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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バスライン、ゲートバスライン端子部及び薄膜トランジスタ
のゲート電極と、
　前記ゲートバスライン、前記ゲートバスライン端子部及び前記ゲート電極を覆うゲート
絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成された動作半導体層と、
　第１の下層部と、ＺｎＯからなり前記第１の下層部上に形成された第１の上層部とを有
する積層構造を備えた、前記薄膜トランジスタのソース電極と、
　前記ソース電極を覆う保護膜と、
　前記ソース電極上の前記保護膜が開口された第１のコンタクトホールと、
　前記保護膜上に形成され、前記第１のコンタクトホールを介して前記ソース電極の前記
第１の上層部に直接接続された画素電極と、
　前記ゲートバスライン端子部上の前記ゲート絶縁膜及び前記保護膜が開口された第２の
コンタクトホールと、
　前記画素電極と同層に形成され、前記第２のコンタクトホールを介して前記ゲートバス
ライン端子部に直接接続された上部電極とを有し、
　前記ゲートバスライン、前記ゲートバスライン端子部及び前記ゲート電極は、第２の下
層部と、ＺｎＯからなり前記第２の下層部上に形成された第２の上層部とを有する積層構
造を備えた積層電極であり、
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　前記上部電極は、前記第２のコンタクトホールを介して前記ゲートバスライン端子部の
前記第２の上層部に直接接続されていること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項２】
　請求項１記載の表示装置用基板において、
　前記ゲートバスラインと同層に形成された蓄積容量バスライン及びその端子部と、
　前記ソース電極と同層に形成された中間電極と、
　前記中間電極上の前記保護膜が開口された第３のコンタクトホールとを有し、
　前記画素電極は、前記第３のコンタクトホールを介して前記中間電極に直接接続されて
いること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の表示装置用基板において、
　前記ソース電極と同層に形成されたドレインバスライン端子部と、
　前記ドレインバスライン端子部上の前記保護膜が開口されたコンタクトホールとをさら
に有すること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の表示装置用基板において、
　前記第１の下層部及び前記第１の上層部は、ほぼ同一形状にパターニングされているこ
と
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項５】
　請求項４記載の表示装置用基板において、
　前記第１の下層部及び前記第１の上層部は、同一のフォトリソグラフィ工程により形成
されていること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の表示装置用基板において、
　前記第１の下層部は、Ａｌ又はＡｌ合金からなること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の表示装置用基板において、
　前記基板上に形成され、凹凸状の表面を有する樹脂層をさらに有し、
　前記画素電極は、前記樹脂層上に形成されて前記樹脂層表面に倣った凹凸状の表面を有
し、光を透過する透明電極と光を反射する反射電極とが少なくとも一部で積層された構造
を有し、
　前記透明電極と前記反射電極とが積層された反射領域と、凹凸状の前記画素電極のうち
頂部若しくは底部又はその両方に相当する領域で前記反射電極が除去された透過領域とを
それぞれ有する複数の画素領域を備えること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項８】
　請求項７記載の表示装置用基板において、
　前記樹脂層は透明であること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の表示装置用基板において、
　前記透過領域は、前記樹脂層表面の基板面に対する傾斜角が６°以下の領域に配置され
ていること
　を特徴とする表示装置用基板。
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【請求項１０】
　請求項７乃至９のいずれか１項に記載の表示装置用基板において、
　前記透明電極は、ＩＴＯ、ＺｎＯｘ、又はＺｎＯｘにＡｌ若しくはＧａを含有させた化
合物からなること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項１１】
　請求項７乃至１０のいずれか１項に記載の表示装置用基板において、
　前記反射電極は、Ｍｏ、窒素を含むＭｏ、又はＴｉからなる下層部と、Ａｌ、Ａｌ合金
、Ａｇ、又はＡｇ合金からなる上層部とを含む２層以上の積層構造を有すること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項１２】
　請求項７乃至９のいずれか１項に記載の表示装置用基板において、
　前記透明電極は、ＺｎＯｘ、又はＺｎＯｘにＡｌ若しくはＧａを含有させた化合物から
なり、
　前記反射電極は、Ａｌ、Ａｌ合金、Ａｇ、又はＡｇ合金の単層膜からなること
　を特徴とする表示装置用基板。
【請求項１３】
　対向配置された一対の基板と、前記一対の基板間に封止された液晶とを備えた液晶表示
装置であって、
　前記一対の基板の一方に、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の表示装置用基板が
用いられていること
　を特徴とする液晶表示装置。
【請求項１４】
　基板上にゲートバスライン、ゲートバスライン端子部及び薄膜トランジスタのゲート電
極を形成し、
　前記ゲートバスライン、前記ゲートバスライン端子部及び前記ゲート電極上にゲート絶
縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に動作半導体層を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、第１の下層部とＺｎＯからなる第１の上層部とを有する積層構
造を備えた前記薄膜トランジスタのソース電極を、前記第１の下層部及び前記第１の上層
部を同一のフォトリソグラフィ工程でほぼ同一形状にパターニングすることにより形成し
、
　前記ソース電極上に保護膜を形成し、
　前記ソース電極上の前記保護膜を開口して第１のコンタクトホールを形成するとともに
、前記ゲートバスライン端子部上の前記絶縁膜及び前記保護膜を開口して第２のコンタク
トホールを形成し、
　前記第１のコンタクトホールを介して前記ソース電極の前記第１の上層部に直接接続さ
れる画素電極と、前記第２のコンタクトホールを介して前記ゲートバスライン端子部に直
接接続される上部電極とを前記保護膜上に同時に形成し、
　前記ゲートバスライン、前記ゲートバスライン端子部及び前記ゲート電極は、第２の下
層部と、ＺｎＯからなり前記第２の下層部上に形成された第２の上層部とを有する積層構
造を備えた積層電極であり、
　前記上部電極は、前記第２のコンタクトホールを介して前記ゲートバスライン端子部の
前記第２の上層部に直接接続されること
　を特徴とする表示装置用基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ受像機やモニタ等又は携帯端末の表示部等に用いられる液晶表示装置
及びそれに用いられる表示装置用基板に関する。



(4) JP 4817718 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　透過型の液晶表示装置に用いられる従来のチャネルエッチ型の薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）基板の製造工程について図２４（ａ）～（ｃ）を用いて説明する。図２４（ａ）はＴ
ＦＴ基板の画素領域の断面図であり、図２４（ｂ）は端子部１５０（ゲートバスライン端
子）近傍の断面図であり、図２４（ｃ）は端子部１５１（ドレインバスライン端子）近傍
の断面図である。
（１）透明な絶縁基板１１０上にＡｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）とＭｏ膜（膜厚５０ｎｍ）を
スパッタ法により成膜し、積層膜を形成する。
【０００３】
（２）ゲート電極１１２、ゲートバスライン、蓄積容量（Ｃｓ）バスライン１１８、及び
それらの端子部１５０、並びに必要に応じたマーク類などのレジストパターンをフォトリ
ソグラフィ法を用いて形成する。続いて、燐酸系のＡｌエッチャントにより積層膜をエッ
チングする。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【０００４】
（３）次に、上記のバスラインなどの積層電極を覆うように、ゲート絶縁膜１３０となる
ＳｉＮ膜（膜厚４００ｎｍ）、動作半導体層１２７となるａ－Ｓｉ膜（膜厚１００ｎｍ）
