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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に、
第１の方向に延在する走査線と、
前記第１の方向に交差する第２の方向に延在するデータ線と、
前記走査線及び前記データ線の交差に対応して画素毎に設けられた画素電極と、
前記第１の方向及び前記第２の方向のうち一方の方向に沿ったチャネル長を有するチャ
ネル領域、前記第２の方向に沿った部分を有し、前記データ線に電気的に接続されたソー
ス領域、前記第１の方向に沿った部分を有し、前記画素電極に電気的に接続されたドレイ
ン領域、前記チャネル領域及び前記ソース領域間に形成された第１の接合領域、並びに前
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記チャネル領域及び前記ドレイン間に形成された第２の接合領域を有し、前記基板上で平
面的に見て前記データ線及び前記走査線の交差に対応して前記ドレイン領域で折れ曲がっ
ている半導体層と、
前記チャネル領域にゲート絶縁膜を介して対向するように形成された本体部、及び前記
基板上で平面的に見て、前記半導体層における折れ曲がった部分に沿って、少なくとも前
記第２の接合領域を包囲するＬ字部分を含む包囲部を有するゲート電極と、
前記包囲部から立ち上がり又は立ち下がっており、前記第２の接合領域を側方から囲む
ように形成された部分を含む側壁部と
を備えることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】

20

(2)

JP 5157783 B2 2013.3.6

前記側壁部は、前記包囲部及び前記走査線間を電気的に接続するコンタクト用に形成さ
れた部分を含むことを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
前記第２の接合領域は、前記基板上で平面的に見て、前記データ線及び前記走査線の交
差する交差領域内又は前記チャネル領域に比べて前記交差領域に近接する近接領域内に配
置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
前記包囲部は、前記基板上で平面的に見て、前記Ｌ字部分の逆側から、前記第２の接合
領域を包囲する部分を更に含み、
前記側壁部は、前記第２の接合領域を前記逆側における側方から囲むように形成された
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部分を更に含む
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の電気光学装置。
【請求項５】
前記包囲部は、前記基板上で平面的に見て環形状を有していることを特徴とする請求項
１から４のいずれか一項に記載の電気光学装置。
【請求項６】
前記側壁部は、前記基板上で平面的に見て、その前記第２の接合領域における前記半導
体層との第１距離よりも、その先端側における前記半導体層との第２距離の方が短くなる
ように、前記半導体層側に向かって突出する突出部を有する
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の電気光学装置。
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【請求項７】
前記第２の接合領域は、ＬＤＤ領域であることを特徴とする請求項１から６のいずれか
一項に記載の電気光学装置。
【請求項８】
前記半導体層より上層側に積層され、前記基板上で平面的に見て、少なくとも前記チャ
ネル領域及び前記第２の接合領域より広く形成された上側遮光膜を備えることを特徴とす
る請求項１から７のいずれか一項に記載の電気光学装置。
【請求項９】
前記上側遮光膜は、前記データ線を兼ねる部分を有することを特徴とする請求項８に記
載の電気光学装置。
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【請求項１０】
前記半導体層より下層側に積層され、前記基板上で平面的に見て、少なくとも前記チャ
ネル領域及び前記第２の接合領域より広く形成された下側遮光膜を備えることを特徴とす
る請求項１から９のいずれか一項に記載の電気光学装置。
【請求項１１】
前記下側遮光膜は、前記走査線を兼ねる部分を有することを特徴とする請求項１０に記
載の電気光学装置。
【請求項１２】
請求項１から１１のいずれか一項に記載の電気光学装置を具備してなることを特徴とす
る電子機器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えば液晶装置等の電気光学装置、及び該電気光学装置を備えた、例えば液
晶プロジェクタ等の電子機器の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
この種の電気光学装置の一例である液晶装置は、直視型ディスプレイのみならず、例え
ば投射型表示装置の光変調手段（ライトバルブ）としても多用されている。特に投射型表
示装置の場合、光源からの強い光が液晶ライトバルブに入射されるため、この光によって
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液晶ライトバルブ内の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）が光リーク電
流の増大や誤動作等を生じないよう、入射光を遮る遮光手段としての遮光膜が液晶ライト
バルブに内蔵されている。このような遮光手段或いは遮光膜について、例えば特許文献１
では、ＴＦＴのチャネル領域を、ゲート電極として機能する走査線によって遮光する技術
が開示されている。また、特許文献２では、チャネル領域上に形成された複数の遮光膜と
、内面反射光を吸収する層とを設けることによってＴＦＴのチャネル領域に到達する光を
低減している。更に、特許文献３では、ＴＦＴの好適な動作の確保及び走査線の狭小化を
可能としつつ、ＴＦＴのチャネル領域に入射する入射光を極力低減する技術が開示されて
いる。
【０００３】
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【特許文献１】特開２００４−４７２２号公報
【特許文献２】特許３７３１４４７号公報
【特許文献３】特開２００３−２６２８８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上述のような遮光膜によってＴＦＴを遮光する場合、遮光膜とＴＦＴを
構成する半導体層との間は、３次元的に見て例えば絶縁膜等を介して離間されており、遮
光膜の脇から斜めに入射する入射光がＴＦＴを構成する半導体層に到達してしまう。その
ため、ＴＦＴにおける光リーク電流が生じることから、依然としてこのようなＴＦＴにお
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ける光リーク電流に起因したフリッカ、画素ムラ等の表示不良が生じ、表示画像の品質が
低下してしまうという技術的問題点がある。
【０００５】
本発明は、例えば上述した問題点に鑑みなされたものであり、例えば、アクティブマト
リクス方式で駆動される液晶装置等の電気光学装置であって、画素スイッチング用のＴＦ
Ｔにおける光リーク電流の発生を低減でき、高品質な画像を表示可能な電気光学装置、及
び該電気光学装置を具備してなる電子機器を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の電気光学装置は上記課題を解決するために、基板上に、第１の方向に延在する
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走査線と、前記第１の方向に交差する第２の方向に延在するデータ線と、前記走査線及び
前記データ線の交差に対応して画素毎に設けられた画素電極と、前記第１の方向及び前記
第２の方向のうち一方の方向に沿ったチャネル長を有するチャネル領域、前記第２の方向
に沿った部分を有し、前記データ線に電気的に接続されたソース領域、前記第１の方向に
沿った部分を有し、前記画素電極に電気的に接続されたドレイン領域、前記チャネル領域
及び前記ソース領域間に形成された第１の接合領域、並びに前記チャネル領域及び前記ド
レイン間に形成された第２の接合領域を有し、前記基板上で平面的に見て前記データ線及
び前記走査線の交差に対応して前記ドレイン領域で折れ曲がっている半導体層と、前記チ
ャネル領域にゲート絶縁膜を介して対向するように形成された本体部、及び前記基板上で
平面的に見て、前記半導体層における折れ曲がった部分に沿って、少なくとも前記第２の

