
JP 4107662 B2 2008.6.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１マスク工程を利用して基板上に薄膜トランジスタのゲート電極、ゲート電極に接続
されるゲートライン、ゲートラインに接続されるゲートパッドを含むゲートパターンを形
成する段階と、
　前記ゲートパターンが形成された基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と、
　第２マスク工程を利用して前記ゲート絶縁膜上に前記薄膜トランジスタのソース電極及
びドレイン電極、前記ソース電極と接続されるデータライン、前記データラインと接続さ
れるデータパッド、前記ゲートラインと重畳される領域に形成されたストレージ電極を含
むソース／ドレインパターンと、前記ソース／ドレインパターンに沿ってその下部に位置
する半導体パターンを形成する段階と、
　第３マスク工程を利用して前記ドレイン電極とストレージ電極に接続されると共に、前
記基板上に直接位置する画素電極、前記ゲートパッドを覆うゲートパッド保護電極、前記
データパッドを覆うデータパッド保護電極を含む透明電極パターンと、前記透明電極パタ
ーンが形成された領域を除去した領域に前記透明電極パターンと重畳することなくゲート
絶縁パターンと保護膜パターンを形成する段階を含み、
　前記第３マスク工程は、前記ソース／ドレインパターンが形成された基板上に保護膜を
形成する段階と、前記第３マスクを利用してフォトレジストパターンを形成する段階と、
前記フォトレジストパターンを利用して前記保護膜とゲート絶縁膜をパターニングして前
記ゲート絶縁パターンと保護膜パターンを形成する段階と、前記フォトレジストパターン
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が残っている基板の上に透明電極物質を蒸着する段階と、前記フォトレジストパターンと
、その上の透明電極物質をストリップ工程で除去して透明電極パターンを形成する段階と
み、
　前記保護膜パターンは、前記ドレイン電極及びストレージ電極を部分的に露出させて前
記画素電極と接続されるようにする段階を含む
　ことを特徴とする薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第２マスク工程は、前記薄膜トランジスタのチャンネル部に回折露光部を持つ回折
露光マスクを利用する
　ことを特徴とする請求項１記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項３】
　前記第２マスク工程は、ゲート絶縁膜上にソース／ドレイン金属層及び半導体層を形成
する段階と、前記回折露光マスクを利用して薄膜トランジスタのチャンネル部のフォトレ
ジストパターンがソース／ドレインパターン上のフォトレジストパターンより低い高さを
持つようにフォトレジストパターンを形成する段階と、前記フォトレジストパターンを利
用してソース／ドレイン金属層及び半導体層をパターニングする段階と、アッシング工程
により相対的に低い高さを持つフォトレジストパターンを除去する段階と、前記アッシン
グされたフォトレジストパターンを利用して薄膜トランジスタのチャンネル部のソース／
ドレイン金属層を除去する段階と、前記アッシングされたフォトレジストパターンを除去
する段階と
　を含むことを特徴とする請求項２記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項４】
　第１マスク工程を利用して基板上に薄膜トランジスタのゲート電極、ゲート電極に接続
されるゲートライン、ゲートラインに接続されるゲートパッドを形成する段階と、前記ゲ
ートパッドが形成された基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と、第２マスク工程を利用
して前記ゲート絶縁膜上に前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極、前記ソ
ース電極と接続されるデータライン、前記データラインと接続されるデータパッド、前記
ゲートラインと重畳される領域にストレージ電極を形成する段階と、第３マスク工程を利
用して前記ドレイン電極とストレージ電極に接続されると共に、前記基板上に直接位置す
る画素電極、前記ゲートパッドを覆うゲートパッド保護電極、前記データパッドを覆うデ
ータパッド保護電極を含む透明電極と、前記透明電極が形成された領域を除外した領域に
前記透明電極と重畳することなくゲート絶縁パターンと保護膜パターンを形成する段階と
を含み、
　前記第３マスク工程は、前記ストレージ電極が形成された基板上に保護膜を形成する段
階と、前記第３マスクを利用してフォトレジストパターンを形成する段階と、前記フォト
レジストパターンを利用して前記保護膜とゲート絶縁膜をパターニングして前記ゲート絶