、及びコンタクト層１２９となるｎ＋ａ－Ｓｉ膜（膜厚５０ｎｍ）を同一ＣＶＤ工程で真
空を破らずに連続して成膜する。
【０００５】
（４）次に、フォトリソグラフィ法を用いて、ゲート電極１１２上に島状のレジストパタ
ーンを形成する。このあと、ＳＦ６やＣＦ４などのフッ素系のガスを用いてｎ＋ａ－Ｓｉ
膜及びａ－Ｓｉ膜のドライエッチングを行い、島状のコンタクト層及び動作半導体層１２
７を形成する。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【０００６】
（５）続いて、Ｍｏ膜（膜厚５０ｎｍ）、Ａｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）及びＭｏ膜（膜厚５
０ｎｍ）をスパッタ法により成膜する。
【０００７】
（６）このあと、フォトリソグラフィ法を用いて、ドレインバスライン、ドレイン電極１
２１、ソース電極１２２、端子部１５１及び中間電極１１９などの形成領域にレジストパ
ターンを形成する。次に、燐酸系のＡｌエッチャントによりＭｏ／Ａｌ／Ｍｏ膜をエッチ
ングする。続いて、塩素系ガスを用いたドライエッチングにより、チャネル部上のコンタ
クト層をエッチング除去して、素子分離を行う。その後、レジストを剥離して洗浄する。
以上の工程によって、ＴＦＴの３端子が形成される。
【０００８】
（７）これらのＴＦＴを覆うように、保護膜１３２としてＳｉＮ膜（膜厚３００ｎｍ）を
ＣＶＤ法により成膜する。
【０００９】
（８）フォトリソグラフィ法を用いて、ゲートバスライン、Ｃｓバスライン１１８及びド
レインバスラインのそれぞれの端子部１５０、１５１上、並びにソース電極１２２や中間
電極１１９の上部が開口されたレジストパターンを形成する。続いて、フッ素系ガスを用
いたドライエッチングにより上記の端子部１５０、１５１上及び電極１２２、１１９上の
保護膜１３２を除去し、コンタクトホール１４０、１４１、１４２を形成する。このとき
、Ｍｏ膜はフッ素系ガスによるドライエッチングに対して選択性を有さないため、膜減り
が生じる。場合によっては、Ｍｏ膜の下層にあるＡｌ膜が剥き出しになってしまうことが
ある。このとき、特許文献１に開示されているように、コンタクトホール１４０、１４１
、１４２の外周部ではレジストパターンの後退によるサイドエッチングが起こる。このた
め、コンタクトホール１４０、１４１、１４２外周部にはＭｏ膜も残存するのでこの部分
でＩＴＯとのコンタクトは可能である。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００１０】
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（９）この上部に透明導電膜として、ＩＴＯ膜（膜厚７０ｎｍ）をスパッタ法により成膜
する。
【００１１】
（１０）フォトリソグラフィ法を用いて、画素電極１１６や、各端子部１５０、１５１上
のコンタクトホール１４１、１４２を覆う接続用の上部電極１５２、１５３などの形成領
域にレジストパターンを形成する。続いて、シュウ酸などの有機酸を用いたウエットエッ
チングによりＩＴＯ膜をエッチングする。その後、レジストを剥離して洗浄する。最後に
、ＩＴＯ膜の結晶化及びＴＦＴの安定化のために２００℃で１時間程度熱処理を行う。上
記処理の後、電気特性等の所定の検査を必要に応じて行い、チャネルエッチ型のＴＦＴ基
板が完成する。
【００１２】
　次に、透過型液晶表示装置に用いられる従来のハーフトーンチャネルエッチ型のＴＦＴ
基板の製造工程について図２５（ａ）～（ｃ）を用いて説明する。図２５（ａ）はＴＦＴ
基板の画素領域の断面図であり、図２５（ｂ）は端子部１５０（ゲートバスライン端子）
近傍の断面図であり、図２５（ｃ）は端子部１５１（ドレインバスライン端子）近傍の断
面図である。
（１）透明な絶縁基板１１０上にＡｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）とＭｏ膜（膜厚５０ｎｍ）を
スパッタ法により成膜し、積層膜を形成する。
【００１３】
（２）ゲート電極１１２、ゲートバスライン、Ｃｓバスライン１１８、及びそれらの端子
部１５０、並びに必要に応じたマーク類などのレジストパターンをフォトリソグラフィ法
を用いて形成する。続いて、燐酸系のＡｌエッチャントにより積層膜をエッチングする。
その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００１４】
（３）次に、上記のバスラインなどの積層電極を覆うように、ゲート絶縁膜１３０となる
ＳｉＮ膜（膜厚４００ｎｍ）、動作半導体層１２７となるａ－Ｓｉ膜（膜厚１００ｎｍ）
、及びコンタクト層１２９となるｎ＋ａ－Ｓｉ膜（膜厚５０ｎｍ）を同一ＣＶＤ工程で真
空を破らずに連続して成膜する。続いて、Ｍｏ膜（膜厚５０ｎｍ）、Ａｌ膜（膜厚１５０
ｎｍ）、Ｍｏ膜（膜厚５０ｎｍ）をスパッタ法により成膜する。
【００１５】
（４）フォトリソグラフィ法を用い、ゲートバスラインに交差するドレインバスライン、
中間電極１１９、端子部１５１、及びＴＦＴの各形成領域にレジストパターンを形成する
。この工程で用いる露光マスクは、ＴＦＴのチャネル部となるソース電極及びドレイン電
極間の領域のハーフトーン露光（例えば露光量が他の露光領域の半分程度）が可能になっ
ている。これにより、得られるレジストパターンの断面形状は例えば階段状となり、チャ
ネル部上のレジストパターンの膜厚は他の領域よりも薄くなる。
【００１６】
（５）次に、燐酸系のＡｌエッチャントによりＭｏ／Ａｌ／Ｍｏ膜をエッチングする。続
いて、ｎ＋ａ－Ｓｉ膜及びａ－Ｓｉ膜をドライエッチングし、酸素を含むガスを用いたア
ッシング処理により、階段状のレジストパターンの一部（上側）を除去して、ＴＦＴのチ
ャネル部となるソース電極及びドレイン電極間の領域においてＭｏ／Ａｌ／Ｍｏ膜を露出
させ、前記エッチャントによりエッチングを行う。続いて、塩素系ガスを用いたドライエ
ッチング等により、ＴＦＴのチャネル部となる領域のｎ＋ａ－Ｓｉ膜をエッチング除去し
て素子分離を行う。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００１７】
（６）以上の工程によってＴＦＴの３端子が形成される。
【００１８】
（７）これらＴＦＴを覆うように、保護膜１３２としてＳｉＮ膜（膜厚３００ｎｍ）をＣ
ＶＤ法により成膜する。
【００１９】
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（８）フォトリソグラフィ法を用いて、ゲートバスライン、Ｃｓバスライン１１８及びド
レインバスラインのそれぞれの端子部１５０、１５１上、並びにソース電極１２２や中間
電極１１９の上部が開口されたレジストパターンを形成する。続いて、フッ素系ガスを用
いたドライエッチングにより上記の端子部１５０、１５１上及び電極１２２、１１９上の
保護膜１３２を除去し、コンタクトホール１４０、１４１、１４２を形成する。このとき
、Ｍｏ膜はフッ素系ガスによるドライエッチングに対して選択性を有さないため、膜減り
が生じる。場合によっては、Ｍｏ膜の下層にあるＡｌ膜が剥き出しになってしまうことが
ある。このとき、特許文献１に開示されているように、コンタクトホール１４０、１４１
、１４２の外周部ではレジストパターンの後退によるサイドエッチングが起こる。このた
め、コンタクトホール１４０、１４１、１４２外周部にはＭｏ膜も残存するのでこの部分
でＩＴＯとのコンタクトは可能である。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００２０】
（９）この上部に透明導電膜として、ＩＴＯ膜（膜厚７０ｎｍ）をスパッタ法により成膜
する。
【００２１】
（１０）フォトリソグラフィ法を用いて、画素電極１１６や、各端子部１５０、１５１上
のコンタクトホール１４１、１４２を覆う接続用の上部電極１５２、１５３などの形成領
域にレジストパターンを形成する。続いて、シュウ酸などの有機酸を用いたウエットエッ
チングによりＩＴＯ膜をエッチングする。その後、レジストを剥離して洗浄する。最後に
、ＩＴＯ膜の結晶化及びＴＦＴの安定化のために２００℃で１時間程度熱処理を行う。上
記処理の後、電気特性等の所定の検査を必要に応じて行い、ハーフトーンチャネルエッチ
型のＴＦＴ基板が完成する。
【００２２】
　次に、透過型液晶表示装置に用いられる従来のチャネル保護膜型のＴＦＴ基板の製造工
程について図２６（ａ）～（ｃ）を用いて説明する。図２６（ａ）はＴＦＴ基板の画素領
域の断面図であり、図２６（ｂ）は端子部１５０（ゲートバスライン端子）近傍の断面図
であり、図２６（ｃ）は端子部１５１（ドレインバスライン端子）近傍の断面図である。
（１）透明な絶縁基板１１０上にＡｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）とＭｏ膜（膜厚５０ｎｍ）を
スパッタ法により成膜し、積層膜を形成する。
【００２３】
（２）ゲート電極１１２、ゲートバスライン、Ｃｓバスライン１１８、及びそれらの端子
部１５０、並びに必要に応じたマーク類などのレジストパターンをフォトリソグラフィ法
を用いて形成する。続いて、燐酸系のＡｌエッチャントにより積層膜をエッチングする。
