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(57)【要約】
【課題】　ＦＦＳモードの液晶表示装置において、半透
過マスクを用いることなくフォトリソグラフィー工程数
を削減することができ、さらに断線を防止することがで
きる薄膜トランジスタアレイ基板、その製造方法、及び
液晶表示装置を提供すること 
【解決手段】本発明にかかる薄膜トランジスタアレイ基
板は、ゲート配線４３を覆うゲート絶縁膜１１上に形成
されたソース配線４４と、ゲート絶縁膜１１上に形成さ
れ、ドレイン電極５の下のほぼ全面と、ソース電極４の
下のほぼ全面と、ソース配線４４の下のほぼ全面と、ゲ
ート電極の対面とに配設された半導体層２と、一部がド
レイン電極５の上に直接重なり形成された画素電極６と
、ソース電極４及びソース配線４４の上に、画素電極６
と同じ層によって直接重なり形成された透明導電パター
ン６ａと、画素電極６及び透明導電パターン６ａを覆う
層間絶縁膜１２上に形成され、画素電極６との間でフリ
ンジ電界を発生させる対向電極８と、を備えるものであ
る。 
【選択図】 図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
薄膜トランジスタを有する薄膜トランジスタアレイ基板であって、 
基板上に形成され、前記薄膜トランジスタのゲート電極と接続するゲート配線と、 
前記ゲート電極及び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、少なくとも前記ゲート電極と対向する領域に形成される
半導体層と、
前記薄膜トランジスタのソース電極と接続し、前記半導体層上に形成されるソース配線と
、 
前記半導体層上で、チャネル領域をはさんで前記ソース電極と対向するように形成される
ドレイン電極と、
一部が前記ドレイン電極の上に直接重なり形成され、前記ドレイン電極と電気的に接続す
る画素電極と、 
前記ソース電極及び前記ソース配線の上に、前記画素電極と同じ層によって直接重なり形
成された透明導電パターンと、 
前記画素電極及び前記透明導電パターンを覆う層間絶縁膜と、 
前記層間絶縁膜上に形成され、前記画素電極との間でフリンジ電界を発生させる対向電極
と、を備える薄膜トランジスタアレイ基板において、
ソース電極において前記チャネル領域に対向する部分では、前記透明導電パターンのエッ
ヂが前記ソース電極よりも後退していることを特徴とする薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項２】
少なくとも前記層間絶縁膜に開口されたコンタクトホールを有し、
前記コンタクトホールの開口縁は、前記画素電極と同じ層である導電パターン上ではない
領域を含むことを特徴とする請求項１記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項３】
薄膜トランジスタを有する薄膜トランジスタアレイ基板であって、 
基板上に形成され、前記薄膜トランジスタのゲート電極と接続するゲート配線と、 
前記ゲート電極及び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、少なくとも前記ゲート電極と対向する領域に形成される
半導体層と、
前記薄膜トランジスタのソース電極と接続し、前記半導体層上に形成されるソース配線と
、 
前記半導体層上で、チャネル領域をはさんで前記ソース電極と対向するように形成される
ドレイン電極と、
一部が前記ドレイン電極の上に直接重なり形成され、前記ドレイン電極と電気的に接続す
る画素電極と、 
前記ソース電極及び前記ソース配線の上に、前記画素電極と同じ層によって直接重なり形
成された透明導電パターンと、 
前記画素電極及び前記透明導電パターンを覆う層間絶縁膜と、 
前記層間絶縁膜上に形成され、前記画素電極との間でフリンジ電界を発生させる対向電極
と、を備える薄膜トランジスタアレイ基板において、
前記層間絶縁膜は有機絶縁膜を含むことを特徴とする薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項４】
前記層間絶縁膜は有機絶縁膜と無機絶縁膜との積層からなることを特徴とする請求項３に
記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項５】
前記無機絶縁膜は、ＳｉＮ、ＳｉＯ２、ＳＯＧの少なくとも１層を含むことを特徴とする
請求項４に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれかに記載の薄膜トランジスタアレイ基板を備えた液晶表示装置。
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【請求項７】
