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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されたゲート電極および補助容量電極と、
　前記ゲート電極および前記補助容量電極を覆うように形成された第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成された、下層ソース電極、下層ドレイン電極および前記下層ド
レイン電極に繋がった画素電極と、
　前記下層ソース電極および前記下層ドレイン電極の上に形成され、前記下層ソース電極
および前記下層ドレイン電極と電気的に接続された半導体膜と、
　前記下層ソース電極、前記下層ドレイン電極および前記半導体膜の上に形成された第２
絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記半導体膜および前記下層
ソース電極と電気的に接続された上層ソース電極と、
　前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記半導体膜および前記下層
ドレイン電極と電気的に接続された上層ドレイン電極と、
　前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記補助容量電極と電気的に
接続された共通電極と、
を備える薄膜トランジスタ基板。
【請求項２】
　基板上に形成されたゲート電極および補助容量電極と、
　前記ゲート電極および前記補助容量電極を覆うように形成された第１絶縁膜と、
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　前記第１絶縁膜上に形成された、下層ソース電極および下層ドレイン電極と、
　前記下層ソース電極および前記下層ドレイン電極の上に形成され、前記下層ソース電極
および前記下層ドレイン電極と電気的に接続された半導体膜と、
　前記下層ソース電極、前記下層ドレイン電極および前記半導体膜の上に形成された第２
絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記半導体膜および前記下層
ソース電極と電気的に接続された上層ソース電極と、
　前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記半導体膜および前記下層
ドレイン電極と電気的に接続された上層ドレイン電極と、
　前記第２絶縁膜上に前記上層ドレイン電極に繋がるように形成された画素電極と、
　前記上層ソース電極、前記上層ドレイン電極および前記画素電極の上に形成された第３
絶縁膜と、
　前記第３絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記補助容量電極と電気的に
接続された共通電極と、
を備える薄膜トランジスタ基板。
【請求項３】
　基板上に形成されたゲート電極および補助容量電極と、
　前記ゲート電極および前記補助容量電極を覆うように形成された第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成された、下層ソース電極および下層ドレイン電極と、
　前記下層ソース電極および前記下層ドレイン電極の上に形成され、前記下層ソース電極
および前記下層ドレイン電極と電気的に接続された半導体膜と、
　前記下層ソース電極、前記下層ドレイン電極および前記半導体膜の上に形成された第２
絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記半導体膜および前記下層
ソース電極と電気的に接続された上層ソース電極と、
　前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記半導体膜および前記下層
ドレイン電極と電気的に接続された上層ドレイン電極と、
　前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記補助容量電極と電気的に
接続された共通電極と、
　前記上層ソース電極、前記上層ドレイン電極および前記共通電極の上に形成された第３
絶縁膜と、
　前記第３絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記上層ドレイン電極と電気
的に接続された画素電極と、
を備える薄膜トランジスタ基板。
【請求項４】
　前記半導体膜が、酸化物半導体からなる
請求項１から請求項３のいずれか一項記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項５】
　前記下層ソース電極および前記下層ドレイン電極が、酸化物導電膜からなる
請求項１から請求項４のいずれか一項記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項６】
　前記第２絶縁膜が、上層のＳｉＮ膜とそれよりも膜応力の絶対値が小さい下層のＳｉＮ
膜とを含んでいる
請求項１から請求項５のいずれか一項記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項７】
　前記第２絶縁膜において、前記下層のＳｉＮ膜の膜応力の絶対値が１５０ＭＰａ～２０
０ＭＰａである
請求項６記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項８】
　前記第２絶縁膜において、前記下層のＳｉＮ膜のＮ／Ｓｉ比が、前記上層のＳｉＮ膜の
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Ｎ／Ｓｉ比よりも大きい
請求項６または請求項７記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項９】
　前記第２絶縁膜において、前記上層のＳｉＮ膜のＮ／Ｓｉ比が１．１～１．５である
請求項８記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１０】
　（ａ）基板上に、第１の導電膜を用いてゲート電極および補助容量電極を形成する工程
と、
　（ｂ）前記ゲート電極および前記補助容量電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程
と、
　（ｃ）前記第１絶縁膜上に、第２の導電膜を用いて、下層ソース電極、下層ドレイン電
極および前記下層ドレイン電極に繋がった画素電極を形成する工程と、
　（ｄ）前記下層ソース電極および前記下層ドレイン電極の上に、前記下層ソース電極お
よび前記下層ドレイン電極と電気的に接続する半導体膜を形成する工程と、
　（ｅ）前記下層ソース電極、前記下層ドレイン電極および前記半導体膜の上に第２絶縁
膜を形成する工程と、
　（ｆ）前記第２絶縁膜上に、第３の導電膜を用いて、コンタクトホールを通して前記半
導体膜および前記下層ソース電極と電気的に接続された上層ソース電極と、コンタクトホ
ールを通して前記半導体膜および前記下層ドレイン電極と電気的に接続された上層ドレイ
ン電極と、コンタクトホールを通して前記補助容量電極と電気的に接続された共通電極と
を形成する工程と、
を備える薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１１】
　（ａ）基板上に、第１の導電膜を用いてゲート電極および補助容量電極を形成する工程
と、
　（ｂ）前記ゲート電極および前記補助容量電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程
と、
　（ｃ）前記第１絶縁膜上に、第２の導電膜を用いて、下層ソース電極および下層ドレイ
ン電極を形成する工程と、
　（ｄ）前記下層ソース電極および前記下層ドレイン電極の上に、前記下層ソース電極お
よび前記下層ドレイン電極と電気的に接続する半導体膜を形成する工程と、
　（ｅ）前記下層ソース電極、前記下層ドレイン電極および前記半導体膜の上に第２絶縁
膜を形成する工程と、
　（ｆ）前記第２絶縁膜上に、第３の導電膜を用いて、コンタクトホールを通して前記半
導体膜および前記下層ソース電極と電気的に接続された上層ソース電極と、コンタクトホ
ールを通して前記半導体膜および前記下層ドレイン電極と電気的に接続された上層ドレイ
ン電極と、前記上層ドレイン電極に繋がった画素電極を形成する工程と、
　（ｇ）前記上層ソース電極、前記上層ドレイン電極および前記画素電極の上に第３絶縁
膜を形成する工程と、
　（ｈ）前記第３絶縁膜上に、コンタクトホールを通して前記補助容量電極と電気的に接
続された共通電極を形成する工程と、
を備える薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１２】
　（ａ）基板上に、第１の導電膜を用いてゲート電極および補助容量電極を形成する工程
と、
　（ｂ）前記ゲート電極および前記補助容量電極を覆うように第１絶縁膜を形成する工程
と、
　（ｃ）前記第１絶縁膜上に、第２の導電膜を用いて、下層ソース電極および下層ドレイ
ン電極を形成する工程と、
　（ｄ）前記下層ソース電極および前記下層ドレイン電極の上に、前記下層ソース電極お
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よび前記下層ドレイン電極と電気的に接続する半導体膜を形成する工程と、
　（ｅ）前記下層ソース電極、前記下層ドレイン電極および前記半導体膜の上に第２絶縁
膜を形成する工程と、
　（ｆ）前記第２絶縁膜上に、第３の導電膜を用いて、コンタクトホールを通して前記半
導体膜および前記下層ソース電極と電気的に接続された上層ソース電極と、コンタクトホ
ールを通して前記半導体膜および前記下層ドレイン電極と電気的に接続された上層ドレイ
ン電極と、コンタクトホールを通して前記補助容量電極と電気的に接続された共通電極と
を形成する工程と、
　（ｇ）前記上層ソース電極、前記上層ドレイン電極および前記共通電極の上に第３絶縁
膜を形成する工程と、
　（ｈ）前記第３絶縁膜上に、コンタクトホールを通して前記上層ドレイン電極と電気的
に接続された画素電極を形成する工程と、
を備える薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置などに用いられる薄膜トランジスタ基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：以下「ＴＦＴ」）をスイッチング素子とし
て用いたＴＦＴアクティブマトリックス基板（薄膜トランジスタ基板；以下「ＴＦＴ基板
」）は、例えば液晶を利用した表示装置（液晶表示装置）等の電気光学装置に利用される
。ＴＦＴ等の半導体装置は、低消費電力で薄型という特徴があり、この特徴を活かして、
ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）に変わるフラットパネルディスプレイへの応用が盛んになさ
れている。
【０００３】
　液晶表示装置（ＬＣＤ）用の電気光学素子には、単純マトリックス型ＬＣＤと、ＴＦＴ
をスイッチング素子として用いるＴＦＴ－ＬＣＤとがある。特にＴＦＴ－ＬＣＤは、携帯
性および表示品位の点でＣＲＴや単純マトリックス型ＬＣＤより優れており、ノート型パ
ソコンなどに広く実用化されている。
【０００４】
　一般に、ＴＦＴ－ＬＣＤは、アレイ状に配設された複数のＴＦＴを備えたＴＦＴ基板と
、カラーフィルタ等を備えた対向基板との間に、液晶層が挟持された構造の液晶表示パネ
ルを有している。液晶表示パネルの前面側と背面側のそれぞれに偏光板が設けられ、さら
にそのうちの一方側にはバックライトが設けられる。この構造によって良好なカラー表示
が得られる。
【０００５】
　従来のＴＦＴ－ＬＣＤの視野角を改善した横電界の液晶駆動方式であるＩＰＳ（In Pla
ne Switching）方式のＬＣＤは、広視野角という特徴を活かして、表示装置等に広く使用
されている。しかし、画素表示部での開口率の低さや透過率の低さといった問題も有して
おり、明るい表示特性を得ることが困難である。これは、ＩＰＳ－ＬＣＤに用いられる櫛
歯形状の画素電極の上方では液晶を駆動させるための電界が有効に働かず、画素電極上の
一部の液晶が動作しないことが主な理由である。この問題を改善するために、例えば特許
文献１に開示されているようなＦＦＳ（Fringe Field Switching：フリンジ電界駆動）方
式のＬＣＤが提案されている。
【０００６】
　特許文献１に開示されたような一般的なＦＦＳ－ＬＣＤのＴＦＴ基板は、（１）ゲート
電極の形成工程、（２）画素電極の形成工程、（３）ゲート絶縁膜および半導体膜の形成
工程、（４）ソース・ドレイン電極の形成工程、（５）保護絶縁膜へのコンタクトホール
形成工程、（６）共通電極の形成工程、という少なくとも６回の写真製版工程を経て形成
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される。
【０００７】
　従来、液晶表示装置用のＴＦＴ基板のスイッチング素子には、活性層（チャネル層）と
しての半導体膜にアモルファスシリコン（Ｓｉ）が用いられていた。また近年では、活性
層に酸化物半導体を用いたＴＦＴの開発が盛んになされている。酸化物半導体は、従来の
アモルファスシリコンよりも高い移動度を有している。酸化物半導体としては、酸化亜鉛
（ＺｎＯ）系材料や、酸化亜鉛に酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）および酸化インジウム（Ｉ
ｎ２Ｏ３）を添加した非晶質のＩｎＧａＺｎＯ系材料が主に用いられている。この技術は
、特許文献３、４および非特許文献１等に開示されている。
【０００８】
　酸化物半導体材料は、透明導電体である非晶質ＩＴＯ（酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）
＋酸化すず（ＳｎＯ２））や非晶質ＩｎＺｎＯ（酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）＋酸化亜
鉛（ＺｎＯ））のような酸化物導電体と同様に、シュウ酸やカルボン酸のような弱酸系溶
液でエッチングすることが可能であり、パターン加工が容易であるという利点がある。
【０００９】
　しかし、酸化物半導体材料は、ＴＦＴのソース電極やドレイン電極に用いられる一般的
な金属膜（Ｃｒ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｔａ、Ａｌ、Ｃｕおよびこれらの合金）のエッチング加工
に用いられる酸系溶液にも容易に溶けてしまう。従って、例えば特許文献４の図１１のよ