縁パターンと保護膜パターンを形成する段階と、前記フォトレジストパターンが残ってい
る基板の上に透明電極物質を蒸着する段階と、前記フォトレジストパターンとその上の透
明電極物質をストリップ工程で除去して透明電極パターンを形成する段階とを含み、
　前記保護膜パターンは、前記ドレイン電極及びストレージ電極を部分的に露出させて前
記画素電極と接続されるようにする段階を含む
　ことを特徴とする薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項５】
　前記第２マスク工程は、前記薄膜トランジスタのチャンネル部に回折露光部を持つ回折
露光マスクを利用する
　ことを特徴とする請求項４記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項６】
　前記第２マスク工程は、ゲート絶縁膜上にソース／ドレイン金属層及び半導体層を形成
する段階と、前記回折露光マスクを利用して薄膜トランジスタのチャンネル部のフォトレ
ジストパターンがストレージ電極上のフォトレジストパターンより低い高さを持つように
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フォトレジストパターンを形成する段階と、前記フォトレジストパターンを利用してソー
ス／ドレイン金属層及び半導体層をパターニングする段階と、アッシング工程により相対
的に低い高さを持つフォトレジストパターンを除去する段階と、前記アッシングされたフ
ォトレジストパターンを利用して薄膜トランジスタのチャンネル部のソース／ドレイン金
属層を除去する段階と、前記アッシングされたフォトレジストパターンを除去する段階と
を含む
　ことを特徴とする請求項５記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄膜トランジスタアレイ基板及びその製造方法に係り、特に、マスク工程数を
減らすことができる薄膜トランジスタアレイ基板及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常の液晶表示装置は電界を利用して液晶の光透過率を調節することで画像を表示する
ようになる。このため、液晶表示装置は、液晶セルがマトリックス状に配列された液晶パ
ネルと、液晶パネルを駆動するための駆動回路を具備する。
【０００３】
　液晶パネルは、互いに対向する薄膜トランジスタアレイ基板及びカラーフィルターアレ
イ基板と、二つの基板の間に一定なセルギャップ維持のために位置するスペーサと、その
セルギャップに満たされた液晶を具備する。
【０００４】
　薄膜トランジスタアレイ基板は、ゲートライン及びデータラインと、そのゲートライン
とデータラインの交差部ごとにスイッチ素子として形成された薄膜トランジスタと、液晶
セル単位に形成されて薄膜トランジスタに接続された画素電極などと、それらの上に塗布
された背向膜で構成される。ゲートラインとデータラインはそれぞれのパッド部を通して
駆動回路から信号が供給される。薄膜トランジスタはゲートラインに供給されるスキャン
信号に応答してデータラインに供給される画素電圧信号を画素電極に供給する。
【０００５】
　カラーフィルターアレイ基板は、液晶セル単位で形成されたカラーフィルターと、カラ
ーフィルターの間の区分及び外部光反射のためのブラックマトリックスと、液晶セルに共
通的に基準電圧を供給する共通電極などと、それらの上に塗布される背向膜で構成される
。液晶パネルは薄膜トランジスタアレイ基板とカラーフィルターアレイ基板を別途に製作
してはり合わせた後、液晶を注入し封入することで完成するようになる。
【０００６】
　このような液晶パネルにおいて、薄膜トランジスタアレイ基板は半導体工程を含むこと
と共に多数のマスク工程を要することにより製造工程が複雑で液晶パネル製造単価上昇の
主要原因になっている。これを解決するために、薄膜トランジスタアレイ基板はマスク工
程数を減らす方向に発展している。これは一つのマスク工程が蒸着工程、洗浄工程、フォ
トリソグラフィ工程、エッチング工程、フォトレジスト剥離工程、検査工程などのような
多くの工程を含んでいるためである。このようなことから、最近において、薄膜トランジ
スタアレイ基板の標準マスク工程だった５マスク工程から一つのマスク工程を減らした４
マスク工程が台頭している。
【０００７】
　図１は、４マスク工程を採用した薄膜トランジスタアレイ基板を例えて図示した平面図
で、図２は図１に図示した薄膜トランジスタアレイ基板をＩ－Ｉ'線に沿って切断して図
示した断面図である。
【０００８】
　図１及び図２に図示した薄膜トランジスタアレイ基板は、下部基板４２上にゲート絶縁
膜４４を間に置いて交差するように形成されたゲートライン２及びデータライン４と、そ
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の交差部ごとに形成された薄膜トランジスタ６と、その交差構造により備られたセル領域
