
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、一定の方向に延びる走査線及び該走査線に交差する方向に延びるデータ線と
、前記走査線及び前記データ線の交差領域に対応して設けられた薄膜トランジスタと、該
薄膜トランジスタに対応してマトリクス状の配列がなされて設けられた画素電極と、前記
画素電極配置後に設けられた配向膜と、を備え、
　前記走査線は、前記薄膜トランジスタのチャネル領域に対向する部分にゲート電極とし
ての幅広部を有するとともに他の部分に幅狭部を有し、
　前記チャネル領域は、平面的に見て前記走査線の延在方向に沿って相隣接する画素電極
間を縫って延びる長手状の第１間隙と、前記データ線の延在方向に沿って相隣接する画素
電極間を縫って延びる長手状の第２間隙とが交わる交点領域内に形成され、
　前記走査線の幅狭部は、前記第１間隙の中央よりもずれた位置に形成され、
　前記第１間隙に対応する領域上において、前記幅狭部に起因する凸部を下る方向に前記
配向膜をラビングするように、前記凸部の斜面のうちのラビング擦り下げ部のみを前記領
域に存在させることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記幅広部は、前記交点領域内において前記第２間隙の中央に形成されていることを特
徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記画素電極に接続されており蓄積容量を構成する画素電位側容量電極と、
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　該画素電位側容量電極に誘電体膜を介して対向配置されており前記蓄積容量を構成する
固定電位側容量電極を含む容量線とを更に備えてなり、
　前記容量線は、前記走査線に沿って延びる本線部と前記データ線に沿って延びる部分と
を有し、
　前記データ線は、前記薄膜トランジスタに重なる部分が局所的に幅広に形成されており
、
　前記容量線における前記データ線に沿って延びる部分の幅は、前記データ線における幅
広に形成されていない部分の幅より広く且つ前記データ線における前記幅広に形成された
部分の幅と同一に形成されている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４】
　前記画素電極に接続されており蓄積容量を構成する画素電位側容量電極と、
　該画素電位側容量電極に誘電体膜を介して対向配置されており前記蓄積容量を構成する
固定電位側容量電極を含む容量線とを更に備えてなり、
　前記容量線は、前記走査線に沿って延びる本線部と前記データ線に沿って延びる部分と
を有し、
　前記データ線は、前記薄膜トランジスタに重なる部分が局所的に幅広に形成されており
、
　前記容量線における前記データ線に沿って延びる部分の幅は、前記データ線における幅
広に形成されていない部分の幅より広く且つ前記データ線における前記幅広に形成された
部分の幅より狭く形成されている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５】
　前記容量線は、前記薄膜トランジスタと前記データ線との間の積層位置に配置されてお
り、
　前記データ線は、前記薄膜トランジスタに重なる部分に加えて、前記薄膜トランジスタ
との接続用のコンタクトホールが設けられた部分が、幅広に形成されていることを特徴と
する請求項３又は４に記載の電気光学装置。
【請求項６】
　前記データ線は、前記薄膜トランジスタごとに、前記薄膜トランジスタに重なる部分か
ら前記コンタクトホールが設けられた部分までが連続して幅広に形成されていることを特
徴とする請求項３又は４に記載の電気光学装置。
【請求項７】
　前記基板に電気光学物質を介して対向配置された他の基板と、
　該他の基板上に形成された遮光膜とを更に備えてなり、
　前記データ線及び前記容量線における前記データ線に沿って延びる部分の幅は、前記遮
光膜の幅よりも狭いことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の電気光学装
置。
【請求項８】
　請求項１乃至７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】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アクティブマトリクス駆動が可能な電気光学装置及び該電気光学装置を具備し
てなる電子機器の技術分野に属する。
【０００２】
【背景技術】
従来、液晶等の電気光学物質を挟持してなる一対の基板と、前記電気光学物質に対して電
界を印加するため前記一対の基板のそれぞれに設けられた電極等とを備える電気光学装置
が知られている。ここに、前記電極は、前記電気光学物質に電界を印加し、該電気光学物
質の状態を適宜変化させるために利用される。そして、このような電気光学装置によれば
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、該装置に対して、例えば光源から発せられた光等を入射させるとともに、電気光学物質
の状態を上述の如く適宜変化させれば、該光の透過率を制御することが可能となり、もっ
て画像の表示を実現することが可能となる。
【０００３】
そして、このような電気光学装置においては、前記一対の基板の一方において、前記電極
としてマトリクス状に配列された画素電極を備えるとともに、該画素電極の各々に接続さ
れた薄膜トランジスタ（ Thin Film Transistor；以下適宜、「ＴＦＴ」という。）、該Ｔ
ＦＴの各々に接続され、行及び列方向それぞれに平行に設けられた走査線及びデータ線等
を備えることで、いわゆるアクティブマトリクス駆動が可能なものが知られている。これ
により、前記画素電極、あるいは前記走査線及び前記データ線により画される一つ一つの
画素毎に、前記電気光学物質に対する電界の印加を制御して、画素毎に光の透過率を制御
することが可能となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来における電気光学装置には、次のような問題があった。すなわち、上
述したようなアクティブマトリクス駆動が可能な電気光学装置においては、そもそもＴＦ
Ｔを正確に駆動する必要があるが、近年の電気光学装置に対する高精細化ないし小型化の
要請を満たしながら、それを実現することはより困難になっているということである。
【０００５】
ここで、ＴＦＴは、チャネル領域、ソース領域及びドレイン領域を有する半導体層と、該
半導体層における前記チャネル領域の少なくとも一部を覆うように絶縁膜を介して設けら
れたゲート電極を備え、該ゲート電極に対する通電・非通電を通じて、前記チャネル領域
に電界を印加・非印加することで、電流の流れを制御する。
【０００６】
この際、前記チャネル領域の長さ、いわゆる「チャネル長」や、その幅、いわゆる「チャ
ネル幅」をどのようにするか、換言するとチャネル領域の大きさをどの程度にするかは、
ＴＦＴの特性を決める上で重要な事項となる。また、それに加えて、該チャネル領域上に
おける前記ゲート電極の配設態様をどのようにするかも極めて重要である。ちなみに、従
来においては、ゲート電極として、前記走査線に電気的に接続されている導電性部材や、
前記走査線の一部を構成している部材があてられることがあったが、このような場合には
、走査線それ自体とチャネル領域との配設態様も問題となる。
【０００７】
要するに、ＴＦＴないしチャネル領域と、走査線ないしゲート電極との好適な配置関係を
、上述した電気光学装置の高精細化という要請をも加味した上で実現することが求められ
ており、かつ、そのように構成されたＴＦＴ等による正確な動作を実現することが求めら
れているということになるが、これは容易なことではない。
【０００８】
例えば、電気光学装置を駆動するためには、ＴＦＴ及び走査線ないしゲート電極だけ存在
すればよいというのでは勿論なく、その他各種の構成要素を備える必要があるが、それら
との兼ね合いの中で、上記したような配置・調整を達成することは一般に困難であること
が容易に想像しえる。また、ＴＦＴについては、前記チャネル領域に対して光が入射する
と、光リーク電流が発生するという不都合が生じるから、これを防止しなければならない
という要請もある。すなわち、ＴＦＴは、各画素において実際に画像表示に寄与する光が
透過又は反射により出射する領域たる光透過域、より具体的には画素電極から、可能な限
り離隔した方が好ましいが、高精細化が要求される中でこれを満たさなければならないと
すると、上述の配置・調整には、より困難な課題を抱えることとなる。
【０００９】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、ゲート電極及び走査線の配置関係の
調整がより容易に実現されるとともに、ＴＦＴの正確な駆動が可能とされた電気光学装置
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。
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【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明の電気光学装置は、上記課題を解決するため、基板上に、一定の方向に延びる走査
線及び該走査線に交差する方向に延びるデータ線と、前記走査線及び前記データ線の交差
領域に対応して設けられた薄膜トランジスタと、該薄膜トランジスタに対応して設けられ
た画素電極とを備え、前記走査線は、前記薄膜トランジスタのチャネル領域に対向する部
分にゲート電極としての幅広部を有するとともに、他の部分に幅狭部を有している。
【００１１】
本発明の電気光学装置によれば、走査線及びデータ線を介して走査信号及び画像信号を薄
膜トランジスタに供給することにより、画素電極をアクティブマトリクス駆動できる。
【００１２】
そして特に、本発明では、前記走査線は、前記薄膜トランジスタのチャネル領域に対向す
る部分にゲート電極としての幅広部を有するとともに、他の部分に幅狭部を有しているこ
とから、走査線の狭小化等を実現しうるにもかかわらず、薄膜トランジスタないしそのチ
ャネル領域と走査線との配置関係の調整・決定を、従来に比べて容易に実現しうることに
なる。
【００１３】
例えば、前記画素電極がマトリクス状に複数配列されている場合においては、それら一つ
一つの画素電極の角部から最も離れた位置、換言すれば、四つの画素電極を想定したとき
に、隣接し、かつ対向する角部間のちょうど中間地点に、薄膜トランジスタのチャネル領
域が位置するように当該薄膜トランジスタを形成することが一般的に好ましい（なぜなら
、光透過域から最も離れているから）が、そのような場合において、チャネル領域を前記
中間地点を含み隣接する画素電極間の中間を縫うように延在させることで、チャネル長を
好適にとることが可能な上、これに交差するように走査線を設けるとともに該走査線の幅
