
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主表面内に画像表示領域が画定され、その外側の一部に端子領域が画定された第１の基
板と、
　前記第１の基板の主表面内の前記画像表示領域上に配置された複数本の第１のバスライ
ンと、
　前記第１のバスラインを覆うように、前記第１の基板の主表面上に配置された第１の絶
縁膜と、
　前記第１のバスラインの各々に対応して前記第１の基板の端子領域上に設けられ、前記
第１の絶縁膜を貫通して前記第１のバスラインの上面まで達する第１のコンタクトホール
を経由し、対応する前記第１のバスラインに電気的に接続された外部端子と、
　前記外部端子の上面のうち少なくとも前記第１の基板の外周側の端部近傍の領域を被覆
しないように、前記外部端子の上面の一部を被覆する絶縁材料からなる保護膜と
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、
　前記画像表示領域上に、前記第１のバスラインと交差するように形成された複数の第２
のバスラインと、
　前記画像表示領域上に、前記第１のバスラインと第２のバスラインとの交差箇所の各々
に対応して配置された画素電極と、
　前記画素電極の各々を、対応する第１及び第２のバスラインのうち一方のバスラインに
接続し、他方のバスラインに印加される信号によって導通状態を制御されるスイッチング
素子と、



　

を有する液晶表示装置用基板。
【請求項２】
　

【請求項３】
　前記スイッチング素子が、前記第１の絶縁膜で覆われており、前記画素電極が、前記第
１の絶縁膜上に配置され、該第１の絶縁膜に形成された第２のコンタクトホールを経由し
て前記スイッチング素子に接続されており、前記外部端子と前記画素電極とが同一材料で
形成されている請求項 に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項４】
　前記スイッチング素子が、前記第１の絶縁膜で覆われており、さらに、前記画素電極の
各々と、対応する前記スイッチング素子とを、前記第１の絶縁膜に設けられた第２のコン
タクトホールを経由して電気的に接続する画素接続配線と、前記画素接続配線の上面を覆
う被覆膜とを有し、前記外部端子が、前記端子領域上に配置された外部接続部と、該外部
接続部を前記第１のバスラインに電気的に接続する内部接続部とを含み、前記保護膜が前
記内部接続部の上面を被覆している請求項 に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項５】
　前記画素接続配線と前記内部接続部とが同一材料で形成され、前記画素電極と前記外部
接続部とが同一材料で形成され、前記保護膜と前記被覆膜とが同一材料で形成されている
請求項 に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項６】
　さらに、前記画素電極の上に配置され 前記画素接
続配線と同一材料で形成された下層と、前記被覆膜と同一材料で形成された上層との積層
構造とされ 請求項 または に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項７】
　さらに 第２の基板をその法線方向から見たとき、該第２の基板の縁の一部が前記
保護膜内を通過するように配置されている第２の基板と、前記第２の基板を、その周辺部
において前記第１の基板に固着させ、該第１の基板と第２の基板との間の間隙をその外周
において封止する封止部材と、前記第１の基板と第２の基板との間の間隙内に充填された
液晶材料とを有する請求項１～ のいずれか に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項８】
　第１の基板を準備する工程であって、該第１の基板の主表面内に画像表示領域が画定さ
れ、その外側の一部に端子領域が画定されており、該画像表示領域上に配置された複数本
の第１のバスラインと、該第１のバスラインを覆うように、前記第１の基板の主表面上に
配置された第１の絶縁膜と、前記第１のバスラインの各々に対応して前記第１の基板の端
子領域上に設けられ、前記第１の絶縁膜を貫通して前記第１のバスラインの上面まで達す
る第１のコンタクトホールを経由し、対応する前記第１のバスラインに電気的に接続され
た外部端子と、前記外部端子の上面のうち少なくとも前記第１の基板の外周側の端部近傍
の領域を被覆しないように、前記外部端子の上面の一部を被覆する絶縁材料からなる保護
膜と、前記画像表示領域上に、前記第１のバスラインと交差するように形成された複数の

10

20

30

40

50

(2) JP 4004672 B2 2007.11.7

前記画素電極の上に列方向に延在するジグザグパターンに配置され、前記保護膜と同一
材料で形成された第１の土手状突起パターンと、
　前記第１の基板の主表面に対向し、その間に液晶材料を介して該主表面からある間隔を
隔てて配置され、前記第１の基板に対向する面上に共通電極が形成された第２の基板と、
　前記第２の基板上の前記第１の基板と対向する面上に、前記第１の土手状突起パターン
と同様に列方向に延在するジグザグパターンを有し、相互に隣り合う２本の第１の土手状
突起パターンの中央に配置された第２の土手状突起パターンと、
　前記第１および第２の基板の対向面上に、前記第１および第２の土手状突起パターンを
それぞれ覆うように形成された垂直配向膜と

