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(57)【要約】
【課題】表示品位の劣化を抑制する。
【解決手段】半導体層と、金属部と、共通電極と、画素
電極と、前記半導体層と前記金属部との間に位置する第
１層間絶縁膜と、前記金属部と前記共通電極との間に位
置する第２層間絶縁膜と、前記共通電極と前記画素電極
の間に位置する第３層間絶縁膜と、を備えた表示装置で
あって、前記金属部は、前記第１層間絶縁膜に形成され
た第１コンタクトホールを介して前記半導体層と接触し
、前記画素電極は、前記第２層間絶縁膜及び前記第３層
間絶縁膜に形成された第２コンタクトホールを介して前
記金属部と接触し、前記金属部は、少なくとも第１導電
層及び第２導電層を有する積層体であり、平面視におい
て、前記第１コンタクトホールのエッジは、前記第２コ
ンタクトホールのエッジと交差することなく前記第２コ
ンタクトホール内に位置し、前記画素電極は、前記第１
導電層と接触している。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層と、金属部と、共通電極と、画素電極と、前記半導体層と前記金属部との間に
位置する第１層間絶縁膜と、前記金属部と前記共通電極との間に位置する第２層間絶縁膜
と、前記共通電極と前記画素電極の間に位置する第３層間絶縁膜と、を備えた表示装置で
あって、
　前記金属部は、前記第１層間絶縁膜に形成された第１コンタクトホールを介して前記半
導体層と接触し、
　前記画素電極は、前記第２層間絶縁膜及び前記第３層間絶縁膜に形成された第２コンタ
クトホールを介して前記金属部と接触し、
　前記金属部は、少なくとも第１導電層及び第２導電層を有する積層体であり、
　平面視において、前記第１コンタクトホールのエッジは、前記第２コンタクトホールの
エッジと交差することなく前記第２コンタクトホール内に位置し、
　前記画素電極は、前記第１導電層と接触している、表示装置。
【請求項２】
　前記表示装置は、さらに前記半導体層に電気的に接続される信号線を備え、
　前記信号線は、少なくとも第３導電層及び第４導電層を有する積層体であり、
　前記第３導電層は、前記第１導電層と同一材料によって形成され、
　前記第４導電層は、前記第２導電層と同一材料によって形成され、
　前記第１導電層の厚さは、前記第３導電層の厚さと実質的に等しい、請求項１に記載の
表示装置。
【請求項３】
　平面視において、前記第１コンタクトホールの中心は、前記第２コンタクトホールの中
心と実質的に一致する、請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第２コンタクトホールは、前記第２層間絶縁膜に形成された第１孔と、前記第３層
間絶縁膜に形成された第２孔とを備え、
　平面視において、前記第１孔の中心は、前記第２孔の中心と実質的に一致する、請求項
３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第２孔の径は、前記第１孔の径よりも小さく、前記第１コンタクトホールの径より
も大きい、請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１孔の径は、前記第２孔の径よりも小さく、前記第１コンタクトホールの径より
も大きい、請求項４に記載の表示装置。
【請求項７】
　平面視において、前記第２コンタクトホールのエッジは、前記共通電極に形成された開
口部のエッジと交差することなく前記開口部内に位置している、請求項１乃至６のいずれ
か１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　平面視において、前記第１コンタクトホール及び前記第２コンタクトホールのそれぞれ
のエッジは、前記金属部のエッジと交差することなく前記金属部に重畳し、前記第２層間
絶縁膜は前記金属部の全周のエッジを直接覆っている、請求項５に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第２孔は、酸素を含まないプラズマガスを用いたドライエッチングで形成される、
請求項４に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記プラズマガスは、六フッ化硫黄（ＳＦ６）、三フッ化窒素（ＮＦ３）、フッ素（Ｆ

２）のいずれかである、請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
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　半導体層上に位置する第１層間絶縁膜に、前記半導体層まで貫通した第１コンタクトホ
ールを形成し、
　前記第１層間絶縁膜上に少なくとも第１導電層及び第２導電層を有する積層体である金
属部を形成し、前記第１コンタクトホールを介して前記金属部を前記半導体層に接触させ
、
　前記金属部上に位置する第２層間絶縁膜に、前記金属部まで貫通した第２コンタクトホ
ールの第１孔を形成し、
　前記第２層間絶縁膜上に位置する第３層間絶縁膜に、前記金属部まで貫通した第２コン
タクトホールの第２孔を形成し、
　前記第３層間絶縁膜上に画素電極を形成し、前記第２コンタクトホールを介して前記画
素電極を前記金属部の前記第１導電層に接触させる、表示装置の製造方法であって、
　平面視において、前記第１コンタクトホールのエッジは、前記第２コンタクトホールの
エッジと交差することなく前記第２コンタクトホール内に位置し、
　前記第２孔は、酸素を含まないプラズマガスを用いたドライエッチングで形成される、
表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記プラズマガスは、六フッ化硫黄（ＳＦ６）、三フッ化窒素（ＮＦ３）、フッ素（Ｆ

２）のいずれかである、請求項１１に記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置は、各種信号配線、スイッチング素子、画素電極などを備えている。スイッチ
ング素子においては、半導体層とソース・ドレイン電極とが第１コンタクトホールを介し
て接続され、ソース・ドレイン電極と画素電極とが第２コンタクトホールを介して接続さ
れている。ソース・ドレイン電極と画素電極との間に、有機絶縁膜が介在する構成では、
第２コンタクトホールが深くなり、且つ、その径が拡大する傾向にある。これらのコンタ