広部が前記チャネル領域についてのみ存在するような構成を実現することが可能となる。
したがって、この場合においては、好適なチャネル長の確保、すなわち、薄膜トランジス
タの好適な動作の確保及び走査線の狭小化、すなわち、電気光学装置の高精細化ないし小
型化という、いわば相反するともみえる要請が、ともに実現されることになる。また、こ
の場合、上述の仮定から当然に、薄膜トランジスタないしチャネル領域に対する光入射を
極力防止することも可能である。
【００１４】
このように、本発明によれば、電気光学装置の高精細化という要請を満たしながら、薄膜
トランジスタ及び走査線ないしゲート電極との配置態様に関する調整を好適に実施するこ
とが可能となる。また、このことは、上述の走査線及び薄膜トランジスタ以外の、電気光
学装置を構成する各種の要素の配置を調整・決定する上でも、好ましい影響を与える。さ
らに、本発明によれば、薄膜トランジスタの正確な駆動を実現することもでき、これによ
り、表示すべき画像の品質を高く保持することも可能となる。
【００１５】
なお、本発明において、「幅広」というのは、「幅狭部」が有する幅に対して広いという
意味であり、「幅狭」というのは、「幅広部」が有する幅に対して狭いという意味である
。要するに、「幅広部」及び「幅狭部」というときの具体的な広狭の程度は、両者の相対
的な関係で決せられる。また、これに関連して、幅広部、あるいは幅狭部が実際に有すべ
き幅値は、理論的、経験的、実験的、あるいはシミュレーション等によって適宜決定しう
る。
【００１６】
本発明の電気光学装置の一態様では、前記幅広部は、前記幅狭部から延設されて形成され
ている部分を含む。
【００１７】
この態様によれば、幅広部及び幅狭部を有する走査線を、比較的容易に形成することが可
能となる。具体的には例えば、幅広部及び幅狭部がいわば一体的であるようなパターンを
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形成することを前提とした、公知のフォトリソグラフィ及びエッチングを用いることによ
り、本態様に係る走査線を容易に形成することが可能となる。
【００１８】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記幅広部は、前記幅狭部に接続されて形成され
ている部分を含む。
【００１９】
この態様によれば、例えば、幅広部は、別に用意された導電部材等を幅狭部に対して接続
することにより形成されている部分を含むことになる。このような場合であっても、比較
的容易に幅広部を形成することが可能となる。
【００２０】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記走査線は、前記チャネル領域の延在する方向
と交わる方向に延在しており、前記幅広部は、当該チャネル領域の延在する方向の一方又
は両方に延在している。
【００２１】
この態様によれば、幅広部は、チャネル領域の延在する一方又は両方に延在されているこ
とから、薄膜トランジスタ及び走査線との配置態様の調整を、より好適に実施しうること
になる。また、この態様によれば、チャネル長に応じた適切なゲート電極が形成されるこ
とになるから、チャネル領域に対する電界の印加が、より効果的に実施されることになる
。
【００２２】
また、このように、幅広部たるゲート電極が、チャネル領域となるべき部分にいわば追随
するような形で設けられる態様によれば、例えば、いわゆる自己整合的な薄膜トランジス
タの形成（すなわち、ゲート電極をマスクとして、イオン注入工程を行うことにより、チ
ャネル領域に相隣接するソース領域及びドレイン領域の形成）を容易に行うことができる
。ただし、この場合、厳密にいえば、ゲート電極となるべき幅広部を形成した後に、前記
イオン注入工程を行うことで、チャネル領域が形成されることになる。
【００２３】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記画素電極は、マトリクス状に配列がなされて
なり、前記チャネル領域は、平面的に見て前記走査線を挟んで相隣接する画素電極間を縫
って延びる長手状の第１間隙と、前記データ線を挟んで相隣接する画素電極間を縫って延
びる長手状の第２間隙とが交わる交点領域内に形成されている。
【００２４】
この態様は、既に述べた態様に類似し、本発明の作用効果が最も効果的に発揮されうる態
様の一つである。
【００２５】
すなわち、この態様によれば、薄膜トランジスタのチャネル領域が、マトリクス状に複数
配列された画素電極において、その交点領域内に形成されている。ここに、交点領域とは
、平面的に見て前記走査線を挟んで相隣接する画素電極間を縫って延びる長手状の第１間
隙と前記データ線を挟んで相隣接する画素電極間を縫って延びる長手状の第２間隙とが交
わる領域である。このような構成により、該チャネル領域に対する光の入射は生じにくい
状態が現出されている。
【００２６】
そして、このような作用効果を有しながら、走査線は、前記チャネル領域に対向するよう
にゲート電極としての幅広部を有していることから、チャネル領域ないし薄膜トランジス
タと、ゲート電極ないし走査線との配置態様を最も好適に決定しうるとともに、好適なチ
ャネル長の確保と走査線の狭小化をも実現することが可能となるのである。
【００２７】
この態様では特に、前記幅狭部は、前記第１間隙の中央よりもずれた位置に形成され、前
記幅広部は、前記交点領域内において前記第１間隙の中央に形成されている。
【００２８】
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このような構成によれば、走査線の幅狭部は、隣接する画素電極間を縫うようには存在す
るが、その中央には存在せず、該中央よりもずれた位置に形成される。このことにより、
まず第１に、表示画像の品質向上を図ることができる。これは、とりわけ電気光学装置の
一例たる液晶表示装置等において該当し、その理由は以下の事情による。
【００２９】
すなわち、本態様では、前記液晶表示装置に通常設けられる配向膜上の凸部、とりわけ前
記幅狭部の「高さ」に起因して形成される凸部に対するラビング処理を実施すると、該凸
部においてラビングのムラが生じることに着目し、更には、前記凸部において、ラビング
の擦り上げ（すなわち、凸部を登る方向）に係る部分と擦り下げ（すなわち、凸部を下る
方向）に係る部分とでは、前記ムラの程度に差があることに着目する。
【００３０】
より具体的には、例えば、前記擦り上げに係る部分の方が、前記擦り下げに係る部分より
も、前記ムラが生じにくい。
【００３１】
そして、上記したようなムラをそのままに放置すると、液晶の配向不良等を招来し、電気
光学装置の動作不良の原因となる場合がある。上述の擦り上げ及び擦り下げ間のムラの程
度の差にしたがって言えば、後者の方が前者の方よりも、液晶の配向不良等を招来する可
能性が高いことになる。
【００３２】
ここで、本態様における幅狭部が、前記画素電極間の第１間隙の中央から外れた位置に形
成されることが意味を帯びる。すなわち、幅狭部をこのような位置に形成することによれ
ば、該幅狭部に起因する凸部の頂点もまた、第１間隙の中央から外れた位置に形成される
ことになり、このことは、当該第１間隙に対応する領域上に、当該凸部のほぼ半斜面だけ
を存在させるような構成を採ること、すなわち該領域上に、前記擦り下げに係る部分だけ
を存在させるような構成を採ることが可能であることを意味する。そして、この場合にお
いて、遮光膜を前記第１間隙に対応するように設ければ、前記擦り下げに係る部分だけを
有効に遮光すること、つまりムラの影響が最も生じると考えられる凸部の当該部分を有効
に遮光することが可能となるのである。
【００３３】
以上の結果、本態様によれば、ムラの影響による電気光学装置の動作不良等を生じさせる
ことが殆どなく、また、ムラの影響がより生じにくいと考えられる凸部の擦り上げに係る
部分は、画像表示に寄与する光を透過可能のままにしておくことになるから、画素開口率
の向上、すなわち画像は明るいままこれを維持することが可能となるのである。結局、本
態様によれば、以上述べたような意味において、表示画像の品質向上が図られることにな
るのである。
【００３４】
また、幅狭部を、第１間隙の中央よりもずれた位置に形成することによれば、第２に、電
気光学装置の設計の自由度を向上すること、また、薄膜トランジスタに対する光入射をよ
り効果的に防止することができる。これは以下の事情による。
【００３５】
すなわち、本態様における幅狭部は、隣接する画素電極間の第１間隙を縫うようには存在
するが、その中央には存在しない。このため例えば、第１間隙の領域中、幅狭部が設けら
れていない領域を利用することにより、平面的にみて、該幅狭部に平行に該幅狭部と同一
膜から構成された容量線等の他の配線を配線することが可能となる。すなわち、設計の自
由度が増大するのである。
【００３６】
また、上述のような場合に、幅狭部は中央線からはずれているものの、幅広部はその幅広
の程度を調整することにより、例えば、一方側のみを幅広に広げたり、一方側を大きく幅
広に且つ他方側を小さく幅広にすることで、ゲート電極としての幅広部を、間隙の中央に
配置させることが可能となる。このように、走査線の位置によらずにゲート電極の配置を
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遮光性を高めるのに都合の良い位置に配置できるので、或いはゲート電極の配置を遮光性
を高めるのに都合の良い位置に配置しながら、走査線の配置を間隙内における任意の位置
に配置できるので、最終的には、走査線配置を含めた配線配置の自由度を高めつつ遮光性
が本質的に高い薄膜トランジスタを実現できる。
【００３７】
この構成では更に、前記幅広部は、前記交点領域内において前記第２間隙の中央に形成さ
れているようにするとよい。
【００３８】
このような構成によれば、チャネル領域は、既述した言い方に沿えば、四つの画素電極を
想定した場合に、隣接し、又は対向する、該電極の角部から最も離れた位置に形成される
ことになる。すなわち、該チャネル領域に対しては、最も光の入射が発生しにくい状態が
現出されることになる。
【００３９】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記基板には、前記走査線に沿って溝が掘られて
おり、前記走査線は該溝内に直接又は層間絶縁膜を介して少なくとも部分的に埋め込まれ
ている。
【００４０】
この態様によれば、走査線が基板に形成された溝内に埋め込まれていることから、該走査
線自身が有する高さに起因して、その上層として形成される層間絶縁膜、或いは画素電極
及び配向膜等の表面に段差を生じさせることを未然に防止することができる。つまり、当
該表面を極めて良好に平坦化することができる。そして、このように配向膜等の表面が平
坦であると、該配向膜に対するラビング処理を好適に実施することができ、該配向膜に接
する液晶分子の配向状態を良好に維持することができる。したがって、本態様によれば、