に形成された画素電極１８を具備する。そして、薄膜トランジスタアレイ基板は画素電極
１８と前段ゲートライン２の重畳部に形成されたストレージキャパシタ２０と、ゲートラ
イン２に接続されるゲートパッド部２６と、データライン４に接続されるデータパッド部
３４を具備する。
【０００９】
　薄膜トランジスタ６は、ゲートライン２に接続されたゲート電極８と、データライン４
に接続されたソース電極１０と、画素電極１８に接続されたドレイン電極１２と、ゲート
電極８と重畳されてソース電極１０とドレイン電極１２の間にチャンネルを形成する活性
層１４を具備する。活性層１４は、データパッド３６、ストレージ電極２２、データライ
ン４、ソース電極１０及びドレイン電極１２と重畳されるように形成されてソース電極１
０とドレイン電極１２の間のチャンネル部をさらに含む。活性層１４上には、データパッ
ド３６、ストレージ電極２２、データライン４、ソース電極１０及びドレイン電極１２と
オーミック接触のためのオーミック接触層４８がさらに形成される。このような薄膜トラ
ンジスタ６は、ゲートライン２に供給されるゲート信号に応答してデータライン４に供給
される画素電圧信号が画素電極１８に充電されて維持されるようになる。
【００１０】
　画素電極１８は保護膜５０を貫通する第１コンタクトホール１６を通して薄膜トランジ
スタ６のドレイン電極１２と接続される。画素電極１８は充電された画素電圧により図示
しない上部基板に形成される共通電極と電位差を発生させるようになる。この電位差によ
り薄膜トランジスタ基板と上部基板の間に位置する液晶が誘電異方性により回転するよう
になって、図示しない光源から画素電極１８を経由して入射される光を上部基板の方へ透
過させるようになる。
【００１１】
　ストレージキャパシタ２０は、前段ゲートライン２と、そのゲートライン２とゲート絶
縁膜４４、活性層１４及びオーミック接触層４８を間に置いて重畳されるストレージ電極
２２と、そのストレージ電極２２と保護膜５０を間に置いて重畳される共にその保護膜５
０に形成された第２コンタクトホール２４を経由して接続された画素電極１８で構成され
る。このようなストレージキャパシタ２０は画素電極１８に充電された画素電圧が次の画
素電圧が充電されるときまで安定的に維持されるようにする。
【００１２】
　ゲートライン２はゲートパッド部２６を通してゲートドライバー（図示しない）と接続
される。ゲートパッド部２６は、ゲートライン２から延長されるゲートパッド２８と、ゲ
ート絶縁膜４４及び保護膜５０を貫通する第３コンタクトホール３０を通してゲートパッ
ド２８に接続されたゲートパッド保護電極３２で構成される。
【００１３】
　データライン４はデータパッド部３４を通してデータドライバー（図示しない）と接続
される。データパッド部３４はデータライン４から延長されるデータパッド３６と、保護
膜５０を貫通する第４コンタクトホール３８を通してデータパッド３６と接続されたデー
タパッド保護電極４０で構成される。
【００１４】
　このような構成を持つ薄膜トランジスタアレイ基板は４マスク工程で形成される。図３
Ａ乃至図３Ｄは、薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を段階的に図示した断面図であ
る。図３Ａを参照すると、下部基板４２上にゲートパターンが形成される。下部基板４２
上にスパッタリング方法などの蒸着方法によりゲート金属層が形成される。引き継いて、
第１マスクを利用したフォトリソグラフィ工程とエッチング工程でゲート金属層がパター
ニングされることで、ゲートライン２、ゲート電極８、ゲートパッド２８を含むゲートパ
ターンが形成される。ゲート金属としては、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、アル
ミニウム系金属などの単一層又は二重層構造が利用される。
【００１５】
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　図３Ｂを参照すると、ゲートパターンが形成された下部基板４２上に、ゲート絶縁膜４
４、活性層１４、オーミック接触層４８、そしてソース／ドレインパターンが順次形成さ
れる。ゲートパターンが形成された下部基板４２上に、ＰＥＣＶＤ（plasma enhanced ch
emical vapor deposition：プラズマ化学気相成長）法、スパッタリングなどの蒸着方法
を通してゲート絶縁膜４４、非晶質シリコン層、ｎ+非晶質シリコン層、そしてソース／
ドレイン金属層が順次形成される。そして、ソース／ドレイン金属層の上に、第２マスク
を利用したフォトリソグラフィ工程でフォトレジストパターンを形成するようになる。こ
の場合、第２マスクとしては薄膜トランジスタのチャンネル部に回折露光部を持つ回折露
光マスクを利用することでチャンネル部のフォトレジストパターンが他のソース／ドレイ
