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回路基板、電子装置、及び、回路基板の製造方法

技術分野

０００1 本発明は、回路基板、電子装置、及び、回路基板の製造方法に関する。より詳しくは

、液品表示装置、有機ェレクトロルミネセンス表示装置、太陽電池等の電子装置の構

成部材に好適な回路基板、それを含んで構成される電子装置、及び、回路基板の

好適な製造方法に関するものである。

背景技術

０００2 回路基板は、電子回路を構成要素として有するものであり、様々な分野で用いられて

いる。例えば、薄膜トランジスタ( )等の素子を含む回路基板は、液品表示装置、

有機ェレクトロルミネセンス表示装置、及び、太陽電池等の電子装置の構成部材とし

て利用されており、これらの電子装置の製造技術が進歩するとともに、回路基板の製

造技術は、益々高度ィビしている。

０００3 以下、 駆動の液品表示パネルを構成する アレイ基板の回路構成を例に挙

げて説明する。 アレイ基板は、 の走査線と 列の信号線とからなる マト

リクス配線の交点に、スイッチング素子である が設けられた構造を含む画素回路

を有する。なお、 のゲート電極は走査線に接続されており、ソース電極は信号線

に接続されており、ドレイン電極は画素電極に接続されている。また、走査ドライバ C

やデータドライバ Cといった周辺回路が、それぞれ走査線及び信号線に接続されて

いる。

しかしながら、従来の アレイ基板では、走査ドライバ Cやデータドライバ Cとレ㌧
た周辺回路は、テープキヤリアパッケージ ( CP)方式等により、走査線群及び信号

線群等に外付けされていたため、部品点数が多くなるれづ点で改善の余地があった

０００4 これに対し、低温プロセスで形成することができ、高移動度を有するポリシリコン及び

連続粒界結品 (CG) シリコンれ、った半導体材料の薄膜形成技術の開発に伴い、シ

ステム液品技術が開発された。この技術では、走査ドライバ Cやデータドライバ Cと



いった周辺回路が、画素回路と一体形成されるため、部品点数を削減することができ

るとともに、組み立て生産や検査工程を削減することができるため、コストダウンや信

頼性を向上させることができる。

０００5 ところで、一般的に、画素回路や周辺回路は、半導体層や導電層等の機能層や薄

膜が多数積層された構造を有する。機能層はそれぞれ、所定のパターンに形成され

ており、その側面の傾斜角度が9０。に近いほど、微細加工性に優れる。また、機能

層を被覆する薄膜は、機能層の側面の傾斜角度が
。に近いほど、段差被覆性 (ス

テップヵバレージ) に優れる。

０００6 上述したよぅな アレイ基板において、周辺回路の では、微細化及び低消費

電カィビを図る観点から、半導体層を被覆する絶縁膜の高い段差被覆性よりもむしろ

、優れた微細加工性やドレイン電流対ゲート電圧 ( d 特性が要求されるため、

半導体層は、その側面の傾斜角度が9０。に近いことが好ま 、。一方、画素回路の

保持容量部では、絶縁耐圧を向上させる観点から、優れた微細加工性や d 特

性よりもむしろ、半導体層を被覆する絶縁膜の高い段差被覆性が要求されるため、そ

の側面の傾斜角度は小刮亡とが好ま 、。

０００7 また、画素回路の では、開口率及び線幅制御性の向上を図る観点から、ゲート

電極は、その側面の傾斜角度が9 。０ に近いことが好ま 、。一方、ゲートドライバ C

部等の周辺回路では、ゲート電極の側面の傾斜が緩やかである場合、又は、ゲート

電極の側面が階段状である場合、イオン注入工程においてゲート電極の薄い領域

下の半導体層に低濃度不純物領域を自動的に作製することができるため、信頼性向

上に有効である。また、ゲート電極が保持容量部を構成する場合には、耐圧向上の

ため、ゲート電極の傾斜角度は、 。に近 、いことが好ま 。

すなわち、半導体層やゲート電極、及び、それらを被覆する膜の要求特性は、

の利用形態ごとに異なるため、半導体層やゲート電極を構成する側面の好適な傾斜

角度もまた、 の利用形態ごとに異なる。

０００8 しかしながら、部品点数の削減等が図られるシステム液品技術を用いた製造工程で

は、周辺回路の を構成する半導体層と画素回路の保持容量部を構成する半導

体層、及び、周辺回路の を構成するゲート電極と画素回路の を構成するゲ



一ト電極とはそれぞれ同一の工程で形成されるため、それらの側面の傾斜角度は、

略同一になる。したがって、例えば、周辺回路の を構成する半導体層の要求特

性を満たすために、半導体層を形成する工程において、半導体層をその側面の傾

斜角度が9０。付近になるよぅに形成した場合、画素回路の保持容量部では、半導

体層を被覆する絶縁膜が高い段差被覆性を得ることができず、絶縁耐圧が低くなっ
て、半導体層が他の導電部材とリーク (同電位ィめしやすくなる。一方、画素回路の保

持容量部を構成する半導体層の要求特性を満たすために、半導体層をその傾斜角

度が充分に小さくなるよぅに形成した場合、周辺回路の は、優れた微細加工性

を得ることができず、また、閾値電圧が大きくなって、消費電力が増大する。

すなわち、システム液品技術を用いて製造された アレイ基板では、半導体層や

ゲート電極を構成する側面の少なくとも一部が、好適な傾斜角度を得ることができな

いれづ点で改善の余地があった。

０００9 なお、これに対し、特許文献 では、画素 及び保持容量が設けられた画素部と、

チヤネル型 及び チヤネル型 でなるC OS回路とが同一の基板上に作

製されたアクテイブマトリクス基板の構成が開示されている。この構成では、各 及

び保持容量のゲート電極は、下層ゲート電極 ( 型シリコン膜) と上層ゲート電極 ( o

膜) とからなる積層構造を有し、上層ゲート電極は、各 及び保持容量にお

いて側面の傾斜角度を同一とし、下層ゲート電極は、画素 、保持容量及び チ

ヤネル型 において側面の傾斜角度を2０。とし、 チヤネル型 において側

面の傾斜角度を7 。5 としている。

しかしながら、この構成によれば、画素部に設けられた画素 及び保持容量のゲ

ート電極のチヤネル幅が大きく、画素部に形成される遮光領域が大きくなるため、透

過型液品表示装置や半透過型液品表示装置等において、開口率の向上を図ること

ができないとレづ点で改善の余地があった。

００1０ また、一般的に、ポリシリコン等を用いた は、図g (c) に示すよぅに、ゲート電極

6a、ソース電極 6b及びドレイン電極 6cが、ポリシリコン層 2に対して同一の側に

配置されたプレーナ型の構造が採用されている。プレーナ型 は、ゲート絶縁膜

3及び層間絶縁膜 4を貫通し、かつシリコン層 2をソース電極 6b及びドレイン電



極 6cに接続するコンタクトホール 8c 8dを有する。

００11 このょぅなプレーナ型 は、周辺回路の として用いるために微細化された場

合、ゲート電極 6aとコンタクトホール 8c 8dとの間の距離が小さくなり、リーク不

良を起こしやすくなる。また、リーク不良を低減するために、コンタクトホール 8c 8

dを構成する側面の傾斜角度を9０。に近くすると、ソース電極 6b及びドレイン電極

6cは、図g c) 中の丸で囲んだ部分で、段差被覆性を充分に得ることができず、断

線不良 (段切れ) が起こりやすくなる。

すなわち、微細なプレーナ型 では、リーク不良及び断線不良の両方を低減する

ことができないれづ点で改善の余地があった。

００12 なお、島状の非品質シリコン層の周縁部でのいわゆるサイドチヤネル効果を抑制する

ことにょり、低ゲート電圧下においてもドレイン電流を正常にすることができる方法とし

て、島状の非品質シリコン層を結品ィビする工程を備えた薄膜トランジスタの製造方法

が開示されている (例えば、特許文献2参照)。また、イオン注入工程の繰り返しを避

けるために、透光率が部分的に異なるグレートーンマスクパターンを具備するマスク

を用いて、半導体基板上に、階段型のパターンを形成するパターンの形成方法が開

示されている (例えば、特許文献3参照)。

特許文献1 特開2００ 3号公報

特許文献2 特開平8 ０446号公報

特許文献3 特開2０００ ００9０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００13 本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、回路素子の特性向上が可能な回

路基板、及び、回路基板の好適な製造方法を提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

００14 本発明者は、少なくとも つの半導体層からなる階層を含んで構成される回路基板に

ついて種々検討したところ、同一の階層内の半導体層を構成する側面の傾斜に着

目した。そして、回路基板では、上記半導体層に要求される傾斜が、回路内で配置

される位置ごとに異なることがあるにも関わらず、従来の回路基板では、同一の階層



内の半導体層を構成する側面の傾斜が側面ごとに時同一であったため、上記半導

体層を含んでなる回路素子について特性向上を行ぅ余地があったことを見いだした。

そこで、上記階層が、異なる傾斜の側面を有することにより、同一の階層内の半導体

層を構成する側面の傾斜が側面 (回路内で配置される位置)ごとに適切に調節され

る結果、回路素子の特性を向上させることができることを見いだし、上記課題をみごと

に解決することができることに想到し、本発明に到達したものである。

００15 すなわち、本発明は、少なくとも つの半導体層からなる階層を含んで構成される回

路基板であって、上記階層は、異なる傾斜の側面を有する回路基板 (以下、「第 の

回路基板」ともレづ。)である。本明細書において、回路基板とは、薄膜トランジスタ(

)、保持容量、薄膜ダイオード( )等の回路素子を含む回路が設けられた基

板のことである。回路としては、画素回路や、ゲートドラセ C、ソースドライバ C、電

源回路、入出カインターフェース回路、検知回路、補償回路、タイミングジェネレータ

、リファレンスドラセ 、共通電極 ( co )ドライバ、 コンバータ、オーディオ

回路等の周辺回路が挙げられる。

００16 上記階層は、少なくとも つの半導体層からなる。本明細書において、階層とは、「少

なくとも つの層が、 つの膜をパターニングすることで形成することが可能な位置関

係にあること」を意味する。なお、上記 つの膜は、単層構造を有してもよく、積層構

造を有してもよい。好ましくは、階層とは、「少なくとも つの層が、 つの膜をパターニ

ングすることで形成された位置関係にあること」を意味する。すなわち、好ましくは、「

階層が つの層からなる」とは、「ある つの膜をパターニングして形成された層が つ
であること」を意味し、好ましくは、「階層が2つ以上の層からなる」とは、「これら2つ以

