
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜トランジスタがマトリクス状に形成され、薄膜トランジスタを制御するゲート信号
線および薄膜トランジスタにデータ信号を供給するソース信号線がそれぞれ直交する形で
形成され、薄膜トランジスタを介してソース信号線と接続される画素電極を有し、画素電
極と画素電極に対向して設けられた対向電極との間に液晶材料が保持されている液晶表示
装置の製造方法において、
　基板上に、第１金属膜および第２金属膜を順に積層した後、第１次のフォトエッチング
を行うことにより、上記薄膜トランジスタ ゲート信号線、およびゲート信
号線の外部引き出し電極部をそれぞれ形成する段階と、
　上記第１次のフォトエッチングによるパターンが形成された基板の全面に絶縁膜、高抵
抗半導体膜、及び低抵抗半導体膜を順に積層する段階と、
　上記低抵抗半導体膜及び高抵抗半導体膜に対し、第２次のフォトエッチングを行うこと
により、上記薄膜トランジスタに半導体膜パターンを形成する段階と、
　上記半導体膜パターンを形成した基板の全面に透明導電膜、第３金属膜、および第４金
属膜を順に積層する段階と、
　上記第４金属膜、第３金属膜、透明導電膜、および半導体膜パターンの低抵抗半導体膜
に対し、第３次のフォトエッチングを行うことにより、上記ソース信号線、ソース信号線
の外部引き出し電極部、上記薄膜トランジスタのソース・ドレイン電極および画素電極を
形成する段階と、
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　上記ソース・ドレイン電極および画素電極を形成した基板全面に保護膜を形成する段階
と、
　上記保護膜、および絶縁膜に対し、第４次のフォトエッチングを行うことにより、上記
ゲート信号線の外部引き出し電極部、ソース信号線の外部引き出し電極部、および画素電
極を露出させる段階と、
　上記第４次フォトエッチングにおいて用いられたフォトマスクをさらに用いて、露出し
た上記ゲート信号線の外部引き出し電極部における第２金属膜と、露出した上記ソース信
号線の外部引き出し電極部および画素電極における第３金属膜および第４金属膜とをエッ
チングする段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】
　第１金属膜を、チタンにより形成することを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の
製造方法。
【請求項３】
　第２金属膜を、アルミニウムまたはアルミニウム合金により形成することを特徴とする
請求項１または２記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項４】
　第３金属膜をモリブデンにより形成することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか
１項に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項５】
　第４金属膜を、アルミニウムまたはアルミニウム合金により形成することを特徴とする
請求項１ないし４のいずれか１項に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項６】
　

において、複数の上記ゲート信号線の外部引き出し電極部およ
び複数の上記ソース信号線の外部引き出し電極部の少なくとも一方の露出部は、一つのコ
ンタクトホールにより形成されることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記
載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項７】
　

において、 画素電極の露出部 、該画素電極よりも大きく
形成 ことを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の液晶表示装置の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置の製造方法に関する。より詳しくは、各画素部分にスイッチング
用薄膜トランジスタがマトリクス状に形成されているアクティブマトリクス型液晶表示装
置の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、アクティブマトリクス型液晶表示装置は、低消費電力、薄型、軽量等の多様な長
所を有しており、ノート型パソコン、携帯端末、テレビジョン（ＴＶ）等をはじめとする
幅広い用途に利用される表示デバイスとして期待されている。
【０００３】
このような背景においては、アクティブマトリクス型液晶表示装置の低価格化が要求され
ており、特に、薄膜トランジスタ（以下「ＴＦＴ」と略する）アレイ基板の生産性を高め
ることにより製造コストを低減し、低価格化を図る方法が種々検討されている。中でも、
アクティブマトリクス型液晶表示装置の製造工程において用いられる、フォトマスク回数
の低減化の方法については、従来より、広く研究がなされている。
【０００４】
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たとえば特開平９－１５２６２６号公報には、ＴＦＴアレイ基板の製造工程として、フォ
トマスク回数を低減した製造工程について開示されている。以下において、上記公報記載
のアクティブマトリクス型液晶表示装置およびその製造方法を図５ないし図７に基づいて
説明する。
【０００５】
図５は、上記公報に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置を構成するＴＦＴアレイ
基板におけるソース信号線の引き出し電極部周辺の製造工程を示す断面図である。また、
図６は、上記従来公報記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置を構成するＴＦＴアレ
