
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　一対の基板間に液晶を有し、前記一対の基板の一方の基板に複数のゲート線と、複数
のデータ線と、前記ゲート線と前記データ線の交差に対応して設けられたトランジスタと
、前記トランジスタに対応して設けられた画素電極とを有する画像表示領域、及び前記ゲ
ート線を駆動するゲート線駆動用ドライバを具備したアクティブ・マトリックス型表示装
置において、
　前記一対の基板間には、シール材が形成され、
　前記画像表示領域と前記ゲート線駆動用ドライバとの間の前記一方の基板上の前記シー
ル材と重なる領域には、隣り合うゲート線にまたがるように遮光層が配置されてなること
を特徴とするアクティブ・マトリックス型表示装置。
【請求項２】
　　前記遮光層は、前記データ線と同一膜からなることを特徴とする請求項１に記載のア
クティブ・マトリックス型表示装置。
【請求項３】
　　前記遮光層は、前記データ線上に形成された絶縁膜上に設けられていることを特徴と
する請求項１に記載のアクティブ・マトリックス型表示装置。
【請求項４】
　　一対の基板間に液晶を有し、前記一対の基板の一方の基板に複数のゲート線と、複数
のデータ線と、前記ゲート線と前記データ線の交差に対応して設けられたトランジスタと
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、前記トランジスタに対応して設けられた画素電極とを有する画像表示領域、及び前記デ
ータ線に接続されたサンプルホルダーを具備したアクティブ・マトリックス型表示装置に
おいて、
　前記一対の基板間には、シール材が形成され、
　前記画像表示領域と前記サンプルホルダーとの間の前記一方の基板上の前記シール材と
重なる領域には、隣り合うデータ線にまたがるように遮光層が配置されてなることを特徴
とするアクティブ・マトリックス型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アクティブ・マトリックス型液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、アクティブ・マトリックス型液晶表示装置の画素スイッチ素子を構成するＴＦＴは
、図８に示すように画素電極１９とデータ線１７が同層でＴＦＴを形成していたため、デ
ータ線が最上層になり、データ線間に遮光層を形成し画像表示領域外周部に見切りを形成
することができなかった。よって、図９に示すように対向基板２２上のカラーフィルター
（以下、ＣＦと称す）２３外周部に遮光層２７で見切りを形成していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ＴＦＴ基板２６と対向基板２２を貼り合わせる方法として、紫外線照射によりシール剤２
２を硬化させているが、この際、画像表示領域２５に形成しているＴＦＴ素子を保護する
ために対向基板側から紫外線光を照射する。対向基板上の遮光層２７は紫外線光を通さな
いため、シール剤２４を確実に硬化させるためには、対向基板上のＣＦ外周部遮光層２７
から対向基板端までシール用の透明絶縁領域を設けなければならない。前記透明絶縁領域
により、画像表示領域外周部の見切りとなる遮光領域面積を拡大することができないため
、モジュールに組み込む際の合わせ精度が要求され、実装の簡略化，低コスト化の妨げと
なる問題点を有する。また、ＴＦＴ基板側の画像表示領域２５の拡大が図れず、画素数の
増加や画像表示領域がバックライトの光を透過する割合である開口率を向上することがで
きないといった微細化の妨げとなる問題点をも有する。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明のアクティブ・マトリックス型表示装置は、一対の基板間に液晶を有し、前記一
対の基板の一方の基板に複数のゲート線と、複数のデータ線と、前記ゲート線と前記デー
タ線の交差に対応して設けられたトランジスタと、前記トランジスタに対応して設けられ
た画素電極とを有する画像表示領域、及び前記ゲート線を駆動するゲート線駆動用ドライ
バを具備したアクティブ・マトリックス型表示装置において、前記一対の基板間には、シ
ール材が形成され、前記画像表示領域と前記ゲート線駆動用ドライバとの間の前記一方の
基板上の前記シール材と重なる領域には、隣り合うゲート線にまたがるように遮光層が配
置されてなることを特徴とする。
　また、本発明のアクティブ・マトリックス型表示装置の前記遮光層は、前記データ線と