うな酸化物半導体の上層にソース電極やドレイン電極を配設した構造のＴＦＴを製造する
場合は、ソース電極やドレイン電極の金属膜だけをエッチングして、酸化物半導体をエッ
チングせずに残すような選択エッチングは困難である。
【００１０】
　この問題を解決するためには、例えば、特許文献５の図１や特許文献６の図１Ａのよう
な、ソース電極およびドレイン電極の上に活性層としての半導体膜を配設したＴＦＴ構造
を採用することが考えられる。このＴＦＴ構造では、金属膜を加工してゲート電極、ソー
ス電極およびドレイン電極を形成した後に、酸化物半導体の半導体膜を形成すればよいた
め、金属膜をエッチング加工する際の酸系溶液によって半導体膜が溶けることはない。ま
た、酸化物半導体をエッチング加工する際のシュウ酸やカルボン酸のような弱酸系溶液は
、一般的な金属をエッチングしないので、半導体膜を形成する際にソース電極およびドレ
イン電極がエッチングされることはない。従って、酸化物半導体からなる半導体膜と金属
膜との選択エッチングが可能となり、移動度の高い高性能なＴＦＴ基板を製造することが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００１－５６４７４号公報
【特許文献２】特開平８－６０５９号公報
【特許文献３】特開２００５－７７８２２号公報
【特許文献４】特開２００７－２８１４０９号公報
【特許文献５】特開２００３－９２４１０号公報
【特許文献６】特開２００６－５３２９号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Kenji Nomura等著、「Room-temperature fabrication of transparent 
flexible thin-film transistors using amorphous oxide semiconductors」、Nature 20
04年、第432巻、第488頁～第492頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　特許文献１のように透明導電膜パターンが最上層となる場合には問題はないが、特許文
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献２のように透明導電膜パターン上に保護膜や層間絶縁膜などの絶縁膜（以下「上層絶縁
膜」）が形成される場合、透明導電膜の応力と上層絶縁膜の応力とのバランスがとれず、
透明導電膜パターン端部などで上層絶縁膜が剥離してしまう「膜浮き」或いは「膜剥がれ
」と呼ばれる現象（以下、「膜浮き」と総称する）が発生することがある。膜浮きは、表
示領域より外側の額縁領域などのパターン密度が比較的疎な領域、例えば、外部接続端子
部や配線変換部などで顕著に発生する。膜浮きの発生は、上層絶縁膜の保護膜としての機
能を損なわせて腐食などを引き起こしたり、また層間絶縁膜としての機能を損なわせて絶
縁破壊を引き起こしたりする。従って、膜浮きが発生すると、製品の歩留りや信頼性が低
下する。さらに、剥離した上層絶縁膜が製造装置内で飛散して発塵を招き、同じ装置内で
製造する別の製品にも悪影響を及ぼし、それによっても製品の歩留りや信頼性の低下を生
じさせる。
【００１４】
　一方、上層絶縁膜の形成の際、応力のバランスがとれて膜浮きが発生し難い成膜条件を
採用すると、透明導電膜パターンの透過率が低下する問題や、配線と画素電極とを接続す
るコンタクトホール内でゲート絶縁膜界面と層間絶縁膜にクサビ状の隙間（以下、単に「
クサビ」と称す）が形成され、配線と画素電極との接続不良が発生する問題などが生じる
。特に、高輝度化（高開口率化・高透過率化）、高視野角化の要求が高まっている液晶表
示装置では、透明導電膜の透過率の向上やＦＦＳ方式の採用が不可欠であり、膜浮きが発
生し易い上層絶縁膜の成膜条件を採用せざるを得ない場合が多くなってきている。
【００１５】
　更に、ＦＦＳ方式においては、いずれも透明導電膜からなる画素電極と共通電極とを層
間絶縁膜を介して対向配置することが必須であるため、少なくとも一方の透明電極上に層
間絶縁膜（上層絶縁膜）が配置されることは不可避である。よって、上記の膜浮きの問題
の対策が必要となる。
【００１６】
　また、ＺｎＯやＩｎＧａＺｎＯのような酸化物半導体の膜を、スパッタリング法や真空
蒸着法を用いてＴＦＴのソース電極やドレイン電極となる金属膜（Ｃｒ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｍ
ｏ、Ｔａ、Ａｌおよびこれらの合金）の上に直接形成すると、界面反応により両者の界面
に金属膜の酸化物層が生成され電気抵抗（界面抵抗）が上昇する。
【００１７】
　本発明者らの実験結果によれば、例えばＩｎＧａＺｎＯ（原子数比Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ：
Ｏ＝１：１：１：４）の酸化物半導体膜の上にＡｌの金属膜を形成した場合は５０μｍ×
５０μｍの面積当たりの界面抵抗値が２００ｋΩであったのに対し、Ａｌ膜とＩｎＧａＺ
ｎＯ膜の形成順を逆にすると同面積当たりの界面抵抗値は１００ＭΩ以上となった。また
、他の金属（Ｃｒ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｔａ）についても、Ａｌと同様に、金属膜とＩｎ
ＧａＺｎＯ膜の形成順を逆にすると界面抵抗値は少なくとも１桁以上増大した。この振る
舞いは、これらの金属膜を主成分（含有原子数の比率が最も多い成分）とする合金膜の場
合でも同様である。
【００１８】
　またその一方で、酸化物半導体膜において金属膜との還元反応が起こり、界面近傍のチ
ャネル表面には酸素が欠乏した酸化物半導体膜が生成される。酸素が欠乏した酸化物半導
体膜では、キャリア密度が増加して低抵抗化するため、ＴＦＴのオフ電流が増大する問題
の原因となる。金属膜のソース電極およびドレイン電極の上に酸化物半導体の半導体膜が
配設されるＴＦＴ構造では、界面反応層が増大する。その結果、ＴＦＴのオン／オフ特性
の悪化や移動度の低下を招いて、ＴＦＴ特性が劣化するという問題が生じる。
【００１９】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、半導体膜に酸化物
半導体を用いたＴＦＴを有する横電界駆動方式のＴＦＴ基板において、半導体層とソース
／ドレイン電極との良好な接続性を得ること、透明導電膜上における絶縁膜の膜浮きを抑
制すること、並びに、半導体膜とソース電極およびドレイン電極との界面反応を抑制する
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ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明に係る薄膜トランジスタ基板は、基板上に形成されたゲート電極および補助容量
電極と、前記ゲート電極および前記補助容量電極を覆うように形成された第１絶縁膜と、
前記第１絶縁膜上に形成された、下層ソース電極、下層ドレイン電極および前記下層ドレ
イン電極に繋がった画素電極と、前記下層ソース電極および前記下層ドレイン電極の上に
形成され、前記下層ソース電極および前記下層ドレイン電極と電気的に接続された半導体
膜と、前記下層ソース電極、前記下層ドレイン電極および前記半導体膜の上に形成された
第２絶縁膜と、前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通して前記半導体膜お
よび前記下層ソース電極と電気的に接続された上層ソース電極と、前記第２絶縁膜上に形
成され、コンタクトホールを通して前記半導体膜および前記下層ドレイン電極と電気的に
接続された上層ドレイン電極と、前記第２絶縁膜上に形成され、コンタクトホールを通し
て前記補助容量電極と電気的に接続された共通電極と、を備えるものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る薄膜トランジスタ基板によれば、ソース電極およびドレイン電極が半導体
膜の上下面と電気的に接続するため、半導体膜との接触面積が増え、界面抵抗を低くする
ことが可能となる。また半導体層の一方の面で界面抵抗が不良であっても、もう一方の面
で補うことが可能であるので、薄膜トランジスタの特性不良による欠陥の発生を防止する
ことができる。
【００２２】
　特に、移動度の高い酸化物系半導体を半導体膜として用いることにより、動作速度の速
いＴＦＴ基板、およびそれを用いた表示装置を高い歩留まりで製造することができるので
、高性能のＴＦＴ基板、および液晶表示装置を生産性良く製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】ＴＦＴ基板の全体構成を模式的に説明する平面図である。
【図２】実施の形態１に係るＴＦＴ基板の画素の平面構成を示す図である。
【図３】実施の形態１に係るＴＦＴ基板の画素の断面構成を示す図である。
【図４】実施の形態１に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図５】実施の形態１に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図６】実施の形態１に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図７】実施の形態１に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図８】実施の形態２に係るＴＦＴ基板の画素の平面構成を示す図である。
【図９】実施の形態２に係るＴＦＴ基板の画素の断面構成を示す図である。
【図１０】実施の形態２に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図１１】実施の形態２に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図１２】実施の形態２に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図１３】実施の形態２に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図１４】実施の形態２に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図１５】実施の形態２に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図１６】実施の形態３に係るＴＦＴ基板の画素の平面構成を示す図である。
【図１７】実施の形態３に係るＴＦＴ基板の画素の断面構成を示す図である。
【図１８】実施の形態３に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図１９】実施の形態３に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図２０】実施の形態３に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図２１】実施の形態３に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図２２】実施の形態３に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
【図２３】実施の形態３に係るＴＦＴ基板の製造工程を示す断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
　＜実施の形態１＞
　図１は、実施の形態１に係るＴＦＴ基板の構成を示す平面図である。実施の形態１のＴ
ＦＴ基板は、スイッチング素子としての薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）がマトリックス状に
複数個配置されたアクティブマトリクス基板である。また、ここでは、平面型表示装置（
フラットパネルディスプレイ）である液晶表示装置（ＬＣＤ）用のＴＦＴ基板を例に挙げ
て説明する。
【００２５】
　ＴＦＴ基板２００は、ＴＦＴ２０１を有する画素２０４がマトリックス状に配列される
表示領域２０２と、表示領域２０２の外側を囲む額縁領域２０３とに分けられる。
【００２６】
　表示領域２０２には、複数のゲート配線（走査信号線）３および複数のソース配線（表
示信号線）９が配設される。複数のゲート配線３は互いに平行に配設され、複数のソース
配線９も互いに平行に配設される。複数のゲート配線３と複数のソース配線９は交差する
。図１では、ゲート配線３が横方向に延在し、ソース配線９が縦方向に延在している。隣
接するゲート配線３と隣接するソース配線９で囲まれた領域が画素２０４となるので、表
示領域２０２には、画素２０４がマトリックス状に配列されることになる。
【００２７】
　図１では、代表的に１つの画素２０４を拡大して示している。画素２０４には、少なく
とも１つのＴＦＴ２０１が配設される。ＴＦＴ２０１は、ソース配線９とゲート配線３の
交差点近傍に配置され、ゲート配線３に接続されるゲート電極と、ソース配線９に接続さ
れるソース電極と、画素電極１１に接続されるドレイン電極とを有している。また、画素
電極１１は補助容量電極５との間に補助容量２０９を形成しており、補助容量電極５は所
定の共通電位が供給される補助容量配線２１０に接続されている。補助容量配線２１０は
、ゲート配線３に平行に（ソース配線９に直交するように）延在し、ゲート配線３と補助
容量配線２１０とは交互に配設される。
【００２８】
　一方、ＴＦＴ基板２００の額縁領域２０３には、走査信号駆動回路２０５および表示信
号駆動回路２０６が設けられている。図示は省略するが、ゲート配線３は、表示領域２０
２から走査信号駆動回路２０５が設けられた側の額縁領域２０３へと引き出され、走査信
号駆動回路２０５に接続されている。同様に、ソース配線９は、表示領域２０２から表示
信号駆動回路２０６が設けられた側の額縁領域２０３へと引き出され、表示信号駆動回路
２０６に接続されている。
【００２９】
　走査信号駆動回路２０５の近傍には、走査信号駆動回路２０５を外部と接続させるため
の接続基板２０７が配設され、表示信号駆動回路２０６の近傍には、表示信号駆動回路２
０６を外部と接続させるための接続基板２０８が配設されている。これら接続基板２０７
および２０８は、例えば、ＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）などの配線基板である。
【００３０】
　走査信号駆動回路２０５には、接続基板２０７を介して外部から各種の制御信号が供給
され、表示信号駆動回路２０６には、接続基板２０８を介して外部から各種の制御信号お
