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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分割露光方式を用いて絶縁性基板上にゲート電極及びゲートバスラインを形成する第１
の工程と、
　前記ゲート電極及びゲートバスライン上にゲート絶縁膜を形成する第２の工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に動作半導体層を形成する第３の工程と、
　一括露光方式を用いて前記動作半導体層上にチャネル保護膜を形成する第４の工程と、
　分割露光方式を用いて、前記チャネル保護膜を挟んで前記動作半導体層に接続するソー
ス電極及びドレイン電極及びドレインバスラインを形成する第５の工程と
　を有するアクティブマトリクス型表示装置の製造方法であって、
　前記第４の工程は、バスライン識別情報を前記チャネル保護膜の形成材料で形成する工
程をさらに有すること
　を特徴とするアクティブマトリクス型表示装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載のアクティブマトリクス型表示装置の製造方法において、
　前記第１の工程は、前記バスライン識別情報の形成領域の下層にゲート形成金属で金属
層を形成する工程をさらに有すること
　を特徴とするアクティブマトリクス型表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、各画素にスイッチング素子を有するアクティブマトリクス型表示装置及びその
製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のアクティブマトリクス型表示装置について図１７及び図１８を用いて説明する。図
１７は、従来のボトムゲート型のアクティブマトリクス型表示装置の概略構成を示す平面
図である。図１７に示すように、基板上には、図中上下方向に延びる複数のドレインバス
ライン（データバスライン）１００が形成されている。また基板上には、図中左右方向に
延びる破線で示した複数のゲートバスライン１０２が形成されている。これらのドレイン
バスライン１００とゲートバスライン１０２とで画定される領域が画素領域である。そし
て、各ドレインバスライン１００とゲートバスライン１０２との交差位置近傍に薄膜トラ
ンジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ；ＴＦＴ）が形成されている。
【０００３】
ＴＦＴのドレイン電極１０８は、図中左側に示されたドレインバスライン１００から引き
出されて、その端部がゲートバスライン１０２上に形成されたチャネル保護膜１１２上の
一端辺側に位置するように形成されている。
一方、ソース電極１１０は、チャネル保護膜１１２上の他端辺側に位置するように形成さ
れている。このような構成においてチャネル保護膜１１２直下のゲートバスライン１０２
領域が当該ＴＦＴのゲート電極として機能するようになっている。図示は省略しているが
、ゲートバスライン１０２上には、ゲート絶縁膜が形成され、その上にチャネルを構成す
る動作半導体層が形成されている。
【０００４】
各ドレインバスライン１００端部には、バスライン識別情報として用いられるドレインバ
スライン番号１０６が形成されている。図中左のドレインバスライン番号１０６は、図中
左のドレインバスライン１００を識別する番号が２４０番であることを示している。同様
に、各ゲートバスライン１０２端部にはバスライン識別情報として用いられるゲートバス
ライン番号（図示せず）が形成されている。両バスライン番号は、バスラインの検査や欠
陥修復をする際に、特定のバスラインを識別するために用いられる。ゲートバスライン番
号は、ゲートバスライン１０２を形成するゲート形成金属層をパターニングしてゲートバ
スライン１０２の形成と同時に形成され、ドレインバスライン番号は、ドレインバスライ
ン１００を形成するドレイン形成金属層をパターニングしてドレインバスライン１００の
形成と同時に形成される。
【０００５】
ゲート形成金属層やドレイン形成金属層、あるいはその他各層の薄膜パターンの形成には
、以下に述べるフォトリソグラフィー法が用いられる。まず、薄膜の形成材料を透明絶縁
性基板の全面に成膜する。次に、例えばポジ型のレジストを基板全面に塗布する。プリベ
ークした後、薄膜パターンが形成される領域のみ遮光するマスクを用いて紫外線で露光す
る。現像して露光領域のレジストを溶解することにより、マスクで遮光された領域のみが
残存するレジストパターンが得られる。得られたレジストパターンをエッチングマスクと
してエッチングを行うと、エッチングマスクのない領域の各層の薄膜が除去される。最後
に、エッチングマスクとして用いたレジストを剥離すると所定のパターン形状を有する薄
膜が得られる。
【０００６】
ステッパを用いた露光方式は、１枚の大型マスクを用いて基板全面を露光する一括露光方
式と、基板を複数の領域に分割し、複数枚のマスクを切り替えながら露光する分割露光方