クトホールと重なる領域及びその周辺領域は、段差が大きく、表示に寄与しない領域とな
る。
【０００３】
　近年の表示装置においては、さらなる高精細化の要望が高まり、一画素のサイズが縮小
する一方で配線の本数が増加する傾向にある。このため、表示に寄与する開口部の縮小な
どの表示品位の劣化を抑制することが要求されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３２８２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本実施形態の目的は、表示品位の劣化を抑制することが可能な表示装置及びその製造方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態によれば、　
　半導体層と、金属部と、共通電極と、画素電極と、前記半導体層と前記金属部との間に
位置する第１層間絶縁膜と、前記金属部と前記共通電極との間に位置する第２層間絶縁膜
と、前記共通電極と前記画素電極の間に位置する第３層間絶縁膜と、を備えた表示装置で
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あって、前記金属部は、前記第１層間絶縁膜に形成された第１コンタクトホールを介して
前記半導体層と接触し、前記画素電極は、前記第２層間絶縁膜及び前記第３層間絶縁膜に
形成された第２コンタクトホールを介して前記金属部と接触し、前記金属部は、少なくと
も第１導電層及び第２導電層を有する積層体であり、平面視において、前記第１コンタク
トホールのエッジは、前記第２コンタクトホールのエッジと交差することなく前記第２コ
ンタクトホール内に位置し、前記画素電極は、前記第１導電層と接触している、表示装置
が提供される。
【０００７】
　一実施形態によれば、　
　半導体層上に位置する第１層間絶縁膜に、前記半導体層まで貫通した第１コンタクトホ
ールを形成し、前記第１層間絶縁膜上に少なくとも第１導電層及び第２導電層を有する積
層体である金属部を形成し、前記第１コンタクトホールを介して前記金属部を前記半導体
層に接触させ、前記金属部上に位置する第２層間絶縁膜に、前記金属部まで貫通した第２
コンタクトホールの第１孔を形成し、前記第２層間絶縁膜上に位置する第３層間絶縁膜に
、前記金属部まで貫通した第２コンタクトホールの第２孔を形成し、前記第３層間絶縁膜
上に画素電極を形成し、前記第２コンタクトホールを介して前記画素電極を前記金属部の
前記第１導電層に接触させる、表示装置の製造方法であって、平面視において、前記第１
コンタクトホールのエッジは、前記第２コンタクトホールのエッジと交差することなく前
記第２コンタクトホール内に位置し、前記第２孔は、酸素を含まないプラズマガスを用い
たドライエッチングで形成される、表示装置の製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本実施形態に係る表示装置ＤＳＰの基本構成及び等価回路を示す図であ
る。
【図２】図２は、表示パネルＰＮＬの構成を示す断面図である。
【図３】図３は、図２に示した表示パネルＰＮＬの画素の構造を示す平面図である。
【図４】図４は、図２及び図３に示した表示パネルＰＮＬの一部の構造を示す断面図であ
る。
【図５】図５は、図４に示したスイッチング素子ＳＷと画素電極ＰＥとの接続構造を説明
するための断面図である。
【図６】図６は、図５に示した第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホールＣ
Ｈ２の配置例を示す平面図である。
【図７】図７は、図５に示した第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホールＣ
Ｈ２の他の配置例を示す平面図である。
【図８】図８は、図５に示した第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホールＣ
Ｈ２の他の配置例を示す平面図である。
【図９】図９は、図５に示した第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホールＣ
Ｈ２の他の配置例を示す平面図である。
【図１０】図１０は、図５に示した第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホー
ルＣＨ２の他の配置例を示す平面図である。
【図１１】図１１は、図４に示したスイッチング素子ＳＷと画素電極ＰＥとの他の接続構
造を説明するための断面図である。
【図１２】図１２は、他の構成例を示す平面図である。
【図１３】図１３は、図１２に示した第１基板ＳＵＢ１を含む表示パネルＰＮＬの第１方
向Ｘに沿った断面図である。
【図１４】図１４は、他の構成例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、開示はあくまで一例
に過ぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るも
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のについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は、説明をより
明確にするため、実際の態様に比べて、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表され
る場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、
本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同一又は類似した機能を発揮
する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を適宜省略することがある
。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係る表示装置ＤＳＰの基本構成及び等価回路を示す図である。図
中において、第１方向Ｘ及び第２方向Ｙは、互いに直交しているが、９０度以外の角度で
交差していても良い。本実施形態においては、表示装置の一例として、液晶表示装置につ
いて説明する。なお、本実施形態にて開示する主要な構成は、有機エレクトロルミネッセ
ンス表示素子等を有する自発光型の表示装置、電気泳動素子等を有する電子ペーパ型の表