ンパターン部より低い高さを持つようにする。
【００１６】
　引き継いて、フォトレジストパターンを利用した湿式エッチング工程でソース／ドレイ
ン金属層がパターニングされることで、データライン４、ソース電極１０、そのソース電
極１０と一体化されたドレイン電極１２、ストレージ電極２２を含むソース／ドレインパ
ターンが形成される。その後、同一なフォトレジストパターンを利用した乾式エッチング
工程でｎ+非晶質シリコン層と非晶質シリコン層が共にパターニングされることでオーミ
ック接触層４８と活性層１４が形成される。
【００１７】
　そして、チャンネル部で相対的に低い高さを持つフォトレジストパターンがアッシング
（ashing）工程で除去された後、乾式エッチング工程でチャンネル部のソース／ドレイン
パターン及びオーミック接触層４８がエッチングされる。これにより、チャンネル部の活
性層１４が露出されてソース電極１０とドレイン電極１２が分離される。引き継いて、ス
トリップ工程でソース／ドレインパターン部の上に残っているフォトレジストパターンが
除去される。
【００１８】
　ゲート絶縁膜４４の材料としては、酸化シリコン（ＳｉＯｘ）、又は窒化シリコン（Ｓ
ｉＮｘ）などの無機絶縁物質が利用される。ソース／ドレイン金属としては、モリブデン
（Ｍｏ）、チタン、タンタル、モリブデン合金（Ｍｏ alloy）などが利用される。
【００１９】
　図３Ｃを参照すると、ソース／ドレインパターンが形成されたゲート絶縁膜４４上に、
第１乃至第４コンタクトホール（１６、２４、３０、３８）を含む保護膜５０が形成され
る。
【００２０】
　ソース／ドレインパターンが形成されたゲート絶縁膜４４上にＰＥＣＶＤなどの蒸着方
法で保護膜５０が全面形成される。保護膜５０は第３マスクを利用したフォトリソグラフ
ィ工程とエッチング工程でパターニングされることで第１乃至第４コンタクトホール（１
６、２４、３０、３８）が形成される。第１コンタクトホール１６は保護膜５０を貫通し
てドレイン電極１２が露出するように形成され、第２コンタクトホール２４は保護膜５０
を貫通してストレージ電極２２が露出するように形成される。第３コンタクトホール３０
は保護膜５０及びゲート絶縁膜４４を貫通してゲートパッド２８が露出するように形成さ
れる。第４コンタクトホール３８は保護膜５０を貫通してデータパッド３６が露出するよ
うに形成される。
【００２１】
　保護膜５０の材料としてはゲート絶縁膜４４のような無機絶縁物質や誘電常数が小さい
アクリル（acryl）系有機化合物、ＢＣＢ又はＰＦＣＢなどのような有機絶縁物質が利用
される。
【００２２】
　図３Ｄを参照すると、保護膜５０上に透明電極パターンが形成される。保護膜５０上に
スパッタリングなどの蒸着方法で透明電極物質が全面蒸着される。引き継いて、第４マス
クを利用したフォトリソグラフィ工程とエッチング工程を通して透明電極物質がパターニ
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ングされることで画素電極１８、ゲートパッド保護電極３２、データパッド保護電極４０
を含む透明電極パターンが形成される。画素電極１８は第１コンタクトホール１６を通し
てドレイン電極１２と電気的に接続されて、第２コンタクトホール２４を通して前段ゲー
トライン２と重畳されるストレージ電極２２と電気的に接続される。ゲートパッド保護電
極３２は第３コンタクトホール３０を通してゲートパッド２８と電気的に接続される。デ
ータパッド保護電極４０は第４コンタクトホール３８を通してデータパッド３６と電気的
に接続される。透明電極物質としてはインジウムスズ酸化物（Indium Tin Oxide：ITO）
やスズ酸化物（Tin Oxide：TO）、又はインジウム亜鉛酸化物（Indium Zinc Oxide：IZO
）が利用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　このように従来の薄膜トランジスタ基板及びその製造方法は、４マスク工程を採用する
ことで５マスク工程を利用した場合より製造工程数を減らすことと共に、それに比例する
製造単価を節減することができるようになる。しかし、４マスク工程もやはり製造工程が
複雑で原価節減に限界があるので製造工程をさらに単純化して製造単価をさらに減らすこ
とができる薄膜トランジスタアレイ基板及びその製造方法が要求される。
【００２４】
　従って、本発明の目的は、３マスク工程を採用して基板構造及び製造工程を単純化させ
ることができる薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　前記の目的を達成するために、本発明に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は
、第１マスク工程を利用して基板上に薄膜トランジスタのゲート電極、ゲート電極に接続
されるゲートライン、ゲートラインに接続されるゲートパッドを含むゲートパターンを形