よび画像データが供給される。走査信号駆動回路２０５は、外部からの制御信号に基づい
て、ゲート配線３にゲート信号（走査信号）を供給する。このゲート信号によって、ゲー
ト配線３が一定周期で順番に選択される。表示信号駆動回路２０６は、外部からの制御信
号に基づいて、画像データに応じた表示信号をソース配線９に供給する。この走査信号駆
動回路２０５と表示信号駆動回路２０６の動作によって、表示信号に応じた表示電圧が各
画素２０４に供給される。
【００３１】
　なお、走査信号駆動回路２０５および表示信号駆動回路２０６は、ＴＦＴ基板２００上
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に形成されるとは限らず、例えば、ＴＣＰ（Tape Carrier Package）を用いて構成され、
ＴＦＴ基板２００に接続される場合もある。また、補助容量電極５は、後述するように、
画素電極１１と平面視で重複（重畳）するように配設され、画素電極１１を一方の電極、
補助容量電極５をもう一方の電極とする補助容量２０９を形成する。各画素２０４の補助
容量電極５は、補助容量配線２１０に接続されて結束し、例えば走査信号駆動回路２０５
や表示信号駆動回路２０６などから所定の共通電位が供給される。
【００３２】
　ＴＦＴ２０１は、画素電極１１に表示電圧を供給するためのスイッチング素子として機
能し、ゲート配線３からゲート電極に与えられるゲート信号により、オン／オフが制御さ
れる。ＴＦＴ２０１がオンになると、ソース配線９からドレイン電極に供給された表示電
圧が画素電極１１に印加され、画素電極１１と共通電極（不図示）との間に、表示電圧に
応じた電界が生じる。画素電極１１と共通電極との間には液晶を介して補助容量２０９と
並列な容量（液晶容量）が形成される。画素電極１１に印加された表示電圧は、液晶容量
と補助容量２０９によって一定期間保持される。
【００３３】
　液晶表示装置の場合、ＴＦＴ基板２００に対向するように対向基板が配置される。対向
基板は、例えばカラーフィルタ基板であり、ＴＦＴ基板２００の前面側（視認側）に配置
される。対向基板には、カラーフィルタ、ブラックマトリックス（ＢＭ）、配向膜等が形
成される。配向膜は、ＴＦＴ基板２００の表面にも形成されていてもよい。なお、ＦＦＳ
（Fringe Field Switching）方式など横電界駆動方式の液晶表示装置の場合、共通電極は
、対向基板ではなくＴＦＴ基板２００上に配設される。
【００３４】
　ＴＦＴ基板２００と対向基板とが一定の間隙（セルギャップ）を介して貼り合わされ、
その間隙に液晶が注入されて封止されることで、液晶表示パネルが形成される。すなわち
、液晶表示パネルは、ＴＦＴ基板２００と対向基板との間に液晶層が挟持された構造とな
る。さらに、液晶表示パネルの外面には、偏光板、位相差板等が設けられる。また、液晶
表示パネルの背面側（ＴＦＴ基板２００の裏側）には、バックライトユニット等が配設さ
れる。
【００３５】
　ここで、液晶表示装置の動作を簡単に説明する。ＴＦＴ基板２００と対向基板との間に
挟持されている液晶は、画素電極１１と共通電極との間に生じる電界によって駆動される
（配向方向が制御される）。液晶の配向方向が変化すると、それを通過する光の偏光状態
が変化する。よって、偏光板を通過して直線偏光となったバックライトユニットからの光
は、液晶表示パネルの液晶層を通過するときに偏光状態が変化する。具体的には、バック
ライトユニットからの光は、ＴＦＴ基板２００側の偏光板によって直線偏光になる。そし
て、この直線偏光が液晶層を通過することによって、その偏光状態が変化する。
【００３６】
　液晶層を通過した光は、その偏光状態により、対向基板側の偏光板を通過する光量が変
化する。すなわち、バックライトユニットから液晶表示パネルを透過する透過光のうち、
視認側の偏光板を通過する光の光量が変化する。液晶の配向方向は、画素電極１１に印加
されている表示電圧によって変化する。したがって、表示電圧を制御することによって、
視認側の偏光板を通過する光量を制御できる。液晶表示装置では、画素ごとに印加する表
示電圧を表示データに基づいて制御することで、所望の画像を表示させている。
【００３７】
　次に、図２および図３を参照して、本実施の形態に係るＴＦＴ基板２００のより詳細な
構成について説明する。図２は、ＦＦＳ方式のＴＦＴ基板２００における画素２０４を含
む主要部の平面構成を示す図であり、図３は、その断面構成を示す図である。図３では、
図２に示すＸ－Ｘ線、Ｙ－Ｙ線およびＺ－Ｚ線に対応する断面に対応している。Ｘ－Ｘ線
に沿った断面は、画素２０４の形成領域（画素部）に対応する。Ｙ－Ｙ線に沿った断面は
、ゲート配線３にゲート信号を供給するためのゲート端子４およびゲート端子パッド２５
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の形成領域（ゲート端子部）に対応する。Ｚ－Ｚ線に沿った断面は、ソース配線９に表示
信号を印加するためのソース端子１０およびソース端子パッド２６の形成領域（ソース端
子部）に対応する。
【００３８】
　さらに、Ｘ－Ｘ線に沿った画素部の断面は、図３に示すように、ゲート配線３とソース
配線９とが交差する領域である「ゲート・ソース配線交差部」と、ＴＦＴ２０１の形成領
域である「ＴＦＴ部」と、画素電極１１および共通電極２７の形成領域である「透過画素
部」と、補助容量２０９の形成領域である「補助容量部」とを含んでいる。
【００３９】
　図３のように、ＴＦＴ基板２００は、例えばガラス等の透明性絶縁基板である基板１を
用いて形成される。基板１上には、ゲート配線３、ゲート電極２、補助容量電極５、補助
容量配線２１０、ゲート端子４が形成されている。そして、これらを覆うように、絶縁膜
６が形成されている。絶縁膜６は、ＴＦＴ部ではゲート絶縁膜として機能するため、以下
では「ゲート絶縁膜」と称する。
【００４０】
　図２において、ゲート配線３は横方向に延在している。ＴＦＴ２０１のゲート電極２は
、ゲート配線３の一部分である。すなわち、ゲート配線３におけるＴＦＴ部の部分がゲー
ト電極２となっている。ゲート電極２は、ゲート配線３の他の部分よりも幅が広くなって
いる。また、ゲート端子４はゲート配線３の一方の端部に形成されている。補助容量配線
２１０は、ゲート配線３と平行に延在しており、その一部が補助容量電極５となっている
。
【００４１】
　図３に示すように、本実施の形態のＴＦＴ基板２００では、ソース配線９、ソース電極
７およびドレイン電極８のそれぞれは、保護絶縁膜１４を挟む上下２つの層から構成され
ている。すなわち、ソース配線９は下層ソース配線９ａおよび上層ソース配線９ｂから成
り、ソース電極７は下層ソース電極７ａおよび上層ソース電極７ｂから成り、ドレイン電
極８は下層ドレイン電極８ａおよび上層ドレイン電極８ｂから成る。
【００４２】
　ゲート絶縁膜６の上には、下層ソース配線９ａ、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電
極８ａ、画素電極１１およびソース端子１０が形成されている。下層ソース電極７ａと下
層ドレイン電極８ａは、ゲート電極２と重畳するように形成されるが、両者は互いに離間
して配設される。下層ソース電極７ａと下層ドレイン電極８ａの間の領域にＴＦＴ２０１
のチャネル領域が形成されることとなる。
【００４３】
　図２において、ソース配線９（下層ソース配線９ａおよび上層ソース配線９ｂ）は縦方
向に延在している。下層ソース電極７ａは、下層ソース配線９ａに繋がるように形成され
ている。すなわち、下層ソース配線９ａから分岐してＴＦＴ部まで延びた部分が下層ソー
ス電極７ａとなっている。
【００４４】
　画素電極１１は平板状の電極であり、下層ドレイン電極８ａに繋がるように形成されて
いる。すなわち、画素電極１１におけるゲート電極２と重畳する部分が下層ドレイン電極
８ａとなっている。また、画素電極１１は、ゲート絶縁膜６を介して補助容量電極５と部
分的に重畳しており、その部分に補助容量２０９が形成される。透過型の液晶表示装置の
場合、画素電極１１は、透光性導電膜で形成される。
【００４５】
　下層ソース電極７ａおよび下層ドレイン電極８ａ上には、それらに跨がるように半導体
膜１２が形成されている（つまり、半導体膜１２は下層ソース電極７ａと下層ドレイン電
極８ａの間の領域にも形成される）。半導体膜１２の下面は下層ソース電極７ａおよび下
層ドレイン電極８ａに接触し、それにより下層ソース電極７ａおよび下層ドレイン電極８
ａは共に半導体膜１２と電気的に接続される。半導体膜１２は島状に形成されており、下
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層ソース電極７ａと下層ドレイン電極８ａとの間に位置する部分がチャネル領域１３とな
る。
【００４６】
　本実施の形態では、半導体膜１２として、酸化物半導体が用いられる。より具体的には
、例えば、酸化亜鉛（ＺｎＯ）系の酸化物半導体や、酸化亜鉛（ＺｎＯ）に酸化ガリウム
（Ｇａ２Ｏ３）と酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物半
導体などを用いることができる。半導体膜１２のチャネル領域１３が酸化物半導体で構成
されることで、アモルファスシリコンを用いた場合よりも高い移動度を実現できる。
【００４７】
　半導体膜１２、下層ソース配線９ａ、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電極８ａ、画
素電極１１およびソース端子１０を覆うように、基板１の上面全体に保護絶縁膜１４が形
成されている。ＴＦＴ２０１のチャネル領域１３は、この保護絶縁膜１４により保護され
る。
【００４８】
　保護絶縁膜１４には、複数のコンタクトホールが形成される。具体的には、下層ソース
配線９ａに達するコンタクトホール１６、半導体膜１２に達するコンタクトホール１５，
１７、下層ドレイン電極８ａに達するコンタクトホール１８、補助容量配線２１０に達す
るコンタクトホール２１、ゲート端子４に達するコンタクトホール１９、ソース端子１０
に達するコンタクトホール２０などである（コンタクトホール１９，２１は、保護絶縁膜
１４だけでなくゲート絶縁膜６も貫通している）。
【００４９】
　なお、上記のコンタクトホール１５は下層ソース電極７ａと重畳する位置に形成され、
コンタクトホール１７は下層ドレイン電極８ａと重畳する位置に形成される。よって、コ
ンタクトホール１５，１７は、チャネル領域１３とは重畳しない位置に形成される。また
、コンタクトホール１６は、図２に示すようにソース配線９に沿って一定間隔で設けられ
る。
【００５０】
　保護絶縁膜１４の上には、上層ソース配線９ｂ、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電
極８ｂ、共通電極２７、ゲート端子パッド２５およびソース端子パッド２６が形成される
。
【００５１】
　上層ソース電極７ｂは、上層ソース配線９ｂに繋がるように形成されている。すなわち
、上層ソース配線９ｂから分岐してＴＦＴ部まで延びた部分が下層ソース電極７ａとなっ
ている。上層ソース配線９ｂはコンタクトホール１６を通して下層ソース配線９ａと接触
し、それにより下層ソース配線９ａと上層ソース配線９ｂが電気的に接続される。また、
上層ソース電極７ｂは、コンタクトホール１５を通して、下層ソース電極７ａの上方で半
導体膜１２に接触し、それにより半導体膜１２と上層ソース電極７ｂが電気的に接続され
る。従って、半導体膜１２とソース配線９とは、下層ソース電極７ａを通して電気的に接
続されると共に、上層ソース電極７ｂを通しても電気的に接続される。
【００５２】
　上層ドレイン電極８ｂは、コンタクトホール１７を通して下層ドレイン電極８ａの上方
で半導体膜１２に接触し、それにより半導体膜１２と上層ドレイン電極８ｂが電気的に接
続される。また上層ドレイン電極８ｂは、コンタクトホール１８を通して下層ドレイン電
極８ａにも接触し、それにより下層ドレイン電極８ａと上層ドレイン電極８ｂが電気的に
接続される。従って、半導体膜１２と画素電極１１とは、下層ドレイン電極８ａを通して
電気的に接続されると共に、上層ドレイン電極８ｂを通しても電気的に接続される。
【００５３】
　図２のように、共通電極２７は、スリットを有する櫛歯状の電極であり、保護絶縁膜１
４を介して画素電極１１と対向するように配設されている。共通電極２７は、コンタクト
ホール２１を通して補助容量配線２１０に接触し、それにより共通電極２７と補助容量配
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線２１０が電気的に接続される。
【００５４】
　ゲート端子パッド２５はコンタクトホール１９を通してゲート端子４に接触し、それに
よりゲート端子パッド２５とゲート端子４が電気的に接続される。またソース端子パッド
２６はコンタクトホール２０を通してソース端子１０に接触し、それによりゲート端子パ
ッド２５とソース端子１０が電気的に接続される。
【００５５】
　次に、実施の形態１に係るＴＦＴ基板２００の製造方法について、図４～図７を参照し
つつ説明する。なお、図４～図７においては、図３に示した要素に対応する要素には、そ
れと同一符号を付してある。
【００５６】
　まず、基板１を洗浄液または純水を用いて洗浄する。本実施の形態では、厚さ０．５ｍ
ｍのガラス基板を基板１として用いた。そして、洗浄された基板１の一方の主面全面に、
ゲート電極２、ゲート配線３などの材料である第１の導電膜を成膜する。
【００５７】
　第１の導電膜としては、例えばクロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）
、銅（Ｃｕ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウム（Ａｌ）やこれら
に他の元素を微量に添加した合金等を用いることができる。また、これらの金属または合
金を２層以上含む積層構造としてもよい。これらの金属、合金を用いることによって、比
抵抗値が５０μΩｃｍ以下の低抵抗な導電膜を得ることができる。
【００５８】
　本実施の形態では、第１の導電膜としてＭｏ膜を用い、Ａｒガスを用いたスパッタリン
グ法でＭｏ膜を２００ｎｍの厚さに成膜した。その後、Ｍｏ膜上にレジスト材を塗布し、
第１回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、当該フォトレジストパター
ンをマスクにして、Ｍｏ膜をエッチングによりパターニングする。ここでは、リン酸、酢
酸および硝酸を含む溶液（ＰＡＮ薬液）によるウエットエッチングを用いた。