示装置、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）を応用した表示装置、或いはエ
レクトロクロミズムを応用した表示装置などにも適用可能である。
【００１１】
　表示装置ＤＳＰは、表示パネルＰＮＬなどを備えている。表示パネルＰＮＬは、例えば
、液晶表示パネルである。表示パネルＰＮＬは、画像を表示する表示領域ＤＡ、及び、表
示領域ＤＡを囲む額縁状の非表示領域ＮＤＡを備えている。表示パネルＰＮＬは、表示領
域ＤＡにおいて、複数の画素ＰＸを備えている。複数の画素ＰＸは、マトリクス状に配置
されている。また、表示パネルＰＮＬは、表示領域ＤＡにおいて、複数本の走査線Ｇ（Ｇ
１～Ｇｎ）、複数本の信号線Ｓ（Ｓ１～Ｓｍ）、共通電極ＣＥなどを備えている。走査線
Ｇは、各々第１方向Ｘに延出し、第２方向Ｙに並び、走査線駆動回路ＧＤに接続されてい
る。信号線Ｓは、各々第２方向Ｙに延出し、第１方向Ｘに並び、信号線駆動回路ＳＤに接
続されている。なお、走査線Ｇ及び信号線Ｓは、必ずしも直線的に延出していなくても良
く、それらの一部が屈曲していてもよい。共通電極ＣＥは、複数の画素ＰＸに亘って配置
され、共通電極駆動回路ＣＤに接続されている。
【００１２】
　各画素ＰＸは、スイッチング素子ＳＷ、画素電極ＰＥ、共通電極ＣＥ、液晶層ＬＣ等を
備えている。スイッチング素子ＳＷは、例えば薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）によって構成
され、走査線Ｇ及び信号線Ｓと電気的に接続されている。走査線Ｇは、第１方向Ｘに並ん
だ画素ＰＸの各々におけるスイッチング素子ＳＷと接続されている。信号線Ｓは、第２方
向Ｙに並んだ画素ＰＸの各々におけるスイッチング素子ＳＷと接続されている。画素電極
ＰＥは、スイッチング素子ＳＷと電気的に接続されている。画素電極ＰＥの各々は、共通
電極ＣＥと対向し、画素電極ＰＥと共通電極ＣＥとの間に生じる電界によって液晶層ＬＣ
を駆動している。保持容量ＣＳは、例えば、共通電極ＣＥと同電位の電極、及び、画素電
極ＰＥと同電位の電極の間に形成される。
【００１３】
　図２は、表示パネルＰＮＬの構成を示す断面図である。図中の第３方向Ｚは、第１方向
Ｘ及び第２方向Ｙと交差する方向である。第３方向Ｚを示す矢印の先端側に表示パネルＰ
ＮＬを観察する観察位置があるものとし、この観察位置からＸ－Ｙ平面に向かって見るこ
とを平面視という。
【００１４】
　表示パネルＰＮＬは、第１基板ＳＵＢ１、第２基板ＳＵＢ２、液晶層ＬＣ、シール材Ｓ
Ｅ、光学素子ＯＤ１、光学素子ＯＤ２などを備えている。第２基板ＳＵＢ２は、第１基板
ＳＵＢ１に対向している。シール材ＳＥは、非表示領域ＮＤＡに配置され、第１基板ＳＵ
Ｂ１と第２基板ＳＵＢ２とを貼り合わせている。液晶層ＬＣは、第１基板ＳＵＢ１と第２
基板ＳＵＢ２との間に保持されている。光学素子ＯＤ１は、第１基板ＳＵＢ１の液晶層Ｌ
Ｃと接する側とは反対側に配置されている。光学素子ＯＤ２は、第２基板ＳＵＢ２の液晶
層ＬＣと接する側とは反対側に配置されている。
【００１５】
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　なお、表示パネルＰＮＬの詳細な構成について、ここでは説明を省略するが、表示パネ
ルＰＮＬは、基板主面の法線に沿った縦電界を利用する表示モード、基板主面に対して斜
め方向に傾斜した傾斜電界を利用する表示モード、基板主面に沿った横電界を利用する表
示モード、さらには、上記の縦電界、横電界、及び、傾斜電界を適宜組み合わせて利用す
る表示モードに対応したいずれの構成を有していても良い。ここでの基板主面とは、第１
方向Ｘ及び第２方向Ｙで規定されるＸ－Ｙ平面と平行な面である。　
　本実施形態の表示パネルＰＮＬは、第１基板ＳＵＢ１の背面側からの光を選択的に透過
させることで画像を表示する透過表示機能を備えた透過型、第２基板ＳＵＢ２の前面側か
らの光を選択的に反射させることで画像を表示する反射表示機能を備えた反射型、あるい
は、透過表示機能及び反射表示機能を備えた半透過型のいずれであっても良い。
【００１６】
　図３は、図２に示した表示パネルＰＮＬの画素の構造を示す平面図である。図示した例
は、横電界を利用する表示モードＩＰＳの一つであるＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ
　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モードが適用された例に相当する。なお、ここでは、第１基板Ｓ
ＵＢ１の主要部のみを図示して説明する。
　第１基板ＳＵＢ１は、走査線Ｇ１及びＧ２、信号線Ｓ１及びＳ２、スイッチング素子Ｓ
Ｗ、中継電極ＲＥ、共通電極ＣＥ、画素電極ＰＥなどを備えている。走査線Ｇ１及びＧ２
は、それぞれ第１方向Ｘに延出し、第２方向Ｙに並んでいる。信号線Ｓ１及びＳ２は、そ
れぞれ第２方向Ｙに延出し、第１方向Ｘに並んでいる。スイッチング素子ＳＷは、走査線
Ｇ１及び信号線Ｓ１と電気的に接続されている。図示した例のスイッチング素子ＳＷは、
ダブルゲート構造を有しているが、シングルゲート構造であっても良い。スイッチング素
子ＳＷの半導体層ＳＣは、その一端側で信号線Ｓ１と電気的に接続され、その他端側で中
継電極ＲＥと電気的に接続されている。信号線Ｓ１は、コンタクトホールＣＨ０を介して
半導体層ＳＣに接触している。中継電極ＲＥは、コンタクトホールＣＨ１を介して半導体
層ＳＣに接触している。共通電極ＣＥは、走査線Ｇ１及びＧ２と信号線Ｓ１及びＳ２とで
区画される画素ＰＸのほぼ全域に亘って配置され、且つ、走査線Ｇ１及びＧ２、及び、信
号線Ｓ１及びＳ２と重なっている。共通電極ＣＥは、中継電極ＲＥと重なる開口部ＯＰを
備えている。図中において、共通電極ＣＥは斜線で示した部分に相当する。画素電極ＰＥ
は、開口部ＯＰと重なる位置において中継電極ＲＥと接続され、画素ＰＸにおいて共通電
極ＣＥと重なっている。画素電極ＰＥは、第２コンタクトホールＣＨ２を介して中継電極
ＲＥと接触している。第２コンタクトホールＣＨ２は、第１孔ＣＨ２１及び第２孔ＣＨ２
２を備えているが、これらの詳細については後述する。第１コンタクトホールＣＨ１、第
１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ２２は、略円形であり、それぞれ径Ｒ１、径Ｒ２１、及
び、径Ｒ２２を有している。
【００１７】
