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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号線と走査線に囲まれた領域に、画素電極とＴＦＴを含む画素が形成された表示
領域と、前記表示領域の外側に端子部が形成された液晶表示装置であって、
　前記ＴＦＴを覆って有機絶縁膜が形成され、前記画素部の有機絶縁膜は厚さ１～４μｍ
であり、前記有機絶縁膜の上には前記画素電極が形成され、前記有機絶縁膜には、前記画
素電極と前記ＴＦＴを導通するための画素部スルーホールが形成され、
　前記表示領域の外側では前記映像信号線または前記走査線が前記端子部まで延在し、前
記映像信号線または前記走査線は前記有機絶縁膜によって被覆され、
　前記端子部では前記有機絶縁膜に端子部スルーホールが形成されており、前記端子部ス
ルーホール周辺の前記有機絶縁膜は厚さ３００ｎｍ～６００ｎｍであり、前記有機絶縁膜
の前記端子部スルーホールのテーパ角は前記有機絶縁膜の前記画素部スルーホールのテー
パ角よりも小さく、前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は５度～３５度
であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は２０度～３５度であることを特
徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記端子部において、前記有機絶縁膜の下には無機絶縁膜が存在していることを特徴と
する請求項１に記載の液晶表示装置。



(2) JP 4485559 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

【請求項４】
　映像信号線と走査線に囲まれた領域に、画素電極とＴＦＴを含む画素が形成された表示
領域と、前記表示領域の外側に端子部が形成された液晶表示装置であって、
　前記ＴＦＴを覆って有機絶縁膜が形成され、前記画素部の有機絶縁膜は厚さ１～４μｍ
であり、前記有機絶縁膜の上には前記画素電極が形成され、前記有機絶縁膜には、前記画
素電極と前記ＴＦＴを導通するための画素部スルーホールが形成され、
　前記表示領域の外側では前記映像信号線または前記走査線が前記端子部まで延在し、前
記映像信号線または前記走査線は前記有機絶縁膜によって被覆され、
　前記端子部では前記有機絶縁膜に端子部スルーホールが形成されており、前記端子部ス
ルーホール周辺の前記有機絶縁膜は厚さ１００ｎｍ～６００ｎｍであり、前記有機絶縁膜
の前記端子部スルーホールのテーパ角は前記有機絶縁膜の画素部スルーホールのテーパ角
よりも小さく、前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は２０度以下である
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　前記端子部において、前記有機絶縁膜の下には無機絶縁膜が存在していることを特徴と
する請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　映像信号線と走査線に囲まれた領域に、画素電極とＴＦＴを含む画素が形成された表示
領域と、前記表示領域の外側に端子部が形成された液晶表示装置であって、
　前記ＴＦＴを覆って有機絶縁膜が形成され、前記画素部の有機絶縁膜は厚さ１～４μｍ
であり、前記有機絶縁膜の上には前記画素電極が形成され、前記有機絶縁膜には、前記画
素電極と前記ＴＦＴを導通するための画素部スルーホールが形成され、
　前記表示領域の外側では前記映像信号線または前記走査線が前記端子部まで延在し、前
記映像信号線または前記走査線は前記有機絶縁膜によって被覆され、
　前記端子部では前記有機絶縁膜に端子部スルーホールが形成されており、前記端子部ス
ルーホール周辺の前記有機絶縁膜の膜厚はハーフトーン露光によって、前記画素部の前記
有機絶縁膜の膜厚よりも小さくなっており、前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールの
テーパ角は前記有機絶縁膜の前記画素部スルーホールのテーパ角よりも小さく、前記有機
絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は５度～３５度であることを特徴とする液晶
表示装置。
【請求項７】
　前記端子部スルーホール周辺の前記有機絶縁膜の膜厚は３００ｎｍ～６００ｎｍである
ことを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は２０度～３５度であることを特
徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　映像信号線と走査線に囲まれた領域に、画素電極とＴＦＴを含む画素が形成された表示
領域と、前記表示領域の外側に端子部が形成された液晶表示装置であって、
　前記ＴＦＴを覆って有機絶縁膜が形成され、前記画素部の有機絶縁膜は厚さ１～４μｍ
であり、前記有機絶縁膜の上には前記画素電極が形成され、前記有機絶縁膜には、前記画
素電極と前記ＴＦＴを導通するための画素部スルーホールが形成され、
　前記表示領域の外側では前記映像信号線または前記走査線が前記端子部まで延在し、前
記映像信号線または前記走査線は前記有機絶縁膜によって被覆され、
　前記端子部では前記有機絶縁膜に端子部スルーホールが形成されており、前記端子部ス
ルーホール周辺の前記有機絶縁膜の膜厚は、多階調ハーフトーン露光によって、前記画素
部の前記有機絶縁膜の膜厚よりも小さくなっており、かつ、前記有機絶縁膜の前記端子部
スルーホールのテーパ角は前記有機絶縁膜の前記画素部スルーホールのテーパ角よりも小
さく、前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は２０度以下であることを特