薄膜トランジスタを有する薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法であって、 
基板上に第１の金属膜を成膜した後にパターニングして、前記薄膜トランジスタのゲート
電極と、前記ゲート電極に接続するゲート配線とを形成する工程と、 
前記ゲート電極及び前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜を形成する工程と、 
前記ゲート絶縁膜上に、半導体層と、オーミックコンタクト膜と、第２の金属膜とをこの
順に成膜する工程と、 
前記第２の金属膜をパターニングして、前記薄膜トランジスタのチャネル領域となる前記
半導体層上で連結した状態の前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極と、前
記ソース電極に接続するソース配線とを形成する工程と、 
パターニングされた前記第２の金属膜をマスクとして、前記半導体層と前記オーミックコ
ンタクト膜とをエッチングする工程と、 
前記第２の金属膜の上に直接重なる第１の透明導電膜を成膜し、前記第１の透明導電膜を
パターニングして、一部が前記ドレイン電極の上に直接重なる画素電極と、前記ソース電
極及び前記ソース配線の上に直接重なり配設される透明導電パターンとを形成する工程と
、 
前記画素電極及び前記透明導電パターンをマスクとして、前記第２の金属膜と前記オーミ
ックコンタクト膜とをエッチングし、前記薄膜トランジスタのチャネル領域となる前記半
導体層を露出する工程と、 
前記画素電極及び前記透明導電パターンを覆う層間絶縁膜を形成する工程と、 
前記層間絶縁膜と前記ゲート絶縁膜とにコンタクトホールを開口する工程と、
前記層間絶縁膜上に、第２の透明導電膜を成膜し、パターニングすることにより、前記画
素電極との間でフリンジ電界を発生させる対向電極と、導電パターンとを形成する工程と
、を備える薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。 
【請求項８】
前記画素電極及び前記透明導電パターンをマスクとして、前記第２の金属膜と前記オーミ
ックコンタクト膜とをエッチングし、前記薄膜トランジスタのチャネル領域となる前記半
導体層を露出する工程において、前記第２の金属膜のエッチング後に再び、前記透明導電
膜をエッチングする工程を備えることを特徴とする請求項７記載の薄膜トランジスタアレ
イ基板の製造方法。 
【請求項９】
前記第２の金属膜のエッチング後に再び、前記透明導電膜をエッチングする工程において
、前記透明導電膜のエッチング速度は、前記第２の金属膜のエッチング速度よりも高いエ
ッチング条件を用いることを特徴とする請求項８に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の
製造方法。 
【請求項１０】
前記コンタクトホールの開口縁は、前記第１の透明導電膜が形成されていない領域を含み
、当該領域における開口縁上を前記第２の透明導電膜が被覆することを特徴とする請求項
８または９に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、薄膜トランジスタアレイ基板、その製造方法、及び液晶表示装置に関し、特に
詳しくはフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられる薄膜トラン
ジスタアレイ基板、その製造方法、及び液晶表示装置に関する。 
【背景技術】
【０００２】
フリンジフィールドスイッチング（Fringe Field Switching：ＦＦＳ）モードの液晶表示
装置は、対向する基板間に狭持された液晶にフリンジ電界を印加して表示を行う表示方式
である。ＦＦＳモードの液晶表示装置では、画素電極と対向電極とを透明導電膜により形
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成しているため、インプレーンスイッチング（In-Plane Switching：ＩＰＳ）モードより
高い開口率及び透過率を得ることができる。 （特許文献１を参照）
【０００３】
従来のＦＦＳモードの液晶表示装置では、薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：Ｔ
ＦＴ）アレイ基板を製造するのに、（１）対向電極、（２）ゲート電極、（３）半導体層
、（４）ソース／ドレイン電極、（５）コンタクトホール、（６）画素電極の少なくとも
６回の写真製版（フォトリソグラフィー）工程が必要である。そのため、一般的に５回の
フォトリソグラフィー工程でＴＦＴアレイ基板を製造可能なＴＮ（Twisted Nematic）モ