上の層が、ある つの膜をパターニングして形成されたものである」ことを意味する。

上記少なくとも つの半導体層は、 つの半導体膜をパターニングすることで形成さ

れた位置関係にあることが好ま 、。すなわち、本発明の第 の回路基板では、上記

階層は、略同一の組成からなる少なくとも つの半導体層からなることが好ましく、ま

た、略同一の特性を有する少なくとも つの半導体層からなることが好ま 、。

００17 なお、上記半導体層の材質としては、廉価性及び量産性の観点から、シリコンが好ま

しく、高移動度を実現する観点から、ポリシリコン、連続粒界結品 (C )シリコン等がよ



り好ま 、。また、上記シリコンは、より高い移動度を実現するために、結品ィビされるこ

とが好ま 、。上記結品化の技術としては特に限定されないが、例えば、連続発振 (

C o o s a CW) レーザーを用いた固体レーザー結品化技術や、逐次的

横方向結品化 (Se e a a e a S o d ca o S S)技術、及び、パルス変

調 Wレーザーを照射して横方向に結品を成長させるS X(Se ec a

ase C s a za o )技術等が挙げられる。

００18 上記階層は、異なる傾斜の側面を有する。これにより、同一の階層内の半導体層を

構成する側面の傾斜が側面ごとに適切に調節される結果、回路素子の特性を向上さ

せることができる。

なお、本明細書において、「傾斜が異なる」とは、「同一の階層内の少なくとも つの

層を構成する側面の形状及び傾斜特性の少なくとも つが異なること」を意味する。

上記側面の形状としては、例えば、略平面状、上に凸の曲面状、下に凸の曲面状、

略階段状が挙げられる。

００19 上記側面が平面状である場合、上記側面の傾斜特性は、機能層の側面と底面とが

なす角度 (傾斜角度 ) ０として表される (例えば、図 ０(a) 参照 ) 。この場合、上記傾

斜角度 0 は、図 ０(a) に示すよぅに、機能層8 の側面全体で一律である。すなわち

、上記側面が平面状である場合、傾斜を有する側面を断面から見たときに、側面を

表す線形状が直線状となっている。

なお、略平面状とは、平面状のみならず、本発明の作用効果の点から、平面状と同

視することができる範囲であれば、実質的に平面状とみなされる形状をも含むもので

ある。上記側面が実質的に平面状とみなされる形状である場合もまた、上記側面の

傾斜特性は、機能層の側面と底面とがなす角度 (傾斜角度 ) ０として表される。

００2０ また、上記傾斜角度 0 が、機能層の側面全体で一律でなくてもよく、機能層の側面

は、異なる傾斜角度の略平面が 2つ以上組み合わされてなる形状であってもよい。

上記異なる傾斜角度の略平面が2つ以上組み合わされてなる形態としては、例えば

、側面の下部が傾斜角度 の略平面状であり、側面の上部が傾斜角度 ０2の略平

面状 ( ０ ノ ０2) である形態 (断面略逆 字状。図 ０(b)参照。) 、側面の下部が傾

斜角度 の略平面状であり、側面の上部が傾斜角度 ０2の略平面状 ( ０ く０2)



である形態 (断面略 字状。図 ０(c) 参照。) が挙げられる。

００2 1 上記側面が上に凸の曲面状又は下に凸の曲面状である場合、上記側面の傾斜特性

は、湾曲の曲率 (二 )「として表される (例えば、図 (a) 参照。)。この場合、上

記曲率 X は、例えば、図 (a) 及び (b) に示すよぅに、機能層の側面全体で一律で

あってもよく、例えば、図 ( )及び (d) に示すよぅに、機能層の側面全体で一律で

なくてもよい。上記曲率 X が機能層の側面全体で一律でない形態としては、特に限

定されないが、傾斜を有する側面を断面から見たときに側面を表す線形状が楕円状

となる形態 (例えば、図 ( )参照。) 、側面下部を表す線形状が曲率れの円状と

なり、かつ側面上部を表す線形状が曲率 2 ( チ 2)の円状となる形態 (例えば

、図 d 参照。)等が挙げられる。

００22 上記側面が略階段状であるとは、傾斜を有する側面を断面から見たときに、側面を

表す線形状が略段状 (略階段状) となっていることを意味する。

上記側面が階段状である場合、各段が平面によって構成されるときには、上記側面

の傾斜特性は、傾斜角度 、又は、階高 (機能層の上面から底面までの高ぎ を階

段の長さ (機能層の上面の端と底面の端との距離) で割った値 ( )、及び、階

段の段数 を意味する (例えば、図 (a) 参照。図 (a) では、 二3)。なお、この場

合、上記傾斜角度 0 は、機能層の側面全体で一律であってもよいが (例えば、図 2

(a) 参照。) 、機能層の側面全体で一律でなくてもよい(例えば、図 b)参照。)。ま

た、上記略階段状は、各段が平面によって構成される形状に特に限定されず、例え

ば、上に凸の曲面状と下に凸の曲面状とを併せてなる形状や波状等をも含む (例え

ば、図 2 c)参照。)。

なお、略階段状とは、階段状のみならず、本発明の作用効果の点から、階段状と同

視することができる範囲であれば、実質的に階段状とみなされる形状をも含むもので

ある。上記側面が実質的に階段状とみなされる形状である場合もまた、上記側面の

傾斜特性は、傾斜角度 、若しくは、階高 を階段の長さ で割った値 、及び

、階段の段数 として表される (例えば、図 2 c)参照。図 2 c)では、 二

００23 本発明の第 の回路基板は、上記半導体層を必須の構成要素として含むものである

限り、その他の構成要素を含んでいても含んでいなくてもよく、特に限定されるもので



はない。なお、異なる傾斜の側面は、同一の半導体層を構成するものであってもよく

、同一の階層内にある限り、それぞれが異なる半導体層を構成するものであってもよ

００24 本発明の第 の回路基板における好ま 、形態について以下に詳しく説明する。

上記異なる傾斜の側面の少なくとも つは、略平面状であることが好ま 、。また、上

記半導体層を構成する側面の少なくとも つは、略平面状であることが好ま 、。これ

らにより、半導体層を構成する側面の傾斜角度を適切に調節することで、半導体層

の被覆膜の段差被覆性をより向上させることができる。また、上記異なる傾斜の側面

は、いずれも略平面状であってもよい。また、上記半導体層を構成する側面は、いず

れも略平面状であってもよい。これらにより、半導体層の被覆膜の段差被覆性を更に

向上させることができる。また、半導体層の被覆膜が高い段差被覆性を得るためには

、上記半導体層を構成する側面の傾斜角度は、9０。未満であることが好ま 、。更

に、半導体層が優れた微細加工性を得るためには、上記半導体層を構成する側面

の傾斜角度は、9 。０ に近いことが好ま 、。

００25 上記異なる傾斜の側面の少なくとも つは、略階段状であることが好ま 、。また、上

記半導体層を構成する側面の少なくとも つは、略階段状であることが好ま 、。これ

らにより、半導体層を構成する側面の傾斜角度及び段数を適切に調節することで、

半導体層の線幅制御性、及び、半導体層の被覆膜の段差被覆性をより向上させるこ

とができる。また、上記異なる傾斜の側面は、いずれも階段状であってもよい。また、

上記半導体層を構成する側面は、いずれも階段状であってもよい。これらにより、半

導体層の線幅制御性、及び、半導体層の被覆膜の段差被覆性を更に向上させるこ

とができる。

００26 上記階層は、第 の半導体層と第2の半導体層とを含み、上記第 の半導体層は、第

2の半導体層と異なる傾斜の側面を有することが好ま 、。これにより、第 の半導体

層を含む回路素子 (以下、「第 の回路素子」ともレづ。) と、第 の半導体層と同一の

階層内の第2の半導体層を含む回路素子 (以下、「第2の回路素子」ともレづ。) とで要

求される特性が異なる場合にも、半導体層を構成する側面の傾斜が半導体層ごとに

適切に調節される結果、第 の回路素子及び第2の回路素子それぞれの特性を向上



させることができる。例えば、第 の回路素子では第 の半導体層の被覆膜に高い段

差被覆性が要求され、かつ第2の回路素子では第2の半導体層に優れた微細加工

性が要求される場合には、上記第 の半導体層を構成する側面の傾斜角度を充分

に小さくし、かつ第2の半導体層を構成する側面の傾斜角度を9０。付近とすることに

より、第 の半導体層の被覆膜は高い段差被覆性を得ることができるとともに、第2の

半導体層は、優れた微細加工性を得ることができる。

００27 なお、この形態では、上記第 の半導体層を構成する側面の少なくとも つが、第2の

半導体層を構成する側面の少なくとも つと異なる傾斜を有していればよく、上記第

の半導体層を構成する側面のすべてが、第2の半導体層を構成する側面のすべてと

異なる傾斜を有していてもよい。また、上記第 の半導体は、第2の半導体層と略同

一の組成からなることが好ま 、。更に、上記第 の半導体層は、第2の半導体層と

略同一の底面積を有してもよい。
。

００28 本発明の作用効果をより効果的に奏する観点から、上記第 の半導体層は、5 以

上 。、6 。０ 以下の傾斜角度の側面を有し、上記第2の半導体層は、35 以上、9０ー

以下の傾斜角度の側面を有し、かつ上記第 の半導体層を構成する側面は、第2の

半導体層を構成する側面より、2０。以上傾斜角度が小刮亡とが好ま 、

、下限は、 ０。で

。上記第

の半導体層を構成する側面の傾斜角度のより好ま あり、より好ま
、上限は、4０。である。上記第2の半導体層を構成する側面の傾斜角度のより好

ま 、下限は、45。で 。あり、より好ま 、上限は、85 である。上記第 の半導体層

を構成する側面と第2の半導体層を構成する側面との傾斜角度差のより好ま 、

。である。

下

限は、3０

００29 上記第 の半導体層は、周辺回路の薄膜トランジスタを構成するものであり、上記第

2の半導体層は、画素回路の薄膜トランジスタを構成するものであることが好ま 、。

この形態によれば、第 の半導体層を構成する側面の傾斜角度を相対的に小さくす

ることにより、第 の半導体層の被覆膜の段差被覆性を向上させることができるため、

上記周辺回路の薄膜トランジスタは、高い信頼性を実現することができる。また、これ

とともに、画素回路の薄膜トランジスタを構成する第2の半導体層を構成する側面の

傾斜角度を相対的に大きくすることにより、半導体層によって遮光される領域を低減



することができる結果、透過型液品表示装置及び半透過型液品表示装置等におい
て開口率を向上させることができる。

００3０ 上記第 の半導体層は、画素回路の保持容量を構成するものであり、上記第2の半

導体層は、画素回路又は周辺回路の薄膜トラン、ジスタを構成するものであることが好

ま 、。この形態によれば、第 の半導体層を構成する側面の傾斜角度を相対的に
、さくすることにより、第 の半導体層の被覆膜 (例えば、保持容量を構成する絶縁膜

)の段差被覆性を向上させることができるため、上記画素回路の保持容量は、高い絶

縁耐圧を実現することができる。また、これとともに、第2の半導体層を構成する側面

の傾斜角度を相対的に大きくすることにより、第2の半導体層が画素回路の薄膜トラ

ンジスタを構成する場合には、半導体層によって遮光される領域を低減することがで

きる結果、透過型液品表示装置及び半透過型液品表示装置等において開口率を向

上させることができ、第2の半導体層が周辺回路の薄膜トラン、ジスタを構成する場合

には、上記周辺回路の薄膜トラン、ジスタは、微細ィロ及び低閾値電圧を実現することが

できる。

００3 1 上記第2の半導体層が画素回路の薄膜トラン、ジスタを構成する場合、上記画素回路

の保持容量を構成する第 の半導体層は、第2の半導体層と電気的に接続されるこ

とが好ま 、。

更に、本明細書において、画素回路の保持容量は、第 の半導体層とゲート絶縁膜

と(必要であれば、層間絶縁膜と)ゲート電極又はドレイン電極とをこの順に積層して

なることが好ま 、。

そして、本明細書において、画素回路の構成としては、例えば、ゲート配線と、ソース

配線と、ゲート配線とソース配線との交点に配置された と、 に接続された画

素電極とを含むものが挙げられ、上記周辺回路の構成としては、例えばゲートドライ

バを含むものが挙げられる。

００32 上記第 の半導体層は、第1の周辺回路の薄膜トラン、ジスタ(第 の薄膜トラン、ジス列
を構成するものであり、上記第2の半導体層は、第2の周辺回路の薄膜トラン、ジスタ(