配向不良が生じる可能性を減退させ、該配向不良の部分を起因とする光抜け等の発生を極
力防止することができることになるから、高品質な画像を表示することが可能となる。
【００４１】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記幅狭部は、前記溝内に埋め込まれているとと
もに前記走査線に沿って延びる埋め込み部分と、前記溝内に埋め込まれないとともに前記
埋め込み部と並んで前記走査線に沿って延びる非埋め込み部分とを有し、該非埋め込み部
分の存在によって、前記画素電極の下地は、前記走査線に沿って盛り上がっている。
【００４２】
この態様によれば、前記幅狭部は埋め込み部と非埋め込み部とを有している。そして、こ
れら埋め込み部及び非埋め込み部はいずれも走査線に沿って延びており、このうち非埋め
込み部分の存在によって、前記画素電極の下地は、前記走査線に沿って盛り上がっている
。
【００４３】
これによれば、まず、埋め込み部に関しては、上述の平坦化にかかる作用効果が同様に得
られることになる。つまり、該埋め込み部上の上層として形成される層間絶縁膜、或いは
画素電極及び配向膜等の表面は極めて良好な平坦性を呈示することになり、当該部分にお
ける配向不良等を生じさせる可能性を低減することができる。
【００４４】
次に、非埋め込み部に関しては、該非埋め込み部の上層として形成される前記配向膜等の
表面に、あえて走査線に沿った凸部を含む段差が形成されるが如き状態になるから、上述
の平坦化に係る作用効果は得られないものの、次のような利点を得ることができる。
【００４５】
まず、本発明に係る電気光学装置では、液晶の劣化を防止し装置寿命の長期化等を図ると
ともに、表示画像上のクロストークやフリッカ等を低減することを目的として、前記画素
電極を二つの群に分けた上、これらを別々の周期で反転駆動する駆動方法が採用されるこ
とがある。すなわち、第１の周期で反転駆動されるための第１の画素電極群と、第１の周
期と相補の第２の周期で反転駆動されるための第２の画素電極群とを含む複数の画素電極
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が基板上に平面配列されており、 (i)反転駆動時に各時刻において相互に逆極性の駆動電
圧で駆動される相隣接する画素電極と (ii)反転駆動時に各時刻において相互に同一極性の
駆動電圧で駆動される相隣接する画素電極との両者が存在している。ここで、前記（ｉ）
に該当する画素電極がデータ線に沿う方向に並べられ、前記（ｉｉ）に該当する画素電極
が走査線に沿う方向に並べられているとすると、或る一の走査線に沿う方向に並ぶ画素電
極が一の極性で駆動されるとともに、前記或る一の走査線に相隣接する他の走査線に沿う
方向に並ぶ画素電極が前記一の極性の反対の極性で駆動されるということになる（いわゆ
る「１Ｈ反転駆動」）。
【００４６】
しかしながら、この場合、データ線に沿って相隣接する画素電極間では、逆極性の駆動電
圧による駆動に基づく横電界が発生することになる。このような横電界は、画素電極及び
対向電極間で発生する電界（前記横電界に対する「縦電界」と呼べる。）に乱れを生じさ
せるおそれがあり、その結果、液晶分子の配向状態を所望通りにとらせることが困難とな
り、画像表示に影響を及ぼす可能性がある。
【００４７】
そして、本態様では、このような不具合の発生する可能性がある場合において、画素電極
の下地に形成された、走査線に沿う凸部が特有の意義を帯びてくることになる。
【００４８】
すなわち、第１に、各画素電極の縁部が前記段差上に位置するように形成されるとすれば
、各画素電極と対向電極との間に生じる縦電界を、相隣接する画素電極（特に、異なる画
素電極群に属する画素電極）の間に生じる横電界と比べて、相対的に強められる。即ち、
一般に電界は電極間の距離が短くなるにつれて強くなるので、段差の高さの分だけ、画素
電極の縁部が対向電極に近づき、両者間に生じる縦電界が強められるのである。第２に、
各画素電極の縁部がこの段差上に位置するか否かに拘わらず、相隣接する画素電極（特に
、異なる画素電極群に属する画素電極）の間に生じる横電界が段差の存在により段差の誘
電率に応じて弱められると共に横電界が通過する電気光学物質の体積を（段差で部分的に
置き換えることにより）減ずることによっても、当該横電界の電気光学物質に対する作用
を低減できる。従って、反転駆動方式に伴う横電界による液晶の配向不良等の電気光学物
質の動作不良を低減できる。この際、上述のように画素電極の縁部は、段差上に位置して
もよいし位置していなくてもよく、更に段差の傾斜した或いは略垂直な側面の途中に位置
していてもよい。
【００４９】
加えて、電気光学物質の動作不良個所を隠すための遮光膜も小さくできるので、光抜け等
の画像不良を起こさずに各画素の開口率を高めることも可能となる。
【００５０】
以上説明したように、本態様によれば、第一に埋め込み部の存在により、前述した平坦化
に係る作用効果を得ることができると同時に、第二に非埋め込み部の存在により、走査線
に沿う凸部を含む段差をあえて形成することにより、横電界の発生を防止するという作用
効果を得ることができる。
【００５１】
本発明の電気光学装置の他の態様では、前記画素電極に接続されており蓄積容量を構成す
る画素電位側容量電極と、該画素電位側容量電極に誘電体膜を介して対向配置されており
前記蓄積容量を構成する固定電位側容量電極を含む容量線とを更に備えてなり、前記容量
線は、前記走査線に沿って延びる本線部と前記データ線に沿って延びる部分とを有し、前
記容量線における前記データ線に沿って延びる部分の幅は、当該データ線の幅と同一又は
より広く形成されている。
【００５２】
この態様によれば、画素電極には、画素電位側容量電極と固定電位側容量電極とが対向配
置されてなる蓄積容量が接続されているので、画素電極に書き込まれた画像信号の電圧を
長期にわたって保持できる。そして特に、本態様においては、容量線における前記データ
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線に沿って延びる部分の幅は、当該データ線の幅と同一又はより広く形成されていること
により、容量線をより低抵抗化することが可能となる。また、本態様においては、上述の
ように容量線の低抵抗化を実現しうることから、装置全体から見て、容量線の狭小化、ひ
いては蓄積容量の狭小化を達成しうることとなり、その結果、開口率の向上を図ることが
できる。ここで、「容量線の狭小化」というとき、容量線自体は、その幅がデータ線の幅
と同一か、又は「より広く」形成されるのであるから、一見矛盾するかのように見えるが
、そこに想定されている幅広・幅狭という概念は、あくまでも容量線とデータ線との相対
的な関係から決定されるべきものであるから、装置全体から見れば、従来に比べて、「容
量線の狭小化」が達成しうるのである。なお、上述にいう幅広・幅狭、あるいは本発明に
いう「より広く」という場合の、具体的な幅値は、理論的・実験的・経験的、あるいはシ
ミュレーションによって、適宜好適なものを決定しうる。
【００５３】
さらに、本態様によれば、上述の低抵抗化だけではなく、薄膜トランジスタ、とりわけそ
のチャネル領域に対する光入射を、従来に比べてより効果的に防止することが可能となる
。というのも、既述したように、従来においては、データ線の裏面等で反射した光が迷光
となって、結局、薄膜トランジスタに入射する場合があったところ、本態様によれば、そ
のような迷光であっても、データ線の幅と同一か、又はより広く形成された容量線により
、その光の進行が遮られる可能性が高くなるからである。
【００５４】
以上のことから、本発明によれば、容量線の低抵抗化により、従来問題となっていたクロ
ストークや焼き付き等の問題が生じる可能性が低減する。また、薄膜トランジスタにおけ
る光リーク電流の発生が低減されることにより、高い品質をもつ画像を表示することが可
能となる。
【００５５】
また、本発明においては、容量線において、前記データ線に沿って延びる部分が存在して
いることにより、蓄積容量の増大化を実現することができる。これも、高い品質をもつ画
像の表示に大きく資することになる。
【００５６】
なお、上述したような光遮蔽機能を、より好適に発揮させるためには、容量線を構成する
材料として、光遮光性の優れたものをあてるとよい。例えば、Ａｌ（アルミニウム）、Ｃ
ｕ（銅）、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）等のうち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が好適に使用できる。また、これに加えて、例
えば、ポリシリコン等の光吸収性の材料を使用することもできる。
【００５７】
この態様では、前記データ線は、前記薄膜トランジスタに重なる部分が局所的に幅広に形
成されており、前記容量線における前記データ線に沿って延びる部分の幅は、前記データ
線における幅広に形成されていない部分の幅より広く且つ前記データ線における前記幅広
に形成された部分の幅と同一に形成されているように構成するとよい。
【００５８】
このような構成によれば、データ線における薄膜トランジスタに重なる部分が局所的に幅
広に形成されている。そして、この幅広に形成された部分の幅は、前述した容量線におけ
るデータ線に沿って延びる部分の幅と同一とされている。すなわち、これによると、該薄
膜トランジスタの上方には、いずれも幅広に形成されたデータ線及び容量線が形成されて
いることになる。したがって、該薄膜トランジスタの上方からの光入射を、より確実に防
止することができる。
【００５９】
より具体的には例えば、容量線が高融点金属等からなる場合においては、該容量線単独で
、透過率にして０．１％程度（ＯＤ（ Optical Density）値では、２以上）の遮光性能を
発揮させることができる。しかしながら、当該容量線に対してシリサイド化処理等を実施

10

20

30

40

50

(9) JP 3870897 B2 2007.1.24



すると、その組成が変化すること等により、その遮光性能が低下する場合がある。この場
合、前述の透過率０．１％以上の遮光性能しか享受できないという場合もあり得る。
【００６０】
しかるに、本態様においては、このような高融点金属膜からなる容量線に重ねて、データ
線もまた存在する。このように、容量線及びデータ線の重なり合いにより、薄膜トランジ
スタの遮光を行う構成を採用すれば、これらの透過率の積算値に該当する遮光性能を得る
ことができる。例えば、データ線がアルミニウム等からなる場合においては、透過率にし
て、０．００１％以下程度（ＯＤ値では、４以上）の遮光性能を発揮させることができる
。
【００６１】
なお、本態様では特に、容量線におけるデータ線に沿って延びる部分の幅が広いとは、デ
ータ線における幅広に形成されていない部分の幅よりも広いという意味である。
【００６２】
あるいは、前記データ線は、前記薄膜トランジスタに重なる部分が局所的に幅広に形成さ
れており、前記容量線における前記データ線に沿って延びる部分の幅は、前記データ線に
