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(57)【要約】
【課題】液晶表示装置において開口率を確保しながら維
持キャパシタの静電容量を増加させる。
【解決手段】絶縁基板上に形成されるゲート配線と、ゲ
ート配線を覆うゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜上に形成
される半導体パターンと、ゲート線と絶縁されて交差す
るデータ線を含むデータ配線と、ゲート線と絶縁されて
交差する維持キャパシタ電極線と、データ配線、維持キ
ャパシタ電極線及び半導体パターンを覆っていてドレー
ン電極を露出する接触孔を有する保護膜と、保護膜の接
触孔を通じてドレーン電極に連結されており維持キャパ
シタ電極線と重なる画素電極と、複数の維持キャパシタ
電極線を１つに連結する共通連結線と、複数の維持キャ
パシタ電極線を連結する補助連結線とを含み、補助連結
線は維持キャパシタ電極線と同一の層に形成される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成されるゲート線及びゲート電極を含むゲート配線と、
　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成される半導体パターンと、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されていて、前記ゲート線と絶縁されて交差するデータ線、
前記データ線に連結されて前記半導体パターンに連結されるソース電極、前記ソース電極
に対応して前記半導体パターンに連結されるドレーン電極を含むデータ配線と、
　隣接した２つの前記データ線間に形成されていて、前記ゲート線と絶縁されて交差する
維持キャパシタ電極線と、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ電極線及び前記半導体パターンを覆っていて、前
記ドレーン電極を露出する接触孔を有する保護膜と、
　前記保護膜上に形成されており、前記接触孔を通じて前記ドレーン電極に連結されてお
り、前記維持キャパシタ電極線と重なる画素電極と、
　複数の前記維持キャパシタ電極線を１つに連結する共通連結線と、
　複数の前記維持キャパシタ電極線を連結する補助連結線と、
を含み、前記補助連結線は前記維持キャパシタ電極線と同一の層に形成されることを特徴
とする薄膜トランジスタ基板。
【請求項２】
　前記共通連結線は前記データ線と絶縁されて交差していて、前記画素電極と同一物質か
らなることを特徴とする、請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項３】
　前記共通連結線は前記データ線と絶縁されて交差しており、前記ゲート線と同一物質か
らなることを特徴とする、請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項４】
　前記保護膜に複数の前記維持キャパシタ電極線を露出する複数の接触孔が形成されてお
り、前記共通連結線が複数の前記接触孔を通じて複数の前記維持キャパシタ電極線に連結
されていることを特徴とする、請求項２に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項５】
　複数の前記維持キャパシタ電極線と前記補助連結線は同一物質で形成されることを特徴
とする、請求項４に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項６】
　前記ゲート線の一端に形成されるゲートパッドと、
　前記データ線の一端に形成されるデータパッドと、
　前記保護膜及び前記ゲート絶縁膜に前記ゲートパッドを露出する第１接触孔と、
　前記保護膜に前記データパッドを露出する第２接触孔と、
　前記第１及び第２接触孔を通じて前記ゲートパッド及び前記データパッドに連結される
補助ゲートパッド及び補助データパッドと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項７】
　請求項１による薄膜トランジスタ基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板に対向する対向基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板と前記対向基板の間に介在する液晶層と、
を含むことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項８】
　前記維持キャパシタの静電容量は前記液晶層の静電容量の９０％以上の大きさを有する
ことを特徴とする、請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記維持キャパシタの静電容量は前記液晶層の静電容量の９５％以上の大きさを有する
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ことを特徴とする、請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記共通連結線は前記データ線と絶縁されて交差しており、前記画素電極と同一物質か
らなることを特徴とする、請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記保護膜に複数の前記維持キャパシタ電極線を露出する複数の接触孔が形成されてお
り、前記共通連結線が複数の前記接触孔を通じて複数の前記維持キャパシタ電極線に連結
されていることを特徴とする、請求項１０に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　複数の前記維持キャパシタ電極線と前記補助連結線は同一物質で形成されることを特徴
とする、請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成されて、ゲート線及びゲート電極を含むゲート配線及び維持キャ
パシタ配線と、
　前記ゲート配線及び前記維持キャパシタ配線を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成される半導体パターンと、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されて、データ線、ソース電極及びドレーン電極を含むデー
タ配線及び前記維持キャパシタ配線の一部と重なって第１維持キャパシタを形成する維持
キャパシタ用導電体パターンと、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う
保護膜と、
　前記保護膜に前記ドレーン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターンを各々露出す
る第１及び第２接触孔と、
　前記保護膜上に形成されており、前記第１及び第２接触孔を通じて前記ドレーン電極及
び前記維持キャパシタ用導電体パターンに連結され、前記維持キャパシタ配線の一部と第
２維持キャパシタを形成する画素電極と、
を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ基板。
【請求項１４】
　前記維持キャパシタ配線は前記ゲート線に平行に位置する維持キャパシタ電極線及び前
記維持キャパシタ電極線に連結される維持キャパシタ電極パターンを含むことを特徴とす
る、請求項１３に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１５】
　前記維持キャパシタ電極パターンは前記維持キャパシタ用導電体パターンと重なって前
記第１維持キャパシタを形成し、
　前記維持キャパシタ電極線は前記画素電極と重なって前記第２維持キャパシタを形成す
ることを特徴とする、請求項１４に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１６】
　前記維持キャパシタ電極パターンは前記ゲート線及び前記データ線に囲まれた画素領域
の内部に形成されることを特徴とする、請求項１５に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１７】
　前記維持キャパシタ電極パターンは前記画素電極の縁部と重なり、前記データ線に沿っ
てバー形状に形成されることを特徴とする、請求項１５に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項１８】
　請求項１３による薄膜トランジスタ基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板に対向する対向基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板と前記対向基板の間に介在する液晶層と、
を含むことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１９】
　前記第１維持キャパシタ及び前記第２維持キャパシタの静電容量は前記液晶層の静電容
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量の９０％以上の大きさを有することを特徴とする、請求項１８に記載の液晶表示装置。
【請求項２０】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成されて、第１ゲート線、前記第１ゲート線に連結されるゲート電
極及び前記第１ゲート線と所定間隔をおいて位置する第２ゲート線を含むゲート配線と、
　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なって形成される半導体パターンと、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されて、前記第１及び第２ゲート線に交差するデータ線、ソ
ース電極及びドレーン電極を含むデータ配線及び前記第２ゲート線の一部と重なって第１
維持キャパシタを形成する維持キャパシタ用導電体パターンと、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う
保護膜と、
　前記保護膜に前記ドレーン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターンを各々露出す
る第１及び第２接触孔と、
　前記保護膜上に前記第１及び第２接触孔を通じて前記ドレーン電極及び前記維持キャパ
シタ用導電体パターンに連結されており、前記第２ゲート線の一部と重なって第２維持キ
ャパシタを形成する画素電極と、
を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ基板。
【請求項２１】
　請求項２０による薄膜トランジスタ基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板に対向する対向基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板と前記対向基板の間に介在する液晶層と、
を含むことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２２】
　前記第１維持キャパシタ及び前記第２維持キャパシタの静電容量は前記液晶層の静電キ
ャパシタの９０％以上の大きさを有することを特徴とする、請求項２１に記載の液晶表示
装置。
【請求項２３】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成されて、ゲート線及びゲート電極を含むゲート配線及び維持キャ
パシタ電極線と、
　前記ゲート配線及び前記維持キャパシタ電極線を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜に前記維持キャパシタ電極線を露出する第１接触孔と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なって形成される半導体パターンと、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されて、データ線、ソース電極及びドレーン電極を含むデー
タ配線及び前記第１接触孔を通じて前記維持キャパシタ電極線に連結される維持キャパシ
タ用導電体パターンと、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う
保護膜と、
　前記保護膜に前記ドレーン電極を露出する第２接触孔と、
　前記保護膜上に前記第２接触孔を通じて前記ドレーン電極に連結され、前記維持キャパ
シタ用導電体パターンと重なって第１維持キャパシタを形成し、前記維持キャパシタ電極
線の一部と重なって第２維持キャパシタを形成する画素電極と、
を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ基板。
【請求項２４】
　前記維持キャパシタ電極線は前記ゲート線に平行に形成されることを特徴とする、請求
項２３に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項２５】
　前記維持キャパシタ用導電体パターンは前記維持キャパシタ電極線に重なることを特徴
とする、請求項２３に記載の薄膜トランジスタ基板。
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【請求項２６】
　前記維持キャパシタ用導電体パターンは前記ゲート線及び前記データ線に囲まれた画素
領域の内部に形成されることを特徴とする、請求項２５に記載の薄膜トランジスタ基板。
【請求項２７】
　前記維持キャパシタ用導電体パターンは前記画素電極の縁部と重なり、前記データ線に
沿ってバー形状に形成されることを特徴とする、請求項２３に記載の薄膜トランジスタ基
板。
【請求項２８】
　請求項２３による薄膜トランジスタ基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板に対向する対向基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板と前記対向基板の間に介在する液晶層と、
を含むことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２９】
　前記第１維持キャパシタ及び前記第２維持キャパシタの静電容量は前記液晶層の静電容
量の９０％以上の大きさを有することを特徴とする、請求項２８に記載の液晶表示装置。
【請求項３０】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成されて、第１ゲート線、前記第１ゲート線に連結されるゲート電
極及び前記第１ゲート線と所定間隔をおいて位置する第２ゲート線を含むゲート配線と、
　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記第２ゲート線の一部を露出する第１接触孔と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なって形成される半導体パターンと、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されて、前記第１及び第２ゲート線に交差するデータ線、ソ
ース電極及びドレーン電極を含むデータ配線及び第１接触孔を通じて前記第２ゲート線に
連結される維持キャパシタ用導電体パターンと、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う
保護膜と、
　前記保護膜に前記ドレーン電極を露出する第２接触孔と、
　前記保護膜上に第２接触孔を通じて前記ドレーン電極に連結され、前記維持キャパシタ
用導電体パターンと重なって第１維持キャパシタを形成し、前記第２ゲート線の一部と重
なって第２維持キャパシタを形成する画素電極と、
を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ基板。
【請求項３１】
　請求項３０による薄膜トランジスタ基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板に対向する対向基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板と前記対向基板の間に介在する液晶層と、
を含むことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３２】
　前記第１維持キャパシタ及び第２維持キャパシタの静電容量は前記液晶層の静電容量の
９０％以上の大きさを有することを特徴とする、請求項３１に記載の液晶表示装置。
【請求項３３】
　絶縁基板上にゲート線及びゲート電極を含むゲート配線及び維持キャパシタ配線を形成
する段階と、
　前記ゲート配線及び前記維持キャパシタ配線を覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体パターンを形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されて、データ線、ソース電極及びドレーン電極を含むデー
タ配線及び前記維持キャパシタ配線の一部と重なって第１維持キャパシタを形成する維持
キャパシタ用導電体パターンを形成する段階と、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う
保護膜を形成する段階と、
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　前記保護膜に前記ドレーン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターンを各々露出す
る第１及び第２接触孔を形成する段階と、
　前記保護膜上に前記第１及び第２接触孔を通じて前記ドレーン電極及び前記維持キャパ
シタ用導電体パターンに連結され、前記維持キャパシタ配線の一部と共に第２維持キャパ
シタを形成する画素電極を形成する段階と、
を含む薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３４】
　前記維持キャパシタ配線は前記ゲート線に平行に位置する維持キャパシタ電極線及び前
記維持キャパシタ電極線に連結される維持キャパシタ電極パターンを含むことを特徴とす
る、請求項３３に記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３５】
　絶縁基板上に第１ゲート線、前記第１ゲート線に連結されるゲート電極及び前記第１ゲ
ート線と所定間隔をおいて平行に位置する第２ゲート線を含むゲート配線を形成する段階
と、
　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なる半導体パターンを形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記第１及び第２ゲート線に交差するデータ線、ソース電極及び
ドレーン電極を含むデータ配線及び前記第２ゲート線の一部と共に第１維持用量を形成す
る維持キャパシタ用導電体パターンを形成する段階と、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う
保護膜を形成する段階と、
　前記保護膜に前記ドレーン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターンを各々露出す
る第１及び第２接触孔を形成する段階と、
　前記保護膜上に前記第１及び第２接触孔を通じて前記ドレーン電極及び前記維持キャパ
シタ用導電体パターンに連結されており、前記第２ゲート配線のゲート線の一部と重なっ
て第２維持キャパシタを形成する画素電極を形成する段階と、
を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３６】
　絶縁基板上にゲート線及びゲート電極を含むゲート配線及び維持キャパシタ電極線を形
成する段階と、
　前記ゲート配線及び前記維持キャパシタ電極線を覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜に前記維持キャパシタ電極線を露出する第１接触孔を形成する段階と
、
　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なる半導体パターンを形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上にデータ線、ソース電極及びドレーン電極を含むデータ配線及び前
記第１接触孔を通じて前記維持キャパシタ電極線に連結される維持キャパシタ用導電体パ
ターンを形成する段階と、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う
保護膜を形成する段階と、
　前記保護膜に前記ドレーン電極を露出する第２接触孔を形成する段階と、
　前記保護膜上に前記第２接触孔を通じて前記ドレーン電極に連結されて、前記維持キャ
パシタ用導電体パターンと重なって第１維持キャパシタを形成し、前記維持キャパシタ電
極線の一部と重なって第２維持キャパシタを形成する画素電極を形成する段階と、
を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３７】
　絶縁基板上に第１ゲート線、前記第１ゲート線に連結されるゲート電極及び前記第１ゲ
ート線と所定間隔をおいて平行に位置する第２ゲート線を含むゲート配線を形成する段階
と、
　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜に前記第２ゲート線の一部を露出する第１接触孔を形成する段階と、
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　前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なる半導体パターンを形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記第１及び第２ゲート線に交差するデータ線、ソース電極及び
ドレーン電極を含むデータ配線及び第１接触孔を通じて前記第２ゲートに連結される維持
キャパシタ用導電体パターンを形成する段階と、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う
保護膜を形成する段階と、
　前記保護膜に前記ドレーン電極を露出する第２接触孔を形成する段階と、
　前記保護膜上に第２接触孔を通じて前記ドレーン電極に連結され、前記維持キャパシタ
用導電体パターンと重なって第１維持キャパシタを形成し、前記第２ゲート配線のゲート
線の一部と重なって第２維持キャパシタを形成する画素電極を形成する段階と、
を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項３８】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成されるゲート線及びゲート電極を含むゲート配線と、
　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成される半導体パターンと、
　前記ゲート絶縁膜上に形成されていて、前記ゲート線と絶縁されて交差するデータ線、
前記データ線に連結されて前記半導体パターンに連結されるソース電極、前記ソース電極
に対応して前記半導体パターンに連結されるドレーン電極を含むデータ配線と、
　隣接した２つの前記データ線間に形成されていて、前記ゲート線と絶縁されて交差する
維持キャパシタ電極線と、
　前記データ配線、前記維持キャパシタ電極線及び前記半導体パターンを覆っていて、前
記ドレーン電極を露出する接触孔を有する保護膜と、
　前記保護膜上に形成されており、前記接触孔を通じて前記ドレーン電極に連結されてお
り、前記維持キャパシタ電極線と重なる画素電極と、
　複数の前記維持キャパシタ電極線を１つに連結する共通連結線と、
　複数の前記維持キャパシタ電極線を連結する補助連結線と、
を含み、
　前記共通連結線は、データ駆動部に近い表示領域の外部で上記複数の維持キャパシタ電
極線の一端を１つに連結し、
　前記補助連結線は前記データ駆動部から遠く離れている表示領域の外部で前記複数の維
持キャパシタ電極線を連結し、
　前記補助連結線は前記維持キャパシタ電極線と同一の層に形成されることを特徴とする
薄膜トランジスタ基板。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄膜トランジスタ基板及びその製造方法と液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は現在広く用いられている平板表示装置のうちの１つであって、互いに対
向する２つの電極が形成されている２枚の基板と、その間に挿入されている液晶層で構成
されており、これら電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって
液晶層に透過する光の量を調節する方式で画像を表示する。ここで、対向する２つの電極
は２枚の基板のうちの１つの基板に全て形成することができる。
【０００３】
　通常の場合、液晶表示装置の２枚の基板のうちの１つである薄膜トランジスタ基板には
複数個のゲート線と複数個のデータ線が交差して複数個の画素領域が定義されており、画
素領域各々にはゲート線とデータ線に電気的に連結される薄膜トランジスタ及び薄膜トラ