式とに分けられる。さらに分割露光方式には、１枚のマスクを用いて同一のパターンを複
数の領域に露光する繰り返し露光方式が含まれる。分割露光方式は、一括露光方式と比較
すると精度が高いという特徴を有している。
【０００７】
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ゲートバスライン番号あるいはドレインバスライン番号を形成するゲート形成金属層やド
レイン形成金属層のパターニングでは、ＴＦＴのゲート電極１０２やソース電極１１０、
ドレイン電極１０８等の、ＴＦＴの性能を左右する領域も同時に形成されるため、マスク
の高い位置決め精度が要求される。そのためこれらの金属層の露光においては、一括露光
方式と比較して精度の高い分割露光方式が用いられている。
【０００８】
透明絶縁性基板であるガラス基板上には、複数枚のアレイ基板形成領域が配置されている
。図１８は、そのうち１枚のアレイ基板形成領域における分割露光方式を示す概略図であ
る。ガラス基板１３０上の一領域に形成されるアレイ基板１２４は、長方形の表示領域１
２８と、表示領域１２８周囲に設けられた額縁領域１３２とで構成されている。１枚のア
レイ基板１２４は、図中上段左から４つの長方形の露光領域１３４、１３６、１３８、１
４０、及び下段左から４つの長方形の露光領域１４２、１４４、１４６、１４８に分割さ
れている。各露光領域に付されたＡ～Ｆの記号は、露光に使用されるマスクの種類を示し
ている。露光領域１３６及び１３８は共通のマスクＡを用いて繰り返し露光され、露光領
域１４４及び１４６も他の共通のマスクＢを用いて繰り返し露光される。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
例えば画素数が８００×６００のＳＶＧＡのカラー表示を得ようとすると、アレイ基板１
２４上には、６００本のゲートバスライン１０２と、８００×３（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝２４０
０本のドレインバスライン１００が形成される。各バスラインに付されるバスライン番号
は、特定のバスラインを識別したり、その位置を特定したりする目的で用いられるため、
本来連続番号となることが望ましい。そのため、上述のＳＶＧＡのドレインバスライン１
００の場合は、例えば図１８中左から順に、１～２４００のバスライン番号を付すように
する。
【００１０】
ところが、ドレインバスライン１００及びドレインバスライン番号１０６等を同時に形成
する金属層のパターニングには繰り返し露光方式が用いられる。このため、図１８に示す
例において露光領域１３６と１３８は共通のマスクＡを用いて露光され、露光領域１３６
に４０１～１２００のドレインバスライン番号１０６が付されると、露光領域１３８にも
同様の４０１～１２００のドレインバスライン番号１０６が付されてしまう。露光領域１
４４と１４６についても共通のマスクＢを用いて露光するため同様の事態が生じる。この
ように、露光領域１３６と１３８、あるいは露光領域１４４と１４６のドレインバスライ
ン１００には同一のドレインバスライン番号１０６が繰り返し付され、全てのドレインバ
スライン１００に連続番号を付すことができない。したがって、ドレインバスライン番号
１０６だけで一意にドレインバスライン１００を特定できないという問題が生じる。
【００１１】
本発明の目的は、バスラインの検査や欠陥修復を行う際に、容易に特定のバスライン等を
識別できるアクティブマトリクス型表示装置及びその製造方法を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、絶縁性基板と、前記絶縁性基板上に形成された複数のゲートバスラインと、
前記ゲートバスラインにほぼ直交して配置された複数のドレインバスラインと、前記ゲー
トバスラインと前記ドレインバスラインとで画定された複数の画素領域と、前記絶縁性基
板上に前記ゲートバスラインと同時に形成されたゲート電極と、前記ゲート電極上に形成
されたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成された動作半導体層と、前記動作半導
体層上に形成されたチャネル保護膜と、前記チャネル保護膜を挟んで前記動作半導体層に
接続されたソース電極及びドレイン電極とを有し、前記画素領域に形成された薄膜トラン
ジスタと、前記薄膜トランジスタの前記ソース電極に接続された画素電極と、前記チャネ
ル保護膜の形成材料で形成されている識別情報とを有することを特徴とするアクティブマ
トリクス型表示装置によって達成される。
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【００１３】
上記本発明のアクティブマトリクス型表示装置において、前記識別情報は、数字、文字、
記号又は図形で構成されていることを特徴とする。
【００１４】
上記本発明のアクティブマトリクス型表示装置において、前記バスラインの欠陥を修復す