40

接合領域を包囲するＬ字部分を含む包囲部を有するゲート電極と、前記包囲部から立ち上
がり又は立ち下がっており、前記第２の接合領域を側方から囲むように形成された部分を
含む側壁部とを備える。
【０００７】
本発明に係る電気光学装置によれば、その動作時に、データ線から画素電極への画像信
号の供給が制御されつつ走査線から走査信号が供給され、所謂アクティブマトリクス方式
による画像表示が可能となる。尚、画像信号は、データ線及び画素電極間に電気的に接続
されたスイッチング素子であるトランジスタが走査線から供給される走査信号に応じてオ
ン／オフ駆動されることによって、所定のタイミングでデータ線からトランジスタを介し
て画素電極に供給される。画素電極は、例えばＩＴＯ（Indium Tin Oxide）等の透明導電
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材料からなる透明電極であり、データ線及び走査線の交差に対応して、基板上において表
示領域となるべき領域にマトリクス状に複数設けられる。
【０００８】
本発明ではスイッチング素子であるトランジスタは、半導体層とデータ線とを含むよう
に形成されている。半導体層は、チャネル領域、ソース領域、ドレイン領域、並びにチャ
ネル領域及びソース領域間に形成された第１の接合領域、チャネル領域及びドレイン領域
間に形成された第２の接合領域を有する。特に、半導体層は、基板上で平面的に見てデー
タ線及び走査線の交差に対応してドレイン領域で折れ曲がる形状を有している。即ち、半
導体層は、ドレイン領域で折れ曲がったＬ字型の形状をしている。半導体層のうちチャネ
ル領域は、第１の方向又は第２の方向に沿ってチャネル長を有するように形成され、チャ
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ネル長と同じ方向に沿ってソース領域が形成されている。一方、ドレイン領域は、チャネ
ル領域及びソース領域と異なる方向（例えば、チャネル領域及びソース領域が第１の方向
に沿って形成されているときには、第２の方向）に沿って形成されている。尚、第１の方
向と第２の方向とによる角度（即ち、略Ｌ字型の形状を有する半導体層の折れ曲がりの角
度）は、０度より大きく、１８０度より小さい範囲を取ればよい。
【０００９】
このように半導体層をＬ字型に形成することによって、特定の方向に沿って長手型に半
導体層を形成した場合に比べて、基板上に形成された複数のＴＦＴ間の距離を小さくする
ことができる。仮に半導体層を特定の方向に沿って長手型に形成すると、半導体層の一方
向におけるサイズが大きくなってしまい、ＴＦＴの配置間隔によって規定される画素ピッ
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チも必然的に大きくなってしまう。それに対し、本発明の半導体層はドレイン領域で折り
曲げられたＬ字型の形状を有しているので、一方向に沿ったサイズが大きくならなくて済
む。その結果、ＴＦＴを小さく形成することができ、それに伴って、画素ピッチもより小
さくすることができる。このようにして本発明によれば、半導体層をＬ字型に形成するこ
とによって、画素ピッチが小さく、高精細化に適した液晶装置等の電気光学装置を実現す
ることができる。
【００１０】
トランジスタのうちゲート電極は、チャネル領域にゲート絶縁膜を介して対向するよう
に形成された本体部、及び基板上で平面的に見て、ドレイン領域における折れ曲がった部
分に沿って、少なくとも前記第２の接合領域を包囲するＬ字部分を含む包囲部を有する。
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本願発明者の研究によると、半導体層において、第２の接合領域は、光リーク電流が発生
し易いとされている。従って、ゲート電極にこのような包囲部を設けることによって、第
２の接合領域の遮光をより手厚くし、効果的に光リーク電流の発生を防止することができ
る。尚、ゲート電極は、遮光性を有する導電性物質、典型的にはポリシリコン等から形成
するとよい。
【００１１】
ゲート電極のうち本体部は、ゲート絶縁膜を介してチャネル領域に対向するように配置
されている。本体部は、オン／オフ電圧が印加されることにより、チャネル領域の動作を
制御する、典型的なゲート電極としての役割を主として果たしている。
【００１２】
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一方、ゲート電極のうち包囲部は、ドレイン領域における折れ曲がった部分に沿って、
少なくとも第２の接合領域を包囲するＬ字部分を含むように形成されている。つまり、基
板上で平面的に見たときの半導体層の輪郭に沿って形成されている。包囲部もまた、前述
の本体部と同様に、遮光性を有する導電性物質、典型的にはポリシリコン等から形成する
とよい。このように包囲部を設けることによって、基板に対して横或いは斜め方向から半
導体層に侵入しようとする光を遮光する役割を主として果たしている。特に、側壁領域は
少なくとも第２の接合領域を囲むように形成されており、第２の接合領域への遮光性を高
めている。ここで、「囲むように形成された」とは、基板上で平面的に見て、少なくとも
部分的に第２の接合領域の上下左右に側壁領域を形成されていることを意味し、該一の平
面上で、広義には何らかの形で第２の接合領域の周囲を一方向又は複数方向から囲んでい
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ればよく、狭義には半導体層を上下左右から完全に囲んでいてもよい。このように、ゲー
ト電極を本体部及び包囲部を有するように形成することよって、少なくとも第２の接合領
域を含む半導体層の一領域の遮光性を効果的に高めることができる。特に、基板上で平面
的に見て、側壁領域を半導体層の側壁を囲めば囲むほど、様々な方向から入射しようとす
る光についても遮光性を高めることが可能となっている。
【００１３】
尚、このトランジスタは、半導体層を上下から二つのゲート電極が挟持する若しくは二
つの直列に接続されたチャネル領域に対して二つのゲート電極が夫々存在するダブルゲー
ト型の薄膜トランジスタが構築されてもよい。更に、三つ以上のゲート電極があってもよ
い。
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【００１４】
側壁部は、ゲート電極を構成している包囲部から立ち上がり又は立ち下がっており、第
２の接合領域を側方から囲むように形成された部分を含んでいる。つまり、側壁部は、少
なくとも第２の接合領域を囲むように形成されたゲート電極の包囲部から上側又は下側に
向かって三次元的な構造を持つように形成されている。そのため、側壁部を、例えば半導
体層の脇を上下方向に通過するコンタクトホール内にプラグとして配置された遮光性の金
属（例えば、ニッケル、チタン等）或いは専ら遮光用に設けられた遮光性の金属などの、
遮光性を有する材料で構成することによって、第２の接合領域を含む半導体層の一領域の
遮光性を更に向上させることができる。例えば、基板に対して横方向に近い角度から入射
しようとする光のように、半導体層の上層側に形成されたゲート電極（即ち、本体部及び