ードと比較して、製造コストが高くなるという問題がある。 
【０００４】
このような問題に対して、例えば特許文献２に、半透過マスクを用いてフォトリソグラフ
ィー工程数を削減するという提案がされている。 また、従来のＦＦＳモードの液晶表示
装置のアレイ基板においては、一般的な液晶表示装置のアレイ基板と同様、配線の断線が
生じていた。このような問題に対して、例えば特許文献３に、配線上を他の膜、たとえば
透明導電膜で被覆するという提案がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１５７３６８号公報
【特許文献２】特開２００１－２３５７６３号公報
【特許文献３】特開２００９－２５１０７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、半透過マスクを用いたフォトリソグラフィー工程は、通常のフォトリソグ
ラフィー工程と比較して工程管理が複雑になり、安定した量産に対して課題がある。また
、半透過マスクは一般的なマスクと比較して価格が高く、費用面での課題も併せ持ってい
る。さらに、配線の断線を低減するために、他の異なる層により配線を被覆するにしても
、そのために別途マスクが必要になることに変わりは無い。
【０００７】
本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、ＦＦＳモードの液
晶表示装置において、半透過マスクを用いることなくフォトリソグラフィー工程数を削減
することができるとともに、配線の断線を低減できる薄膜トランジスタアレイ基板、その
製造方法、及び液晶表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明にかかる薄膜トランジスタアレイ基板は、薄膜トランジスタを有する薄膜トラン 
ジスタアレイ基板であって、基板上に形成され、前記薄膜トランジスタのゲート電極と接
続するゲート配線と、前記ゲート電極及び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、前記薄膜トランジスタのソース電極と接続するソース配線と、
前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極の下のほぼ全面と
、前記ソース電極の下のほぼ全面と、前記ソース配線の下のほぼ全面と、前記ゲート電極
の対面とに配設された半導体層と、一部が前記ドレイン電極の上に直接重なり形成され、
前記ドレイン電極と電気的に接続する画素電極と、前記ソース電極及び前記ソース配線の
上に、前記画素電極と同じ層によって直接重なり形成された透明導電パターンと、前記画
素電極及び前記透明導電パターンを覆う層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成され、前
記画素電極との間でフリンジ電界を発生させる対向電極と、を備えるものである。 
【０００９】
また、本発明にかかる薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は、薄膜トランジスタを有
する薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法であって、基板上に、前記薄膜トランジスタ
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のゲート電極と、前記ゲート電極に接続するゲート配線とを形成する工程と、前記ゲート
電極及び前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上に、
半導体層と、オーミックコンタクト膜と、金属膜とをこの順に成膜する工程と、前記金属
膜をパターニングして、前記薄膜トランジスタのチャネル領域となる前記半導体層上で連
結した状態の前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極と、前記ソース電極に
接続するソース配線とを形成する工程と、パターニングされた前記金属膜をマスクとして
、前記半導体層と前記オーミックコンタクト膜とをエッチングする工程と、前記金属膜の
上に直接重なる透明導電膜を成膜し、前記透明導電膜をパターニングして、一部が前記ド
レイン電極の上に直接重なる画素電極と、前記ソース電極及び前記ソース配線の上に直接
重なり配設される透明導電パターンとを形成する工程と、前記画素電極及び前記透明導電
パターンをマスクとして、前記金属膜と前記オーミックコンタクト膜とをエッチングし、
前記薄膜トランジスタのチャネル領域となる前記半導体層を露出する工程と、前記画素電
極及び前記透明導電パターンを覆う層間絶縁膜を形成する工程と、前記層間絶縁膜上に、