　図４は、図２及び図３に示した表示パネルＰＮＬの一部の構造を示す断面図である。図
示した断面は、図３のＡ－Ｂ線に沿った断面に相当する。本明細書において、第３方向Ｚ
を示す矢印の先端に向かう方向を上方（あるいは、単に上）と称し、矢印の先端から逆に
向かう方向を下方（あるいは、単に下）と称する。
　第１基板ＳＵＢ１は、第１絶縁基板１０、下側遮光層ＵＳ、第１絶縁膜１１、第２絶縁
膜１２、第３絶縁膜１３、第４絶縁膜１４、第５絶縁膜１５、走査線Ｇ１、信号線Ｓ１、
スイッチング素子ＳＷ、共通電極ＣＥ、画素電極ＰＥ、第１配向膜ＡＬ１などを備えてい
る。スイッチング素子ＳＷは、半導体層ＳＣ及び中継電極ＲＥを備えている。　
　第１絶縁基板１０は、ガラス基板や樹脂基板などの光透過性を有する基板である。下側
遮光層ＵＳは、第１絶縁基板１０の上に位置し、第１絶縁膜１１によって覆われているが
、省略しても良い。下側遮光層ＵＳは、バックライトユニットＢＬから半導体層ＳＣに向
かう光を遮光する。半導体層ＳＣは、第１絶縁膜１１の上に位置し、第２絶縁膜１２によ
って覆われている。半導体層ＳＣは、例えば、多結晶シリコンによって形成されているが
、アモルファスシリコンや酸化物半導体によって形成されていても良い。　
　走査線Ｇ１の一部であるゲート電極ＧＥ１及びＧＥ２は、第２絶縁膜１２の上に位置し
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、第３絶縁膜１３によって覆われている。走査線Ｇ１やゲート電極ＧＥ１及びＧＥ２は、
アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステ
ン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）などの金属材料や、これらの金属材料を組み合わ
せた合金などによって形成され、単層構造であっても良いし、多層構造であっても良い。
なお、下側遮光層ＵＳは、ゲート電極ＧＥ１及びＧＥ２と対向する位置の半導体層ＳＣの
直下に位置していることが望ましい。　
　信号線Ｓ１及び中継電極ＲＥは、第３絶縁膜１３の上に位置し、第４絶縁膜１４によっ
て覆われている。信号線Ｓ１は、第２絶縁膜１２及び第３絶縁膜１３を貫通するコンタク
トホールＣＨ０を介して半導体層ＳＣに接触している。中継電極ＲＥは、第２絶縁膜１２
及び第３絶縁膜１３を貫通するコンタクトホールを介して半導体層ＳＣに接触している。
中継電極ＲＥ及び半導体層ＳＣの接続構造については後に詳述する。信号線Ｓ１及び中継
電極ＲＥは、同一材料によって形成され、上記の金属材料が適用可能である。一例では、
信号線Ｓ１及び中継電極ＲＥは、チタンを含む材料からなる２層の間に、アルミニウムを
含む材料からなる層が位置する３層構造の積層体を適用することができる。また、信号線
Ｓ１及び中継電極ＲＥは、３層以上の積層体を適用しても良いし、最上層と最下層とが異
なる材料によって形成されていても良い。　
　共通電極ＣＥは、第４絶縁膜１４の上に位置し、第５絶縁膜１５によって覆われている
。画素電極ＰＥは、第５絶縁膜１５の上に位置し、第１配向膜ＡＬ１によって覆われてい
る。画素電極ＰＥの一部は、第５絶縁膜１５を介して共通電極ＣＥと対向している。共通
電極ＣＥ及び画素電極ＰＥは、インジウム・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）やインジウム
・ジンク・オキサイド（ＩＺＯ）などの透明な導電材料によって形成されている。画素電
極ＰＥは、共通電極ＣＥの開口部と重畳する位置において、第４絶縁膜１４及び第５絶縁
膜１５を貫通するコンタクトホールを介して中継電極ＲＥに接触している。　
　第１絶縁膜１１、第２絶縁膜１２、第３絶縁膜１３、及び、第５絶縁膜１５は、シリコ
ン酸化物、シリコン窒化物、シリコン酸窒化物などの無機絶縁膜であり、単層構造であっ
ても良いし、多層構造であっても良い。第４絶縁膜１４は、アクリル樹脂などの有機絶縁
膜である。
【００１８】
　第２基板ＳＵＢ２は、第２絶縁基板２０、遮光層ＢＭ、カラーフィルタＣＦ、オーバー
コート層ＯＣ、第２配向膜ＡＬ２などを備えている。　
　第２絶縁基板２０は、ガラス基板や樹脂基板などの光透過性を有する基板である。遮光
層ＢＭ及びカラーフィルタＣＦは、第２絶縁基板２０の第１基板ＳＵＢ１と対向する側に
位置している。遮光層ＢＭは、各画素を区画している。一例では、遮光層ＢＭは、スイッ
チング素子ＳＷや、信号線Ｓ、走査線Ｇなどの配線部とそれぞれ対向する位置に配置され
ている。カラーフィルタＣＦは、画素電極ＰＥと対向する位置に配置され、その一部が遮
光層ＢＭに重なっている。オーバーコート層ＯＣは、カラーフィルタＣＦを覆っている。
第２配向膜ＡＬ２は、オーバーコート層ＯＣを覆っている。　
　なお、カラーフィルタＣＦは、第１基板ＳＵＢ１に配置されても良い。遮光層ＢＭは、
カラーフィルタＣＦとオーバーコート層ＯＣとの間、あるいは、オーバーコート層ＯＣと
第２配向膜ＡＬ２との間に配置されても良い。また、遮光層ＢＭを配置する代わりに、異
なる色のカラーフィルタを２層以上重ね合せることで透過率を低下させ、遮光層として機
能させても良い。また、白色を表示する画素が追加されても良く、白色画素には白色のカ
ラーフィルタを配置しても良いし、無着色の樹脂材料を配置しても良いし、カラーフィル
タを配置せずにオーバーコート層ＯＣを配置しても良い。また、モノクロ表示タイプの表
示装置においては、カラーフィルタが省略される。
【００１９】
　上述した第１基板ＳＵＢ１及び第２基板ＳＵＢ２は、第１配向膜ＡＬ１及び第２配向膜
ＡＬ２が対向するように配置されている。図示しないが、スペーサは、樹脂材料によって
形成され、第１基板ＳＵＢ１及び第２基板ＳＵＢ２の間に配置されている。スペーサは、
第１基板ＳＵＢ１及び第２基板ＳＵＢ２のうちの一方に形成され、他方の基板に接触して
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いる。これにより、第１配向膜ＡＬ１と第２配向膜ＡＬ２との間に所定のセルギャップが
形成される。但し、スペーサとして、セルギャップを形成するものの他に、表示パネルに
対して外部応力が加わっていない定常状態で他方の基板に接触していないサブスペーサが
含まれていても良い。セルギャップは、例えば２～５μｍである。第１基板ＳＵＢ１及び
第２基板ＳＵＢ２は、所定のセルギャップが形成された状態でシール材によって貼り合わ
せられている。
【００２０】