20

包囲部）のみでは遮光することが難しい光であっても、側壁部で第２の接合領域を立体的
に囲い込むことによって遮光することが可能となる。このように、側壁部を設けることに
よって、様々な角度から第２の接合領域を含む半導体層の一領域に入射しようとする光に
対して、優れた遮光性をもたらすことができる。
【００１５】
以上説明したように、本発明に係る電気光学装置によれば、半導体層をＬ字型に形成す
ることによってＴＦＴのサイズをよりコンパクトに形成することができ、高精細化に対応
した電気光学装置を実現することができる。また、ゲート電極に包囲部を設け、更に側壁
部を形成することによって、第２の接合領域の遮光性を高めることができる。これにより
、第２の接合領域を含む半導体層の一領域において光リーク電流の発生を抑制し、画質の
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低下や誤作動を低減することができる。その結果、高品位な画像表示が可能な電気光学装
置を実現することができる。
【００１６】
本発明の電気光学装置の一の態様では、前記側壁部は、前記包囲部及び前記走査線間を
電気的に接続するコンタクト用に形成された部分を含む。
【００１７】
この態様によれば、ゲート電極の包囲部から立ち上がり又は立ち下って形成されている
側壁部は、導電性を有する材料を含んでなり、包囲部と走査線とを電気的に接続している
。例えば、包囲部と走査線との間に積層された層間絶縁膜の一部を除去し、そこに包囲部
と走査線とを電気的に接続するためのプラグとして側壁部を設けることができる。このよ
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うに、側壁部を積層構造中の導電層間（即ち、包囲部及び走査線間）の配線の一部として
利用することによって、積層構造の複雑化を最小限に抑えることができ、効率的な積層構
造を実現することが可能となる。その結果、積層構造をシンプルに保つことができるので
、高精細な電気光学装置を実現することができる。また、製造工程数の削減にもなるため
、製造コストの抑制という観点からも優れた電気光学装置を実現することができる。
【００１８】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記第２の接合領域は、前記基板上で平面的に
見て、前記データ線及び前記走査線の交差する交差領域内又は前記チャネル領域に比べて
前記交差領域に近接する近接領域内に配置されている。
【００１９】
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第２の接合領域をこのような位置に配置することによって、第２の接合領域を含む半導
体層の一領域に侵入しようとする光に対して、より効果的に第２の接合領域を遮光するこ
とができる。つまり、上述したように、ゲート電極の包囲部や側壁部は半導体層のＬ字部
分付近（即ち、交差領域及びその近接領域）における遮光性を効果的に高めるべく配置さ
れている。そのため、光リーク電流の発生しやすい第２の接合領域を当該領域（即ち、交
差領域及びその近接領域）に配置することによって、様々な方向から入射しようとする光
に対して、極めて効果的に第２の接合領域を保護することができる。
【００２０】
本発明の電気光学装置の更に他の態様では、前記包囲部は、前記基板上で平面的に見て
、前記Ｌ字部分の逆側から、前記第２の接合領域を包囲する部分を更に含み、前記側壁部

10

は、前記第２の接合領域を前記逆側における側方から囲むように形成された部分を更に含
む。
【００２１】
この態様によれば、ゲート電極の包囲部及び側壁部は、基板上で平面的に見たときに、
半導体層の折れ曲がった領域の両側から包囲するように形成されている。尚、逆側から第
２の接合領域を包囲する部分は、Ｌ字部分と相対向する、或いは逆向きのＬ字部分（言い
換えれば、逆Ｌ字或いは逆さＬ字）であってもよい。
【００２２】
このように半導体層の両側に遮光性材料で形成された包囲部及び側壁部を設けることに
よって、片側のみに包囲部及び側壁部を設けた場合に比べて、より広い方向から入射しよ
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うとする光を遮ることが可能になる。その結果、第２の接合領域を含む半導体層の一領域
において、より確実に光リーク電流の発生を抑制することができ、画質の低下や誤作動を
低減することができる。
【００２３】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記包囲部は、前記基板上で平面的に見て環形
状を有している。
【００２４】
この態様によれば、ゲート電極のうち包囲部は、第２の接合領域を囲むように環形状に
形成されている。ここで、「環形状」とは、広義には輪郭が四角形等の三角形以上の多角
形、円形、楕円形、それらの組み合わせなどであり、基本的に無端状に第２の接合領域を

30

囲う形状である。即ち、基板上で平面的に見て、第２の接合領域付近が開口するような形
状である。
【００２５】
このように環形状を有する包囲部は、その一部がチャネル領域にゲート絶縁膜を介して
対向するように形成されている。そして、他の一部では、ドレイン領域に対向するように
形成されている。よって、例えばゲート電極におけるチャネル領域に対向する部分或いは
ドレイン領域に対向する部分の上層側から、斜めに第２の接合領域に入射するような光を
遮光することができる。また包囲部は環状に形成されているので、第２の接合領域の両脇
にも対向することになる。従って、例えば両脇から第２の接合領域に入射得するような光
も遮光することが可能となる。
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【００２６】
更に本態様では特に、上述したように、包囲部は環状に形成されており、第２の接合領
域が露出するように中央に開口が空いている。仮に、本体部を、第２の接合領域に対して
、例えばゲート絶縁膜の膜厚程度まで近接させて形成すると、この電極部分若しくは配線
部分が接合領域に対して、大なり小なりゲート電圧と同電位を印加する電極として機能し
てしまう。しかるに本発明では特に、第２の接合領域が露出するように中央に開口が空い
ているため、包囲部と第２の接合領域とが、上述したようなリーク電流の発生、オンオフ
閾値の変化等を生ずるまでに近接されていない。よって、本態様によれば、トランジスタ
における動作不良を効果的に防止することが可能である。
【００２７】
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本発明の電気光学装置の他の態様では、前記側壁部は、前記基板上で平面的に見て、そ
の前記第２の接合領域における前記半導体層との第１距離よりも、その先端側における前
記半導体層との第２距離の方が短くなるように、前記半導体層側に向かって突出する突出
部を有し、前記側壁部は、前記突出部から立ち上がる又は立ち下がる部分を含む。
【００２８】
本願発明者の研究によれば、仮に、基板上で平面的に見て、側壁部が第２の接合領域と
の距離が短くなると、ゲート電位が印加された側壁部が第２の接合領域に対して、大なり
小なりゲート電圧が印加されたゲート電極と機能してしまう。他方、仮に、側壁部及び第
２の接合領域間の距離を長くすると、長手方向に沿う方向から斜めに入射し、半導体層に
おける第１及び第２の接合領域の少なくとも一方に到達する光を遮る効果が低下してしま
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う。
【００２９】
本態様によれば、第２の接合領域付近における側壁部と半導体層との第１距離を、光リ
ーク電流が増加しないように長く確保すると共に、第２の接合領域から離れた先端側にお
いては、突出部を設けることによって、側壁部と半導体層との第２距離を短くしている。
これにより、第２の接合領域に側壁部からの電界が印加されることによってアクティブ化
し、ＴＦＴが誤作動を起こすことを抑制しつつ、斜めの光などの接合領域に到達しようと
する光をより確実に低減することができる。また、第２の接合領域付近においては、半導
体層との距離を十分に確保することができるので、側壁部が第２の接合領域に対するゲー
ト電極として機能してしまうことを防止することができる。
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【００３０】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記第２の接合領域は、ＬＤＤ領域である。
【００３１】
この態様によれば、半導体層がＬＤＤ領域（即ち、例えばイオンインプランテーション
法等の不純物打ち込みによって半導体層に不純物を打ち込んでなる不純物領域）を有して
おり、ＬＤＤ型の薄膜トランジスタとして構築される。尚、第２の接合領域に加えて、第
１の接合領域もＬＤＤ領域であってよい。
【００３２】
仮に、第２の接合領域として形成されたＬＤＤ領域（以下、適宜「画素電極側ＬＤＤ領
域」と称する）に光リーク電流が発生すると、ＬＤＤ構造を有するトランジスタの特性上
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、トランジスタがオフとされている際に、データ線側ソースドレイン領域及び画素電極側
ソースドレイン領域に流れる電流（即ち、オフ電流）が増加する。
【００３３】
しかるに本態様では特に、画素電極側ＬＤＤ領域に入射する光を、ゲート電極の包囲部
及び側壁部によって効果的に遮光することができる。従って、上述したような、オフ電流
の増加を効果的に防止することができ、高品質な画像を表示することが可能となる。
【００３４】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記半導体層より上層側に積層され、前記基板
上で平面的に見て、少なくとも前記チャネル領域及び前記第２の接合領域より広く形成さ
れた上側遮光膜を備える。