前記画素電極との間でフリンジ電界を発生させる対向電極を形成する工程と、を備えるも
のである。 
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、ＦＦＳモードの液晶表示装置において、半透過マスクを用いることなく
フォトリソグラフィー工程数を削減することができるとともに、断線を低減することが可
能な薄膜トランジスタアレイ基板、その製造方法、及び液晶表示装置を提供することがで
きる。 
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態１に係る液晶表示装置に用いられるＴＦＴアレイ基板の構成を示す正
面図である。
【図２】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の画素構成を示した平面図である。
【図３】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の画素構成を示した断面図である。
【図４】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した平面図である。
【図５】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した平面図である。
【図６】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した平面図である。
【図７】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した平面図である。
【図８】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した平面図である。
【図９】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図１０】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図１１】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図１２】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図１３】実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した断面図である。
【図１４】実施の形態２に係るＴＦＴアレイ基板の画素構成を示した平面図である。
【図１５】実施の形態２に係るＴＦＴアレイ基板の画素構成を示した断面図である。
【図１６】実施の形態３に係るゲート層とソース・ドレイン層との接続変換部を示した断
面図である。
【図１７】実施の形態３に係るゲート層とソース・ドレイン層との接続変換部を示した断
面図である。
【図１８】実施の形態３に係るゲート層とソース・ドレイン層との接続変換部を示した平
面図と断面図である。
【図１９】実施の形態３に係るゲート層とソース・ドレイン層との接続変換部を示した平
面図と断面図である。
【図２０】実施の形態４に係るＴＦＴアレイ基板の画素構成を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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以下に、本発明の好ましい実施の形態を説明する。以下の説明は、本発明の実施の形態を
説明するものであり、本発明が以下の実施形態に限定されるものではない。説明の明確化
のため、以下の記載及び図面は、適宜、省略及び簡略化がなされている。また、説明の明
確化のため、必要に応じて重複説明は省略されている。尚、各図において同一の符号を付
されたものは同様の要素を示しており、適宜、説明が省略されている。
【００１３】
実施の形態１． 
始めに、図１を用いて、本実施の形態１に係る液晶表示装置について説明する。図１は、
実施の形態１に係る液晶表示装置に用いられるＴＦＴアレイ基板の構成を示す正面図であ
る。本実施の形態１に係る液晶表示装置は、ＴＦＴアレイ基板に画素電極と対向電極とが
形成されたＦＦＳモードの液晶表示装置である。この液晶表示装置の全体構成については
、以下に述べる実施の形態１～６で共通である。 
【００１４】
本実施の形態１に係る液晶表示装置は、基板１を有している。基板１は、例えば、ＴＦＴ
アレイ基板等のアレイ基板である。基板１には、表示領域４１と表示領域４１を囲むよう
に設けられた額縁領域４２とが設けられている。この表示領域４１には、複数のゲート配
線（走査信号線）４３と複数のソース配線（表示信号線）４４とが形成されている。複数
のゲート配線４３は平行に設けられている。同様に、複数のソース配線４４は平行に設け