徴とする液晶表示装置。
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【請求項１０】
　前記端子部スルーホール周辺の前記有機絶縁膜の膜厚は１００ｎｍ～６００ｎｍである
ことを特徴とする請求項９に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に係り、特に端子部の接続の信頼性を向上した液晶表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置では画素電極および薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等がマトリクス状に形成
されたＴＦＴ基板と画素電極に対応する場所にカラーフィルタ等が形成された対向基板と
を有し、ＴＦＴ基板と対向基板の間に液晶が挟持されている。そして液晶分子による光の
透過率を画素毎に制御することによって画像を形成している。
【０００３】
　ＴＦＴ基板には、縦方向に延在し、横方向に配列した映像信号線と、横方向に延在して
縦方向に配列した走査線とが存在し、映像信号線と走査線とで囲まれた領域に画素が形成
される。画素は主として画素電極とスイッチング素子である薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
から構成される。このようにマトリクス状に形成された多くの画素によって表示領域が形
成される。
【０００４】
　ＴＦＴ基板の表示領域ではまず、ＴＦＴが形成され、その上にＳｉＮによる無機パッシ
ベーション膜が形成され、さらにその上に有機パッシベーション膜が形成される。有機パ
ッシベーション膜は画素電極が形成される面を平坦化する役割を有する。そして平坦化膜
の上に画素電極としての透明導電膜であるＩＴＯが形成される。
【０００５】
　ＴＦＴ基板の表示領域の外側には表示領域に電源、映像信号、走査信号等を外部から供
給するための端子部が形成されている。端子部は表示領域と同様のプロセスで形成される
。すなわち、映像信号線あるいは走査線等がＴＦＴ基板と対向基板とを貼り合わせるシー
ル部を通って端子部まで延びて、端子部下地金属を形成している。端子部の下地金属は映
像信号線あるいは走査線と同じ層構造となっている。
【０００６】
　端子部の下地金属は無機パッシベーション膜および有機パッシベーション膜によって被
覆されている。無機パッシベーション膜および有機パッシベーション膜は絶縁物であるか
ら、これらの膜に対して端子部をフォトリソグラフィによってスルーホールを形成し、外
部との導通が可能なようにしている。金属は外気によって腐蝕しやすいので、スルーホー
ルを覆って、化学的に安定な透明導電膜であるＩＴＯが形成される。端子部と端子部の間
には絶縁膜が存在している。絶縁膜のうちで特に膜厚が大きいものが有機パッシベーショ
ン膜である。したがって、端子部および端子部付近には断面で見ると大きな凹凸が形成さ
れている。
【０００７】
　端子部には映像信号ドライバ、走査信号ドライバ等のＩＣチップが接続される。ＩＣチ
ップはＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　ＯＮ　Ｇｌａｓｓ）方式を用いてＴＦＴ基板に直接接続する場
合もあるし、ＩＣチップがフレキシブルフィルムに搭載されたものをＴＦＴ基板に接続す
るＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）方式によって接続する場合
がある。この場合、端子部に大きな凹凸が存在すると、ＣＯＧあるいはＴＡＢ等の接続時
に接続不良を生じやすい。
【０００８】
　「特許文献１」には、ＩＣチップをＣＯＧによって接続する場合に、端子部における有
機膜を薄くすることによって、端子部の凹凸を小さくし、ＣＯＧによるＩＣチップの接続
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の信頼性を上げる技術が記載されている。「特許文献２」には、ＩＣチップをＣＯＧによ
って接続する場合に、端子部における有機膜に形成されたスルーホールのテーパ角度を、
表示領域における有機膜に形成されたスルーホールのテーパ角度よりも小さくすることに
よってＩＣチップの接続の信頼性を向上する技術が記載されている。「特許文献３」には
、ＩＣチップをＴＡＢ等で接続するさい、端子部における有機膜の膜厚を小さくするとと
もに、端子部における有機膜の表面に凹凸を形成することによってフィルムと端子部の接
続の信頼性を向上する技術が記載されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－２２９０５８号公報
【特許文献２】特開２００５－２３４０９１号公報
【特許文献３】特開２００６－１９５０７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　液晶表示のＴＦＴ基板では、画素を含む表示領域では、ＴＦＴ基板を保護し、また、画
素電極を形成する面を平坦にするために、ＴＦＴを覆って無機パッシベーション膜および
有機パッシベーション膜が形成される。特に有機パッシベーション膜は平坦化膜としての
役割も有するために１μｍから４μｍ程度に厚く形成される。無機パッシベーション膜お
よび有機パッシベーション膜はＴＦＴ基板と対向基板のシール部の外側にも存在して、ソ
ース／ドレイン配線（以後ＳＤ配線という）またはゲート配線を保護する。なお本明細書
においては、ＳＤ配線は映像信号線と同義であり、ゲート配線は走査線と同義である。
【００１１】
　図９は従来の端子部の断面図である。図９において、ＳＤ配線１０７が端子部に延在し
ている。ＳＤ配線１０７は無機パッシベーション膜１０８および有機パッシベーション膜
１０９によって保護されているが、端子部では導通をとるために端子部のスルーホールが
形成されて、ＳＤ配線１０７が露出する。ＳＤ配線１０７等は金属で形成されているため