40

【００３５】
このように上側遮光膜を形成することにより、基板の上方からチャネル領域及び第２の
接合領域に入射しようとする光を効果的に遮断することができる。特に、上側遮光膜を半
導体層より広く形成することで、基板の斜め上方からチャネル領域及び第２の接合領域に
入射しようとする光についても遮光することが可能となるので、半導体層の遮光性を更に
向上させることができる。その結果、チャネル領域及び第２の接合領域における光リーク
電流の発生をより効果的に抑制することができ、高品位な画像表示が可能な電気光学装置
を実現することができる。
【００３６】
上述の上側遮光膜を備える態様では、前記上側遮光膜は、前記データ線を兼ねる部分を
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有するように形成してもよい。
【００３７】
上側遮光膜は、例えば画素毎に設けられた画素電極に画像信号を供給するデータ線を含
んで構成されている。従って、データ線は導電性及び遮光性を有する非透明な金属等から
形成され、例えば、Ａｌ（アルミニウム）、Ａｇ（銀）、Ａｕ（金）、Ｃｕ（銅）等の融
点が比較的低い金属や、下側遮光膜と同様にＴｉ等の高融点金属のうちの少なくとも一つ
を含む、金属単体、合金、金属シリサイド、ポリシリサイド、これらを積層したもの等の
遮光性材料から形成される。上側遮光膜については、ＴＦＴ完成後に形成できるので、Ｔ
ＦＴ製造時における高温処理に耐えられる金属を使わなくてもよい。逆に、導電性、製造
コスト等に鑑みて、Ａｌ等を使うことが望ましい。
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【００３８】
このように画像信号を供給するためのデータ線を上側遮光膜として用いることによって
、データ線の他に別途遮光膜を形成する場合に比べて、基板上の積層構造を複雑化するこ
とがなく、効率的な積層構造を形成することができる。
【００３９】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記半導体層より下層側に積層され、前記基板
上で平面的に見て、少なくとも前記チャネル領域及び前記第２の接合領域より広く形成さ
れた下側遮光膜を備える。
【００４０】
このように下側遮光膜を形成することにより、基板の下方からチャネル領域及び第２の
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接合領域に入射しようとする光を効果的に遮断することができる。特に、下側遮光膜を半
導体層より広く形成することで、基板の斜め下方からチャネル領域及び第２の接合領域に
入射しようとする光についても遮光することが可能となるので、半導体層の遮光性を更に
向上させることができる。その結果、チャネル領域及び第２の接合領域における光リーク
電流の発生をより効果的に抑制することができ、高品位な画像表示が可能な電気光学装置
を実現することができる。
【００４１】
上述の下側遮光膜を備える態様では、前記下側遮光膜は、前記走査線を兼ねる部分を有
するように形成してもよい。
【００４２】
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この態様によれば、下側遮光膜は、例えば画素毎に設けられた画素電極をオン／オフ駆
動するためにスイッチング用ＴＦＴのゲート電極に入力される走査信号を供給する走査線
を含むように形成されている。従って、下側遮光膜は導電性及び遮光性を有する非透明の
金属等、例えば、Ｔｉ（チタン）、Ｃｒ（クロム）、Ｗ（タングステン）、Ｔａ（タンタ
ル）、Ｍｏ（モリブデン）、Ｐｄ（パラジウム）等の高融点金属のうちの少なくとも一つ
を含む、金属単体、合金、金属シリサイド、ポリシリサイド、これらを積層したもの等の
遮光性材料から形成するとよい。即ち、下側遮光膜については、ＴＦＴ完成前に形成する
必要があるので、ＴＦＴ製造時における高温処理に耐えられる金属を使うとよい。
【００４３】
このように走査信号を供給するための走査線を下側遮光膜として用いることによって、
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走査線の他に別途遮光膜を形成する場合に比べて、基板上の積層構造を複雑化することが
なく、効率的な積層構造を形成することができる。
【００４４】
本発明の電子機器は上記課題を解決するために、上述した本発明の電気光学装置（但し
、その各種態様も含む）を具備する。
【００４５】
本発明の電子機器によれば、上述した本発明に係る電気光学装置を具備してなるので、
高品質な表示を行うことが可能な、投射型表示装置、テレビ、携帯電話、電子手帳、ワー
ドプロセッサ、ビューファインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、ワークス
テーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルなどの各種電子機器を実現できる。
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また、本発明の電子機器として、例えば電子ペーパなどの電気泳動装置等も実現すること
も可能である。
【００４６】
本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施するための最良の形態から明らかにされ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
以下では、本発明の実施形態について図を参照しつつ説明する。尚、以下の実施形態で
は、本発明の電気光学装置の一例である駆動回路内蔵型のＴＦＴアクティブマトリクス駆
動方式の液晶装置を例にとる。
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【００４８】
＜液晶装置＞
先ず、本実施形態に係る液晶装置の全体構成について、図１及び図２を参照して説明す
る。ここに図１は、本実施形態に係る液晶装置の全体構成を示す平面図であり、図２は、
図１のＨ−Ｈ'線断面図である。
【００４９】
図１及び図２において、本実施形態に係る液晶装置では、ＴＦＴアレイ基板１０と対向
基板２０とが対向配置されている。ＴＦＴアレイ基板１０は、例えば石英基板、ガラス基
板等の透明基板や、シリコン基板等である。対向基板２０は、例えば石英基板、ガラス基
板等の透明基板である。ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との間には、液晶層５０が
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封入されている。ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０とは、複数の画素電極が設けられ
た画像表示領域１０ａの周囲に位置するシール領域に設けられたシール材５２により相互
に接着されている。
【００５０】
シール材５２は、両基板を貼り合わせるための、例えば紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂等
からなり、製造プロセスにおいてＴＦＴアレイ基板１０上に塗布された後、紫外線照射、
加熱等により硬化させられたものである。シール材５２中には、ＴＦＴアレイ基板１０と
対向基板２０との間隔（即ち、基板間ギャップ）を所定値とするためのグラスファイバ或
いはガラスビーズ等のギャップ材が散布されている。
【００５１】
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シール材５２が配置されたシール領域の内側に並行して、画像表示領域１０ａの額縁領
域を規定する遮光性の額縁遮光膜５３が、対向基板２０側に設けられている。但し、この
ような額縁遮光膜５３の一部又は全部は、ＴＦＴアレイ基板１０側に内蔵遮光膜として設
けられてもよい。
【００５２】
周辺領域のうち、シール材５２が配置されたシール領域の外側に位置する領域には、デ
ータ線駆動回路１０１及び外部回路接続端子１０２がＴＦＴアレイ基板１０の一辺に沿っ
て設けられている。この一辺に沿ったシール領域よりも内側に、サンプリング回路７が額
縁遮光膜５３に覆われるようにして設けられている。走査線駆動回路１０４は、この一辺
に隣接する２辺に沿い、且つ、額縁遮光膜５３に覆われるようにして設けられている。