前記第１および第２の土手状突起パターンが１画素内でそれぞれ１つ以上の折れ曲げ部
を有し、１画素内に液晶分子の傾斜方向の揃った複数のドメインが形成されている請求項
１に記載の液晶表示装置用基板

１

１

４

た前記第１の土手状突起パターンが、

ている ４ ５

、前記

６ １項



第２のバスラインと、前記画像表示領域上に、前記第１のバスラインと第２のバスライン
との交差箇所の各々に対応して配置された画素電極と、前記画素電極の各々を、対応する
第１及び第２のバスラインのうち一方のバスラインに接続し、他方のバスラインに印加さ
れる信号によって導通状態を制御されるスイッチング素子と

が
形成された前記第１の基板を準備する工程と、
　 表面上に 共通電極

が形成された第２の基板を準備する工程と、
　前記第１の基板の主表面に前記第２の基 ある間隔を隔てて対向するように、前記第
１の基板と第２の基板とを配置し、前記保護膜の上面のうち、少なくとも前記第１の基板
の外周側の一部の領域を封止部材が被覆しないように、前記第１の基板と第２の基板とを
該封止部材で固着させる工程と、
　前記第２の基板の縁近傍の部分を切り落とす工程であって、切り落とされた後の第２の
基板の新たな縁が、前記第１の基板の法線方向から見たとき、前記保護膜の内部を通過す
るように切り落とす工程と
を有する液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置用基板及びその製造方法であって、基板の縁近傍に外部回路との
接続用端子が設けられた液晶表示装置用基板及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図８は、従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の、外部との接続用端子部分の断面
図を示す。ガラス基板１００の表面上に、ゲート絶縁膜１０１が形成されている。ゲート
絶縁膜１０１は、各画素の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）のゲート絶縁膜として機能する。
ゲート絶縁膜１０１の上に、ドレインバスライン１０２が形成されている。ドレインバス
ライン１０２は、ＴＦＴのドレイン電極に接続されている。
【０００３】
ドレインバスライン１０２を覆うように、ゲート絶縁膜１０１の上に絶縁膜１０３が形成
されている。絶縁膜１０３の、外周近傍の領域上に、外部端子１０４が形成されている。
外部端子１０４は、絶縁膜１０３に設けられたコンタクトホール１０５を経由してドレイ
ンバスライン１０２に接続されている。
【０００４】
ガラス基板１００に、ある間隔を隔てて対向するように、対向基板１１０が配置されてい
る。対向基板１１０は、その縁の近傍において、接着剤１１５によりガラス基板１００に
固着されている。外部端子１０４の上面のうち基板の外周側の領域は接着剤１１５による
接着箇所よりも外側に配置され、露出する。ガラス基板１００と対向基板１１０との間に
、液晶材料１１８が充填されている。
【０００５】
対向基板１１０をガラス基板１００に対向させて固着させる際には、基板法線方向から見
たとき、対向基板１１０の縁が、ガラス基板１００の対応する縁にほぼ重なるように配置
する。対向基板１１０がガラス基板１００に固着した後に、対向基板１１０の縁の近傍の
部分１１０ａを切り落とす。対向基板１１０の縁近傍部分１１０ａを切り落とすことによ
り、外部端子１０４を外部の駆動回路に接続することが可能になる。
【０００６】
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、前記画素電極の上に列方向
に延在するジグザグパターンに配置され、前記保護膜と同一材料で形成された第１の土手
状突起パターンと、該第１の土手状突起パターンを覆うように形成された垂直配向膜と

第２の基板を準備する工程であって、該第２の基板の 形成された と、
該共通電極の上に、前記第１の基板の第１の土手状突起パターンと同様のジグザグパター
ンを有し、相互に隣り合う２本の第１の土手状突起パターンの中央に対向して配置された
第２の土手状突起パターンと、該第２の土手状突起パターンを覆うように形成された垂直
配向膜と

板が



【発明が解決しようとする課題】
対向基板１１０の縁の近傍の部分１１０ａを切り落とす時に、外部端子１０４が損傷を受
け、断線する場合がある。また、対向基板１１０の対向面上には、共通電極が形成されて
いる。切り落とし時に発生する導電性のゴミにより、外部端子１０４と共通電極とが短絡
する場合も起こり得る。
【０００７】
本発明の目的は、外部端子が形成された基板に対向する基板の縁の近傍部分を切り落とす
時に、外部端子が損傷を受けにくい液晶表示装置用基板及びその製造方法を提供すること
である。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明の一観点によると、主表面内に画像表示領域が画定され、その外側の一部に端子
領域が画定された第１の基板と、前記第１の基板の主表面内の前記画像表示領域上に配置
された複数本の第１のバスラインと、前記第１のバスラインを覆うように、前記第１の基
板の主表面上に配置された第１の絶縁膜と、前記第１のバスラインの各々に対応して前記
第１の基板の端子領域上に設けられ、前記第１の絶縁膜を貫通して前記第１のバスライン
の上面まで達する第１のコンタクトホールを経由し、対応する前記第１のバスラインに電
気的に接続された外部端子と、前記外部端子の上面のうち少なくとも前記第１の基板の外
周側の端部近傍の領域を被覆しないように、前記外部端子の上面の一部を被覆する絶縁材
料からなる保護膜と