イ基板の平面図である。さらに、図７は、上記公報に記載のアクティブマトリクス型液晶
表示装置を構成するＴＦＴアレイ基板における薄膜トランジスタ１２１周辺の構造を説明
する断面図である。
【０００６】
上記公報に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図６および図７に示すように
、ガラス基板１０１上に、複数のゲート信号線（走査信号線）１０２と、複数のソース信
号線（画像信号線）１２４とが絶縁膜１０３・１０３’を介して直交して配置され、上記
ゲート信号線１０２と上記ソース信号線１２４との各交点に画素電極１２６と該画素電極
１２６に画素信号を供給する逆スタガ型のＴＦＴ１２１とがマトリクス状に設けられたＴ
ＦＴアレイ基板と、図示されない対向電極が形成された対向電極基板および、これら両基
板間に封入された液晶等より主として構成されている。上記逆スタガ型のＴＦＴ１２１で
は、チャネル領域にエッチングストッパ膜を形成する必要がない。
【０００７】
上記ＴＦＴ１２１は、図７に示すように、ゲート信号線１０２から垂直上方に突出して形
成されるゲート電極Ｇ、絶縁膜１０３・１０３’により形成されるゲート絶縁膜、チャネ
ル領域となる高抵抗半導体膜１０４、ソース電極Ｓおよびドレイン電極Ｄとなる低抵抗半
導体膜１０５、ソース金属膜１０６、透明導電膜１０７、および保護膜１０８がこの順に
積層された構造を有している。
【０００８】
次に、以下において、上記従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造方法を、図
５に基づいて説明する。
【０００９】
まず、図５（ａ）に示すように、アルミニウム合金や高融点金属等をスパッタリング法等
でガラス基板１０１上に成膜してパターニング（パターン形成）することにより、ゲート
信号線１０２およびゲート電極Ｇを形成する。
【００１０】
次に、同図（ｂ）に示すように、２層構造を有する絶縁膜１０３・１０３’、高抵抗半導
体膜１０４、低抵抗半導体膜１０５をプラズマＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　
Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等で連続して成膜した後に、高融点金属またはその合金からな
るソース金属膜１０６をスパッタリング法等により連続して成膜する。このようにして成
膜されたソース金属膜１０６、低抵抗半導体膜１０５、高抵抗半導体膜１０４を同一のフ
ォトマスクを用いて同時にフォトエッチングすることによりパターニングする。
【００１１】
次に、同図（ｃ）に示すように、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ－ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ，インジウ
ム錫酸化物）等からなる透明導電膜１０７をソース金属膜１０６上にスパッタリング法等
で成膜する。この後、透明導電膜１０７、ソース金属膜１０６、低抵抗半導体膜１０５を
同一のフォトマスクを用いて選択的にフォトエッチングする。
【００１２】

れにより、ＴＦＴ１２１’、図示しないソース信号線１２４、および画素電極１２６
等を形成する。
【００１３】
最後に、同図（ｄ）に示すように、窒化シリコン膜等からなる保護膜１０８をプラズマＣ
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ＶＤ法等により成膜した後、パターニングすることにより、ソース信号線１２４の図示し
ない外部引き出し電極部および図示しない画素電極１２６上に成膜された保護膜１０８を
除去すると同時に、ゲート信号線１０２の図示しない外部引き出し電極部上の絶縁膜１０
３・１０３’および保護膜１０８を除去し、ＴＦＴアレイ基板を完成する。
【００１４】
上述したように、上記従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造方法では、画素
電極１２６、ソース信号線１２４の外部引き出し電極部、ゲート信号線１０２の外部引き
出し電極部のいずれをも４回のフォトリソ工程（フォトエッチ工程）で形成するＴＦＴア
レイ基板の製造工程が採用されている。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造方法では、絶縁膜１０
３・１０３’、高抵抗半導体膜１０４、低抵抗半導体膜１０５をプラズマＣＶＤ法等で連
続して成膜した後に、パターニングを行うことなく、ソース金属膜１０６をスパッタリン
グ法等で成膜するため、低抵抗半導体膜１０５とソース金属膜１０６との間において、大
面積領域下で界面が存在することとなる。すなわち、低抵抗半導体膜１０５およびソース
金属膜１０６は、いずれもＴＦＴアレイ基板の全面に成膜されるため、ソース金属膜１０
６を成膜した段階において、上記両膜が接触する面積がＴＦＴアレイ基板表面の全面積に
相当するため、上記界面の面積がＴＦＴアレイ基板全面とほぼ同一の領域にわたることと
なる。
【００１６】
また、上記高抵抗半導体膜１０４と低抵抗半導体膜１０５とから形成される半導体層は、
膜応力すなわち、膜表面の単位面積当たりにおいて、外部からの力によって変形が加わっ
た場合に、これをもとに戻そうとする力が大きい。このため、上記大面積領域下で存在す
る低抵抗半導体膜１０５とソース金属膜１０６との間の界面において密着性が取れず、膜
剥がれを生じるという問題がある。
【００１７】
すなわち、ＴＦＴアレイ基板の製造工程において、上記のような膜剥がれが生じることか
ら、アクティブマトリクス型液晶表示装置の製造歩留りが低下するという問題を有してい
る。
【００１８】
本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、その目的は、少ない製造工程で製
造でき、かつ、膜剥がれによる製造歩留りの低下を防止することにより低コスト化を図れ
るアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造方法を提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記の諸問題を解決するために鋭意研究を続けてきた結果、ＴＦＴアレイ
基板を構成するＴＦＴにおける半導体膜層を先にパターニングして半導体膜パターンを形
成し、その後に透明導電膜層およびソース金属膜層を成膜して積層することにより、上記
の目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００２０】
　請求項１に記載の製造方法は、上記の課題を解決するために、薄膜トランジスタがマト
リクス状に形成され、薄膜トランジスタを制御するゲート信号線および薄膜トランジスタ
にデータ信号を供給するソース信号線がそれぞれ直交する形で形成され、薄膜トランジス
タを介してソース信号線と接続される画素電極を有し、画素電極と画素電極に対向して設
けられた対向電極との間に液晶材料が保持されている液晶表示装置の製造方法において、
基板上に、第１金属膜および第２金属膜を順に積層した後、第１次のフォトエッチングを
行うことにより、上記薄膜トランジスタ ゲート信号線、およびゲート信号
線の外部引き出し電極部をそれぞれ形成する段階と、上記第１次のフォトエッチングによ
るパターンが形成された基板の全面に絶縁膜、高抵抗半導体膜、及び低抵抗半導体膜を順
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に積層する段階と、上記低抵抗半導体膜及び高抵抗半導体膜に対し、第２次のフォトエッ
チングを行うことにより、上記薄膜トランジスタに半導体膜パターンを形成する段階と、
上記半導体膜パターンを形成した基板の全面に透明導電膜、第３金属膜、および第４金属
膜を順に積層する段階と、上記第４金属膜、第３金属膜、透明導電膜、および半導体膜パ
ターンの低抵抗半導体膜に対し、第３次のフォトエッチングを行うことにより、上記ソー
ス信号線、ソース信号線の外部引き出し電極部、上記薄膜トランジスタのソース・ドレイ
ン電極および画素電極を形成する段階と、上記ソース・ドレイン電極および画素電極を形
成した基板全面に保護膜を形成する段階と、上記保護膜、および絶縁膜に対し、第４次の
フォトエッチングを行うことにより、上記ゲート信号線の外部引き出し電極部、ソース信
号線の外部引き出し電極部、および画素電極を露出させる段階と、上記第４次フォトエッ
チングにおいて用いられたフォトマスクをさらに用いて、露出した上記ゲート信号線の外
部引き出し電極部における第２金属膜と、露出した上記ソース信号線の外部引き出し電極
部および画素電極における第３金属膜および第４金属膜とをエッチングする段階
【００２１】
上記の方法によれば、基板の全表面にわたって、上記透明導電膜、第３金属膜、および第
４金属膜を順に積層しても、既に上記半導体膜パターンが形成されているので、パターン
化された半導体膜パターンと、上記透明導電膜との間で対面する面積が小さいため、膜剥
がれを生じることがなく、良好な密着性が得られ、安定な製造歩留りを得ることができる
。
【００２２】
請求項２に記載の製造方法は、上記の課題を解決するために、請求項１記載の方法に加え
て、第１金属膜を、チタンにより形成することを特徴としている。
【００２３】
上記の方法によれば、第１金属膜および第２金属膜を有するゲート信号線の外部引き出し
電極部が、たとえば、ＴＡＢ（ｔａｐｅ　ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｂｏｎｄｉｎｇ）法によ
り、外部駆動回路と接続される場合、ゲート信号線の外部引き出し端子となる第１金属膜
をチタンとするとともに、第２金属膜をアルミニウム等とすれば、ウェットエッチングを
行うことにより、第１金属膜であるチタンのみを残して選択的にフォトエッチングして、
ゲート信号線の外部引き出し端子をチタンにより形成できる。よって、上記方法では、チ
タンがアルミニウムと比べて酸化され難いことから、チタンからなる上記外部引き出し端
子と外部駆動回路との電気的接続における信頼性を向上できる液晶表示装置を簡単に安定
して製造できる。
【００２４】
請求項３に記載の製造方法は、上記の課題を解決するために、請求項１または２記載の方
法に加えて、第２金属膜を、アルミニウムまたはアルミニウム合金により形成することを
特徴としている。
【００２５】
上記の方法によれば、配線抵抗を下げるという効果が得られるとともに、ウェットエッチ
ングにより容易に第１金属膜であるチタンのみを残す、選択的なフォトエッチングを確実
に行うことができる。
【００２６】
請求項４に記載の製造方法は、上記の課題を解決するために、請求項１ないし３のいずれ
か１項に記載の方法に加えて、第３金属膜をモリブデンにより形成することを特徴として
いる。
【００２７】
上記の方法によれば、画素電極としてのＩＴＯが、上記モリブデンからなる第３金属膜に
よって、アルミニウム等と直接接触することが防止されるため、アルミニウムによる電蝕
を防止することができる。また、モリブデンは、アルミニウムをウェットエッチングする
際に用いる燐酸と硝酸とを主成分とするエッチャント（薬液）により、容易にウェットエ
ッチングして除去することができるため、アルミニウムと同時にウェットエッチングする
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ことができ、製造コストを低減できる。
【００２８】
請求項５に記載の製造方法は、上記の課題を解決するために、請求項１ないし４のいずれ
か１項に記載の方法に加えて、第４金属膜を、アルミニウムまたはアルミニウム合金によ
り形成することを特徴としている。
【００２９】
上記の方法によれば、画素電極およびゲート信号線の外部引き出し端子を露出させる段階
において、同じくアルミニウムまたはアルミニウム合金により形成された第２金属膜と第
４金属膜とを同時にウェットエッチングすることができるため、フォトエッチング工程を
削減でき、製造コストを低減できる。
【００３０】