40

【００５３】
ＴＦＴアレイ基板１０上には、対向基板２０の４つのコーナー部に対向する領域に、両
基板間を上下導通材１０７で接続するための上下導通端子１０６が配置されている。これ
らにより、ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との間で電気的な導通をとることができ
る。
【００５４】
図２において、ＴＦＴアレイ基板１０上には、画素スイッチング用のＴＦＴや走査線、
データ線等の配線が作りこまれた積層構造が形成されている。画像表示領域１０ａには、
画素スイッチング用のＴＦＴや走査線、データ線等の配線の上層に、ＩＴＯ（Indium Tin
Oxide）等の透明材料からなる画素電極９がマトリクス状に設けられている。画素電極９
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上には、配向膜（図２において省略）が形成されている。他方、対向基板２０におけるＴ
ＦＴアレイ基板１０との対向面上に、ブラックマトリクス２３が形成されている。ブラッ
クマトリクス２３は、例えば遮光性金属膜等から形成されており、対向基板２０上の画像
表示領域１０ａ内で、例えば格子状、ストライプ状等にパターニングされている。ブラッ
クマトリクス２３上には、ＩＴＯ等の透明材料からなる対向電極２１が複数の画素電極９
と対向して、対向基板２０の全面に亘って（例えばベタ状に）形成されている。また、対
向電極２１上には配向膜（図２において省略）が形成されている。
【００５５】
このように構成され、画素電極９と対向電極２１とが対面するように配置されたＴＦＴ
アレイ基板１０と対向基板２０との間には、液晶層５０が形成されている。液晶層５０は
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、例えば一種又は数種類のネマティック液晶を混合した液晶からなり、これら一対の配向
膜間で所定の配向状態をとる。
【００５６】
尚、図１及び図２に示したＴＦＴアレイ基板１０上には、これらのデータ線駆動回路１
０１、走査線駆動回路１０４等の駆動回路の他に、複数のデータ線に所定電圧レベルのプ
リチャージ信号を画像信号に先行して各々供給するプリチャージ回路、製造途中や出荷時
の当該電気光学装置の品質、欠陥等を検査するための検査回路、検査用パターン等が形成
されていてもよい。
【００５７】
次に、本実施形態に係る液晶装置の画像表示領域の電気的な構成について、図３を参照
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して説明する。ここに図３は、本実施形態に係る液晶装置の画像表示領域を構成するマト
リクス状に形成された複数の画素における各種素子、配線等の等価回路図である。
【００５８】
図３において、画像表示領域１０ａを構成するマトリクス状に形成された複数の画素の
各々には、画素電極９及び画素スイッチング用のＴＦＴ３０が形成されている。ＴＦＴ３
０は、画素電極９に電気的に接続されており、液晶装置の動作時に画素電極９をスイッチ
ング制御する。データ線６に書き込む画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎは、この順に線順次
に供給しても構わないし、互いに隣り合う複数のデータ線６同士に対して、グループ毎に
供給するようにしてもよい。
【００５９】
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ＴＦＴ３０のゲートには走査線１１が電気的に接続されており、本実施形態に係る液晶
装置は、所定のタイミングで、走査線１１にパルス的に走査信号Ｇ１、Ｇ２、…、Ｇｍを
、この順に線順次で印加するように構成されている。スイッチング素子であるＴＦＴ３０
を一定期間だけそのスイッチを閉じることにより、データ線６から供給される画像信号Ｓ
１、Ｓ２、…、Ｓｎが所定のタイミングで書き込まれる。画素電極９を介して液晶に書き
込まれた所定レベルの画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎは、対向基板２０（図２参照）に形
成された対向電極２１（図２参照）との間で一定期間保持される。
【００６０】
液晶層５０（図２参照）を構成する液晶は、印加される電圧レベルにより分子集合の配
向や秩序が変化することにより、光を変調し、階調表示を可能とする。ノーマリーホワイ
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トモードであれば、各画素の単位で印加された電圧に応じて入射光に対する透過率が減少
し、ノーマリーブラックモードであれば、各画素の単位で印加された電圧に応じて入射光
に対する透過率が増加され、全体として液晶装置からは画像信号に応じたコントラストを
もつ光が出射される。
【００６１】
ここで保持された画像信号がリークすることを防ぐために、画素電極９と対向電極２１
（図２参照）との間に形成される液晶容量と並列に蓄積容量７０が付加されている。蓄積
容量７０は、画像信号の供給に応じて各画素電極９の電位を一時的に保持する保持容量と
して機能する容量素子である。蓄積容量７０の詳細な構造については後述するが、一方の
電極は画素電極９と並列してＴＦＴ３０に接続され、他方の電極は、定電位となるように
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、電位固定の容量線３００に接続されている。このように蓄積容量７０を設けることによ
り、画素電極９の電位保持特性が向上し、コントラスト向上やフリッカの低減といった表
示特性を向上させることが可能となる。
【００６２】
次に、上述の動作を実現するＴＦＴアレイ１０基板上の積層構造の具体的な構成を、図
４から図８を参照して説明する。
【００６３】
図４は、本実施形態に係る電気光学装置のＴＦＴ３０周辺の構成を示す平面図である。
尚、図４では、各層・各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、該各層・各
部材ごとに縮尺を異ならしめてある。また、図４では、説明の便宜上、各層を透過的に図
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示している。
【００６４】
図４に示すように、データ線６及び走査線１１は互いに交差するように配置されている
。走査線１１は、図中のＸ方向に沿って延びており、データ線６は、図中のＹ方向に沿っ
て延びている。尚、ここでは図示を省略しているが、データ線６、走査線１１及び各種配
線等によって規定されている開口領域（即ち、各画素において、表示に実際に寄与する光
が透過又は反射される領域）には、画素電極９が画素毎に複数設けられている。
【００６５】
画素スイッチング用のＴＦＴ３０は、走査線１１及びデータ線６の交差に対応して配置
されている。ここで、ＴＦＴ３０は、図４に示すように、半導体層３０ａとゲート電極３
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０ｂとを含んで構成されている。
【００６６】
ＴＦＴ３０を構成する半導体層３０ａは、ソース領域３０ａ１、第１ＬＤＤ領域３０ａ
２、チャネル領域３０ａ３、第２ＬＤＤ領域３０ａ４、ドレイン領域３０ａ５から構成さ
れている。第１ＬＤＤ領域３０ａ２は、ソース領域３０ａ１及びチャネル領域３０Ｌａ３
間に形成されている。第２ＬＤＤ領域３０ａ４は、ドレイン領域３０ａ５及びチャネル領
域３０Ｌａ３間に形成されている。
【００６７】
これらの半導体層３０ａの夫々の領域は、例えばイオンインプランテーション法等の不
純物打ち込みによって、半導体層３０ａに不純物を打ち込んでなる不純物領域である。特
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に、第１ＬＤＤ領域３０ａ２及び第２ＬＤＤ領域３０ａ４は夫々、ソース領域３０ａ１及
びドレイン領域３０ａ５よりも不純物の少ない低濃度な不純物領域として形成されている
。このような不純物領域によれば、ＴＦＴ３０の非動作時において、データ線側ソースド
レイン領域３０ａ１及びドレイン領域３０ａ５間に流れるオフ電流を低減し、且つＴＦＴ
３０の動作時に流れるオン電流の低下を抑制できる。
【００６８】
本実施形態では特に、半導体層３０ａはＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見たときに
ドレイン領域３０ａ５において折れ曲がったＬ字型の形状を有するように形成されている
。つまり、半導体層３０ａのうち、ソース領域３０ａ１、第１ＬＤＤ領域３０ａ２，チャ
ネル領域３０ａ３、第２ＬＤＤ領域３０ａ４がＹ方向に沿って形成され、一方、ドレイン
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領域３０ａ５が部分的にＸ方向に延在するように形成されている。また、本発明における
「第２の接合領域」たる第２ドレイン領域３０ａは、データ線６と走査線１１とが交差し
ている領域（即ち、図４においてデータ線６と走査線１１とが重なっている領域）に配置
されている。
【００６９】
ここで、このように半導体層３０ａをＬ字型に形成することによる効果について、図５
に示す比較例を参照しながら具体的に説明する。図５は、比較例の液晶装置におけるＴＦ
Ｔ３０周辺の構成を示す平面図である。図５では、半導体層３０ａが、Ｘ方向に沿って長
手状に形成された典型的な形状を有している点で、図４に示す本実施形態と異なっている
。