を有する液晶表示装置用基板が提供される。
【０００９】
外部端子の一部が保護膜で覆われているため、次工程以降の処理及び加工において、外部
端子の受ける損傷を抑制することができる。また、外部端子の外周側の領域は保護膜で覆
われていないため、この部分において、外部端子と外部の回路とを接続することができる
。
【００１０】
　本発明の他の観点によると、第１の基板を準備する工程であって、該第１の基板の主表
面内に画像表示領域が画定され、その外側の一部に端子領域が画定されており、該画像表
示領域上に配置された複数本の第１のバスラインと、該第１のバスラインを覆うように、
前記第１の基板の主表面上に配置された第１の絶縁膜と、前記第１のバスラインの各々に
対応して前記第１の基板の端子領域上に設けられ、前記第１の絶縁膜を貫通して前記第１
のバスラインの上面まで達する第１のコンタクトホールを経由し、対応する前記第１のバ
スラインに電気的に接続された外部端子と、前記外部端子の上面のうち少なくとも前記第
１の基板の外周側の端部近傍の領域を被覆しないように、前記外部端子の上面の一部を被
覆する絶縁材料からなる保護膜と、前記画像表示領域上に、前記第１のバスラインと交差
するように形成された複数の第２のバスラインと、前記画像表示領域上に、前記第１のバ
スラインと第２のバスラインとの交差箇所の各々に対応して配置された画素電極と、前記
画素電極の各々を、対応する第１及び第２のバスラインのうち一方のバスラインに接続し
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、前記画像表示領域上に、前記第１のバスラインと交差するように形
成された複数の第２のバスラインと、前記画像表示領域上に、前記第１のバスラインと第
２のバスラインとの交差箇所の各々に対応して配置された画素電極と、前記画素電極の各
々を、対応する第１及び第２のバスラインのうち一方のバスラインに接続し、他方のバス
ラインに印加される信号によって導通状態を制御されるスイッチング素子と、前記画素電
極の上に列方向に延在するジグザグパターンに配置され、前記保護膜と同一材料で形成さ
れた第１の土手状突起パターンと、前記第１の基板の主表面に対向し、その間に液晶材料
を介して該主表面からある間隔を隔てて配置され、前記第１の基板に対向する面上に共通
電極が形成された第２の基板と、前記第２の基板上の前記第１の基板と対向する面上に、
前記第１の土手状突起パターンと同様のジグザグパターンを有し、相互に隣り合う２本の
第１の土手状突起パターンの中央に配置された第２の土手状突起パターンと、前記第１お
よび第２の基板の対向面上に、前記各土手状突起パターンをそれぞれ覆うように形成され
た垂直配向膜と