られている。ゲート配線４３とソース配線４４とは、互いに交差するように形成されて
いる。隣接するゲート配線４３とソース配線４４とで囲まれた領域が画素４７となる。従
って、表示領域４１では、画素４７がマトリクス状に配列される。 
【００１５】
基板１の額縁領域４２には、走査信号駆動回路４５と表示信号駆動回路４６とが設けられ
ている。ゲート配線４３は、表示領域４１から額縁領域４２まで延設され、基板１の端部
で、走査信号駆動回路４５に接続される。ソース配線４４も同様に、表示領域４１から額
縁領域４２まで延設され、基板１の端部で、表示信号駆動回路４６と接続される。走査信
号駆動回路４５の近傍には、外部配線４８が接続されている。また、表示信号駆動回路４
６の近傍には、外部配線４９が接続されている。外部配線４８、４９は、例えば、ＦＰＣ
（Flexible Printed Circuit）等の配線基板である。 
【００１６】
外部配線４８、４９を介して走査信号駆動回路４５、及び表示信号駆動回路４６に外部か
らの各種信号が供給される。走査信号駆動回路４５は外部からの制御信号に基づいて、ゲ
ート信号（走査信号）をゲート配線４３に供給する。このゲート信号によって、ゲート配
線４３が順次選択されていく。表示信号駆動回路４６は外部からの制御信号や、表示デー
タに基づいて表示信号をソース配線４４に供給する。これにより、表示データに応じた表
示電圧を各画素４７に供給することができる。 
【００１７】
画素４７内には、少なくとも１つのＴＦＴ５０が形成されている。ＴＦＴ５０はソース配
線４４とゲート配線４３の交差点近傍に配置される。例えば、このＴＦＴ５０が画素電極
に表示電圧を供給する。即ち、ゲート配線４３からのゲート信号によって、スイッチング
素子であるＴＦＴ５０がオンする。これにより、ソース配線４４から、ＴＦＴ５０のドレ
イン電極に接続された画素電極に表示電圧が印加される。さらに、画素電極は、スリット
を有する共通電極（対向電極）と絶縁膜を介して対向配置されている。画素電極と対向電
極との間には、表示電圧に応じたフリンジ電界が生じる。なお、基板１の表面には、配向
膜（図示せず）が形成されている。画素４７の詳細な構成については、後述する。 
【００１８】
更に、基板１には、対向基板が対向して配置されている。対向基板は、例えば、カラーフ
ィルタ基板であり、視認側に配置される。対向基板には、カラーフィルタ、ブラックマト
リクス（ＢＭ）、及び配向膜等が形成されている。基板１と対向基板との間には液晶層が
狭持される。即ち、基板１と対向基板との間には液晶が導入されている。更に、基板１と
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対向基板との外側の面には、偏光板、及び位相差板等が設けられる。また、液晶表示パネ
ルの反視認側には、バックライトユニット等が配設される。 
【００１９】
画素電極と対向電極との間のフリンジ電界によって、液晶が駆動される。即ち、基板間の
液晶の配向方向が変化する。これにより、液晶層を通過する光の偏光状態が変化する。即
ち、偏光板を通過して直線偏光となった光は液晶層によって、偏光状態が変化する。具体
的には、バックライトユニットからの光は、アレイ基板側の偏光板によって直線偏光にな
る。この直線偏光が液晶層を通過することによって、偏光状態が変化する。 
【００２０】
偏光状態によって、対向基板側の偏光板を通過する光量は変化する。即ち、バックライト
ユニットから液晶表示パネルを透過する透過光のうち、視認側の偏光板を通過する光の光
量が変化する。液晶の配向方向は、印加される表示電圧によって変化する。従って、表示
電圧を制御することによって、視認側の偏光板を通過する光量を変化させることができる
。即ち、画素ごとに表示電圧を変えることによって、所望の画像を表示することができる
。 
【００２１】
続いて、本実施の形態１に係る液晶表示装置の画素構成について、図２及び図３を用いて
説明する。図２は、実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の画素構成を示した平面図であ
る。図３は、実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の画素構成を示した断面図である。図
２はＴＦＴアレイ基板の画素４７の１つを示している。図３（ａ）は図２のIIIA－IIIA断
面図、図３（ｂ）は図２のIIIB－IIIB断面図、図３（ｃ）は図２のIIIC－IIIC断面図であ
る。 
【００２２】
図２及び図３において、ガラス等の透明な絶縁性の基板１上に、ＴＦＴ５０のゲート電極
と接続するゲート配線４３が形成されている。ここでは、ゲート配線４３は、その一部が