に、外気によって腐蝕され易い。ＳＤ配線１０７等の腐蝕を防止するために、化学的に安
定な導電性金属酸化膜によって端子部を被覆する。この導電性金属酸化膜としてはＩＴＯ
１２０が使用されるが、このＩＴＯ１２０は画素電極と同時に形成される。
【００１２】
　液晶表示装置では画素電極あるいは端子部が形成された後、表示領域にポリイミド等に
よる配向膜１１１が形成される。この配向膜１１１はその後、ラビング工程を経ることに
よって液晶分子に初期配向を与える役割を有する。図１０に示すように、配向膜１１１の
ラビングは布状のローラ２００を回転しながら配向膜１１１にこすり付ける工程である。
図１０において、ラビングローラ２００をＢ方向に回転させながら配向膜１１１が塗布さ
れたＴＦＴ基板１０上に押し付ける。図１０において、基板は矢印Ａ方向に動く。そうす
ると配向膜１１１には一定方向である矢印Ｃの方向にラビングされる。そして、液晶分子
は初期配向はこのラビング方向にそろうことになる。配向膜１１１にラビングするという
ことは配向膜１１１に無数の小さな傷をつけることである。したがって、ラビングによっ
て配向膜１１１の削り屑が多く発生する。
【００１３】
　配向膜１１１の削り屑はＴＦＴ基板１０に凹部があればそこに入り込む。ＴＦＴ基板１
０においては、端子部には有機パッシベーション膜１０９および無機パッシベーション膜
１０８に対するスルーホールが形成されている。特に有機パッシベーション膜１０９は厚
さが大きいために深い凹部が形成される。そうすると、図９に示すように、スルーホール
部に配向膜１１１の削り屑１１１１がたまる。配向膜１１１の削り屑は絶縁物であるため
に、ＩＴＯ膜１２０の上に存在すると、ＴＦＴ基板１０とフレキシブル配線基板を接続す
るような場合に、導通不良を引き起こす。この導通不良は液晶表示装置の製作直後に発見
される場合もあるが、製品が市場に出てから導通不良が生ずる場合もあり、これは深刻な
問題となる。
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【００１４】
　「特許文献１」、「特許文献２」、「特許文献３」に記載されたような技術は、端子部
における有機膜の膜厚を小さくする、あるいは、端子部における有機膜のスルーホールの
テーパを小さくする等が個別に記載されているが、これらの文献に記載の技術の目的は、
ＩＣチップをＣＯＧ、あるいは、ＴＡＢにて接続する場合、接続する際の端子部の接触圧
に関連する内容であり、これらの文献に開示する端子部の構成では、配向膜１１１の削り
屑が引き起こす導通不良については対処することが出来ない。
【００１５】
　本発明の課題は、有機膜による平坦化膜を表示領域に使用する液晶表示装置において、
配向膜１１１の削り屑が端子部に入り込んで導通不良を引き起こす現象を防止することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は上記課題を克服するものであり、主な手段は、端子部のスルーホール周辺に形
成された有機絶縁膜の膜厚を小さくし、かつ、端子部スルーホールのテーパ角を小さくす
ることによって配向膜屑が端子部に残存することを防止するものである。具体的な手段は
次のとおりである。
【００１７】
　（１）映像信号線と走査線に囲まれた領域に、画素電極とＴＦＴを含む画素が形成され
た表示領域と、前記表示領域の外側に端子部が形成された液晶表示装置であって、前記Ｔ
ＦＴを覆って有機絶縁膜が形成され、前記画素部の有機絶縁膜は厚さ１～４μｍであり、
前記有機絶縁膜の上には前記画素電極が形成され、前記有機絶縁膜には、前記画素電極と
前記ＴＦＴを導通するための画素部スルーホールが形成され、前記表示領域の外側では前
記映像信号線または前記走査線が前記端子部まで延在し、前記映像信号線または前記走査
線は前記有機絶縁膜によって被覆され、前記端子部では前記有機絶縁膜に端子部スルーホ
ールが形成されており、前記端子部スルーホール周辺の前記有機絶縁膜は厚さ３００ｎｍ
～６００ｎｍであり、前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は前記有機絶
縁膜の前記画素部スルーホールのテーパ角よりも小さく、前記有機絶縁膜の前記端子部ス
ルーホールのテーパ角は５度～３５度であることを特徴とする液晶表示装置。
【００１８】
　（２）前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は２０度～３５度であるこ
とを特徴とする（１）に記載の液晶表示装置。
【００１９】
　（３）前記端子部において、前記有機絶縁膜の下には無機絶縁膜が存在していることを
特徴とする（１）に記載の液晶表示装置。
【００２０】
　（４）映像信号線と走査線に囲まれた領域に、画素電極とＴＦＴを含む画素が形成され
た表示領域と、前記表示領域の外側に端子部が形成された液晶表示装置であって、前記Ｔ
ＦＴを覆って有機絶縁膜が形成され、前記画素部の有機絶縁膜は厚さ１～４μｍであり、
前記有機絶縁膜の上には前記画素電極が形成され、前記有機絶縁膜には、前記画素電極と
前記ＴＦＴを導通するための画素部スルーホールが形成され、前記表示領域の外側では前
記映像信号線または前記走査線が前記端子部まで延在し、前記映像信号線または前記走査
線は前記有機絶縁膜によって被覆され、前記端子部では前記有機絶縁膜に端子部スルーホ
ールが形成されており、前記端子部スルーホール周辺の前記有機絶縁膜は厚さ１００ｎｍ
～６００ｎｍであり、前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は前記有機絶
縁膜の画素部スルーホールのテーパ角よりも小さく、前記有機絶縁膜の前記端子部スルー
ホールのテーパ角は２０度以下であることを特徴とする液晶表示装置。
【００２１】
　５前記端子部において、前記有機絶縁膜の下には無機絶縁膜が存在していることを特徴
とする（４）に記載の液晶表示装置。
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【００２２】