(8) JP 2009-145908 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

ンジスタに電気的に連結される画素電極が形成されている。
　このような液晶表示装置で、２枚の基板の間に位置する液晶に印加された液晶電圧を安
定的に維持するために維持キャパシタを薄膜トランジスタ基板に形成する。このために、
ゲート線と同一層に維持キャパシタ配線を形成するが、この維持キャパシタ配線は画素電
極と重なって維持キャパシタを形成する。
【０００４】
　しかし、液晶表示装置の輝度を高くしたり、応答速度を急速にするために維持キャパシ
タの静電容量を増加させなければならず、このために維持キャパシタ配線の面積を大きく
する必要があるが、このような場合には開口率が減少する問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が目的とする技術的課題は、開口率を確保しながら維持キャパシタの静電容量を
増加させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような技術的課題を解決するために、本発明ではデータ線と同一層に維持キャパシ
タ配線を形成したり、維持キャパシタでの絶縁膜厚さを最少化する。
　さらに詳しくは、本発明による薄膜トランジスタ基板では、絶縁基板と、前記絶縁基板
上に形成されるゲート線及びゲート電極を含むゲート配線と、前記ゲート配線を覆うゲー
ト絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成される半導体パターンと、前記ゲート絶縁膜上に
形成されていて、前記ゲート線と絶縁されて交差するデータ線、前記データ線に連結され
て前記半導体パターンに連結されるソース電極、前記ソース電極に対応して前記半導体パ
ターンに連結されるドレーン電極を含むデータ配線と、隣接した２つの前記データ線間に
形成されていて、前記ゲート線と絶縁されて交差する維持キャパシタ電極線と、前記デー
タ配線、前記維持キャパシタ電極線及び前記半導体パターンを覆っていて、前記ドレーン
電極を露出する接触孔を有する保護膜と、前記保護膜上に形成されており、前記接触孔を
通じて前記ドレーン電極に連結されており、前記維持キャパシタ電極線と重なる画素電極
と、
　複数の前記維持キャパシタ電極線を１つに連結する共通連結線と、複数の前記維持キャ
パシタ電極線を連結する補助連結線とを含み、前記補助連結線は前記維持キャパシタ電極
線と同一の層に形成される。
【０００７】
　本発明の他の観点による薄膜トランジスタ基板は、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成
されて、ゲート線及びゲート電極を含むゲート配線及び維持キャパシタ配線と、前記ゲー
ト配線及び前記維持キャパシタ配線を覆うゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成さ
れる半導体パターンと、前記ゲート絶縁膜上に形成されて、データ線、ソース電極及びド
レーン電極を含むデータ配線及び前記維持キャパシタ配線の一部と重なって第１維持キャ
パシタを形成する維持キャパシタ用導電体パターンと、前記データ配線、前記維持キャパ
シタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う保護膜と、前記保護膜に前記ドレー
ン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターンを各々露出する第１及び第２接触孔と、
前記保護膜上に形成されており、前記第１及び第２接触孔を通じて前記ドレーン電極及び
前記維持キャパシタ用導電体パターンに連結され、前記維持キャパシタ配線の一部と第２
維持キャパシタを形成する画素電極とを含む。
【０００８】
　本発明に係る液晶表示装置は、前述したような薄膜トランジスタ基板と、前記薄膜トラ
ンジスタ基板に対向する対向基板と、前記薄膜トランジスタ基板と前記対向基板の間に介
在する液晶層とを含む。
　本発明の他の観点による薄膜トランジスタ基板は、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成
されて、第１ゲート線、前記第１ゲート線に連結されるゲート電極及び前記第１ゲート線
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と所定間隔をおいて位置する第２ゲート線を含むゲート配線と、前記ゲート配線を覆うゲ
ート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なって形成される半導体パター
ンと、前記ゲート絶縁膜上に形成されて、前記第１及び第２ゲート線に交差するデータ線
、ソース電極及びドレーン電極を含むデータ配線及び前記第２ゲート線の一部と重なって
第１維持キャパシタを形成する維持キャパシタ用導電体パターンと、前記データ配線、前
記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う保護膜と、前記保護膜
に前記ドレーン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターンを各々露出する第１及び第
２接触孔と、前記保護膜上に前記第１及び第２接触孔を通じて前記ドレーン電極及び前記
維持キャパシタ用導電体パターンに連結されており、前記第２ゲート線の一部と重なって
第２維持キャパシタを形成する画素電極とを含む。
【０００９】
　本発明に係る液晶表示装置は、前述したような薄膜トランジスタ基板と、前記薄膜トラ
ンジスタ基板に対向する対向基板と、前記薄膜トランジスタ基板と前記対向基板の間に介
在する液晶層とを含む。
　本発明の他の観点による薄膜トランジスタ基板は、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成
されて、ゲート線及びゲート電極を含むゲート配線及び維持キャパシタ電極線と、前記ゲ
ート配線及び前記維持キャパシタ電極線を覆うゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜に前記
維持キャパシタ電極線を露出する第１接触孔と、前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に
重なって形成される半導体パターンと、前記ゲート絶縁膜上に形成されて、データ線、ソ
ース電極及びドレーン電極を含むデータ配線及び前記第１接触孔を通じて前記維持キャパ
シタ電極線に連結される維持キャパシタ用導電体パターンと、前記データ配線、前記維持
キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う保護膜と、前記保護膜に前記
ドレーン電極を露出する第２接触孔と、前記保護膜上に前記第２接触孔を通じて前記ドレ
ーン電極に連結され、前記維持キャパシタ用導電体パターンと重なって第１維持キャパシ
タを形成し、前記維持キャパシタ電極線の一部と重なって第２維持キャパシタを形成する
画素電極とを含む。
【００１０】
　本発明に係る液晶表示装置は、前述したような薄膜トランジスタ基板と、前記薄膜トラ
ンジスタ基板に対向する対向基板と、前記薄膜トランジスタ基板と前記対向基板の間に介
在する液晶層とを含む。
　本発明の他の観点による薄膜トランジスタ基板は、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成
されて、第１ゲート線、前記第１ゲート線に連結されるゲート電極及び前記第１ゲート線
と所定間隔をおいて位置する第２ゲート線を含むゲート配線と、前記ゲート配線を覆うゲ
ート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に前記第２ゲート線の一部を露出する第１接触孔と、
前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なって形成される半導体パターンと、前記ゲー
ト絶縁膜上に形成されて、前記第１及び第２ゲート線に交差するデータ線、ソース電極及
びドレーン電極を含むデータ配線及び第１接触孔を通じて前記第２ゲート線に連結される
維持キャパシタ用導電体パターンと、前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パタ
ーン及び前記半導体パターンを覆う保護膜と、前記保護膜に前記ドレーン電極を露出する
第２接触孔と、前記保護膜上に第２接触孔を通じて前記ドレーン電極に連結され、前記維
持キャパシタ用導電体パターンと重なって第１維持キャパシタを形成し、前記第２ゲート
線の一部と重なって第２維持キャパシタを形成する画素電極とを含む。
【００１１】
　本発明に係る液晶表示装置は、前述したような薄膜トランジスタ基板と、前記薄膜トラ
ンジスタ基板に対向する対向基板と、前記薄膜トランジスタ基板と前記対向基板の間に介
在する液晶層とを含む。
　本発明に係る薄膜トランジスタ基板の製造方法は、絶縁基板上にゲート線及びゲート電
極を含むゲート配線及び維持キャパシタ配線を形成する段階と、前記ゲート配線及び前記
維持キャパシタ配線を覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に半導体
パターンを形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に形成されて、データ線、ソース電極及
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びドレーン電極を含むデータ配線及び前記維持キャパシタ配線の一部と重なって第１維持
キャパシタを形成する維持キャパシタ用導電体パターンを形成する段階と、前記データ配
線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う保護膜を形成す
る段階と、前記保護膜に前記ドレーン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターンを各
々露出する第１及び第２接触孔を形成する段階と、前記保護膜上に前記第１及び第２接触
孔を通じて前記ドレーン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターンに連結され、前記
維持キャパシタ配線の一部と共に第２維持キャパシタを形成する画素電極を形成する段階
とを含む。
【００１２】
　本発明の他の観点による薄膜トランジスタ基板の製造方法は、絶縁基板上に第１ゲート
線、前記第１ゲート線に連結されるゲート電極及び前記第１ゲート線と所定間隔をおいて
平行に位置する第２ゲート線を含むゲート配線を形成する段階と、前記ゲート配線を覆う
ゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なる半導体パ
ターンを形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に前記第１及び第２ゲート線に交差するデ
ータ線、ソース電極及びドレーン電極を含むデータ配線及び前記第２ゲート線の一部と共
に第１維持用量を形成する維持キャパシタ用導電体パターンを形成する段階と、前記デー
タ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う保護膜を形
成する段階と、前記保護膜に前記ドレーン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターン
を各々露出する第１及び第２接触孔を形成する段階と、前記保護膜上に前記第１及び第２
接触孔を通じて前記ドレーン電極及び前記維持キャパシタ用導電体パターンに連結されて
おり、前記第２ゲート配線のゲート線の一部と重なって第２維持キャパシタを形成する画
素電極を形成する段階とを含む。
【００１３】
　本発明のさらに他の観点による薄膜トランジスタ基板の製造方法は、絶縁基板上にゲー
ト線及びゲート電極を含むゲート配線及び維持キャパシタ電極線を形成する段階と、前記
ゲート配線及び前記維持キャパシタ電極線を覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲ
ート絶縁膜に前記維持キャパシタ電極線を露出する第１接触孔を形成する段階と、前記ゲ
ート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なる半導体パターンを形成する段階と、前記ゲート絶
縁膜上にデータ線、ソース電極及びドレーン電極を含むデータ配線及び前記第１接触孔を
通じて前記維持キャパシタ電極線に連結される維持キャパシタ用導電体パターンを形成す
る段階と、前記データ配線、前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パター
ンを覆う保護膜を形成する段階と、前記保護膜に前記ドレーン電極を露出する第２接触孔
を形成する段階と、前記保護膜上に前記第２接触孔を通じて前記ドレーン電極に連結され
て、前記維持キャパシタ用導電体パターンと重なって第１維持キャパシタを形成し、前記
維持キャパシタ電極線の一部と重なって第２維持キャパシタを形成する画素電極を形成す
る段階とを含む。
【００１４】
　本発明の他の観点による薄膜トランジスタ基板の製造方法は、絶縁基板上に第１ゲート
線、前記第１ゲート線に連結されるゲート電極及び前記第１ゲート線と所定間隔をおいて
平行に位置する第２ゲート線を含むゲート配線を形成する段階と、前記ゲート配線を覆う
ゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜に前記第２ゲート線の一部を露出する
第１接触孔を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に前記ゲート電極に重なる半導体パタ
ーンを形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に前記第１及び第２ゲート線に交差するデー
タ線、ソース電極及びドレーン電極を含むデータ配線及び第１接触孔を通じて前記第２ゲ
ートに連結される維持キャパシタ用導電体パターンを形成する段階と、前記データ配線、
前記維持キャパシタ用導電体パターン及び前記半導体パターンを覆う保護膜を形成する段
階と、前記保護膜に前記ドレーン電極を露出する第２接触孔を形成する段階と、前記保護
膜上に第２接触孔を通じて前記ドレーン電極に連結され、前記維持キャパシタ用導電体パ
ターンと重なって第１維持キャパシタを形成し、前記第２ゲート配線のゲート線の一部と
重なって第２維持キャパシタを形成する画素電極を形成する段階とを含む。
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【００１５】
　本発明の他の観点による薄膜トランジスタ基板は、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成
されるゲート線及びゲート電極を含むゲート配線と、前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜
と、前記ゲート絶縁膜上に形成される半導体パターンと、前記ゲート絶縁膜上に形成され
ていて、前記ゲート線と絶縁されて交差するデータ線、前記データ線に連結されて前記半
導体パターンに連結されるソース電極、前記ソース電極に対応して前記半導体パターンに
連結されるドレーン電極を含むデータ配線と、隣接した２つの前記データ線間に形成され
ていて、前記ゲート線と絶縁されて交差する維持キャパシタ電極線と、前記データ配線、
前記維持キャパシタ電極線及び前記半導体パターンを覆っていて、前記ドレーン電極を露
出する接触孔を有する保護膜と、前記保護膜上に形成されており、前記接触孔を通じて前
記ドレーン電極に連結されており、前記維持キャパシタ電極線と重なる画素電極と、複数
の前記維持キャパシタ電極線を１つに連結する共通連結線と、複数の前記維持キャパシタ
電極線を連結する補助連結線とを含み、前記共通連結線は、データ駆動部に近い表示領域
の外部で上記複数の維持キャパシタ電極線の一端を１つに連結し、前記補助連結線は前記
データ駆動部から遠く離れている表示領域の外部で前記複数の維持キャパシタ電極線を連
結し、前記補助連結線は前記維持キャパシタ電極線と同一の層に形成される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明による液晶表示装置では、開口率を減少させずに維持キャパシタの静電容量を増
加させることができ、応答速度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図である。
【図２】図１で切断線II-II'に沿って切断した薄膜トランジスタ基板の断面図である。
【図３】図１で切断線III-III'に沿って切断した薄膜トランジスタ基板の断面図である。
【図４】本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板でのゲート線、データ線及び維
持キャパシタ電極線の配線配置図である。
【図５Ａ】本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板を製造するための第１製造段
階での基板の配置図である。
【図５Ｂ】図５ＡでVb-Vb'線に沿って切断した基板の断面図である。
【図５Ｃ】図５ＡでVc-Vc'線に沿って切断した基板の断面図である。
【図６Ａ】図５Ａの次の製造段階での基板の配置図である。
【図６Ｂ】図６ＡでVIb-VIb'線に沿って切断した基板の断面図である。
【図６Ｃ】図６ＡでVIc-VIc'線に沿って切断した基板の断面図である。
【図７Ａ】図６Ａの次の製造段階での基板の配置図である。
【図７Ｂ】図７ＡでVIIb-VIIb'線に沿って切断した基板の断面図である。
【図７Ｃ】図７ＡでVIIc-VIIc'線に沿って切断した基板の断面図である。
【図８】本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図である。
【図９】図８に示した切断線IX-IX'に沿って切断した薄膜トランジスタ基板の断面図であ
る。
【図１０Ａ】本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板を製造するための第１段階
での基板の配置図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａに示した切断線Xb-Xb'に沿って切断した基板の断面図である。
【図１１Ａ】図１０Ａの次の製造段階での基板の配置図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａに示した切断線XIb-XIb'に沿って切断した基板の断面図である。
【図１２Ａ】図１１Ａの次の製造段階での基板の配置図である。
【図１２Ｂ】図１２Ａに示した切断線XIIb-XIIb'により切断した基板の断面図である。
【図１３Ａ】図１２Ａの次の製造段階での基板の配置図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａに示した切断線XIIIb-XIIIb'に沿って切断した基板の断面図である
。
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【図１４】本発明の第３実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図である。
【図１５】図１４に示した切断線XV-XV'に沿って切断した薄膜トランジスタ基板の断面図
である。
【図１６】本発明の第４実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図である。
【図１７】図１６に示した切断線XVII-XVII'に沿って切断した薄膜トランジスタ基板の断
面図である。
【図１８】本発明の第５実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図である。
【図１９】図１８に示した切断線XIX-XIX'に沿って切断した薄膜トランジスタ基板の断面
図である。
【図２０Ａ】本発明の第５実施例による薄膜トランジスタ基板を製造するための第１段階
での基板の配置図である。
【図２０Ｂ】図２０Ａに示した切断線XXb-XXb'に沿って切断した基板の断面図である。
【図２１Ａ】図２０Ａの次の製造段階での基板の配置図である。
【図２１Ｂ】図２１Ａに示した切断線XXIb-XXIb'に沿って切断した基板の断面図である。
【図２２Ａ】図２１Ａの次の製造段階での基板の配置図である。
【図２２Ｂ】図２２Ａに示した切断線XXIIb-XXIIb'に沿って切断した基板の断面図である
。
【図２３Ａ】図２２Ａの次の製造段階での基板の配置図である。
【図２３Ｂ】図２３Ａに示した切断線XXIIIb-XXIIIb'に沿って切断した基板の断面図であ
る。
【図２４Ａ】図２３Ａの次の製造段階での基板の配置図である。
【図２４Ｂ】図２４Ａに示した切断線XXIVb-XXIVb'に沿って切断した基板の断面図である
。
【図２５】本発明の第６実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図である。
【図２６】図２５に示した切断線XXVI-XXVI'に沿って切断した薄膜トランジスタ基板の断
面図である。
【図２７】本発明の第７実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図である。
【図２８】図２７に示した切断線XXVIII-XXVIII'に沿って切断した薄膜トランジスタ基板
の断面図である。
【図２９】液晶表示装置での応答速度波形曲線を示したものである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付した図面を参照して本発明を詳細に説明する。
　図１は本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板の配置図を示しており、図２及
び図３は図１で切断線II-II'及びIII-III'に沿って切断して示した薄膜トランジスタ基板
の断面図を示している。
　絶縁基板１０上にアルミニウムまたはアルミニウム合金、クロムまたはクロム合金、モ
リブデンまたはモリブデン合金、窒化クロムまたは窒化モリブデンなどの導電物質からな
る１０００～３５００Å厚さのゲート配線が形成されている。ゲート配線は横方向に延び
ているゲート線２２、ゲート線２２の一端に連結されて外部駆動回路（図示せず）と電気
的に接触するゲートパッド２４及びゲート線２２の一部であって、薄膜トランジスタの一
端子であるゲート電極２６を含む。
【００１９】
　この時、ゲート配線２２、２４、２６は二重層以上の構造で形成することができるが、
この場合、少なくとも１つの層は低抵抗特性を有する金属物質で形成し、他の層は他の物
質との接触特性に優れた物質で形成するのが好ましい。
　絶縁基板１０上には窒化ケイ素または酸化ケイ素のような絶縁物質からなる２５００～
４５００Å厚さのゲート絶縁膜３０が形成されてゲート配線２２、２４、２６を覆ってい
る。
【００２０】
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　ゲート絶縁膜３０上にはゲート電極２６と重なって、非晶質シリコンなどからなる８０
０～１５００Å厚さの半導体パターン４２が形成されている。半導体パターン４２上には
N型不純物が高濃度でドーピングされている非晶質シリコンなどからなる５００～８００
Å厚さの抵抗性接触層（ohmic contact layer）５５、５６が形成されている。
　抵抗性接触層５５、５６とゲート絶縁膜３０上にはアルミニウムまたはアルミニウム合
金、クロムまたはクロム合金、モリブデンまたはモリブデン合金、窒化クロムまたは窒化
モリブデンのような導電物質からなる５００～３５００Å厚さのデータ配線及び維持キャ
パシタ電極線６９が形成されている。      データ配線は縦方向に延びており、ゲート線
２２と交差して画素領域を定義するデータ線６２、データ線６２の一端に連結されており
、外部駆動回路と電気的に接触するデータパッド６４、データ線６２に連結されていて、
１つの抵抗性接触層５５上にまで延びているソース電極６５及びソース電極６５の対向し
て他の１つの抵抗性接触層５６の上から画素領域内部のゲート絶縁膜３０の上にまで延び
ているドレーン電極６６を含む。
【００２１】
　維持キャパシタ電極線６９はこのようなデータ配線６２、６４、６５、６６と同一層に