その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００２４】
（３）次に、上記のバスラインなどの積層電極を覆うように、ゲート絶縁膜１３０となる
ＳｉＮ膜（膜厚４００ｎｍ）、動作半導体層１２７となるａ－Ｓｉ膜（膜厚１００ｎｍ）
、及びチャネル保護膜１２８となるＳｉＮ膜（膜厚１５０ｎｍ）を同一ＣＶＤ工程で真空
を破らずに連続して成膜する。
【００２５】
（４）次に、フォトリソグラフィ法を用いて、ゲート電極１１２上に島状のレジストパタ
ーンを形成する。このあと、ＳＦ６やＣＦ４などのフッ素系のガスを用いてＳｉＮ膜のド
ライエッチングを行い、島状のチャネル保護膜１２８を形成する。その後、レジストを剥
離して洗浄する。
【００２６】
（５）続いて、バッファードフッ酸等を用いてａ－Ｓｉ膜上の酸化膜を除去したのち、コ
ンタクト層１２９となるｎ＋ａ－Ｓｉ（膜厚５０ｎｍ）をＣＶＤ法により成膜し、Ｍｏ膜
（膜厚５０ｎｍ）、Ａｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）及びＭｏ膜（膜厚５０ｎｍ）をスパッタ法
により成膜する。
【００２７】
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（６）このあと、フォトリソグラフィ法を用いて、ドレインバスライン、ドレイン電極１
２１、ソース電極１２２、端子部１５１及び中間電極１１９などの形成領域にレジストパ
ターンを形成する。次に、燐酸系のＡｌエッチャントによりＭｏ／Ａｌ／Ｍｏ膜をエッチ
ングする。続いて、塩素系ガスを用いたドライエッチングにより、コンタクト層をエッチ
ング除去して、素子分離を行う。その後、レジストを剥離して洗浄する。以上の工程によ
って、ＴＦＴの３端子が形成される。
【００２８】
（７）これらのＴＦＴを覆うように、保護膜１３２としてＳｉＮ膜（膜厚３００ｎｍ）を
ＣＶＤ法により成膜する。
【００２９】
（８）フォトリソグラフィ法を用いて、ゲートバスライン、Ｃｓバスライン１１８及びド
レインバスラインのそれぞれの端子部１５０、１５１上、並びにソース電極１２２や中間
電極１１９の上部が開口されたレジストパターンを形成する。続いて、フッ素系ガスを用
いたドライエッチングにより上記の端子部１５０、１５１上及び電極１２２、１１９上の
保護膜１３２を除去し、コンタクトホール１４０、１４１、１４２を形成する。このとき
、Ｍｏ膜はフッ素系ガスによるドライエッチングに対して選択性を有さないため、膜減り
が生じる。場合によっては、Ｍｏ膜の下層にあるＡｌ膜が剥き出しになってしまうことが
ある。このとき、特許文献１に開示されているように、コンタクトホール１４０、１４１
、１４２の外周部ではレジストパターンの後退によるサイドエッチングが起こる。このた
め、コンタクトホール１４０、１４１、１４２外周部にはＭｏ膜も残存するのでこの部分
でＩＴＯとのコンタクトは可能である。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００３０】
（９）この上部に透明導電膜として、ＩＴＯ膜（膜厚７０ｎｍ）をスパッタ法により成膜
する。
【００３１】
（１０）フォトリソグラフィ法を用いて、画素電極１１６や、コンタクトホール１４１、
１４２を覆う接続用の上部電極１５２、１５３などの形成領域にレジストパターンを形成
する。続いて、シュウ酸などの有機酸を用いたウエットエッチングによりＩＴＯ膜をエッ
チングする。その後、レジストを剥離して洗浄する。最後に、ＩＴＯ膜の結晶化及びＴＦ
Ｔの安定化のために２００℃で１時間程度熱処理を行う。上記処理の後、電気特性等の所
定の検査を必要に応じて行い、チャネル保護膜型のＴＦＴ基板が完成する。
【００３２】
　次に、反射型液晶表示装置に用いられる従来のチャネルエッチ型のＴＦＴ基板の製造工
程について図２７（ａ）～（ｃ）を用いて説明する。図２７（ａ）はＴＦＴ基板の画素領
域の断面図であり、図２７（ｂ）は端子部１５０（ゲートバスライン端子）近傍の断面図
であり、図２７（ｃ）は端子部１５１（ドレインバスライン端子）近傍の断面図である。
　透過型のチャネルエッチ型のＴＦＴ基板の製造工程と同様の工程（１）～（８）の後に
、端子部１５０、１５１上の上部電極１５２、１５３を透明導電膜により形成する。透過
型のＴＦＴ基板と異なり、透明な画素電極１１６は形成しない。その後、画素領域内に部
分的に凹凸形成用突起１６０を形成し、凹凸形成用突起１６０上の全面に有機膜１６１を
形成する。有機膜１６１表面には凹凸形成用突起１６０に倣った凹凸が形成される。なお
凹凸形成用突起１６０に代えて、工程（１）～（８）で何らかの凹凸形成用の下地を形成
してもよい。
【００３３】
　次に、Ｍｏ／Ａｌ膜をスパッタ法により成膜する。次に、フォトリソグラフィ法を用い
て、反射電極１１７の形成領域にレジストパターンを形成する。続いて、Ｍｏ／Ａｌ膜を
ウエットエッチングし、反射電極１１７を形成する。反射電極１１７は、ゲートバスライ
ンやドレインバスラインと重なるように大きくパターニングされる。ここで、Ａｌ膜単層
ではなくその下層にＭｏ膜を積層するのは、端子部１５０、１５１上の上部電極１５２、
１５３（ＩＴＯ）とＡｌ層とがフォトリソグラフィ工程の現像工程等で電池効果により消
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失するのを防ぐバッファ膜としての機能をＭｏ膜が有するためである。このように反射型
のＴＦＴ基板では、ゲート電極１１２を形成するゲート工程、ドレイン電極１２１やソー
ス電極１２２を形成するソース／ドレイン工程、上部電極１５２、１５３を形成する端子
工程、及び反射電極１１７を形成する反射電極工程と、最低４回の電極プロセスが必要で
あった。
　以上のように、従来の液晶表示装置は、製造プロセスが煩雑であるという問題を有して
いる。
【００３４】
【特許文献１】特開２０００－７７６６６号公報
【特許文献２】特開平６－２９１３１８号公報
【特許文献３】特開２００３－５７６３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３５】
　本発明の目的は、簡易な製造工程により高い信頼性の得られる表示装置用基板及びそれ
を備えた液晶表示装置を提供することにある。また本発明の目的は、良好な表示特性の得
られる液晶表示装置及びそれに用いられる表示装置用基板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　上記目的は、基板上に形成された下層部と、ＺｎＯからなり前記下層部上に形成された
上層部とを有する積層構造を備えた積層電極と、前記積層電極を覆う絶縁膜と、前記積層
電極上の前記絶縁膜が開口されたコンタクトホールと、前記絶縁膜上に形成され、前記コ
ンタクトホールを介して前記積層電極の前記上層部に直接接続された画素電極とを有する
ことを特徴とする表示装置用基板によって達成される。
【００３７】
　上記本発明の表示装置用基板において、前記積層電極と同層に形成された端子部と、前
記端子部上の前記絶縁膜が開口されたコンタクトホールとをさらに有することを特徴とす
る。
【００３８】
　上記本発明の表示装置用基板において、前記下層部及び前記上層部は、ほぼ同一形状に
パターニングされていることを特徴とする。
【００３９】
　上記本発明の表示装置用基板において、前記下層部及び前記上層部は、同一のフォトリ
ソグラフィ工程により形成されていることを特徴とする。
【００４０】
　上記本発明の表示装置用基板において、前記下層部は、Ａｌ又はＡｌ合金からなること
を特徴とする。
【００４１】
　また上記目的は、対向配置された一対の基板と、前記一対の基板間に封止された液晶と
を備えた液晶表示装置であって、前記一対の基板の一方に、上記本発明の表示装置用基板
が用いられていることを特徴とする液晶表示装置によって達成される。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明によれば、簡易な製造工程により高い信頼性の得られる表示装置用基板及びそれ
を備えた液晶表示装置を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
［第１の実施の形態］
（実施例１－１）
　本発明の第１の実施の形態の実施例１－１による表示装置用基板及びそれを備えた液晶



(9) JP 4817718 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

表示装置について説明する。図１は、本実施例による透過型の液晶表示装置の概略構成を
示している。図１に示すように、液晶表示装置は、絶縁膜を介して互いに交差して形成さ
れたゲートバスライン及びドレインバスラインと、画素毎に形成された薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ）及び画素電極とを備えたＴＦＴ基板（表示装置用基板）６２を有している。ま
た、液晶表示装置は、カラーフィルタ（ＣＦ）や共通電極が形成されてＴＦＴ基板６２に
対向配置された対向基板６４を有している。両基板６２、６４間には液晶が封止され、液
晶層が形成されている。
【００４４】
　ＴＦＴ基板６２には、複数のゲートバスラインを駆動するドライバＩＣが実装されたゲ