同一膜からなることを特徴とする。また、前記遮光層は、前記データ線上に形成された絶
縁膜上に設けられていることを特徴とする。
　また、本発明のアクティブ・マトリックス型表示装置は、一対の基板間に液晶を有し、
前記一対の基板の一方の基板に複数のゲート線と、複数のデータ線と、前記ゲート線と前
記データ線の交差に対応して設けられたトランジスタと、前記トランジスタに対応して設
けられた画素電極とを有する画像表示領域、及び前記データ線に接続されたサンプルホル
ダーを具備したアクティブ・マトリックス型表示装置において、前記一対の基板間には、
シール材が形成され、前記画像表示領域と前記サンプルホルダーとの間の前記一方の基板
上の前記シール材と重なる領域には、隣り合うデータ線にまたがるように遮光層が配置さ
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れてなることを特徴とする。
【０００５】
【実施例】
本発明のアクティブ・マトリックス型液晶表示装置のＴＦＴ基板の構成図を、図１に示す
。本発明のアクティブ・マトリックス型液晶表示装置のＴＦＴ基板側画素領域外周部に遮
光層１を形成することにより、画像表示領域を明確化している。前記アクティブ・マトリ
ックス型液晶表示装置は、データ線駆動用ドライバとゲート線駆動用ドライバを画素と同
一基板上に内蔵している。データ線は、サンプルホルダーに取り込んだビデオ信号を画素
に順次送信している。またゲート線には、走査信号を印加している。走査信号によりＯＮ
したＴＦＴ２は、データ線に取り込まれたビデオ信号を液晶セル３に書き込む。液晶はこ
こではダイナミックメモリーとして使われる。一般に液晶の時定数は１００ｍｓ前後であ
るから、これより短い周期でリフレッシュすれば十分信号を保持することができる。また
、必要に応じて保持容量を液晶容量と並列に付加すると保持特性はさらに向上する。保持
容量の構成の仕方としては、透明導電膜を画素電極の下に設ける方法，前段のゲート線に
画素電極を重ねる方法，専用の容量線をゲート線または信号線と平行に配置して作り込む
方法等がある。
【０００６】
次に、本発明のアクティブ・マトリックス型液晶表示装置のＴＦＴ基板の工程プロセスに
ついて詳細に説明する。図２、図３は、本発明のアクティブ・マトリックス型液晶表示装
置のＴＦＴ基板の工程断面図を表している。
透明絶縁性基板９上にチャネル導電膜１０を５００～１５００オングストローム成膜する
。チャネル導電膜としては、駆動用ドライバを内蔵するため、ＣＭＯＳ構造が形成可能で
ＴＦＴのＯＮ／０ＦＦ比が高い多結晶シリコンを使用する。多結晶シリコン成膜方法とし
ては、モノシラン（以下、ＳｉＨ 4と称す）を５５０℃～６５０℃の温度で熱分解して堆
積する減圧ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法がある。
また、更にＴＦＴのＯＮ電流を向上させるために、前駆膜としてプラズマＣＶＤ装置や減
圧ＣＶＤ装置により非晶質シリコンを堆積した後、５５０～６５０℃で４時間以上の熱ア
ニールを施すことにより、シリコン結晶を１μｍ以上に大粒径化することができる。結晶
を大粒径化するには、熱アニールの他にエキシマ・レーザやアルゴン・レーザなどのレー
ザアニール等がある。次に、前記多結晶シリコン膜をフォトリソグラフィ法により島状に
パターニングした後、ゲート絶縁膜１１を形成する。ゲート絶縁膜には透明絶縁性基板と
して石英基板を使用した場合、ＭＯＳ工程を流用した高温ドライ酸化により緻密で信頼性
の高い酸化膜を形成できる。また、窒化膜やＨＴＯ（Ｈｉｇｈ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
　ＣＶＤ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　ＤｉｏｘｉｄｅＦｉｌｍ）等を用いても良い。次にゲート線
１２を形成する。ゲート線材料としては、多結晶シリコンを使用する。しかし、多結晶シ
リコンはシート抵抗が２０Ω以上と高いため、横方向の画素数が増大するとゲート走査線
遅延を生じ易くなる。そこで、更に低抵抗なモリブデンシリサイド（以下、ＭｏＳｉ Xと
称す）やタングステンシリサイド（以下、ＷＳｉ Xと称す）などの金属化合物やクロム（
以下、Ｃｒと称す）やモリブデン（以下、Ｍｏと称す），タングステン（以下、Ｗと称す
）などの金属配線を使用する場合もある。次に、ゲート線をマスクとして、イオン打ち込