データ線６２のように縦方向に延びて形成されており、データ線６２と交互に配列されて
いる。このような維持キャパシタ電極線６９は後述する画素電極８２と重なって維持キャ
パシタを形成する。
　ここで、データ配線６２、６４、６５、６６及び維持キャパシタ電極線６９は二重層以
上の構造で形成することができるが、この場合、少なくとも１つの層は低抵抗特性を有す
る金属物質で形成するのが好ましい。
【００２２】
　このようなデータ配線６２、６４、６５、６６、維持キャパシタ電極線６９及び半導体
パターン４２を窒化ケイ素または酸化ケイ素のような絶縁物質からなる５００～２０００
Å厚さの保護膜７０が覆っている。
　保護膜７０にはドレーン電極６６、データパッド６４を露出する第１及び第２接触孔７
２、７４が形成されており、ゲート絶縁膜３０と共にゲートパッド２４を露出する第３接
触孔７６が形成されている。また、保護膜７０にはデータパッド６４側に位置する維持キ
ャパシタ電極線６９の端部を露出する第４接触孔７９も形成されている。
【００２３】
　保護膜７０上にはデータ線６２から画像信号を受けて上板の共通電極（図示せず）と共
に電場を生成する画素電極８２が形成されている。画素電極８２は第１接触孔７２を通じ
てドレーン電極６６と電気的に連結されている。
　ここで、画素電極８２は保護膜７０を間に置いて維持キャパシタ電極線６９と重なって
維持キャパシタを形成する。複数の画素電極８２と維持キャパシタ電極線６９の間に露出
している保護膜７０は薄層であるので、維持キャパシタ電極線６９の幅が狭くても静電容
量は大きい。
【００２４】
　また、保護膜７０上には第２及び第３接触孔７４、７６を通じてデータパッド６４及び
ゲートパッド２４に連結される補助データパッド８４及び補助ゲートパッド８６が形成さ
れている。また、第４接触孔７９を通じて基板上の維持キャパシタ電極線６９の全てを１
つに連結する共通連結線８８が画素領域の集合である表示領域の外部にゲート線２２と平
行に位置して形成されている。
【００２５】
　画素電極８２、補助データパッド８４、補助ゲートパッド８６及び共通連結線８８はIT
OまたはIZOのような透明導電物質で同一層に形成されている。
　この時、共通連結線８８はゲート配線２２、２４、２６を形成する過程でゲート配線２
２、２４、２６と同一物質で形成することができる。この場合、ゲート絶縁膜３０に共通
連結線８８を露出する複数の接触孔が形成されなければならず、この接触孔を通じてゲー
ト絶縁膜３０上に形成される複数の維持キャパシタ電極線６９と共通連結線８８が接触す
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る。
【００２６】
　本発明において、維持キャパシタ電極線６９及び共通連結線８８の配列状態を図４を参
照して詳細に説明する。図４は本発明の第１実施例による薄膜トランジスタ基板のゲート
線、データ線及び維持キャパシタ電極線の配列状態を示したものである。
　図４に示したように、横方向にのびたゲート線２２複数個が平行に配列されており、縦
方向にのびたデータ線６２複数個が平行に配列されている。ここで、ゲート線２２及びデ
ータ線６２が互いに交差して定義する画素領域の集合は表示領域１１０である。
【００２７】
　ここで、データ線６２の一端、つまり、データパッドになる部分はデータ駆動回路３０
０と電気的に連結されてデータ駆動回路からデータ信号を受ける。同様に、ゲート線２２
の一端、つまり、ゲートパッドになる部分はゲート駆動回路（図示せず）と電気的に連結
されてゲート駆動回路からゲート信号を受ける。
　ここで、維持キャパシタ電極線６９はデータ線６２と交互に位置しているが、これら維
持キャパシタ電極線６９は表示領域１１０外部で補助連結線６１によって１つに連結され
ている。この時、維持キャパシタ電極線６９と補助連結線６１は同一物質を使用して共通
に連結されるように形成されるのが好ましい。
【００２８】
　一方、基板の上部、つまり、データ駆動回路側に位置する維持キャパシタ電極線６９の
端部には維持キャパシタ電極線６９を全て連結する共通連結線８８が形成されている。こ
の時、共通連結線８８は、図１～図３を参照して説明したように、維持キャパシタ電極線
６９とは別の配線、例えば、画素電極８２と同一物質で形成したり、ゲート配線２２、２
４、２６と同一物質で形成するのが好ましい。これは、共通連結線８８が表示領域１１０
外部でデータ駆動回路３００と連結されるデータ線６２部分と短絡されることを防止する
ためである。
【００２９】
　維持キャパシタ電極線６９はデータ駆動回路３００に電気的に連結されてデータ駆動回
路３００から共通電極電位の供給を受ける。以下、本発明の第１実施例による薄膜トラン
ジスタ基板の製造方法について前記図５Ａ～図７Ｃ及び図１～図４を参照して詳細に説明
する。
　まず、図５Ａ、図５Ｂ及び図５Ｃに示したように、絶縁基板１０上にゲート配線用金属
層を蒸着した後、この金属層を写真エッチング工程でパターニングしてゲート配線２２、
２４、２６を形成する。ゲート配線２２、２４、２６はゲート線２２、ゲートパッド２４
及びゲート電極２６を含む。
【００３０】
　次に、絶縁基板１０上に窒化ケイ素のような絶縁物質からなるゲート絶縁膜３０を蒸着
してゲート配線２２、２４、２６を覆う。
　次に、ゲート絶縁膜３０上に非晶質シリコン層及び導電型不純物がドーピングされた非
晶質シリコン層を順次に形成した後、この２つのケイ素層を写真エッチング工程でパター
ニングして半導体パターン４２と抵抗性接触層パターン５２を形成する。
【００３１】
　次に、図６Ａ、図６Ｂ及び図６Ｃに示したように、基板の露出された前面上にデータ配
線用金属層を蒸着した後、この金属層を写真エッチング工程でパターニングしてデータ配
線６２、６４、６５、６６及び維持キャパシタ電極線６９を形成する。データ配線６２、
６４、６５、６６はデータ線６２、データパッド６４、ソース電極６５及びドレーン電極
６６を含む。この時、維持キャパシタ電極線６９はデータ線６２と交互に配列されるよう
に形成する。
【００３２】
　次に、ソース電極６５とドレーン電極６６をマスクとして抵抗性接触層パターン５２を
エッチングしてソース電極６５と接触する抵抗性接触層５５及びドレーン電極６６と接触
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する第２部分５６に分離する。
　次に、図７Ａ、図７Ｂ及び図７Ｃに示したように、データ配線６２、６４、６５、６６
、維持キャパシタ電極線６９及び半導体パターン４２を覆う保護膜７０を形成する。この
時、保護膜７０は窒化ケイ素のような絶縁物質層を薄く蒸着して形成するが、目的とする
維持キャパシタの静電容量を考慮してその厚さを適切に考慮するのが好ましい。
【００３３】
　次に、保護膜７０及びゲート絶縁膜３０を写真エッチング工程でパターニングして、第
１～第４接触孔７２、７４、７６、７９を形成する。
　次に、図１、図２及び図３に示したように、第１～第４接触孔７２、７４、７６、７９
を通じて露出された配線部分を含む基板の露出された前面上にITOまたはIZOからなる透明
導電層を蒸着する。
【００３４】
　次に、この透明導電層を写真エッチング工程でパターニングして第１接触孔７２を通じ
てドレーン電極６６に連結される画素電極８２、第２及び第３接触孔７４、７６を通じて
データパッド６４及びゲートパッド２４に連結される補助データパッド８４及び補助ゲー
トパッド８６、第４接触孔７９を通じて基板上の維持キャパシタ電極線６９を全て連結す
る共通連結線８８を形成する。
【００３５】
　ここで、共通連結線８８はゲート配線２２、２４、２６と同一物質で形成することがで
きる。このために、ゲート配線２２、２４、２６を形成する過程で共通連結線を形成して
、後続工程であるゲート絶縁膜３０を形成する。次に、ゲート絶縁膜３０に共通連結線を
露出する複数の接触孔を形成した後、データ配線６２、６４、６５、６６を形成しながら
維持キャパシタ電極線６９を形成する。この過程で、維持キャパシタ電極線６９を露出す
る複数の接触孔を通じて共通連結線と共通に連結される。
【００３６】
　前述のように、本発明では薄い保護膜を間に置いてデータ線と同一層に維持キャパシタ
電極線を形成して画素電極と重ねて維持キャパシタを形成する。
　本発明の第１実施例では保護膜のみを利用して維持キャパシタを形成したが、ゲート絶
縁膜のみを利用して維持キャパシタを形成することができ、これについて図面を参照して
詳細に説明する。
【００３７】
　図８は本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図を示しており、図９は
図８の切断線IX-IX'に沿って切断した薄膜トランジスタ基板の断面図を示している。
　絶縁基板１０上にアルミニウムまたはアルミニウム合金、クロムまたはクロム合金、モ
リブデンまたはモリブデン合金、窒化クロムまたは窒化モリブデンなどの導電物質からな
る１０００～３５００Å厚さのゲート配線及び維持キャパシタ配線が形成されている。
【００３８】
　ゲート配線は横方向に延びているゲート線２２、ゲート線２２の一端に形成されて外部
駆動回路（図示せず）と電気的に接触するゲートパッド２４及びゲート線２２の一部であ
って、薄膜トランジスタの１つの端子であるゲート電極２６を含む。
　また、維持キャパシタ配線は２つのゲート線２２の間に位置する長方形の維持キャパシ
タ電極パターン２８及び隣接する画素領域の維持キャパシタ電極パターン２８に連結され
て、ゲート線２２と平行に横方向に延びている維持キャパシタ電極線２９を含む。
【００３９】
　この時、ゲート配線２２、２４、２６及び維持キャパシタ配線２８、２９は二重層以上
の構造で形成することができるが、この場合、少なくとも１つの層は低抵抗特性を有する
金属物質で形成するのが好ましい。
　絶縁基板１０上には窒化ケイ素または酸化ケイ素のような絶縁物質からなる２５００～
４５００Å厚さのゲート絶縁膜３０がゲート配線２２、２４、２６及び維持キャパシタ用
配線２８、２９を覆っている。
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【００４０】
　ゲート絶縁膜３０上にはゲート電極２６と重なり、非晶質シリコンなどからなる８００
～１５００Å厚さの半導体パターン４２が形成されている。半導体パターン４２上にはN
型不純物が高濃度でドーピングされている非晶質シリコンなどからなる５００～８００Å
厚さの抵抗性接触層５５、５６が形成されている。
　抵抗性接触層５５、５６とゲート絶縁膜３０上にはアルミニウムまたはアルミニウム合
金、クロムまたはクロム合金、モリブデンまたはモリブデン合金、窒化クロムまたは窒化
モリブデンのような導電物質からなる５００～３５００Å厚さのデータ配線６２、６４、
６５、６６及び維持キャパシタ用導電体パターン６８が形成されている。
【００４１】
　データ配線６２、６４、６５、６６は縦方向に延びていて、ゲート線２２と交差して画
素領域を定義するデータ線６２、データ線６２の一端に連結されて外部駆動回路と電気的
に接触するデータパッド６４、データ線６２に連結されていて、１つの抵抗性接触層５５
上にまで延びているソース電極６５及びソース電極６５に対向し、他の１つの抵抗性接触
層５６の上から画素領域内部のゲート絶縁膜３０の上にまで延びているドレーン電極６６
を含む。
【００４２】
　維持キャパシタ用導電体パターン６８はこのようなデータ配線６２、６４、６５、６６
と同一層に島形状で形成されており、ゲート絶縁膜３０を間に置いてその下部に位置する
維持キャパシタ電極パターン２８と重なって維持キャパシタをなす。この時、維持キャパ
シタ用導電体パターン６８は後述する画素電極８２と電気的に連結されて画像電圧を受け
る。ここで、データ配線６２、６４、６５、６６及び維持キャパシタ用導電体パターン６
８は二重層以上の構造で形成することができるが、この場合、少なくとも１つの層は低抵
抗特性を有する金属物質で形成するのが好ましい。
【００４３】
　このようなデータ配線６２、６４、６５、６６、維持キャパシタ用導電体パターン６８
及び半導体パターン４２を窒化ケイ素または酸化ケイ素のような絶縁物質からなる５００
～２０００Å厚さの保護膜７０が覆っている。
　保護膜７０にはドレーン電極６６、データパッド６４を露出する第１及び第２接触孔７
２、７４が形成されており、ゲート絶縁膜３０と共にゲートパッド２４を露出する第３接