　（６）映像信号線と走査線に囲まれた領域に、画素電極とＴＦＴを含む画素が形成され
た表示領域と、前記表示領域の外側に端子部が形成された液晶表示装置であって、前記Ｔ
ＦＴを覆って有機絶縁膜が形成され、前記画素部の有機絶縁膜は厚さ１～４μｍであり、
前記有機絶縁膜の上には前記画素電極が形成され、前記有機絶縁膜には、前記画素電極と
前記ＴＦＴを導通するための画素部スルーホールが形成され、前記表示領域の外側では前
記映像信号線または前記走査線が前記端子部まで延在し、前記映像信号線または前記走査
線は前記有機絶縁膜によって被覆され、前記端子部では前記有機絶縁膜に端子部スルーホ
ールが形成されており、前記端子部スルーホール周辺の前記有機絶縁膜の膜厚はハーフト
ーン露光によって、前記画素部の前記有機絶縁膜の膜厚よりも小さくなっており、前記有
機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は前記有機絶縁膜の前記画素部スルーホー
ルのテーパ角よりも小さく、前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は５度
～３５度であることを特徴とする液晶表示装置。
【００２３】
　（７）前記端子部スルーホール周辺の前記有機絶縁膜の膜厚は３００ｎｍ～６００ｎｍ
であることを特徴とする（６）に記載の液晶表示装置。
【００２４】
　（８）前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は２０度～３５度であるこ
とを特徴とする（６）に記載の液晶表示装置。
【００２５】
　（９）映像信号線と走査線に囲まれた領域に、画素電極とＴＦＴを含む画素が形成され
た表示領域と、前記表示領域の外側に端子部が形成された液晶表示装置であって、前記Ｔ
ＦＴを覆って有機絶縁膜が形成され、前記画素部の有機絶縁膜は厚さ１～４μｍであり、
前記有機絶縁膜の上には前記画素電極が形成され、前記有機絶縁膜には、前記画素電極と
前記ＴＦＴを導通するための画素部スルーホールが形成され、前記表示領域の外側では前
記映像信号線または前記走査線が前記端子部まで延在し、前記映像信号線または前記走査
線は前記有機絶縁膜によって被覆され、前記端子部では前記有機絶縁膜に端子部スルーホ
ールが形成されており、前記端子部スルーホール周辺の前記有機絶縁膜の膜厚及び前記端
子部スルーホールとのデーパ角は、多階調ハーフトーン露光によって、前記画素部の前記
有機絶縁膜の膜厚よりも小さくなっており、かつ、前記有機絶縁膜の前記端子部スルーホ
ールのテーパ角は前記有機絶縁膜の前記画素部スルーホールのテーパ角よりも小さく、前
記有機絶縁膜の前記端子部スルーホールのテーパ角は２０度以下であることを特徴とする
液晶表示装置。
【００２６】
　（１０）前記端子部スルーホール周辺の前記有機絶縁膜の膜厚は１００ｎｍ～６００ｎ
ｍであることを特徴とする（９）に記載の液晶表示装置。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明では、端子部のスルーホール周辺の有機絶縁膜の膜厚を小さくし、かつ、有機絶
縁膜のスルーホールのテーパ角を画素部の有機絶縁膜のスルーホールのテーパ角よりも小
さくする。したがって、配向膜のラビング時に発生する配向膜屑が端子部のスルーホール
に入り込み、外部回路と接続液晶表示装置とを接続する際に導通不良を引き起こすことを
防止することが出来る。これによって、信頼性の高い液晶表示装置を実現することが出来
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　実施例にしたがって、本発明の詳細な内容を開示する。
【実施例１】
【００２９】
　図１は実施例１の構成を示す断面模式図である。また、図２は図１に対応する画素部の



(7) JP 4485559 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

断面図である。図１および図２はｐｏｌｙ－ＳｉをＴＦＴに用いた液晶表示装置である。
図１は端子部の断面構造である。図１は画素部にｐｏｌｙ－Ｓｉを用いたＴＦＴを有する
液晶表示装置の端子部に対応する構成である。図１において、配線が液晶表示装置の表示
部から延在している。このＳＤ配線１０７はＭｏＷからなるバリア層１０７１、ＡｌＳｉ
層１０７２、およびＭｏＷからなるＳＤキャップ層１０７３からなっている。端子部は当
初は無機パッシベーション膜１０８および有機パッシベーション膜１０９によって覆われ
ているが、フォトリソグラフィによって端子部にスルーホールが形成され、このスルーホ
ールを通して外部回路と電気的に接続する。
【００３０】
　ＳＤ配線１０７は金属によって形成されているので、外部環境によって腐食する。これ
を防止するために、スルーホール部で露出したＳＤ配線１０７を化学的に安定な金属酸化
物である透明導電膜によって覆う。透明導電膜としては、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ
　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）が使用される。なお、端子部のスルーホール部以外は無機パッシ
ベーション膜１０８および有機パッシベーション膜１０９によって被覆されているので、
ＳＤ配線１０７が腐食することは無い。
【００３１】
　無機パッシベーション膜１０８および有機パッシベーション膜１０９に形成されたスル
ーホールの壁部のテーパ角度、特に有機パッシベーション膜１０９のテーパ角度θ１は５
度～３５度、あるいは、２０度～３０度、更に好ましくは２０度以下に形成されている。
このように、膜厚の大きい有機パッシベーション膜１０９のテーパ角度を小さくすること
によって、ＴＦＴ基板１０が完成したあと、ラビング工程で発生する配向膜屑１１１１が
端子部に入り込んで導通不良を引き起こすことを防止することが出来る。
【００３２】