みにより、自己整合的にソース領域１３，ドレイン領域１４を形成する。
次に、基板全面に第１の層間絶縁膜を形成する。第１の層間絶縁膜は、常圧ＣＶＤ法や、
テトラエトキシシラン（以下、ＴＥＯＳと称す）ガスを用いてＳｉＯ 2膜を成膜する。前
記ＳｉＯ 2膜の他にプラズマＣＶＤ法を用いて窒化膜を成膜しても良い。次に、データ線
と多結晶シリコンで形成したチャネル導電層１０を導通させるためにソース領域１３上に
開孔部を開け、データ線１７を形成する。データ線の材料としては、アルミニュウム（以
下、Ａｌと称す）やＣｒ，Ｍｏ，Ｗなどのメタル配線を行う。データ線と同層に画素電極
１９を形成してもかまわないが、データ線が最上層にくるため、データ線間上に画像表示
領域見切り用の遮光層１を形成できない。また、画素が高精細化してくると、パターンル
ール上、データ線と画素電極間のライン・アンド・スペースが厳しくなり、容量カップリ
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ングが大きくなる。これにより、リーク電流が大きくなり、コントラスト不足による表示
品質劣化の原因となる。そこで、本発明ではデータ線を画素電極より下層に埋め込んだ。
これにより、画素電極とデータ線のスペースを考慮する必要がなく、画素電極領域を広げ
ることが可能となり、光を透過させることができる開口部面積を稼ぐことができる。デー
タ線をフォトリソグラフィ法によりパターニングした後、基板全面に第２層間絶縁膜を成
膜する。第２層間絶縁膜の成膜方法としては、データ線材料として使用する金属薄膜の溶
融温度以下の温度で処理しなければならない。そこで、データ線にＡｌを使用する場合、
４５０℃以下の低温で絶縁膜を形成する必要がある。そこで、プラズマＴＥＯＳ装置やプ
ラズマ・オゾンＴＥＯＳ装置，常圧オゾンＴＥＯＳ装置などで低温に絶縁膜を形成する。
前記第２層間絶縁膜上に金属あるいは金属化合物をスパッタ法等により堆積し、フォトリ
ソグラフィ法によりパターニングして遮光層１を形成する。前記遮光層は、画像表示領域
外周部の見切りだけでなく、図３（ｃ）のように画像表示領域中のデータ線やゲート線上
を遮光することも可能である。前記遮光層としては、Ａｌ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｗ等の金属薄膜
や、ＭｏＳｉ X，ＷＳｉ X等の金属化合物薄膜の他に、黒色系の有機薄膜を用いても良い。
次に、ドレイン領域１４上にウエット・エッチングあるいはドライ・エッチングにより開
孔し、画素電極１９でをスパッタ法により成膜し、フォトリソグラフィ法によりパターニ
ングする。画素電極としては、透明導電膜であるインジュム・スズ酸化物（以下、ＩＴＯ
と称す）等を用いる。遮光層と画素電極の工程は逆でも問題ない。以上の工程により、Ｔ
ＦＴを形成する。
次に、画像表示領域外周部の構成を実施例に基づいて説明する。最初に、データ線のサン
プルホルダーと画素間に形成する遮光層について２種類の構造を試みた。第１の構造の平
面図及び断面図を図４に示す。図４（ｂ）は、図４（ａ）のＡ－Ａ´線の断面を表してい
る。透明絶縁性基板上９に第１層間絶縁膜１６が堆積し、前記絶縁膜上にデータ配線１７
が通り、第２層間絶縁膜１８上に遮光膜が堆積される。前記遮光膜は金属あるいは金属化
合物により形成するため、第２の層間絶縁膜に欠陥がある場合、データ線同士が遮光膜を
介してショートし、縦方向の線欠陥を生じる可能性がある。データ線は、Ａｌ等の金属に
より配線するので、それ自体、遮光層の役目を果たす。そこで、第２の構造として図５に
示すように隣あうデータ線間のみに遮光膜１をフォトリソグラフィ法により島状に形成し
た。これにより、絶縁膜不良によるデータ線同士がショートするのを大幅に防ぐことが可
能となり、表示不良を抑制できる。
【０００７】
次に、ゲート線駆動用ドライバと画素間に形成する遮光層についても本実施例では、２種
類の構造を試みた。第１の構造の平面図及び断面図を図６に示す。図６（ｂ）は、図６（
ａ）のＣ－Ｃ´線の断面図を表している。透明絶縁性基板９上にゲート線１２を形成し、
前記ゲート線上に第１層間絶縁膜１６と第２層間絶縁膜１８を成膜し、最上層に遮光膜１
を形成した構造をしている。また、ゲート線は最下層に埋め込まれているため、第１層間
絶縁膜上にデータ線で使用する金属薄膜を遮光膜１の代わりに形成しても良い（図示なし
）。この構造は、前記図４で示したデータ線の構造と同様に層間絶縁膜に欠陥が生じた場