【００５９】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図４に示すように、基板１上
に、ゲート配線３、ゲート電極２、補助容量電極５、補助容量配線２１０およびゲート端
子４が形成される。
【００６０】
　次に、基板１の上面全体にゲート絶縁膜６を成膜する。本実施形態では、化学的気相成
膜（ＣＶＤ）法を用いて、ゲート絶縁膜６としての酸化シリコン膜（ＳｉＯ）を形成した
。ここでは、厚さ３００ｎｍの酸化シリコン膜を、約３００℃の基板加熱条件下で成膜し
た。なお、酸化シリコン膜は、水分（Ｈ２Ｏ）や水素（Ｈ２）、ナトリウム（Ｎａ）、カ
リウム（Ｋ）のようなＴＦＴ特性に影響を及ぼす不純物元素に対するバリア性（遮断性）
が弱いので、ゲート絶縁膜６は、酸化シリコン膜の下層に例えばバリア性に優れる窒化シ
リコン膜（ＳｉＮ）などを設けた積層構造としてもよい。
【００６１】
　その後、ゲート絶縁膜６の上に、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電極８ａ、画素電
極１１などの材料である第２の導電膜を成膜する。透過型の液晶表示装置の場合、透光性
の画素電極１１を形成する必要があるため、第２の導電膜として透光性導電膜が用いられ
る。
【００６２】
　本実施の形態では、第２の導電膜として、ＩＴＯ膜（酸化インジウムＩｎ２Ｏ３と酸化
すずＳｎＯ２との混合比は、例えば９０：１０（重量％））を用いる。ＩＴＯ膜は一般的
に、常温中では結晶質（多結晶）構造が安定であるが、ここではスパッタリング法で、ア
ルゴン（Ａｒ）に水素（Ｈ）を含むガス、例えば、水素（Ｈ２）ガスまたは水蒸気（Ｈ２

Ｏ）などを混合したガスを用いて成膜し、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ膜を非晶質状態で形成
する。
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【００６３】
　次いで、第２回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、当該フォトレジ
ストパターンをマスクにして、非晶質ＩＴＯ膜をエッチングする。このエッチング工程に
は、シュウ酸系溶液によるウエットエッチングを用いることができる。
【００６４】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図５に示すように、下層ソー
ス配線９ａ、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電極８ａ、画素電極１１およびソース端
子１０が形成される。
【００６５】
　その後、基板１を２００℃の温度で熱処理する。この熱処理によって非晶質状態のＩＴ
Ｏ膜が結晶化し、多結晶ＩＴＯ膜に変化する。多結晶状態のＩＴＯ膜は化学的安定性に優
れ、王水系（塩酸＋硝酸系）以外の一般的なエッチング薬液（シュウ酸を含む）に溶ける
ことがないため、この後の工程で上層に形成する金属膜とのエッチング選択性を確保する
ことができる。非晶質ＩＴＯ膜を結晶化させる熱処理の温度は、少なくとも非晶質ＩＴＯ
の結晶化が始まる温度（結晶化温度）よりも高くする必要がある。一般的な組成の非晶質
ＩＴＯ膜の結晶化温度は約１５０℃である。
【００６６】
　次に、半導体膜１２の材料である酸化物半導体を成膜する。本実施形態では、酸化物半
導体としてＩｎとＧａとＺｎを含む酸化物（ＩｎＧａＺｎＯ）を用いる。ここでは、Ｉｎ
：Ｇａ：Ｚｎ：Ｏの原子組成比が１：１：１：４であるＩｎＧａＺｎＯターゲットを用い
、Ａｒガスを用いたスパッタリング法で酸化物半導体（ＩｎＧａＺｎＯ膜）を成膜した。
【００６７】
　この場合、通常は、酸素の原子組成比が化学量論組成よりも少なく、酸素イオン欠乏状
態（上記の例ではＯの組成比が４未満）の酸化膜となってしまう。従って、Ａｒガスに酸
素（Ｏ２）ガスを混合させてスパッタリングすることが好ましい。本実施形態では、Ａｒ
ガスに対して分圧比で１０％のＯ２ガスを添加した混合ガスを用いて、スパッタリングし
、ＩｎＧａＺｎＯ膜を５０ｎｍの厚さで成膜した。ＩｎＧａＺｎＯ膜は、非晶質構造で成
膜される。また、非晶質構造のＩｎＧａＺｎＯ膜は、一般的に結晶化温度が５００℃以上
であり、常温では膜中の大部分が非晶質構造のままで安定する。
【００６８】
　次に、第３回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、これをマスクとし
てＩｎＧａＺｎＯ膜をエッチングする。その後、フォトレジストパターンを除去する。そ
の結果、図６のように、下層ソース電極７ａと下層ドレイン電極８ａに跨がる半導体膜１
２が形成される。
【００６９】
　非晶質構造のＩｎＧａＺｎＯ膜のエッチング工程では、シュウ酸系溶液によるウエット
エッチングを用いることができる。先の工程で形成された下層ソース配線９ａ、下層ソー
ス電極７ａ、下層ドレイン電極８ａ、画素電極１１およびソース端子１０は、多結晶化し
たＩＴＯ膜となっており、シュウ酸系溶液ではエッチングされないので、それらのパター
ンが消失することはない。
【００７０】
　また酸化物半導体（ＩｎＧａＺｎＯ膜）の半導体膜１２に、同じ酸化物であるＩＴＯの
下層ソース電極７ａおよび上層ソース電極７ｂを接触させて、両者を電気的に接続させる
構成となるので、その間での界面反応（酸化還元反応）が防止される。このため、半導体
膜１２と下層ソース電極７ａおよび上層ソース電極７ｂとの接触抵抗（界面抵抗）は低く
抑えられる。したがって、ＴＦＴ２０１のオン電流や移動度を増大させてＴＦＴ特性の向
上効果を得ることができる。
【００７１】
　半導体膜１２を形成した後、基板１の上面全体に保護絶縁膜１４を成膜する。本実施形
態では、化学的気相成膜（ＣＶＤ）法を用いて、約２５０℃の基板加熱条件下で、厚さ３



(14) JP 6124668 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜を成膜した。
【００７２】
　そして、第４回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、それをマスクに
して、保護絶縁膜１４およびゲート絶縁膜６をエッチングすることにより、コンタクトホ
ール１５～２１を同時に形成する。このエッチング工程では、フッ素系ガスを用いたドラ
イエッチング法を用いることができる。
【００７３】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図７のように、下層ソース配
線９ａに達するコンタクトホール１６、半導体膜１２に達するコンタクトホール１５，１
７、下層ドレイン電極８ａに達するコンタクトホール１８、補助容量配線２１０に達する
コンタクトホール２１、ゲート端子４に達するコンタクトホール１９、および、ソース端
子１０に達するコンタクトホール２０が形成される。
【００７４】
　なお、本実施形態では、保護絶縁膜１４を酸化シリコン膜としたが、酸化シリコン膜は
、水分（Ｈ２Ｏ）や水素（Ｈ２）あるいはナトリウム（Ｎａ）やカリウム（Ｋ）のような
ＴＦＴ特性に影響を及ぼす不純物元素に対するバリア性（遮断性）が弱いため、保護絶縁
膜１４は、酸化シリコン膜の上層に例えばバリア性に優れる窒化シリコン膜を設けた積層
構造で形成してもよい。あるいは、保護絶縁膜１４を窒化シリコン膜の単層構造としても
よい。
【００７５】
　ただし、保護絶縁膜１４に窒化シリコンを用いる場合、フッ素系ガスによるドライエッ
チングで透光性導電膜の表面に到達するコンタクトホールを形成する際にクサビが生じ、
それによる電気的な接続不良が発生することが懸念される。クサビの発生を抑制するため
には、例えば、保護絶縁膜１４を、上層の窒化シリコン膜と下層の窒化シリコン膜を含む
少なくとも２層からなる積層構造とし、上層の窒化シリコン膜よりも下層の窒化シリコン
膜の方が膜応力の絶対値が小さくなるようにすることが有効である。具体的には、下層の
窒化シリコン膜の膜応力の絶対値が１５０ＭＰａ～２００ＭＰａとなるようにするとよい
。窒化シリコン膜のＮ／Ｓｉ比を大きくすると、膜応力の絶対値を小さくすることができ
るが、上層の窒化シリコン膜のＮ／Ｓｉ比は１．１～１．５であることが望ましい。ある
いは、保護絶縁膜１４を、膜応力の絶対値の小さい窒化シリコン膜の単層構造としても有
効である。
【００７６】
　また、クサビの発生が抑制されることで、保護絶縁膜１４の形成の際に、応力のバラン
スがとれて膜浮きが発生し難い成膜条件を採用しやすくなり、結果として、保護絶縁膜１
４の膜浮きを防止することができる。
【００７７】
　その後、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電極８ｂ、共通電極２７などの材料である
第３の導電膜を成膜する。本実施形態では、第３の導電膜として透光性導電膜を成膜する
。透光性導電膜としては、ＩＴＯ（酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）と酸化すず（ＳｎＯ２

）の混合比は、例えば９０：１０（重量％））を用いる。ＩＴＯ膜は一般的に、常温中で
は結晶質（多結晶）構造が安定であるが、ここではスパッタリング法で、アルゴン（Ａｒ
）に水素（Ｈ）を含むガス、例えば、水素（Ｈ２）ガスまたは水蒸気（Ｈ２Ｏ）などを混
合したガスを用いて成膜し、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ膜を非晶質状態で形成する。
【００７８】
　そして、第５回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、これをマスクに
して非晶質ＩＴＯ膜をエッチングする。ここでは、リン酸＋硝酸＋酢酸を含む溶液でウエ
ットエッチングを行った。このとき、先の工程で形成された酸化物半導体の半導体膜１２
は、保護絶縁膜１４で覆われているので、透光性導電膜のエッチングによって、半導体膜
１２のパターンが消失することはなく、選択エッチングが可能である。
【００７９】
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　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、上層ソース配線９ｂ、上層ソ
ース電極７ｂ、上層ドレイン電極８ｂ、共通電極２７、ゲート端子パッド２５およびソー
ス端子パッド２６が形成され、図３に示した構造が完成する。
【００８０】
　以上のように、実施の形態１では、ＴＦＴ２０１の半導体膜１２に酸化物半導体を用い
た高性能なＴＦＴ基板２００を、５回の写真製版工程を行うことで形成することができる
。
【００８１】
　液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板２００の表面に配向膜やスペー
サを形成する。配向膜は、液晶を配列させるための膜であり、ポリイミド等で構成される
。また、別途作成した、カラーフィルタや配向膜を備えた対向基板を、ＴＦＴ基板２００
と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板２００と対向基板との間に隙間が
形成される。その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表示パネルが形成さ
れる。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバックライトユニット等
を配設することによって液晶表示装置が完成する。
【００８２】
　本実施形態では、薬液耐性の弱い酸化物半導体の半導体膜１２を、下層ソース電極７ａ
および下層ドレイン電極８ａを形成した後に形成する構成とするとともに、下層ソース電
極７ａおよび下層ドレイン電極８ａとして、結晶化させた酸化物透光性導電膜であるＩＴ
Ｏ膜を用いるようにした。そのため、酸化物半導体膜の半導体膜１２を選択的にエッチン
グすることが可能である。また、同じ酸化物系の半導体膜１２と下層ソース電極７ａおよ
び下層ドレイン電極８ａとを接触させることにより、半導体膜１２と下層ソース電極７ａ
の間および半導体膜１２と下層ドレイン電極８ａの間を電気的に接続させているので、そ
れらの界面反応（酸化還元反応）が防止され、界面抵抗を低く抑えることが可能である。
【００８３】
　また、半導体膜１２を形成した後に、酸化物半導体膜の半導体膜１２を覆うように保護
絶縁膜１４を形成し、保護絶縁膜１４に設けたコンタクトホール１５，１７を通して半導
体膜１２と上層ソース電極７ｂおよび上層ドレイン電極８ｂとを電気的に接続させている
。つまり、ソース電極７およびドレイン電極８が、それぞれ半導体膜１２の上下両方の面
に電気的に接続する構造となる。よって、例えば半導体膜１２の一方の面でソース電極７
またはドレイン電極８との界面抵抗が不良であっても、もう一方の面での接続で補うこと
ができる。したがって、さらに界面抵抗を低く抑えるとともに、ＴＦＴ２０１の特性不良
による欠陥の発生を防止することができる。
【００８４】
　さらに、ソース配線９は下層ソース配線９ａと上層ソース配線９ｂの２層で構成され、
下層ソース配線９ａと上層ソース配線９ｂとは、保護絶縁膜１４に一定間隔で設けられた
複数のコンタクトホール１６を通して電気的に接続されている。そのため、２層のうちの
一方で断線が生じても、もう一方で補うことができる。よって、ソース配線９の断線によ
る欠陥の発生を防止することができる。
【００８５】
　以上のように、本実施形態によれば、ＴＦＴ２０１の半導体膜１２（チャネル層）とし
て酸化物半導体を用いた場合でも、半導体膜１２とソース電極７およびドレイン電極８と
の界面抵抗を低く抑えることができるとともに、配線のパターン不良による欠陥の発生を
効果的に防止することができる。ＴＦＴ２０１の半導体膜１２に移動度の高い酸化物系半
導体膜が用いられることにより、動作速度の速いＴＦＴ基板２００およびそれを用いた表
示装置を、高い歩留まりで製造することができる。つまり、高性能のＴＦＴ基板、及び液
晶表示装置を生産性良く製造することができる。
【００８６】
　＜実施の形態２＞
　図８および図９は、実施の形態２に係るＴＦＴ基板２００の構成を示す図である。これ
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らの図において、図２および図３に示した要素と同様の要素には同一符号を付してある。
【００８７】
　図８は、ＦＦＳ方式のＴＦＴ基板２００における画素２０４を含む主要部の平面構成を
示す図であり、図９は、その断面構成を示す図である。図９では、図８に示すＸ－Ｘ線、
Ｙ－Ｙ線およびＺ－Ｚ線に対応する断面に対応している。
【００８８】