　液晶層ＬＣは、第１基板ＳＵＢ１及び第２基板ＳＵＢ２の間に位置し、第１配向膜ＡＬ
１と第２配向膜ＡＬ２との間に保持されている。液晶層ＬＣは、液晶分子を含んでいる。
このような液晶層ＬＣは、ポジ型（誘電率異方性が正）の液晶材料、あるいは、ネガ型（
誘電率異方性が負）の液晶材料によって構成されている。
【００２１】
　上記のような構成の表示パネルＰＮＬに対して、第１基板ＳＵＢ１の下方には、第１偏
光板ＰＬ１を含む第１光学素子ＯＤ１が配置されている。また、第２基板ＳＵＢ２の上方
には、第２偏光板ＰＬ２を含む第２光学素子ＯＤ２が配置されている。一例では、第１偏
光板ＰＬ１及び第２偏光板ＰＬ２は、それぞれの吸収軸がＸ－Ｙ平面において互いに直交
するように配置されている。なお、第１光学素子ＯＤ１及び第２光学素子ＯＤ２は、必要
に応じて、１／４波長板や１／２波長板などの位相差板、散乱層、反射防止層などを備え
ていても良い。
【００２２】
　図５は、図４に示したスイッチング素子ＳＷと画素電極ＰＥとの接続構造を説明するた
めの断面図である。
【００２３】
　第２絶縁膜１２及び第３絶縁膜１３は、半導体層ＳＣと中継電極（金属部）ＲＥとの間
に位置する第１層間絶縁膜に相当する。第４絶縁膜１４は、中継電極ＲＥと共通電極ＣＥ
との間に位置する第２層間絶縁膜に相当する。第５絶縁膜１５は、共通電極ＣＥと画素電
極ＰＥとの間に位置する第３層間絶縁膜に相当する。中継電極ＲＥは、第２絶縁膜１２及
び第３絶縁膜１３を貫通する第１コンタクトホールＣＨ１を介して半導体層ＳＣと接触し
ている。中継電極ＲＥは、複数の導電層を有する積層体であり、図示した例では、導電層
Ｌ１１乃至Ｌ１３を有する３層の積層体である。導電層Ｌ１１は、第３絶縁膜１３の上に
位置し、第１コンタクトホールＣＨ１においてはその側面に接触し、且つ、半導体層ＳＣ
に接触している。導電層Ｌ１２は導電層Ｌ１１の上に積層され、導電層（第１導電層）Ｌ
１３は導電層（第２導電層）Ｌ１２の上に積層されている。画素電極ＰＥは、第４絶縁膜
１４及び第５絶縁膜１５を貫通する第２コンタクトホールＣＨ２を介して中継電極ＲＥと
接触している。図示した例では、画素電極ＰＥは、導電層Ｌ１３に接触している。
【００２４】
　信号線Ｓ１は、中継電極ＲＥと同一の積層体であり、図示した例では、導電層Ｌ２１乃
至Ｌ２３を有する３層の積層体である。導電層Ｌ２１は、第３絶縁膜１３の上に位置し、
導電層Ｌ１１と同一材料によって形成されている。導電層Ｌ２２は、導電層Ｌ２１の上に
積層され、導電層Ｌ１２と同一材料によって形成されている。導電層Ｌ２３は、導電層Ｌ
２２の上に積層され、導電層Ｌ１３と同一材料によって形成されている。導電層Ｌ２１乃
至Ｌ２３の膜厚は、それぞれ導電層Ｌ１１乃至１３の膜厚と実質的に等しい。特に、画素
電極ＰＥと接触する位置での導電層Ｌ１３の膜厚Ｔ１３は、導電層Ｌ２３の膜厚Ｔ２３と
実質的に等しい。
【００２５】
　第２コンタクトホールＣＨ２について、より具体的に説明する。第２コンタクトホール
ＣＨ２は、第４絶縁膜１４に形成された第１孔ＣＨ２１と、第５絶縁膜１５に形成された
第２孔ＣＨ２２とを備えている。第４絶縁膜１４は、中継電極ＲＥの周囲のエッジＲＥＥ
を直接覆っている。第５絶縁膜１５は、第４絶縁膜１４を覆っており、第１孔ＣＨ２１の
側面を覆うとともに中継電極ＲＥの導電層Ｌ１３に接触している。中継電極ＲＥの中央部
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分は、第２コンタクトホールＣＨ２において、第２孔ＣＨ２２から露出している。図示し
た例では、第２孔ＣＨ２２の径Ｒ２２は、第１孔ＣＨ２１の径Ｒ２１よりも小さい。また
、第２孔ＣＨ２２は、第１孔ＣＨ２１の内側に位置している。なお、径Ｒ２２は、第１コ
ンタクトホールＣＨ１の径Ｒ１よりも大きい。また、第１コンタクトホールＣＨ１は、第
２コンタクトホールＣＨ２の内側あるいは第２孔ＣＨ２２の内側に位置している。さらに
、第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホールＣＨ２は、共通電極ＣＥに形成
された開口部ＯＰの内側に位置している。本明細書では、図示した断面における『径』と
は、孔もしくはコンタクトホールの底部の長さ、あるいは、孔もしくはコンタクトホール
から露出した下層の長さ、あるいは、孔もしくはコンタクトホールの側壁と下層との交点
間の長さと定義することができる。
【００２６】
　上記の接続構造の製造方法について、簡単に説明する。すなわち、半導体層ＳＣの上に
、第２絶縁膜１２及び第３絶縁膜１３を順次形成した後に、これらの第２絶縁膜１２及び
第３絶縁膜１３に半導体層ＳＣまで貫通した第１コンタクトホールＣＨ１を形成する。　
　その後、第３絶縁膜１３の上及び第１コンタクトホールＣＨ１に複数の導電層を積層し
た積層体を形成した後に、この積層体をパターニングする。これにより、信号線Ｓを形成
すると同時に、第１コンタクトホールＣＨ１を介して半導体層ＳＣに接触した中継電極Ｒ
Ｅを形成する。　
　その後、第３絶縁膜１３、信号線Ｓ、及び、中継電極ＲＥの上に、第４絶縁膜１４を形
成するとともに、フォトリソグラフィプロセスを経て中継電極ＲＥまで貫通した第１孔Ｃ
Ｈ２１を形成する。　
　その後、第４絶縁膜１４の上に、透明な導電材料を成膜し、パターニングすることによ
り、開口部ＯＰを有する共通電極ＣＥを形成する。　
　その後、第４絶縁膜１４及び共通電極ＣＥの上に、第５絶縁膜１５を形成した後に、こ
の第５絶縁膜１５に中継電極ＲＥまで貫通した第２孔ＣＨ２２を形成する。このような第
２孔ＣＨ２２は、酸素を含まない単一のプラズマガスを用いたドライエッチングで形成さ
れる。プラズマガスとしては、六フッ化硫黄（ＳＦ６）、三フッ化窒素（ＮＦ３）、フッ
素（Ｆ２）のいずれかが適用可能である。ドライエッチングを行うに際しては、第５絶縁
膜１５の上にフォトレジストを形成する。フォトレジストには、第２孔ＣＨ２２の形成位
置に対応した開孔が形成される。フォトレジストの開孔から露出した第５絶縁膜１５がプ
ラズマガスに晒されることで、第５絶縁膜１５とプラズマガスとが反応し、第５絶縁膜１
５が部分的に除去される。このような単一プラズマガスを用いたドライエッチングを適用
することによる効果については後述する。　
　その後、第５絶縁膜１５の上及び第２コンタクトホールＣＨ２に、透明な導電材料を成
膜し、パターニングすることにより、第２コンタクトホールＣＨ２を介して中継電極ＲＥ
に接触した画素電極ＰＥを形成する。