合、ゲート配線同士でショートし、横方向の線欠陥になる可能性がある。そこで第２の構
造として図７に示すように隣あうゲート線間にフォトリソグラフィ法により島状にパター
ニングして遮光層１を形成した。この際、ゲート線が多結晶シリコンなどの透過性の材料
を用いた場合は、図７（ｂ）に示すように第１層間絶縁膜１６上に、ゲート線膜上１２を
覆うようにデータ線１７で使用した金属材料を島状に堆積する。これにより、見切り領域
を遮光することが可能となり、第１層間絶縁膜及び第２層間絶縁膜不良による表示不良を
抑制できる。
【０００９】
▲１▼図１０に示すように、従来のシール領域に遮光領域を広げることができるため見切
り幅が広くなる。これにより、本発明の液晶表示装置をテレビやビデオムービー、プロジ
ェクター等のモジュールに組み込む際の合わせ精度に余裕ができるため、実装面での簡略
化、低コスト化が図れる。
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▲２▼図１１に示すように、対向基板上に遮光層２７を形成せずに、ＴＦＴ基板２６上の
遮光層１上部にシール領域を形成できるため、ＴＦＴ基板に形成した画像表示領域２５を
広げることが可能となり、アクティブ・マトリックス型液晶表示装置の外形サイズを拡大
させることなく、画素数の増加や開口率の向上を図れる。
【発明の効果】
本発明は上記の構成要件を具備することにより、以下に述べる如き顕著な効果を奏するこ
とができる。
（ａ）トランジスタが形成された一方の基板側に遮光層を形成するため、他方の基板側に
遮光層を形成する場合と比較して、他方の基板とのアライメントずれ等を考慮して遮光層
を大きめに形成する必要がなく、画像表示領域を広げることが可能である。
（ｂ）データ線と同一膜からなる遮光層を隣り合うゲート線にまたがるように配置される
ため、画像表示領域周辺を遮光することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例を示すアクティブ・マトリックス型液晶表示装置の平面構成図。
【図２】本発明の実施例を示すアクティブ・マトリックス型液晶表示装置の画素ＴＦＴの
データ線形成までの工程断面図。
【図３】本発明の実施例を示すアクティブマトリックス型液晶表示装置の画素ＴＦＴの前
記図２以降の工程断面図。
【図４】本発明の実施例を示すアクティブ・マトリックス型液晶表示装置のサンプルホル
ダーと画像表示領域間の構成図。（ａ）は平面図。（ｂ）はＡ－Ａ´線上の断面図。
【図５】本発明の実施例を示すアクティブ・マトリックス型液晶表示装置のサンプルホル
ダーと画像表示領域間の構成図。（ａ）は平面図。（ｂ）はＢ－Ｂ´線上の断面図。
【図６】本発明の実施例を示すアクティブ・マトリックス型液晶表示装置のゲート線駆動
用ドライバと画像表示領域間の構成図。（ａ）は平面図。（ｂ）はＣ－Ｃ´線上の断面図
。
【図７】本発明の実施例を示すアクティブ・マトリックス型液晶表示装置のゲート線駆動
用ドライバと画像表示領域間の構成図。（ａ）は平面図。（ｂ）はＤ－Ｄ´線上の断面図
。
【図８】従来のアクティブ・マトリックス型液晶表示装置の画素ＴＦＴの断面図。
【図９】従来のアクティブ・マトリックス型液晶表示装置の断面図。
【図１０】本発明の実施例を示すアクティブ・マトリックス型液晶表示装置の断面図。
【図１１】本発明の実施例を示すアクティブ・マトリックス型液晶表示装置の断面図。
【符号の説明】
１　遮光層
２　ＴＦＴ素子
３　液晶セル
４　データ線駆動用クロック信号入力端子
５　データ線駆動用スタート信号入力端子
６　ビデオ信号入力端子
７　ゲート線駆動用クロック信号入力端子
８　ゲート線駆動用スタート信号入力端子
９　透明絶縁性基板
１０　チャネル導電層
１１　ゲート絶縁膜
１２　ゲート線
１３　ソース領域
１４　ドレイン領域
１５　イオン不純物
１６　第１層間絶縁膜
１７　データ線
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１８　第２層間絶縁膜
１９　画素電極
２０　液晶
２１　偏向板
２２　対向基板
２３　カラーフィルター
２４　シール剤
２５　画像表示領域（画素）
２６　ＴＦＴ基板
２７  対向基板側画像表示領域（カラーフィルター）外周遮光層 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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