　請求項６に記載の製造方法は、上記の課題を解決するために、請求項１ないし５のいず
れか１項に記載の方法に加えて、

において、複数の上記ゲート信
号線の外部引き出し電極部および複数の上記ソース信号線の外部引き出し電極部の少なく
とも何れか一つの露出部は、一つのコンタクトホールにより形成されることを特徴として
いる。
【００３１】
上記の方法によれば、各露出部間に生じる保護膜と該露出部との段差が生じないため、オ
ーバーハングによる不安定な断面構造が生じない。これにより、たとえば、ＴＡＢ法等を
用いたソース信号線の外部引き出し端子と外部駆動回路とを容易に接続することができる
。
【００３２】
　請求項７に記載の製造方法は、上記の課題を解決するために、請求項１ないし６のいず
れか１項に記載の方法に加えて、

において、 画素電極の露出
部 、該画素電極よりも大きく形成 ことを特徴としている。
【００３３】
上記の方法によれば、画素電極とソース信号線との間の露出部に残存している不要部分で
ある低抵抗半導体膜を、画素電極の露出と同時に容易に除去することができるため、短絡
不良を防止でき、その上、製造歩留りを向上させることができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態について図面に基づいて説明すれば以下のとおりである。
〔実施の形態１〕
図１は、本実施の形態にかかる液晶表示装置の製造方法を説明するための、図２のＡ－Ａ
’線における矢視断面図である。また、図２は、本実施の形態にかかる液晶表示装置を構
成するＴＦＴアレイ基板を示す平面図である。
【００３５】
本実施の形態にかかるＴＦＴアレイ基板は、図２に示すように、ＴＦＴアレイ基板平面に
互いに並行した複数のゲート信号線２２と互いに並行した複数のソース信号線２４とが互
いに直交してマトリクス状に配置されている。すなわち、各ゲート信号線２２と各ソース
信号線２４とは、図１に示す絶縁膜３を介して直交して配置されており、ゲート信号線２
２とソース信号線２４との各交点には、画素電極２６に対し、ソース信号線２４からのデ
ータ信号（画素信号）を供給するＴＦＴ２１がマトリクス状に設けられている。
【００３６】
また、図示しないＴＦＴアレイ基板の周辺部には、ゲート信号線２２とソース信号線２４
とのそれぞれの延長線上に、ゲート信号線の外部引き出し電極部２３（図３参照）とソー
ス信号線の外部引き出し電極部２５（図４参照）とがそれぞれ配置されており、外部駆動
回路との接続を担っている。
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上記ゲート信号線の外部引き出し電極部、ソース信号線
の外部引き出し電極部、および画素電極を露出させる段階

上記ゲート信号線の外部引き出し電極部、ソース信号線
の外部引き出し電極部、および画素電極を露出させる段階 上記

は される



【００３７】
以下において、本実施の形態にかかる液晶表示装置の製造方法を、上記ＴＦＴ２１におけ
るフォトエッチング工程を例にとって説明する。
【００３８】
本実施の形態にかかる液晶表示装置の製造方法では、図１（ａ）に示すように、まず、ガ
ラス基板１上に第１金属膜２を形成するための、厚み５００Åのチタン、および第２金属
膜２’を形成するための、厚み３０００Åのアルミニウムをスパッタリング法によりこの
順に蒸着し、積層する。
【００３９】
その後、第１次のフォトエッチング工程として、フォトエッチングを行い、第１金属膜２
および第２金属膜２’をパターン形成することにより、ＴＦＴ２１におけるゲート信号線
２２、および図示しないゲート信号線の外部引き出し電極部２３をそれぞれ形成する。す
なわち、図１（ａ）に示す第１次のフォトエッチングにより形成された、互いに積層され
た状態の第１金属膜２と第２金属膜２’との二重構造により、ゲート信号線２２およびゲ
ート信号線の外部引き出し電極部２３が形成される。
【００４０】
第１金属膜２として用いられる金属は、特に限定されないが、たとえば、チタン、クロム
、あるいは、モリブデン等が挙げられる。これら例示の金属のうち、特にチタンが好まし
い。
【００４１】
すなわち、たとえば、ゲート信号線の外部引き出し電極部２３がＴＡＢ法により、外部駆
動回路と接続される場合、外部駆動回路との接続端子、つまりゲート信号線の外部引き出
し端子となる第１金属膜２をチタンとすることにより、選択的なフォトエッチングを確実
に行うことができる。
【００４２】
具体的には、たとえば、第１金属膜２をチタンで形成するとともに、第２金属膜２’をア
ルミニウム等の低抵抗配線で形成した場合、まず、ドライエッチングにより容易にゲート
信号線２２およびゲート信号線の外部引き出し電極部２３のゲートパターンを形成でき、
かつ、ゲート信号線の外部引き出し端子を形成する際に、ウェットエッチングを行うこと
により、第１金属膜２であるチタンのみを残して選択的にフォトエッチングして、第２金
属膜２’の該当部分を除去することができる。
【００４３】
上記のように、第１金属膜２をチタンにより形成すれば、チタンがアルミニウムと比べて
酸化され難いことから、チタンからなる上記外部引き出し端子と、外部駆動回路との電気
的接続における信頼性を向上できる。
【００４４】
また、第２金属膜２’を、たとえば、アルミニウムまたは、アルミニウム合金で形成する
ことにより、配線抵抗を下げるという効果が得られるとともに、上記ウェットエッチング
により容易にチタンのみを残す選択的なフォトエッチングを確実に行うことができる。
【００４５】
次に、図１（ｂ）に示すように、上記のようにしてゲートパターン、すなわち、パターニ
ング後のゲート信号線２２およびゲート信号線の外部引き出し電極部２３が形成されたガ
ラス基板１の全表面に対応する範囲内に、絶縁膜３としての、厚み４０００Åの窒化シリ
コン膜、高抵抗半導体膜４（高抵抗半導体膜層）を形成するための、厚み１５００Åの非
晶質シリコン膜、および低抵抗半導体膜５（低抵抗半導体膜層）を形成するための、不純
物ドープされた厚み５００Åの非晶質シリコン膜をプラズマＣＶＤ法によりこの順に積層
する。
【００４６】