第2の薄膜トラン、ジスタ)を構成するものであることが好ま 、。また、上記第 の半導

体層は、周辺回路の第 の薄膜トラン、ジスタを構成するものであり、上記第2の半導体



層は、周辺回路の第2の薄膜トランジスタを構成するものであることが好ま 、。これ

らの形態によれば、第 の薄膜トランジスタ及び第2の薄膜トランジスタが、異なる周

辺回路又は同一の周辺回路に配置され、かつ第 の半導体層と第2の半導体層とで

要求される特性が異なる場合、半導体層を構成する側面の傾斜が半導体層ごとに適

切に調節される結果、第 の薄膜トランジスタ及び第2の薄膜トランジスタそれぞれの

特性を向上させることができる。

００33 上記半導体層の少なくとも つは、異なる傾斜の側面を有することが好ま 、。この形

態によれば、例えば、半導体層を構成する一方の側面の傾斜角度を充分に大きくす

ることにより、半導体層の微細ィビを図ることができるとともに、他方の側面の傾斜角度

を充分に小さくすることにより、半導体層の被覆膜の段差被覆性を向上させることが

できる。

なお、この形態では、上記半導体層を構成する側面の少なくとも つが、同一の半導

体層を構成する他の側面の少なくとも つと異なる傾斜を有していればよく、上記半

導体層を構成する側面のすべてが、互いに異なる傾斜を有していてもよい。

００34 本発明の作用効果を効果的に得る観点から、上記半導体層の少なくと 。
も つは、5

以上、6 。０ 以下の傾斜角度の第 の側面、及び、35。以上、9 。０ 以下の傾斜角度

の第2の側面を有し、かつ上記第 の側面は、第2の側面より、2０。以上傾斜角度が

、さレ 、亡とが好ま 。上記第 の側面の傾斜角度のより好ま 、下限は、 。０ であ

り、より好ま 、上限は、4０。である。上記第2の側面の傾斜角度のより好ま 、下限

は、45。であり、より好ま 、上限は、85。である。上記第 の側面と第2の側面との

傾斜角度差のより好ま 、下限は、3０。である。

００35 上記半導体層の少なくとも つは、画素回路の保持容量を構成する保持容量電極部

と薄膜トランジスタを構成するトランジスタ部とを有し、上記保持容量電極部の側面は

、トランジスタ部の側面よりも傾斜角度が小刮亡とが好ましく、上記第 の側面は、保

持容量電極部の側面であり、かつ上記第2の側面は、トランジスタ部の側面であるこ

とがより好ま 、。これらの形態によれば、保持容量電極部の側面の傾斜角度を相対

的に小さくすることにより、保持容量電極部を被覆する絶縁膜の段差被覆性を向上さ

せることができるため、上記画素回路の保持容量は、高い絶縁耐圧を実現することが



できる。また、これとともに、画素回路の薄膜トランジスタを構成するトランジスタ部の

側面の傾斜角度を相対的に大きくすることにより、半導体層によって遮光される領域

を低減することができる結果、透過型液品表示装置及び半透過型液品表示装置等

において開口率を向上させることができる。

本発明はまた、少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基

板であって、上記階層は、画素回路の薄膜トランジスタを構成する第 のゲート電極

と周辺回路の薄膜トランジスタを構成する第2のゲート電極とを含み、かつ上記第 の

ゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面よりも傾斜角度が大

きい回路基板 (以下、「第2の回路基板」ともレづ。) でもある。本発明の第2の回路基

板によれば、画素回路の薄膜トランジスタを構成する第 のゲート電極と周辺回路の

薄膜トランジスタを構成する第2のゲート電極とが同一の階層内に含まれることにより

、第 のゲート電極と第2のゲート電極とを同一の工程で形成することが可能である。

また、例えば、第 のゲート電極を構成する側面の傾斜角度を9０。付近にすることに

より、第 のゲート電極の線幅制御性が向上される結果、画素回路の薄膜トランジスタ

を微細ィビすることができるため、本発明の第2の回路基板が透過型液品表示装置や

半透過型液品表示装置において画素基板等として用いられる場合、開口率を向上さ

せることができる。更に、これとともに、第2のゲート電極を構成する側面の傾斜角度

を充分に小さくした場合、傾斜角度が小さい側面を介して不純物イオンの注入を行ぅ

ことで、周辺回路の薄膜トランジスタを構成する半導体層中に、ゲート電極と重複しか

つ不純物が低濃度でド一プされた領域、いわゆるG O ( a e O e a ed

do ed d a )領域を形成することができるため、周辺回路の薄膜トランジスタの

信頼性を容易に向上させることができる。

更に、本発明の第2の回路基板によれば、第2のゲート電極の被覆膜の段差被覆性

を向上させることができる。これにより、例えばこの第2のゲート電極を保持容量部に

配することで、絶縁膜を挟んで更に上層の導電層との間でのリーク不良 (同電位化 )

を低減することができる。すなわち、第2のゲート電極上に絶縁膜を配し、その上層に

導電層 (ゲート電極やソース電極と同一の工程で形成されるメタルパターン等) を設

けることで、容量を作製する場合等に有用である。



００37 本発明はまた、少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基

板であって、上記階層は、画素回路又は周辺回路の薄膜トランジスタを構成する第

のゲート電極と画素回路の保持容量を構成する第2のゲート電極とを含み、かつ上

記第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面よりも傾斜

角度が大きい回路基板 (以下、「第3の回路基板」ともレづ。)でもある。本発明の第3

の回路基板によれば、第 のゲート電極と第2のゲート電極とを同一の工程で形成す

ることが可能である。また、例えば、第 のゲート電極を構成する側面の傾斜角度を

相対的に大きくすることにより、第 のゲート電極の線幅制御性が向上される結果、第

のゲート電極が画素回路の薄膜トランジスタを構成する場合には、半導体層によっ
て遮光される領域を低減することができる結果、透過型液品表示装置及び半透過型

液品表示装置等において開口率を向上させることができ、第 のゲート電極が周辺

回路の薄膜トランジスタを構成する場合には、上記周辺回路の薄膜トランジスタは、

微細ィビを実現することができる。更に、これとともに、第2のゲート電極を構成する側

面の傾斜角度を相対的に小さくした場合、第2のゲート電極を被覆する絶縁膜の段

差被覆性を向上させることができるため、上記画素回路の保持容量は、高い絶縁耐

圧を実現することができる。又は、第2のゲート電極の被覆膜の段差被覆性を向上さ

せることより、例えば、この第2のゲート電極を保持容量部に配することで、絶縁膜を

挟んで更に上層の導電層との間でのリーク不良 (同電位ィめを低減することができる。

すなわち、第2のゲート電極上に絶縁膜を挟んで導電層 (他のゲート電極やソース電

極と同一の工程で形成されるメタルパターン等)を設けることで容量を形成するよぅな

場合にも、第2のゲート電極と上層の導電層との間でのリーク不良 (同電位ィめを低減

することができる。

００38 本発明はまた、少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基

板であって、上記階層は、第 の周辺回路の薄膜トランジスタ (第 の薄膜トランジスタ

)を構成する第 のゲート電極と第2の周辺回路の薄膜トランジスタ(第2の薄膜トラン

、ジスタ)を構成する第2のゲート電極とを含み、かつ上記第 のゲート電極を構成する

側面は、第2のゲート電極を構成する側面よりも傾斜角度が大きい回路基板 (以下、「

第4の回路基板」ともレづ。)でもある。



本発明はまた、少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基

板であって、上記階層は、周辺回路の第 の薄膜トランジスタを構成する第 のゲート

電極と周辺回路の第2の薄膜トランジスタを構成する第2のゲート電極とを含み、かつ
上記第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面よりも傾

斜角度が大きい回路基板 (以下、「第5の回路基板」ともレづ。)でもある。

これらの形態によれば、第 の薄膜トランジスタ及び第2の薄膜トランジスタが、異なる

又は同一の周辺回路に配置され、かつ第 のゲート電極と第2のゲート電極とで要求

される特性が異なる場合、ゲート電極を構成する側面の傾斜が半導体層ごとに適切

に調節される結果、第 の薄膜トランジスタ及び第2の薄膜トランジスタそれぞれの特

性を向上させることができる。

００39 本発明の第2～5の回路基板は、上記第 のゲート電極及び第2のゲート電極を必須

の構成要素として含むものである限り、その他の構成要素を含んでいても含んでいな

くてもよく、特に限定されるものではない。また、これらの形態では、上記第 のゲート

電極を構成する側面の少なくとも つが、第2のゲート電極を構成する側面の少なくと

も つよりも傾斜角度が大きければよく、上記第 のゲート電極を構成する側面のす

べてが、第2のゲート電極を構成する側面のすべてよりも傾斜角度が大きくてもよい。

００4０ 本発明の第2～5の回路基板における好ま 、形態について以下に詳しく説明する

上記階層は、略同一の組成からなる第 のゲート電極及び第2のゲート電極を含むこ

とが好ましく、また、略同一の特性を有する第 のゲート電極及び第2のゲート電極を

含むことが好ま 、。

００41 また、上記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくと

も つは、略平面状であることが好ま 、。これにより、第 のゲート電極及び 又は

第2のゲート電極を構成する側面の傾斜角度を適切に調節することで、ゲート電極の

被覆膜の段差被覆性をより向上させることができる。なお、上記第 のゲート電極及

び第2のゲート電極を構成する側面は、いずれも略平面状であってもよい。これにより

、第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極の被覆膜の段差被覆性を更に向上

させることができる。また、第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極の被覆膜が



高い段差被覆性を得るためには、上記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電

極を構成する側面の傾斜角度は、9０。未満であることが好ま 、。更に、第 のゲー

ト電極及び 又は第2のゲート電極が優れた微細加工性を得るためには、上記第

のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の傾斜角度は、9０。に近

いことが好ま 、。

００42 上記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ
は、略階段状であることが好ま 、。これにより、第 のゲート電極及び 又は第2の