【００２７】
　図６乃至図１０は、図５に示した第１コンタクトホールＣＨ１及び第２コンタクトホー
ルＣＨ２の配置例を示す平面図である。なお、ここでは便宜的に、互いに直交するｘ軸及
びｙ軸を規定して説明する。これらのｘ軸及びｙ軸は、上記のＸ－Ｙ平面と平行な面内に
規定されるものであり、それぞれ上記の第１方向Ｘ及び第２方向Ｙと一致していても良い
し、不一致であっても良い。以下、各部の形状、及び、各部の位置関係については、ｘ軸
及びｙ軸で規定されたｘ－ｙ平面を平面視した状態で説明する。また、図３、図６乃至図
１０におけるそれぞれのコンタクトホールの径Ｒの最外周を示す仮想的な線をコンタクト
ホールのエッジと表現することもできる。
【００２８】
　図６に示したように、中継電極ＲＥは、ｘ軸及びｙ軸に沿った一対のエッジＲＥＥを有
する四角形状に形成されている。共通電極ＣＥの開口部ＯＰは、中継電極ＲＥのエッジＲ
ＥＥと交差することなく中継電極ＲＥの内側に位置している。あるいは、開口部ＯＰは、
その全体が中継電極ＲＥと重畳している。
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【００２９】
　第１コンタクトホールＣＨ１のエッジは、第２コンタクトホールＣＨ２のエッジと交差
することなく、第２コンタクトホールＣＨ２内に位置している。図示した例では、第１コ
ンタクトホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ２２は、いずれも円形であり
、第１コンタクトホールＣＨ１の径Ｒ１は第２孔ＣＨ２２の径Ｒ２２よりも小さく、第２
孔ＣＨ２２の径Ｒ２２は第１孔ＣＨ２１の径Ｒ２１よりも小さい。なお、第１コンタクト
ホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ２２は、円形に限らず、楕円形や四角
形などであっても良い。本明細書では、図示した平面における『径』とは、孔もしくはコ
ンタクトホールが円形である場合にはそれぞれの直径に相当し、孔もしくはコンタクトホ
ールが楕円形である場合にはそれぞれの長軸方向の長さに相当し、孔もしくはコンタクト
ホールが四角形などの他の形状である場合にはそれぞれのｘ軸に沿った長さと定義する。
【００３０】
　一例では、第１コンタクトホールＣＨ１の径Ｒ１は２．５±０．８μｍであり、第１孔
ＣＨ２１の径Ｒ２１は５．０±０．８μｍであり、第２孔ＣＨ２２の径Ｒ２２は３．８±
０．９μｍである。図３で示す隣接する信号線Ｓ１及びＳ２間の距離は１４～２０μｍ程
度であり、例えば第１孔ＣＨ２１の径Ｒ２１は、隣接する信号線Ｓ１及びＳ２間の距離の
２０％～４０％程度の大きさで形成され得る。
【００３１】
　第１コンタクトホールＣＨ１のエッジは、第２孔ＣＨ２２のエッジと交差することなく
第２孔ＣＨ２２内に位置している。第２孔ＣＨ２２のエッジは、第１孔ＣＨ２１のエッジ
と交差することなく第１孔ＣＨ２１内に位置している。図示した例では、第１コンタクト
ホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ２２は、それぞれの中心Ｏが一致して
いる。すなわち、第１コンタクトホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ２２
のそれぞれの中心におけるｘ座標及びｙ座標がいずれも同一である。本明細書における『
中心』とは、孔もしくはコンタクトホールが円形である場合にはそれぞれの中心に相当し
、孔もしくはコンタクトホールが楕円形である場合にはそれぞれの長軸と短軸との交点に
相当し、孔もしくはコンタクトホールが四角形などの他の形状である場合にはそれぞれの
対角線の交点と定義する。
【００３２】
　第１コンタクトホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ２２のそれぞれのエ
ッジは、いずれも開口部ＯＰのエッジと交差することなく、開口部ＯＰ内に位置している
。また、第１コンタクトホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ２２のそれぞ
れのエッジは、いずれも中継電極ＲＥのエッジＲＥＥと交差することなく、それらの全体
が中継電極ＲＥに重畳している。つまり、第１孔ＣＨ２１が形成される第４絶縁膜１４は
、図中に斜線で示したように、中継電極ＲＥの全周に亘るエッジＲＥＥを直接覆っている
。
【００３３】
　図７に示した例は、第１コンタクトホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ
２２のそれぞれの中心が実質的に一致する配置例に相当する。すなわち、第１コンタクト
ホールＣＨ１の中心Ｏ１、第１孔ＣＨ２１の中心Ｏ２１、及び、第２孔ＣＨ２２の中心Ｏ
２２は、同一直線上に並んでいる。図示した例では、中心Ｏ１、中心Ｏ２１、及び、中心
Ｏ２２は、ｙ軸と平行な同一直線上に位置し、それぞれの中心のｘ座標がいずれも同一で
ある。なお、中心Ｏ１、中心Ｏ２１、及び、中心Ｏ２２は、ｘ軸と平行な同一直線上に位
置していても良いし、ｘ軸及びｙ軸と交差する同一直線上に位置していても良い。　
　図示した例でも、第１コンタクトホールＣＨ１は第２孔ＣＨ２２内に位置し、第２孔Ｃ
Ｈ２２は第１孔ＣＨ２１内に位置し、第１孔ＣＨ２１は開口部ＯＰ内に位置し、開口部Ｏ
Ｐは中継電極ＲＥと重畳している。
【００３４】
　図８に示した例は、第１コンタクトホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ
２２のそれぞれの中心が実質的に一致する他の配置例に相当する。すなわち、第１コンタ
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クトホールＣＨ１及び第２孔ＣＨ２２はそれぞれの中心Ｏ１２２が一致し、中心Ｏ１２２
と第１孔ＣＨ２１の中心Ｏ２１とが同一直線上に並んでいる。
【００３５】
　図９に示した例は、第１コンタクトホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔ＣＨ
２２のそれぞれの中心が実質的に一致する他の配置例に相当する。すなわち、第１コンタ
クトホールＣＨ１及び第１孔ＣＨ２１はそれぞれの中心Ｏ１２１が一致し、中心Ｏ１２１
と第２孔ＣＨ２２の中心Ｏ２２とが同一直線上に並んでいる。つまり、図８及び図９に示
した例では、第１コンタクトホールＣＨ１の中心は、第２コンタクトホールＣＨ２を構成