　Ｘ－Ｘ線に沿った断面は、画素２０４の形成領域（画素部）に対応し、Ｙ－Ｙ線に沿っ
た断面は、ゲート端子４およびゲート端子パッド２５の形成領域（ゲート端子部）に対応
し、Ｚ－Ｚ線に沿った断面は、ソース端子１０およびソース端子パッド２６の形成領域（
ソース端子部）に対応する。さらに、Ｘ－Ｘ線に沿った画素部の断面は、ゲート配線３と
ソース配線９とが交差する領域である「ゲート・ソース配線交差部」と、ＴＦＴ２０１の
形成領域である「ＴＦＴ部」と、画素電極１１および共通電極２７の形成領域である「透
過画素部」と、補助容量２０９の形成領域である「補助容量部」とを含んでいる。
【００８９】
　図９のように、ＴＦＴ基板２００は、例えばガラス等の透明性絶縁基板である基板１を
用いて形成される。基板１上には、ゲート配線３、ゲート電極２、補助容量電極５、補助
容量配線２１０、ゲート端子４が形成されている。そして、これらを覆うように、ゲート
絶縁膜６が形成されている。
【００９０】
　図８において、ゲート配線３は横方向に延在している。ＴＦＴ２０１のゲート電極２は
、ゲート配線３の一部分である。すなわち、ゲート配線３におけるＴＦＴ部の部分がゲー
ト電極２となっている。ゲート電極２は、ゲート配線３の他の部分よりも幅が広くなって
いる。また、ゲート端子４はゲート配線３の一方の端部に形成されている。補助容量配線
２１０は、ゲート配線３と平行に延在しており、その一部が補助容量電極５となっている
。
【００９１】
　図９に示すように、本実施の形態のＴＦＴ基板２００では、ソース配線９、ソース電極
７およびドレイン電極８のそれぞれは、保護絶縁膜１４，３０を挟む上下２つの層から構
成されている。すなわち、ソース配線９は下層ソース配線９ａおよび上層ソース配線９ｂ
から成り、ソース電極７は下層ソース電極７ａおよび上層ソース電極７ｂから成り、ドレ
イン電極８は下層ドレイン電極８ａおよび上層ドレイン電極８ｂから成る。
【００９２】
　ゲート絶縁膜６の上には、下層ソース配線９ａ、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電
極８ａおよびソース端子１０が形成されている。下層ソース電極７ａと下層ドレイン電極
８ａは、ゲート電極２と重畳するように形成されるが、両者は互いに離間して配設される
。下層ソース電極７ａと下層ドレイン電極８ａの間の領域にＴＦＴ２０１のチャネル領域
が形成されることとなる。
【００９３】
　図８において、ソース配線９（下層ソース配線９ａおよび上層ソース配線９ｂ）は縦方
向に延在している。下層ソース電極７ａは、下層ソース配線９ａに繋がるように形成され
ている。すなわち、下層ソース配線９ａから分岐してＴＦＴ部まで延びた部分が下層ソー
ス電極７ａとなっている。
【００９４】
　下層ソース電極７ａおよび下層ドレイン電極８ａ上には、それらに跨がるように半導体
膜１２が形成されている（つまり、半導体膜１２は下層ソース電極７ａと下層ドレイン電
極８ａの間の領域にも形成される）。半導体膜１２の下面は下層ソース電極７ａおよび下
層ドレイン電極８ａに接触し、それにより下層ソース電極７ａおよび下層ドレイン電極８
ａは共に半導体膜１２と電気的に接続される。半導体膜１２は島状に形成されており、下
層ソース電極７ａと下層ドレイン電極８ａとの間に位置する部分がチャネル領域１３とな
る。
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【００９５】
　本実施の形態では、半導体膜１２として、酸化物半導体が用いられる。より具体的には
、例えば、酸化亜鉛（ＺｎＯ）系の酸化物半導体や、酸化亜鉛（ＺｎＯ）に酸化ガリウム
（Ｇａ２Ｏ３）と酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物半
導体などを用いることができる。半導体膜１２のチャネル領域１３が酸化物半導体で構成
されることで、アモルファスシリコンを用いた場合よりも高い移動度を実現できる。
【００９６】
　半導体膜１２、下層ソース配線９ａ、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電極８ａおよ
びソース端子１０を覆うように、基板１の上面全体に保護絶縁膜１４が形成されている。
本実施の形態では、保護絶縁膜１４上にさらに保護絶縁膜３０が積層されており、ＴＦＴ
２０１のチャネル領域１３は、これら保護絶縁膜１４，３０により保護される。上層の保
護絶縁膜３０は、有機樹脂膜からなり、基板１の上面を平坦化する。以下、保護絶縁膜３
０を「平坦化膜」と称する。
【００９７】
　保護絶縁膜１４および平坦化膜３０には、複数のコンタクトホールが形成される。具体
的には、下層ソース配線９ａに達するコンタクトホール１６、半導体膜１２に達するコン
タクトホール１５，１７、下層ドレイン電極８ａに達するコンタクトホール１８などであ
る。
【００９８】
　コンタクトホール１５は下層ソース電極７ａと重畳する位置に形成され、コンタクトホ
ール１７は下層ドレイン電極８ａと重畳する位置に形成される。よって、コンタクトホー
ル１５，１７は、チャネル領域１３とは重畳しない位置に形成される。また、コンタクト
ホール１６は、図８に示すようにソース配線９に沿って一定間隔で設けられる。
【００９９】
　平坦化膜３０の上には、上層ソース配線９ｂ、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電極
８ｂおよび画素電極１１が形成される。
【０１００】
　上層ソース電極７ｂは、上層ソース配線９ｂに繋がるように形成されている。すなわち
、上層ソース配線９ｂから分岐してＴＦＴ部まで延びた部分が下層ソース電極７ａとなっ
ている。上層ソース配線９ｂはコンタクトホール１６を通して下層ソース配線９ａと接触
し、それにより下層ソース配線９ａと上層ソース配線９ｂが電気的に接続される。また、
上層ソース電極７ｂは、コンタクトホール１５を通して、下層ソース電極７ａの上方で半
導体膜１２に接触し、それにより半導体膜１２と上層ソース電極７ｂが電気的に接続され
る。従って、半導体膜１２とソース配線９とは、下層ソース電極７ａを通して電気的に接
続されると共に、上層ソース電極７ｂを通しても電気的に接続される。
【０１０１】
　上層ドレイン電極８ｂは、コンタクトホール１７を通して下層ドレイン電極８ａの上方
で半導体膜１２に接触し、それにより半導体膜１２と上層ドレイン電極８ｂが電気的に接
続される。また上層ドレイン電極８ｂは、コンタクトホール１８を通して下層ドレイン電
極８ａにも接触し、それにより下層ドレイン電極８ａと上層ドレイン電極８ｂが電気的に
接続される。
【０１０２】
　画素電極１１は平板状の電極であり、上層ドレイン電極８ｂに繋がるように形成されて
いる。すなわち、画素電極１１におけるゲート電極２と重畳する部分が上層ドレイン電極
８ｂとなっている。上層ドレイン電極８ｂは下層ドレイン電極８ａと電気的に接続してい
るので、半導体膜１２と画素電極１１とは、下層ドレイン電極８ａを通して電気的に接続
されると共に、上層ドレイン電極８ｂを通しても電気的に接続される。また、画素電極１
１は、ゲート絶縁膜６、保護絶縁膜１４および平坦化膜３０を介して補助容量電極５と部
分的に重畳しており、その部分に補助容量２０９が形成される。透過型の液晶表示装置の
場合、画素電極１１は、透光性導電膜で形成される。
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【０１０３】
　上層ソース配線９ｂ、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電極８ｂおよび画素電極１１
を覆うように、基板１の上面全体に層間絶縁膜３１が形成されている。層間絶縁膜３１に
は、補助容量配線２１０に達するコンタクトホール２１、ゲート端子４に達するコンタク
トホール１９、ソース端子１０に達するコンタクトホール２０などが形成される（コンタ
クトホール２０は層間絶縁膜３１、平坦化膜３０および保護絶縁膜１４を貫通し、コンタ
クトホール１９，２１はさらにゲート絶縁膜６も貫通している）。
【０１０４】
　層間絶縁膜３１の上には、共通電極２７、ゲート端子パッド２５およびソース端子パッ
ド２６が形成される。
【０１０５】
　図８のように、共通電極２７は、スリットを有する櫛歯状の電極であり、層間絶縁膜３
１を介して画素電極１１と対向するように配設されている。共通電極２７は、コンタクト
ホール２１を通して補助容量配線２１０に接触し、それにより共通電極２７と補助容量配
線２１０が電気的に接続される。
【０１０６】
　ゲート端子パッド２５はコンタクトホール１９を通してゲート端子４に接触し、それに
よりゲート端子パッド２５とゲート端子４が電気的に接続される。またソース端子パッド
２６はコンタクトホール２０を通してソース端子１０に接触し、それによりゲート端子パ
ッド２５とソース端子１０が電気的に接続される。
【０１０７】
　次に、実施の形態２に係るＴＦＴ基板２００の製造方法について、図１０～図１５を参
照しつつ説明する。なお、図１０～図１５においては、図９に示した要素に対応する要素
には、それと同一符号を付してある。
【０１０８】
　まず、基板１を洗浄液または純水を用いて洗浄する。本実施の形態では、厚さ０．５ｍ
ｍのガラス基板を基板１として用いた。そして、洗浄された基板１の一方の主面全面に、
ゲート電極２、ゲート配線３などの材料である第１の導電膜を成膜する。
【０１０９】
　第１の導電膜としては、例えばクロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）
、銅（Ｃｕ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウム（Ａｌ）やこれら
に他の元素を微量に添加した合金等を用いることができる。また、これらの金属または合
金を２層以上含む積層構造としてもよい。これらの金属、合金を用いることによって、比
抵抗値が５０μΩｃｍ以下の低抵抗な導電膜を得ることができる。
【０１１０】
　本実施の形態では、第１の導電膜としてＭｏ膜を用い、Ａｒガスを用いたスパッタリン
グ法でＭｏ膜を２００ｎｍの厚さに成膜した。その後、Ｍｏ膜上にレジスト材を塗布し、
第１回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、当該フォトレジストパター
ンをマスクにして、Ｍｏ膜をエッチングによりパターニングする。ここでは、リン酸、酢
酸および硝酸を含む溶液（ＰＡＮ薬液）によるウエットエッチングを用いた。
【０１１１】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図１０に示すように、基板１
上に、ゲート配線３、ゲート電極２、補助容量電極５、補助容量配線２１０およびゲート
端子４が形成される。
【０１１２】
　次に、基板１の上面全体にゲート絶縁膜６を成膜する。本実施形態では、化学的気相成
膜（ＣＶＤ）法を用いて、ゲート絶縁膜６としての酸化シリコン膜（ＳｉＯ）を形成した
。ここでは、厚さ３００ｎｍの酸化シリコン膜を、約３００℃の基板加熱条件下で成膜し
た。なお、酸化シリコン膜は、水分（Ｈ２Ｏ）や水素（Ｈ２）、ナトリウム（Ｎａ）、カ
リウム（Ｋ）のようなＴＦＴ特性に影響を及ぼす不純物元素に対するバリア性（遮断性）
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が弱いので、ゲート絶縁膜６は、酸化シリコン膜の下層に例えばバリア性に優れる窒化シ
リコン膜（ＳｉＮ）などを設けた積層構造としてもよい。
【０１１３】
　その後、ゲート絶縁膜６の上に、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電極８ａなどの材
料である第２の導電膜を成膜する。本実施の形態では、第２の導電膜として、透光性を有
する導電膜を用いるが、例えばクロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、
銅（Ｃｕ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウム（Ａｌ）やこれらに
他の元素を微量に添加した合金等を用いてもよい。また、これらの金属または合金を２層
以上含む積層構造としてもよい。これらの金属、合金を用いることによって、比抵抗値が
５０μΩｃｍ以下の低抵抗な導電膜を得ることができる。
【０１１４】
　本実施の形態では、第２の導電膜として、ＩＴＯ膜（酸化インジウムＩｎ２Ｏ３と酸化
すずＳｎＯ２との混合比は、例えば９０：１０（重量％））を用いる。ＩＴＯ膜は一般的
に、常温中では結晶質（多結晶）構造が安定であるが、ここではスパッタリング法で、ア
ルゴン（Ａｒ）に水素（Ｈ）を含むガス、例えば、水素（Ｈ２）ガスまたは水蒸気（Ｈ２

Ｏ）などを混合したガスを用いて成膜し、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ膜を非晶質状態で形成
する。
【０１１５】
　次いで、第２回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、当該フォトレジ
ストパターンをマスクにして、非晶質ＩＴＯ膜をエッチングする。このエッチング工程に
は、シュウ酸系溶液によるウエットエッチングを用いることができる。
【０１１６】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図１１に示すように、下層ソ
ース配線９ａ、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電極８ａおよびソース端子１０が形成
される。
【０１１７】
　その後、基板１を２００℃の温度で熱処理する。この熱処理によって非晶質状態のＩＴ
Ｏ膜が結晶化し、多結晶ＩＴＯ膜に変化する。多結晶状態のＩＴＯ膜は化学的安定性に優
れ、王水系（塩酸＋硝酸系）以外の一般的なエッチング薬液（シュウ酸を含む）に溶ける
ことがないため、この後の工程で上層に形成する金属膜とのエッチング選択性を確保する
ことができる。非晶質ＩＴＯ膜を結晶化させる熱処理の温度は、少なくとも非晶質ＩＴＯ
の結晶化が始まる温度（結晶化温度）よりも高くする必要がある。一般的な組成の非晶質
ＩＴＯ膜の結晶化温度は約１５０℃である。
【０１１８】
　次に、半導体膜１２の材料である酸化物半導体を成膜する。本実施形態では、酸化物半
導体としてＩｎとＧａとＺｎを含む酸化物（ＩｎＧａＺｎＯ）を用いる。ここでは、Ｉｎ
：Ｇａ：Ｚｎ：Ｏの原子組成比が１：１：１：４であるＩｎＧａＺｎＯターゲットを用い
、Ａｒガスを用いたスパッタリング法で酸化物半導体（ＩｎＧａＺｎＯ膜）を成膜した。
【０１１９】