るリペア配線をさらに有し、前記識別情報は、前記リペア配線を識別するために用いられ
ることを特徴とする。
【００１５】
また上記目的は、絶縁性基板上にゲート電極及びゲートバスラインを形成する第１の工程
と、前記ゲート電極及びゲートバスライン上にゲート絶縁膜を形成する第２の工程と、前
記ゲート絶縁膜上に動作半導体層を形成する第３の工程と、前記動作半導体層上にチャネ
ル保護膜を形成する第４の工程と、前記チャネル保護膜を挟んで前記動作半導体層に接続
するソース電極及びドレイン電極及びドレインバスラインを形成する第５の工程とを有す
るアクティブマトリクス型表示装置の製造方法であって、前記第４の工程は、識別情報を
前記チャネル保護膜の形成材料で形成する工程をさらに有することを特徴とするアクティ
ブマトリクス型表示装置の製造方法によって達成される。
【００１６】
上記本発明のアクティブマトリクス型表示装置の製造方法において、前記第１の工程は、
前記識別情報の形成領域の下層にゲート形成金属で金属層を形成する工程をさらに有する
ことを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置及びその製造方法を図１乃
至図１４を用いて説明する。まず、本実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置
の構成について図１を用いて説明する。図１は、本実施の形態によるアクティブマトリク
ス型表示装置の概略構成を示す平面図である。図１に示すように、基板上には、図中上下
方向に延びる複数のドレインバスライン（データバスライン）１００が形成されている。
また基板上には、図中左右方向に延びる破線で示した複数のゲートバスライン１０２が形
成されている。これらのドレインバスライン１００とゲートバスライン１０２とで画定さ
れる領域が画素領域である。そして、各ドレインバスライン１００とゲートバスライン１
０２との交差位置近傍にＴＦＴが形成されている。
【００１８】
ＴＦＴのドレイン電極１０８は、図中左側に示されたドレインバスライン１００から引き
出されて、その端部がゲートバスライン１０２上に形成されたチャネル保護膜１１２上の
一端辺側に位置するように形成されている。
一方、ソース電極１１０は、チャネル保護膜１１２上の他端辺側に位置するように形成さ
れている。このような構成においてチャネル保護膜１１２直下のゲートバスライン１０２
領域が当該ＴＦＴのゲート電極として機能するようになっている。図示は省略しているが
、ゲートバスライン１０２上には、ゲート絶縁膜が形成され、その上にチャネルを構成す
る動作半導体層が形成されている。
【００１９】
このように図１に示すＴＦＴ構造は、ゲート電極がゲートバスライン１０２から引き出さ
れて形成されておらず、直線状に配線されたゲートバスライン１０２の一部をゲート電極
として用いる構成になっている。
【００２０】
また、画素領域ほぼ中央を左右に延びる破線で示した領域に、蓄積容量バスライン１０４
が形成されている。蓄積容量バスライン１０４の上層には、絶縁膜を介して各画素毎に蓄
積容量電極１１４が形成されている。ソース電極１１０および蓄積容量電極１１４の上層
には、透明電極からなる画素電極１１６が形成されている。
【００２１】
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画素電極１１６は、その下方に形成された保護膜に設けられたコンタクトホール１１８を
介してソース電極１１０と電気的に接続されている。また画素電極１１６は、コンタクト
ホール１２０を介して蓄積容量電極１１４と電気的に接続されている。
【００２２】
各ドレインバスライン１００端部には、バスライン識別情報として用いられるドレインバ
スライン番号４が、チャネル保護膜１１２の形成材料により、チャネル保護膜１１２の形
成と同時に形成されている。ドレインバスライン番号４の下層には、ゲート形成金属でゲ
ートバスライン１０２の形成と同時に形成された、ドレインバスライン番号４を囲む長方
形の金属層２が形成されている。図中左のドレインバスライン番号４は、図中左のドレイ
ンバスライン１００の識別番号が２４０番であることを示している。一連のドレインバス
ライン番号４は、例えばＳＶＧＡの場合１～２４００の数字で表される。１つの数字の大
きさは、図中上下方向の幅が例えば５μｍであり、図中左右方向の長さが例えば１０μｍ
である。金属層２の大きさは、図中左右方向の幅が例えば２０μｍであり、図中上下方向
の長さが例えば５０μｍである。
【００２３】
また、同様に各ゲートバスライン１０２端部には、バスライン識別情報として用いられる
ゲートバスライン番号（図示せず）が、チャネル保護膜１１２の形成材料により、チャネ
ル保護膜１１２の形成と同時に形成されている。ゲートバスライン番号の下層には、ゲー
ト形成金属でゲートバスライン１０２の形成と同時に形成された、ゲートバスライン番号
を囲む長方形の金属層（図示せず）が形成されている。両バスライン番号は、バスライン
の検査や欠陥修復をする際に、特定のバスラインを識別するために用いられる。