するいずれか一方の孔の中心と一致し、他方の孔と同一直線上に並んでいる。
【００３６】
　図１０に示した例は、第１コンタクトホールＣＨ１、第１孔ＣＨ２１、及び、第２孔Ｃ
Ｈ２２のそれぞれの中心が実質的に一致する他の配置例に相当する。すなわち、第１孔Ｃ
Ｈ２１及び第２孔ＣＨ２２はそれぞれの中心Ｏ２１２２が一致し、中心Ｏ２１２２と第１
コンタクトホールＣＨ１の中心Ｏ１とが同一直線上に並んでいる。つまり、図示した例で
は、第２コンタクトホールＣＨ２を構成する２つの孔の中心が一致している。
【００３７】
　本実施形態によれば、平面視において、第１コンタクトホールＣＨ１のエッジは、第２
コンタクトホールＣＨ２のエッジと交差することなく第２コンタクトホールＣＨ２内に位
置している。このため、第１コンタクトホールＣＨ１と第２コンタクトホールＣＨ２とが
ずれて配置された場合と比較して、スイッチング素子ＳＷと画素電極ＰＥとを電気的に接
続する接続構造を簡素化することができ、しかも、その設置面積を縮小することができる
。これにより、表示に寄与しない領域の面積を縮小することができる。したがって、高精
細化に伴って一画素のサイズが縮小したとしても、開口部の縮小を抑制することができ、
表示品位の劣化を抑制することが可能となる。
【００３８】
　また、第２孔ＣＨ２２を形成する際に単一プラズマガスを用いたドライエッチングを適
用することにより、第５絶縁膜１５を貫通した後に露出する中継電極ＲＥがプラズマガス
によるダメージを受けることがない。このため、第５絶縁膜１５における膜厚は、第４絶
縁膜１４によって覆われている信号線Ｓの膜厚とほぼ同一とすることができる。また、中
継電極ＲＥを構成する導電層Ｌ１３が削られることによる導電層Ｌ１２の露出を抑制する
ことができ、導電層Ｌ１２の不所望な酸化あるいは導電層Ｌ１２の高抵抗化を抑制するこ
とができる。また、中継電極ＲＥをプラズマガスから保護するためのＩＴＯなどの薄膜を
設ける必要がなく、第２コンタクトホールＣＨ２における段差を緩和することができ、し
かも、薄膜が介在することによるスイッチング素子ＳＷと画素電極ＰＥとの間の接触抵抗
の増大を抑制することができる。また、第２コンタクトホールＣＨ２における段差を緩和
することにより、画素電極ＰＥの膜切れや、第２コンタクトホールＣＨ２の内部に絶縁膜
が残留することによるスイッチング素子ＳＷと画素電極ＰＥとの接続不良といった不具合
の発生を抑制することができ、信頼性の低下及び表示品位の劣化を抑制することができる
。
【００３９】
　また、上記の構成例においては、第２孔ＣＨ２２の径Ｒ２２は、第１孔ＣＨ２１の径Ｒ
２１よりも小さく、第２コンタクトホールＣＨ２において、第５絶縁膜１５は、第４絶縁
膜１４を覆っている。このため、第２孔ＣＨ２２を形成する際のプラズマガスによる第４
絶縁膜１４の削れを抑制することができ、第１孔ＣＨ２１の不所望な拡大を抑制すること
ができる。
【００４０】
　次に、本実施形態の他の構成例について説明する。なお、上記の構成例と同一の構成要
素については同一の参照符号を付して詳細な説明を省略する。
【００４１】
　図１１は、図４に示したスイッチング素子ＳＷと画素電極ＰＥとの他の接続構造を説明
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するための断面図である。図示した構成例は、図５に示した構成例と比較して、第２コン
タクトホールＣＨ２を構成する第１孔ＣＨ２１の径Ｒ２１が第２孔ＣＨ２２の径Ｒ２２よ
りも小さい点で相違している。但し、上記の構成例と同様に、径Ｒ２１は、第１コンタク
トホールＣＨ１の径Ｒ１より大きい。　
　第５絶縁膜１５は、共通電極ＣＥを覆うとともに、第４絶縁膜１４の上面１４Ｔを覆っ
ている。また、第５絶縁膜１５は、第１孔ＣＨ２１のうち上部に位置する第４絶縁膜１４
の上部側面１４Ｕを覆う一方で、第１孔ＣＨ２１のうちの下部に位置する第４絶縁膜１４
の下部側面１４Ｌを露出している。また、第５絶縁膜１５は、中継電極ＲＥには接触して
いない。画素電極ＰＥは、第２コンタクトホールＣＨ２において、第５絶縁膜１５、第４
絶縁膜１４の下部側面１４Ｌ、及び、中継電極ＲＥにそれぞれ接触している。　
　このような構成例において、平面視における第１コンタクトホールＣＨ１、第１孔ＣＨ
２１、及び、第２孔ＣＨ２２の相互の位置関係は、図６乃至図１０に示した第１孔ＣＨ２
１と第２孔ＣＨ２２とを置換することで、いずれの配置例も適用できる。
　また、第５絶縁膜１５は、第１孔ＣＨ２１の上部側面１４Ｕを覆わないように、共通電
極ＣＥと第４絶縁膜１４の上面１４Ｔを覆うように形成することも可能である。
【００４２】
　このような構成例においても、上記と同様の効果が得られる。加えて、本構成例は、有
機絶縁膜である第４絶縁膜１４が第５絶縁膜１５から露出するものであるが、第２孔ＣＨ
２２を形成する際に酸素を含まないプラズマガスを用いたドライエッチングを適用するこ
とにより、第５絶縁膜１５を貫通した後に露出する第４絶縁膜１４がプラズマガスによっ
てほとんど削られることがなく、第１孔ＣＨ２１の不所望な拡大を抑制することができる
。
　また、このように第５絶縁膜１５が第１孔ＣＨ２１の下部側面１４Ｌを露出させること
で製造工程中における第４絶縁膜１４に含有された水分の逃道となり歩留りを向上させる
ことにもつながる。
【００４３】
　図１２は、他の構成例を示す平面図である。なお、ここでは、第１基板ＳＵＢ１の主要
部のみを図示して説明する。
【００４４】
　走査線Ｇ１及びＧ２は、第２方向Ｙに沿って間隔をおいて配置され、それぞれ第１方向
Ｘに沿って延出している。信号線Ｓ１乃至Ｓ４は、第１方向Ｘに沿って間隔をおいて配置
され、それぞれ第２方向Ｙに沿って延出している。図示した例では、画素ＰＸ１乃至ＰＸ
３は、走査線Ｇ１及びＧ２と信号線Ｓ１乃至Ｓ４とが成すマス目の領域に相当し、それぞ
れ第１方向Ｘに沿った長さが第２方向Ｙに沿った長さよりも短い長方形状である。一例で
は、画素ＰＸ１は緑色を表示する緑色画素であり、画素ＰＸ２は青色を表示する青色画素
であり、画素ＰＸ３は赤色を表示する赤色画素である。画素ＰＸ１乃至ＰＸ３の各々は、
画素電極ＰＥを備えている。
【００４５】
　共通電極ＣＥは、図示を省略しているが、走査線Ｇ１及びＧ２、信号線Ｓ１乃至Ｓ４、
及び、各画素電極ＰＥと重なる位置に配置されている。金属層ＭＬは、共通電極ＣＥに直
接積層されている。金属層ＭＬは、例えば、第１部分ＭＬＡ及び第２部分ＭＬＢを備えて