ゲート電極を構成するように形成されている。ゲート配線４３は、基板１上において一方
向に直線的に延在するように配設されている。また、基板１上には、複数の共通配線４３
ａが、ゲート配線４３と同じ層によって形成されている。共通配線４３ａは、隣接するゲ
ート配線４３間に配置されている。複数の共通配線４３ａは平行に設けられている。共通
配線４３ａとゲート配線４３は互いに略平行となるように配設されている。ゲート配線４
３及び共通配線４３ａは、例えばＣｒ、Ａｌ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕ
、Ａｇやこれらを主成分とする合金膜、またはこれらの積層膜からなる第１の金属膜によ
って形成されている。 
【００２３】
ゲート配線４３及び共通配線４３ａを覆うように、第１の絶縁膜であるゲート絶縁膜１１
が設けられている。ゲート絶縁膜１１は、窒化シリコン、酸化シリコン等の絶縁膜により
形成されている。 
【００２４】
ゲート絶縁膜１１の上には、半導体層２が形成されている。本実施の形態１では、ゲート
配線４３及び共通配線４３ａに交差するように、半導体層２が直線状に形成されている。
ここでは、例えばゲート配線４３及び共通配線４３ａに直交している。この半導体層２は
、基板１上においてゲート配線４３と交差する方向に直線的に延在するように配設されて
いる。半導体層２は、間隔を設けて複数配設されている。 
【００２５】
半導体層２は、ゲート配線４３との交差部において分岐する。分岐した半導体層２は、ゲ
ート配線４３に沿って延在され、さらに画素４７内へと延在される。ＴＦＴ５０の形成領
域では、半導体層２がゲート絶縁膜１１を介してゲート電極の対面に設けられている。す
なわち、ゲート配線４３との交差部から分岐した半導体層２のうち、ゲート電極と重複す
る部分が、ＴＦＴ５０を構成する活性領域として機能する。半導体層２の活性領域は、
ここでは、ゲート配線４３と重なるようゲート絶縁膜１１の上に形成され、この半導体層
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２の活性領域と重複する領域のゲート配線４３がゲート電極となる。半導体層２は、例え
ば、非晶質シリコン、多結晶ポリシリコン等により形成されている。 
【００２６】
なお、ゲート配線４３と交差する方向に延在する直線状の半導体層２は、後述するソース
配線４４の冗長配線として利用することができる。すなわち、この直線状の半導体層２は
、ソース配線４４の形成領域に合わせて形成されるものであり、ソース配線４４が断線し
たような場合でも電気信号の途絶を防止することが可能である。 
【００２７】
半導体層２の上に、導電性不純物がドーピングされたオーミックコンタクト膜３が形成さ
れている。オーミックコンタクト膜３は、ＴＦＴ５０のチャネル領域を除く半導体層２上
の略全面に配設されている。ゲート電極と重複する半導体層２のうち、オーミックコンタ
クト膜３に対応する半導体層２の領域は、ソース・ドレイン領域となる。具体的には、図
３（ａ）中のゲート電極と重複する左側のオーミックコンタクト膜３に対応する半導体層
２の領域がソース領域となる。そして、図３（ａ）中のゲート電極と重複する右側のオー
ミックコンタクト膜３に対応する半導体層２の領域がドレイン領域となる。このように、
ＴＦＴ５０を構成する半導体層２の活性領域の両端にはソース・ドレイン領域が形成され
ている。そして、半導体層２のソース・ドレイン領域に挟まれた領域がチャネル領域とな
る。半導体層２のチャネル領域上には、オーミックコンタクト膜３は形成されていない。
オーミックコンタクト膜３は、例えば、リン（Ｐ）等の不純物が高濃度にドーピングされ
た、ｎ型非晶質シリコンやｎ型多結晶シリコンなどにより形成されている。 
【００２８】
オーミックコンタクト膜３の上に、ソース電極４、ドレイン電極５、及びソース配線４４
が形成されている。具体的には、半導体層２のソース領域側のオーミックコンタクト膜３
上に、ソース電極４が形成されている。そして、ドレイン領域側のオーミックコンタクト
膜３の上に、ドレイン電極５が形成されている。このように、チャネルエッチ型のＴＦＴ
５０が構成されている。そして、ソース電極４及びドレイン電極５は、半導体層２のチャ
ネル領域の外側へ延在するように形成されている。すなわち、ソース電極４及びドレイン
電極５は、オーミックコンタクト膜３と同様、半導体層２のチャネル領域上には形成され
ない。 
【００２９】
ソース電極４は、半導体層２のチャネル領域の外側へ延在し、ソース配線４４と繋がって
いる。すなわち、ソース配線４４はソース電極４と接続している。ソース配線４４は、半
導体層２の上にオーミックコンタクト膜３を介して形成され、基板１上においてゲート配