、他方のバスラインに印加される信号によって導通状態を制御されるスイッチング素子と

が形成された前記第１の基板を準備する工程と、
表面上に 共通電極

が形成
された第２の基板を準備する工程と、前記第１の基板の主表面に前記第２の基 ある間
隔を隔てて対向するように、前記第１の基板と第２の基板とを配置し、前記保護膜の上面
のうち、少なくとも前記第１の基板の外周側の一部の領域を封止部材が被覆しないように
、前記第１の基板と第２の基板とを該封止部材で固着させる工程と、前記第２の基板の縁
近傍の部分を切り落とす工程であって、切り落とされた後の第２の基板の新たな縁が、前
記第１の基板の法線方向から見たとき、前記保護膜の内部を通過するように切り落とす工
程とを有する液晶表示装置の製造方法が提供される。
【００１１】
外部端子の一部が保護膜で覆われているため、第２の基板の縁近傍の部分を切り落とす際
に、外部端子が損傷を受けにくくなる。これにより、外部端子の導通不良の発生を抑制す
ることができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図１は、第１の実施例によるホメオトロピック型液晶表示装置の平面図を示す。ガラス基
板１の面内に、画像表示領域２が画定され、その外側の一部に端子領域３が画定されてい
る。複数のゲートバスライン５が図の行方向（横方向）に延在する。相互に隣り合う２本
のゲートバスラン５の間に、行方向に延在する容量バスライン６が配置されている。ゲー
トバスライン５と容量バスライン６をゲート絶縁膜が覆う。このゲート絶縁膜の上に、図
の列方向（縦方向）に延在する複数のデータバスライン７が配置されている。
【００１３】
ゲートバスライン５とデータバスライン７との交差箇所に対応して、薄膜トランジスタ（
ＴＦＴ）１０が設けられている。ＴＦＴ１０のドレイン電極は、対応するデータバスライ
ン７に接続されている。ゲートバスライン５が、対応するＴＦＴ１０のゲート電極を兼ね
る。
【００１４】
データバスライン７とＴＦＴ１０とを層間絶縁膜が覆う。２本のゲートバスライン５と２
本のデータバスライン７とに囲まれた領域内に、画素電極１２が配置されている。画素電
極１２は、対応するＴＦＴ１０のソース領域に接続されている。
【００１５】
容量バスライン６から分岐した補助容量支線１４が、画素電極１２の縁に沿って延在して
いる。容量バスライン６及び補助容量支線１４は、画素電極１２との間で補助容量を形成
する。容量バスライン６の電位は固定されている。
【００１６】
データバスライン７の電位が変動すると、浮遊容量に起因する容量結合により画素電極１
２の電位が変動する。図１の構成では、画素電極１２が補助容量を介して容量バスライン
６に接続されているため、画素電極１２の電位変動を低減することができる。
【００１７】
ＴＦＴが形成されたガラス基板１及び対向基板の対向面上に、それぞれ列方向に延在する
ジグザグパターンに沿って第１の突起パターン１６及び第２の突起パターン１８が形成さ
れている。図１では、第１の突起パターン１６と第２の突起パターン１８とを区別するた
めに、第１の突起パターン１６にハッチを付している。第１の突起パターン１６は行方向
に等間隔で配列し、その折れ曲がり点は、ゲートバスライン５及び容量バスライン６の上
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、前記画素電極の上に列方向に延在するジグザグパターンに配置され、前記保護膜と同一
材料で形成された第１の土手状突起パターンと、該第１の土手状突起パターンを覆うよう
に形成された垂直配向膜と 第２の基板を
準備する工程であって、該第２の基板の 形成された と、該共通電極の上
に、前記第１の基板の第１の土手状突起パターンと同様のジグザグパターンを有し、相互
に隣り合う２本の第１の土手状突起パターンの中央に対向して配置された第２の土手状突
起パターンと、該第２の土手状突起パターンを覆うように形成された垂直配向膜と