触孔７６が形成されている。また、保護膜７０には維持キャパシタ用導電体パターン６８
を露出する第４接触孔７８も形成されている。
【００４４】
　保護膜７０上には第１及び第４接触孔７２、７８を通じてドレーン電極６６及び維持キ
ャパシタ用導電体パターン６８に連結される画素電極８２が形成されている。
　また、保護膜７０上には第２及び第３接触孔７４、７６を通じてデータパッド６４及び
ゲートパッド２４に連結される補助データパッド８４及び補助ゲートパッド８６が形成さ
れている。
【００４５】
　ここで、画素電極８２、補助データパッド８４及び補助ゲートパッド８６はITOまたはI
ZOのような透明導電物質で形成されている。
　本発明において、画素電極８２は維持キャパシタ配線２８、２９と重なるが、維持キャ
パシタ電極線６９とは保護膜７０及びゲート絶縁膜３０を間に置いて維持キャパシタを形
成する。
【００４６】
　また、画素電極８２は維持キャパシタ用導電体パターン６８に連結されているが、これ
で、維持キャパシタ用導電体パターン６８は維持キャパシタ電極パターン２８とゲート絶
縁膜３０を隔てて他の維持キャパシタを形成する。この場合、２つの電極２８、６８の間
に介在している絶縁膜の厚さが薄いために、維持キャパシタ電極パターン２８が画素電極
８２と重なって維持キャパシタを形成する場合に比べて同一の重畳面積を有してもさらに
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大きい静電容量を確保することができる。
【００４７】
　したがって、本発明では維持キャパシタ配線２８、２９の面積を広げなくても静電容量
を増加させることができるので、静電容量対比開口率を向上させることができる。
　以下、本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の製造方法について前記図１０
Ａ～図１３Ｂと前記図８及び図９を共に参照して詳細に説明する。
　まず、図１０Ａ及び図１０Ｂに示したように、絶縁基板１０上にゲート配線用金属層を
蒸着した後、この金属層を写真エッチング工程でパターニングしてゲート配線２２、２４
、２６及び維持キャパシタ配線２８、２９を形成する。ゲート配線２２、２４、２６はゲ
ート線２２、ゲートパッド２４及びゲート電極２６を含み、維持キャパシタ配線２８、２
９は維持キャパシタ電極パターン２８と維持キャパシタ電極線２９を含む。
【００４８】
　次に、図１１Ａ及び図１１Ｂに示したように、絶縁基板１０上に窒化ケイ素のような絶
縁物質からなるゲート絶縁膜３０を蒸着してゲート配線２２、２４、２６及び維持キャパ
シタ配線２８、２９を覆う。
　次に、ゲート絶縁膜３０上に非晶質シリコン層及び導電型不純物がドーピングされた非
晶質シリコン層を順次に形成した後、この２つのケイ素層を写真エッチング工程でパター
ニングして半導体パターン４２と抵抗性接触層パターン５２を形成する。
【００４９】
　次に、図１２Ａ及び図１２Ｂに示したように、基板の露出された全面上にデータ配線用
金属層を蒸着した後、この金属層を写真エッチング工程でパターニングしてデータ配線６
２、６４、６５、６６及び維持キャパシタ用導電体パターン６８を形成する。データ配線
６２、６４、６５、６６はデータ線６２、データパッド６４、ソース電極６５及びドレー
ン電極６６を含む。この時、維持キャパシタ用導電体パターン６８は維持キャパシタ電極
パターン２８と重なるように形成する。
【００５０】
　次に、ソース電極６５とドレーン電極６６をマスクとして抵抗性接触層パターン５２を
エッチングしてソース電極６５と接触する第１部分５５及びドレーン電極６６と接触する
第２部分５６に分離する。
　次に、図１３Ａ及び図１３Ｂに示したように、データ配線６２、６４、６５、６６、維
持キャパシタ用導電体パターン６８及び半導体パターン４２を含む基板全面に窒化ケイ素
または酸化ケイ素などで保護膜７０を形成する。次に、保護膜７０及びゲート絶縁膜３０
を写真エッチング工程でパターニングして、第１～第４接触孔７２、７４、７６、７８を
形成する。この時、第１、第２及び第４接触孔７２、７４、７８は保護膜７０に形成され
、各々ドレーン電極６６、データパッド６４及び維持キャパシタ用導電体パターン６８を
露出する。また、第３接触孔７６は保護膜７０及びゲート絶縁膜３０に形成され、ゲート
パッド２４を露出する。
【００５１】
　次に、図８及び図９に示したように、第１～第４接触孔７２、７４、７６、７８を通じ
て露出された配線部分を含む基板露出された全面上にITOまたはIZOからなる透明導電層を
蒸着する。
　次に、この透明導電層を写真エッチング工程でパターニングして第１及び第４接触孔７
２、７８を通じてドレーン電極６６及び維持キャパシタ用導電体パターン６８に連結され
る画素電極８２、第２及び第３接触孔７４、７６を通じてデータパッド６４及びゲートパ
ッド２４に連結される補助データパッド８４及び補助ゲートパッド８６を形成する。
【００５２】
　上述した本発明の第２実施例では維持キャパシタ用導電体パターン６８を隣接する２つ
のゲート線の間の領域、つまり、画素領域の内部に島形状に形成した例であるが、維持キ
ャパシタ用導電体パターン６８の模様及び位置は本発明の第２実施例に提示された内容に
制限を受けずに多様に形成することができる。例えば、維持キャパシタ用導電体パターン
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６８を画素領域の縁部にバー形状に形成することができる。この時、維持キャパシタ用導
電体パターン６８と維持キャパシタを形成する維持キャパシタ電極パターン２８もやはり
バー形状に形成する。これを図１４及び図１５を参照して説明する。
【００５３】
　図１４は本発明の第３実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図を示しており、図１
５は図１４の切断線XV-XV'による薄膜トランジスタ基板の断面図を示している。
　この実施例で、維持キャパシタ電極パターン２８はバー形状に形成されており、画素領
域の両側縁部に各々位置している。もちろん、維持キャパシタ電極パターン２８の各々は
維持キャパシタ電極線２９に連結されている。
【００５４】
　維持キャパシタ電極パターン２８と維持キャパシタをなす維持キャパシタ用導電体パタ
ーン６８もゲート絶縁膜３０の上で維持キャパシタ電極パターン２８と重なっている。
　維持キャパシタ用導電体パターン６８と画素電極８２を連結する通路となる第４接触孔
７９は維持キャパシタ用導電体パターン６８のどの部分でも露出すればよく、１つ以上で
形成することができる。
【００５５】
　このような構造の液晶表示装置でも、維持キャパシタ電極線２９と画素電極８２がゲー
ト絶縁膜３０及び保護膜７０を間に置いて維持キャパシタを形成する。また、それぞれの
維持キャパシタ電極パターン２８とこれに重なる維持キャパシタ用導電体パターン６８が
ゲート絶縁膜３０を間に置いて他の維持キャパシタを形成する。
　このような本発明での維持キャパシタは維持キャパシタ電極パターン２８が画素電極８
２にだけ重なって維持キャパシタを形成する場合に比べて同一の重畳面積を有していても
さらに大きい静電容量を形成することができる。したがって、本発明では維持キャパシタ
配線２８、２９の面積を大きくすることなく静電容量を増加させることができるので、静
電容量対比開口率を向上させることができる。
【００５６】
　また、この実施例ではバー形状の維持キャパシタ電極パターン２８または維持キャパシ
タ用導電体パターン６８が画素電極８２とデータ線６２の間に位置しているために画素電
極８２とデータ線６２の間で発生する側面光洩れを防止することができる利点がある。
　上述した本発明の第２及び第３実施例では維持キャパシタ配線を別途に形成したことを
例としたが、ゲート線の一部を維持キャパシタ電極で形成することができる。これを図１
６及び図１７を参照して説明する。
【００５７】
　図１６は本発明の第４実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図を示しており、図１
７は図１６の切断線XVII-XVII'による薄膜トランジスタ基板の断面図を示している。
　この実施例ではあるゲート線において配列されている画素電極がその前端（previous）
に位置するゲート線の一部と重なって維持キャパシタを形成しているが、維持キャパシタ
のための配線を別途に形成せずに、ゲート線の一部を利用して維持キャパシタを形成する
。
【００５８】
　図面には、（n）番目ゲート配線（Gn）のゲート線２２からゲート信号の影響を受ける
画素電極８２が（n-１）番目ゲート配線（Gn-１）のゲート線２２と重なるように面積が
拡張されている。
　維持キャパシタ用導電体パターン６８はゲート絶縁膜３０上でゲート線２２の一部と重
なっており、データ配線６２、６４、６５、６６とは同一層に形成されている。このよう
な維持キャパシタ用導電体パターン６８を露出する第４接触孔７８が保護膜７０に形成さ
れており、画素電極８２が第４接触孔７８を通じて前端のゲート線２２上に位置する維持
キャパシタ用導電体パターン６８と連結されている。
【００５９】
　この実施例では、維持キャパシタ用導電体パターン６８はゲート線２２と重なってゲー
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ト絶縁膜３０を間に置いて維持キャパシタを形成している。この時、（n-１）番目ゲート
配線（Gn-１）のゲート線２２上の維持キャパシタ用導電体パターン６８は（n）番目ゲー
ト配線（Gn）のゲート線２２からゲート信号の影響を受ける画素電極８２から信号を受け
る。
【００６０】
　この実施例での液晶表示装置は、画素電極８２とゲート線２２のみを重ねて維持キャパ
シタを形成する場合に比べて静電容量の大きさを大幅に増加することができる。また、こ
の実施例ではゲート線の一部を維持キャパシタ配線として使用することによって、別途の
配線を画素領域に形成しないので、開口率をさらに向上することができる。
　図１８は本発明の第５実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図を示しており、図１
９は図１８の切断線XIX-XIX'による薄膜トランジスタ基板の断面図を示している。
【００６１】
　絶縁基板１０上にアルミニウムまたはアルミニウム合金、クロムまたはクロム合金、モ
リブデンまたはモリブデン合金、窒化クロムまたは窒化モリブデンなどの導電物質からな
る１０００～３５００Å厚さのゲート配線２２、２４、２６及び維持キャパシタ電極線２
７が形成されている。
　ゲート配線２２、２４、２６は横方向に延びているゲート線２２、ゲート線２２の一端
に形成されて外部駆動回路（図示せず）と電気的に接触するゲートパッド２４及びゲート
線２２の一部であって、薄膜トランジスタの１つの電極であるゲート電極２６を含む。
【００６２】
　また、維持キャパシタ電極線２７は２つのゲート線２２の間に位置し、ゲート線２２と
平行に横方向に延びている。
　この時、ゲート配線２２、２４、２６及び維持キャパシタ電極線２７は二重層以上の構
造で形成することができるが、この場合、少なくとも１つの層は低抵抗特性を有する金属
物質で形成するのが好ましい。
【００６３】
　絶縁基板１０上には窒化ケイ素または酸化ケイ素のような絶縁物質からなる２５００～
４５００Å厚さのゲート絶縁膜３０がゲート配線２２、２４、２６及び維持キャパシタ電
極線２７を覆っている。
　ここで、ゲート絶縁膜３０には維持キャパシタ電極線２７を露出する第１接触孔３２が
形成されている。
【００６４】
　ゲート絶縁膜３０上にはゲート電極２６と重なって、非晶質シリコンなどからなる８０
０～１５００Å厚さの半導体パターン４２が形成されている。半導体パターン４２上には
N型不純物が高濃度でドーピングされている非晶質シリコンなどからなる５００～８００
Å厚さの抵抗性接触層５５、５６が形成されている。
　抵抗性接触層５５、５６とゲート絶縁膜３０上にはアルミニウムまたはアルミニウム合
金、クロムまたはクロム合金、モリブデンまたはモリブデン合金、窒化クロムまたは窒化
モリブデンのような導電物質からなる５００～３５００Å厚さのデータ配線６２、６４、
６５、６６及び維持キャパシタ用導電体パターン６７が形成されている。
【００６５】