いる。第１部分ＭＬＡ及び第２部分ＭＬＢは互いに繋がっている。第１部分ＭＬＡは、画
素ＰＸ１乃至ＰＸ３にそれぞれ配置され、画素電極ＰＥの一部と重なっている。第２部分
ＭＬＢは、それぞれ第２方向Ｙに延出し、信号線Ｓ１、Ｓ２、Ｓ４と重なっている。なお
、第２部分ＭＬＢは、図示した例の如く、青色の画素ＰＸ２と赤色の画素ＰＸ３との間に
は配置されない場合があり得る。金属層ＭＬは、例えば、モリブデン及びアルミニウムの
積層体であり、光反射性を有する。第１部分ＭＬＡは、画素電極ＰＥと重なっており、画
素ＰＸ１乃至ＰＸ３のそれぞれにおいて反射部を形成する。このため、表示パネルＰＮＬ
としては、バックライトユニットからの光を選択的に透過することで画像を表示する透過
型として構成されているが、表示パネルＰＮＬの外部から入射した光も選択的に反射する
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ことで画像表示に寄与させることができる。このため、周辺が明るい環境下で表示装置Ｄ
ＳＰを使用する場合において、バックライトユニットの輝度を増大しなくても、表示画像
の視認性を向上することが可能となる。なお、第２部分ＭＬＢは、信号線Ｓに沿って延出
し、共通電極ＣＥと同電位に設定されることにより、共通電極ＣＥの低抵抗化を促進する
ことができる。また、第２部分ＭＬＢは、静電容量方式のタッチセンサを構成する電極と
して利用することもできる。
【００４６】
　図１３は、図１２に示した第１基板ＳＵＢ１を含む表示パネルＰＮＬの第１方向Ｘに沿
った断面図である。
【００４７】
　第１基板ＳＵＢ１において、共通電極ＣＥは、第４絶縁膜１４の上に位置している。
金属層ＭＬは、共通電極ＣＥの上に位置している。図示した例では、金属層ＭＬは、共通
電極ＣＥに直接積層されている。第５絶縁膜１５は、共通電極ＣＥ及び金属層ＭＬを覆っ
ている。なお、金属層ＭＬは、第４絶縁膜１４の上に位置し、共通電極ＣＥによって覆わ
れていても良い。また、反射型の表示パネルＰＮＬにおいては、共通電極ＣＥと金属層Ｍ
Ｌとの積層体を金属層ＭＬ単体に置換しても良い。
【００４８】
　図１４は、他の構成例を示す断面図である。なお、ここでは、非表示領域ＮＤＡにおけ
る第１基板ＳＵＢ１の主要部のみを図示して説明する。
【００４９】
　周辺配線Ｗは、例えば、所定の電位を供給するための給電配線、駆動回路やＩＣチップ
などに接続された配線などに相当する。図示した周辺配線Ｗは、上記の信号線Ｓと同一層
に位置し、第３絶縁膜１３の上に位置するとともに第４絶縁膜１４によって覆われている
。周辺配線Ｗは、信号線Ｓと同一の積層体であり、図示した例では、導電層Ｌ３１乃至Ｌ
３３を有する３層の積層体である。導電層Ｌ３１乃至Ｌ３３は、それぞれ図５に示した信
号線Ｓの導電層Ｌ２１乃至Ｌ２３と同一材料によって形成されている。
【００５０】
　金属層ＭＬは、コンタクトホールＣＨ３において周辺配線Ｗに接触している。金属層Ｍ
Ｌは、例えば、周辺配線Ｗに所定の電位を誘電するための給電配線、駆動回路やＩＣチッ
プなどに接続された配線、あるいは、互いに交差する方向に延出する配線のブリッジ部な
どに相当する。金属層ＭＬは、第５絶縁膜１５の上に位置している。
【００５１】
　コンタクトホールＣＨ３は、第４絶縁膜１４に形成された第１孔ＣＨ３１と、第５絶縁
膜１５に形成された第２孔ＣＨ３２とを備えている。第５絶縁膜１５は、第４絶縁膜１４
を覆っており、第１孔ＣＨ３１の側面を覆うとともに周辺配線Ｗに接触している。周辺配
線Ｗの中央部分は、コンタクトホールＣＨ３において、第２孔ＣＨ３２から露出している
。図示した例では、第１孔ＣＨ３１は、第２孔ＣＨ３２よりも大きな径を有しているまた
、第２孔ＣＨ３２は、第１孔ＣＨ３１の内側に位置している。
【００５２】
　導電層Ｌ３１乃至Ｌ３３の膜厚は、それぞれ導電層Ｌ１１乃至Ｌ１３の膜厚と実質的に
等しい。特に、金属層ＭＬと接触する位置での導電層Ｌ３３は、図５に示した導電層Ｌ２
３と実質的に等しい膜厚を有している。
【００５３】
　このような接続構造の主要な製造方法については、上記のスイッチング素子ＳＷと画素
電極ＰＥとの接続構造で説明したのと同様である。すなわち、第４絶縁膜１４を形成する
過程で周辺配線Ｗまで貫通した第１孔ＣＨ３１を形成する。その後、第５絶縁膜１５を形
成した後に、この第５絶縁膜１５に周辺配線Ｗまで貫通した第２孔ＣＨ３２を形成する。
第２孔ＣＨ２２を形成する際には、酸素を含まず、且つ、六フッ化硫黄（ＳＦ６）などの
単一のプラズマガスを用いたドライエッチングで形成される。その後、コンタクトホール
ＣＨ３を介して周辺配線Ｗに接触した金属層ＭＬを形成する。
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【００５４】
　このような構成例によれば、上記の構成例と同様の効果が得られる。すなわち、第２孔
ＣＨ３２を形成する際に単一プラズマガスを用いたドライエッチングを適用することによ
り、第５絶縁膜１５を貫通した後に露出する周辺配線Ｗ及び第４絶縁膜１４削れを抑制す
ることができる。また、周辺配線Ｗを構成する導電層Ｌ３３の削れを抑制するための薄膜
を設ける必要がなく、コンタクトホールＣＨ３における段差を緩和することができ、しか
も、薄膜が介在することによる周辺配線Ｗと金属層ＭＬとの間の接触抵抗の増大を抑制す
ることができる。
【００５５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、表示品位の劣化を抑制することが可能な表
示装置及びその製造方法を提供することができる。
【００５６】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態
は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で
、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発
明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲
に含まれる。
【符号の説明】
【００５７】
ＤＳＰ…表示装置　ＰＮＬ…表示パネル
ＳＵＢ１…第１基板　ＳＵＢ２…第２基板　ＬＣ…液晶層
ＳＷ…スイッチング素子　ＳＣ…半導体層
ＰＥ…画素電極　ＣＥ…共通電極　ＲＥ…（中継電極）金属部

【図１】 【図２】
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