板が



に位置する。第２の突起パターン１８は、第１の突起パターン１６とほぼ同様のパターン
を有し、相互に隣り合う２本の第１の突起パターン１６のほぼ中央に配置されている。
【００１８】
図１の下方の端子領域３内に、データバスライン７の各々に対応してデータ端子２０が配
置され、左方の端子領域３内に、ゲートバスライン５の各々に対応してゲート端子２１が
配置されている。各データ端子２０は、コンタクトホール２４を経由して対応するデータ
バスライン７に接続されている。各ゲート端子２１は、コンタクトホール２５を経由して
対応するゲートバスライン５に接続されている。ゲートバスライン５及びデータバスライ
ン７は、それぞれゲート端子２１及びデータ端子２０を介して外部の駆動回路に接続され
る。
【００１９】
データ端子２０のほぼ中央を行方向に横切るように、保護膜２６が配置されている。保護
膜２６は、データ端子２０の上面のうち、ガラス基板１の外周側の端部近傍の領域を被覆
しない。
【００２０】
図２を参照して、第１及び第２の突起パターン１６及び１８の機能について説明する。
【００２１】
図２（Ａ）は、電圧無印加状態における液晶表示装置の断面図を示す。ガラス基板１の対
向面上に、第１の突起パターン１６が形成され、対向基板３６の対向面上に第２の突起パ
ターン１８が形成されている。ＴＦＴが形成されたガラス基板１及び対向基板３６の対向
面上に、突起パターン１６及び１８を覆うように、垂直配向膜２８が形成されている。Ｔ
ＦＴが形成されたガラス基板１と対向基板３６との間に、液晶分子３０を含む液晶材料２
９が挟持されている。液晶分子３０は、負の誘電率異方性を有する。ガラス基板１及び対
向基板３６の外側に、それぞれ偏光板３１及び３２がクロスニコル配置されている。
【００２２】
電圧無印加時には、液晶分子３０は基板表面に対して垂直に配向する。第１及び第２の突
起パターン１６及び１８の斜面上の液晶分子３０ａは、その斜面に対して垂直に配向しよ
うとする。このため、第１及び第２の突起パターン１６及び１８の斜面上の液晶分子３０
ａは、基板表面に対して斜めに配向する。しかし、画素内の広い領域で液晶分子３０が垂
直に配向するため、良好な黒表示状態が得られる。
【００２３】
図２（Ｂ）は、液晶分子３０が斜めになる程度の電圧を印加した状態、すなわち中間調表
示状態における断面図を示す。図２（Ａ）に示すように、予め傾斜している液晶分子３０
ａは、その傾斜方向により大きく傾く。その周囲の液晶分子３０も、液晶分子３０ａの傾
斜に影響を受けて同一方向に傾斜する。このため、第１の突起パターン１６と第２の突起
パターン１８との間の液晶分子３０は、その長軸（ディレクタ）が図の左下から右上に向
かう直線に沿うように配列する。第１の突起パターン１６よりも左側の液晶分子３０及び
第２の突起パターン１８よりも右側の液晶分子３０は、その長軸が図の右下から左上に向
かう直線に沿うように配列する。
【００２４】
このように、１画素内に、液晶分子の傾斜方向の揃ったドメインが、複数個画定される。
第１及び第２の突起パターン１６及び１８が、ドメインの境界を画定する。第１及び第２
の突起パターン１６及び１８を、基板面内に関して相互に平行に配置することにより、２
種類のドメインを形成することができる。図１では、第１及び第２の突起パターン１６及
び１８が折れ曲がっているため、合計４種類のドメインが形成される。１画素内に複数の
ドメインが形成されることにより、中間調表示状態における視角特性を改善することがで
きる。
【００２５】
図３は、図１の液晶表示装置の断面図を示す。図３の中央の破断部よりも右側及び左側の
図は、それぞれ図１の一点鎖線Ａ－Ａ及び一点鎖線Ｂ－Ｂにおける断面図に相当する。Ｔ
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ＦＴ基板３５と対向基板３６とが、相互にある間隙を隔てて平行に配置されている。
【００２６】
まず、ＴＦＴ基板３５の構成について説明する。ガラス基板１の対向面上に、ゲートバス
ライン５が形成されている。ゲートバスライン５は、厚さ１００ｎｍのＡｌ膜と厚さ５０
ｎｍのＴｉ膜との２層構造を有する。ゲートバスライン５を覆うように、ガラス基板１の
上にゲート絶縁膜４０が形成されている。ゲート絶縁膜４０は、厚さ４００ｎｍのＳｉＮ
膜である。
【００２７】
ゲート絶縁膜４０の表面上に、ゲートバスライン５を跨ぐように活性領域４１が形成され
ている。活性領域４１は、厚さ３０ｎｍのノンドープアモルファスＳｉ膜である。活性領