　この場合、通常は、酸素の原子組成比が化学量論組成よりも少なく、酸素イオン欠乏状
態（上記の例ではＯの組成比が４未満）の酸化膜となってしまう。従って、Ａｒガスに酸
素（Ｏ２）ガスを混合させてスパッタリングすることが好ましい。本実施形態では、Ａｒ
ガスに対して分圧比で１０％のＯ２ガスを添加した混合ガスを用いて、スパッタリングし
、ＩｎＧａＺｎＯ膜を５０ｎｍの厚さで成膜した。ＩｎＧａＺｎＯ膜は、非晶質構造で成
膜される。また、非晶質構造のＩｎＧａＺｎＯ膜は、一般的に結晶化温度が５００℃以上
であり、常温では膜中の大部分が非晶質構造のままで安定する。
【０１２０】
　次に、第３回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、これをマスクとし
てＩｎＧａＺｎＯ膜をエッチングする。その後、フォトレジストパターンを除去する。そ
の結果、図１２のように、下層ソース電極７ａと下層ドレイン電極８ａに跨がる半導体膜
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１２が形成される。
【０１２１】
　非晶質構造のＩｎＧａＺｎＯ膜のエッチング工程では、シュウ酸系溶液によるウエット
エッチングを用いることができる。先の工程で形成された下層ソース配線９ａ、下層ソー
ス電極７ａ、下層ドレイン電極８ａおよびソース端子１０は、多結晶化したＩＴＯ膜とな
っており、シュウ酸系溶液ではエッチングされないので、それらのパターンが消失するこ
とはない。
【０１２２】
　また酸化物半導体（ＩｎＧａＺｎＯ膜）の半導体膜１２に、同じ酸化物であるＩＴＯの
下層ソース電極７ａおよび上層ソース電極７ｂを接触させて、両者を電気的に接続させる
構成となるので、その間での界面反応（酸化還元反応）が防止される。このため、半導体
膜１２と下層ソース電極７ａおよび上層ソース電極７ｂとの接触抵抗（界面抵抗）は低く
抑えられる。したがって、ＴＦＴ２０１のオン電流や移動度を増大させてＴＦＴ特性の向
上効果を得ることができる。
【０１２３】
　半導体膜１２を形成した後、基板１の上面全体に保護絶縁膜１４および平坦化膜３０を
成膜する。本実施形態では、化学的気相成膜（ＣＶＤ）法を用いて、約２５０℃の基板加
熱条件下で、厚さ１００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜を成膜することにより、保護絶
縁膜１４を形成した。さらに、有機樹脂を塗布することにより、平坦化膜３０を形成した
。
【０１２４】
　そして、第４回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、それをマスクに
して、平坦化膜３０および保護絶縁膜１４をエッチングすることにより、コンタクトホー
ル１５～１８を同時に形成する。このエッチング工程では、フッ素系ガスを用いたドライ
エッチング法を用いることができる。
【０１２５】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図１３のように、下層ソース
配線９ａに達するコンタクトホール１６、半導体膜１２に達するコンタクトホール１５，
１７が形成される。
【０１２６】
　なお、本実施形態では、保護絶縁膜１４を酸化シリコン膜としたが、酸化シリコン膜は
、水分（Ｈ２Ｏ）や水素（Ｈ２）あるいはナトリウム（Ｎａ）やカリウム（Ｋ）のような
ＴＦＴ特性に影響を及ぼす不純物元素に対するバリア性（遮断性）が弱いため、保護絶縁
膜１４は、酸化シリコン膜の上層に例えばバリア性に優れる窒化シリコン膜を設けた積層
構造で形成してもよい。あるいは、保護絶縁膜１４を窒化シリコン膜の単層構造としても
よい。
【０１２７】
　ただし、保護絶縁膜１４に窒化シリコンを用いる場合、フッ素系ガスによるドライエッ
チングで透光性導電膜の表面に到達するコンタクトホールを形成する際にクサビが生じ、
それによる電気的な接続不良が発生することが懸念される。クサビの発生を抑制するため
には、例えば、保護絶縁膜１４を、上層の窒化シリコン膜と下層の窒化シリコン膜を含む
少なくとも２層からなる積層構造とし、上層の窒化シリコン膜よりも下層の窒化シリコン
膜の方が膜応力の絶対値が小さくなるようにすることが有効である。具体的には、下層の
窒化シリコン膜の膜応力の絶対値が１５０ＭＰａ～２００ＭＰａとなるようにするとよい
。窒化シリコン膜のＮ／Ｓｉ比を大きくすると、膜応力の絶対値を小さくすることができ
るが、上層の窒化シリコン膜のＮ／Ｓｉ比は１．１～１．５であることが望ましい。ある
いは、保護絶縁膜１４を、膜応力の絶対値の小さい窒化シリコン膜の単層構造としても有
効である。
【０１２８】
　また、クサビの発生が抑制されることで、保護絶縁膜１４の形成の際に、応力のバラン
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スがとれて膜浮きが発生し難い成膜条件を採用しやすくなり、結果として、保護絶縁膜１
４の膜浮きを防止することができる。
【０１２９】
　その後、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電極８ｂ、画素電極１１などの材料である
第３の導電膜を成膜する。本実施形態では、第３の導電膜として透光性導電膜を成膜する
。透光性導電膜としては、ＩＴＯ（酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）と酸化すず（ＳｎＯ２

）の混合比は、例えば９０：１０（重量％））を用いる。ＩＴＯ膜は一般的に、常温中で
は結晶質（多結晶）構造が安定であるが、ここではスパッタリング法で、アルゴン（Ａｒ
）に水素（Ｈ）を含むガス、例えば、水素（Ｈ２）ガスまたは水蒸気（Ｈ２Ｏ）などを混
合したガスを用いて成膜し、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ膜を非晶質状態で形成する。
【０１３０】
　そして、第５回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、これをマスクに
して非晶質ＩＴＯ膜をエッチングする。ここでは、リン酸＋硝酸＋酢酸を含む溶液でウエ
ットエッチングを行った。このとき、先の工程で形成された酸化物半導体の半導体膜１２
は、保護絶縁膜１４で覆われているので、透光性導電膜のエッチングによって、半導体膜
１２のパターンが消失することはなく、選択エッチングが可能である。
【０１３１】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図１４に示すように、上層ソ
ース配線９ｂ、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電極８ｂおよび画素電極１１が形成さ
れる。
【０１３２】
　次に、化学的気相成膜（ＣＶＤ）法を用いて、層間絶縁膜３１としての酸化シリコン膜
（ＳｉＯ）を形成する。ここでは、厚さ３００ｎｍの酸化シリコン膜を、約３００℃の基
板加熱条件下で成膜した。なお、酸化シリコン膜は、水分（Ｈ２Ｏ）や水素（Ｈ２）、ナ
トリウム（Ｎａ）、カリウム（Ｋ）のようなＴＦＴ特性に影響を及ぼす不純物元素に対す
るバリア性（遮断性）が弱いので、層間絶縁膜３１は、酸化シリコン膜の下層に例えばバ
リア性に優れる窒化シリコン膜（ＳｉＮ）などを設けた積層構造としてもよい。
【０１３３】
　そして、第６回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、それをマスクに
して、層間絶縁膜３１、平坦化膜３０、保護絶縁膜１４およびゲート絶縁膜６をエッチン
グすることにより、コンタクトホール１９～２１を同時に形成する。このエッチング工程
では、フッ素系ガスを用いたドライエッチング法を用いることができる。
【０１３４】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図１５のように、補助容量配
線２１０に達するコンタクトホール２１、ゲート端子４に達するコンタクトホール１９、
および、ソース端子１０に達するコンタクトホール２０が形成される。
【０１３５】
　続いて、共通電極２７、ゲート端子パッド２５およびソース端子パッド２６などの材料
である第４の導電膜を成膜する。本実施形態では、第４の導電膜として透光性導電膜を成
膜する。透光性導電膜としては、ＩＴＯ（酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）と酸化すず（Ｓ
ｎＯ２）の混合比は、例えば９０：１０（重量％））を用いる。ＩＴＯ膜は一般的に、常
温中では結晶質（多結晶）構造が安定であるが、ここではスパッタリング法で、アルゴン
（Ａｒ）に水素（Ｈ）を含むガス、例えば、水素（Ｈ２）ガスまたは水蒸気（Ｈ２Ｏ）な
どを混合したガスを用いて成膜し、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ膜を非晶質状態で形成する。
【０１３６】
　そして、第７回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、これをマスクに
して非晶質ＩＴＯ膜をエッチングする。ここでは、リン酸＋硝酸＋酢酸を含む溶液でウエ
ットエッチングを行った。
【０１３７】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、共通電極２７、ゲート端子パ
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ッド２５およびソース端子パッド２６が形成され、図９に示した構造が完成する。
【０１３８】
　以上のように、実施の形態２では、ＴＦＴ２０１の半導体膜１２に酸化物半導体を用い
た高性能なＴＦＴ基板２００を、７回の写真製版工程を行うことで形成することができる
。
【０１３９】
　液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板２００の表面に配向膜やスペー
サを形成する。配向膜は、液晶を配列させるための膜であり、ポリイミド等で構成される
。また、別途作成した、カラーフィルタや配向膜を備えた対向基板を、ＴＦＴ基板２００
と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板２００と対向基板との間に隙間が
形成される。その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表示パネルが形成さ
れる。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバックライトユニット等
を配設することによって液晶表示装置が完成する。
【０１４０】
　本実施形態では、薬液耐性の弱い酸化物半導体の半導体膜１２を、下層ソース電極７ａ
および下層ドレイン電極８ａを形成した後に形成する構成とするとともに、下層ソース電
極７ａおよび下層ドレイン電極８ａとして、結晶化させた酸化物透光性導電膜であるＩＴ
Ｏ膜を用いるようにした。そのため、酸化物半導体膜の半導体膜１２を選択的にエッチン
グすることが可能である。また、同じ酸化物系の半導体膜１２と下層ソース電極７ａおよ
び下層ドレイン電極８ａとを接触させることにより、半導体膜１２と下層ソース電極７ａ
の間および半導体膜１２と下層ドレイン電極８ａの間を電気的に接続させているので、そ
れらの界面反応（酸化還元反応）が防止され、界面抵抗を低く抑えることが可能である。
【０１４１】
　また、半導体膜１２を形成した後に、酸化物半導体膜の半導体膜１２を覆うように保護
絶縁膜１４および平坦化膜３０を形成し、保護絶縁膜１４および平坦化膜３０に設けたコ
ンタクトホール１５，１７を通して半導体膜１２と上層ソース電極７ｂおよび上層ドレイ
ン電極８ｂとを電気的に接続させている。つまり、ソース電極７およびドレイン電極８が
、それぞれ半導体膜１２の上下両方の面に電気的に接続する構造となる。よって、例えば
半導体膜１２の一方の面でソース電極７またはドレイン電極８との界面抵抗が不良であっ
ても、もう一方の面での接続で補うことができる。したがって、さらに界面抵抗を低く抑
えるとともに、ＴＦＴ２０１の特性不良による欠陥の発生を防止することができる。
【０１４２】
　さらに、ソース配線９は下層ソース配線９ａと上層ソース配線９ｂの２層で構成され、
下層ソース配線９ａと上層ソース配線９ｂとは、保護絶縁膜１４および平坦化膜３０に一
定間隔で設けられた複数のコンタクトホール１６を通して電気的に接続されている。その
ため、２層のうちの一方で断線が生じても、もう一方で補うことができる。よって、ソー
ス配線９の断線による欠陥の発生を防止することができる。
【０１４３】
　以上のように、本実施形態によれば、ＴＦＴ２０１の半導体膜１２（チャネル層）とし
て酸化物半導体を用いた場合でも、半導体膜１２とソース電極７およびドレイン電極８と
の界面抵抗を低く抑えることができるとともに、配線のパターン不良による欠陥の発生を
効果的に防止することができる。ＴＦＴ２０１の半導体膜１２に移動度の高い酸化物系半
導体膜が用いられることにより、動作速度の速いＴＦＴ基板２００およびそれを用いた表
示装置を、高い歩留まりで製造することができる。つまり、高性能のＴＦＴ基板、及び液
晶表示装置を生産性良く製造することができる。
【０１４４】
　＜実施の形態３＞
　実施の形態２では、平板状の画素電極の上方に、スリットを有する櫛歯状の共通電極を
配置した構成としたが、これとは逆に、平板状の共通電極の上方に、櫛歯状の画素電極を
配置した構成としてもよい。実施の形態３では、後者の構成を有するＴＦＴ基板に本発明
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を適用した例を示す。
【０１４５】
　図１６および図１７は、実施の形態３に係るＴＦＴ基板２００の構成を示す図である。
これらの図において、図２および図３に示した要素と同様の要素には同一符号を付してあ
る。
【０１４６】
　図１６は、ＦＦＳ方式のＴＦＴ基板２００における画素２０４を含む主要部の平面構成
を示す図であり、図１７は、その断面構成を示す図である。図１７では、図１６に示すＸ
－Ｘ線、Ｙ－Ｙ線およびＺ－Ｚ線に対応する断面に対応している。
【０１４７】
　Ｘ－Ｘ線に沿った断面は、画素２０４の形成領域（画素部）に対応し、Ｙ－Ｙ線に沿っ
た断面は、ゲート端子４およびゲート端子パッド２５の形成領域（ゲート端子部）に対応
し、Ｚ－Ｚ線に沿った断面は、ソース端子１０およびソース端子パッド２６の形成領域（
ソース端子部）に対応する。さらに、Ｘ－Ｘ線に沿った画素部の断面は、ゲート配線３と
ソース配線９とが交差する領域である「ゲート・ソース配線交差部」と、ＴＦＴ２０１の