成する段階と、前記ゲートパターンが形成された基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と
、第２マスク工程を利用して前記ゲート絶縁膜上に前記薄膜トランジスタのソース電極及
びドレイン電極、前記ソース電極と接続されるデータライン、前記データラインと接続さ
れるデータパッド、前記ゲートラインと重畳される領域に形成されたストレージ電極を含
むソース／ドレインパターンと、前記ソース／ドレインパターンに沿ってその下部に位置
する半導体パターンを形成する段階と、第３マスク工程を利用して前記ドレイン電極とス
トレージ電極に接続されると共に、前記基板上に直接位置する画素電極、前記ゲートパッ
ドを覆うゲートパッド保護電極、前記データパッドを覆うデータパッド保護電極を含む透
明電極パターンと、前記透明電極パターンが形成された領域を除去した領域に前記透明電
極パターンと重畳することなくゲート絶縁パターンと保護膜パターンを形成する段階を含
み、前記第３マスク工程は、前記ソース／ドレインパターンが形成された基板上に保護膜
を形成する段階と、前記第３マスクを利用してフォトレジストパターンを形成する段階と
、前記フォトレジストパターンを利用して前記保護膜とゲート絶縁膜をパターニングして
前記ゲート絶縁パターンと保護膜パターンを形成する段階と、前記フォトレジストパター
ンが残っている基板の上に透明電極物質を蒸着する段階と、前記フォトレジストパターン
と、その上の透明電極物質をストリップ工程で除去して透明電極パターンを形成する段階
とを含み、前記保護膜パターンは、前記ドレイン電極及びストレージ電極を部分的に露出
させて前記画素電極と接続されるようにする段階を含むことを特徴とする。
　また、他の発明に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は、薄膜トランジスタア
レイ基板の製造方法は、第１マスク工程を利用して基板上に薄膜トランジスタのゲート電
極、ゲート電極に接続されるゲートライン、ゲートラインに接続されるゲートパッドを形
成する段階と、前記ゲートパッドが形成された基板上にゲート絶縁膜を形成する段階と、
第２マスク工程を利用して前記ゲート絶縁膜上に前記薄膜トランジスタのソース電極及び
ドレイン電極、前記ソース電極と接続されるデータライン、前記データラインと接続され
るデータパッド、前記ゲートラインと重畳される領域にストレージ電極を形成する段階と
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、第３マスク工程を利用して前記ドレイン電極とストレージ電極に接続されると共に、前
記基板上に直接位置する画素電極、前記ゲートパッドを覆うゲートパッド保護電極、前記
データパッドを覆うデータパッド保護電極を含む透明電極と、前記透明電極が形成された
領域を除外した領域に前記透明電極と重畳することなくゲート絶縁パターンと保護膜パタ
ーンを形成する段階とを含み、前記第３マスク工程は、前記ストレージ電極が形成された
基板上に保護膜を形成する段階と、前記第３マスクを利用してフォトレジストパターンを
形成する段階と、前記フォトレジストパターンを利用して前記保護膜とゲート絶縁膜をパ
ターニングして前記ゲート絶縁パターンと保護膜パターンを形成する段階と、前記フォト
レジストパターンが残っている基板の上に透明電極物質を蒸着する段階と、前記フォトレ
ジストパターンとその上の透明電極物質をストリップ工程で除去して透明電極パターンを
形成する段階とを含み、前記保護膜パターンは、前記ドレイン電極及びストレージ電極を
部分的に露出させて前記画素電極と接続されるようにする段階を含むことを特徴とする。

【発明の効果】
【００３９】
　本発明に係る薄膜トランジスタアレイ基板及び製造方法は、３マスクを採用して基板構
造及び製造工程をさらに単純化させることで製造単価をさらに節減することができる共に
製造収率を向上させることができる。特に、本発明に係る薄膜トランジスタアレイ基板及
び製造方法はゲート絶縁膜及び保護膜のパターニング工程に利用されたフォトレジストパ
ターンのストリップ工程でその上の透明電極をパターニングして透明電極パターンを形成
することで、マスク工数を減らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　実施の形態
　前記目的以外の本発明の他の目的及び利点は、添付した図面を参照した本発明の好まし
い実施の形態についての詳細な説明を通して明らかになる。
　以下、発明の実施の形態を、添付した図４乃至図８を参照して詳しく説明する。
　図４は、本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板を図示した平面図であ
り、図５は、図４に図示した薄膜トランジスタアレイ基板をII-II'線に沿って切断して図
示した断面図である。
【００４１】