域４１の表面のうち、ゲートバスライン５の上方の領域上にチャネル保護膜４２が形成さ
れている。チャネル保護膜４２は、厚さ１４０ｎｍのＳｉＮ膜である。チャネル保護膜４
２は、図１においてＴＦＴ１０のチャネル領域を覆うようにパターニングされている。
【００２８】
活性領域４１の上面のうち、チャネル保護膜４２の両側の領域上に、それぞれソース電極
４４及びドレイン電極４６が形成されている。ソース電極４４及びドレイン電極４６は、
共に厚さ３０ｎｍのｎ +型アモルファスＳｉ膜、厚さ２０ｎｍのＴｉ膜、厚さ７５ｎｍの
Ａｌ膜、及び厚さ８０ｎｍのＴｉ膜がこの順番に積層された積層構造を有する。ゲートバ
スライン５、ゲート絶縁膜４０、活性領域４１、ソース電極４４、及びドレイン電極４６
によりＴＦＴ１０が構成される。
【００２９】
端子領域３においては、ゲート絶縁膜４０の上にデータバスライン７の端部が配置されて
いる。データバスライン７は、画像表示領域２内に形成されたドレイン電極４６と同一の
積層構造を有する。なお、データバスライン７の下に、活性領域４１と同時に形成される
アモルファスＳｉ膜が残る。ＴＦＴ１０、及びデータバスライン７を覆うように、ゲート
絶縁膜４０の上に絶縁膜４８が形成されている。絶縁膜４８は、厚さ３３０ｎｍのＳｉＮ
膜である。
【００３０】
絶縁膜４８の上に、画素電極１２が形成されている。画素電極１２は、厚さ７０ｎｍのイ
ンジウム錫オキサイド（ＩＴＯ）膜であり、絶縁膜４８を貫通するコンタクトホール５０
を経由してソース電極４４に接続されている。
【００３１】
画素電極１２及び絶縁膜４８の上に、第１の突起パターン１６が形成されている。第１の
突起パターン１６は、フォトレジストにより形成される。画像表示領域２内の最上層を配
向膜２８が覆っている。
【００３２】
端子領域３においては、絶縁膜４８の上にデータ端子２０が形成されている。データ端子
２０は、画素電極１２と同時に成膜されパターニングされる。データ端子２０は、絶縁膜
４８を貫通するコンタクトホール２４を経由してデータバスライン７に接続されている。
データ端子２０の上面の一部を、保護膜２６が覆っている。データ端子２０の上面のうち
、ガラス基板１の外周側の一部の領域は露出している。
【００３３】
次に、対向基板３６の構成について説明する。ガラス基板２７の対向面の所定の領域上に
Ｃｒ等からなる遮光膜５２が形成されている。遮光膜５２を覆うように、ガラス基板２７
の対向面上にＩＴＯからなる共通電極５４が形成されている。画像表示領域２内の共通電
極５４の表面を、配向膜２８が覆う。端子領域３においては、共通電極５４が露出してい
る。
【００３４】
対向基板３６は、その周辺部において接着剤５６によりＴＦＴ基板３５に固着されている
。ＴＦＴ基板３５と対向基板３６との間の間隙が、接着剤５６により封止されている。Ｔ
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ＦＴ基板３５と対向基板３６との間の間隙内に、液晶材料２９が充填されている。液晶材
料２９は、負の誘電率異方性を有する。接着剤５６は、保護膜２６よりも内側の領域にお
いてＴＦＴ基板３５に固着される。なお、接着剤５６が保護膜２６に接触するような配置
としてもよい。
【００３５】
次に、ＴＦＴ基板３５と対向基板３６との貼り合わせ方法について説明する。対向基板３
６をＴＦＴ基板３５に固着させる際には、基板法線方向から見たとき、対向基板３６の縁
がＴＦＴ基板３５の対応する縁にほぼ重なるように配置する。固着後、対向基板３６の周
辺部分３６ａを切り落とす。
【００３６】
基板法線方向から見たとき、周辺部分３６ａを切り落とした後の対向基板３６の縁は、保
護膜２６の内部を通過する。このため、対向基板３６をスクライブする際に、ＴＦＴ基板
３５側のデータ端子２０にキズ等が発生することを抑制できる。これにより、データ端子
２０の導通不良の発生を抑制し、歩留りの向上を図ることが可能になる。また、共通電極
５４の切り屑等に起因するデータ端子２０同士の短絡を防止することができる。
【００３７】
次に、図４～図６を参照して、図３に示すＴＦＴ基板３５の作製方法を説明する。
【００３８】
図４（Ａ）に示す状態までの工程を説明する。ガラス基板１の表面上に、厚さ１００ｎｍ
のＡｌ膜と厚さ５０ｎｍのＴｉ膜とを順番に形成する。これらの膜の形成は、スパッタリ
ングにより行うことができる。フォトリソグラフィ技術を用い、Ａｌ膜とＴｉ膜との２層
をパターニングし、ゲートバスライン５を残す。Ａｌ膜とＴｉ膜のエッチングは、ＢＣｌ