おける幅広に形成されていない部分の幅より広く且つ前記データ線における前記幅広に形
成された部分の幅より狭く形成されている。
【００６３】
この態様によれば、データ線における薄膜トランジスタに重なる部分が局所的に幅広に形
成されている。すなわち、これによると、該薄膜トランジスタの上方には、いずれも幅広
に形成されたデータ線及び容量線が形成されていることになる。したがって、該薄膜トラ
ンジスタの上方からの光入射を、より確実に防止することができる。
【００６４】
なお、本態様では特に、容量線におけるデータ線に沿って延びる部分の幅は、幅広に形成
されたデータ線より幅狭に形成されている。つまり、当該部分において、データ線は容量
線よりも幅狭とされている。これにより、例えばデータ線を光反射率の高いアルミニウム
等で構成する場合において、入射光が電気光学装置内部の何らかの要素で反射して生じる
迷光や、いったん電気光学装置を出射した光が該電気光学装置外部の何らかの要素で反射
して再び電気光学装置に戻ってくる戻り光、或いは電気光学装置が複数設置されるカラー
表示可能な液晶プロジェクタ等の投射型表示装置において他の電気光学装置を出射した光
が当該電気光学装置に戻ってくる戻り光等が、前記データ線で反射することによって迷光
を増大させるという事態を防止することができる。これは、データ線における幅広に形成
された部分が、容量線に比べて相対的に幅狭に形成されているからである。
【００６５】
このような薄膜トランジスタに重なる部分が幅広に形成されたデータ線を備える態様では
、前記容量線は、前記薄膜トランジスタと前記データ線との間の積層位置に配置されてお
り、前記データ線は、前記薄膜トランジスタに重なる部分に加えて、前記薄膜トランジス
タとの接続用のコンタクトホールが設けられた部分が、幅広に形成されているように構成
するとよい。
【００６６】
このような構成によれば、このコンタクトホールのために、遮光膜としての容量線を設け
ることができなくても、その分の遮光性能の低下を、データ線を幅広に形成することで補
うことが可能となる。
【００６７】
あるいは、前記データ線は、前記薄膜トランジスタごとに、前記薄膜トランジスタに重な
る部分から前記コンタクトホールが設けられた部分までが連続して幅広に形成されている
ように構成するとよい。
【００６８】
このような構成によれば、薄膜トランジスタに対する遮光をより確実になしうる。
【００６９】
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なお、薄膜トランジスタに重なる部分における幅広に形成された部分と、コンタクトホー
ルが設けられた部分における幅広に形成された部分とは、別々に幅広に形成されていても
よい。薄膜トランジスタに重なる部分とコンタクトホールが設けられた部分とを近接配置
して、当該態様の如く、連続して幅広に形成すると、幅広に形成する領域をむやみに広げ
ないで済むので、内面反射を増大させない観点から有利である。
【００７０】
本発明の電気光学装置の他の態様によれば、前記基板に電気光学物質を介して対向配置さ
れた他の基板と、該他の基板上に形成された遮光膜とを更に備えてなり、前記データ線及
び前記容量線における前記データ線に沿って延びる部分の幅は、前記遮光膜の幅よりも狭
い。
【００７１】
この態様によれば、前記他の基板から光が入射すると仮定すると、その光の入射側から順
に、遮光膜、データ線及び容量線という積層構造を構築することが可能となる。ここで、
このうちの前者の幅は、後二者の幅よりも広い。すなわち、入射光は、より幅広の遮光膜
によってその進行が遮られることになり、そこを通り抜けた光だけが、データ線及び容量
線に到達することになる。更に、遮光膜を通り抜けた光が、データ線及び容量線に到達す
る場合には、これらデータ線及び容量線による前述の遮光機能の発揮を期待することがで
きる。要するに、本態様によれば、薄膜トランジスタの耐光性をより高めることができ、
光リーク電流の発生する可能性をより減退させることができる。
【００７２】
なお、本態様にいう「遮光膜」は、例えば前記画素電極がマトリクス状に配列されるので
あれば、該画素電極の間隙を縫うようにストライプ状、或いは格子状に形成することが可
能である。また、場合により、該遮光膜を、例えばクロム或いはクロミナ等の光吸収性材
料及びアルミニウム等の光反射性材料からなる積層構造として形成することも可能である
。
【００７３】
本発明の電子機器は、上述した本発明の電気光学装置（ただし、その各種態様を含む。）
を具備してなる。
【００７４】
本発明の電子機器によれば、例えば、上述したように、薄膜トランジスタと走査線との配
置態様の好適な調整を行うことができる電気光学装置を具備してなることにより、薄膜ト
ランジスタの正確な動作、またこれによる高品質な画像の表示が可能な、例えば、液晶プ
ロジェクタ、液晶テレビ、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、タッチパネル等の各種電子機器を実現することができる。
【００７５】
本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施の形態から明らかにされる。
【００７６】
【発明の実施の形態】
以下では、本発明の実施の形態について図を参照しつつ説明する。以下の実施形態は、本
発明の電気光学装置を液晶装置に適用したものである。
【００７７】
まず、本発明の実施形態における電気光学装置の画素部における構成について、図１から
図４を参照して説明する。ここに、図１は、電気光学装置の画像表示領域１０ａを構成す
るマトリクス状に形成された複数の画素における各種素子、配線等の等価回路である。図
２は、データ線、走査線、画素電極等が形成されたＴＦＴアレイ基板の相隣接する複数の
画素群の平面図である。そして、図３は、図２のＡ－Ａ´断面図である。なお、図３にお
いては、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は、図２に示す走査線のみを抜き出してその形
状を示す平面図である。
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【００７８】
図１において、本実施形態における電気光学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は、それぞれ、画素電極９ａと当該画素電極９ａをスイッチン
グ制御するためのＴＦＴ３０とが形成されており、画像信号が供給されるデータ線６ａが
当該ＴＦＴ３０のソースに電気的に接続されている。データ線６ａに書き込む画像信号Ｓ
１、Ｓ２、…、Ｓｎは、この順に線順次に供給しても構わないし、相隣接する複数のデー
タ線６ａ同士に対して、グループ毎に供給するようにしてもよい。
【００７９】
また、ＴＦＴ３０のゲートに走査線３３０ａが電気的に接続されており、所定のタイミン
グで、走査線３３０ａ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。画素電極９ａは、ＴＦＴ３０のドレインに電気的に接続
されており、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６ａから供給される画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎを所定のタイミン
グで書き込む。
【００８０】
画素電極９ａを介して電気光学物質の一例としての液晶に書き込まれた所定レベルの画像
信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎは、対向基板に形成された対向電極との間で一定期間保持され
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
として電気光学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する。
【００８１】
ここで保持された画像信号がリークするのを防ぐために、画素電極９ａと対向電極との間
に形成される液晶容量と並列に蓄積容量７０を付加する。
【００８２】
以下では、上記データ線６ａ、走査線３３０ａ、ＴＦＴ３０等による、上述のような回路
動作が実現される電気光学装置の、より具体的な構成について、図２及び図３を参照して
説明する。
【００８３】
まず、本実施形態に係る電気光学装置は、図２のＡ－Ａ´断面図たる図３に示すように、
ＴＦＴアレイ基板１０と、これに対向配置される透明な対向基板２０とを備えている。Ｔ
ＦＴアレイ基板１０は、例えば、石英基板、ガラス基板、シリコン基板からなり、対向基
板２０は、例えばガラス基板や石英基板からなる。
【００８４】
図３に示すように、ＴＦＴアレイ基板１０には、画素電極９ａが設けられており、その上
側には、ラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜１６が設けられている。画素
電極９ａは、例えばＩＴＯ（ Indium Tin Oxide）膜等の透明導電性膜からなる。
【００８５】
他方、対向基板２０には、その全面に渡って対向電極２１が設けられており、その下側に
は、ラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜２２が設けられている。対向電極
２１は、例えばＩＴＯ膜等の透明導電性膜からなる。
【００８６】
次に、図２において、電気光学装置のＴＦＴアレイ基板１０上には、マトリクス状に複数
の画素電極９ａ（点線部９ａ´により輪郭が示されている）が設けられており、画素電極
９ａの縦横の境界に各々沿ってアルミニウム膜のデータ線６ａ及びポリシリコン膜の走査
線３３０ａが設けられている。
【００８７】
走査線３３０ａは、ポリシリコン膜の半導体層１ａのうち図中右上がりの斜線領域で示し
たチャネル領域１ａ´に対向するように配置されており、走査線３３０ａはゲート電極と
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して機能する。すなわち、走査線３３０ａとデータ線６ａとの交差する箇所にはそれぞれ
、チャネル領域１ａ´に走査線３３０ａの幅広部３３１ａ（後述）がゲート電極として対
向配置された画素スイッチング用のＴＦＴ３０が設けられている。換言すれば、本実施形
態におけるＴＦＴ３０、その中でもチャネル領域１ａ´は、マトリクス状に複数配列され
た画素電極９ａにおいて、その交点領域内に形成されている。ここで、交点領域とは、平
面的に見て前記走査線を挟んで相隣接する画素電極９ａ間を縫って延びる長手状の第１間
隙（図２中ではＸ方向）と前記データ線６ａを挟んで相隣接する画素電極９ａ間を縫って
延びる長手状の第２間隙（図２中ではＹ方向）とが交わる領域である。より具体的に図２
に沿って言えば、例えば、左上に示される画素電極９ａの右下角部、右上に示される画素
電極９ａの左下角部、左下に示される画素電極９ａの右上角部、及び、右下に示される画
