射した後に現像すると、図１９Ａ
及び図１９Ｂで斜線を引いた部分が除去される。
　次に、図２０乃至図２１Ｂに示したように、残った感光膜部分７２、７４をエッチング
マスクとして保護膜１８０及びその下のゲート絶縁膜１４０をエッチングし、データ線１
７１の端部１７９及びドレイン電極１７５の一部を露出する複数の接触孔１８２、１８５
を形成する。
【００８９】
　次に、図２２Ａ及び図２２Ｂに示したように、アッシングなどにより薄い感光膜部分７
４を除去する。
　次いで、図２３Ａ及び図２３Ｂに示したように、感光膜７２上に位置する第１部分９１
と、それ以外のところに位置する第２部分９２を含む導電体膜９０を形成する。
【００９０】
　次いで、感光膜部分７２と導電体膜９０の第１部分９１を除去することによって、残っ
た導電体膜９０の第２部分９２により複数の画素電極１９０と複数の接触補助部材８２と
を形成する（図１３、図１４Ａ及び図１４Ｂ参照）。
【００９１】
　以上、本発明の実施例により、データ線１７１及びドレイン電極１７５と、その下部の
抵抗性接触部材１６１、１６５及び半導体１５１とを一つの写真エッチング工程で形成し
、画素電極１９０及び接触補助部材８１、８２を形成するための別途の写真エッチング工
程を省略することによって、全体の工程を簡素化する。
【００９２】
　以上で本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに
限定されず、次の請求範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の種々な変
形及び改良形態もまた本発明の権利範囲に属する。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の一実施例による薄膜トランジスタ表示板の配置図である。
【図２Ａ】図１の薄膜トランジスタ表示板のIIa-Iia’線による断面図である。
【図２Ｂ】図１の薄膜トランジスタ表示板のIIb-IIb’線及びIIb’-IIb’’線による断面
図である。
【図３】図１乃至図２Ｂに示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によって製
造する方法の中間段階での配置図である。
【図４Ａ】図３の薄膜トランジスタ表示板のIVa-IVa’線による断面図である。
【図４Ｂ】図３の薄膜トランジスタ表示板のIVb-IVb’線及びIVb’-IVb”線による断面図
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である。
【図５Ａ】図４Ａの次の段階での図面であって、図３に示した薄膜トランジスタ表示板の
IVa-IVa’線による断面図である。
【図５Ｂ】図４Ｂの次の段階での図面であって、図３に示した薄膜トランジスタ表示板の
IVb-IVb’線及びIVb’-IVb”線による断面図である。
【図６】図１乃至図２Ｂに示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によって製
造する方法の中間段階での配置図である。
【図７Ａ】図６の薄膜トランジスタ表示板のVIIa-VIIa’線による断面図である。
【図７Ｂ】図６の薄膜トランジスタ表示板のVIIb-VIIb’線及びVIIb’-VIIb”線による断
面図である。
【図８Ａ】図７Ａの次の段階での図面であって、図６の薄膜トランジスタ表示板のVIIa-V
IIa’線による断面図である。
【図８Ｂ】図７Ｂの次の段階での図面であって、図６の薄膜トランジスタ表示板のVIIb-V
IIb’線及びVIIb’-VIIb”線による断面図である。
【図９】図１乃至図２Ｂに示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によって製
造する方法の中間段階での配置図である。
【図１０Ａ】図９に示した薄膜トランジスタ表示板のXa-Xa’線による断面図である。
【図１０Ｂ】図９に示した薄膜トランジスタ表示板のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線による断
面図である。
【図１１Ａ】図１０Ａの次の段階での図面であって、図９に示した薄膜トランジスタ表示
板のXa-Xa’線による断面図である。
【図１１Ｂ】図１０Ｂの次の段階での図面であって、図９に示した薄膜トランジスタ表示
板のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線による断面図である。
【図１２Ａ】図１１Ａの次の段階での図面であって、図９に示した薄膜トランジスタ表示
板のXa-Xa’線による断面図である。
【図１２Ｂ】図１１Ｂの次の段階での図面であって、図９に示した薄膜トランジスタ表示
板のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線による断面図である。