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【００７０】
液晶装置等の電気光学装置では、より高精細な画像表示を実現するために、画像表示領
域１０ａにおける画素数を増加すべく、画素ピッチ（即ち、画素間の距離）を小さくする
ことが要求される。図５に示す比較例では、画素ピッチは、長手状に形成された半導体層
３０ａの長さによって規定されることになる。即ち、比較例においては画素ピッチを半導
体層３０ａの長さＷより小さく形成することができない。しかしながら、半導体層３０ａ
のサイズを小さくすることには技術的に限度があり、このような長手状の形状をした半導
体層３０ａでは画素ピッチを縮小するには限度がある。その点、図４に示す本実施形態で
は、半導体層３０ａが折り曲げられたＬ字型の形状をしているので、図５に示す比較例の
場合に比べて、半導体層３０ａをよりコンパクトに形成することができる。本発明のよう
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に半導体層３０ａをＬ字型に形成することで、より画素ピッチを小さく形成することがで
きる。その結果、画素ピッチが短く、高精細な画像表示が可能な液晶装置を実現すること
ができる。
【００７１】
再び図４に戻って、ゲート電極３０ｂの構造について、詳細に説明する。ゲート電極３
０ｂは、本体部３０ｂ１（即ち、図４においてチャネル領域３０ａ３と重なっている領域
）と包囲部３０ｂ２とから形成されている。
【００７２】
まず、本体部３０ｂ１は、ＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見て、半導体層３０ａの
チャネル領域３０ａ２と重なる領域を含むように形成されている。このようにチャネル領
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域３０ａ２上に本体部３０ｂ１を配置することで、典型的なゲート電極の機能である走査
信号のオン／オフをＴＦＴ３０によって可能とならしめている。
【００７３】
一方、ゲート電極３０ｂの包囲部３０ｂ２は、半導体層３０ａ２の両脇に沿うように形
成されている。特に、包囲部３０ｂ２は、ＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見て、第２
ＬＤＤ領域３０ａ４を囲むように配置されている。
【００７４】
包囲部３０ｂ２の下層側には、基板に対して垂直な方向に側壁部３１が設けられており
、ゲート電極３０ｂの包囲部３０ｂ２と、下層側に配置された走査線１１とを電気的に接
続している。
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【００７５】
図６は、図４から走査線１１、ゲート電極３０ｂ及び側壁部３１を抽出し、それらの位
置関係を三次元的に示した概念図である。ゲート電極３０ｂ（即ち、本体部３０ｂ１及び
包囲部３０ｂ２）は、上層側に第２ＬＤＤ領域３０ａ４を囲むように、中心が開口してい
る形状を有している。そして、ゲート電極３０ｂから立ち下るように、２つの側壁部３１
が第２ＬＤＤ領域３０ａ４（図６において図示省略）を囲むように、半導体層３０ａの両
側に形成されている。また、側壁部３１は、下層側に配置された走査線１１に電気的に接
続されることによって、走査線１１及びゲート電極３０ｂ間を電気的に接続する配線とし
ても機能している。
【００７６】
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このように第２ＬＤＤ領域３０ａ４を囲むように、三次元的に側壁部３１を形成するこ
とによって、第２ＬＤＤ領域３０ａ４の遮光性を向上させている。つまり、ＴＦＴアレイ
基板１０に対して、横方向或いは斜め方向から入射しようとする光に対して第２ＬＤＤ領
域の遮光性を強化することができる。これにより、チャネル領域３０ａ３及び第２ＬＤＤ
領域３０ａ４における光リーク電流の発生を抑制することが可能となる。
【００７７】
続いて、図７を参照して、ＴＦＴ３０付近の積層構造について詳細に説明する。図７は
、図４におけるＡ−Ａ´線断面図である。尚、図７では、各層・各部材を図面上で認識可
能な程度の大きさとするため、該各層・各部材ごとに縮尺を異ならしめてある。また、図
２に記載の蓄積容量７０などの構成も省略している。
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【００７８】
ＴＦＴアレイ基板１０上には、走査線１１が設けられている。走査線１１は、例えば、
Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｐｄ等の高融点金属のうちの少なくとも一つを含む、金属
単体、合金、金属シリサイド、ポリシリサイド、これらを積層したもの等の遮光性材料か
らなる。即ち、本発明における下側遮光膜は、本実施形態では走査線１１である。従って
、走査線１１は下側遮光膜として、ＴＦＴアレイ基板１０における裏面反射や、複板式の
プロジェクタ等で他の液晶装置から発せられ合成光学系を突き抜けてくる光などである、
ＴＦＴアレイ基板１０側から装置内に入射する戻り光から、ＴＦＴ３０のチャネル領域３
０ａ３及びその周辺を遮光する。特に、本実施形態では、走査線１１の幅は、ＴＦＴアレ
イ基板１０上で平面的に見たときに、半導体層３０ａを全て含むように幅広に形成されて
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いる。このように下側遮光膜として機能する走査線１１を広く形成することにより、ＴＦ
Ｔアレイ基板１０に対して垂直に半導体層３０ａに入射しようとする光だけでなく、斜め
又は側方から入射しようとする光をも効率的に遮光することが可能となる。
【００７９】
走査線１１上には、下地絶縁膜１２を介して半導体層３０ａが形成されている。半導体
層３０ａの上層側には、ゲート絶縁膜１３を介してゲート電極３０ｂ（図６においては、
平坦領域３０ｂ２）が配置されている。
【００８０】
データ線６は、ゲート電極３０ｂ２より上層側に、層間絶縁膜１４を介して積層されて
いる。また、データ線６は、コンタクトホール３２を介して半導体層３０ａのソース領域
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３０ａ１に電気的に接続されている。本実施形態では特に、データ線６は非透明な金属等
で構成されており、本発明における上側遮光膜として構成されている。そのため、ＴＦＴ
アレイ基板１０の上方から半導体層３０ａに入射しようとする光は、データ線６によって
遮光されるため、半導体層３０ａの遮光性を向上させることができる。
【００８１】
データ線６よりさらに上層側には、層間絶縁膜１５を介して画素電極９が配置されてい
る。画素電極９は画素毎に島状に設けられており、例えば、ＩＴＯ(Indium Tin Oxide)等
の導電性材料で形成するとよい。また、画素電極９はコンタクトホール３３を介して、ド
レイン領域３０ａ５と電気的に接続されている。層間絶縁膜１５上に形成された画素電極
９は、配向膜１８によって覆われている。
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【００８２】
ここで、図８は図４におけるＢ−Ｂ´線断面図である。尚、図８では、各層・各部材を
図面上で認識可能な程度の大きさとするため、該各層・各部材ごとに縮尺を異ならしめて
ある。
【００８３】
ＴＦＴアレイ基板１０上には、本発明において下側遮光膜として走査線１１が、上層側
に形成された半導体層３０ａ（即ち、図７においてはチャネル領域３０ａ３）よりも幅広
に形成されており、ＴＦＴアレイ基板１０の下側から入射しようとする光に対して、効果
的に半導体層３０ａを遮光している。
【００８４】
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半導体層３０ａ上にはゲート絶縁膜１３を介してゲート電極３０ｂが形成されている。
ゲート電極３０ｂのうち、本体部３０ｂ１はＴＦＴアレイ基板１０上から平面的に見たと
きに、チャネル領域３０ａ３に重なるように形成されている。一方、半導体層３０ａの第
２ＬＤＤ領域３０ａ４を囲むように包囲部３０ｂ２が、本体部３０ｂ１の両側に配置され
ている。
【００８５】
ここで、側壁部３１は、チャネル領域３０ａの両脇に、下地絶縁膜１２及びゲート絶縁
膜１３に開口されたコンタクトホールに積層されるように形成されている。尚、この側壁
部３１は、本体部３０ｂ１と同様に、ポリシリコン等の遮光性を有する導電性材料から形
成されており、走査線１１と、ゲート電極３０ｂの本体部３０ｂ１とを電気的に接続して
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いる。尚、側壁部３１は、導電性の金属材料でプラグされたコンタクトホールであっても
よい。或いは、ゲート電極と同一材料で充填されてもよい。
【００８６】
側壁部３１は、ＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見て、半導体層３０ａの輪郭に沿っ
て形成されており、ＴＦＴアレイ基板１０の左右或いは斜め方向からチャネル領域３０ａ
３に侵入しようとする光を遮光する役割を有している。特に、図４に示すように、側壁部
３１は、第２ＬＤＤ領域を囲むように形成されているため、第２ＬＤＤ領域への遮光性を
効果的に向上させることができる。
【００８７】
特に本実施形態では、側壁部３１を、第２ＬＤＤ領域３０ａ４だけでなく、第２ＬＤＤ