　一方、端子部周辺の有機パッシベーション膜１０９が存在しなければ、配向膜屑１１１
１が端子部に入り込むことは無い。しかし、有機パッシベーション膜１０９は端子部周辺
では、無機パッシベーション膜１０８のピンホール部からのＳＤ配線１０７の腐食を防ぐ
役割も持つとともに、画素部では平坦化膜として必須である。端子部は画素部と同じプロ
セスで形成される。
【００３３】
　図２は図１の端子部と同時に形成される画素部の、特にＴＦＴ部分の断面図である。図
１において、ガラス基板１０の上にＳｉＮからなる第１下地膜１０１およびＳｉＯ２から
なる第２下地膜１０２がＣＶＤによって形成される。第１下地膜１０１および第２下地膜
１０２の役割はガラス基板１０からの不純物が半導体層１０３を汚染することを防止する
ことである。
【００３４】
　第２下地膜１０２の上には半導体層１０３が形成される。この半導体層１０３は第２下
地膜１０２に上にＣＶＤによってａ－Ｓｉ膜を形成し、これをレーザアニールすることに
よってｐｏｌｙ－Ｓｉ膜に変換したものである。このｐｏｌｙ－Ｓｉ膜をフォトリソグラ
フィによってパターニングする。
【００３５】
　半導体膜の上にはゲート絶縁膜１０４が形成される。このゲート絶縁膜１０４はＴＥＯ
Ｓ（テトラエトキシシラン）によるＳｉＯ２膜である。この膜もＣＶＤによって形成され
る。その上にゲート電極１０５が形成される。ゲート電極１０５はゲート配線１０５と同
層で、同時に形成される。ゲート電極１０５はＭｏＷ膜によって形成される。ゲート配線
１０５の抵抗を小さくする必要があるときはＡｌ合金が使用される。
【００３６】
　ゲート電極１０５はフォトリソグラフィによってパターニングされるが、このパターニ
ングの際に、イオンインプランテーションによって、リンあるいはボロン等の不純物をｐ
ｏｌｙ－Ｓｉ層にドープしてｐｏｌｙ－Ｓｉ層にソースＳあるいはドレインＤを形成する
。また、ゲート電極１０５のパターニングの際のフォトレジストを利用して、ｐｏｌｙ－
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Ｓｉ層のチャネル層とソースＳあるいはドレインＤの間にＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏ
ｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）層を形成する。
【００３７】
　その後、ゲート電極１０５あるいはゲート配線１０５を覆って層間絶縁膜１０６をＳｉ
Ｏ２によって形成する。層間絶縁膜１０６はゲート配線１０５とＳＤ配線１０７を絶縁す
るためである。層間絶縁膜１０６の上にＳＤ電極１０７が形成される。ＳＤ電極１０７は
ＳＤ配線１０７と同層で同時に形成される。ＳＤ配線１０７は抵抗を小さくするためにＡ
ｌＳｉ合金が使用される。ＡｌＳｉ合金はヒロックを発生したり、Ａｌが他の層に拡散し
たりするので、ＭｏＷによるバリア層１０７１、およびＳＤキャップ層１０７３によって
サンドイッチされている。
【００３８】
　ＳＤ配線１０７（ソース電極を兼ねる）とＴＦＴのソースＳを接続するために、ゲート
絶縁膜１０４と層間絶縁膜１０６にスルーホールが形成され、ＴＦＴのソースＳとＳＤ配
線１０７とが接続される。ＳＤ配線１０７と同時に形成されるドレイン電極１３０がＴＦ
ＴのドレインＤと接続される。ＳＤ配線１０７およびドレイン電極１３０を覆ってＴＦＴ
全体を保護するために、無機パッシベーション膜１０８が被覆される。無機パッシベーシ
ョン膜１０８は第１下地膜１０１と同様にＣＶＤによって形成される。無機パッシベーシ
ョン膜１０８を覆って有機パッシベーション膜１０９が形成される。有機パッシベーショ
ン膜１０９は感光性のアクリル樹脂等で形成される。有機パッシベーション膜１０９は平
坦化膜としての役割を持っているので、厚く形成される。有機パッシベーション膜１０９
の膜厚は１～４μｍであるが、多くの場合は２～３μｍである。
【００３９】
　有機パッシベーション膜１０９の上には画素電極１１０が形成されるが、画素電極１１
０とドレイン電極１３０との導通を取るために、無機パッシベーション膜１０８および有
機パッシベーション膜１０９にスルーホールが形成される。有機パッシベーション膜１０
９は感光性の樹脂を使用している。感光性の樹脂を塗付後、この樹脂に露光すると光が当
たった部分のみが特定の現像液に溶解する。すなわち、感光性樹脂を用いることによって
、フォトレジストの形成を省略することが出来る。
【００４０】
　有機パッシベーション膜１０９にスルーホールを形成したあと、有機パッシベーション
膜１０９をレジストとしてドライエッチにより無機パッシベーション膜１０８にスルーホ
ールを形成する。そうすると、ドレイン電極１３０と画素電極１１０を導通するためのス
ルーホールが形成されることになる。その後、ＩＴＯを平坦化膜およびスルーホールにス
パッタリングによって被着し、このＩＴＯをパターニングすることによって画素電極１１
０を形成する。
【００４１】
　その後、画素電極１１０を覆って配向膜１１１が塗布される。配向膜１１１を塗布、乾
燥後、先に述べたように、配向膜１１１をラビングする。配向膜１１１のラビングは、配
向膜１１１に無数の傷を付けることであるから、配向膜１１１の削り屑が発生し、この配
向膜１１１の削り屑はＴＦＴ基板１０の凹部に入り込む。この配向膜１１１の削り屑が画
素部の有機パッシベーション膜１０９のスルーホールに入りこんでも大きな問題にはなら
ない。この部分はもともと配向膜１１１が塗付されているからである。
【００４２】
　しかしながら、この配向膜１１１の削り屑が端子部の凹部に入り込むと導通不良の問題
を引き起こす。
【００４３】
　端子部は画素部と同時に形成される。図１の端子部の断面構造を図２の画素部の構造と
対比して説明すると次のとおりである。図１において、ガラス基板１０の上には第１下地
膜１０１と第２下地膜１０２が形成される。第２下地膜１０２の上にはＴＥＯＳによるＳ
ｉＯ２１０４膜が被着されており、その上にはＳｉＯ２膜による層間絶縁膜１０６が被着