【図１３】本発明の一実施例による薄膜トランジスタ表示板の配置図である。
【図１４Ａ】図１の薄膜トランジスタ表示板のXIVa-XIVa’線による断面図である。
【図１４Ｂ】図１の薄膜トランジスタ表示板のXIVb-XIVb’線及びXIVb’-XIVb”線による
断面図である。
【図１５】図１３乃至図１４Ｂに示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によ
って製造する方法の中間段階での配置図である。
【図１６Ａ】図１５の薄膜トランジスタ表示板のIVa-IVa’線による断面図である。
【図１６Ｂ】図１５の薄膜トランジスタ表示板のIVb-IVb’線及びIVb’-IVb”線による断
面図である。
【図１７】図１３乃至図１４Ｂに示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によ
って製造する方法の中間段階での配置図である。
【図１８Ａ】図１７の薄膜トランジスタ表示板のVIIa-VIIa’線による断面図である。
【図１８Ｂ】図１７の薄膜トランジスタ表示板のVIIb-VIIb’線及びVIIb’-VIIb”線によ
る断面図である。
【図１９Ａ】図１８Ａの次の段階での図面であって、図１７の薄膜トランジスタ表示板の
VIIa-VIIa’線による断面図である。
【図１９Ｂ】図１８Ｂの次の段階での図面であって、図１７の薄膜トランジスタ表示板の
VIIb-VIIb’線及びVIIb’-VIIb”線による断面図である。
【図２０】図１３乃至図１４Ｂに示した薄膜トランジスタ表示板を本発明の一実施例によ
って製造する方法の中間段階での配置図である。
【図２１Ａ】図２０に示した薄膜トランジスタ表示板のXa-Xa’線による断面図である。
【図２１Ｂ】図２０に示した薄膜トランジスタ表示板のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線による
断面図である。
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【図２２Ａ】図２１Ａの次の段階での図面であって、図２０に示した薄膜トランジスタ表
示板のXa-Xa’線による断面図である。
【図２２Ｂ】図２１Ｂの次の段階での図面であって、図２０に示した薄膜トランジスタ表
示板のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線による断面図である。
【図２３Ａ】図２２Ａの次の段階での図面であって、図２０に示した薄膜トランジスタ表
示板のXa-Xa’線による断面図である。
【図２３Ｂ】図２２Ｂの次の段階での図面であって、図２０に示した薄膜トランジスタ表
示板のXb-Xb’線及びXb’-Xb”線による断面図である。
【符号の説明】
【００９４】
４０、４２、４４、５０、５２、５４、７０、７２、７４　感光膜
６０、６５　光マスク
６１、６６　基板
６２、６７　光遮断層
８１、８２　接触補助部材
９０、９１、９２　導電体膜
１１０　絶縁基板
１２１、１２９　ゲート線
１２４　ゲート電極
１３１、１３７　維持電極線
１４０　ゲート絶縁膜
１５０　真性非晶質シリコン層
１５１、１５４　半導体
１６０　不純物非晶質シリコン層
１６１、１６３、１６５　抵抗性接触部材
１７０　導電体層
１７１、１７９　データ線
１７３　ソース電極
１７５　ドレイン電極
１８０　保護膜
１８１、１８２、１８５　接触孔
１９０　画素電極
ＢＡ１、ＢＡ２　遮光領域
ＳＡ１、ＳＡ２　半透過領域
ＴＡ１、ＴＡ２　透過領域
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【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３】



(19) JP 5153999 B2 2013.2.27

【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図９】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】



(22) JP 5153999 B2 2013.2.27

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】
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【図１３】 【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】 【図１５】
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【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】

【図１７】 【図１８Ａ】
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