ゲート電極を構成する側面の傾斜特性、すなわち傾斜角度、階高を階段の長さで割

った値、及び、段数を適切に調節することで、第 のゲート電極及び 又は第2のゲ

ート電極の線幅制御性、並びに、第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極の被

覆膜の段差被覆性をより向上させることができる。なお、上記第 のゲート電極及び

第2のゲート電極の側面は、いずれも階段状であってもよい。これにより、第 のゲー

ト電極及び 又は第2のゲート電極の線幅制御性、及び、第 のゲート電極及び

又は第2のゲート電極の被覆膜の段差被覆性を更に向上させることができる。

００43 本発明の作用効果をより効果的に奏する観点から、上記第 のゲート電極は、5０ー

以上、9０。以下の傾斜角度の側面を有し、上記第2のゲート電極は、2０。以上、6
。以下の傾斜角度の側面を有し、上記第 のゲート電極を構成する側面は、第2の

ゲート電極を構成する側面より、2０。以上傾斜角度が大きレ亡とが好ま 、。上記第

のゲート電極を構成する側面の傾斜角度のより好ま 、下限は、6０。であり、より

好ま 、上限は、9０。である。また、上記第2のゲート電極を構成する側面の傾斜角

度のより好ま 、下限は、25。であり、より好ま 、上限は、45。である。

上記第 のゲート電極を構成する側面と第2のゲート電極を構成する側面との傾斜角

度差のより好ま 、下限は、3 。０ である。

００44 また、本発明の第2、4及び5の回路基板において、上記周辺回路の薄膜トランジスタ

は、半導体層とゲート絶縁膜と第2のゲート電極と層間絶縁膜とソース電極及びドレイ

ン電極とがこの順に積層された構造を有し、上記半導体層は、ゲート絶縁膜及び層

間絶縁膜を貫通するコンタクトホールを介してソース電極及びドレイン電極に接続さ

れたもの (いわゆる、プレーナ型 )であることが好ま 、。この形態によれば、第2



のゲート電極を構成する側面の傾斜角度を充分に小さくすることにより、第2のゲート

電極の被覆膜の段差被覆性を向上させることができるため、第2のゲート電極とコン

タクトホールとの間のリーク不良を低減することができる。また、第2のゲート電極上に

絶縁膜を挟んで導電層を設けることで容量を形成するよぅな場合にも、第2のゲート

電極と上層の導電層との間でのリーク不良 (同電位化)を低減することができる。

００45 本発明は更に、少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基

板であって、上記ゲート電極の少なくとも つは、異なる傾斜の側面を有する回路基

板 (以下、「第6の回路基板」ともレづ。)でもある。この形態によれば、例えば、ゲート

電極を構成する一方の側面の傾斜角度を充分に大きくすることにより、ゲート電極の

微細ィビを図ることができるとともに、他方 (例えば、ドレイン側)の側面の傾斜角度を充

分に小さくしてGO 領域を形成することにより、回路素子の信頼性を向上させるこ

とができる。

００46 本発明の第6の回路基板は、上記ゲート電極の少なくとも つを必須の構成要素とし

て含むものである限り、その他の構成要素を含んでいても含んでいなくてもよく、特に

限定されるものではない。なお、この形態では、上記ゲート電極を構成する側面の小

なくとも つが、同一のゲート電極を構成する他の側面の少なくとも つと異なる傾斜

を有していればよく、上記ゲート電極を構成する側面のすべてが、互いに異なる傾斜

を有していてもよい。

００47 本発明の作用効果を効果的に得る観点から、上記ゲート電極の少なくとも つは、5０
。以上、9 。０ 以下の傾斜角度の第 の側面、及び、2 。０ 以上、6 。０ 以下の傾斜角

度の第2の側面を有し、かつ上記第 の側面は、第2の側面より、2０。以上傾斜角度

が大きレ亡とが好ま 、。上記第 の側面の傾斜角度のより好ま 、下限は、6０。で

あり、より好ま 、上限は、9０。である。また、上記第2の側面の傾斜角度のより好ま
、下限は、25。であり、より好ま 、上限は、45。である。上記第 の側面と第2の