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されている。
【００４４】
　図１において、端子部では、層間絶縁膜１０６の上に画素部を有する表示部と導通する
ＳＤ配線１０７が延在している。ＳＤ配線１０７はＡｌＳｉ層１０７２およびＭｏＷによ
るバリア層１０７１およびＳＤキャップ層１０７３から形成されている。ＳＤ配線１０７
層の上には無機パッシベーション膜１０８および有機パッシベーション膜１０９が形成さ
れている。無機パッシベーション膜１０８は端子部まで延在しているＳＤ配線１０７を外
気から保護する。無機パッシベーション膜１０８にはピンホール等が存在しているが、無
機パッシベーション膜１０８の上に形成された有機パッシベーション膜１０９はこのピン
ホールを塞ぐことによってＳＤ配線１０７の保護をより確かなものとする。
【００４５】
　ＳＤ配線１０７と外部との導通を取るために、無機パッシベーション膜１０８および有
機パッシベーション膜１０９にスルーホールを形成してＳＤ配線１０７を露出させる。Ｓ
Ｄ配線１０７は金属であり、外部環境によって腐蝕する。ＳＤ配線１０７の腐蝕の防止を
するために、端子部を化学的に安定な導電性金属酸化膜であるＩＴＯによって被覆する。
端子部のＩＴＯ１２０は画素電極１１０のＩＴＯと同時に被着形成される。
【００４６】
　図１においては、ラビング後においても端子部に配向膜１１１の削り屑が存在していな
い。これは、図１の有機パッシベーション膜１０９の厚さが薄いことと、有機パッシベー
ション膜１０９のスルーホール内のテーパ角度が小さいためである。本実施例においては
、画素内での有機パッシベーション膜１０９の膜厚は３μｍであるのに対し、端子部周辺
の有機パッシベーション膜１０９の厚さは３００ｎｍ～６００ｎｍである。
【００４７】
　また、端子部の有機パッシベーション膜１０９のテーパ角度は５度から３５度である。
端子部の有機パッシベーション膜１０９のテーパ角度は２０度～３５度でもよい。また、
端子部の有機パッシベーション膜１０９の露光方法によっては２０度以下とすることも出
来る。また、端子部のスルーホール周辺の有機パッシベーション膜１０９の膜厚を１００
ｎｍ程度にすることも可能である。当然、端子部の有機パッシベーション膜１０９に形成
されたスルーホールのテーパ角度θ１は画素部に形成されたスルーホールのテーパ角θ２
よりも小さい。
【００４８】
　このように、端子部のスルーホールのテーパ角を画素部のスルーホールのテーパ角より
も小さくするために、端子部周辺の有機パッシベーション膜１０９に対してハーフトーン
露光を行い、その後現像する。図３、図４、および図５に通常露光、ハーフトーン露光、
多階調ハーフトーン露光の模式図を示す。図３はハーフトーン露光を行わない、通常の露
光によるパターニングである。この露光方法は画素部のスルーホールに対応する。
【００４９】
　図３において、マスクＭＡＳＫのＴ０の部分は光Ｌの透過率がゼロの部分である。また
、マスクのＴ１００の部分は光Ｌの透過率が１００％の部分である。光Ｌの透過率が１０
０％の部分において、有機パッシベーション膜１０９のスルーホールが形成される。マス
クの透過率が変化する境界部において、有機パッシベーション膜１０９には特定の角度θ
１０をもってスルーホールのテーパ角度が形成される。
【００５０】
　図４はハーフトーン露光を行った場合の有機パッシベーション膜１０９の膜厚およびス
ルーホールのテーパ角の状態を示す。図４に示すマスクＭＡＳＫにおいて、Ｔ０は光Ｌの
透過率がゼロの部分であり、ＴＨ１の部分は例えば、透過率が３０％であり、Ｔ１００の
部分は透過率が１００％の部分である。マスクのＴＨ１の部分はハーフトーン露光をする
部分である。この部分のマスクは例えば、ラインとスペースのパターンを繰り返すことに
よってマスクの透過率を変化させている。ラインの面積がスペースの面積に比較して大き
いとそれだけ、マスクの透過率が小さくなる。
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【００５１】
　ハーフトーンの部分では、感光性の有機パッシベーション膜１０９に十分な光が与えら
れないために、有機パッシベーション膜１０９の反応が十分に進まず、有機パッシベーシ
ョン膜１０９の現像時に有機パッシベーション膜１０９が完全に除去されない。有機パッ
シベーション膜１０９のハーフトーンの部分をどの程度の膜厚にしたいかは、マスクの透
過率によって決められる。すなわち、ハーフトーン部のマスクの透過率を大きくすれば、
その部分の有機パッシベーション膜１０９の膜厚は小さくなる。
【００５２】
　ハーフトーン露光のもう一つの重要な特性は、ハーフトーン部での有機パッシベーショ
ン膜１０９の膜厚を小さくすることによって、ハーフトーン部のスルーホールのテーパ角
度を小さく出来ることである。図３におけるθ１０と図４におけるθ２０を比較すればわ
かるように、図４におけるテーパ角θ２０のほうが、図３におけるテーパ角θ１０よりも
小さい。これは、スルーホールの壁部における、マスクの透過率の変化がハーフトーン露
光の場合のほうか小さいためである。また、図４におけるマスクの透過率がＴＨ１からＴ
０に変化する部分のテーパ角θ３０も図３におけるテーパ角θ１０よりも小さい。本発明
では、端子部の周辺でハーフトーン露光を行うことによって端子部周辺の有機パッシベー
ション膜１０９の膜厚を小さくするとともに、スルーホールのテーパ角を小さくしている
。より具体的には、表示部はＴ０、表示部のスルーホールはＴ１００、端子部周辺（表示
部以外）では、ＴＨ１、端子部スルーホールではＴ１００の部分を適用している。
【００５３】
　図５は多階調のハーフトーン露光の模式図である。図５に示すマスクＭＡＳＫにおいて
、Ｔ０の部分は透過率がゼロの部分で、Ｔ１００の部分は光の透過率が１００％の部分で
ある。マスクのＴＨ２およびＴＨ３は、光の透過率が例えば、２０％と５０％の部分であ
る。対応する有機パッシベーション膜１０９の膜厚は光の露光量によって変化している。