形成領域である「ＴＦＴ部」と、画素電極１１および共通電極２７の形成領域である「透
過画素部」と、補助容量２０９の形成領域である「補助容量部」とを含んでいる。
【０１４８】
　図１７のように、ＴＦＴ基板２００は、例えばガラス等の透明性絶縁基板である基板１
を用いて形成される。基板１上には、ゲート配線３、ゲート電極２、補助容量電極５、補
助容量配線２１０、ゲート端子４が形成されている。そして、これらを覆うように、ゲー
ト絶縁膜６が形成されている。
【０１４９】
　図１６において、ゲート配線３は横方向に延在している。ＴＦＴ２０１のゲート電極２
は、ゲート配線３の一部分である。すなわち、ゲート配線３におけるＴＦＴ部の部分がゲ
ート電極２となっている。ゲート電極２は、ゲート配線３の他の部分よりも幅が広くなっ
ている。また、ゲート端子４はゲート配線３の一方の端部に形成されている。補助容量配
線２１０は、ゲート配線３と平行に延在しており、その一部が補助容量電極５となってい
る。
【０１５０】
　図１７に示すように、本実施の形態のＴＦＴ基板２００では、ソース配線９、ソース電
極７およびドレイン電極８のそれぞれは、保護絶縁膜１４および平坦化膜３０を挟む上下
２つの層から構成されている。すなわち、ソース配線９は下層ソース配線９ａおよび上層
ソース配線９ｂから成り、ソース電極７は下層ソース電極７ａおよび上層ソース電極７ｂ
から成り、ドレイン電極８は下層ドレイン電極８ａおよび上層ドレイン電極８ｂから成る
。
【０１５１】
　ゲート絶縁膜６の上には、下層ソース配線９ａ、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電
極８ａおよびソース端子１０が形成されている。下層ソース電極７ａと下層ドレイン電極
８ａは、ゲート電極２と重畳するように形成されるが、両者は互いに離間して配設される
。下層ソース電極７ａと下層ドレイン電極８ａの間の領域にＴＦＴ２０１のチャネル領域
が形成されることとなる。
【０１５２】
　図１６において、ソース配線９（下層ソース配線９ａおよび上層ソース配線９ｂ）は縦
方向に延在している。下層ソース電極７ａは、下層ソース配線９ａに繋がるように形成さ
れている。すなわち、下層ソース配線９ａから分岐してＴＦＴ部まで延びた部分が下層ソ
ース電極７ａとなっている。
【０１５３】
　下層ソース電極７ａおよび下層ドレイン電極８ａ上には、それらに跨がるように半導体
膜１２が形成されている（つまり、半導体膜１２は下層ソース電極７ａと下層ドレイン電



(24) JP 6124668 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

極８ａの間の領域にも形成される）。半導体膜１２の下面は下層ソース電極７ａおよび下
層ドレイン電極８ａに接触し、それにより下層ソース電極７ａおよび下層ドレイン電極８
ａは共に半導体膜１２と電気的に接続される。半導体膜１２は島状に形成されており、下
層ソース電極７ａと下層ドレイン電極８ａとの間に位置する部分がチャネル領域１３とな
る。
【０１５４】
　本実施の形態では、半導体膜１２として、酸化物半導体が用いられる。より具体的には
、例えば、酸化亜鉛（ＺｎＯ）系の酸化物半導体や、酸化亜鉛（ＺｎＯ）に酸化ガリウム
（Ｇａ２Ｏ３）と酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）を添加したＩｎＧａＺｎＯ系の酸化物半
導体などを用いることができる。半導体膜１２のチャネル領域１３が酸化物半導体で構成
されることで、アモルファスシリコンを用いた場合よりも高い移動度を実現できる。
【０１５５】
　半導体膜１２、下層ソース配線９ａ、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電極８ａおよ
びソース端子１０を覆うように、基板１の上面全体に保護絶縁膜１４および平坦化膜３０
が形成されている。ＴＦＴ２０１のチャネル領域１３は、これら保護絶縁膜１４，３０に
より保護される。
【０１５６】
　保護絶縁膜１４および平坦化膜３０には、複数のコンタクトホールが形成される。具体
的には、下層ソース配線９ａに達するコンタクトホール１６、半導体膜１２に達するコン
タクトホール１５，１７、下層ドレイン電極８ａに達するコンタクトホール１８、補助容
量配線２１０に達するコンタクトホール２１などである（コンタクトホール２１は、平坦
化膜３０および保護絶縁膜１４だけでなくゲート絶縁膜６も貫通している）。
【０１５７】
　コンタクトホール１５は下層ソース電極７ａと重畳する位置に形成され、コンタクトホ
ール１７は下層ドレイン電極８ａと重畳する位置に形成される。よって、コンタクトホー
ル１５，１７は、チャネル領域１３とは重畳しない位置に形成される。また、コンタクト
ホール１６は、図１６に示すようにソース配線９に沿って一定間隔で設けられる。
【０１５８】
　平坦化膜３０の上には、上層ソース配線９ｂ、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電極
８ｂおよび共通電極２７が形成される。
【０１５９】
　上層ソース電極７ｂは、上層ソース配線９ｂに繋がるように形成されている。すなわち
、上層ソース配線９ｂから分岐してＴＦＴ部まで延びた部分が下層ソース電極７ａとなっ
ている。上層ソース配線９ｂはコンタクトホール１６を通して下層ソース配線９ａと接触
し、それにより下層ソース配線９ａと上層ソース配線９ｂが電気的に接続される。また、
上層ソース電極７ｂは、コンタクトホール１５を通して、下層ソース電極７ａの上方で半
導体膜１２に接触し、それにより半導体膜１２と上層ソース電極７ｂが電気的に接続され
る。従って、半導体膜１２とソース配線９とは、下層ソース電極７ａを通して電気的に接
続されると共に、上層ソース電極７ｂを通しても電気的に接続される。
【０１６０】
　上層ドレイン電極８ｂは、コンタクトホール１７を通して下層ドレイン電極８ａの上方
で半導体膜１２に接触し、それにより半導体膜１２と上層ドレイン電極８ｂが電気的に接
続される。また上層ドレイン電極８ｂは、コンタクトホール１８を通して下層ドレイン電
極８ａにも接触し、それにより下層ドレイン電極８ａと上層ドレイン電極８ｂが電気的に
接続される。
【０１６１】
　共通電極２７は平板状の電極であり、コンタクトホール２１を通して補助容量配線２１
０に接触し、それにより共通電極２７と補助容量配線２１０が電気的に接続される。
【０１６２】
　上層ソース配線９ｂ、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電極８ｂおよび共通電極２７
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を覆うように、基板１の上面全体に層間絶縁膜３１が形成されている。層間絶縁膜３１に
は、上層ドレイン電極８ｂに達するコンタクトホール３３、ゲート端子４に達するコンタ
クトホール１９、ソース端子１０に達するコンタクトホール２０などが形成されている（
コンタクトホール２０は、層間絶縁膜３１、平坦化膜３０および保護絶縁膜１４を貫通し
、コンタクトホール２１はさらにゲート絶縁膜６も貫通している）。
【０１６３】
　層間絶縁膜３１の上には、画素電極１１、ゲート端子パッド２５およびソース端子パッ
ド２６が形成される。
【０１６４】
　図１６のように、画素電極１１は、スリットを有する櫛歯状の電極であり、層間絶縁膜
３１を介して共通電極２７と対向するように配設されている。画素電極１１は、コンタク
トホール３３を通して上層ドレイン電極８ｂに接触し、それにより画素電極１１と上層ド
レイン電極８ｂが電気的に接続される。上層ドレイン電極８ｂは下層ドレイン電極８ａと
電気的に接続しているので、半導体膜１２と画素電極１１とは、下層ドレイン電極８ａを
通して電気的に接続されると共に、上層ドレイン電極８ｂを通しても電気的に接続される
。透過型の液晶表示装置の場合、画素電極１１は、透光性導電膜で形成される。
【０１６５】
　ゲート端子パッド２５はコンタクトホール１９を通してゲート端子４に接触し、それに
よりゲート端子パッド２５とゲート端子４が電気的に接続される。またソース端子パッド
２６はコンタクトホール２０を通してソース端子１０に接触し、それによりゲート端子パ
ッド２５とソース端子１０が電気的に接続される。
【０１６６】
　次に、実施の形態３に係るＴＦＴ基板２００の製造方法について、図１８～図２３を参
照しつつ説明する。なお、図１８～図２３においては、図１７に示した要素に対応する要
素には、それと同一符号を付してある。
【０１６７】
　まず、基板１を洗浄液または純水を用いて洗浄する。本実施の形態では、厚さ０．５ｍ
ｍのガラス基板を基板１として用いた。そして、洗浄された基板１の一方の主面全面に、
ゲート電極２、ゲート配線３などの材料である第１の導電膜を成膜する。
【０１６８】
　第１の導電膜としては、例えばクロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）
、銅（Ｃｕ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウム（Ａｌ）やこれら
に他の元素を微量に添加した合金等を用いることができる。また、これらの金属または合
金を２層以上含む積層構造としてもよい。これらの金属、合金を用いることによって、比
抵抗値が５０μΩｃｍ以下の低抵抗な導電膜を得ることができる。
【０１６９】
　本実施の形態では、第１の導電膜としてＭｏ膜を用い、Ａｒガスを用いたスパッタリン
グ法でＭｏ膜を２００ｎｍの厚さに成膜した。その後、Ｍｏ膜上にレジスト材を塗布し、
第１回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、当該フォトレジストパター
ンをマスクにして、Ｍｏ膜をエッチングによりパターニングする。ここでは、リン酸、酢
酸および硝酸を含む溶液（ＰＡＮ薬液）によるウエットエッチングを用いた。
【０１７０】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図１８に示すように、基板１
上に、ゲート配線３、ゲート電極２、補助容量電極５、補助容量配線２１０およびゲート
端子４が形成される。
【０１７１】
　次に、基板１の上面全体にゲート絶縁膜６を成膜する。本実施形態では、化学的気相成
膜（ＣＶＤ）法を用いて、ゲート絶縁膜６としての酸化シリコン膜（ＳｉＯ）を形成した
。ここでは、厚さ３００ｎｍの酸化シリコン膜を、約３００℃の基板加熱条件下で成膜し
た。なお、酸化シリコン膜は、水分（Ｈ２Ｏ）や水素（Ｈ２）、ナトリウム（Ｎａ）、カ
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リウム（Ｋ）のようなＴＦＴ特性に影響を及ぼす不純物元素に対するバリア性（遮断性）
が弱いので、ゲート絶縁膜６は、酸化シリコン膜の下層に例えばバリア性に優れる窒化シ
リコン膜（ＳｉＮ）などを設けた積層構造としてもよい。
【０１７２】
　その後、ゲート絶縁膜６の上に、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電極８ａなどの材
料である第２の導電膜を成膜する。本実施の形態では、第２の導電膜として、透光性を有
する導電膜を用いるが、例えばクロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、
銅（Ｃｕ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウム（Ａｌ）やこれらに
他の元素を微量に添加した合金等を用いてもよい。また、これらの金属または合金を２層
以上含む積層構造としてもよい。これらの金属、合金を用いることによって、比抵抗値が
５０μΩｃｍ以下の低抵抗な導電膜を得ることができる。
【０１７３】
　本実施の形態では、第２の導電膜として、ＩＴＯ膜（酸化インジウムＩｎ２Ｏ３と酸化
すずＳｎＯ２との混合比は、例えば９０：１０（重量％））を用いる。ＩＴＯ膜は一般的
に、常温中では結晶質（多結晶）構造が安定であるが、ここではスパッタリング法で、ア
ルゴン（Ａｒ）に水素（Ｈ）を含むガス、例えば、水素（Ｈ２）ガスまたは水蒸気（Ｈ２

Ｏ）などを混合したガスを用いて成膜し、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ膜を非晶質状態で形成
する。
【０１７４】
　次いで、第２回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、当該フォトレジ
ストパターンをマスクにして、非晶質ＩＴＯ膜をエッチングする。このエッチング工程に
は、シュウ酸系溶液によるウエットエッチングを用いることができる。
【０１７５】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図１９に示すように、下層ソ
ース配線９ａ、下層ソース電極７ａ、下層ドレイン電極８ａおよびソース端子１０が形成
される。
【０１７６】
　その後、基板１を２００℃の温度で熱処理する。この熱処理によって非晶質状態のＩＴ
Ｏ膜が結晶化し、多結晶ＩＴＯ膜に変化する。多結晶状態のＩＴＯ膜は化学的安定性に優
れ、王水系（塩酸＋硝酸系）以外の一般的なエッチング薬液（シュウ酸を含む）に溶ける
ことがないため、この後の工程で上層に形成する金属膜とのエッチング選択性を確保する
ことができる。非晶質ＩＴＯ膜を結晶化させる熱処理の温度は、少なくとも非晶質ＩＴＯ
の結晶化が始まる温度（結晶化温度）よりも高くする必要がある。一般的な組成の非晶質
ＩＴＯ膜の結晶化温度は約１５０℃である。
【０１７７】
　次に、半導体膜１２の材料である酸化物半導体を成膜する。本実施形態では、酸化物半
導体としてＩｎとＧａとＺｎを含む酸化物（ＩｎＧａＺｎＯ）を用いる。ここでは、Ｉｎ
：Ｇａ：Ｚｎ：Ｏの原子組成比が１：１：１：４であるＩｎＧａＺｎＯターゲットを用い
、Ａｒガスを用いたスパッタリング法で酸化物半導体（ＩｎＧａＺｎＯ膜）を成膜した。
【０１７８】
　この場合、通常は、酸素の原子組成比が化学量論組成よりも少なく、酸素イオン欠乏状
態（上記の例ではＯの組成比が４未満）の酸化膜となってしまう。従って、Ａｒガスに酸
素（Ｏ２）ガスを混合させてスパッタリングすることが好ましい。本実施形態では、Ａｒ
ガスに対して分圧比で１０％のＯ２ガスを添加した混合ガスを用いて、スパッタリングし
、ＩｎＧａＺｎＯ膜を５０ｎｍの厚さで成膜した。ＩｎＧａＺｎＯ膜は、非晶質構造で成
膜される。また、非晶質構造のＩｎＧａＺｎＯ膜は、一般的に結晶化温度が５００℃以上
であり、常温では膜中の大部分が非晶質構造のままで安定する。