素電極９ａの左上角部、のそれぞれから最も離れた位置が、それに該当することとなる。
このような位置にＴＦＴ３０が形成されていることにより、該ＴＦＴ３０のチャネル領域
１ａ´に対しては、直接的な光入射が生じがたい状況が現出されていることになる。
【００８８】
ＴＦＴ３０は、図３に示すように、ＬＤＤ（ Lightly Doped Drain）構造を有しており、
その構成要素としては、上述したようにゲート電極として機能する走査線３３０ａからの
電界によりチャネルが形成される半導体層１ａのチャネル領域１ａ´、走査線３３０ａと
半導体層１ａとを絶縁するゲート絶縁膜を含む絶縁膜２、半導体層１ａにおける低濃度ソ
ース領域１ｂ及び低濃度ドレイン領域１ｃ並びに高濃度ソース領域１ｄ及び高濃度ドレイ
ン領域１ｅを備えている。
【００８９】
なお、ＴＦＴ３０は、好ましくは図３に示したようにＬＤＤ構造をもつが、低濃度ソース
領域１ｂ及び低濃度ドレイン領域１ｃに不純物の打ち込みを行わないオフセット構造をも
ってよいし、走査線３３０ａの一部からなるゲート電極をマスクとして高濃度で不純物を
打ち込み、自己整合的に高濃度ソース領域及び高濃度ドレイン領域を形成するセルフアラ
イン型のＴＦＴであってもよい。また、本実施形態では、画素スイッチング用ＴＦＴ３０
のゲート電極を、高濃度ソース領域１ｄ及び高濃度ドレイン領域１ｅ間に１個のみ配置し
たシングルゲート構造としたが、これらの間に２個以上のゲート電極を配置して、デュア
ルゲート、あるいはトリプルゲート以上でＴＦＴを構成しても良い。さらに、ＴＦＴ３０
を構成する半導体層１ａはポリシリコン膜に限らず、アモルファスシリコン膜や単結晶シ
リコン膜でも構わない。単結晶シリコン膜の形成には、貼り合わせ法等の公知の方法を用
いることができる。半導体層１ａを単結晶シリコン膜とすることで、特に周辺回路の高性
能化を図ることができる。
【００９０】
ここで本実施形態においては特に、このＴＦＴ３０のゲート電極として機能する上記走査
線３３０ａは、図２に示すように、当該ゲート電極として機能する部分、すなわちＴＦＴ
３０のチャネル領域１ａ´に対向して存在する部分が、他の部分に比べて幅広に形成され
ている。すなわち、図２において、走査線３３０ａは、図２中Ｙ方向に延在するチャネル
領域１ａ´に対応するように、図２中Ｙ方向に延在する幅広部３３１ａと、隣接する画素
電極９ａ間を縫うように延在する幅狭部３３２ａとを有している。図４においては、その
形態が明瞭となるように、走査線３３０ａの形状パターンのみを図示している。
【００９１】
ちなみに、この走査線３３０ａの幅広部３３１ａは、本実施形態において、幅狭部３３２
ａから延設されて形成されている。すなわち、幅広部３３１ａ及び幅狭部３３２ａは、い
わば一体的に形成されているのである。このような形状は、例えば、当該幅広部３３１ａ
及び幅狭部３３２ａにより形作られる一体的な形状（図４参照）を有するパターンを形成
することを前提とした、公知のフォトリソグラフィ及びエッチングによって、容易に形成
することが可能である。ただし、本発明は、このような形態に限定されるものではなく、
例えば、幅狭部３３２ａに対して、別途用意した別の導電性部材を接続することにより、
幅広部３３１ａを形成するような形態であっても、その範囲内に収めるものである。

10

20

30

40

50

(13) JP 3870897 B2 2007.1.24



【００９２】
さて一方、図１に示した、蓄積容量７０が、図３に示すように、ＴＦＴ３０の高濃度ドレ
イン領域１ｅ及び画素電極９ａに接続された画素電位側容量電極としての中継層７１と、
固定電位側容量電極としての容量線３００の一部とが、誘電体膜７５を介して対向配置さ
れることにより形成されている。この蓄積容量７０によれば、画素電極９ａにおける電位
保持特性を顕著に高めることが可能となる。
【００９３】
中継層７１は、例えば導電性のポリシリコン膜からなり画素電位側容量電極として機能す
る。ただし、中継層７１は、後に詳述する容量線３００と同様に、金属又は合金を含む単
一層膜又は多層膜から構成してもよい。中継層７１は、画素電位側容量電極としての機能
のほか、コンタクトホール８３及び８５を介して、画素電極９ａとＴＦＴ３０の高濃度ド
レイン領域１ｅとを中継接続する機能をもつ。
【００９４】
このように中継層７１を利用すれば、層間距離が例えば２０００ｎｍ程度と長くても、両
者間を一つのコンタクトホールで接続する技術的困難性を回避しつつ、比較的小径の二つ
以上の直列なコンタクトホールで両者間を良好に接続することができ、画素開口率を高め
ることが可能となる。また、コンタクトホール開孔時におけるエッチングの突き抜け防止
にも役立つ。
【００９５】
容量線３００は、例えば金属又は合金を含む導電膜からなり固定電位側容量電極として機
能する。この容量線３００は、平面的に見ると、図２に示すように、走査線３３０ａの形
成領域に重ねて形成されている。より具体的には容量線３００は、走査線３３０ａに沿っ
て延びる本線部と、図中、データ線６ａと交差する各個所からデータ線６ａに沿ってＹ方
向における上方に夫々突出した突出部と、コンタクトホール８５に対応する個所が僅かに
括れた括れ部とを備えている。このうち突出部は、走査線３３０ａ上の領域及びデータ線
６ａ下の領域を利用して、蓄積容量７０の形成領域の増大に貢献する。
【００９６】
また、容量線３００は、例えば、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、Ｔａ、Ｍｏ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
したもの等からなり、蓄積容量７０の固定電位側容量電極としての機能のほか、ＴＦＴ３
０の上側において入射光からＴＦＴ３０を遮光する遮光層としての機能をもつ。ただし、
容量線３００は、例えば導電性のポリシリコン膜等からなる第１膜と高融点金属を含む金
属シリサイド膜等からなる第２膜とが積層された多層構造をもってもよい。
【００９７】
また、容量線３００は、好ましくは、画素電極９ａが配置された画像表示領域からその周
囲に延設され、定電位源と電気的に接続されて、固定電位とされる。このような定電位源
としては、後述するデータ線駆動回路に供給される正電源や負電源の定電位源でもよいし
、対向基板２０の対向電極２１に供給される定電位でも構わない。
【００９８】
誘電体膜７５は、図３に示すように、例えば膜厚５～２００ｎｍ程度の比較的薄いＨＴＯ
（ High Temperature Oxide）膜、ＬＴＯ（ Low Temperature Oxide）膜等の酸化シリコン
膜、あるいは窒化シリコン膜等から構成される。蓄積容量７０を増大させる観点からは、
膜の信頼性が十分に得られる限りにおいて、誘電体膜７５は薄いほどよい。
【００９９】
図２及び図３においては、上記のほか、ＴＦＴ３０の下側に、下側遮光膜１１ａが設けら
れている。下側遮光膜１１ａは、格子状にパターニングされており、これにより各画素の
開口領域を規定している。なお、開口領域の規定は、図２中Ｙ方向に延びるデータ線６ａ
と図２中Ｘ方向に延びる容量線３００とが相交差して形成されることによっても、なされ
ている。また、下側遮光膜１１ａについても、前述の容量線３００の場合と同様に、その
電位変動がＴＦＴ３０に対して悪影響を及ぼすことを避けるために、画像表示領域からそ
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の周囲に延設して定電位源に接続するとよい。
【０１００】
また、ＴＦＴ３０下には、下地絶縁膜１２が設けられている。下地絶縁膜１２は、下側遮
光膜１１ａからＴＦＴ３０を層間絶縁する機能のほか、ＴＦＴアレイ基板１０の全面に形
成されることにより、ＴＦＴアレイ基板１０の表面研磨時における荒れや、洗浄後に残る
汚れ等で画素スイッチング用のＴＦＴ３０の特性変化を防止する機能を有する。
【０１０１】
加えて、走査線３３０ａ上には、高濃度ソース領域１ｄへ通じるコンタクトホール８１及
び高濃度ドレイン領域１ｅへ通じるコンタクトホール８３がそれぞれ開孔された第１層間
絶縁膜４１が形成されている。
【０１０２】
第１層間絶縁膜４１上には、中継層７１、及び容量線３００が形成されており、これらの
上には高濃度ソース領域１ｄへ通じるコンタクトホール８１及び中継層７１へ通じるコン
タクトホール８５がそれぞれ開孔された第２層間絶縁膜４２が形成されている。
【０１０３】
なお、本実施形態では、第１層間絶縁膜４１に対しては、約１０００℃の焼成を行うこと
により、半導体層１ａや走査線３３０ａを構成するポリシリコン膜に注入したイオンの活
性化を図ってもよい。他方、第２層間絶縁膜４２に対しては、このような焼成を行わない
ことにより、容量線３００の界面付近に生じるストレスの緩和を図るようにしてもよい。
【０１０４】
第２層間絶縁膜４２上には、データ線６ａが形成されており、これらの上には中継層７１
へ通じるコンタクトホール８５が形成された第３層間絶縁膜４３が形成されている。
【０１０５】
第３層間絶縁膜４３の表面は、ＣＭＰ（ Chemical Mechanical Polishing）処理等により
平坦化されており、その下方に存在する各種配線や素子等による段差に起因する液晶層５
０の配向不良を低減する。
【０１０６】
ただし、このように第３層間絶縁膜４３に平坦化処理を施すのに代えて、又は加えて、Ｔ
ＦＴアレイ基板１０、下地絶縁膜１２、第１層間絶縁膜４１及び第２層間絶縁膜４２のう
ち少なくとも一つに溝を掘って、データ線６ａ等の配線やＴＦＴ３０等を埋め込むことに
より、平坦化処理を行ってもよい。
【０１０７】
以上説明したような構成となる本実施形態の電気光学装置によれば、上述したように、走
査線３３０ａが、幅広部３３１ａ及び幅狭部３３２ａを有するとともに、前記幅広部３３
１ａがＴＦＴ３０のチャネル領域１ａ´に対向するように設けられることから、ＴＦＴ３
０と走査線３３０ａとの配置態様の調整・決定を容易になしうる。
【０１０８】
例えば、既に説明を加えた図２における、ＴＦＴ３０及び走査線３３０ａの配置関係は、
ＴＦＴ３０のチャネル領域１ａ´に対する光入射を効果的に防止するという要請に応えう
る好適な配置関係の一例を示すものであるが、その他にも例えば、図５及び図６等に示す
ような配置関係を実現することができる。ここに、図５は、図２と同趣旨の図であるが、
当該図とはＴＦＴ及び走査線の配置関係が異なる態様となるもの、図６は、図４と同様に
、図５に示す走査線の形状パターンのみを示す図である。
【０１０９】
図５及び図６おいては、走査線３３０ａ´、より正確には、その幅狭部３３２ａ´は、走
査線３３０ａ´を挟んで相隣接する画素電極９ａ間を縫って延びる長手状の第１間隙の中
央よりもずれた位置に形成されている。そして、幅広部３３１ａ´は、図５又は図６中Ｙ
方向における上方にのみ突出した形として形成されている。なお、チャネル領域１ａ´の
配置位置、すなわち幅広部３３１ａ´の配置位置は、図２と異ならない。
【０１１０】