その後、第２次のフォトエッチング工程として、上記積層された低抵抗半導体膜５と高抵
抗半導体膜４とを同一のフォトマスクを用いて同時に選択的にフォトエッチングすること
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により、ＴＦＴ２１における半導体領域として、半導体膜パターンを形成する。
【００４７】
次に、図１（ｃ）に示すように、ガラス基板１の全平面積に対応する範囲内に、透明導電
膜６としての、厚み１０００ÅのＩＴＯ、第３金属膜７としての、厚み１０００Åのモリ
ブデン、および第４金属膜７’としての、厚み１０００Åのアルミニウムをスパッタリン
グ法によりこの順に蒸着して積層する。
【００４８】
続いて、第３次のフォトエッチング工程として、上記積層された第４金属膜７’、第３金
属膜７、および透明導電膜６を同一のフォトマスクを用いて同時にフォトエッチングする
。また、さらに上記と同一のフォトマスクを用いて、該フォトエッチングにより生じた、
ＴＦＴ２１において露出している低抵抗半導体膜５（低抵抗半導体膜層）の該露出部を選
択的にフォトエッチングする。
【００４９】
上記第３次のフォトエッチング工程により、ＴＦＴ２１のソース電極Ｓ、ドレイン電極Ｄ
ならびに画素電極２６、および、図示しないソース信号線２４並びに図示しないソース信
号線の外部引き出し電極部２５が形成される。
【００５０】
ここで、第３金属膜７として用いられる金属としては、特に限定がないが、たとえば、モ
リブデン、チタン、クロム等が挙げられる。これら例示の金属の中でも、特にモリブデン
が好ましい。
【００５１】
第３金属膜７をモリブデンで形成することにより、画素電極２６としてのＩＴＯがアルミ
ニウム等と直接接触することがないため、電蝕を防止することができる。たとえば、画素
電極２６としてのＩＴＯ上にモリブデンを積層し、該モリブデンからなる第３金属膜７上
に第４金属膜７’としてアルミニウムを積層する構造とすることにより、電蝕が防止でき
る。
【００５２】
また、モリブデンは、アルミニウムをウェットエッチングする際に用いる燐酸と硝酸とを
主成分とするエッチャントにより、容易にウェットエッチングして除去することができる
ため、アルミニウムと同時にウェットエッチングすることができ、効率的である。
【００５３】
また、第４金属膜７’をたとえば、アルミニウムまたはアルミニウム合金とすれば、画素
電極２６およびゲート信号線の外部引き出し端子を露出させる段階において、同じくアル
ミニウムまたはアルミニウム合金により形成された第２金属膜２’と上記第４金属膜７’
とを同時にウェットエッチングすることができるため、フォトエッチング工程を削減でき
、効率的である。
【００５４】
最後に、図１（ｄ）に示すように、ガラス基板１の全平面積に対応する範囲内に、保護膜
８としての、厚み２０００Åの窒化シリコン膜をプラズマＣＶＤ法により成膜する。その
後、第４次のフォトエッチング工程として、同一のフォトマスクを用いて、画素電極２６
、図３に示すゲート信号線の外部引き出し電極部２３、および図４に示すソース信号線の
外部引き出し電極部２５をＴＦＴアレイ基板表面に露出させるために、まず、保護膜８お
よび／または絶縁膜３を同時にフォトエッチングする。これにより、まず、ゲート信号線
の外部引き出し電極部２３、およびソース信号線の外部引き出し電極部２５がＴＦＴアレ
イ基板表面に露出する。尚、この時、画素電極２６上に積層されている第４金属膜７’も
同時に露出する。
【００５５】
続いて上記同一のフォトマスクをさらに用いて、上記フォトエッチングの結果露出したゲ
ート信号線の外部引き出し電極部２３として形成された第２金属膜２’、およびソース信
号線の外部引き出し電極部２５および画素電極２６上に形成された第３金属膜７および第
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４金属膜７’を同時にフォトエッチングすることにより、ＴＦＴアレイ基板を完成する。
【００５６】
尚、上記保護膜８をフォトエッチングして、画素電極２６上に積層されている第４金属膜
７’を露出させる段階で、露出部を形成するためのマスクパターンを該露出部が画素電極
２６よりも大きく形成される大きさに設定してもよい。より詳細には、保護膜８をフォト
エッチングする段階におけるフォトエッチングによって、残存する低抵抗半導体膜５の不
要部分が同時に除去できるように、上記露出部の大きさを設定する。
【００５７】
このような方法を用いることにより、ドレイン電極Ｄおよび画素電極２６とソース信号線
２４との間に残存している、不要部分である低抵抗半導体膜５を、第４金属膜７’、第３
金属膜７を除去して画素電極２６を露出させる段階で容易に除去することができる。この
ため、画素電極２６とソース信号線２４との間、および、画素電極２６相互間の短絡不良
を防止できる。これにより製造歩留りを向上させることができる。
【００５８】
以上のように、本実施の形態にかかる液晶表示装置の製造方法を用いれば、第１次から第
４次までの４段階のフォトエッチング工程により、ＴＦＴアレイ基板を形成できるため、
製造工程が簡略となる。
【００５９】
これに加えてさらに、第２次のフォトエッチング工程として、上記積層された低抵抗半導
体膜５と高抵抗半導体膜４とを同一のフォトマスクを用いて同時に選択的にフォトエッチ
ングすることにより、ＴＦＴ２１における半導体膜パターンを形成した後、ガラス基板１
の全平面積に対応する範囲内に、透明導電膜６、第３金属膜７、および第４金属膜７’を
積層することから、膜剥がれを生じることがない。
【００６０】
すなわち、ガラス基板１の、たとえば、全平面積にわたって、上記透明導電膜６やソース
金属膜層等を積層しても、既に上記半導体領域としての半導体膜パターンが第２次のフォ
トエッチング工程において形成されているので、低抵抗半導体膜５と高抵抗半導体膜４、
すなわち、膜応力の大きい半導体膜パターンと、上記透明導電膜６やソース金属膜層との
界面が広い面積にわたって存在しないため、膜剥がれを生じることがなく、良好な密着性