【００５４】
　図５における、有機パッシベーション膜１０９のスルーホールの底部におけるテーパ角
θ４０は図４における有機パッシベーション膜１０９のスルーホールの底部におけるテー
パ角θ２０よりもさらに小さくなっている。同時に、スルーホール周辺の膜厚も小さくな
っている。このように、多階調ハーフトーン露光を用いることによって通常のハーフトー
ン露光よりもスルーホールのテーパ角を小さくし、かつ、スルーホール周辺の有機パッシ
ベーション膜１０９の膜厚を小さくすることが出来る。
【００５５】
　例えば、図５に示すような多階調ハーフトーン露光を用いることによって、スルーホー
ル底部のテーパ角を２０度以下とし、スルーホール周辺の有機パッシベーション膜１０９
の厚さを１００ｎｍ程度にまで、薄くすることが出来る。より具体的には、端子部周辺（
表示部以外）では、ＴＨ２、ＴＨ３を用い、端子部のスルーホールではＴ１００を用いる
。
【００５６】
　なお、本実施例では、多階調のハーフトーン露光を多階調のマスクを使用して行なった
場合について述べたが、マスクを使用せずに、レジストに直接所望のパタン形状の露光光
を照射する、いわゆるマスクレス直描方式でも多階調のハーフトーン露光が容易に実現出
来、同様の効果を奏する。
【００５７】
　なお、本発明においては、膜厚の厚い有機パッシベーション膜１０９に対して、端子部
周辺にハーフトーン露光を用いて膜厚およびスルーホールのテーパ角を小さくしている。
スルーホールをＳＤ配線１０７まで貫通させるためには有機パッシベーション膜１０９の
下に形成されている無機パッシベーション膜１０８に対してもスルーホールを形成する必
要がある。無機パッシベーション膜１０８に対しては、有機パッシベーション膜１０９を
レジストとしてエッチングを行なってスルーホールを形成する。
【００５８】
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　無機パッシベーション膜１０８のエッチングは有機パッシベーション膜１０９のエッチ
ングとは異なるために、スルーホールのテーパ角は有機パッシベーション膜１０９のスル
ーホールのテーパ角とはかならずしも一致しない。例えば、図６に示すように、無機パッ
シベーション膜１０８のスルーホールのテーパ角θ３のほうが、有機パッシベーション膜
１０９のスルーホールのテーパ角θ１よりも大きい場合がありうる。しかしながら、無機
パッシベーション膜１０８の膜厚は３００ｎｍから５００ｎｍと、もともと薄いために、
テーパ角度が若干大きくとも配向膜屑１１１１の付着に対して大きな問題になることは無
い。
【００５９】
　以上説明したように、本発明においては、有機パッシベーション膜１０９の端子部スル
ーホールおよびその周辺に対してハーフトーン露光あるいは多階調ハーフトーン露光を行
うことによってスルーホール周辺の有機パッシベーション膜１０９の膜厚を小さくし、か
つ、スルーホールのテーパ角度を小さくし、端子部における配向膜屑１１１１の残渣が入
りこんで導通不良を引き起こす現象を防止することが出来る。
【実施例２】
【００６０】
　実施例１は画素部にいわゆるトップゲート型のＴＦＴを形成した場合に対応する端子部
構造についての実施例である。トップゲート型ＴＦＴはいわゆるＬＴＰＳ（Ｌｏｗ　Ｔｅ
ｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｐｏｌｙ－Ｓｉ）ＴＦＴを用いた液晶表示装置に多く用いられる。
ＬＴＰＳ型は今までのところ比較的小型の液晶表示装置に用いられている。本発明はＬＴ
ＰＳ型液晶表示装置のみでなく、いわゆるボトムゲート型ＴＦＴに対しても適用すること
が出来る。ボトムゲート型ＴＦＴにはチャネル部にａ－Ｓｉが用いられることが多い。ａ
－Ｓｉはｐｏｌｙ－Ｓｉに比較して製造が容易であるので、ＴＶ等、比較的大型の液晶表
示装置に用いられている。
【００６１】
　図７はａ－Ｓｉ型ＴＦＴを用いた場合に対応する、本発明の端子部の断面構造である。
図７において、画素を含む表示領域からはゲート配線１０５が延在している。ゲート配線
１０５は電気抵抗を小さくするために、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０５１が使用されている。Ａ
ｌからのヒロック、あるいはＡｌの拡散を防止するために、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０５１は
、ＭｏＣｒ合金によって形成されるゲートキャップ１０５２によって被覆されている。
【００６２】
　端子部において、ゲート配線１０５はゲート絶縁膜１０４および無機パッシベーション
膜１０８の２層のＳｉＮ膜によって被覆され、さらに、有機パッシベーション膜１０９に
よって被覆されている。端子部においては、外部回路との導通をとるために、有機パッシ
ベーション膜１０９、無機パッシベーション膜１０８およびゲート絶縁膜１０４に対して
スルーホールが形成されている。ゲート電極１０５が外気の影響によって腐食することを
防止するために、端子部は金属酸化物によって形成された透明導電膜によって被覆されて
いる。透明導電膜は画素電極１１０として用いられるＩＴＯが使用され、画素電極１１０
と同時に被着、形成される。
【００６３】
　図８は図７に対応する画素部の特にＴＦＴ部の断面図である。図８において、ガラス基
板１０上にゲート電極１０５が形成されている。ゲート電極１０５は図７で説明したゲー
ト配線１０５と同様にして形成される。ゲート電極１０５を覆ってゲート絶縁膜１０４が
形成される。ゲート絶縁膜１０４は実施例１の場合と異なり、ＣＶＤによるＳｉＮ膜によ
って形成される。ゲート絶縁膜１０４の上にはａ－Ｓｉによる半導体層１０３が形成され
る。半導体層１０３とＳＤ電極１０７との導通を改善するために、ａ－Ｓｉ層とＳＤ電極
１０７の間にはｎ＋Ｓｉ層１０３５が形成される。ｎ＋Ｓｉ層１０３５の上には３層から
なるＳＤ電極１０７およびドレイン電極１３０が形成される。ＳＤ電極１０７およびドレ