ートバスライン駆動回路８０と、複数のドレインバスラインを駆動するドライバＩＣが実
装されたドレインバスライン駆動回路８２とが接続されている。これらの駆動回路８０、
８２は、制御回路８４から出力された所定の信号に基づいて、走査信号やデータ信号を所
定のゲートバスラインあるいはドレインバスラインに出力するようになっている。ＴＦＴ
基板６２のＴＦＴ素子形成面と反対側の面には偏光板８７が配置され、対向基板６４の共
通電極形成面と反対側の面には、偏光板８６が偏光板８７に対しクロスニコルに配置され
ている。偏光板８７のＴＦＴ基板６２と反対側の面にはバックライトユニット８８が配置
されている。
【００４５】
　次に、ＴＦＴ基板６２の構成及びその製造方法について説明する。図２は本実施例によ
るＴＦＴ基板６２の１画素の構成を示している。図３（ａ）は図２のＡ－Ａ線で切断した
ＴＦＴ基板６２の断面構成を示し、図３（ｂ）はゲートバスライン端子近傍の断面構成を
示し、図３（ｃ）はドレインバスライン端子近傍の断面構成を示している。本実施例によ
るＴＦＴ基板６２に形成されたゲートバスライン（ゲート電極）１及びドレインバスライ
ン１０は、Ａｌ又はＡｌ合金等の低抵抗金属からなる下層部と、ＺｎＯ膜（例えばＡｌ２
ｗｔ％ＺｎＯ膜）１９ａ、１９ｂからなり下層部上に形成された上層部（最上層部）とを
備えた積層構造をそれぞれ有している。これらの下層部と上層部は同一のフォトリソグラ
フィ工程で形成され、ほぼ同一形状にパターニングされている。
【００４６】
　ＴＦＴ基板６２は、以下の工程を経て作製される。
（１）透明な絶縁基板２０上にＡｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）とＡｌ２ｗｔ％ＺｎＯ膜（膜厚
５０ｎｍ）とをスパッタ法によりこの順に成膜し、積層膜を形成する。
【００４７】
（２）次に、ゲートバスライン（ゲート電極）１、Ｃｓバスライン２、及びそれらの端子
の下部電極（端子部）２１、並びに必要なマーク類などのレジストパターンをフォトリソ
グラフィ法を用いて形成する。続いて、燐酸系のＡｌエッチャントにより積層膜をエッチ
ングする。その後、レジストを剥離して洗浄する。これにより、ゲートバスライン１、Ｃ
ｓバスライン２、下部電極２１、及びマーク類などが形成される。
【００４８】
（３）次に、上記のバスラインなどの積層電極を覆うように、絶縁膜（ゲート絶縁膜）３
となるＳｉＮ膜（膜厚４００ｎｍ）、動作半導体層４となるａ－Ｓｉ膜（膜厚１００ｎｍ
）、コンタクト層１８となるｎ＋ａ－Ｓｉ膜（膜厚５０ｎｍ）を同一ＣＶＤ工程で真空を
破らずに連続して成膜する。
【００４９】
（４）次に、フォトリソグラフィ法を用いて、ゲート電極１上に島状のレジストパターン
を形成する。このあと、ＳＦ６やＣＦ４などのフッ素系のガスを用いてｎ＋ａ－Ｓｉ膜及
びａ－Ｓｉ膜のドライエッチングを行い、島状のコンタクト層１８及び動作半導体層４を
形成する。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００５０】
（５）続いて、Ｍｏ膜（膜厚５０ｎｍ）、Ａｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）、Ａｌ２ｗｔ％Ｚｎ
Ｏ膜（膜厚５０ｎｍ）をスパッタ法によりこの順に成膜する。
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【００５１】
（６）このあと、フォトリソグラフィ法を用いて、ドレインバスライン１０、ドレイン電
極６、ソース電極７、ドレインバスライン端子の下部電極２２及び中間電極８などの形成
領域にレジストパターンを形成する。次に、燐酸系のＡｌエッチャントにより上記のＭｏ
／Ａｌ／ＺｎＯ膜をエッチングする。続いて、塩素系ガスを用いたドライエッチングによ
り、チャネル部上のコンタクト層１８をエッチング除去して、素子分離を行う。その後、
レジストを剥離して洗浄する。これにより、ドレインバスライン１０、ドレイン電極６、
ソース電極７、下部電極２２及び中間電極８などが形成される。以上の工程によって、Ｔ
ＦＴの３端子が形成される。
【００５２】
（７）これらのＴＦＴを覆うように、保護膜９としてＳｉＮ膜（膜厚３００ｎｍ）をＣＶ
Ｄ法により成膜する。
【００５３】
（８）フォトリソグラフィ法を用いて、各バスライン端子の下部電極２１、２２上、及び
ソース電極７や中間電極８の上部が開口されたレジストパターンを形成する。続いて、フ
ッ素系ガスを用いたドライエッチングにより下部電極２１、２２上及び電極７、８上の保
護膜９（及び絶縁膜３）を除去し、コンタクトホール２３、２４、２５、２６を形成する
。このとき、ＺｎＯ膜１９ａ、１９ｂはフッ素系ガスによるドライエッチングに対して選
択性を有するため、膜減りは生じない。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００５４】
（９）この上部に透明導電膜として、ＩＴＯ膜（膜厚７０ｎｍ）をスパッタ法により成膜
する。
【００５５】
（１０）フォトリソグラフィ法を用いて、画素電極（透明電極）１６や、各下部電極２１
、２２上のコンタクトホール２５、２６を覆う接続用の上部電極２７、２８などの形成領
域にレジストパターンを形成する。続いて、シュウ酸などの有機酸を用いたウエットエッ
チングによりＩＴＯ膜をエッチングする。その後、レジストを剥離して洗浄する。これに
より、画素電極１６及び上部電極２７、２８が形成される。最後に、ＩＴＯ膜の結晶化及
びＴＦＴの安定化のために２００℃で１時間程度熱処理を行う。上記処理の後、電気特性
等の所定の検査を必要に応じて行い、ＴＦＴ基板６２が完成する。
【００５６】
　外部との間あるいはＴＦＴ基板６２内で電気的接続が行われる部分のうち、ゲートバス
ライン端子及びＣｓバスライン端子は、下部電極２１の上層部であるＺｎＯ膜１９ａと、
画素電極１６と同時に形成される上部電極（ＩＴＯ）２７とが、絶縁膜３及び保護膜９が
開口されたコンタクトホール２５を介して直接接続された構成を有する。ドレインバスラ
イン端子は、下部電極２２の上層部であるＺｎＯ膜１９ｂと、画素電極１６と同時に形成
される上部電極（ＩＴＯ）２８とが、保護膜９が開口されたコンタクトホール２６を介し
て直接接続された構成を有する。また、ソース電極７の上層部であるＺｎＯ膜１９ｂと画
素電極（ＩＴＯ）１６とはコンタクトホール２３を介して直接接続され、中間電極８の上
層部であるＺｎＯ膜１９ｂと画素電極１６とはコンタクトホール２４を介して直接接続さ
れる。
【００５７】
（実施例１－２）
　次に、本実施の形態の実施例１－２による反射型のＴＦＴ基板６２及びその製造方法に
ついて説明する。図４は、本実施例によるＴＦＴ基板６２の１画素の構成を示している。
図５（ａ）は図４のＢ－Ｂ線で切断したＴＦＴ基板６２の断面構成を示し、図５（ｂ）は
ゲートバスライン端子近傍の断面構成を示し、図５（ｃ）はドレインバスライン端子近傍
の断面構成を示している。本実施例によるＴＦＴ基板６２では、反射電極（画素電極）１
７及びバスライン端子の上部電極２７、２８が下層部のＡｌ膜と上層部のＺｎＯ膜１９ｃ
とを有する２層構造になっている。
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【００５８】
　ＴＦＴ基板６２は、以下の工程を経て作製される。
（１）透明な絶縁基板２０上にＡｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）とＡｌ２ｗｔ％ＺｎＯ膜（膜厚
５０ｎｍ）をスパッタ法によりこの順に成膜し、積層膜を形成する。
【００５９】
（２）次に、ゲートバスライン（ゲート電極）１、Ｃｓバスライン２、及びそれらの端子
の下部電極２１、並びに必要なマーク類などのレジストパターンをフォトリソグラフィ法
を用いて形成する。続いて、燐酸系のＡｌエッチャントにより積層膜をエッチングする。
その後、レジストを剥離して洗浄する。これにより、ゲートバスライン１、Ｃｓバスライ
ン２、下部電極２１、及びマーク類などが形成される。
【００６０】
（３）次に、上記のバスラインなどの積層電極を覆うように、絶縁膜３となるＳｉＮ膜（
膜厚４００ｎｍ）、動作半導体層４となるａ－Ｓｉ膜（膜厚１００ｎｍ）、コンタクト層
１８となるｎ＋ａ－Ｓｉ膜（膜厚５０ｎｍ）を同一ＣＶＤ工程で真空を破らずに連続して
成膜する。
【００６１】
（４）次に、フォトリソグラフィ法を用いて、ゲート電極１上に島状のレジストパターン
を形成する。このあと、ＳＦ６やＣＦ４などのフッ素系のガスを用いてｎ＋ａ－Ｓｉ膜及
びａ－Ｓｉ膜のドライエッチングを行い、島状のコンタクト層１８及び動作半導体層４を
形成する。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００６２】
（５）続いて、Ｍｏ膜（膜厚５０ｎｍ）、Ａｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）、Ａｌ２ｗｔ％Ｚｎ
Ｏ膜（膜厚５０ｎｍ）をスパッタ法によりこの順に成膜する。
【００６３】
（６）このあと、フォトリソグラフィ法を用いて、ドレインバスライン１０、ドレイン電
極６、ソース電極７、ドレインバスライン端子の下部電極２２及び中間電極８などの形成
領域にレジストパターンを形成する。次に、燐酸系のＡｌエッチャントにより上記のＭｏ