側面との傾斜角度差のより好ま 、下限は、3０。である。

００48 本発明はそして、少なくとも つのコンタクトホールが設けられた絶縁膜を備える回路

基板であって、上記絶縁膜は、異なる傾斜の側面を有し、上記コンタクトホールは、

異なる傾斜の絶縁膜の側面を含んで構成される回路基板 (以下、「第7の回路基板」



ともレづ。)でもある。本発明の第7の回路基板によれば、上記コンタクトホールが、異

なる傾斜の絶縁膜の側面を含んで構成されることにより、コンタクトホールを構成する

絶縁膜の側面の傾斜が側面ごとに適切に調節される結果、回路素子の特性を向上

させることができる。

００49 なお、本明細書において、コンタクトホールとは、絶縁膜の開口部内に導電膜が形成

されたものであり、絶縁膜を介して配置された2以上の導電層を導通させるものである

。上 E2以上の導電層とは、導電性を示し得るものであれば特に限定されず、導体か

らなるものであってもよいし、半導体からなるものであってもよい。更に、上記コンタクト

ホールが、第 の導電層と第2の導電層とを接続するものである場合、コンタクト抵抗

を低減する観点から、上記コンタクトホール内の導電膜は、第 の導電層又は第2の

導電層と略同一の組成からなることが好ま 、。また、上記コンタクトホール内の導電

膜の材質としては、金属等の導体が好ま 、。

００5０ 本発明の第7の回路基板は、上記絶縁膜及びコンタクトホールを必須の構成要素と

して含むものである限り、その他の構成要素を含んでいても含んでいなくてもよく、特

に限定されるものではない。なお、上記異なる傾斜の絶縁膜の側面は、同一のコンタ

クトホールを構成するものであってもよく、それぞれが異なるコンタクトホールを構成

するものであってもよい。また、上記絶縁膜は、積層構造を有してもよい。この場合、「

絶縁膜が異なる傾斜の側面を有する」とは、絶縁膜を構成する層 (絶縁層)のぅちの

少なくとも つが異なる傾斜の側面を有することを意味する。更に、この場合、「コンタ

クトホールが異なる傾斜の絶縁膜の側面を含んで構成される」とは、コンタクトホール

が異なる傾斜の絶縁層の側面を含んで構成されることを意味する。

００5 1 本発明の第7の回路基板における好ま 、形態について以下に詳しく説明する。

上記異なる傾斜の絶縁膜の側面の少なくとも つは、略平面状であることが好ま 、

。また、上記コンタクトホールを構成する絶縁膜の側面の少なくとも つは、略平面状

であることが好ま 、。これらにより、コンタクトホールを構成する絶縁膜の側面の傾斜

角度を適切に調節することで、絶縁膜の側面の被覆膜であるコンタクトホールの導電

膜の段差被覆性をより向上させることができる。

００52 なお、「異なる傾斜の絶縁膜の側面の少なくとも つは、略平面状である」とは、傾斜



を有する絶縁膜の側面を断面から見たときに、側面を表す線形状が略直線状となっ
ていることを意味する。また、上記絶縁膜が積層構造を有する場合、「絶縁膜の側面

が略平面状である」とは、絶縁層を積層してなる絶縁膜の側面が略平面状であること

を意味する。

上記異なる傾斜の側面は、いずれも略平面状であってもよい。また、上記コンタクトホ

ールを構成する絶縁膜の側面は、いずれも略平面状であってもよい。これらにより、

コンタクトホールの導電膜の段差被覆性を更に向上させることができる。また、絶縁膜

の側面の被覆膜であるコンタクトホールの導電膜が高い段差被覆性を得るためには

、上記絶縁膜の側面の傾斜角度は、9０。未満であることが好ま 、。更に、コンタク

トホールが優れた微細加工性を得るためには、上記絶縁膜の側面の傾斜角度は、9

。に近いことが好ま 、。

００53 上記異なる傾斜の絶縁膜の側面の少なくとも つは、略階段状であることが好ま 、

。また、上記コンタクトホールを構成する絶縁膜の側面の少なくとも つは、略階段状

であることが好ま 、。これらにより、コンタクトホールを構成する絶縁膜の側面の傾斜

特性、すなわち傾斜角度、階高を階段の長さで割った値、及び、段数を適切に調節

することで、コンタクトホールの線幅制御性、及び、コンタクトホールの導電膜の段差

被覆性をより向上させることができる。

００54 なお、「異なる傾斜の絶縁膜の側面の少なくとも つは、略階段状である」とは、傾斜

を有する絶縁膜の側面を断面から見たときに、側面を表す線形状が略階段状となっ
ていることを意味する。また、上記絶縁膜が積層構造を有する場合、「絶縁膜の側面

が略階段状である」とは、絶縁層を積層してなる絶縁膜の側面が略階段状であること

を意味する。

上記異なる傾斜の絶縁膜の側面は、いずれも階段状であってもよい。また、上記コン

タクトホールを構成する絶縁膜の側面は、いずれも階段状であってもよい。これらによ

り、コンタクトホールの線幅制御性、及び、コンタクトホールの導電膜の段差被覆性を

更に向上させることができる。

００55 上記絶縁膜は、絶縁層の積層構造を有し、上記略階段状である異なる傾斜の絶縁

膜の側面は、絶縁層ごとに段が形成されたものであることが好ま 、。上記絶縁膜が



絶縁層の積層構造を有する場合には、絶縁層ごとにエッチング速度を異ならせること

ができるため、略階段状のコンタクトホールの側面を容易に形成することができる。

００56 上記絶縁膜は、第 のコンタクトホールと第2のコンタクトホールとが設けられ、上記第

のコンタクトホールは、第2のコンタクトホールと異なる傾斜の絶縁膜の側面を含ん

で構成されることが好ま 、。この形態によれば、絶縁膜の側面のうち、第 のコンタ

クトホールを構成する絶縁膜の側面の傾斜角度を9０。付近にすることにより、第 の

コンタクトホールを微細ィビすることができる一方、第2のコンタクトホールを構成する絶

縁膜の側面の傾斜角度を9０。よりも充分に小さくすることにより、第2のコンタクトホ

ールの断線不良 (段切れ)を低減することができる。

００57 なお、この形態では、上記第 のコンタクトホールを構成する絶縁膜の側面の少なくと

も つが、第2のコンタクトホールを構成する絶縁膜の側面の少なくとも つと異なる傾

斜を有していればよく、上記第 のコンタクトホールを構成する絶縁膜の側面のすべ

てが、第2のコンタクトホールを構成する絶縁膜の側面のすべてと異なる傾斜を有し

ていてもよい。

００58 上記コンタクトホールの少なくとも つは、異なる傾斜の絶縁膜の側面を含んで構成さ

れることが好ま 、。この形態によれば、絶縁膜の側面のうち、上記コンタクトホール

の一部を構成する絶縁膜の側面の傾斜角度を9０。付近にすることにより、コンタクト

ホールの微細ィビを図ることができる。また、これとともに、絶縁膜の側面のうち、上記コ

ンタクトホールを構成し、かつリーク不良が懸念されない側の絶縁膜の側面の傾斜角

度を充分に小さくすることにより、断線不良 (段切れ)を低減することができる。

００59 上記第7の回路基板は、薄膜トランジスタを備え、上記コンタクトホールの少なくとも

つは、薄膜トランジスタの半導体層とソース電極又はドレイン電極との間に設けられた

ものであることが好ま 、。この形態によれば、コンタクトホールの微細ィビを図ることが

できるとともに、段切れの低減を実現することができることから、薄膜トランジスタの微

細ィビを図ることができるとともに、信頼性の向上を実現することができる。

００6０ なお、本発明の作用効果を効果的に得る観点から、上記コンタクトホールは、2０ー

以上、7 。０ 以下の傾斜角度の第 の側面、及び、4 。０ 以上、9 。０ 以下の傾斜角度

の第2の側面を含んで構成され、かつ上記第 の側面は、第2の側面より、2０。以上



の傾斜角度が小刮亡とが好ま 、。上記第 の側面の傾斜角度のより好ま 、

。であり、より好ま

下限

は、3０ 、い 上限は、6０。である。上記第2の側面の傾斜角度のよ

り好ま 、下限は、5 。０ であり、より好ま 、上限は、85。である。
。上記第 の側面と第2の側面との傾斜角度差のより好ま 、下限は、25 である。

００6 1 本発明は更には、上記第 ～7の回路基板を含んで構成される電子装置でもある。こ

の電子装置によれば、回路素子の特性を向上させることができることから、高性能の

電子装置を提供することができる。上記電子装置としては、例えば、液品表示装置、

有機エレクトロルミネセンス表示装置、太陽電池が挙げられる。

００62 上記電子装置は、液品表示装置であることが好ま 、。この液品表示装置によれば、

回路素子の特性を向上させることができることから、高性能の液品表示装置を提供す

ることができる。上記液品表示装置の好ましぃ形態としては、ゲート配線、ソース配線

、及び、ゲート配線とソース配線との交点に配置された薄膜トランジスタを含んで構成

される画素回路と、薄膜トランジスタを含んで構成される周辺回路とを単一の基板上

に有する回路基板を含んで構成されるものが挙げられる。この形態 (ぃわゆるシステ

ム液品) によれば、周辺回路の実装面積や外付け面積を削減することにより、小型ィビ

及び薄型ィビを実現することができることに加えて、信頼性を向上させることができる。

００63 上記電子装置は、有機エレクトロルミネセンス表示装置であることが好ま 、。この有

機エレクトロルミネセンス表示装置によれば、回路素子の特性を向上させることができ

ることから、高性能の有機エレクトロルミネセンス表示装置を提供することができる。上

記有機エレクトロルミネセンス表示装置の好ま 、形態としては、ゲート配線、ソース

配線、及び、ゲート配線とソース配線との工程に配置された薄膜トランジスタを含む画

素回路と、薄膜トランジスタを含む周辺回路とを構成要素として、単一の基板上に有

する回路基板を含んで構成されるものが挙げられる。この形態によれば、周辺回路の

実装面積や外付け面積を削減することにより、小型ィロ及び薄型ィビを実現することが

できることに加えて、信頼性を向上させることができる。

００64 本発明はまた、少なくともェつの機能層からなる階層を含んで構成される回路基板の

製造方法であって、上記製造方法は、機能膜上に異なる傾斜の側面を有する被覆

パターン膜を形成する工程 (被覆パターン膜形成工程) と、機能膜をエッチングして



機能層を形成する工程 (機能層形成工程) とを含む回路基板の製造方法でもある。

本発明の回路基板の製造方法によれば、異なる傾斜の側面を有する少なくとも つ

の機能層からなる階層を簡便に形成することができ、すなわち、そのよぅな少なくとも

つの機能層からなる階層を含んで構成される回路基板を簡便に製造することがで

きる。

なお、少なくとも つの機能層を構成する、異なる傾斜の側面は、製造工程の簡略ィト

の観点から、一回のフオトェッチング工程で形成されることが好ま 、が、複数回のフ

オトェッチング工程で形成されてもよい。

００65 なお、上記機能層は、上記回路素子の構成要素であれば特に限定されるものではな

いが、電気的性質を利用して機能を発現する材料を含むことが好ましく、例えば、

を構成する半導体層、ゲート電極、及び、少なくとも つのコンタクトホールが設けら

れた絶縁膜が挙げられる。また、上記被覆パターン膜の材質としては、上記機能層

形成工程で用いるェッチヤント(反応性ガス又はェッチング液) に対して、反応性を示

すものが好ましく、上記機能層形成工程でェッチヤントに反応して後退するものがより

好ましく、例えば、フオトレジスト、絶縁材料、導電材料、半導体材料が挙げられる。

更に、上記被覆パターン膜を構成する側面の断面形状としては、本発明の作用効果

を奏する限り、特に限定されず、例えば、略平面状、断面略 字状、断面略逆 字状

、上に凸の曲面状、下に凸の曲面状、略階段状が挙げられる。そして、上記被覆パタ

ーン膜は、単層構造を有してもよく、積層構造を有してもよい。

００66 本発明の回路基板の製造方法は、上記被覆パターン膜形成工程及び機能層形成

工程を必須の工程として含むものである限り、その他の工程を含んでいても含んでい
なくてもよく、特に限定されるものではない。例えば、本発明の回路基板の製造方法

は、被覆パターン膜を剥離する工程を含んでいてもよく、含んでいなくてもよい。

００67 上記機能層形成工程は、被覆パターン膜を用いて行われることが好ま 、。この製

造方法によれば、被覆パターン膜を構成する側面の傾斜の違いを用いることにより、

異なる傾斜の側面を有する少なくとも つの機能層からなる階層をより簡便に形成す

ることができ、すなわち、そのよぅな少なくとも つの機能層からなる階層を含んで構成

される回路基板をより簡便に製造することができる。



００68 上記被覆パターン膜は、第 の被覆パターン膜と第2の被覆パターン膜とを含み、上

記第 の被覆パターン膜は、第2の被覆パターン膜と異なる傾斜の側面を有すること

が好ま 、。これにより、第 の被覆パターン膜と、第 の被覆パターン膜と異なる傾

斜の側面を有する第2の被覆パターン膜とを同一の工程で形成することができるため

、第 の被覆パターン膜と第2の被覆パターン膜とを別々の工程で形成する方法に比

して、製造工程を簡略ィビすることができる。また、上記第 の被覆パターン膜は、第2

の被覆パターン膜と異なる傾斜の側面を有するため、上記機能層形成工程を行元
とにより、第 の機能層と、第 の機能層と異なる傾斜の側面を有する第2の機能層と

を簡便に形成することができる。

００69 上記被覆パターン膜の少なくとも つは、異なる傾斜の側面を有することが好ま 、。

これにより、異なる傾斜の側面を有する被覆パターン膜を同一の工程で形成すること

ができるため、異なる傾斜の側面を別々の工程で形成する方法に比して、製造工程

を簡略化することができる。また、被覆パターン膜は、異なる傾斜の側面を有するた

め、上記機能層形成工程を行ぅことにより、異なる傾斜の側面を有する機能層を簡便

に形成することができ、すなわち、そのよぅな機能層を備えた回路基板を簡便に製造

することができる。

００7０ 上記被覆パターン膜形成工程は、マスクを介してフオトレジスト膜を一括露光する処

理を含むことが好ま 、。上記被覆膜としてフオトレジスト膜を用いて、一括露光処理

でパターニングを行ぅことにより、異なる傾斜の側面を有する少なくとも つのフオトレ

ジストパターン膜からなる階層を簡便に形成することができる。また、異なる傾斜の側

面を有する少なくとも つのフオトレジストパターン膜からなる階層を用いて機能膜を

ェッチングすることにより、異なる傾斜の側面を有する少なくとも つの機能層からなる

階層をより簡便に形成することができる。更に、この製造方法によれば、機能層の面

積、及び、フオトレジストパターン膜の材質等に関わらず、機能層を構成する側面の

傾斜をより精密に制御することができる。

なお、上述したよぅに、少なくとも つのフオトレジストパターン膜を構成する、異なる傾

斜の側面については、製造工程の簡略ィビの観点から、 回の露光で形成することが

好ま 、が、2回以上の露光で形成してもよい。



００7 1 なお、通常の表面露光法を用いて、上記一括露光処理を行ぅ場合、被覆パターン膜

を構成する側面の傾斜角度について 。を超えて、9０。以下とするためには、上記

フオトレジスト膜は、ポジ型フオトレジストからなることが好ま 、。また、裏面露光法を

用いて、上記一括露光処理を行ぅ場合、被覆パターン膜を構成する側面の傾斜角度

について 。を超えて、9 。０ 以下とするためには、上記フオトレジスト膜は、ネガ型フ

オトレジストからなることが好ま 、。更に、上記一括露光処理は、例えば、ステップ式

投影露光装置、プロキシミティ露光装置、コンタクト露光装置を用いて行われることが

好ま 、。そして、上記被覆パターン膜形成工程は、上記一括露光処理を施したフオ

トレジスト膜を現像する処理、上記現像処理を施したフオトレジスト膜をべ一キングす

る処理、及び 又は、上記べ一キング処理を施したフオトレジスト膜を洗浄する処理

を含むことが好ま 、。

００72 上記マスクは、透光部と遮光部と露光量制御部とを備え、上記露光量制御部は、透

光部と遮光部との間に配置されることが好ま 、。露光量制御部を備えることにより、

上記露光量制御部の構造を制御することで、フオトレジストパターン膜を構成する側

面の傾斜を簡便に制御することができる。また、露光量制御部は、透光部と遮光部と

の間に配置されることにより、露光量制御部が配置された領域と、透光部と遮光部と

の境界領域とで、異なる傾斜の側面を有するフオトレジストパターン膜を形成すること

ができる。なお、上記露光量制御部は、異なる透光量の領域を有してもよい。

００73 なお、露光量制御部における透光量は、同一の平面積を有する透光部における透

光量よりも 心く、同一の平面積を有する遮光部における透光量よりも大きい。また、

上記露光量制御部は、透光部から遮光部に向かって光の透過量が連続又は非連続

で減少する構造を有することが好ま 、。これにより、上記フオトレジスト膜がポジ型フ

オトレジストからなる場合には、機能層を構成する側面の傾斜角度を9０。未満にする

ことができ、機能層の被覆膜の段差被覆性をある程度確保することができる。更に、

上記透光部から遮光部に向かって光の透過量が非連続で減少する構造としては、

例えば、複数の開口部が列状に配置され、かつ上記開口部の面積が、透光部から

遮光部に向かって減少する構造が挙げられる。

００74 上記機能層形成工程は、ドライェッチングで行われることが好ま 、。これにより、機



能層を構成する側面の傾斜をより精密に制御することができる。上記ドライェッチング

ガスとしては、例えば、機能膜の材質がシリコン ( )である場合、六フッィロ硫黄 (S )