【００２４】
次に、本実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の製造方法について、図２乃
至図１４を用いて説明する。なお、図２乃至図１４において、図１に示した構成要素と同
一の構成要素については同一の符号を付している。また、図２乃至図１４における（ａ）
は図１のＭ－Ｍ’線で切断したアクティブマトリクス型表示装置の断面図であり、（ｂ）
は図１のＮ－Ｎ’線で切断したアクティブマトリクス型表示装置の断面図である。
【００２５】
まず、図２に示すように、例えば透明絶縁性基板であるガラス基板６上に、例えばＡｌ（
アルミニウム）を全面に成膜して厚さ約１５０ｎｍのゲート形成金属層８を形成する。次
いでポジ型レジストを全面に塗布してレジスト層１２を形成し、第１のマスク１０を用い
て露光する。その後現像すると、図３に示すように、第１のマスク１０により遮光された
領域のみにレジストパターン１３、１５が形成される。
【００２６】
次に、レジストパターン１３、１５をエッチングマスクとして、例えばガスプラズマを用
いたケミカルドライエッチングにより、レジストパターン１３、１５の下層にあるゲート
形成金属層８以外のゲート形成金属層８を除去する（図４参照）。レジストパターン１３
、１５をプラズマアッシング等により剥離すると、図５に示すように、ゲートバスライン
１０２及び金属層２が形成される。
【００２７】
次に、例えばシリコン窒化膜（ＳｉＮ）をプラズマＣＶＤ法により基板全面に成膜して厚
さ約４００ｎｍのゲート絶縁膜１４を形成する。続いて、動作半導体層を形成するための
例えば厚さ約１５ｎｍのアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）層１６、チャネル保護膜及び
バスライン識別情報を形成するための例えば厚さ１２０ｎｍのシリコン窒化膜（ＳｉＮ）
１８をプラズマＣＶＤ法により基板全面に形成する（図６参照）。
【００２８】
次に、図７に示すように、ポジ型レジストを全面に塗布してレジスト層２０を形成する。
ゲートバスライン１０２及び金属層２をマスクとしてガラス基板６に対して背面露光を行
って、ゲートバスライン１０２上に自己整合的にレジストパターン２２を形成し、金属層
２上に自己整合的にレジストパターン２３を形成する（図８参照）。
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【００２９】
次に、図９に示すように、チャネル保護膜１１２とゲートバスライン番号及びドレインバ
スライン番号４のパターンがＣｒ膜等で描画された第２のマスク２４を用いて一括露光す
ることにより、第２のマスク２４で遮光された領域のみにレジストが残されたレジストパ
ターン２６、２７が得られる（図１０参照）。次に、レジストパターン２６、２７をエッ
チングマスクとして、シリコン窒化膜１８をエッチングする。これにより、図１１（ａ）
に示すように、チャネル保護膜１１２が形成され、図１１（ｂ）に示すように、バスライ
ン識別情報として用いるドレインバスライン番号４が形成される。なお、図示は省略した
が、同様にゲートバスライン番号も所定位置に形成される。
【００３０】
次に、図１２に示すように、オーミックコンタクト層となる厚さ約３０ｎｍのｎ+ａ－Ｓ
ｉ層３０をプラズマＣＶＤ法により全面に形成する。次いで、ドレイン電極１０８、ソー
ス電極１１０、蓄積容量電極１１４、及びドレインバスライン１００を形成するための、
厚さ約１７０ｎｍのドレイン形成金属層（例えばＣｒ層）３２をスパッタリングにより成
膜する。
【００３１】
次に、図１３に示すように、第３のマスク（図示せず）を用いてドレイン形成金属層３２
、ｎ+ａ－Ｓｉ層３０、アモルファスシリコン層１６をパターニングし、図１３（ａ）に
示すように、ドレインバスライン１００（図１３では図示せず）、ドレイン電極１０８、
ソース電極１１０、蓄積容量電極１１４（図１３では図示せず）を形成する。このパター
ニングにおけるエッチング処理において、チャネル保護膜１１２はエッチングストッパと
して機能し、その下層のアモルファスシリコン層１６はエッチングされずに残存する。ま
た、図１３（ｂ）に示すように、チャネル保護膜の形成材料であるシリコン窒化膜１８で
形成されたドレインバスライン番号４の下層のアモルファスシリコン層１６もエッチング
されずに残存する。
【００３２】
次に、図１４に示すように、例えばシリコン窒化膜からなる厚さ約３００ｎｍの保護膜３
６をプラズマＣＶＤ法にて形成する。次いで、図１４に示すように、第４のマスク（図示
せず）を用いて保護膜３６をパターニングし、ソース電極１１０及び蓄積容量電極１１４
（図１４では図示せず）上の保護膜３６を開口して、ソース電極１１０上にコンタクトホ
ール１１８を形成し、蓄積容量電極１１４（図１４では図示せず）上にコンタクトホール
１２０（図１４では図示せず）を形成する。
【００３３】
次に、ガラス基板６全面に例えばＩＴＯ（インジウム・ティン・オキサイド）からなる厚
さ約７０ｎｍの透明画素電極材３８を成膜する。次いで、第５のマスク（図示せず）を用