／Ａｌ／ＺｎＯ膜をエッチングする。続いて、塩素系ガスを用いたドライエッチングによ
り、チャネル部上のコンタクト層１８をエッチング除去して、素子分離を行う。その後、
レジストを剥離して洗浄する。これにより、ドレインバスライン１０、ドレイン電極６、
ソース電極７、下部電極２２及び中間電極８などが形成される。以上の工程によって、Ｔ
ＦＴの３端子が形成される。
【００６４】
（７）これらのＴＦＴを覆うように、保護膜９としてＳｉＮ膜（膜厚３００ｎｍ）をＣＶ
Ｄ法により成膜する。
【００６５】
（８）フォトリソグラフィ法を用いて、各バスライン端子の下部電極２１、２２上、及び
ソース電極７や中間電極８の上部が開口されたレジストパターンを形成する。続いて、フ
ッ素系ガスを用いたドライエッチングにより下部電極２１、２２上及び電極７、８上の保
護膜９（及び絶縁膜３）を除去し、コンタクトホール２３、２４、２５、２６を形成する
。このとき、ＺｎＯ膜１９ａ、１９ｂはフッ素系ガスによるドライエッチングに対して選
択性を有するため、膜減りは生じない。その後、レジストを剥離して洗浄する。次に、画
素領域内に部分的に凹凸形成用突起２９を形成する。続いて、凹凸形成用突起２９上の全
面に有機膜３０を形成し、パターニングによりコンタクトホール２３、２４の形成領域及
び端子部近傍の有機膜３０を除去する。有機膜３０表面には、凹凸形成用突起２９にある
程度倣った凹凸が形成される。
【００６６】
（９）この上部に反射導電膜として、Ａｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）とＡｌ２ｗｔ％ＺｎＯ膜
（膜厚５０ｎｍ）をスパッタ法によりこの順に成膜する。
【００６７】
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（１０）フォトリソグラフィ法を用いて、反射電極１７や、各下部電極２１、２２上のコ
ンタクトホール２５、２６を覆う接続用の上部電極２７、２８などの形成領域にレジスト
パターンを形成する。続いて、燐酸系エッチャントを用いたウエットエッチングにより反
射導電膜をエッチングする。その後、レジストを剥離して洗浄する。これにより、反射電
極１７及び上部電極２７、２８が形成される。反射電極１７及び上部電極２７、２８の上
層部はＺｎＯ膜１９ｃとなる。反射電極１７の表面には、下地の有機膜３０に倣った凹凸
が形成される。最後に、ＴＦＴの安定化のために２００℃で１時間程度熱処理を行う。上
記処理の後、電気特性等の所定の検査を必要に応じて行い、ＴＦＴ基板６２が完成する。
【００６８】
　外部との間あるいはＴＦＴ基板６２内で電気的接続が行われる部分のうち、ゲートバス
ライン端子及びＣｓバスライン端子は、下部電極２１の上層部であるＺｎＯ膜１９ａと、
反射電極１７と同時に形成される上部電極２７（Ａｌ／ＺｎＯ膜）の下層部（Ａｌ）とが
、絶縁膜３及び保護膜９が開口されたコンタクトホール２５を介して直接接続された構成
を有する。ドレインバスライン端子は、下部電極２２の上層部であるＺｎＯ膜１９ｂと、
反射電極１７と同時に形成される上部電極２８（Ａｌ／ＺｎＯ膜）の下層部（Ａｌ）とが
、保護膜９が開口されたコンタクトホール２６を介して直接接続された構成を有する。各
バスライン端子の最上層は、酸化物導電膜であるＺｎＯ膜１９ｃである。また、ソース電
極７の上層部であるＺｎＯ膜１９ｂと反射電極１７（Ａｌ／ＺｎＯ膜）の下層部（Ａｌ）
とはコンタクトホール２３を介して直接接続され、中間電極８の上層部であるＺｎＯ膜１
９ｂと反射電極１７の下層部（Ａｌ）とはコンタクトホール２４を介して直接接続される
。
【００６９】
　したがって、本実施例では各バスライン端子の最上層が酸化物導電膜のＺｎＯ膜１９ｃ
であるため、端子表面が酸化されたとしても導電性が維持され、信頼性の高い端子が得ら
れる。
【００７０】
（実施例１－３）
　次に、本実施の形態の実施例１－３による反射型のＴＦＴ基板６２及びその製造方法に
ついて説明する。図６（ａ）はＴＦＴ基板６２の画素の断面構成を示し、図６（ｂ）はゲ
ートバスライン端子近傍の断面構成を示し、図６（ｃ）はドレインバスライン端子近傍の
断面構成を示している。本実施例では、バスライン端子が下部電極のみで形成されており
、下部電極は下層部のＡｌ膜と上層部のＺｎＯ膜とを有する２層構造になっている。
【００７１】
　ＴＦＴ基板６２は、以下の工程を経て作製される。
（１）透明な絶縁基板２０上にＡｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）とＡｌ２ｗｔ％ＺｎＯ膜（膜厚
５０ｎｍ）をスパッタ法によりこの順に成膜し、積層膜を形成する。
【００７２】
（２）次に、ゲートバスライン（ゲート電極）１、Ｃｓバスライン２、及びそれらの端子
の下部電極２１、並びに必要なマーク類などのレジストパターンをフォトリソグラフィ法
を用いて形成する。続いて、燐酸系のＡｌエッチャントにより積層膜をエッチングする。
その後、レジストを剥離して洗浄する。これにより、ゲートバスライン１、Ｃｓバスライ
ン２、下部電極２１、及びマーク類などが形成される。
【００７３】
（３）次に、上記のバスラインなどの積層電極を覆うように、絶縁膜３となるＳｉＮ膜（
膜厚４００ｎｍ）、動作半導体層４となるａ－Ｓｉ膜（膜厚１００ｎｍ）、コンタクト層
１８となるｎ＋ａ－Ｓｉ膜（膜厚５０ｎｍ）を同一ＣＶＤ工程で真空を破らずに連続して
成膜する。
【００７４】
（４）次に、フォトリソグラフィ法を用いて、ゲート電極１上に島状のレジストパターン
を形成する。このあと、ＳＦ６やＣＦ４などのフッ素系のガスを用いてｎ＋ａ－Ｓｉ膜及
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びａ－Ｓｉ膜のドライエッチングを行い、島状のコンタクト層１８及び動作半導体層４を
形成する。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００７５】
（５）続いて、Ｍｏ膜（膜厚５０ｎｍ）、Ａｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）、Ａｌ２ｗｔ％Ｚｎ
Ｏ膜（膜厚５０ｎｍ）をスパッタ法によりこの順に成膜する。
【００７６】
（６）このあと、フォトリソグラフィ法を用いて、ドレインバスライン１０、ドレイン電
極６、ソース電極７、ドレインバスライン端子の下部電極２２及び中間電極８などの形成
領域にレジストパターンを形成する。次に、燐酸系のＡｌエッチャントにより上記のＭｏ
／Ａｌ／ＺｎＯ膜をエッチングする。続いて、塩素系ガスを用いたドライエッチングによ
り、チャネル部上のコンタクト層１８をエッチング除去して、素子分離を行う。その後、
レジストを剥離して洗浄する。これにより、ドレインバスライン１０、ドレイン電極６、
ソース電極７、下部電極２２及び中間電極８などが形成される。以上の工程によって、Ｔ
ＦＴの３端子が形成される。
【００７７】
（７）これらのＴＦＴを覆うように、保護膜９としてＳｉＮ膜（膜厚３００ｎｍ）をＣＶ
Ｄ法により成膜する。
【００７８】
（８）フォトリソグラフィ法を用いて、各バスライン端子の下部電極２１、２２上、及び
ソース電極７や中間電極８の上部が開口されたレジストパターンを形成する。続いて、フ
ッ素系ガスを用いたドライエッチングにより下部電極２１、２２上及び電極７、８上の保
護膜９（及び絶縁膜３）を除去し、コンタクトホール２３、２４、２５、２６を形成する
。このとき、ＺｎＯ膜１９ａ、１９ｂはフッ素系ガスによるドライエッチングに対して選
択性を有するため、膜減りは生じない。その後、レジストを剥離して洗浄する。次に、画
素領域内に部分的に凹凸形成用突起２９を形成する。続いて、凹凸形成用突起２９上の全
面に有機膜３０を形成し、パターニングによりコンタクトホール２３、２４の形成領域及
び端子部近傍の有機膜３０を除去する。有機膜３０表面には、凹凸形成用突起２９にある
程度倣った凹凸が形成される。
【００７９】
（９）この上部に反射導電膜として、Ａｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）をスパッタ法により成膜
する。
【００８０】
（１０）フォトリソグラフィ法を用いて、反射電極１７の形成領域にレジストパターンを
形成する。続いて、塩素系ガスを用いたドライエッチングにより反射導電膜をエッチング
する。ここで、端子部の下部電極２１、２２の上層部はＺｎＯ膜１９ａ、１９ｂである。
ＺｎＯ膜１９ａ、１９ｂはドライエッチング耐性があるので、膜減りなどは生じない。そ
の後、レジストを剥離して洗浄する。これにより、各画素に反射電極１７が形成される。
反射電極１７の表面には、下地の有機膜３０に倣った凹凸が形成される。最後に、ＴＦＴ
の安定化のために２００℃で１時間程度熱処理を行う。上記処理の後、電気特性等の所定
の検査を必要に応じて行い、ＴＦＴ基板６２が完成する。
【００８１】
　外部との間あるいはＴＦＴ基板６２内で電気的接続が行われる部分のうち、ゲートバス
ライン端子及びＣｓバスライン端子は、絶縁膜３及び保護膜９が開口されたコンタクトホ
ール２５を介して下部電極２１の上層部であるＺｎＯ膜１９ａが露出する構成を有する。
ドレインバスライン端子は、保護膜９が開口されたコンタクトホール２６を介して下部電
極２２の上層部であるＺｎＯ膜１９ｂが露出する構成を有する。このように、各バスライ