ガスと酸素 ( )ガスとの混合ガスが挙げられる。

発明の効果

００75 本発明の回路基板によれば、半導体層、ゲート電極、コンタクトホールが設けられた

絶縁膜等、同一の階層内の機能層を構成する側面の傾斜がそれぞれ適切に調節さ

れるので、回路素子の特性を向上させることができる。

発明を実施するための最良の形態

００76 以下に実施例を掲げ、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例

のみに限定されるものではない。

００77 (実施例 )

図 ( )～(d) は、本発明の実施例 に係る透過型液品表示装置を構成するアクテイ

ブマトリクス基板の製造工程を示す断面模式図である。

本実施例では、図 ( )～(d)を参照しながら、画素回路部の 、保持容量 (Cs)

部、及び、ドライバ C部の を形成する方法について説明する。

まず、図 ( ) に示すよぅに、ガラス基板 ０上に、べ一スコート膜皿、ポリシリコン膜 (

機能膜) 52及びフオトレジスト膜53を順に形成した。なお、本実施例では、フオトレジ

スト膜53の材質として、ポジ型フオトレジストを用いた。続いて、マスク54を介してフオ

トレジスト膜53を露光した。なお、本実施例では、マスク54として、図 ( ) に示すよぅ

に、透光部55a 、遮光部55b及びグレートーン部 (露光量制御部) 55c を有するもの

を用いた。

００78 図2は、マスク54の構成を示す平面模式図である。

図2に示すよぅに、グレートーン部55c は、複数の開口部56が列状に配置され、かつ
開口部56の面積が透光部55a から遮光部55bに向かって減少する構造を有する。

したがって、露光を行った後、現像を行ぅことにより、図 (b) に示すよぅに、ポリシリコ

ン膜52上に、傾斜角度が4０。である略平面状の側面5a、及び、傾斜角度が8０ー

である略平面状の側面5bを有する第 のフオトレジストパターン膜 (第 の被覆パター

ン膜) 53a 、並びに、傾斜角度が8０。である略平面状の側面5c及び5dを有する第2



のフオトレジストパターン膜 (第2の被覆パターン膜) 53bを形成することができた。

００79 図3 (a) は、第 のフオトレジストパターン膜53a を構成する側面5aの形状を示す断面

模式図である。

本実施例では、第 のフオトレジストパターン膜53a は、図3 (a) に示すように、側面5a

の形状が略平面状となるように形成した。

しかしながら、マスク54の露光量制御部55c の構造を変えることにより、例えば、図 (

b) に示すように、側面5aの形状を階段状としてもよい。

００8０ 次に、第 のフオトレジストパターン膜53a 及び第2のフオトレジストパターン膜53bを

マスクに用いて、ポリシリコン膜52のエッチングを行った。なお、本実施例では、エッ
チングガスとして、六フッィロ硫黄 (S )ガスと酸素 ( )ガスとの混合ガスを用いた。ポ

リシリコン膜52のエッチングを行っていた際、第 のフオトレジストパターン膜53a 及び

第2のフオトレジストパターン膜53bの後退が起こるが、側面5a～5 は、形状が同一 (

略平面状)であるものの、側面5aと側面5b～5dとで傾斜角度が異なる。したがって、

このエッチングにより、図 c に示すように、形状が同一 (略平面状)であるものの、

側面6aと側面6b～6dとで傾斜角度が異なるポリシリコン層 (第 の機能層) 2、及び

、ポリシリコン層 (第2の機能層) 22を形成することができた。本実施例では、ポリシリコ

ン層 2を構成する側面6a及び6bの傾斜角度をそれぞれ2０。及び7０。とし、ポリシ

リコン層22を構成する側面6c及び6dの傾斜角度を7０。とした。

００8 1 次に、図 ( ) に示すように、ゲート絶縁膜 3、ゲート電極 6a 26a、保持容量配線

5、第 の層間絶縁膜 4、ソース電極 6b 26b、ドレイン電極26c を形成することに

より、画素回路部の ００ Cs部2００、及び、ドライバ C部の 3００を形成す

ることができた。

００82 次に、基板全面に第2の層間絶縁膜を形成した後、第2の層間絶縁膜をパターニン

グすることにより、 ００のドレイン電極上に、 のドレイン電極と画素電極

とをコンタクトさせるための開口部を形成した(図示せず)。

次に、スパッタリングにより、第2の層間絶縁膜上に酸ィトインジウム錫 ( O)膜を形成

した。このとき、第2の層間絶縁膜の開口部内にて O膜と ０のドレイン電極

とがコンタクトされた(図示せず)。



最後に、フオトェッチングを行ぅことにより、 O膜をパターニングし、画素電極を形成

した(図示せず)。

００83 本実施例では、ポリシリコン層 2を構成する側面6aの形状が略平面状でありかつ傾

斜角度が2０。であったため、ポリシリコン層 2を被覆するゲート絶縁膜 3は、高い
段差被覆性 (ステップカバレージ)を得ることができ、その結果、Cs部2００は、高い絶

縁耐圧を得ることができた。また、ポリシリコン層 2を構成する側面6bの傾斜角度が

8０。であったため、画素回路部の ００を微細ィビすることができた結果、開口率

を向上させることができた。更に、ポリシリコン層22を構成する側面6c及び6dの傾斜

角度が7 。０ であったため、ドライバ C部の 3００は、急峻なドレイン電流対ゲート

電圧特性 ( d 特性)を得ることができ、優れた素子特性を得ることができた。そし

て、本実施例では、画素回路部及びドライバ C部が同一の基板上に形成されている

ため、それぞれが別々の基板に形成されている形態に比して、部品点数を削減する

ことができた。

００84 (実施例2)

本実施例では、実施例 と同様の製造方法を用いて、図4に示すよぅに、 4００及

び5００を形成した。なお、 4００及び5００は、ポリシリコン層 2 22を構成する側

面の傾斜角度がそれぞれ、2０。及び7０。であること以外は、互いに同様の構成を

有する。次に、 4００及び5００について、d 特性及び絶縁耐圧を測定した。

それらの結果を図5 (a) 及び (b) に示す。なお、d 特性を測定する際のドレイン

電圧は ・ とし、 のチヤネル長 ( ) チヤネル幅 (W) 二 u 2 とした。

００85 ポリシリコン層 2を構成する側面の傾斜角度は2０。であったため、ポリシリコン層 2

を被覆するゲート絶縁膜 3は、高い段差被覆性を得ることができ、その結果、 4

００は、図5 (a) に示すよぅに、高い絶縁耐圧を得ることができた。一方、ポリシリコン層

22を構成する側面の傾斜角度は7０。であったため、 5００は、図5 b に示すよ

ぅに、低閾値電圧を実現することができた。

００86 (実施例3)

図6 (a)～(d) は、本発明の実施例3に係る透過型液品表示装置を構成するアクテイ

ブマトリクス基板の製造工程を示す断面模式図である。



本実施例は、図6 ( ) に示すよぅに、第 のフオトレジストパターン膜 53a を構成する側

面5 aの形状を略階段状 (階高を階段の長さで割った値 ０・7、階段の段数 3段 ) とし

、これを用いて、図6 c に示すよぅに、ポリシリコン層 2を構成する側面6 aの形状を

略階段状 (階高を階段の長さで割った値 ０・5、階段の段数 3段 ) としたこと以外は、

実施例 と同様である。

００8 7 本実施例では、ポリシリコン層 2を構成する側面6 aの形状が略階段状でありかつ階

高を階段の長さで割った値が ・5であり、また、側面6 bの傾斜角度が7０。であった

ため、ポリシリコン層 2は、高い線幅制御性を得ることができ、その結果、画素回路

部の 及びC s部2００の平面積を縮小することができ、開口率を向上させるこ

とができた。また、ポリシリコン層 2を被覆するゲート絶縁膜 3 は、C s部2００におい
て高い段差被覆性 (ステップカバレージ) を得ることができ、その結果、C s部2００は、

高い絶縁耐圧を得ることができた。更に、本実施例でもまた、ポリシリコン層2 2を構成

する側面の形状が略平面状でありかつ傾斜角度が7０。であったため、ドライバ C部

の 3００は、高い信頼性を得ることができた。そして、本実施例でもまた、画素回

路部及びドライバ C部が同一の基板上に形成されているため、それぞれが別々の基

板に形成されている形態に比して、部品点数を削減することができた。

００8 8 (実施例4 )

図7 (a) ～(d) は、本発明の実施例4 に係る透過型液品表示装置を構成するアクテイ

ブマトリクス基板の製造工程を示す断面模式図である。

本実施例では、図7 (a) ～(d)を参照しながら、通常の構造を有する チヤネル型の

を画素回路部に形成し、かつG O ( a e O e a ed do ed d a

)構造を有する チヤネル型の をドライバ C部に形成する方法について説明す

る。

まず、図7 (a) に示すよぅに、ガラス基板 ０上に、べ一スコート膜皿、ポリシリコン層

2、2 2、ゲート絶縁膜 3、金属膜 (機能膜 ) 6 6及びフオトレジスト膜 5 3を順に形成し

た。なお、本実施例では、金属膜6 6 として、上層をタングステン (W) 膜とし、下層を窒

ィビタンタル ( a )膜とする積層金属膜を用いた。また、フオトレジスト膜 5 3の材質とし

て、ポジ型フオトレジストを用いた。



００89 次に、透光部55a 、遮光部55b及びグレートーン部 (露光量制御部) 55c を有するマ

スク54を介してフォトレジスト膜53を露光し、現像することにより、図7 ( ) に示すよぅ

に、側面の傾斜角度が85。である第 のフォトレジストパターン膜 (第 の被覆パター

ン膜) 53a 、及び、側面の傾斜角度が5 。０ である第2のフォトレ、ジストパターン膜 (第2

の被覆パターン膜) 53bを形成した。

００9０ 次に、第 のフォトレジストパターン膜53a 及び第2のフォトレジストパターン膜53bを

マスクに用いて、金属膜66のェッチングを行った。なお、本実施例では、ェッチング

ガスとして、六フッィロ硫黄 (S )ガスと酸素 ( )ガスとの混合ガスを用いた。金属膜6

6のェッチングを行っていた際、第 のフォトレジストパターン膜53a 及び第2のフォト

レ、ジストパターン膜53bの後退が起こった結果、図7 c に示すよぅに、側面の傾斜角
。度が85 であるゲート電極 (第 の機能層) 6a、及び、側面の傾斜角度が45。で