いて画素電極材３８をパターニングし、図１に示すような所定形状の画素電極１１６を形
成する。画素電極１１６はコンタクトホール１１８を介してソース電極１１０と電気的に
接続され、また、コンタクトホール１２０（図１４では図示せず）を介して蓄積容量電極
１１４（図１４では図示せず）と電気的に接続される。
【００３４】
以上説明した工程を経て図１に示したアクティブマトリクス型表示装置のアレイ基板が完
成する。この後、対向基板と貼り合せ、液晶を封止して液晶表示装置が完成する。
なお、上記工程で使用したポジ型レジストに代えてネガ型レジストを使用してもよい。そ
の場合は、上記工程とは異なり、薄膜パターンを形成する領域以外の領域を遮光するマス
クを用いる。
【００３５】
本実施の形態によれば、各バスライン番号は、ゲート形成金属層あるいはドレイン形成金
属層に代えて、チャネル保護膜の形成材料で形成できるようになる。チャネル保護膜はＴ
ＦＴの動作には直接的には関わっておらず、図１３に示したドレイン形成金属層３２、ｎ
+ａ－Ｓｉ層３０、アモルファスシリコン層１６をエッチングする際に、動作半導体層と
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なる領域のアモルファスシリコン層１６をエッチングしないためのエッチングストッパの
役割を有しているだけなので、ゲート電極、ソース電極及びドレイン電極のパターニング
に要する高精度のマスクは要求されない。そのため、アレイ基板全面に対して１枚のマス
ク（上記工程で述べた第２のマスク２４）を用いた一括露光方式で露光することができる
。これにより、各バスライン番号に連続番号を付すことが可能となり、バスラインの検査
や欠陥修復を行う際に、特定のバスラインを容易に識別することができるようになる。
【００３６】
次に、本実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の変形例について、図１５を
用いて説明する。図１５は、本実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の変形
例を示している。図１５（ａ）は、アクティブマトリクス型表示装置のゲートバスライン
端部の平面図である。図１５（ｂ）は、図１５（ａ）のＰ－Ｐ’線で切断したアクティブ
マトリクス型表示装置のゲートバスライン端部の断面図である。図１５（ｂ）は、図１４
（ｂ）に示した構成において、ドレインバスライン番号４がゲートバスライン番号４０と
なる以外は同様の構成を有しているのでその説明は省略する。
【００３７】
図１５（ａ）に示すように、基板上には図中左右に延びるゲートバスライン１０２が形成
されている。ゲートバスライン１０２の幅は例えば４～８μｍであるが、端部の一部分に
おいて、幅が例えば２０μｍに拡張された領域が、長さが例えば５０μｍに渡って形成さ
れている。バスライン識別情報として用いられるゲートバスライン番号４０は、図１に示
した金属層２上ではなく、ゲートバスライン１０２の拡張された領域上に形成されている
。このように、バスライン幅を拡張して、その上層にチャネル保護膜の形成材料であるシ
リコン窒化膜１８でバスライン番号を付すようにしても、上記実施の形態と同様の効果を
奏することができる。
【００３８】
本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。
例えば、上記実施の形態では、バスライン識別情報について、ゲートバスラインあるいは
ドレインバスラインに付されるバスライン番号を例にとって説明したが、本発明における
識別情報はこれに限らず、他の配線、例えばリペア配線等に付される配線番号にも適用す
ることが可能である。
リペア配線は、ゲートバスラインやドレインバスライン、蓄積容量バスライン等の配線パ
ターンの断線や、バスライン間の層間短絡が生じた際、それらを修復するために形成され
ている。
【００３９】
また、上記実施の形態では、バスライン識別情報に数字を用いているが、数字以外の文字
、記号あるいは図形等を用いることも可能である。図１６は、本実施の形態によるアクテ
ィブマトリクス型表示装置におけるバスライン識別情報の変形例を示している。図１６（
ａ）は、バスライン識別情報の平面図である。図１６（ｂ）は、図１６（ａ）のＱ－Ｑ’
線で切断したバスライン識別情報の断面図である。図１６（ｂ）は、図１４（ｂ）に示し
た構成において、ドレインバスライン番号４が配線識別用図形４２となる以外は同様の構
成を有しているのでその説明は省略する。
【００４０】
図１６（ａ）に示すように、バスライン識別情報として２つの長方形からなる配線識別用
図形４２が、チャネル保護膜１１２（図１６では図示せず）の形成材料により、チャネル
保護膜１１２の形成と同時に形成されている。配線識別用図形４２の下層には、ゲート形
成金属でゲートバスライン１０２の形成と同時に形成された、配線識別用図形４２を囲む
長方形の金属層２が形成されている。２つの長方形からなる配線識別用図形４２は、配線