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このような配置関係となる場合、まず第１に、表示画像の品質向上を図ることができる。
これは以下の事情による。すなわち、本実施形態に係る電気光学装置では、上述したよう
に、画素電極９ａ上に配向膜１６が設けられているが、この配向膜１６の表面には一般に
、該配向膜１６下に形成される各種構成要素の「高さ」に起因した凹凸が存在する場合が
ある。ここにいう「各種構成要素」の中には、本形態に係る走査線３３０´ａも含まれる
。図７は、図５におけるＢ－Ｂ’線に沿った断面図を示しており、該走査線３３０ａ´の
幅狭部３３２ａ´の「高さ」に起因した凸部５０１が、配向膜１６上に形成されている様
子が示されている。
【０１１１】
しかしながら、このような凸部５０１が生じると、配向膜１６に対して実施される上述し
たラビング処理にムラを生じさせるおそれがある。このムラは、液晶の配向不良等を招来
し、電気光学装置の動作不良の原因となる場合がある。したがって、従来においては、上
述のような凸部５０１付近に、遮光膜を設けることで入射光を遮蔽すること、すなわち、
当該遮光膜に到達した入射光は、該遮光膜により反射又は吸収されることで画像表示に寄
与しないこと等が行われていた。
【０１１２】
この際問題となるのは、画素開口率の向上という要請を満たしながら、上述の遮光膜を設
けなければならないことにある。すなわち、凸部５０１に対応するように、ただ単に遮光
膜を設けるのでは、徒に画素開口率を低下させることになり、画像の明るさを損なう。と
いって、凸部５０１のごく一部にだけ遮光膜を設けるのでは、十分な遮光を行うことがで
きずコントラスト比の低下を招くことになるほか、該凸部５０１における前記ムラの影響
を受けて、電気光学装置の動作不良等を招くことになる。
【０１１３】
ここで、本実施形態では、凸部５０１に上述したようなムラが生じること、より進んで、
前記凸部５０１において、ラビングの擦り上げ（すなわち、凸部５０１を登る方向）に係
る部分（図７における符号５０１ａ。以下「擦り上げ部５０１ａ」と称す。）と擦り下げ
（すなわち、凸部５０１を下る方向）に係る部分（図７における符号５０１ｂ。以下「擦
り下げ部５０１ｂ」と称す。）とでは、前記ムラの程度に差があることに着目する。
【０１１４】
より具体的には、例えば、前記擦り上げ部５０１ａの方が、前記擦り下げ部５０１ｂより
も、前記ムラが生じにくいこと、つまり、擦り下げ部５０１ｂの方が、液晶の配向不良等
を招来する可能性が高いことに着目する。
【０１１５】
ここで、本実施形態においては、図５における走査線３３０ａ´方向に隣接する幅狭部３
３２ａ´が、画素電極間９ａ間の中央（図７における二点鎖線参照）から外れた位置に形
成されていることが意味を帯びる。すなわち、幅狭部３３２ａ´を図７に示すような位置
に形成することによれば、該幅狭部３３２ａ´に起因する凸部５０１の頂点５０１Ｐもま
た、隣接する画素電極間９ａ間の中央から外れた位置に形成されることになり、このこと
は、当該第１間隙に対応する領域上に、当該凸部５０１のほぼ半斜面だけを存在させるよ
うな構成を採ること、すなわち該領域上に、前記擦り下げ部５０１ｂだけを存在させるよ
うな構成を採ることが可能であることを意味する。そして、この場合において、遮光性の
容量線３００及び中継層７１を、図７に示すように、前記隣接する画素電極間９ａ間に対
応するように設ければ、前記擦り下げ部５０１ｂだけを有効に遮光すること、つまりムラ
の影響が最も生じると考えられる凸部５０１の当該部分を有効に遮光することが可能とな
るのである。
【０１１６】
以上の結果、本形態によれば、ムラの影響による電気光学装置の動作不良等を生じさせる
ことが殆どなく、また、ムラの影響がより生じにくいと考えられる凸部５０１ａの擦り上
げ部５０１ａは、画像表示に寄与する光を透過可能のままにしておくことになるから、画
素開口率の向上、すなわち画像は明るいままこれを維持することが可能となるのである。
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結局、本形態によれば、以上述べたような意味において、表示画像の品質向上が図られる
ことになるのである。
【０１１７】
また、幅狭部３３２ａ´を、第１間隙の中央よりもずれた位置に形成することによれば、
第２に、電気光学装置の設計の自由度を向上すること、また、ＴＦＴ３０に対する光入射
をより効果的に防止することができる。これは以下の事情による。
【０１１８】
すなわち、本形態における幅狭部３３２ａ´は、隣接する画素電極９ａ間の第１間隙を縫
うようには存在するが、その中央には存在しない。このため例えば、第１間隙の領域中、
幅狭部３３２ａ´が設けられていない領域を利用することにより、平面的にみて、該幅狭
部３３２ａ´に平行に該幅狭部３３２ａ´と同一膜から構成された容量線３００等の他の
配線を配線することが可能となる。すなわち、設計の自由度が増大するのである。
【０１１９】
また、上述のような場合に、幅狭部３３２ａ´は中央線からはずれているものの、幅広部
３３１ａ´はその幅広の程度を調整することにより、例えば、一方側のみを幅広に広げた
り、一方側を大きく幅広に且つ他方側を小さく幅広にすることで、ゲート電極としての幅
広部３３１ａ´を、間隙の中央に配置させることが可能となる。本形態においては、図５
及び図６に示すように、幅広部３３１ａ´は、一方側のみに広げられていることがわかる
。このように、走査線３３０ａ´の位置によらずにゲート電極の配置を遮光性を高めるの
に都合の良い位置に配置できるので、或いはゲート電極の配置を遮光性を高めるのに都合
の良い位置に配置しながら、走査線３３０ａ´の配置を間隙内における任意の位置に配置
できるので、最終的には、走査線３３０ａ´の配置を含めた配線配置の自由度を高めつつ
遮光性が本質的に高いＴＦＴ３０を実現できるのである。
【０１２０】
要するに、図５及び図６に示す形態によれば、表示画像の品質向上、設計の自由度向上及
びＴＦＴ３０における光リーク電流の低減等の要請を達成しながら、チャネル領域１ａ´
ないしＴＦＴ３０と、ゲート電極ないし走査線３３０ａ´との配置関係を好適に調整・決
定することができることになる。
【０１２１】
以上述べたように、本実施形態に係る電気光学装置によれば、走査線がゲート電極として
の幅広部及び幅狭部を有することにより、上述した各種要請や電気光学装置それ自体の高
精細化といった一般的要請等に応えながら、チャネル領域ないしＴＦＴと、ゲート電極な
いし走査線との配置関係を好適に調整・決定することができるのである。
【０１２２】
（第２実施形態）
以下では、本発明の第２の実施形態について、図８乃至図１１を参照しながら説明する。
ここに図８及び図１０はそれぞれ、図２と同趣旨の図であって、同図とはＴＦＴアレイ基
板１０上に溝が形成されている点及び該溝内に走査線の少なくとも一部が埋め込まれてい
る点等について異なる態様を示すものであり、図９及び図１１はそれぞれ、第２実施形態
に係る走査線の幅狭部における形態について、その断面の様子とともに示す斜視図である
（図９は、図８に対応しており、図８中におけるＺ１‐Ｚ１´線での断面が、図９中にお
けるＺ１‐Ｚ１´断面に対応している。また、図１１は、図１０に対応しており、図１０
中におけるＺ２‐Ｚ２´線での断面が、図９中におけるＺ２‐Ｚ２´断面に対応している
。）。また、図１２は、図１０のＴ－Ｔ´断面図である。なお、第２実施形態の電気光学
装置の基本的な構成及び作用等は上記第１実施形態と同様であるので、以下では、第２実
施形態において特徴的な部分について主に説明を加えることとする。また、図８及び図１
２で使用する符号は、実質的に同一の要素を指し示す場合においては、前述までに参照し
た図１乃至図７において使用した符号と同一のものを使用することとする。
【０１２３】
まず、第２実施形態の一態様では、図８及び図９に示すように、ＴＦＴアレイ基板１０に
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走査線方向に沿って溝３Ｇ１が形成されている。この溝３Ｇ１は、ＴＦＴ３０の半導体層
１ａが形成されている領域を除いて形成されている。これにより、溝３Ｇ１は、それのみ
に着目すると、平面視してマトリクス状に配列されるように形成されていることになる（
図８参照）。そして、走査線３４０ａは、その幅狭部３４２ａがこの溝３Ｇ１内にいわば
完全に埋め込まれるようにして形成されている（図９参照）。
【０１２４】
他方、第２実施形態の他の態様では、図１０及び図１１に示すように、前記溝３Ｇ１と略
同様に、ＴＦＴアレイ基板１０上に溝３Ｇ２が形成されている。ただし、この溝３Ｇ２は
、前記溝３Ｇ１に比べて、若干狭く形成することが好ましい。そして、走査線３５０ａは
、その幅狭部３５２ａがこの溝３Ｇ２に沿って形成されている。幅狭部３５２ａは、その
一部が溝３Ｇ２内に埋め込まれた埋め込み部３５２ａＢと、該埋め込み部３５２ａＢと平
行して延在し溝３Ｇ２に埋め込まれない非埋め込み部３５２ａＮＢとを有している。この
うち非埋め込み部３５２ａＢは、ＴＦＴアレイ基板１０の表面上に形成されることになる
。
【０１２５】
なお、第２実施形態の一態様及び他の態様においては、図８及び図１０に示すように、Ｔ
ＦＴアレイ基板１０にデータ線方向に沿って溝６Ｇ１が形成されている。そして、データ
線６ａは、この溝６Ｇ１内にいわば完全に埋め込まれるようにして形成されている。加え
て、溝６Ｇ１には半導体層１ａもいわば完全に埋め込まれるようにして形成されている。
【０１２６】
このような構成を擁する第２実施形態の電気光学装置によれば、次のような作用効果が奏
されることとなる。まず、走査線３４０ａ及び３５０ａのいずれについても、溝３Ｇ１又
は３Ｇ２にその全部又は一部が埋め込まれていることから、図９及び図１１に示すように
、この埋め込み部分においては、下地絶縁膜１２と走査線３４０ａ及び走査線３５０ａの
埋め込み部３５２ａＢの表面高さがほぼ同じで平坦性が維持されている。これにより、当
該走査線３４０ａ及び３５０ａの上層として形成される第１乃至第３層間絶縁膜４１乃至
４３、或いは画素電極９ａ及び配向膜１６の平坦性も良好に確保され得ることになる。し
たがって、第２実施形態によれば例えば、配向膜１６の表面には前記幅狭部３４２ａ又は
前記埋め込み部３５２ａＢに沿うような段差は殆ど生じないから、該配向膜１６に対する
ラビング処理を好適に実施することができ、配向不良等を殆ど発生させることがなく、更
には、該配向不良を原因とする光抜け及びこれに基づく画質劣化等をほとんど発生させる
こともないという作用効果が得られることになる。
【０１２７】
このような作用効果は、溝６Ｇ１の存在により、データ線６ａに沿う部分についても同様
に得られる。
【０１２８】
また、図１０及び図１１においては特に、非埋め込み部３５２ａＮＢが存在することによ
り、次のような作用効果が得られる。以下、これを詳しく説明する。
【０１２９】
まず、本実施形態のような電気光学装置では、一般に、直流電圧印加による電気光学物質
の劣化防止、表示画像におけるクロストークやフリッカの防止などのために、各画素電極