　データ配線６２、６４、６５、６６は縦方向に延びていて、ゲート線２２と交差して画
素領域を定義するデータ線６２、データ線６２の一端に連結されており、外部駆動回路と
電気的に接触するデータパッド６４、データ線６２から突出して１つの抵抗性接触層５５
の上にまで延びているソース電極６５及びソース電極６５の対向電極であり、他の１つの
抵抗性接触層５６の上から画素領域内部のゲート絶縁膜３０の上にまで延びているドレー
ン電極６６を含む。
【００６６】
　維持キャパシタ用導電体パターン６７はこのようなデータ配線６２、６４、６５、６６
と同一層に形成されており、第１接触孔３２を通じて維持キャパシタ電極線２７に連結さ
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れている。維持キャパシタ用導電体パターン６７は後述する画素電極８２と重なって維持
キャパシタをなす。この時、維持キャパシタ用導電体パターン６７は維持キャパシタ電極
線２７に連結されて共通電圧を受ける。
【００６７】
　ここで、データ配線６２、６４、６５、６６及び維持キャパシタ用導電体パターン６７
は二重層以上の構造で形成することができるが、この場合、少なくとも１つの層は低抵抗
特性を有する金属物質で形成するのが好ましい。
　このようなデータ配線６２、６４、６５、６６、維持キャパシタ用導電体パターン６７
及び半導体パターン４２を窒化ケイ素または酸化ケイ素のような絶縁物質からなる５００
～２０００Å厚さの保護膜７０が覆っている。
【００６８】
　保護膜７０にはドレーン電極６６、データパッド６４を露出する第１及び第２接触孔７
２、７４が形成されており、ゲート絶縁膜３０と共にゲートパッド２４を露出する第３接
触孔７６が形成されている。保護膜７０上には第１接触孔７２を通じてドレーン電極６６
に連結される画素電極８２が形成されている。
　また、保護膜７０上には第２及び第３接触孔７４、７６を通じてデータパッド６４及び
ゲートパッド２４に連結される補助データパッド８４及び補助ゲートパッド８６が形成さ
れている。
【００６９】
　ここで、画素電極８２、補助データパッド８４及び補助ゲートパッド８６はITOまたはI
ZOのような透明導電物質で形成されている。
　本発明において、画素電極８２は維持キャパシタ電極線２７と重なるが、維持キャパシ
タ電極線２７とは保護膜７０及びゲート絶縁膜３０を間に置いて維持キャパシタを形成す
る。
【００７０】
　また、画素電極８２は維持キャパシタ電極線２７に連結されている維持キャパシタ用導
電体パターン６７と重なるが、維持キャパシタ用導電体パターン６７とは保護膜７０を間
に置いて他の維持キャパシタを形成する。この場合、２つの電極２７、６７の間に介在し
ている絶縁膜の厚さが薄いために、維持キャパシタ電極線２７が画素電極８２と重なって
維持キャパシタを形成する場合に比べて同一の重畳面積であってもさらに大きい静電キャ
パシタを形成することができる。
【００７１】
　したがって、本発明では維持キャパシタのための配線の面積を大きくすることなく静電
容量を増加することができるので、静電容量対比開口率を向上することができる。
　以下、本発明の第５実施例による薄膜トランジスタ基板の製造方法について図２０Ａ～
図２４Ｂと図１８及び図１９を共に参照して説明する。
　まず、図２０Ａ及び図２０Ｂに示したように、絶縁基板１０上に金属層を蒸着した後、
この金属層を写真エッチング工程でパターニングしてゲート配線２２、２４、２６及び維
持キャパシタ電極線２７を形成する。ゲート配線２２、２４、２６はゲート線２２、ゲー
トパッド２４及びゲート電極２６を含む。
【００７２】
　次に、図２１Ａ及び図２１Ｂに示したように、絶縁基板１０上に窒化ケイ素のような絶
縁物質からなるゲート絶縁膜３０を蒸着してゲート配線２２、２４、２６及び維持キャパ
シタ電極線２７を覆う。引続き、ゲート絶縁膜３０上に非晶質シリコン層４０及び導電型
不純物がドーピングされた非晶質シリコン層５０を順次に形成する。
　次に、２つのケイ素層４０、５０及びゲート絶縁膜３０を写真エッチング工程でパター
ニングして維持キャパシタ電極パターン２７を露出する第１接触孔３２を形成する。
【００７３】
　次に、図２２Ａ及び図２２Ｂに示したように、非晶質シリコン層４０及び導電型不純物
がドーピングされた非晶質シリコン層５０を写真エッチング工程でパターニングして、半
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導体パターン４２と抵抗性接触層パターン５２を形成する。
　次に、図２３Ａ及び図２３Ｂに示したように、基板の露出された全前面上に金属層を蒸
着した後、この金属層を写真エッチング工程でパターニングしてデータ配線６２、６４、
６５、６６及び維持キャパシタ用導電体パターン６７を形成する。データ配線６２、６４
、６５、６６はデータ線６２、データパッド６４、ソース電極６５及びドレーン電極６６
を含む。この時、維持キャパシタ用導電体パターン６７は第１接触孔７２を通じて維持キ
ャパシタ電極線２７と連結される。
【００７４】
　次に、ソース電極６５とドレーン電極６６をマスクとして抵抗性接触層パターン５２を
エッチングしてソース電極６５と接触する第１部分５５及びドレーン電極６６と接触する
第２部分５６に分離する。
　次に、図２４Ａ及び図２４Ｂに示したように、データ配線６２、６４、６５、６６、維
持キャパシタ用導電体パターン６７及び半導体パターン４２を含む基板全面に窒化ケイ素
または酸化ケイ素などで保護膜７０を形成する。次に、保護膜７０及びゲート絶縁膜３０
を写真エッチング工程でパターニングして、第２～第４接触孔７２、７４、７６を形成す
る。この時、第２及び第３接触孔７２、７４は保護膜７０に形成されるが、各々ドレーン
電極６６及びデータパッド６４を露出する。また、第３接触孔７６は保護膜７０及びゲー
ト絶縁膜３０に形成されるが、ゲートパッド２４を露出する。
【００７５】
　次に、図１８及び図１９に示したように、第２～第４接触孔７２、７４、７６を通じて
露出された配線部分を含む基板が露出された全面上にITOまたはIZOからなる透明導電層を
蒸着する。
　次に、この透明導電層を写真エッチング工程でパターニングして第２接触孔７２を通じ
てドレーン電極６６に連結される画素電極８２、第３及び第４接触孔７４、７６を通じて
データパッド６４及びゲートパッド２４に連結される補助データパッド８４及び補助ゲー
トパッド８６を形成する。
【００７６】
　上述した本発明の第５実施例では維持キャパシタ用導電体パターン６７を隣接する２つ
のゲート線の間の領域、つまり、画素領域の内部に形成したものを例示しているが、維持
キャパシタ用導電体パターン６７の模様及び位置は本発明の第５実施例に提示された内容
に制限を受けずに多様に形成することができる。例えば、維持キャパシタ用導電体パター
ン６７を画素領域の縁部にバー形状に形成することができる。これを図２５及び図２６を
参照して説明する。
【００７７】
　図２５は本発明の第６実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図を示しており、図２
６は図２５の切断線XXVI-XXVI'による薄膜トランジスタ基板の断面図を示している。
　この実施例で、維持キャパシタ用導電体パターン６７はバー形状に形成されており、画
素領域の両側縁部に位置している。ここで、維持キャパシタ用導電体パターン６７はゲー
ト絶縁膜３０に形成された第１接触孔３２を通じて維持キャパシタ電極線２７と連結され
ている。
【００７８】
　ここで、維持キャパシタ電極線２７は画素電極８２とはゲート絶縁膜３０及び保護膜７
０を間に置いて維持キャパシタを形成している。また、維持キャパシタ用導電体パターン
６７は保護膜７０を間に置いて画素電極８２とまた他の維持キャパシタを形成している。
　このような本発明での維持キャパシタは維持キャパシタ電極線２７が画素電極８２との
み重なって維持キャパシタを形成する場合に比べて同一の重畳面積であってもさらに大き
い静電容量を形成することができる。したがって、本発明では維持キャパシタのための配
線２７、６７の面積を大きくすることなく静電容量を増加することができるので、静電容
量対比開口率を向上することができる。
【００７９】
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　また、この実施例ではバー形状の維持キャパシタ用導電体パターン６７が画素電極８２
とデータ線６２の間に位置しているために画素電極８２とデータ線６２の間で発生する側
面光洩れを防止することができる長所がある。
　上述した本発明の第５及び第６実施例では維持キャパシタ配線を別途に形成したことを
例としたが、ゲート線の一部を維持キャパシタ電極として形成することができる。これを
図２７及び図２８を参照して説明する。
【００８０】
　図２７は本発明の第７実施例による薄膜トランジスタ基板の平面図を示しており、図２
８は図２７の切断線XXVIII-XXVIII'による薄膜トランジスタ基板の断面図を示している。
　この実施例では画素電極が前方のゲート線の一部と重なって維持キャパシタを形成する
が、維持キャパシタのための配線を別途に形成せずに、ゲート線の一部を維持キャパシタ
配線として利用する。
【００８１】
　図面には、（n）番目ゲート配線（Gn）のゲート線２２からゲート信号の影響を受ける
画素電極８２が（n-１）番目ゲート配線（Gn-１）のゲート線２２と重なるように面積が
拡張されている。
　維持キャパシタ用導電体パターン６７はゲート絶縁膜３０の上でゲート線２２の一部と
重なっており、データ配線６２、６４、６５、６６とは同一層に形成されている。このよ
うな維持キャパシタ用導電体パターン６７を露出する第４接触孔７８が保護膜７０に形成
されている。そして、（n-１）番目ゲート配線（Gn-１）のゲート線２２上の維持キャパ
シタ用導電体パターン６７が（n）番目ゲート配線（Gn）のゲート線２２からゲート信号
に影響を受ける画素電極８２と連結されている。
【００８２】
　この実施例で、維持キャパシタ用導電体パターン６７はゲート線２２と重なってゲート
絶縁膜３０を間に置いて維持キャパシタを形成している。この時、（n-１）番目ゲート配
線（Gn-１）のゲート線２２上の維持キャパシタ用導電体パターン６８は（n）番目ゲート
配線（Gn）のゲート線２２からゲート信号の影響を受ける画素電極８２から信号を受ける
。
【００８３】
　この実施例での液晶表示装置は、画素電極８２とゲート線２２のみを重ねて維持キャパ
シタを形成する場合に比べて静電容量の大きさを大幅に増加することができる。また、こ
の実施例ではゲート線の一部を維持キャパシタ配線として使用することによって、別途の
配線を画素領域に形成しないために開口率をさらに向上することができる。
　このような本発明は全ての液晶表示装置のモードへの適用が可能であるが、特に、液晶
の反応速度が速いOCB（Optically Compensated Birefringence）モードの液晶表示装置に
適用する場合、大きな利点を有している。
【００８４】
　OCBモードの液晶表示装置では、液晶の△εが大きいのでグレー（gray）が変わること
によって初期状態での誘電率値とそれに続く状態での誘電率値の差が非常に大きく、した
がって、大幅の液晶電圧変化が不可避である。
　一方、全てのモードの液晶表示装置で測定される応答速度波形（時間-輝度）曲線は図
２９に示したように、２つの段差を示す２ステップ波形を有する。
【００８５】
　応答速度は全輝度が１０％から９０％に変化する時に測定するので、２ステップ部分が
輝度が９０％未満である場合には応答速度は遅く測定される。
　しかし、OCBモードの液晶表示装置では第１フレームで２段波形が発生し、第２または
第３フレームでは正常輝度を維持する特性を有している。したがって、２ステップ部分で
輝度が９０％以上、好ましくは９５％以上になるように静電容量を増加させる場合、第１
フレームで正常輝度を維持することによって、応答速度を急速にすることができる。
【００８６】
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　表１はOCB構造の液晶表示装置で液晶の静電容量（Clc）に対する維持キャパシタの静電
容量（Cst）の比による応答速度波形（時間-輝度）曲線上の２ステップ部分の輝度値を測
定して示している。
【００８７】
【表１】