3とＣｌ 2との混合ガスを用いた反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）により行う。
【００３９】
図４（Ｂ）に示す状態までの工程を説明する。ゲートバスライン５を覆うように、ガラス
基板１の上にＳｉＮからなる厚さ４００ｎｍのゲート絶縁膜４０を形成する。ゲート絶縁
膜４０の上に厚さ３０ｎｍのノンドープアモルファスＳｉ膜４１ａを形成する。ゲート絶
縁膜４０及びアモルファスＳｉ膜４１ａの形成は、例えばプラズマ励起型化学気相成長（
ＰＥ－ＣＶＤ）により行う。
【００４０】
アモルファスＳｉ膜４１ａの上に、厚さ１４０ｎｍのＳｉＮ膜を、ＰＥ－ＣＶＤにより形
成する。このＳｉＮ膜をフォトリソグラフィ技術を用いてパターニングし、チャネル保護
膜４２を残す。ゲートバスライン５をフォトマスクとして用い、ガラス基板１の背面から
露光することにより、レジストパターンの、図１の行方向に平行な縁を画定することがで
きる。図１の列方向に平行な縁は、通常のフォトマスクを用いて露光することにより画定
する。ＳｉＮ膜のエッチングは、緩衝弗酸系のエッチャントを用いたウェットエッチング
、またはフッ素系ガスを用いたＲＩＥにより行うことができる。
【００４１】
図５（Ｃ）に示す状態までの工程を説明する。チャネル保護膜４２を覆うように、基板の
全面上にＰＥ－ＣＶＤにより、厚さ３０ｎｍのｎ +型アモルファスＳｉ膜を形成する。こ
のｎ +型アモルファスＳｉ膜の上に、スパッタリングにより厚さ２０ｎｍのＴｉ膜、厚さ
７５ｎｍのＡｌ膜、及び厚さ８０ｎｍのＴｉ膜を順番に形成する。この最上層のＴｉ膜か
らノンドープアモルファスＳｉ膜４１ａまでをパターニングする。これらの膜のエッチン
グは、ＢＣｌ 3とＣｌ 2との混合ガスを用いたＲＩＥにより行う。このとき、ゲートバスラ
イン５の上方の領域においては、チャネル保護膜４２がエッチング停止層として機能する
。
【００４２】
ゲート絶縁膜４０の上に、ゲートバスライン５を跨ぐように、ノンドープアモルファスＳ
ｉからなる活性領域４１が残る。また、活性領域４１の上面の、保護膜４２の両側の領域
上に、それぞれソース電極４４及びドレイン電極４６が残る。端子領域上には、データバ
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スライン７が残る。
【００４３】
図５（Ｄ）に示す状態までの工程を説明する。基板の全面上に、ＰＥ－ＣＶＤによりＳｉ
Ｎからなる厚さ３３０ｎｍの絶縁膜４８を形成する。絶縁膜４８に、ソース電極４４の上
面の一部を露出させるコンタクトホール５０を形成する。同時に、データバスライン７の
端部近傍の上面の一部を露出させるコンタクトホール２４を形成する。
【００４４】
図６（Ｅ）に示す状態までの工程を説明する。基板の全面上に、厚さ７０ｎｍのＩＴＯ膜
を形成する。ＩＴＯ膜の形成は、例えばＤＣマグネトロンスパッタリングにより行う。こ
のＩＴＯ膜をパターニングし、画素電極１２及びデータ端子２０を残す。ＩＴＯ膜のエッ
チングは、しゅう酸系のエッチャントを用いたウェットエッチングにより行う。
【００４５】
図６（Ｆ）に示す状態までの工程を説明する。基板の全面上にレジスト膜を形成し、この
レジスト膜をパターニングする。これにより、画像表示領域上に第１の突起パターン１６
を残し、端子領域上に保護膜２６を残す。次に、画像表示領域上に配向膜２８を形成する
。
【００４６】
上記第１の実施例による方法では、図６（Ｆ）に示す工程において、保護膜２６の形成を
、第１の突起パターン１６の形成と同時に行う。このため、工程数の増加を伴うことなく
保護膜２６を形成することができる。
【００４７】
また、保護膜２６を用いて、製品種別、製品番号、もしくはロット番号等の識別標識を形
成することも可能である。例えば、画像表示領域以外の領域に、文字、バーコード、モザ
イク状の２次元バーコード等を形成することができる。
【００４８】
次に、第２の実施例による液晶表示装置の製造方法について、第１の実施例による製造方
法との相違点に着目して説明する。
【００４９】
図４（Ａ）に示す工程において、ゲートバスライン５をＮｄを２モル％含有するＡｌＮｄ
合金で形成する。第１の実施例で用いたＡｌとＴｉとの積層構造とする場合に比べて、配
線抵抗を低減することができる。
【００５０】
図５（Ｃ）に示す工程において、ソース電極４４、ドレイン電極４６、及びデータバスラ
イン７を、厚さ３０ｎｍのｎ +型アモルファスシリコン膜、厚さ２０ｎｍのＴｉ膜、及び
厚さ３００ｎｍのＡｌ膜の３層構造とする。第１の実施例のように、ｎ +型アモルファス
シリコン膜、Ｔｉ膜、Ａｌ膜、Ｔｉ膜の４層構造とする場合に比べて、Ａｌ膜を厚くする
ことができる。このため、データバスライン７の配線抵抗を低減することができる。なお
、ＲＩＥにより厚いＡｌ膜をエッチングすると、レジスト焦げ等が発生する場合がある。
このような場合には、Ａｌ膜をウェットエッチングすることが好ましい。
【００５１】
第２の実施例では、ソース電極４４の最上層がＡｌ膜であるため、ＩＴＯ膜と良好な電気
的接続を得ることができない。このため、以下の工程は、第１の実施例の場合と異なる。
【００５２】
図７（Ａ）に示すように、基板の全面上にＳｉＮからなる厚さ３３０ｎｍの絶縁膜４８を
形成する。なお、後にテーパ形状のコンタクトホールを形成するために、上層部分のエッ
チング速度が下層部分のエッチング速度よりも速くなるような条件で成膜することが好ま
しい。
【００５３】