ン端子の最上層は、酸化物導電膜であるＺｎＯ膜１９ａ又は１９ｂである。また、ソース
電極７の上層部であるＺｎＯ膜１９ｂと反射電極（Ａｌ膜）１７とはコンタクトホール２
３を介して直接接続され、中間電極８の上層部であるＺｎＯ膜１９ｂと反射電極（Ａｌ膜
）１７とはコンタクトホール２４を介して直接接続される。
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【００８２】
　したがって、本実施例ではバスライン端子の最上層が酸化物導電膜のＺｎＯ膜１９ａ又
は１９ｂであるため、端子表面が酸化されたとしても導電性が維持され、信頼性の高い端
子が得られる。また本実施例では、下部電極２１を形成するゲート工程、下部電極２２を
形成するドレイン工程、及びコンタクトホール２５、２６を形成する端子工程というわず
か３回のフォトリソグラフィ工程（３枚マスク）により端子を形成できる。
【００８３】
（実施例１－４）
　次に、本実施の形態の実施例１－４によるＴＦＴ基板６２及びその製造方法について説
明する。図７はＴＦＴ基板６２の１画素の構成を示している。図８（ａ）は図７のＣ－Ｃ
線で切断したＴＦＴ基板６２の断面構成を示し、図８（ｂ）はゲートバスライン端子近傍
の断面構成を示し、図８（ｃ）はドレインバスライン端子近傍の断面構成を示している。
本実施例のＴＦＴ基板６２は、横電界により液晶を駆動するＩＰＳモードの液晶表示装置
に用いられる。本実施例では、酸化物導電膜端子を有する低抵抗配線を３枚マスクにより
得られる。
【００８４】
　ＴＦＴ基板６２は、以下の工程を経て作製される。
（１）透明な絶縁基板２０上にＡｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）とＡｌ２ｗｔ％ＺｎＯ膜（膜厚
５０ｎｍ）をスパッタ法によりこの順に成膜し、積層膜を形成する。
【００８５】
（２）次に、ゲートバスライン（ゲート電極）１、Ｃｓバスライン２、及びそれらの端子
の下部電極２１、共通電極３１、並びに必要なマーク類などのレジストパターンをフォト
リソグラフィ法を用いて形成する。続いて、燐酸系のＡｌエッチャントにより積層膜をエ
ッチングする。その後、レジストを剥離して洗浄する。これにより、ゲートバスライン１
、Ｃｓバスライン２、下部電極２１、共通電極３１、及びマーク類などが形成される。こ
こで、共通電極３１はＣｓバスライン２から分岐しており、後の工程で形成される櫛歯状
の画素電極１６に所定の間隙を介して対向するような櫛歯状に形成される。
【００８６】
（３）次に、上記のバスラインなどの積層電極を覆うように、絶縁膜３となるＳｉＮ膜（
膜厚４００ｎｍ）、動作半導体層４となるａ－Ｓｉ膜（膜厚１００ｎｍ）、コンタクト層
１８となるｎ＋ａ－Ｓｉ膜（膜厚５０ｎｍ）を同一ＣＶＤ工程で真空を破らずに連続して
成膜する。
【００８７】
（４）次に、フォトリソグラフィ法を用いて、ゲート電極１上に島状のレジストパターン
を形成する。このあと、ＳＦ６やＣＦ４などのフッ素系のガスを用いてｎ＋ａ－Ｓｉ膜及
びａ－Ｓｉ膜のドライエッチングを行い、島状のコンタクト層１８及び動作半導体層４を
形成する。その後、レジストを剥離して洗浄する。
【００８８】
（５）続いて、Ｍｏ膜（膜厚５０ｎｍ）、Ａｌ膜（膜厚１５０ｎｍ）、Ａｌ２ｗｔ％Ｚｎ
Ｏ膜（膜厚５０ｎｍ）をスパッタ法によりこの順に成膜する。
【００８９】
（６）このあと、フォトリソグラフィ法を用いて、ドレインバスライン１０、ドレイン電
極６、ソース電極７、画素電極１６、及びドレインバスライン端子の下部電極２２などの
形成領域にレジストパターンを形成する。次に、燐酸系のＡｌエッチャントにより上記の
Ｍｏ／Ａｌ／ＺｎＯ膜をエッチングする。続いて、塩素系ガスを用いたドライエッチング
により、チャネル部上のコンタクト層１８をエッチング除去して、素子分離を行う。その
後、レジストを剥離して洗浄する。これにより、ドレインバスライン１０、ドレイン電極
６、ソース電極７、画素電極１６、及び下部電極２２などが形成される。画素電極１６は
、先の工程で形成済の共通電極３１に対応した櫛歯状に形成される。以上の工程によって
、ＴＦＴの３端子が形成される。
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【００９０】
（７）これらのＴＦＴを覆うように、保護膜９としてＳｉＮ膜（膜厚３００ｎｍ）をＣＶ
Ｄ法により成膜する。
【００９１】
（８）フォトリソグラフィ法を用いて、各バスライン端子の下部電極２１、２２上が開口
されたレジストパターンを形成する。続いて、フッ素系ガスを用いたドライエッチングに
より下部電極２１、２２上の保護膜９（及び絶縁膜３）を除去し、コンタクトホール２５
、２６を形成する。このとき、ＺｎＯ膜１９ａ、１９ｂはフッ素系ガスによるドライエッ
チングに対して選択性を有するため、膜減りは生じない。その後、レジストを剥離して洗
浄する。以上の工程を経てＴＦＴ基板６２が完成する。
【００９２】
　外部との間あるいはＴＦＴ基板６２内で電気的接続が行われる部分のうち、ゲートバス
ライン端子及びＣｓバスライン端子は、絶縁膜３及び保護膜９が開口されたコンタクトホ
ール２５を介して下部電極２１の上層部であるＺｎＯ膜１９ａが露出する構成を有する。
ドレインバスライン端子は、保護膜９が開口されたコンタクトホール２６を介して下部電
極２２の上層部であるＺｎＯ膜１９ｂが露出する構成を有する。このように、各バスライ
ン端子の最上層は、酸化物導電膜であるＺｎＯ膜１９ａ又は１９ｂである。
【００９３】
　したがって、本実施例ではバスライン端子の最上層が酸化物導電膜のＺｎＯ膜１９ａ又
は１９ｂであるため、端子表面が酸化されたとしても導電性が維持され、信頼性の高い端
子が得られる。また本実施例では、下部電極２１を形成するゲート工程、下部電極２２を
形成するドレイン工程、及びコンタクトホール２５、２６を形成する端子工程というわず
か３回のフォトリソグラフィ工程（３枚マスク）により端子を形成できる。
【００９４】
　以上のように、本実施の形態によれば、酸化物導電膜からなる上層部を有することによ
る接続信頼性の高い端子と、Ａｌからなる下層部を有することによる低抵抗の配線とを簡
易な製造工程によって得られる。
【００９５】
［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態による表示装置用基板及びそれを備えた液晶表示装置
について図９乃至図２３を用いて説明する。本実施の形態は、特に半透過型の液晶表示装
置及びそれに用いられる表示装置用基板に関する。
【００９６】
　液晶表示装置は、現在パーソナルコンピュータ、テレビ受像機、携帯情報端末等の表示
部として広く用いられている。中でもバックライトの透過光と外光の両方を表示に利用で
きる半透過型液晶表示装置は、太陽光が強く明るい屋外でも、それより暗い室内でも表示
が鮮明に見えるため、携帯情報端末等に用いられる表示装置の主流となりつつある。
【００９７】
　図９は従来の半透過型のＴＦＴ基板６２の１画素の構成を示し、図１０は図９のＤ－Ｄ
線で切断した断面構成を示している。図９及び図１０に示すように、各画素領域内は反射
領域Ｒと透過領域Ｔとに分けられている。透過領域Ｔには、ＩＴＯ等の透明導電膜からな
る透明電極１６が形成されている。反射領域Ｒには、透明電極１６と、外光を反射するた
めに透明電極１６上に積層されたＡｌ等からなる反射電極１７とが形成されている。また
反射領域Ｒでは、透明電極１６の下層にあらかじめ凹凸を形成しておき、その上の反射電
極１７表面にも凹凸が形成されるようになっている。これにより、入射光が反射される際
に反射方向が特定方向以外にも適度に広がるようになる。
【００９８】
　携帯電話やＰＤＡ等の携帯端末は、一人だけで使用されることが多い。そのためほとん
どの場合は表示が最も見やすくなる正面から表示画面を見ることになる。しかし、表示装
置の周囲の環境が太陽により明るく照らされている場合は、太陽光はバックライトより遥
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かに明るいため、透過型液晶表示装置では表示の明暗が周囲の光に埋もれてしまい非常に
見づらくなる。これに対して反射型や半透過型の液晶表示装置はこのような場合に適して
おり、使用者は太陽光を利用して表示を鮮明に見ることが可能になる。よって、太陽光を
正面から当てて表示画面も正面から見るのが、反射型及び半透過型液晶表示装置の明るい
環境下での理想的な使用方法となる。
【００９９】
　図１１及び図１２は、使用者と携帯端末の表示画面との位置関係を示している。図１１
に示すように、使用者４０の背面側から太陽光が当たると、当然ながら携帯端末４１の表
示画面は使用者の陰になり、太陽光をうまく表示に利用することができない。そのため使
用者４０は、表示画面を見るたびに携帯端末４１や使用者４０自身の向き及び位置を図１
２に示すように変える必要があった。ところが、液晶表示装置は斜めから画面を見ると正
面に比べ表示特性が一般的には劣るため、このような見方では最善の表示を見ることがで
きない。特に、太陽光直射の有無や、太陽と使用者及び携帯端末との位置関係などが度々
変わる自動車内や電車内で携帯端末を使用する場合、良好な表示を得るのが困難であり非
常に不便であった。
【０１００】