【００８８】
　維持キャパシタの静電容量が増加する場合、２ステップの位置が輝度９０％に近接する
ということが分かる。したがって維持キャパシタの静電容量を増加させて２ステップ部分
で９０％を超えるようにして応答速度を急速にすることができる。特に、２ステップ部分
で９５％以上になるように維持キャパシタの静電容量を増加させる場合、さらに速い応答
速度を得ることができる。本発明では液晶表示装置の応答速度を速くするために、維持キ
ャパシタの静電容量を液晶の静電容量の９０％以上になるように増加するが、このために
、本発明の第１実施例～第７実施例を通じて説明したように維持キャパシタをOCBモード
の液晶表示装置に適用する。つまり、本発明ではデータ線と同一層に保護膜のみを介在し
て画素電極と重なる維持キャパシタ電極線を形成することによって、ゲート線と同一層に
保護膜及びゲート絶縁膜を介在して画素電極と重なる維持キャパシタ電極線が形成されて
いる従来の液晶表示装置と比較して維持キャパシタ電極線域を広げずに維持キャパシタの
静電容量を増加することができるので、開口率において有利である。また、本発明は前記
維持キャパシタを形成する配線を利用するが、これら配線が構成する維持キャパシタの静
電容量が液晶の静電容量の９０％以上になるようにその面積を増加する。この時、保護膜
またはゲート絶縁膜のうちの１つの絶縁膜のみを介在して維持キャパシタの静電容量を増
加することによって、維持キャパシタのための配線の面積増加を必要としない。したがっ
て、開口率を減少することなく維持キャパシタの静電容量を増加することができる。