10

領域３０ａ４に隣接しているチャネル領域３０ａ３やドレイン領域３０ａ５にまで延在さ
せることによって、より一層、第２ＬＤＤ領域３０ａ４の遮光性を向上させている。この
ように、側壁部３１を広い範囲に渡って設けることで、側壁部３１に対して斜めに入射し
ようとする光についても遮ることができるようになるので、より遮光性を向上させること
が可能となる。
【００８８】
尚、側壁部３１は、ＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見て、少なくとも部分的に第２
ＬＤＤ領域の上下左右に形成されていればよく、図４に示すように、完全に環状に形成さ
れていなくともよい。
【００８９】
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以上のように、本実施形態によれば、半導体層をドレイン領域において折り曲がったＬ
字型に形成することによってＴＦＴのサイズをよりコンパクトに形成することができる。
そのため、高精細化に対応した液晶装置を実現することができる。また、ゲート電極に包
囲部を設けると共に、包囲部から立ち下がるように側壁部を設けることによって、第２Ｌ
ＤＤ領域の遮光性を高めることができる。これにより、光リーク電流の発生による画質の
低下や誤作動を低減することが可能となる。
【００９０】
＜第１変形例＞
続いて、図９を参照しながら、第１変形例について説明する。この変形例では、ゲート
電極３０ｂの包囲部３０ｂ２は、ＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見たときに、半導体
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層３０ａの第２ＬＤＤ領域３０ａ４を囲むように環形状を有している。具体的には、図９
に点線で示すように、ゲート電極３０ｂの本体部３０ｂ１及び包囲部３０ｂ２は、第２Ｌ
ＤＤ領域３０ａ４付近を開口部として環状に形成されている。
【００９１】
ここで、ゲート電極３０ｂは、チャネル領域３０ａ３に重なる領域においてチャネル領
域３０ａ３と対向配置される領域を含むことによって、ＴＦＴ３０のオン／オフスイッチ
ング動作を行う役割を担うと共に、一方でドレイン領域３０ａ５とも対向するように形成
されている。そのため、例えばゲート電極におけるチャネル領域３０ａ３に対向する部分
或いはドレイン領域３０ａ５に対向する部分の上層側から、斜めに第２ＬＤＤ領域３０ａ
４に入射するような光を遮光することができ、第２ＬＤＤ領域３０ａ４の遮光性をより一
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層高めることが可能となる。
【００９２】
更に本変形例では特に、上述したように、包囲部３０ｂ２は第２ＬＤＤ領域３０ａ４が
露出するように中央に開口している領域を有している。仮に、包囲部３０ｂ２を、第２Ｌ
ＤＤ領域３０ａ４に対して、例えばゲート絶縁膜１３の膜厚程度まで近接させると、この
包囲部３０ｂ２が第２ＬＤＤ領域３０ａ４に対して、大なり小なりゲート電圧と同電位を
印加する電極として機能してしまう。しかるに本変形例では、第２ＬＤＤ領域３０ａ４が
露出するように中央に開口を設け、包囲部３０ｂ２と第２ＬＤＤ領域３０ａ４とが、上述
したようなリーク電流の発生、オンオフ閾値の変化等を生ずるまでに近接しないように形
成されている。これにより、ＴＦＴ３０における動作不良を効果的に防止することが可能
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である。
【００９３】
＜第２変形例＞
続いて、図１０を参照して、第２変形例について説明する。この変形例では、ゲート電
極３０ｂは、上述の実施形態と同様に（図４参照）、チャネル領域３０ａ３に対向するよ
うに本体部３０ｂ１が形成され、本体部３０ｂ１の周囲に半導体層３０ａの両脇に沿うよ
うに包囲部３０ｂ２が形成されている。特に、包囲部３０ｂ２は、ＴＦＴアレイ基板１０
上で平面的に見て、第２ＬＤＤ領域３０ａ４を囲むように配置されており、ＴＦＴアレイ
基板１０に対して、横方向或いは斜め方向から入射しようとする光に対して第２ＬＤＤ領
域の遮光性を強化している。これにより、チャネル領域３０ａ３及び第２ＬＤＤ領域３０
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ａ４における光リーク電流の発生を抑制することが可能となる。
【００９４】
また、本変形例では、側壁部３１をＴＦＴアレイ基板１０上で平面的に見て、その第２
ＬＤＤ領域３０ａ４付近における半導体層３０ａとの距離よりも、その先端側における半
導体層３０ａ４との距離の方が短くなるように、半導体層３０ａに向かって突出する突出
部３８（即ち、図１０において丸で囲んだ部分）を有するように形成している。図１１は
本変形例における液晶装置から、側壁部３１、ゲート電極３０ｂ及び走査線を概念的に抽
出し、それらの位置関係を示した模式図である。仮に、ＴＦＴアレイ基板１０上で平面的
に見て、第２ＬＤＤ領域３０a４付近において、側壁部３１及び第２ＬＤＤ領域３０ａ４
間の距離を短くすると、ゲート電極３０ｂと同電位である側壁部３１が第２ＬＤＤ領域３
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０ａ４に対して、大なり小なりゲート電圧と同電位を印加する電極として機能してしまう
。他方、仮に、側壁部３１及び第２ＬＤＤ領域３０ａ４間の距離を長くすると、長手方向
に沿う方向から斜めに入射し、半導体層３０ａにおける第１ＬＤＤ領域３０ａ２及び第２
ＬＤＤ領域３０ａ４の少なくとも一方に到達する光を遮る効果が低下してしまう。
【００９５】
このように本変形例によれば、ゲート電極３０ｂに包囲部３０ｂ２を設けることによっ
て、第２ＬＤＤ領域３０ａ４の遮光性を手厚く強化すると共に、側壁部３１に突出部３８
を設けることによって、側壁部３８が第２ＬＤＤ領域３０ａ４に対してゲート電極として
機能しないようにしつつ、斜めの光などの第２ＬＤＤ領域３０ａ４に到達しようとする光