　図４及び図５に図示した薄膜トランジスタアレイ基板は、下部基板８８上にゲート絶縁
パターン９０を間に置いて交差するように形成されたゲートライン５２及びデータライン
５８と、その交差部ごとに形成された薄膜トランジスタ８０と、その交差構造により用意
されたセル領域に形成された画素電極７２を具備する。そして、薄膜トランジスタアレイ
基板は、画素電極７２に接続されたストレージ電極６６と前段ゲートライン５２の重畳部
に形成されたストレージキャパシタ７８と、ゲートライン５２に接続されるゲートパッド
部８２と、データライン５８に接続されるデータパッド部８４を具備する。
【００４２】
　薄膜トランジスタ８０は、ゲートライン５２に接続されたゲート電極５４と、データラ
イン５８に接続されたソース電極６０と、画素電極７２に接続されたドレイン電極６２と
、ゲート電極５４とゲート絶縁パターン９０を間に置いて重畳されて、ソース電極６０と
ドレイン電極６２の間にチャンネル７０を形成する活性層９２を含む半導体パターンを具
備する。このような薄膜トランジスタ８０は、ゲートライン５２に供給されるゲート信号
に応答してデータライン５８に供給される画素電圧信号が画素電極７２に充電されて維持
されるようになる。
【００４３】
　半導体パターンは、ソース電極６０とドレイン電極６２の間のチャンネル部を含みなが
ら、ソース電極６０、ドレイン電極６２、データライン５８、そしてデータパッド６４と
重畳されて、ストレージ電極６６と重畳される部分を含んでゲート絶縁パターン９０を間
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に置いてゲートライン５２とは部分的に重畳されるように形成された活性層９２を具備す
る。そして、半導体パターンは、活性層９２上にソース電極６０、ドレイン電極６２、ス
トレージ電極６６、データライン５８、そしてデータパッド６４とのオーミック接触のた
めに形成されたオーミック接触層９４をさらに具備する。
【００４４】
　画素電極７２は保護膜パターン９８の外部に露出された薄膜トランジスタ８０のドレイ
ン電極６２と接続される。画素電極７２は充電された画素電圧により図示しない上部基板
に形成される共通電極と電位差を発生させるようになる。この電位差により薄膜トランジ
スタ基板と上部基板の間に位置する液晶が誘電異方性により回転するようになって図示し
ない光源から画素電極７２を経由して入射される光を上部基板の方へ透過させるようにな
る。
【００４５】
　ストレージキャパシタ７８は、前段ゲートライン５２と、そのゲートライン５２とゲー
ト絶縁パターン９０、活性層９２及びオーミック接触層９４を間に置いて重畳されて画素
電極７２と接続されたストレージ電極６６で構成される。ここで、画素電極７２は保護膜
９８外部に露出されたストレージ電極６６と接続される。このようなストレージキャパシ
タ７８は画素電極７２に充電された画素電圧が次の画素電圧が充電されるまで安定的に維
持されるようにする。
【００４６】
　ゲートライン５２はゲートパッド部８２を通してゲートドライバー（図示しない）と接
続される。ゲートパッド部８２は、ゲートライン５２から延長されるゲートパッド５６と
、ゲートパッド５６上に接続されたゲートパッド保護電極７４で構成される。
【００４７】
　データライン５８はデータパッド部８４を通してデータドライバー（図示しない）と接
続される。データパッド部８４はデータライン５８から延長されるデータパッド６４とデ
ータパッド６４上に接続されたデータパッド保護電極７６で構成される。また、データパ
ッド部８４はデータパッド６４と下部基板８８の間に形成されたゲート絶縁パターン９０
、活性層９２、そしてオーミック接触層９４をさらに含む。ゲート絶縁パターン９０と保
護膜パターン９８は画素電極７２とゲートパッド保護電極７４及びデータパッド保護電極
７６が形成されない領域に形成される。
【００４８】
　このような構成を持つ薄膜トランジスタアレイ基板は、３マスク工程で形成される。３
マスク工程を利用した本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板製造方法は
、ゲートパターンを形成するための第１マスク工程と、半導体パターン及びソース／ドレ
インパターンを形成するための第２マスク工程と、ゲート絶縁パターン９０と保護膜９８
パターン及び透明電極パターンを形成するための第３マスク工程を含むようになる。
【００４９】
　図６Ａ乃至図８Ｄは、本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板製造方法
を段階的に図示した平面図と断面図である。図６Ａ及び図６Ｂは、本発明の実施の形態に
係る薄膜トランジスタアレイ基板製造方法の中から第１マスク工程で下部基板８８上に形
成されたゲートパターンを図示した平面図及び断面図である。
【００５０】
　下部基板８８上にスパッタリング方法などの蒸着方法を通してゲート金属層が形成され