(24) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(25) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図５Ｃ】 【図６Ａ】



(26) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図６Ｂ】 【図６Ｃ】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】



(27) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図７Ｃ】 【図８】

【図９】 【図１０Ａ】



(28) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図１０Ｂ】 【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】 【図１２Ａ】



(29) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図１２Ｂ】 【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】 【図１４】



(30) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(31) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図１９】 【図２０Ａ】

【図２０Ｂ】 【図２１Ａ】



(32) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図２１Ｂ】 【図２２Ａ】

【図２２Ｂ】 【図２３Ａ】



(33) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図２３Ｂ】 【図２４Ａ】

【図２４Ｂ】 【図２５】



(34) JP 2009-145908 A 2009.7.2

【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】



(35) JP 2009-145908 A 2009.7.2

10

フロントページの続き

(72)発明者  キム，ナム－フン
            大韓民国，キョンギ－ド　スウォン－シティ　４４２－８１３，パルダル－ク，ヨントン－ドン，
            ９９０－１６
(72)発明者  チャン，ハック－スン
            大韓民国，ソウル　１３５－７９５，カンナム－ク，ヨクサム２－ドン，ゲナリ　アパート　１－
            １０４
(72)発明者  リュ，ゼ－ジン
            大韓民国，キョンギ－ド　４６４－８９６，クァンジ－クン，オポ－ミョン，ヨンベル　１－リ，
            ６９２
Ｆターム(参考) 2H092 GA11  JA24  JA34  JA37  JA41  JB22  JB31  NA07  NA25  PA06 
　　　　 　　  5F110 AA01  BB02  CC07  EE01  EE03  EE04  EE06  EE14  EE43  FF02 
　　　　 　　        FF03  FF27  GG02  GG15  GG25  HK01  HK02  HK03  HK06  HK09 
　　　　 　　        HK16  HK21  HK32  HL07  HL22  NN04  NN23  NN24  NN33  NN73 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