【０１７９】
　次に、第３回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、これをマスクとし
てＩｎＧａＺｎＯ膜をエッチングする。その後、フォトレジストパターンを除去する。そ
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の結果、図２０のように、下層ソース電極７ａと下層ドレイン電極８ａに跨がる半導体膜
１２が形成される。
【０１８０】
　非晶質構造のＩｎＧａＺｎＯ膜のエッチング工程では、シュウ酸系溶液によるウエット
エッチングを用いることができる。先の工程で形成された下層ソース配線９ａ、下層ソー
ス電極７ａ、下層ドレイン電極８ａおよびソース端子１０は、多結晶化したＩＴＯ膜とな
っており、シュウ酸系溶液ではエッチングされないので、それらのパターンが消失するこ
とはない。
【０１８１】
　また酸化物半導体（ＩｎＧａＺｎＯ膜）の半導体膜１２に、同じ酸化物であるＩＴＯの
下層ソース電極７ａおよび上層ソース電極７ｂを接触させて、両者を電気的に接続させる
構成となるので、その間での界面反応（酸化還元反応）が防止される。このため、半導体
膜１２と下層ソース電極７ａおよび上層ソース電極７ｂとの接触抵抗（界面抵抗）は低く
抑えられる。したがって、ＴＦＴ２０１のオン電流や移動度を増大させてＴＦＴ特性の向
上効果を得ることができる。
【０１８２】
　半導体膜１２を形成した後、基板１の上面全体に保護絶縁膜１４および平坦化膜３０を
成膜する。本実施形態では、化学的気相成膜（ＣＶＤ）法を用いて、約２５０℃の基板加
熱条件下で、厚さ１００ｎｍの酸化シリコン（ＳｉＯ）膜を成膜することにより、保護絶
縁膜１４を形成した。さらに、有機樹脂を塗布することにより、平坦化膜３０を形成した
。
【０１８３】
　そして、第４回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、それをマスクに
して、平坦化膜３０および保護絶縁膜１４をエッチングすることにより、コンタクトホー
ル１５～１８，２１を同時に形成する。このエッチング工程では、フッ素系ガスを用いた
ドライエッチング法を用いることができる。
【０１８４】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図２１のように、下層ソース
配線９ａに達するコンタクトホール１６、半導体膜１２に達するコンタクトホール１５，
１７および補助容量配線２１０に達するコンタクトホール２１が形成される。
【０１８５】
　なお、本実施形態では、保護絶縁膜１４を酸化シリコン膜としたが、酸化シリコン膜は
、水分（Ｈ２Ｏ）や水素（Ｈ２）あるいはナトリウム（Ｎａ）やカリウム（Ｋ）のような
ＴＦＴ特性に影響を及ぼす不純物元素に対するバリア性（遮断性）が弱いため、保護絶縁
膜１４は、酸化シリコン膜の上層に例えばバリア性に優れる窒化シリコン膜を設けた積層
構造で形成してもよい。あるいは、保護絶縁膜１４を窒化シリコン膜の単層構造としても
よい。
【０１８６】
　ただし、保護絶縁膜１４に窒化シリコンを用いる場合、フッ素系ガスによるドライエッ
チングで透光性導電膜の表面に到達するコンタクトホールを形成する際にクサビが生じ、
それによる電気的な接続不良が発生することが懸念される。クサビの発生を抑制するため
には、例えば、保護絶縁膜１４を、上層の窒化シリコン膜と下層の窒化シリコン膜を含む
少なくとも２層からなる積層構造とし、上層の窒化シリコン膜よりも下層の窒化シリコン
膜の方が膜応力の絶対値が小さくなるようにすることが有効である。具体的には、下層の
窒化シリコン膜の膜応力の絶対値が１５０ＭＰａ～２００ＭＰａとなるようにするとよい
。窒化シリコン膜のＮ／Ｓｉ比を大きくすると、膜応力の絶対値を小さくすることができ
るが、上層の窒化シリコン膜のＮ／Ｓｉ比は１．１～１．５であることが望ましい。ある
いは、保護絶縁膜１４を、膜応力の絶対値の小さい窒化シリコン膜の単層構造としても有
効である。
【０１８７】
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　また、クサビの発生が抑制されることで、保護絶縁膜１４の形成の際に、応力のバラン
スがとれて膜浮きが発生し難い成膜条件を採用しやすくなり、結果として、保護絶縁膜１
４の膜浮きを防止することができる。
【０１８８】
　その後、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電極８ｂ、共通電極２７などの材料である
第３の導電膜を成膜する。本実施形態では、第３の導電膜として透光性導電膜を成膜する
。透光性導電膜としては、ＩＴＯ（酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）と酸化すず（ＳｎＯ２

）の混合比は、例えば９０：１０（重量％））を用いる。ＩＴＯ膜は一般的に、常温中で
は結晶質（多結晶）構造が安定であるが、ここではスパッタリング法で、アルゴン（Ａｒ
）に水素（Ｈ）を含むガス、例えば、水素（Ｈ２）ガスまたは水蒸気（Ｈ２Ｏ）などを混
合したガスを用いて成膜し、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ膜を非晶質状態で形成する。
【０１８９】
　そして、第５回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、これをマスクに
して非晶質ＩＴＯ膜をエッチングする。ここでは、リン酸＋硝酸＋酢酸を含む溶液でウエ
ットエッチングを行った。このとき、先の工程で形成された酸化物半導体の半導体膜１２
は、保護絶縁膜１４で覆われているので、透光性導電膜のエッチングによって、半導体膜
１２のパターンが消失することはなく、選択エッチングが可能である。
【０１９０】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図２２に示すように、上層ソ
ース配線９ｂ、上層ソース電極７ｂ、上層ドレイン電極８ｂおよび共通電極２７が形成さ
れる。
【０１９１】
　次に、化学的気相成膜（ＣＶＤ）法を用いて、層間絶縁膜３１としての酸化シリコン膜
（ＳｉＯ）を形成する。ここでは、厚さ３００ｎｍの酸化シリコン膜を、約３００℃の基
板加熱条件下で成膜した。なお、酸化シリコン膜は、水分（Ｈ２Ｏ）や水素（Ｈ２）、ナ
トリウム（Ｎａ）、カリウム（Ｋ）のようなＴＦＴ特性に影響を及ぼす不純物元素に対す
るバリア性（遮断性）が弱いので、層間絶縁膜３１は、酸化シリコン膜の下層に例えばバ
リア性に優れる窒化シリコン膜（ＳｉＮ）などを設けた積層構造としてもよい。
【０１９２】
　ただし、層間絶縁膜３１に窒化シリコンを用いる場合、フッ素系ガスによるドライエッ
チングで透光性導電膜の表面に到達するコンタクトホールを形成する際にクサビが生じ、
それによる電気的な接続不良が発生することが懸念される。クサビの発生を抑制するため
には、例えば、層間絶縁膜３１を、上層の窒化シリコン膜と下層の窒化シリコン膜を含む
少なくとも２層からなる積層構造とし、上層の窒化シリコン膜よりも下層の窒化シリコン
膜の方が膜応力の絶対値が小さくなるようにすることが有効である。具体的には、下層の
窒化シリコン膜の膜応力の絶対値が１５０ＭＰａ～２００ＭＰａとなるようにするとよい
。窒化シリコン膜のＮ／Ｓｉ比を大きくすると、膜応力の絶対値を小さくすることができ
るが、上層の窒化シリコン膜のＮ／Ｓｉ比は１．１～１．５であることが望ましい。ある
いは、層間絶縁膜３１を、膜応力の絶対値の小さい窒化シリコン膜の単層構造としても有
効である。
【０１９３】
　また、クサビの発生が抑制されることで、層間絶縁膜３１の形成の際に、応力のバラン
スがとれて膜浮きが発生し難い成膜条件を採用しやすくなり、結果として、層間絶縁膜３
１の膜浮きを防止することができる。
【０１９４】
　そして、第６回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、それをマスクに
して、層間絶縁膜３１、平坦化膜３０、保護絶縁膜１４およびゲート絶縁膜６をエッチン
グすることにより、コンタクトホール１９，２０，３３を同時に形成する。このエッチン
グ工程では、フッ素系ガスを用いたドライエッチング法を用いることができる。
【０１９５】
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　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、図２３のように、上層ドレイ
ン電極８ｂに達するコンタクトホール３３、ゲート端子４に達するコンタクトホール１９
、および、ソース端子１０に達するコンタクトホール２０が形成される。
【０１９６】
　続いて、画素電極１１、ゲート端子パッド２５およびソース端子パッド２６などの材料
である第４の導電膜を成膜する。本実施形態では、第４の導電膜として透光性導電膜を成
膜する。透光性導電膜としては、ＩＴＯ（酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）と酸化すず（Ｓ
ｎＯ２）の混合比は、例えば９０：１０（重量％））を用いる。ＩＴＯ膜は一般的に、常
温中では結晶質（多結晶）構造が安定であるが、ここではスパッタリング法で、アルゴン
（Ａｒ）に水素（Ｈ）を含むガス、例えば、水素（Ｈ２）ガスまたは水蒸気（Ｈ２Ｏ）な
どを混合したガスを用いて成膜し、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ膜を非晶質状態で形成する。
【０１９７】
　そして、第７回目の写真製版工程でフォトレジストパターンを形成し、これをマスクに
して非晶質ＩＴＯ膜をエッチングする。ここでは、リン酸＋硝酸＋酢酸を含む溶液でウエ
ットエッチングを行った。
【０１９８】
　その後、フォトレジストパターンを除去する。その結果、画素電極１１、ゲート端子パ
ッド２５およびソース端子パッド２６が形成され、図１７に示した構造が完成する。
【０１９９】
　以上のように、実施の形態３では、ＴＦＴ２０１の半導体膜１２に酸化物半導体を用い
た高性能なＴＦＴ基板２００を、７回の写真製版工程を行うことで形成することができる
。
【０２００】
　液晶表示パネルの組み立ての際は、完成したＴＦＴ基板２００の表面に配向膜やスペー
サを形成する。配向膜は、液晶を配列させるための膜であり、ポリイミド等で構成される
。また、別途作成した、カラーフィルタや配向膜を備えた対向基板を、ＴＦＴ基板２００
と貼り合わせる。このときスペーサによってＴＦＴ基板２００と対向基板との間に隙間が
形成される。その隙間に液晶を注入して封止することによって、液晶表示パネルが形成さ
れる。最後に、液晶表示パネルの外側に偏光板、位相差板およびバックライトユニット等
を配設することによって液晶表示装置が完成する。
【０２０１】
　本実施形態では、薬液耐性の弱い酸化物半導体の半導体膜１２を、下層ソース電極７ａ
および下層ドレイン電極８ａを形成した後に形成する構成とするとともに、下層ソース電
極７ａおよび下層ドレイン電極８ａとして、結晶化させた酸化物透光性導電膜であるＩＴ
Ｏ膜を用いるようにした。そのため、酸化物半導体膜の半導体膜１２を選択的にエッチン
グすることが可能である。また、同じ酸化物系の半導体膜１２と下層ソース電極７ａおよ
び下層ドレイン電極８ａとを接触させることにより、半導体膜１２と下層ソース電極７ａ
の間および半導体膜１２と下層ドレイン電極８ａの間を電気的に接続させているので、そ
れらの界面反応（酸化還元反応）が防止され、界面抵抗を低く抑えることが可能である。
【０２０２】
　また、半導体膜１２を形成した後に、酸化物半導体膜の半導体膜１２を覆うように保護
絶縁膜１４および平坦化膜３０を形成し、保護絶縁膜１４および平坦化膜３０に設けたコ
ンタクトホール１５，１７を通して半導体膜１２と上層ソース電極７ｂおよび上層ドレイ
ン電極８ｂとを電気的に接続させている。つまり、ソース電極７およびドレイン電極８が
、それぞれ半導体膜１２の上下両方の面に電気的に接続する構造となる。よって、例えば
半導体膜１２の一方の面でソース電極７またはドレイン電極８との界面抵抗が不良であっ
ても、もう一方の面での接続で補うことができる。したがって、さらに界面抵抗を低く抑
えるとともに、ＴＦＴ２０１の特性不良による欠陥の発生を防止することができる。
【０２０３】
　さらに、ソース配線９は下層ソース配線９ａと上層ソース配線９ｂの２層で構成され、
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下層ソース配線９ａと上層ソース配線９ｂとは、保護絶縁膜１４および平坦化膜３０に一
定間隔で設けられた複数のコンタクトホール１６を通して電気的に接続されている。その
ため、２層のうちの一方で断線が生じても、もう一方で補うことができる。よって、ソー
ス配線９の断線による欠陥の発生を防止することができる。
【０２０４】
　以上のように、本実施形態によれば、ＴＦＴ２０１の半導体膜１２（チャネル層）とし
て酸化物半導体を用いた場合でも、半導体膜１２とソース電極７およびドレイン電極８と
の界面抵抗を低く抑えることができるとともに、配線のパターン不良による欠陥の発生を
効果的に防止することができる。ＴＦＴ２０１の半導体膜１２に移動度の高い酸化物系半
導体膜が用いられることにより、動作速度の速いＴＦＴ基板２００およびそれを用いた表
示装置を、高い歩留まりで製造することができる。つまり、高性能のＴＦＴ基板、及び液
晶表示装置を生産性良く製造することができる。
【０２０５】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、
各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【０２０６】
　１　基板、２　ゲート電極、３　ゲート配線、４　ゲート端子、５　補助容量電極、６
　ゲート絶縁膜、７　ソース電極、７ａ　下層ソース電極、７ｂ　上層ソース電極、８　
ドレイン電極、８ａ　下層ドレイン電極、８ｂ　上層ドレイン電極、９　ソース配線、９
ａ　下層ソース配線、９ｂ　上層ソース配線、１０　ソース端子、１１　画素電極、１２
　半導体膜、１３　チャネル領域、１４　保護絶縁膜、１５～２１，３３　コンタクトホ
ール、２７　共通電極、３０　平坦化膜、３１　層間絶縁膜、２００　ＴＦＴ基板、２０
１　ＴＦＴ、２０２　表示領域、２０３　額縁領域、２０４　画素、２０５　走査信号駆
動回路、２０６　表示信号駆動回路、２０７，２０８　接続基板、２０９　補助容量、２
１０　補助容量配線。
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