　また、半透過型液晶表示装置は、反射表示及び透過表示の短所を補い合うことで屋外で
も室内環境でも表示が鮮明に見えるのが特徴であるが、当然ながら各画素領域には反射領
域Ｒだけではなく透過領域Ｔも設ける必要がある。このため半透過型液晶表示装置は、反
射型液晶表示装置に比べ反射領域Ｒが狭くなり、反射特性の向上が難しいという問題もあ
る。このため、より効率的な反射特性が得られるよう画素設計を改善する必要がある。
【０１０１】
　本実施の形態の目的は、良好な表示特性の得られる半透過型の液晶表示装置及びそれに
用いられる表示装置用基板を提供することにある。
【０１０２】
　上記目的は、透明基板上に形成され、凹凸状の表面を有する樹脂層と、前記樹脂層上に
形成されて前記樹脂層表面に倣った凹凸状の表面を有し、光を透過する透明電極と光を反
射する反射電極とが少なくとも一部で積層された構造を有する画素電極と、前記透明電極
と前記反射電極とが積層された反射領域と、凹凸状の前記画素電極のうち頂部若しくは底
部又はその両方に相当する領域で前記反射電極が除去された透過領域とをそれぞれ有する
複数の画素領域とを有することを特徴とする表示装置用基板によって達成される。
【０１０３】
　上記本実施の形態の表示装置用基板において、前記樹脂層は透明であることを特徴とす
る。
【０１０４】
　上記本実施の形態の表示装置用基板において、前記透過領域は、前記樹脂層表面の基板
面に対する傾斜角が６°以下の領域に配置されていることを特徴とする。
【０１０５】
　上記本実施の形態の表示装置用基板において、前記透明電極は、ＩＴＯ、ＺｎＯｘ、又
はＺｎＯｘにＡｌ若しくはＧａを含有させた化合物からなることを特徴とする。
【０１０６】
　上記本実施の形態の表示装置用基板において、前記反射電極は、Ｍｏ、窒素を含むＭｏ
、又はＴｉからなる下層部と、Ａｌ、Ａｌ合金、Ａｇ、又はＡｇ合金からなる上層部とを
含む２層以上の積層構造を有することを特徴とする。
【０１０７】
　上記本実施の形態の表示装置用基板において、前記透明電極は、ＺｎＯｘ、又はＺｎＯ

ｘにＡｌ若しくはＧａを含有させた化合物からなり、前記反射電極は、Ａｌ、Ａｌ合金、
Ａｇ、又はＡｇ合金の単層膜からなることを特徴とする。
【０１０８】
　また上記目的は、対向配置された一対の基板と、前記一対の基板間に封止された液晶と
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を備えた液晶表示装置であって、前記一対の基板の一方に、上記本実施の形態の表示装置
用基板が用いられていることを特徴とする液晶表示装置によって達成される。
【０１０９】
　本実施の形態によれば、良好な表示特性の得られる半透過型の液晶表示装置及びそれに
用いられる表示装置用基板を実現できる。
【０１１０】
　本実施の形態では、半透過型液晶表示装置において、画素電極が透明電極とその上層の
少なくとも一部に形成された反射電極との積層構造を有し、かつ反射電極（又はその下地
層）の凹凸の頂部若しくは底部又はその両方に相当する位置に、光が透過できるように反
射電極を除去した開口領域が設けられる。開口領域には、画素電極として透明電極のみが
存在している。本実施の形態では、反射電極形成領域と開口領域とが混在する領域を半透
過領域ＴＲともいう。なお半透過領域ＴＲは、微視的には、反射電極形成領域である反射
領域Ｒと、開口領域である透過領域Ｔとを有していることは言うまでもない。すなわち、
凹凸の頂部若しくは底部又はその両方に相当する領域が透過領域Ｔになっており、それ以
外の領域が反射領域Ｒになっている。開口領域では透明電極が残存しているため、画素電
位は透明電極によって保持される。開口領域でバックライトからの光が効率良く透過する
ように、反射電極下層の樹脂層には透明樹脂が用いられるか、又はブリーチング（色抜き
）処理を行って透明にした樹脂が用いられる。なお、画素内には上記の半透過領域ＴＲと
透過領域Ｔの双方が設けられても良いが、半透過領域ＴＲでの透過特性が十分であれば、
画素領域全体を半透過領域ＴＲとしても構わない。
【０１１１】
　図１３は本実施の形態の作用を説明するＴＦＴ基板の模式的な断面図であり、図１４は
本実施の形態と比較するための従来の半透過型のＴＦＴ基板の模式的な断面図である。一
般に、反射型や半透過型の液晶表示装置では、反射電極での反射率の高さが重要な性能の
一つである。ところが、上記のような問題があるため、正面－正面反射率（正面からの入
射光に対する正面への反射光の強度の割合）よりも、むしろ正面方向に対し３０°程度斜
めからの入射光に対する反射率の方が重要となる。
【０１１２】
　図１４に示すような従来の構成の場合、画素内の反射領域では反射電極１７表面に下地
の樹脂層４５に倣った凹凸が設けられている。しかし、凹凸の頂部又は底部に相当する領
域では、光が仮に３０°程度斜めから入射しても－３０°の方向に反射されるため、正面
方向への反射には寄与しない。ただし、正面－正面反射や斜め－斜め反射には寄与する。
本実施の形態では、図１３に示すようにこの領域の反射電極１７を除去して開口領域４２
とし、この領域を透過領域として用いる。これによって当該領域を有効に活用でき、画素
の実質的な開口率が向上する。また、この分だけ半透過領域を広くとり、反射特性を向上
させる設計にしてもよい。こうすることにより、表示画面斜め方向からの光を表示画面法
線方向により多く反射できる。このため、図１５に示すような使用者４０の斜め後方から
の光を有効に利用でき、良好な反射表示が得られる。
【０１１３】
　また開口領域４２は、基板面に平行な方向を０°とした場合の凹凸表面の傾斜角（≧０
°）が６°以下の領域に設けるのが望ましい。この理由について図１６及び図１７を用い
て説明する。液晶表示装置４３を搭載した携帯端末を見る場合、使用者は液晶表示装置４
３の表示画面の正面（法線方向）に自分の目が位置するように携帯端末を保持することが
多い。このとき、表示画面と目との間の距離は、個人差や状況による差はあると思われる
がおおよそ３５ｃｍである。ここで、太陽のような光源と表示画面との間に使用者の頭部
４４が位置して光の入射が遮られるような場合を考える。使用者の頭部４４の幅を１５ｃ
ｍとすると、表示画面への光の入射が頭部４４によって遮られる最大の角度θ（０°≦θ
＜９０°）は、表示画面法線方向を０°とすると、
θ＝ａｔａｎ｛（１５０ｍｍ／２）／３５０ｍｍ｝
　＝１２．０９°
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となる。図１７に示すように、入射光を表示画面法線方向に反射させる反射電極１７の微
小表面の傾斜角は、光の入射角の１／２である。すなわち、反射電極１７のうち傾斜角が
θ／２（≒６°）以下の領域は、光源、表示画面及び使用者の位置関係に基づき表示にあ
まり寄与しないことになる。したがって、開口領域４２は、反射電極１７が形成された場
合にその表面の基板面に対する傾斜角が６°以下になる領域（つまり樹脂層４５表面又は
透明電極１６表面の傾斜角が６°以下である領域）に形成されるのが望ましい。
【０１１４】
（実施例２－１）
　図１８は本実施の形態の実施例２－１によるＴＦＴ基板の１画素の構成を示している。
図１９は図１８のＥ－Ｅ線で切断したＴＦＴ基板の断面構成を示している。ガラス等の絶
縁基板２０上にゲートバスライン（ゲート電極）１及びＣｓバスライン２が形成されてい
る。ゲートバスライン１及びＣｓバスライン２は、例えばＡｌ層４６、ＭｏＮ層４７、Ｍ
ｏ層４８の積層膜からなる。その上層には絶縁膜３、動作半導体層４、チャネル保護膜５
が形成され、さらにその上層にコンタクト層（ｎ＋ａ－Ｓｉ）１８、ドレイン電極６、ソ
ース電極７及び中間電極８が形成される。ドレイン電極６、ソース電極７及び中間電極８
は、例えばＴｉ層４９、Ａｌ層５０、Ｔｉ層５１の積層膜からなる。その上層にはＳｉＮ
などからなる保護膜９が成膜されているが、これは必要なければ省いてもよい。その上層
には、凹凸を形成するため複数のアイランド状にパターニングされた凹凸形成用突起２９
が樹脂等で形成されている。凹凸形成用突起２９上には有機膜（樹脂膜）３０が形成され
ている。凹凸形成用突起２９による凹凸が有機膜３０によりレベリングされることで、有
機膜３０表面には適度な凹凸が形成されている。さらにその上層には、ＩＴＯからなる透
明電極１６と、その上層に配置されＭｏＮ（窒素を含むＭｏ）層５２及びＡｌ層５３の積
層膜からなる反射電極１７とを含む画素電極が画素毎に形成されている。画素電極は、有
機膜３０の凹凸に倣った凹凸状の表面を有し、本実施例では凹凸の底部に相当する位置に
、画素電極のうちの反射電極１７が除去された開口領域４２が配置されている。開口領域
４２は、反射電極１７が除去されて透明電極１６が残されることにより透過領域として用
いられる。もちろん凹凸の頂部に相当する位置、あるいは図２０に示すように底部及び頂
部の両方の位置に開口領域４２を形成してもよい。
【０１１５】
　Ａｌは反射率が比較的高いため反射電極１７としてしばしば用いられるが、ＩＴＯが下
層に存在すると現像時に電池反応を起こして劣化してしまう。このため本実施例では、画
素電極１６（ＩＴＯ）とＡｌ層５３との間に、カバーメタルとしてＭｏＮ層５２を設けて
いる。なお本実施例では画素のほぼ全域を半透過領域ＴＲとしたが、図２１に示すように
例えば画素の下半分を画素電極として透明電極１６のみが形成された透過領域Ｔとしても