イン電極１３０の構成は実施例１で説明したのと同様である。
【００６４】
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　フォトリソグラフィによってＳＤ電極１０７およびドレイン電極１３０をパターニンし
た後、ＳＤ電極１０７およびドレイン電極１３０をレジストとして、ｎ＋Ｓｉ層１０３５
およびａ－Ｓｉ層のチャネルをエッチングして、ＴＦＴとしての動作を可能にする。その
後、ＴＦＴ全体を無機パッシベーション膜１０８で被覆し、その上を有機パッシベーショ
ン膜１０９によって被覆することは実施例１と同様である。有機パッシベーション膜１０
９は平坦化膜としての働きをもっており、１μｍから４μｍ程度に厚く形成される、本実
施例においては、有機パッシベーション膜１０９の膜厚は３μｍである。有機パッシベー
ション膜１０９の上には画素電極１１０が形成される。
【００６５】
　画素電極１１０とおよびドレイン電極１３０との導通を取るために、有機パッシベーシ
ョン膜１０９および無機パッシベーション膜１０８にスルーホールが形成される。画素電
極１１０は有機パッシベーション膜１０９の上およびスルーホール内に被着される。画素
電極１１０の上には配向膜１１１が形成され、この配向膜１１１に対してラビング処理が
施されることは実施例１と同様である。このラビング工程時に配向膜屑１１１１が発生す
る。
【００６６】
　図８において、画素部の有機パッシベーション膜１０９のスルーホールのテーパ角度θ
２を小さくするとスルーホールの面積が広がって画素の透過率が小さくなって画面の輝度
が低下する。したがて、画素部のスルーホールのテーパ角θ２はあまり小さく出来ない。
これは実施例１の場合も同じである。
【００６７】
　一方、実施例１等で説明したように、端子部のスルーホールのテーパ角度が大きいと端
子部に配向膜屑１１１１が入りこんで端子部の導通不良を引き起こす。図７に示すように
、本実施例においても、端子部における有機パッシベーション膜１０９のスルーホールの
テーパ角θ１は、画素部の有機パッシベーション膜１０９のテーパ角θ２よりも小さい。
【００６８】
　実施例１と同様に、有機パッシベーション膜１０９のスルーホールのテーパ角θ１を小
さくし、かつスルーホール周辺の有機パッシベーション膜１０９の厚さを小さくするため
に、ハーフトーン露光あるいは多階調ハーフトーン露光を用いる。ハーフトーン露光およ
び多階調ハーフトーン露光の内容は図３～図５で説明したとおりである。
【００６９】
　このようにして、有機パッシベーション膜１０９のスルーホールを形成することによっ
て、スルーホールのテーパ角θ１をハーフトーン露光を用いた場合は５度から３５度、あ
るいは２０度から３５度に形成でき、スルーホール周辺の有機パッシベーション膜１０９
の膜厚を３００ｎｍ～６００ｎｍにすることが出来る。また、多階調ハーフトーン露光を
用いることによって、スルーホールのテーパ角度を２０度以下に出来、スルーホール周辺
の有機パッシベーション膜１０９の膜厚を１００ｎｍ以下に形成することも出来る。但し
、あまり薄いと保護の役割を果たせなくなるので、１００ｎｍ～６００ｎｍが望ましい。
【００７０】
　有機パッシベーション膜１０９に対してスルーホールを形成したあと、有機パッシベー
ション膜１０９をレジストにして無機パッシベーション膜１０８およびゲート絶縁膜１０
４のエッチングを行なってゲート配線１０５を露出させる。無機パッシベーション膜１０
８およびゲート絶縁膜１０４はいずれもＳｉＮで形成されているので、エッチングは一度
に行なうことが出来る。無機パッシベーション膜１０８のテーパ角θ３、およびゲート絶
縁膜１０４のスルーホールのテーパ角θ４は各々有機パッシベーション膜１０９のスルー
ホールのテーパ角θ１とは異なることが多い。本実施例で重要な点は、有機パッシベーシ
ョン膜１０９のスルーホールのテーパ角θ１を小さくし、かつ有機パッシベーション膜１
０９のスルーホール周辺の膜厚を小さくすることである。無機パッシベーション膜１０８
およびゲート絶縁膜１０４をエッチングした後、端子部にＩＴＯ１２０を被着してゲート
配線１０５を保護する。
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【００７１】
　以上説明したように、ボトムゲート型のＴＦＴを有する液晶表示装置においても、端子
部周辺の有機パッシベーション膜１０９の膜厚を小さくし、かつ有機パッシベーション膜
１０９のスルーホールのテーパ角を小さくすることによって、端子部に配向膜屑１１１１
が入り込むことを防止することが出来、端子部における導通不良を防止することが出来る
。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】実施例１の端子部断面図である。
【図２】実施例１の画素部断面図である。
【図３】通常露光の模式図である。
【図４】ハーフトーン露光の模式図である。
【図５】多階調ハーフトーン露光の模式図である。
【図６】端子部スルーホールの断面の例である。
【図７】実施例２の端子部断面図である。
【図８】実施例１の画素部断面図である。
【図９】従来例の端子部断面図である。
【図１０】ラビング工程の模式図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０…ＴＦＴ基板、　１０１…第１下地膜、　１０２…第２下地膜、　１０３…半導体
層、　１０４…ゲート絶縁膜、　１０５…ゲート配線、ゲート電極、　１０７…ＳＤ配線
、ＳＤ電極、　１０８…無機パッシベーション膜、　１０９…有機パッシベーション膜、
　１１０…画素電極、　１１１…配向膜、　１２０…端子部ＩＴＯ、　１３０…ドレイン
電極、　２００…ラビングローラ、　１１１１…配向膜の削り屑。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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