をより確実に低減することができる。
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【００９６】
＜電子機器＞
次に、上述した電気光学装置である液晶装置を各種の電子機器に適用する場合について
説明する。ここに図１０は、プロジェクタの構成例を示す平面図である。以下では、この
液晶装置をライトバルブとして用いたプロジェクタについて説明する。
【００９７】
図１０に示されるように、プロジェクタ１１００内部には、ハロゲンランプ等の白色光
源からなるランプユニット１１０２が設けられている。このランプユニット１１０２から
射出された投射光は、ライトガイド１１０４内に配置された４枚のミラー１１０６及び２
枚のダイクロイックミラー１１０８によってＲＧＢの３原色に分離され、各原色に対応す
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るライトバルブとしての液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂ及び１１１０Ｇに入射される
。
【００９８】
液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂ及び１１１０Ｇの構成は、上述した液晶装置と同等
であり、画像信号処理回路から供給されるＲ、Ｇ、Ｂの原色信号でそれぞれ駆動されるも
のである。そして、これらの液晶パネルによって変調された光は、ダイクロイックプリズ
ム１１１２に３方向から入射される。このダイクロイックプリズム１１１２においては、
Ｒ及びＢの光が９０度に屈折する一方、Ｇの光が直進する。従って、各色の画像が合成さ
れる結果、投射レンズ１１１４を介して、スクリーン等にカラー画像が投写されることと
なる。
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【００９９】
ここで、各液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂ及び１１１０Ｇによる表示像について着
目すると、液晶パネル１１１０Ｇによる表示像は、液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂに
よる表示像に対して左右反転することが必要となる。
【０１００】
尚、液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂ及び１１１０Ｇには、ダイクロイックミラー１
１０８によって、Ｒ、Ｇ、Ｂの各原色に対応する光が入射するので、カラーフィルタを設
ける必要はない。
【０１０１】
尚、図１０を参照して説明した電子機器の他にも、モバイル型のパーソナルコンピュー
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タや、携帯電話、液晶テレビや、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコ
ーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワーク
ステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた装置等が挙げられる。そ
して、これらの各種電子機器に適用可能なのは言うまでもない。
【０１０２】
また、本発明は上述の各実施形態で説明した液晶装置以外にも反射型液晶装置（ＬＣＯ
Ｓ）、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、電界放出型ディスプレイ（ＦＥＤ、ＳＥＤ）、
有機ＥＬディスプレイ、デジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）、電気泳動装置等に
も適用可能である。
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【０１０３】
本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
を伴う電気光学装置用基板及び電気光学装置、並びに該電気光学装置を備えた電子機器も
また本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本実施形態に係る液晶装置の全体構成を示す平面図である。
【図２】図１のＨ−Ｈ´断面図である。
【図３】本実施形態に係る液晶装置の電気的な構成を示すブロック図である。
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【図４】本実施形態に係る液晶装置のＴＦＴ周辺の構成を示す平面図である。
【図５】比較例に係る液晶装置のＴＦＴ周辺の構成を示す平面図である。
【図６】本実施形態に係る液晶装置の走査線、ゲート電極及び側壁部を、概念的に抽出し
た模式図である。
【図７】図４のＡ−Ａ´線断面図である。
【図８】図４のＢ−Ｂ´線断面図である。
【図９】第１変形例に係る液晶装置のＴＦＴ周辺の構成を示す平面図である。
【図１０】第２変形例に係る液晶装置のＴＦＴ周辺の構成を示す平面図である。
【図１１】第２変形例に係る液晶装置の走査線、ゲート電極及び側壁部を、概念的に抽出
した模式図である。
【図１２】電気光学装置を適用した電子機器の一例たるプロジェクタの構成を示す平面図
である。
【符号の説明】
【０１０５】
６
、

データ線、
１１

ＴＦＴ、
３０ａ３

、

３０ｂ

３０ａ

、

３８

９

画素電極、

走査線、１２

半導体層、

チャネル領域、
ゲート電極、

突出部、

５０

１０

ＴＦＴアレイ基板、

下側層間絶縁膜
３０ａ１
３０ａ４

３０ｂ１
液晶

２０

対向基板、

ソース領域、
３０ｂ２

画像表示領域

対向電極、

３０ａ２

第２ＬＤＤ領域、

本体部、

１０ａ
２１

第１ＬＤＤ領域

３０ａ５
包囲部、

３０

ドレイン領域
３１

側壁部、
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