線４３と交差する方向に直線的に延在するように配設されている。したがって、ソース配
線４４は、ゲート配線４３との交差部において分岐してからゲート配線４３に沿って延在
し、ソース電極４となる。ソース電極４、ドレイン電極５、及びソース配線４４は、例え
ばＣｒ、Ａｌ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇやこれらを主成分とする
合金膜、またはこれらの積層膜からなる第２の金属膜によって形成されている。 
【００３０】
このように、本実施の形態１では、半導体層２は、ソース配線４４の下のほぼ全面と、ソ
ース電極４の下のほぼ全面と、ドレイン電極５の下のほぼ全面と、ゲート電極の対面とに
配設される構成となっている。そして、ここでは、ソース配線４４、ソース電極４、及び
ドレイン電極５と、半導体層２との間には、それぞれオーミックコンタクト膜３がさらに
形成された構成となっている。 
【００３１】
ドレイン電極５は、半導体層２のチャネル領域の外側へ延在し、画素電極６と電気的に接
続している。本実施の形態１では、画素電極６は、ドレイン電極５上に直接重ねて形成さ
れている。すなわち、画素電極６の下面（下側の表面）が、ドレイン電極５の上面（上側
の表面）と直接接触するように形成されている。また、画素電極６は、ドレイン電極５上
の略全面に形成されている。そして、画素電極６は、ドレイン電極５上から画素４７内へ
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と延在され、図２及び図３に示すように、画素４７を構成するソース配線４４とゲート配
線４３とに囲まれた領域の略全面に形成されている。すなわち、画素電極６は、その一部
がドレイン電極５に重複するように配設されている。このとき、画素電極６のチャネル領
域側のパターン端部が、ドレイン電極５のチャネル領域側のパターン端部と略同じ位置に
配置されるように、重複配置されている。そのため、ドレイン電極５のチャネル領域側の
パターン端部は、画素電極６に覆われていない。そして、画素電極６は、例えば、ドレイ
ン電極５のチャネル領域側以外のパターン端部を覆うように形成されている。画素電極６
は、ＩＴＯ等の第１の透明導電膜によって形成されている。 
【００３２】
このように、画素電極６は、絶縁膜を介さずに、ソース電極４、ドレイン電極５、及びソ
ース配線４４の上層に直接重ねて形成されている。このような構成により、画素電極６を
ドレイン電極５と電気的に接続するためのコンタクトホールが不要となる。これは、画素
電極６の一部をドレイン電極５の上に直接重なるように配置することで、これらの間の電
気的な接続を得ることができるからである。従って、ドレイン電極５と画素電極６の接続
に対して、コンタクトホールを配置するエリアを設けることなく画素４７を構成すること
が可能となり、開口率を高くできる。 
【００３３】
また、本実施の形態１では、画素電極６と同じ第１の透明導電膜によって、透明導電パタ
ーン６ａが形成されている。透明導電パターン６ａは、ソース電極４及びソース配線４４
上の略全面に直接重ねて形成されている。透明導電パターン６ａは、例えばソース電極４
及びソース配線４４を覆うように形成されている。ただし、ソース電極４のチャネル領域
側のパターン端部は、透明導電パターン６ａに覆われていない。そのため、透明導電パタ
ーン６ａのチャネル領域側のパターン端部が、チャネル領域側のソース電極４のパターン
端部と略同じ位置となる。透明導電パターン６ａ及び画素電極６は、互いに離間するよう
に配設されている。また、透明導電パターン６ａと画素電極６とは、半導体層２のチャネ
ル領域上には設けられていない。 
【００３４】
このように、本実施の形態１では、第２の金属膜からなるソース電極４、ドレイン電極５
、及びソース配線４４の上には、第１の透明導電膜からなる画素電極６又は透明導電パタ
ーン６ａが積層形成される構成となっている。ここでは、第１の透明導電膜によって形成
されるパターンが、第２の金属膜で形成されたパターンのうち、ＴＦＴ５０のチャネル領
域を除く全ての領域を完全に覆うように形成されている。これにより、表示信号を各画素
４７に供給するためのソース配線４４を、第２の金属膜と第１の透明導電膜の２層の積層
構造とすることができる。従って、ソース配線４４の断線の発生を抑制する効果がある。
すなわち、ソース配線４４上に積層された透明導電パターン６ａは、ソース配線４４下の
半導体層２と同様、ソース配線４４の冗長配線として利用することができる。そのため、
ソース配線４４が断線したような場合でも表示信号の途絶を防止することが可能である。
 
【００３５】
画素電極６及び透明導電パターン６ａを覆うように、第２の絶縁膜である層間絶縁膜１２
が設けられている。層間絶縁膜１２は、ＴＦＴ５０を覆っている。層間絶縁膜１２は、窒