が得られ、安定な製造歩留りを得ることができる。
【００６１】
〔実施の形態２〕
以下において上記ＴＦＴアレイ基板の製造工程の他の実施の形態について説明する。尚、
本実施の形態の液晶表示装置の製造方法において、実施の形態１と同様の箇所については
、同一の部材番号を付し、その説明を省略する。
図３は、本実施の形態にかかる液晶表示装置の製造方法における、ＴＦＴアレイ基板のゲ
ート信号線の外部引き出し電極部２３における露出部の形成方法を説明する説明図である
。また、図４は、本実施の形態にかかる液晶表示装置の製造方法における、ＴＦＴアレイ
基板のソース信号線の外部引き出し電極部２５における露出部の形成方法を説明する説明
図である。
【００６２】
ゲート信号線の外部引き出し電極部２３は、まず、図１（ａ）に示す第１次のフォトエッ
チング工程において、フォトエッチング後の第１金属膜２および第２金属膜２’として形
成される。その後、実施の形態１で示した図１（ａ）～図１（ｃ）に示す製造工程により
、ＴＦＴ２１が形成された後、図１（ｄ）に示す第４次のフォトエッチング工程において
、上記ゲート信号線の外部引き出し電極部２３上に積層されている保護膜８および絶縁膜
３が、画素電極部２６およびソース信号線の引き出し電極部２５上に積層された保護膜８
および絶縁膜３と同時にフォトエッチングされることにより、ゲート信号線の外部引き出
し電極部２３がＴＦＴアレイ基板表面に露出する。
【００６３】
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次いで、露出したゲート信号線の外部引き出し電極部２３表面の第２金属膜２’を、上記
のフォトエッチングに用いたと同一のフォトマスクをさらに用いて、ソース信号線の外部
引き出し電極部２５および画素電極２６上に形成された第３金属膜７、および第４金属膜
７’と同時にフォトエッチングすることにより、ゲート信号線の外部引き出し端子が形成
される。
【００６４】
ここで、上記保護膜８および絶縁膜３を同時にフォトエッチングしてゲート信号線の外部
引き出し電極部２３を露出させる際、複数あるゲート信号線の外部引き出し電極部２３を
、同一のマスクパターンを用いてフォトエッチングする。すなわち、図３に示すように、
同一のマスクパターンを用いて一つのコンタクトホール２７（保護膜８および絶縁膜３の
開口部）を形成することにより、複数あるゲート信号線の外部引き出し電極部２３をコン
タクトホール２７の範囲内に露出させる。
【００６５】
上記の方法を用いれば、複数あるゲート信号線の外部引き出し電極部２３の各電極毎に各
別のコンタクトホールを設けることにより、各別に露出部を設ける場合のような、各電極
毎に、つまり、各露出部間に生じる保護膜８および絶縁膜３と該露出部との段差が生じな
い。これにより、オーバーハングによる不安定な断面構造が生じないため、たとえば、Ｔ
ＡＢ法等を用いたゲート信号線の外部引き出し端子と外部駆動回路とを容易に接続するこ
とができる。
【００６６】
また、ゲート信号線の外部引き出し電極部２３を露出させる際、露出部を上記のようなコ
ンタクトホールにより形成する方法の他に、たとえば、保護膜８および絶縁膜３を完全に
除去することにより、露出させる方法を用いてもよい。この場合、保護膜８および絶縁膜
３を完全に除去するため、上記のようなマスクパターンを用いる手間が省け、更に効率的
に露出させることができる。
【００６７】
次に、上記ゲート信号線の外部引き出し端子の形成と同様の原理を用いたソース信号線の
外部引き出し端子の形成方法を図４により以下に説明する。
ソース信号線の外部引き出し電極部２５は、まず、図１（ｃ）に示す第３次のフォトエッ
チング工程において、図示しないフォトエッチング後の透明導電膜６、第３金属膜７、第
４金属膜７’として形成される。その後、図１（ｄ）に示す第４次のフォトエッチング工
程において、上記ゲート信号線の外部引き出し電極部２３上に積層されている保護膜８が
、フォトエッチングされることにより、画素電極部２６およびゲート信号線の外部引き出
し電極部２３と同時にソース信号線の外部引き出し電極部２５がＴＦＴアレイ基板表面に
露出する。
【００６８】
次いで、露出したソース信号線の外部引き出し電極部２５表面の第３金属膜７および第４
金属膜７’を、上記のフォトエッチングに用いたと同一のフォトマスクをさらに用いて、
ゲート信号線の外部引き出し電極部２３における第２金属膜２’、および画素電極２６上
に形成された第３金属膜７および第４金属膜７’と同時にフォトエッチングすることによ
り、ソース信号線の外部引き出し端子が形成される。
【００６９】
ここで、上記保護膜８を同時にフォトエッチングしてソース信号線の外部引き出し電極部
２５を露出させる際、複数あるソース信号線の外部引き出し電極部２５を、同一のマスク
パターンを用いてフォトエッチングする。すなわち、図４に示すように、同一のマスクパ
ターンを用いて一つのコンタクトホール２７（保護膜８の開口部）を形成することにより
、複数あるソース信号線の外部引き出し電極部２５をコンタクトホール２７の範囲内に露
出させる。
【００７０】
上記の方法を用いれば、複数あるソース信号線の外部引き出し電極部２５の各電極毎に各
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別のコンタクトホールを設けることで各別の露出部を設ける場合のような、各電極毎つま
り、各露出部間に生じる保護膜８と該露出部との段差が生じない。これにより、オーバー
ハングによる不安定な断面構造が生じないため、たとえば、ＴＡＢ法等を用いたソース信
号線の外部引き出し端子と外部駆動回路とを容易に接続することができる。
【００７１】
また、ソース信号線の外部引き出し電極部２５を露出させる際、露出部を上記のようなコ
ンタクトホールにより形成する方法の他に、たとえば、保護膜８を完全に除去することに
より、露出させる方法を用いてもよい。この場合、保護膜８を完全に除去するため、上記
のようなマスクパターンを用いる手間が省け、更に効率的に露出させることができる。
【００７２】