る。引き継いて、第１マスクを利用したフォトリソグラフィ工程とエッチング工程でゲー
ト金属層がパターニングされることで、ゲートライン５２、ゲート電極５４、ゲートパッ
ド５６を含むゲートパターンが形成される。ゲート金属としてはＣｒ、ＭｏＷ、Ｃｒ／Ａ
ｌ、Ｃｕ、Ａｌ（Ｎｄ）、Ｍｏ／Ａｌ、Ｍｏ／Ａｌ（Ｎｄ）、Ｃｒ／Ａｌ（Ｎｄ）などの
単一層又は二重層構造が利用される。
【００５１】
　図７Ａ乃至図７Ｃは、本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方



(9) JP 4107662 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

法の中から第２マスク工程で形成されたソース／ドレインパターン、半導体パターンを含
む基板の平面図及び断面図である。
【００５２】
　具体的に、ゲートパターンが形成された下部基板８８上にＰＥＣＶＤ、スパッタリング
などの蒸着方法を通してゲート絶縁層９０ａ、非晶質シリコン層、ｎ+非晶質シリコン層
、そしてソース／ドレイン金属層が順次形成される。ゲート絶縁層９０ａの材料としては
酸化シリコン（ＳｉＯｘ）、または窒化シリコン（ＳｉＮｘ）などの無機絶縁物質が利用
される。ソース／ドレイン金属としてはモリブデン（Ｍｏ）、チタン、タンタル、モリブ
デン合金（Ｍｏ alloy）などが利用される。
【００５３】
　引き継いて、第２マスクを利用したフォトリソグラフィ工程とエッチング工程で図７Ｂ
に図示したようにフォトレジストパターン７１ｂを形成するようになる。この場合、第２
マスクとしては薄膜トランジスタのチャンネル部に回折露光部を持つ回折露光マスクを利
用することでチャンネル部のフォトレジストパターンがソース／ドレインパターン部より
低い高さを持つようにする。
【００５４】
　引き継いて、図７Ｃを参照すると、フォトレジストパターン７１ｂを利用した湿式エッ
チング工程でソース／ドレイン金属層がパターニングされることでデータライン５８、ソ
ース電極６０、そのソース電極６０と一体化されたドレイン電極６２、ストレージ電極６
４を含むソース／ドレインパターンが形成される。
【００５５】
　その後に、同一なフォトレジストパターン７１ｂを利用した乾式エッチング工程でｎ+
非晶質シリコン層と非晶質シリコン層が共にパターニングされることでオーミック接触層
９４と活性層９２が形成される。そして、チャンネル部で相対的に低い高さを持つフォト
レジストパターン７１ａがアッシング（ashing）工程で除去された後、乾式エッチング工
程でチャンネル部のソース／ドレインパターン及びオーミック接触層９４がエッチングさ
れる。これにより、チャンネル部の活性層９２が露出されてソース電極６０とドレイン電
極６２が分離される。引き継いて、ストリップ工程でソース／ドレインパターン部上に残
っているフォトレジストパターンが除去される。
【００５６】
　図８Ａ乃至図８Ｄは、本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板製造方法
の中から第３マスク工程で形成されたゲート絶縁パターン９０と保護膜パターン９８及び
透明電極パターンを含む基板の平面図及び断面図である。
【００５７】
　具体的に、ソース／ドレインパターンが形成されたゲート絶縁膜９０ａ上にスパッタリ
ングなどの蒸着方法でＳｉＮｘ、ＳｉＯｘのような無機絶縁物質や誘電常数が小さいアク
リル（acryl）系有機化合物、ＢＣＢまたは、ＰＦＣＢなどのような有機絶縁物質が利用
される保護膜９８ａが全面蒸着されて、保護膜９８ａ上にフォトレジストが全面塗布され
る。引き継いて、第３マスクを利用したフォトリソグラフィ工程で図８Ｂに図示したよう
にフォトレジストパターン７１ｃが形成される。引き継いて、フォトレジストパターン７
１ｃをマスクで保護膜９８ａ及びゲート絶縁膜９０ａがパターニングされて、以後、透明
電極パターンが残って形成される領域を除外した余りの領域にゲート絶縁パターン９０及
び保護膜パターン９８が形成される。
【００５８】
　引き継いて、フォトレジストパターン７１ｃが残っている基板８８上に図８Ｃに図示し
たようにスパッタリングなどの蒸着方法で透明電極物質７４ａが全面蒸着される。透明電
極物質７４ａとしてはインジウムスズ酸化物（Indium Tin Oxide：ITO）やスズ酸化物（T
in Oxide：TO）、またはインジウム亜鉛酸化物（Indium Zinc Oxide：IZO）が利用される
。透明電極物質７４ａが全面蒸着された薄膜トランジスタアレイ基板において、リフトオ
フ（lift 0ff）方法を利用したストリップ工程によりフォトレジストパターン７１ｃは除
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去される。この際、フォトレジストパターン７１ｃ上に蒸着された透明電極物質７４ａは