絶縁膜４８の上にＩＴＯ膜を形成し、このＩＴＯ膜をパターニングして、画素電極１２及
びデータ端子の外部接続部２０ａを残す。
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【００５４】
図７（Ｂ）に示すように、絶縁膜４８に、ソース電極４４の上面の一部を露出させるコン
タクトホール５０、及びデータバスライン７の上面の一部を露出させるコンタクトホール
２４を形成する。基板の全面上に、厚さ２０ｎｍのＴｉ膜を形成し、その上にフォトレジ
スト膜を形成する。フォトレジスト膜をパターニングし、レジストパターン６０、６１、
及び６２を残す。
【００５５】
レジストパターン６０は、図１の第１の突起パターン１６に整合したパターンを有する。
図１では、１本の第１の突起パターン１６が複数の画素電極１２の上を通過している。し
かし、第２の実施例の場合には、相互に隣り合う画素電極１２同士がレジストパターン６
０を経由して接続されないように、隣接する２つの画素電極１２の間の領域においてレジ
ストパターン６０を分断させる。
【００５６】
レジストパターン６１は、コンタクトホール５０の上方の領域から画素電極１２の端部ま
でを連続的に覆う。レジストパターン６２は、コンタクトホール２４の上方の領域から外
部接続部２０ａの上方の一部の領域までを連続的に覆う。
【００５７】
これらのレジストパターン６０、６１、及び６２をマスクとして、その下のＴｉ膜をエッ
チングする。レジストパターン６０と、その下に残ったＴｉ膜６５により第１の突起パタ
ーン１６が形成される。レジストパターン６１の下に残ったＴｉ膜６６により、画素電極
１２がソース電極４４に電気的に接続される。レジストパターン６２の下に残ったＴｉ膜
６７により、外部接続部２０ａがデータバスライン７に電気的に接続される。Ｔｉ膜６７
からなる内部接続部２０ｂと、外部接続部２０ａとにより、データ端子２０が構成される
。画像表示領域上を配向膜２８で覆う。
【００５８】
第２の実施例における第１の突起パターン１６は、その下層部分に導電性のＴｉ膜６５を
有する。しかし、相互に隣接する画素電極１２の間で第１の突起パターン１６が分断され
ているため、画素電極１２同士の短絡が生ずることはない。
【００５９】
第２の実施例では、ＩＴＯからなる画素電極１２がソース電極４４の最上層のＡｌ膜に直
接接触せず、Ｔｉ膜６６を介して接続される。このため、両者間の良好な電気的接続を確
保することができる。
【００６０】
また、データ端子２０の内部接続部２０ｂを覆うレジストパターン６２が、図３に示す第
１の実施例の保護膜２６と同様の機能を果たす。このため、対向基板の周辺部分を切り落
とす際にデータ端子２０が保護され、データ端子２０の導通不良の発生を抑制することが
できる。また、第１の実施例の場合と同様に、レジストパターン６２を用いて、製品種別
、製品番号、もしくはロット番号等の識別標識を形成することも可能である。
【００６１】
以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。例
えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【００６２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、外部端子の一部分を保護膜で覆っているため、外
部端子を形成した後の工程における外部端子の損傷等を軽減することができる。これによ
り、外部端子の導通不良の発生を抑制し、製品の歩留り向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例による液晶表示装置の平面図である。
【図２】突起パターンの効果を説明するための、液晶表示装置の断面図である。
【図３】第１の実施例による液晶表示装置の断面図である。
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【図４】第１の実施例による液晶表示装置のＴＦＴ基板の製造方法を説明するための基板
の断面図（その１）である。
【図５】第１の実施例による液晶表示装置のＴＦＴ基板の製造方法を説明するための基板
の断面図（その２）である。
【図６】第１の実施例による液晶表示装置のＴＦＴ基板の製造方法を説明するための基板
の断面図（その３）である。
【図７】第２の実施例による液晶表示装置のＴＦＴ基板の製造方法を説明するための基板
の断面図である。
【図８】従来の液晶表示装置の外部端子部分の断面図である。
【符号の説明】
１、２７　ガラス基板
２　画像表示領域
３　端子領域
５　ゲートバスライン
６　容量バスライン
７　データバスライン
１０　ＴＦＴ
１２　画素電極
１４　補助容量支線
１６　第１の突起パターン
１８　第２の突起パターン
２０　データ端子
２０ａ　外部接続部
２０ｂ　内部接続部
２１　ゲート端子
２４、２５、５０　コンタクトホール
２６　保護膜
２８　垂直配向膜
２９　液晶材料
３０　液晶分子
３１、３２　偏光板
３５　ＴＦＴ基板
３６　対向基板
４０　ゲート絶縁膜
４１　活性領域
４２　チャネル保護膜
４４　ソース電極
４６　ドレイン電極
４８　絶縁膜
５２　遮光膜
６０、６１、６２　レジストパターン
６５、６６、６７　Ｔｉ膜
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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