あるゲート電極 (第2の機能層) 26a を同時に形成することができた。

００9 1 次に、図7 (d) に示すよぅに、半導体層 2及び22に 型の不純物イオン 9を注入し

た。本実施例では、 チヤネル型の を形成するために、 型の不純物イオン 9と

して、リンイオンを用いたが、 チヤネル型の を形成する場合には、 型の不純物

イオンとして、ボロンイオン等を用いる。 型の不純物イオン 9の注入を行っていた際

、ゲート電極26a の傾斜部では 型の不純物イオン 9が傾斜部の膜厚に応じて一部

通過した結果、 型の高濃度不純物領域32a を半導体層 2及び22に形成すること

ができ、更に半導体層22には、 型の不純物イオンを低濃度で含むGO 領域32

bを形成することができた。なお、GO 領域3 2bにおける不純物イオン 9の濃度勾

配は、図7 (d) に示すよぅに、ゲート電極26a の傾斜を反映したプロファイルとなった。

００92 最後に、図7 (e) に示すよぅに、層間絶縁膜 4、ソース電極 6b 26b、ドレイン電極

6c及び26c を形成することにより、通常の構造を有する チヤネル型の を画素

回路部に形成し、かつGO 構造を有する チヤネル型の をドライバ C部に形

成することができた。

００93 本実施例では、ゲート電極 6aを構成する側面の形状が略平面状でありかつ傾斜角
。度が85 であったため、ゲート電極 6aは、高い線幅制御性を得ることができ、その

結果、画素回路部の ００の平面積を縮小することができ、開口率を向上させる



ことができた。また、ゲート電極26a を構成する側面の形状が略平面状でありかつ傾
。斜角度が45 であったため、ゲート電極26a を被覆する層間絶縁膜 4は、高い段

差被覆性 (ステップカバレージ)を得ることでき、その結果、ドライバ C部の 3

は、高い信頼性を得ることができた。更に、本実施例では、画素回路部及びドライバ1

C部が同一の基板上に形成されているため、それぞれが別々の基板に形成されてい
る形態に比して、部品点数を削減することができた。

なお、本発明は、実施例4に限定されず、例えば、 構造を有する ，チヤネル

型の 、及び、GO 構造を有する チヤネル型の 等を同一の基板上に形

成する場合等にも適用することができる。

００94 (実施例5)

図8 (a)～(d) は、本発明の実施例5に係るアクテイブマトリクス基板の製造工程を示

す断面模式図である。

本実施例では、図8 (a)～(d)を参照しながら、 を形成する方法について説明す

る。

まず、図8 (a) に示すよぅに、ガラス基板 ０上に、べ一スコート膜 、ポリシリコン層

2、ゲート絶縁膜 (機能膜) 3、ゲート電極 6a、層間絶縁膜 (機能膜) 4及びフオト

レ、ジスト膜53を形成した。本実施例では、ゲート絶縁膜 3の材質として、酸化シリコ

ン ( O )を用いた。また、層間絶縁膜 4の材質としても、S O を用いた。更に、フオ

トレ、ジスト膜53の材質として、ポジ型フオトレ、ジストを用いた。

００95 次に、透光部55a 、遮光部55b及びグレートーン部 (露光量制御部) 55c を有するマ

スク54を介してフオトレジスト膜53を露光した。露光を行った後、現像を〒ぅことにより

、図8 b 。に示すよぅに、傾斜角度7０。の側面と傾斜角度85 の側面とを有するフオ

トレ、ジストパターン膜 (被覆パターン膜) 53c を形成することができた。

００96 次に、フオトレ、ジストパターン膜53c をマスクに用いて、層間絶縁膜 4及びゲート絶

縁膜 3のェッチングを行った。なお、本実施例では、ェッチングガスとして、六フッィビ

硫黄 (S )ガスとアルゴン ( )ガスとの混合ガスを用いた。層間絶縁膜 4及びゲー

ト絶縁膜 3のェッチングを行っていた際、フオトレジストパターン膜53c の後退が起こ

るが、フオトレジストパターン膜53c は、異なる傾斜角度の側面を有するため、図8 c



に示すよぅに、傾斜角度 6
。０ の側面と傾斜角度 8

。０ の側面とを有するホール 7 a

7 b を形成することができた。本実施例では、ホール 7 a 7 b を構成する側面のぅ

ち、ゲート電極 6 a 側の側面の傾斜角度を8 ０。とし、反対側の側面の傾斜角度を6

。とした。

００9 7 最後に、図8 d に示すよぅに、コンタクトホール 8 a 8 b 、ソース電極 6 b 、ドレイン

電極 6 c を形成することにより、 を形成することができた。

００9 8 本実施例では、コンタクトホール 8 a 8 b を構成する側面のぅち、ゲート電極 6 a 側

の側面の傾斜角度を8 ０。としたため、 は、優れた微細加工性を得ることができ

た。また、反対側の側面の傾斜角度を6
。０ としたため、コンタクトホール 8 a 8 b の

段切れ ( 断線不良 ) を抑制することができた。

００9 9 ( 比較例 )

図9 (a) ～( d ) は、比較例 に係るアクテイブマトリクス基板の製造工程を示す断面模

式図である。

本比較例の製造方法は、フオトレジストパターン膜 6 3 を形成する際に、通常のマスク

5 4 を用いることにより、傾斜角度が 8 ０。の側面を有するホール 7 c 7 d を形成し、

コンタクトホール 8 c 8 d を形成したこと以外は、実施例 5 の製造方法と同様である

０1 ００ 本比較例では、コンタクトホール 8 c 8 d を構成する側面の傾斜角度が、8 ０。であ

るため、 を微細ィビすると、ゲート電極 6 a とソース電極 6 b 及びドレイン電極 6 c

とでリーク不良を起こした。また、段差被覆性が充分に得られなかったため、断線不

良 ( 段切れ) を起こしていた。

０1 ０1 なお、本願は、2 ００5 年8 月皿 日に出願された日本国特許出願 2 ００5 23346０号

を基礎として、(パリ条約ないし移行する国における法規に基づく) 優先権を主張する

ものである。該出願の内容は、その全体が本願中に参照として組み込まれている。

０1 ０2 また、本願明細書における「以上」及び「以下」は、当該数値を含むものである。

０1 ０3 図 a ～( d ) は、本発明の実施例 に係るアクティブマトリクス基板の製造工程を示

す断面模式図である。



図2 マスク54の構成を示す平面模式図である (実施例 )

図3 (a) は、第 のフオトレジストパターン53a を構成する側面の形状を示す断面模

式図であり、(b) は、その変形例を示す断面模式図である。

図4 実施例2に係る薄膜トランジスタ基板の構成を示す断面模式図である。

図5 (a) 及び (b) は、ドレイン電流対ゲート電圧 ( d 特性及びゲート絶縁耐圧

の測定結果を示す図である (実施例2)

図6 (a)～(d) は、本発明の実施例3に係る透過型液品表示装置を構成するアクテ

ィブマトリクス基板の製造工程を示す断面模式図である。

図7 (a)～(e) は、本発明の実施例4に係る透過型液品表示装置を構成するアクテ

ィブマトリクス基板の製造工程を示す断面模式図である。

図8 (a)～(d) は、本発明の実施例5に係るアクティブマトリクス基板の製造工程を示

す断面模式図である。

図9 (a)～(d) は、比較例 に係るアクティブマトリクス基板の製造工程を示す断面模

式図である。

図1０ (a) は、平面状の側面を有する機能層の断面模式図である。(b) は、断面略逆

字状の側面を有する機能層の断面模式図である。(c) は、断面略 字状の側面を

有する機能層の断面模式図である。なお、図中、0 、 及び ０2は、側面の傾斜角

度を表す。

図11 (a) は、上に凸の曲面状の側面を有する機能層の断面模式図である。(b) は、

下に凸の曲面状の側面を有する機能層の断面模式図である。(c) は、傾斜を有する

側面を断面から見たときに、側面を表す線形状が楕円状となる機能層の断面模式図

である。(d) は、傾斜を有する側面を断面から見たときに、側面下部を表す線形状と

側面上部を表す線形状とが曲率の異なる円状となる機能層の断面模式図である。な

お、図中、点 は、円又は楕円の中心を表し、、付及び 2 ( チ 2)は、円の半径、

又は、楕円の長軸半径及び短軸半径を表す。

図12 (a) は、階段状の側面を有する機能層の断面模式図である。(b) は、側面下部

と側面上部とで傾斜角度が異なる階段状の側面を有する機能層の断面模式図であ

る。(c) は、略階段状の側面を有する機能層の断面模式図である。なお、図中、 、



及び ０2は、側面の傾斜角度を表し、 は階高を表し、 は階段の長さを表す。

符モ、の説明

5a 5b 第 のフォトレジスト膜53a の側面

5c 5d 第2のフォトレジスト膜5 3bの側面

6a 6b ポリシリコン層 2の側面

6c 6d ポリシリコン層2 2の側面

０ガラス基板

べ一スコート膜

2、2 2 ポリシリコン層

3 ゲート絶縁膜

4 層間絶縁膜

5 料寺容量目巳

6 a 26a ゲート電極

6b 26b ソース電極

6 c 26c ドレイン電極

7a～ 7d ホール

8 a～ 8d コンタクトホール

9 不純物イオン

3 2 a 高濃度不純物領域

3 2b GO ( a e O e a ed do ed d a )領城

5 2 ポリシリコン膜 伺幾能漠)

5 3 フォトレジスト膜 ( 姥蔚漠)

5 3 a 第 のフォトレジストパターン膜 (第 の被覆パターン漠)

5 3b 第2のフォトレジストパターン膜 (第2の被覆パターン漠)

53c フォトレジストパターン膜 ( 姥貫パターン漠)

5 3 d フォトレジストパターン膜

54 マスク

5 5 透光部



b 遮光部

c 光量制御部

開口部

c フオトレ、ジストパターン膜

金属膜

機能層8 の下層

機能層

０画素回路部の薄膜トラン、ジスタ( )