９ａに印加される電圧極性を所定規則で反転させる反転駆動方式が採用される場合がある
。より具体的に、いわゆる「１Ｈ反転駆動方式」について説明すると、次のようである。
【０１３０】
まず、図１３（ａ）に示すように、ｎ（但し、ｎは自然数）番目のフィールド或いはフレ
ームの画像信号を表示する期間中には、画素電極９ａ毎に＋又は－で示す液晶駆動電圧の
極性は反転されず、行毎に同一極性で画素電極９ａが駆動される。その後図１３（ｂ）に
示すように、ｎ＋１番目のフィールド或いは１フレームの画像信号を表示するに際し、各
画素電極９ａにおける液晶駆動電圧の極性は反転され、このｎ＋１番目のフィールド或い
は１フレームの画像信号を表示する期間中には、画素電極９ａ毎に＋又は－で示す液晶駆
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動電圧の極性は反転されず、行毎に同一極性で画素電極９ａが駆動される。そして、図１
３（ａ）及び図１３（ｂ）に示した状態が、１フィールド又は１フレームの周期で繰り返
される。これが、１Ｈ反転駆動方式による駆動である。この結果、直流電圧印加による液
晶の劣化を避けつつ、クロストークやフリッカの低減された画像表示を行える。尚、１Ｈ
反転駆動方式によれば、後述する１Ｓ反転駆動方式と比べて、図中縦方向（Ｙ方向）のク
ロストークが殆ど無い点で有利である。
【０１３１】
ところが、図１３（ａ）及び図１３（ｂ）から分かるように、１Ｈ反転駆動方式では、図
中縦方向（Ｙ方向）に相隣接する画素電極９ａ間で横電界が発生することになる。これら
の図では、横電界の発生領域Ｃ１は常時、Ｙ方向に相隣接する画素電極９ａ間の間隙付近
となる。このような横電界が印加されると、相対向する画素電極と対向電極との間の縦電
界（即ち、基板面に垂直な方向の電界）の印加が想定されている電気光学物質に対して、
液晶の配向不良の如き電気光学物質の動作不良が生じ、この部分における光抜け等が発生
してコントラスト比が低下してしまうという問題が生じる。
【０１３２】
これに対し、横電界が生じる領域を遮光膜により覆い隠すことは可能であるが、これでは
横電界が生じる領域の広さに応じて画素の開口領域が狭くなってしまうという問題点が生
じる。特に、画素ピッチの微細化により相隣接する画素電極間の距離が縮まるのに伴って
、このような横電界は大きくなるため、これらの問題は電気光学装置の高精細化が進む程
深刻化してしまう。
【０１３３】
しかるに、第２実施形態中、前記の図１０及び図１１に示す形態においては、非埋め込み
部３５２ａＮＢの高さに起因した段差が、縦方向に相隣接する画素電極９ａ（即ち、逆極
性の電位が印加される相隣接する画素電極９ａ）の間に形成されることになる。この段差
の存在によれば、該段差上に配置された画素電極９ａの縁付近における縦電界を強めると
共に横電界を弱めることが可能となる。より具体的には、図１２に示すように、段差４３
０上に配置された画素電極９ａの縁付近と対向電極２１との距離を段差４３０の高さの分
だけ狭める。従って、図１３に示した横電界の発生領域Ｃ１において、画素電極９ａと対
向電極２１との間における縦電界を強めることができるのである。そして、図１２におい
て、相隣接する画素電極９ａ間の間隙は一定であるため、間隙が狭まる程に強まる横電界
の大きさも一定である。よって、図１３に示した横電界の発生領域Ｃ１において、縦電界
をより支配的にすることにより、横電界による液晶の配向不良を防止できるのである。更
に、絶縁膜からなる段差４３０の存在により、横電界の強度も弱められると共に、横電界
が存在する段差４３０に置き換えられた分だけ横電界の影響を受ける液晶部分が減るので
、当該横電界の液晶層５０に対する作用を減ずることができる。
【０１３４】
なお、上述では、１Ｈ反転駆動について説明したが、本発明は、このような駆動方式に限
定して適用されるものではない。例えば、同一列の画素電極を同一極性の電位により駆動
しつつ、係る電圧極性を列毎にフレーム又はフィールド周期で反転させる１Ｓ反転駆動方
式も、制御が比較的容易であり高品位の画像表示を可能ならしめる反転駆動方式として用
いられているが、本発明は、これに対して適用可能である。更に、列方向及び行方向の両
方向に相隣接する画素電極間で、各画素電極に印加される電圧極性を反転させるドット反
転駆動方式も開発されているが、本発明は、これに対しても適用することが可能であるこ
とは言うまでもない。
【０１３５】
なお、第２実施形態においては、幅狭部３４２ａ及び３５２ａが、図２に示したように、
相隣接する画素電極９ａ間の第１間隙の中央を縫うようにして形成されている態様につい
て説明したが、本発明は、このような形態に限定されるものではない。すなわち、図５及
び図６に示したように、幅狭部を前記第１間隙の中央から外れた位置に延在するように形
成する態様において、図８から図１１に示したような溝３Ｇ１又は３Ｇ２を併せもつ形態
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としてよい。このようなものとしては例えば、図１４及び図１５に示すような形態を採用
することが可能である。ここに図１４は、図２と同趣旨の図であって、同図とはＴＦＴア
レイ基板１０上に溝が形成されている点及び走査線の幅狭部が第１間隙の中央から外れて
形成されている点等について異なる態様を示すものであり、図１５は、図１４のＴ－Ｔ´
断面図である。
【０１３６】
図１４において、走査線３６０ａは、図５及び図６と比べて、幅狭部３６２ａが相隣接す
る画素電極９ａ間を縫って延びる長手状の第１間隙の中央よりもずれた位置に形成されて
いる点は同じであるが、幅狭部３６２ａがＴＦＴアレイ基板１０上に形成された溝３Ｇ１
´に沿って形成されている点、また、幅広部３６１ａが、図１４中下方にのみ突出した形
として形成されている点が異なっている。これにより、当該走査線３６０ａの幅狭部３６
２ａは、第１間隙の中央からみて図中上方よりに形成されることとなり、したがって、該
幅狭部３６２ａは、画素電極９ａと中継層７１とを接続するためのコンタクトホール８５
の直下に位置するように形成されることになる。なお、この幅狭部３６２ａは、溝３Ｇ１
´内に完全に埋め込まれるようにして形成されている。
【０１３７】
このような構成によると、図１５に示されるように、コンタクトホール８５は、溝３Ｇ１
´内に埋め込まれて形成された走査線３６０ａの上に形成されることになる。言い換える
と、コンタクトホール８５は、走査線３６０ａの高さに起因した段差が殆ど生じていない
第３層間絶縁膜４３の表面を前提として形成することが可能となる。
【０１３８】
ちなみに、このような図１４及び図１５に示す形態においては特に、コンタクトホール８
５の形成を比較的容易且つ確実に行うことができるという利点が得られる。すなわち、仮
に幅狭部ないし走査線の高さに起因する段差が第３層間絶縁膜４３の表面に現れる場合を
仮定すると、コンタクトホール８５の形成は、当該段差の頂上或いはその稜面上に対して
行わなければならないという不具合を被る可能性がある。本形態では、このような不利益
を被らなくて済むのである。
【０１３９】
このような作用効果は、次のような観点から捉えることもできる。すなわち、第２実施形
態においては、走査線の全部又は一部が溝内に埋め込まれることにより、該走査線の高さ
を起因とした段差が各層間絶縁膜の表面上には殆ど生じないことになるから、走査線の形
成位置、或いは延在位置について特に注意を払う必要がない、換言すれば、走査線方向の
隣接する画素電極間であればどこに形成してもよいということができるのである。走査線
の形成位置、或いは延在位置を自由に選択し、且つその上にコンタクトホール等を形成す
る場合であっても、上述のように、該コンタクトホール等の形成は、前記段差が存在しな
いことにより、比較的容易且つ確実に行うことができるからである。
【０１４０】
なお、幅狭部が埋め込み部及び非埋め込み部からなる場合においては、そのうちの埋め込
み部側がコンタクトホール８５の直下に位置するように、溝を形成すると好ましい。前述
した図１２は、このような形態の一例に該当する。
【０１４１】
（第３実施形態）
以下では、本発明の第３の実施形態について、図１６乃至図１９を参照しながら説明する
。ここに図１６は、図２と同趣旨の図であって、同図とはデータ線の形態が異なるものを
示す図であり、図１７は図１６のＰ－Ｐ´断面図であり、図１８は図１６のＱ－Ｑ´断面
図であり、図１９は図１６のＲ－Ｒ´断面図である。なお、第３実施形態の電気光学装置
の基本的な構成及び作用等は上記第１実施形態と同様であるので、以下では、第３実施形
態において特徴的な部分について主に説明を加えることとする。また、図１６乃至図１９
で使用する符号は、実質的に同一の要素を指し示す場合においては、前述までに参照した
図１乃至図１５において使用した符号と同一のものを使用することとする。
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【０１４２】
第３実施形態では、図１６乃至図１９に示すように、データ線６ａ１は、ＴＦＴ３０に重
なる部分が局所的に幅広に形成された幅広部６ａＷを備えている。そして、容量線３００
におけるデータ線６ａ１に沿って延びる部分、すなわち突出部３０２の幅Ｗ１は、第一に
、データ線６ａ１における幅広部６ａＷ以外の部分の幅Ｗ２´より広く形成されている（
特に、図１７参照）。そして第二に、該突出部３０２の幅Ｗ１は、データ線６ａ１におけ
る幅広部６ａＷの幅Ｗ６とほぼ同一に形成されている（図１８参照）。半導体層１ａのチ
ャネル領域１ａ´は、この幅広部６ａＷの幅方向のほぼ中央に位置するとともに、走査線
３ａの幅方向のほぼ中央に位置する。さらに、第３実施形態では、図１６或いは図１８及
び図１９に示すように、データ線６ａ１の幅広部６ａＷは、マトリクス状に配列されたＴ
ＦＴ３０ごとに、該ＴＦＴ３０に重なる部分から該ＴＦＴ３０の半導体層１ａとデータ線
６ａとを接続するコンタクトホール８１が設けられた部分まで連続している。加えて、第
３実施形態では、図１７乃至図１９に示すように、対向基板２０上に遮光膜２３が形成さ
れている。そして、この遮光膜２３の一本一本の格子の幅ＷＳは、前記の幅広部６ａＷよ
りも大きくされている。
【０１４３】
このような構成となる第３実施形態の電気光学装置では、次のような作用効果が得られる
ことになる。すなわち、第一に、ＴＦＴ３０上には、いずれも幅広に形成されたデータ線
６ａ１の幅広部６ａＷ及び容量線３００の突出部３０２が存在することにより、いわば二
重の遮光作用が得られることになる。したがって、ＴＦＴ３０のチャネル領域１ａ´に対
する光入射は、前記の実施形態にも増して生じ難く、よって、光リーク電流も発生し難い
。
【０１４４】
特に、第３実施形態においては、ＴＦＴ３０上に、このような容量線３００に重ねて、デ
ータ線６ａの幅広部６ａＷもまた存在する。この場合、ＴＦＴ３０上では、これらの透過
率の積算値に該当する遮光性能を得ることができる。また、半導体層１ａのチャネル領域