以上述べたように、本発明にかかる液晶表示装置の製造方法は、たとえば、薄膜トランジ
スタがマトリクス状に形成され、該薄膜トランジスタを制御するゲート信号線および該薄
膜トランジスタにデータ信号を供給するソース信号線がそれぞれ直交する形で形成された
該薄膜トランジスタを介してソース信号線と接続される画素電極を有し、該画素電極と、
画素電極に対向して設けられた対向電極との間に液晶材料が保持された液晶表示装置の製
造方法として、以下に述べる工程を含む方法とすることができる。
【００７３】
すなわち、ガラス基板上に、ゲート信号線とソース信号線とを絶縁膜を介して直交して配
置し、上記ゲート信号線とソース信号線との各交点に、画素電極に画素信号を供給するた
めの上記薄膜トランジスタを、上記ゲート信号線、ソース信号線、および上記画素電極と
接続させて配置して薄膜トランジスタアレイ基板を形成する液晶表示装置の製造方法であ
って、第１金属膜と第２金属膜とを上記ガラス基板上に積層した後、上記ゲート信号線お
よびゲート信号線の外部引き出し電極部をパターン形成する第１次のフォトエッチング工
程と、上記パターン形成された基板上に、上記絶縁膜と、高抵抗半導体膜と低抵抗半導体
膜とをこの順に積層した後、上記薄膜トランジスタにおける半導体膜パターンを形成する
第２次のフォトエッチング工程と、上記半導体膜パターンが形成された基板上に透明導電
膜、第３金属膜、第４金属膜をこの順に積層した後、上記ソース信号線、ソース信号線の
外部引き出し電極部、上記薄膜トランジスタにおけるソース電極ならびにドレイン電極、
および画素電極を形成するとともに、上記半導体膜パターン形成後の低抵抗半導体膜の露
出部を除去する第３次のフォトエッチング工程と、基板上に保護膜を積層した後、上記ゲ
ート信号線の外部引き出し電極部、上記ソース信号線の外部引き出し電極部、および画素
電極をそれぞれ露出させる第４次のフォトエッチング工程とを含み、上記露出した上記ゲ
ート信号線の外部引き出し電極部、上記ソース信号線の外部引き出し電極部、および画素
電極の第２金属膜、第３金属膜、第４金属膜をエッチングする段階を含む方法とすること
ができる。
【００７４】
上記のような方法とすることにより、本発明にかかる液晶表示装置のＴＦＴアレイ基板は
、４回のフォトエッチング工程で形成することができ、製造工程の簡略化が可能となると
ともに、半導体膜パターンと、ソース金属膜層との間の良好な密着性を得ることができる
。
【００７５】
すなわち、低抵抗半導体膜５と高抵抗半導体膜４とを同時に選択的にフォトエッチングす
ることによりＴＦＴ２１に半導体膜パターンを形成した後、ガラス基板１の、たとえば全
面に透明導電膜６、第３金属膜７、および第４金属膜７’を積層しても、既に、上記半導
体膜パターンが形成されており、大面積での半導体膜層とソース金属膜層との界面が存在
しないため、良好な密着性が得られ、膜剥がれを生じることなく、安定な製造歩留りを得
ることができる。
【００７６】
【発明の効果】
　請求項１に記載の製造方法は、以上のように、薄膜トランジスタがマトリクス状に形成
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され、薄膜トランジスタを制御するゲート信号線および薄膜トランジスタにデータ信号を
供給するソース信号線がそれぞれ直交する形で形成され、薄膜トランジスタを介してソー
ス信号線と接続される画素電極を有し、画素電極と画素電極に対向して設けられた対向電
極との間に液晶材料が保持されている液晶表示装置の製造方法において、基板上に、第１
金属膜および第２金属膜を順に積層した後、第１次のフォトエッチングを行うことにより
、上記薄膜トランジスタ ゲート信号線、およびゲート信号線の外部引き出
し電極部をそれぞれ形成する段階と、上記第１次のフォトエッチングによるパターンが形
成された基板の全面に絶縁膜、高抵抗半導体膜、及び低抵抗半導体膜を順に積層する段階
と、上記低抵抗半導体膜及び高抵抗半導体膜に対し、第２次のフォトエッチングを行うこ
とにより、上記薄膜トランジスタに半導体膜パターンを形成する段階と、上記半導体膜パ
ターンを形成した基板の全面に透明導電膜、第３金属膜、および第４金属膜を順に積層す
る段階と、上記第４金属膜、第３金属膜、透明導電膜、および半導体膜パターンの低抵抗
半導体膜に対し、第３次のフォトエッチングを行うことにより、上記ソース信号線、ソー
ス信号線の外部引き出し電極部、上記薄膜トランジスタのソース・ドレイン電極および画
素電極を形成する段階と、上記ソース・ドレイン電極および画素電極を形成した基板全面
に保護膜を形成する段階と、上記保護膜、および絶縁膜に対し、第４次のフォトエッチン
グを行うことにより、上記ゲート信号線の外部引き出し電極部、ソース信号線の外部引き
出し電極部、および画素電極を露出させる段階と、上記第４次フォトエッチングにおいて
用いられたフォトマスクをさらに用いて、露出した上記ゲート信号線の外部引き出し電極
部における第２金属膜と、露出した上記ソース信号線の外部引き出し電極部および画素電
極における第３金属膜および第４金属膜とをエッチングする段階とを含む方法である。
【００７７】
それゆえ、基板の全表面にわたって、上記透明導電膜、第３金属膜、および第４金属膜を
順に積層しても、既に上記半導体膜パターンが形成されているので、パターン化された半
導体膜パターンと、上記透明導電膜との間で対面する面積が小さいため、膜剥がれを生じ
ることがなく、良好な密着性が得られ、安定な製造歩留りを得ることができるという効果
を奏する。
【００７８】
請求項２に記載の製造方法は、以上のように、請求項１記載の方法に加えて、第１金属膜
を、チタンにより形成する方法である。
【００７９】
それゆえ、第１金属膜および第２金属膜を有するゲート信号線の外部引き出し電極部が、
たとえば、ＴＡＢ（ｔａｐｅ　ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｂｏｎｄｉｎｇ）法により、外部駆
動回路と接続される場合、ゲート信号線の外部引き出し端子となる第１金属膜をチタンと