の識別番号が２番であることを示している。バスライン識別情報に図形を用いることで、
形成本数の少ないリペア配線等において、直感的かつ容易に配線を識別できる利点がある
。図１５に示した配線識別用図形４２は、対角線上に並ぶ２つの矩形形状により番号を表
現する図形パターンであるが、これ以外の番号を表現しない図形パターン、例えば○、△
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、□等であってももちろん構わない。
【００４１】
また、上記実施の形態では、ＴＦＴをスイッチング素子に用いたアクティブマトリクス型
の液晶表示装置を例にとって説明したが、本発明はこれに限らず、他の表示装置、例えば
、ＴＦＴを備えたＥＬ（エレクトロルミネッセンス）表示装置等に適用することが可能で
ある。
【００４２】
【発明の効果】
以上の通り、本発明によれば、バスラインの検査や欠陥修復をする際に、容易に特定のバ
スライン等を識別することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概
略構成を示す平面図である。
【図２】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概
略の製造方法を示す工程断面図である。
【図３】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概
略の製造方法を示す工程断面図である。
【図４】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概
略の製造方法を示す工程断面図である。
【図５】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概
略の製造方法を示す工程断面図である。
【図６】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概
略の製造方法を示す工程断面図である。
【図７】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概
略の製造方法を示す工程断面図である。
【図８】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概
略の製造方法を示す工程断面図である。
【図９】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概
略の製造方法を示す工程断面図である。
【図１０】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの
概略の製造方法を示す工程断面図である。
【図１１】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの
概略の製造方法を示す工程断面図である。
【図１２】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの
概略の製造方法を示す工程断面図である。
【図１３】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの
概略の製造方法を示す工程断面図である。
【図１４】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの
概略の製造方法を示す工程断面図である。
【図１５】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の変形例を示す
図である。
【図１６】本発明の一実施の形態によるアクティブマトリクス型表示装置の変形例を示す
図である。
【図１７】従来のアクティブマトリクス型表示装置の表示パネルの概略構成を示す平面図
である。
【図１８】従来のアクティブマトリクス型表示装置の製造工程における分割露光の概略構
成を示す図である。
【符号の説明】
２　金属層
４、１０６　ドレインバスライン番号



(9) JP 4566377 B2 2010.10.20

10

20

６、１３０　ガラス基板
８、ゲート形成金属層
１０　第１のマスク
１２、２０　レジスト層
１３、１５、２２、２３、２６、２７　レジストパターン
１４　ゲート絶縁膜
１６　アモルファスシリコン層
１８　シリコン窒化膜
２４　第２のマスク
３０　ｎ+ａ－Ｓｉ層
３２　ドレイン形成金属層
３４　動作半導体層
３６　保護膜
３８　透明画素電極材
４０　ゲートバスライン番号
４２　配線識別用図形
１００　ドレインバスライン
１０２　ゲートバスライン
１０４　蓄積容量バスライン
１０８　ドレイン電極
１１０　ソース電極
１１２　チャネル保護膜
１１４　蓄積容量電極
１１６　画素電極
１１８、１２０　コンタクトホール
１２４　アレイ基板
１２８　表示領域
１３２　額縁領域
１３４、１３６、１３８、１４０、１４２、１４４、１４６、１４８　露光領域
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