フォトレジストパターン７１ｃが離れながら一緒に除去されて図８Ｄに図示したようにゲ
ートパッド保護電極７４、画素電極７２及びデータパッド保護電極７６を含む透明電極パ
ターンが形成される。
【００５９】
　ゲートパッド保護電極７４はゲートパッド５６を覆うように形成され、画素電極７２は
薄膜トランジスタのドレイン電極６２及びストレージキャパシタ７８のストレージ電極６
６と電気的に接続され、データパッド保護電極７６はデータパッド６４と電気的に接続さ
れる。
【００６０】
　以上説明した内容を通して当業者であれば本発明の技術思想を逸脱しない範囲で多様な
変更及び修正が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】通常の薄膜トランジスタアレイ基板の一部分を図示した平面図。
【図２】図１に図示した薄膜トランジスタアレイ基板をI－I'線に沿って切断して図示し
た断面図。
【図３Ａ】図２に図示した薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を段階的に図示した断
面図。
【図３Ｂ】図２に図示した薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を段階的に図示した断
面図。
【図３Ｃ】図２に図示した薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を段階的に図示した断
面図。
【図３Ｄ】図２に図示した薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を段階的に図示した断
面図。
【図４】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板を図示した平面図。
【図５】図４に図示した薄膜トランジスタアレイ基板をII－II'線に沿って切断して図示
した断面図。
【図６Ａ】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を示す断面
図。
【図６Ｂ】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を示す断面
図。
【図７Ａ】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を示す断面
図。
【図７Ｂ】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を示す断面
図。
【図７Ｃ】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を示す断面
図。
【図８Ａ】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を示す断面
図。
【図８Ｂ】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を示す断面
図。
【図８Ｃ】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を示す断面
図。
【図８Ｄ】本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法を示す断面
図。
【符号の説明】
【００６２】
　２、５２：ゲートライン、４，５８：データライン、６，８０：薄膜トランジスタ、８
、５４：ゲート電極、１０、６０：ソース電極、１２、６２：ドレイン電極、１４、９２
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：活性層、１６：第１コンタクトホール、１８、７２：画素電極、２０、７８：ストレー
ジキャパシタ、２２、６６：ストレージ電極、２４：第２コンタクトホール、２６、８２
：ゲートパッド部、２８，５６：ゲートパッド、３０：第３コンタクトホール、３２、７
４：ゲートパッド保護電極、３４、８４：データパッド部、３６、６４：データパッド、
３８：第４コンタクトホール、４０、７６：データパッド保護電極、４２、８８：下部基
板、４４：ゲート絶縁膜、４８、９４：オーミック接触層。

【図１】 【図２】



(12) JP 4107662 B2 2008.6.25
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【図３Ｃ】 【図３Ｄ】
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【図４】 【図５】

【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図７Ｃ】 【図８Ａ】
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【図８Ｄ】
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