するとともに、第２金属膜をアルミニウム等とすれば、ウェットエッチングを行うことに
より、第１金属膜であるチタンのみを残して選択的にフォトエッチングして、ゲート信号
線の外部引き出し端子をチタンにより形成できる。よって、上記方法では、チタンがアル
ミニウムと比べて酸化され難いことから、チタンからなる上記外部引き出し端子と外部駆
動回路との電気的接続における信頼性を向上できる液晶表示装置を簡単に安定して製造で
きるという効果を奏する。
【００８０】
請求項３に記載の製造方法は、以上のように、請求項１または２記載の方法に加えて、第
２金属膜を、アルミニウムまたはアルミニウム合金により形成する方法である。
【００８１】
それゆえ、配線抵抗を下げるという効果が得られるとともに、ウェットエッチングにより
容易に第１金属膜であるチタンのみを残す、選択的なフォトエッチングを確実に行えると
いう効果を奏する。
【００８２】
請求項４に記載の製造方法は、以上のように、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の
方法に加えて、第３金属膜をモリブデンにより形成する方法である。
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【００８３】
それゆえ、画素電極としてのＩＴＯが、上記モリブデンからなる第３金属膜によって、ア
ルミニウム等と直接接触することが防止されるため、アルミニウムによる電蝕を防止する
ことができる。また、モリブデンは、アルミニウムをウェットエッチングする際に用いる
燐酸と硝酸とを主成分とするエッチャント（薬液）により、容易にウェットエッチングし
て除去することができるため、アルミニウムと同時にウェットエッチングすることができ
、製造コストを低減できるという効果を奏する。
【００８４】
請求項５に記載の製造方法は、以上のように、請求項１ないし４のいずれか１項に記載の
方法に加えて、第４金属膜を、アルミニウムまたはアルミニウム合金により形成する方法
である。
【００８５】
それゆえ、画素電極およびゲート信号線の外部引き出し端子を露出させる段階において、
同じくアルミニウムまたはアルミニウム合金により形成された第２金属膜と第４金属膜と
を同時にウェットエッチングすることができるため、フォトエッチング工程を削減でき、
製造コストを低減できるという効果を奏する。
【００８６】
　請求項６に記載の製造方法は、以上のように、請求項１ないし５のいずれか１項に記載
の方法に加えて、

において、複数の上記ゲート信号線の外部引き
出し電極部および複数の上記ソース信号線の外部引き出し電極部の少なくとも何れか一つ
の露出部は、一つのコンタクトホールにより形成される方法である。
【００８７】
それゆえ、各露出部間に生じる保護膜と該露出部との段差が生じないため、オーバーハン
グによる不安定な断面構造が生じない。これにより、たとえば、ＴＡＢ法等を用いたソー
ス信号線の外部引き出し端子と外部駆動回路とを容易に接続することができるという効果
を奏する。
【００８８】
　請求項７に記載の製造方法は、以上のように、請求項１ないし６のいずれか１項に記載
の方法に加えて、

において、 画素電極の露出部 、該画素電
極よりも大きく形成 方法である。
【００８９】
それゆえ、画素電極とソース信号線との間の露出部に残存している不要部分である低抵抗
半導体膜を、画素電極の露出と同時に容易に除去することができるため、短絡不良を防止
でき、その上、製造歩留りを向上させることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１図（ａ）～（ｄ）は、本発明の一実施の形態にかかる液晶表示装置の製造方
法を説明するための、図２のＡ－Ａ’線における矢視断面図である。
【図２】本発明の一実施の形態にかかる液晶表示装置を構成するＴＦＴアレイ基板を示す
平面図である。
【図３】本発明の一実施の形態にかかる液晶表示装置の製造方法における、ＴＦＴアレイ
基板のゲート信号線の外部引き出し電極部の露出部の形成方法を説明する説明図である。
【図４】本発明の一実施の形態にかかる液晶表示装置の製造方法における、ＴＦＴアレイ
基板のソース信号線の外部引き出し電極部の露出部の形成方法を説明する説明図である。
【図５】第５図（ａ）～（ｄ）は、従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置を構成す
るＴＦＴアレイ基板におけるソース信号線の引き出し電極部周辺の製造工程を示す断面図
である。
【図６】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置を構成するＴＦＴアレイ基板の平面
図である。
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上記ゲート信号線の外部引き出し電極部、ソース信号線の外部引き出し
電極部、および画素電極を露出させる段階

上記ゲート信号線の外部引き出し電極部、ソース信号線の外部引き出し
電極部、および画素電極を露出させる段階 上記 は

される



【図７】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置を構成するＴＦＴアレイ基板におけ
る薄膜トランジスタ周辺の構造を説明する断面図である。
【符号の説明】
１　　　　　　ガラス基板
２　　　　　　第１金属膜
２’　　　　　第２金属膜
４　　　　　　高抵抗半導体膜（半導体膜パターン）
５　　　　　　低抵抗半導体膜（半導体膜パターン）
６　　　　　　透明導電膜
７　　　　　　第３金属膜
７’　　　　　第４金属膜
８　　　　　　保護膜
２１　　　　　　薄膜トランジスタ
２２　　　　　　ゲート信号線
２３　　　　　　ゲート信号線の外部引き出し電極部
２４　　　　　　ソース信号線
２５　　　　　　ソース信号線の外部引き出し電極部
２６　　　　　　画素電極
２７　　　　　　コンタクトホール
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