１ａ´は、幅広部６ａＷの幅方向のほぼ中央に位置するとともに、走査線３ａの幅方向の
ほぼ中央に位置することから、遮光性能はよりよく享受できる。
【０１４５】
第二に、このような優れた遮光性能に関連して更に、第３実施形態においては、上述のよ
うに、容量線３００の突出部３０２の幅Ｗ１及びデータ線６ａの幅広部６ａＷの幅Ｗ６は
、対向基板２０上の遮光膜２３の幅ＷＳよりも小さく（即ち、ＷＳ＜Ｗ１、ＷＳ＜Ｗ６）
されている。これによると、ＴＦＴ３０の上方から入射する光は、まず、遮光膜２３で遮
られるか、或いはこれを通過しても、次なるデータ線６ａの幅広部６ａＷで遮られる。更
に、入射光が、この幅広部６ａＷを通過しても、次なる容量線３００の突出部３０２によ
って遮られることになる。要するに、第３実施形態においては、三重の遮光が実現される
ことになるから、ＴＦＴ３０に対する光入射は更に生じ難い状況にある。
【０１４６】
更に第三に、第３実施形態では、データ線６ａの幅広部６ａＷが、マトリクス状に配列さ
れたＴＦＴ３０ごとに、ＴＦＴ３０に重なる部分からコンタクトホール８１に至るまで連
続して形成されている。ここで、このコンタクトホール８１は、前述のようにＴＦＴ３０
の半導体層１ａとデータ線６ａとを接続するために設けられているから、当該部分におい
ては、容量線３００を形成することができないが、第３実施形態では、このコンタクトホ
ール８１の形成部位において、ＴＦＴ３０の上方と同様に、データ線６ａの幅広部６ａＷ
が存在している。したがって、容量線３００を形成することができない分、被り得る遮光
性能の低下は、この幅広部６ａＷの存在によって補うことが可能となる。ちなみに、第３
実施形態のように、ＴＦＴ３０上及びコンタクトホール８１の形成部位の幅広部６ａを連
続するように形成する態様によれば、幅広部６ａＷの形成領域をむやみに広げないで済む
ので、内面反射を増大させない観点から好ましい。
【０１４７】
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以上のように、第３実施形態においては、各種の作用効果が相俟って、チャネル領域１ａ
´に対する光入射の可能性は極めて減退されており、ＴＦＴ３０における光リーク電流発
生、ひいては該光リーク電流を起因とする画像上のフリッカ等の発生は有効に抑制される
ことになる。
【０１４８】
（電気光学装置の全体構成）
以上のように構成された本実施形態に係る電気光学装置の全体構成を、図２０及び図２１
を参照して説明する。なお、図２０は、ＴＦＴアレイ基板をその上に形成された各構成要
素とともに対向基板２０の側からみた平面図であり、図２１は図２０のＨ－Ｈ´断面図で
ある。
【０１４９】
図２０及び図２１において、本実施形態に係る電気光学装置では、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と対向基板２０との間に
は、液晶層５０が封入されており、ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０とは、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。
【０１５０】
シール材５２の外側の領域には、データ線６ａに画像信号を所定のタイミングで供給する
ことにより該データ線６ａを駆動するデータ線駆動回路１０１及び外部回路接続端子１０
２がＴＦＴアレイ基板１０の一辺に沿って設けられており、走査線３ａに走査信号を所定
のタイミングで供給することにより、走査線３ａを駆動する走査線駆動回路１０４が、こ
の一辺に隣接する二辺に沿って設けられている。
【０１５１】
なお、走査線３ａに供給される走査信号遅延が問題にならないのならば、走査線駆動回路
１０４は片側だけでもよいことは言うまでもない。また、データ線駆動回路１０１を画像
表示領域１０ａの辺に沿って両側に配列してもよい。
【０１５２】
ＴＦＴアレイ基板１０の残る一辺には、画像表示領域１０ａの両側に設けられた走査線駆
動回路１０４間をつなぐための複数の配線１０５が設けられている。また、対向基板２０
のコーナー部の少なくとも一箇所においては、ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との
間で電気的に導通をとるための導通材１０６が設けられている。そして、図２１に示すよ
うに、図２０に示したシール材５２とほぼ同じ輪郭を持つ対向基板２０が当該シール材５
２によりＴＦＴアレイ基板１０に固着されている。
【０１５３】
図２１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形成された後の画素電極９ａ上に、配向膜が形成されている。他方、
対向基板２０上には、対向電極２１のほか、最上層部分に配向膜が形成されている。また
、液晶層５０は、例えば一種又は数種類のネマテッィ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。
【０１５４】
なお、ＴＦＴアレイ基板１０上には、これらのデータ線駆動回路１０１、走査線駆動回路
１０４等に加えて、複数のデータ線６ａに画像信号を所定のタイミングで印加するサンプ
リング回路、複数のデータ線６ａ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等を形成してもよい。
【０１５５】
（電子機器の実施形態）
次に、以上詳細に説明した電気光学装置をライトバルブとして用いた電子機器の一例たる
投射型カラー表示装置の実施形態について、その全体構成、特に光学的な構成について説
明する。ここに、図２２は、投射型カラー表示装置の図式的断面図である。
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【０１５６】
図２２において、本実施形態における投射型カラー表示装置の一例たる液晶プロジェクタ
１１００は、駆動回路がＴＦＴアレイ基板上に搭載された液晶装置を含む液晶モジュール
を３個用意し、それぞれＲＧＢ用のライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂとして
用いたプロジェクタとして構成されている。液晶プロジェクタ１１００では、メタルハラ
イドランプ等の白色光源のランプユニット１１０２から投射光が発せられると、３枚のミ
ラー１１０６及び２枚のダイクロックミラー１１０８によって、ＲＧＢの三原色に対応す
る光成分Ｒ、Ｇ及びＢに分けられ、各色に対応するライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び
１００Ｂにそれぞれ導かれる。この際特に、Ｂ光は、長い光路による光損失を防ぐために
、入射レンズ１１２２、リレーレンズ１１２３及び出射レンズ１１２４からなるリレーレ
ンズ系１１２１を介して導かれる。そして、ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００
Ｂによりそれぞれ変調された三原色に対応する光成分は、ダイクロックプリズム１１１２
により再度合成された後、投射レンズ１１１４を介してスクリーン１１２０にカラー画像
として投射される。
【０１５７】
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、ある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、例えば、電気泳動装置やエレクトロルミネッセンス表示装置や、
それら電気光学装置を含む及び電子機器もまた、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】
【図１】　本発明の実施形態の電気光学装置における画像表示領域を構成するマトリクス
状の複数の画素に設けられた各種素子、配線等の等価回路を示す回路図である。
【図２】　本発明の実施形態の電気光学装置におけるデータ線、走査線、画素電極等が形
成されたＴＦＴアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図である。
【図３】　図２のＡ－Ａ´断面図である。
【図４】　図２に示す走査線の形状パターンのみを示す平面図である。
【図５】　図２と同趣旨の図であって、当該図とは走査線及びＴＦＴの配置関係が異なる
態様となるものを示す図である。
【図６】　図５に示す走査線の形状パターンのみを示す平面図である。
【図７】　図５のＢ－Ｂ’断面図である。
【図８】　図２と同趣旨の図であって、同図とはＴＦＴアレイ基板上に溝が形成されてい
る点及び該溝内に走査線が埋め込まれている点等について異なる態様を示すものである。
【図９】　図８に示す走査線の幅狭部の様子を示す断面図である。
【図１０】　図２と同趣旨の図であって、同図とはＴＦＴアレイ基板上に溝が形成されて
いる点及び該溝内に走査線の一部が埋め込まれている点等について異なる態様を示すもの
である。
【図１１】　図１０に示す走査線の幅狭部の様子を示す断面図である。
【図１２】　図１０のＴ－Ｔ´断面図である。
【図１３】　横電界の発生機構について説明するための説明図である。
【図１４】　図２と同趣旨の図であって、同図とはＴＦＴアレイ基板上に溝が形成されて
いる点及び走査線の幅狭部が第１間隙の中央から外れて形成されている点等について異な
る態様を示すものである。
【図１５】　図１４のＴ－Ｔ´断面図である。
【図１６】　図２と同趣旨の図であって、同図とはデータ線の形態が異なるものを示す図
である。
【図１７】　図１６のＰ－Ｐ´断面図である。
【図１８】　図１６のＱ－Ｑ´断面図である。
【図１９】　図１６のＲ－Ｒ´断面図である。
【図２０】　本発明の実施形態の電気光学装置におけるＴＦＴアレイ基板を、その上に形
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成された各構成要素とともに対向基板の側から見た平面図である。
【図２１】　図２０のＨ－Ｈ´断面図である。
【図２２】　本発明の電子機器の実施形態である投射型カラー表示装置の一例たるカラー
液晶プロジェクタを示す図式的断面図である。
【符号の説明】
１ａ…半導体層
１ａ´…チャネル領域
３３０ａ、３３０ａ´、３４０ａ、３５０ａ、３６０ａ…走査線
３３１ａ、３３１ａ´、３４１ａ、３５１ａ、３６１ａ…幅広部
３３２ａ、３３２ａ´、３４２ａ、３５２ａ、３６２ａ…幅狭部
３Ｇ１、３Ｇ１´、３Ｇ２…溝
３５２ａＢ…埋め込み部
３５２ａＮＢ…非埋め込み部
４３０…段差
９ａ…画素電極
１０…ＴＦＴアレイ基板
１６…配向膜
３０…ＴＦＴ
５０…液晶層
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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 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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