よい。
【０１１６】
（実施例２－２）
　図２２は本実施の形態の実施例２－２によるＴＦＴ基板の１画素の構成を示している。
図２３は図２２のＦ－Ｆ線で切断したＴＦＴ基板の断面構成を示している。ガラス等の絶
縁基板２０上にゲートバスライン（ゲート電極）１及びＣｓバスライン２が形成されてい
る。その上層には絶縁膜３、動作半導体層４、チャネル保護膜５が形成され、さらにその
上層にコンタクト層（ｎ＋ａ－Ｓｉ）１８、ドレイン電極６、ソース電極７及び中間電極
８が形成される。その上層にはＳｉＮなどからなる保護膜９が成膜されているが、これは
必要なければ省いてもよい。その上層には、表面に皺状の凹凸を有する樹脂層５４が形成
されている。この皺状凹凸は、樹脂層５４を塗布、露光、現像及び熱処理した後、ＵＶ処
理又はイオンドープを行い、その後熱処理することにより形成される。さらにその上層に
は、ＺｎＯｘからなる透明電極１６と、その上層に配置されたＡｌからなる反射電極１７
とを含む画素電極が画素毎に形成されている。透明電極１６は、ＺｎＯｘにＡｌ又はＧａ
を含有させた化合物で形成してもよい。ＺｎＯｘや、ＺｎＯｘにＡｌ又はＧａを含有させ
た化合物は、Ａｌを上層に直接積層しても現像処理での電池反応が発生しない。このため
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、カバーメタルを形成する必要はない。画素電極の表面には、樹脂層５４の凹凸に倣った
皺状凹凸が形成されている。本実施例では皺状凹凸の頂部に相当する位置に、画素電極の
うちの反射電極１７が除去された線状の開口領域４２が配置されている。開口領域４２は
、反射電極１７が除去されて透明電極１６が残されることにより透過領域として用いられ
る。
【０１１７】
　なお、実施例２－１、２－２ではチャネル保護膜型のＴＦＴ基板を例に挙げたが、本実
施の形態はチャネルエッチ型のＴＦＴ基板にも適用できる。
【０１１８】
　以下、本実施の形態によるＴＦＴ基板の製造方法を簡単に説明する。
（１）絶縁基板２０上に第１の導電層としてＡｌ層４６、ＭｏＮ層４７、Ｍｏ層４８を成
膜し、ゲートバスライン１及びＣｓバスライン２を形成する。
【０１１９】
（２）次に、絶縁膜３、ａ－Ｓｉ膜、ＳｉＮ膜を連続的に成膜する。次に、ＳｉＮ膜をチ
ャネル上に島状にパターニングし、チャネル保護膜５を形成する。
【０１２０】
（３）次に、ｎ＋ａ－Ｓｉ膜、そして第２の導電層としてＴｉ層４９、Ａｌ層５０、Ｔｉ
層５１を順に成膜する。この第２の導電層によりドレイン電極６、ソース電極７、ドレイ
ンバスライン１０及び中間電極８を形成する。
【０１２１】
（４）次に保護膜９を成膜する。保護膜９は、ＣＶＤで形成される窒化シリコン層の他に
も酸化シリコン等の絶縁層、又は樹脂絶縁層を用いてもよい。
【０１２２】
（５）その後、樹脂層を複数のアイランド状にパターニングして凹凸形成用突起２９を形
成し、その上層に有機膜３０を形成する。凹凸形成用突起２９による凹凸が適度に平坦化
されることで、有機膜３０には適度な凹凸が形成される。
【０１２３】
（６）次に、透明電極１６となるＩＴＯ層、反射電極１７の下層部となるＭｏＮ層５２、
及び反射電極１７の上層部となるＡｌ層５３を成膜する。ＭｏＮ層５２に代えてＭｏ、Ｔ
ｉ等の高融点金属層を形成してもよく、またＡｌ層５３に代えてＡｌ合金、Ａｇ又はＡｇ
合金からなる層を形成してもよい。また、ＩＴＯに代えてＺｎＯｘ、又はＺｎＯｘにＡｌ
若しくはＧａ（あるいはＡｌ、Ｇａの両方）が添加された化合物を用いてもよい。その場
合は、ＡｌやＡｇなどがＭｏなどの高融点金属層を介さずに直接積層されても、現像時に
電池反応は生じない。このため、反射電極１７はＡｌ、Ａｌ合金、Ａｇ又はＡｇ合金のい
ずれかの単層により形成してもよい。これらの材料が成膜された後、フォトリソグラフィ
法によるレジストマスク形成、エッチング、及びレジスト剥離処理を行い、画素電極をパ
ターニングする。画素電極には、下地の有機膜３０の凹凸に倣った凹凸が形成される。例
えば凹凸の頂部に相当する領域に開口領域４２を形成する場合には、材料成膜後又は画素
電極のパターニング後に基板全面の研磨を行い、凹凸の頂部に相当する領域の反射電極１
７のみを自己整合的に除去してもよい。もちろんフォトリソグラフィ法を用いて開口領域
４２を形成しても構わない。以上の工程を経てＴＦＴ基板が完成する。
【０１２４】
　その後、例えばＴＮ液晶を用いた液晶表示装置の場合、配向膜印刷、ラビング、対向基
板との貼合せ、切断、液晶注入等の工程を経て、半透過型液晶表示装置が完成する。
【０１２５】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、良好な表示特性の得られる半透過型の液
晶表示装置及びそれに用いられる表示装置用基板を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本発明の第１の実施の形態の実施例１－１による液晶表示装置の概略構成を示す
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図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の実施例１－１によるＴＦＴ基板の１画素の構成を示
す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態の実施例１－１によるＴＦＴ基板の構成を示す断面図
である。
【図４】本発明の第１の実施の形態の実施例１－２によるＴＦＴ基板の１画素の構成を示
す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態の実施例１－２によるＴＦＴ基板の構成を示す断面図
である。
【図６】本発明の第１の実施の形態の実施例１－３によるＴＦＴ基板の構成を示す断面図
である。
【図７】本発明の第１の実施の形態の実施例１－４によるＴＦＴ基板の１画素の構成を示
す図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態の実施例１－４によるＴＦＴ基板の構成を示す断面図
である。
【図９】本発明の第２の実施の形態の前提となる従来のＴＦＴ基板の構成を示す図である
。
【図１０】本発明の第２の実施の形態の前提となる従来のＴＦＴ基板の構成を示す断面図
である。
【図１１】使用者と表示画面の位置関係を示す図である。
【図１２】使用者と表示画面の位置関係を示す図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態の作用を説明するＴＦＴ基板の模式的な断面図であ
る。
【図１４】従来の半透過型のＴＦＴ基板の模式的な断面図である。
【図１５】使用者と表示画面の位置関係を示す図である。
【図１６】本発明の第２の実施の形態の原理を説明する図である。
【図１７】本発明の第２の実施の形態の原理を説明する図である。
【図１８】本発明の第２の実施の形態の実施例２－１によるＴＦＴ基板の１画素の構成を
示す図である。
【図１９】本発明の第２の実施の形態の実施例２－１によるＴＦＴ基板の断面構成を示す
図である。
【図２０】本発明の第２の実施の形態の実施例２－１によるＴＦＴ基板の変形例を示す図
である。
【図２１】本発明の第２の実施の形態の実施例２－１によるＴＦＴ基板の変形例を示す図
である。
【図２２】本発明の第２の実施の形態の実施例２－２によるＴＦＴ基板の１画素の構成を
示す図である。
【図２３】本発明の第２の実施の形態の実施例２－２によるＴＦＴ基板の断面構成を示す
図である。
【図２４】従来のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図２５】従来のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図２６】従来のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【図２７】従来のＴＦＴ基板の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１２７】
１　ゲートバスライン
２　Ｃｓバスライン
３　絶縁膜
４　動作半導体層
５　チャネル保護膜
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６　ドレイン電極
７　ソース電極
８　中間電極
９　保護膜
１０　ドレインバスライン
１１、１２　樹脂層
１３　ＩＴＯ膜
１４　ＭｏＮ膜
１５　Ａｌ膜
１６　画素電極
１７　反射電極
１８　コンタクト層
１９ａ、１９ｂ、１９ｃ　ＺｎＯ膜
２０　絶縁基板
２１、２２　下部電極
２３、２４、２５、２６　コンタクトホール
２７、２８　上部電極
２９　凹凸形成用突起
３０　有機膜
３１　共通電極
４０　使用者
４１　携帯端末
４２　開口領域
４３　液晶表示装置
４４　頭部
４５、５４　樹脂層
４６、５０、５３　Ａｌ層
４７、５２　ＭｏＮ層
４８　Ｍｏ層
４９、５１　Ｔｉ層
６２　ＴＦＴ基板
６４　対向基板
８０　ゲートバスライン駆動回路
８２　ドレインバスライン駆動回路
８４　制御回路
８６、８７　偏光板
８８　バックライトユニット
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