０ 果持容量部

０ドライバ (周辺回路 )部の

０ ００



請求の範囲

少なくとも つの半導体層からなる階層を含んで構成される回路基板であって、

該階層は、異なる傾斜の側面を有することを特徴とする回路基板。

2 前記異なる傾斜の側面の少なくとも つは、略平面状であることを特徴とする請求項

記載の回路基板。

3 前記異なる傾斜の側面の少なくとも つは、略階段状であることを特徴とする請求項

記載の回路基板。

4 前記階層は、第 の半導体層と第2の半導体層とを含み、

該第 の半導体層は、第2の半導体層と異なる傾斜の側面を有することを特徴とする

請求項 記載の回路基板。
。

5 前記第 の半導体層は、5 以上、6０。以下の傾斜角度の側面を有し、

前記第2の半導体層は、35。以上、9０。以下の傾斜角度の側面を有し、かつ

該第 の半導体層を構成する側面は、第2の半導体層を構成する側面より 。、2０ 以

上傾斜角度が小 、刮
ことを特徴とする請求項4記載の回路基板。

6 前記第 の半導体層は、周辺回路の薄膜トラン、ジスタを構成するものであり、

前記第2の半導体層は、画素回路の薄膜トラン、ジスタを構成するものであることを特

徴とする請求項4記載の回路基板。

7 前記第 の半導体層は、画素回路の保持容量を構成するものであり、

前記第2の半導体層は、画素回路の薄膜トラン、ジスタを構成するものであることを特

徴とする請求項4記載の回路基板。

8 前記第 の半導体層は、画素回路の保持容量を構成するものであり、

前記第2の半導体層は、周辺回路の薄膜トラン、ジスタを構成するものであることを特

徴とする請求項4記載の回路基板。

9 前記第 の半導体層は、第 の周辺回路の薄膜トランジスタを構成するものであり、

前記第2の半導体層は、第2の周辺回路の薄膜トランジスタを構成するものであること

を特徴とする請求項4記載の回路基板。

０ 前記第 の半導体層は、周辺回路の第 の薄膜トランジスタを構成するものであり、



前記第2の半導体層は、周辺回路の第2の薄膜トランジスタを構成するものであること

を特徴とする請求項4 E載の回路基板。

前記半導体層の少なくとも つは、異なる傾斜の側面を有することを特徴とする請求

項 記載の回路基板。
。

2 前記半導体層の少なくとも つは、5 以上、6０。以下の傾斜角度の第 の側面、及

び、35。以上、9 。０ 以下の傾斜角度の第2の側面を有し、かつ
該第 の側面は、第2の側面より、2０。以上傾斜角度が小 、刮
ことを特徴とする請求項皿記載の回路基板。

3 前記半導体層の少なくとも つは、画素回路の保持容量を構成する保持容量電極部

と薄膜トランジスタを構成するトランジスタ部とを有し、

前記第 の側面は、保持容量電極部の側面であり、かつ

前記第2の側面は、トランジスタ部の側面である

ことを特徴とする請求項 2記載の回路基板。

4 少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基板であって、

該階層は、画素回路の薄膜トランジスタを構成する第 のゲート電極と周辺回路の薄

膜トランジスタを構成する第2のゲート電極とを含み、かつ

該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面よりも傾斜

角度が大きレ亡とを特徴とする回路基板。

5 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ

は、略平面状であることを特徴とする請求項 4記載の回路基板。

6 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ

は、略階段状であることを特徴とする請求項 4記載の回路基板。

7 前記第 のゲート電極は、5 。 。０ 以上、9０ 以下の傾斜角度の側面を有し、

前記第2のゲート電極は、2 。０ 以上、6 。０ 以下の傾斜角度の側面を有し、かつ
該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面より、2０ー

以上傾斜角度が大きい
ことを特徴とする請求項 4記載の回路基板。

少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基板であって、



該階層は、画素回路の薄膜トランジスタを構成する第 のゲート電極と画素回路の保

持容量を構成する第2のゲート電極とを含み、かつ
該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面よりも傾斜

角度が大きレ亡とを特徴とする回路基板。

9 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ

は、略平面状であることを特徴とする請求項 8記載の回路基板。

2０ 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ

は、略階段状であることを特徴とする請求項 8記載の回路基板。

2 前記第 のゲート電極は、5０。以上、9０。以下の傾斜角度の側面を有し、

前記第2のゲート電極は、2０。以上、6０。以下の傾斜角度の側面を有し、かつ
該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面より、2０ー

以上傾斜角度が大きい
ことを特徴とする請求項 8記載の回路基板。

22 少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基板であって、

該階層は、周辺回路の薄膜トランジスタを構成する第 のゲート電極と画素回路の保

持容量を構成する第2のゲート電極とを含み、かつ
該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面よりも傾斜

角度が大きレ亡とを特徴とする回路基板。

23 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ
は、略平面状であることを特徴とする請求項22記載の回路基板。

24 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ

は、略階段状であることを特徴とする請求項22記載の回路基板。

25 前記第 のゲート電極は、5０。以上、9０。以下の傾斜角度の側面を有し、

前記第2のゲート電極は、2０。以上、6０。以下の傾斜角度の側面を有し、かつ
該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面より、2０ー

以上傾斜角度が大きい
ことを特徴とする請求項22記載の回路基板。

2 少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基板であって、



該階層は、第 の周辺回路の薄膜トランジスタを構成する第 のゲート電極と第2の周

辺回路の薄膜トランジスタを構成する第2のゲート電極とを含み、かつ
該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面よりも傾斜

角度が大きレ亡とを特徴とする回路基板。

27 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ

は、略平面状であることを特徴とする請求項26記載の回路基板。

28 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ

は、略階段状であることを特徴とする請求項26記載の回路基板。

29 前記第 のゲート電極は、5０。以上、9０。以下の傾斜角度の側面を有し、

前記第2のゲート電極は、2０。以上、6０。以下の傾斜角度の側面を有し、かつ
該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面より、2０ー

以上傾斜角度が大きい
ことを特徴とする請求項26記載の回路基板。

3０ 少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基板であって、

該階層は、周辺回路の第 の薄膜トランジスタを構成する第 のゲート電極と周辺回

路の第2の薄膜トランジスタを構成する第2のゲート電極とを含み、かつ
該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面よりも傾斜

角度が大きレ亡とを特徴とする回路基板。

3 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ
は、略平面状であることを特徴とする請求項3０記載の回路基板。

32 前記第 のゲート電極及び 又は第2のゲート電極を構成する側面の少なくとも つ

は、略階段状であることを特徴とする請求項3０記載の回路基板。

33 前記第 のゲート電極は、5０。以上、9０。以下の傾斜角度の側面を有し、

前記第2のゲート電極は、2０。以上、6０。以下の傾斜角度の側面を有し、かつ
該第 のゲート電極を構成する側面は、第2のゲート電極を構成する側面より、2０ー

以上傾斜角度が大きい
ことを特徴とする請求項3０記載の回路基板。

3 少なくとも つのゲート電極からなる階層を含んで構成される回路基板であって、



該ゲート電極の少なくとも つは、異なる傾斜の側面を有することを特徴とする回路基

板。

35 前記ゲート電極の少なくとも つは、5０。以上、9０。以下の傾斜角度の第 の側面、

及び、2 。０ 以上、6 。０ 以下の傾斜角度の第2の側面を有し、かつ
該第 の側面は、第2の側面より、2０。以上傾斜角度が大きい
ことを特徴とする請求項34記載の回路基板。

36 少なくとも つのコンタクトホールが設けられた絶縁膜を備える回路基板であって、

該絶縁膜は、異なる傾斜の側面を有し、

該コンタクトホールは、異なる傾斜の絶縁膜の側面を含んで構成される

ことを特徴とする回路基板。

37 前記異なる傾斜の絶縁膜の側面の少なくとも つは、略平面状であることを特徴とす

る請求項36記載の回路基板。

38 前記異なる傾斜の絶縁膜の側面の少なくとも つは、略階段状であることを特徴とす

る請求項36記載の回路基板。

39 前記絶縁膜は、絶縁層の積層構造を有し、

前記略階段状である異なる傾斜の絶縁膜の側面は、絶縁層ごとに段が形成されたも

のであることを特徴とする請求項38記載の回路基板。

4０ 前記絶縁膜は、第 のコンタクトホールと第2のコンタクトホールとが設けられ、

該第 のコンタクトホールは、第2のコンタクトホールと異なる傾斜の絶縁膜の側面を

含んで構成されることを特徴とする請求項36記載の回路基板。

4 前記コンタクトホールの少なくとも つは、異なる傾斜の絶縁膜の側面を含んで構成さ

れることを特徴とする請求項36記載の回路基板。

42 前記コンタクトホー 。
ルの少なくとも つは、2 。０ 以上、7０ 以下の傾斜角度の第 の

側面、及び、4 。０ 以上、9０。以下の傾斜角度の第2の側面を含んで構成され、か

つ
該第 の側面は、第2の側面より、2０。以上傾斜角度差が小 、刮
ことを特徴とする請求項4 記載の回路基板。

43 前記回路基板は、薄膜トランジスタを備え、



前記コンタクトホールの少なくとも つは、薄膜トランジスタの半導体層とソース電極又

はドレイン電極との間に設けられたものであることを特徴とする請求項4 記載の回路

基板。

44 請求項 、 4 8 22 26 3０ 34又は36記載の回路基板を含んで構成されること

を特徴とする電子装置。

45 前記電子装置は、液品表示装置であることを特徴とする請求項44記載の電子装置。

46 前記電子装置は、有機ェレクトロルミネセンス表示装置であることを特徴とする請求

項44記載の電子装置。

47 少なくとも つの機能層からなる階層を含んで構成される回路基板の製造方法であっ
て、

該製造方法は、機能膜上に異なる傾斜の側面を有する被覆パターン膜を形成する

工程と、

機能膜をェッチングして機能層を形成する工程とを含む

ことを特徴とする回路基板の製造方法。

48 前記機能層形成工程は、被覆パターン膜を用いて行われることを特徴とする請求項

47記載の回路基板の製造方法。

49 前記被覆パターン膜は、第 の被覆パターン膜と第2の被覆パターン膜とを含み、

該第 の被覆パターン膜は、第2の被覆パターン膜と異なる傾斜の側面を有する

ことを特徴とする請求項47記載の回路基板の製造方法。

5０ 前記被覆パターン膜の少なくとも つは、異なる傾斜の側面を有する

ことを特徴とする請求項47記載の回路基板の製造方法。

5 前記被覆パターン膜形成工程は、マスクを介してフオトレジスト膜を一括露光する処

理を含むことを特徴とする請求項47記載の回路基板の製造方法。

52 前記マスクは、透光部と遮光部と露光量制御部とを備え、

該露光量制御部は、透光部と遮光部との間に配置されることを特徴とする請求項5

記載の回路基板の製造方法。

53 前記機能層形成工程は、ドライェッチングで行われることを特徴とする請求項47記

載の回路基板の製造方法。
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