化シリコン、酸化シリコン等の絶縁膜により形成されている。 
【００３６】
そして、本実施の形態１では、層間絶縁膜１２の上に対向電極８が形成されている。対向
電極８は、層間絶縁膜１２を介して画素電極６の対面に配設され、画素電極６との間にフ
リンジ電界を発生させるためのスリットが設けられている。このスリットは、図２に示す
ように、ソース配線４４と略並行に複数設けられている。スリットは、例えばゲート配線
４３と交差する方向に直線状に設けられている。 
【００３７】
対向電極８は、層間絶縁膜１２及びゲート絶縁膜１１を貫通するコンタクトホール１３を
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介して共通配線４３ａと電気的に接続されている。また、対向電極８は、ゲート配線４３
を挟んで隣接する画素４７の対向電極８と接続するように形成されている。すなわち、対
向電極８は、ゲート配線４３を挟んで隣接する画素４７の対向電極８とつながるように一
体的に形成されている。具体的には、ゲート配線４３を挟んで隣接する画素４７の対向電
極８は、連結部８ａでつながっている。この連結部８ａは、ゲート配線４３を乗り越える
ように形成され、ゲート配線４３を挟んで隣接する画素４７の対向電極８同士を連結して
いる。ここでは、対向電極８の連結部８ａは、ソース配線４４又はＴＦＴ５０と重複しな
い領域のゲート配線４３を跨ぐように形成されている。すなわち、対向電極８は、ゲート
配線４３の少なくとも一部において重なり合うように形成されている。対向電極８は、Ｉ
ＴＯ等の第２の透明導電膜によって形成されている。 
【００３８】
続いて、本実施の形態１における液晶表示装置の製造方法について、図４～図１３を用い
て説明する。図４～図８は、実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工程を示した
平面図である。また、図９～図１３は、実施の形態１に係るＴＦＴアレイ基板の一製造工
程を示した断面図である。図９～図１３の各図において、（ａ）は図２のIIIB－IIIB断面
に対応する箇所における断面図、（ｂ）は図２のIIIB－IIIB断面に対応する箇所における
断面図、（ｃ）は図２のIIIC－IIIC断面に対応する箇所における断面図をそれぞれ示して
いる。すなわち、これらの図は、図３の各図にそれぞれ対応する箇所における製造工程毎
の断面図である。 
【００３９】
まず初めに、ガラス等の透明な絶縁性の基板１上全面に、Ｃｒ、Ａｌ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ
、Ｗ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇやこれらを主成分とする合金膜、またはこれらの積層膜か
らなる第１の金属膜を成膜する。第１の金属膜の材料として母材のＡｌにＮｉを添加した
合金を用いた場合、図３（ｃ）で示される対向電極８との電気的接続がとれるのでよい。
例えば、スパッタ法や蒸着法などを用いて基板１全面に成膜する。その後、レジストを塗
布して、塗布したレジストをフォトマスク上から露光し、レジストを感光させる。次に、
感光させたレジストを現像して、レジストをパターニングする。以後、これら一連の工程
をフォトリソグラフィー工程と呼ぶ。その後、このレジストパターンをマスクとしてエッ
チングし、フォトレジストパターンを除去する。以後、このような工程を微細加工技術と
呼ぶ。これにより、図４及び図９に示すように、ゲート電極、ゲート配線４３、及び共通
配線４３ａがパターニングされる。このように、第１のフォトリソグラフィー工程と微細
加工技術によって、ゲート電極、ゲート配線４３、及び共通配線４３ａを形成する。 
【００４０】
次に、ゲート電極、ゲート配線４３、及び共通配線４３ａを覆うように、ゲート絶縁膜１
１となる第１の絶縁膜、半導体層２、及びオーミックコンタクト膜３をこの順に成膜する
。例えば、プラズマＣＶＤ、常圧ＣＶＤ、減圧ＣＶＤなどを用いて、これらを基板１全面
に成膜する。ゲート絶縁膜１１として、窒化シリコン、酸化シリコン等を用いることがで
きる。なお、ゲート絶縁膜１１は、ピンホール等の膜欠損発生による短絡を防止するため
、複数回に分けて成膜することが好ましい。半導体層２には、非晶質シリコン、多結晶ポ
リシリコンなどを用いることができるが、ＺｎＯ、ＩＴＯ、ＩＧＺＯ（Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ
－Ｏ）等の透明半導体膜を用いると、光を吸収することにより生成する光キャリアに由来
する薄膜トランジスタのオフ特性の劣化を抑制できる。また、半導体層２としては、テト
ラセンやペンタセン等の有機半導体膜でもよい。また、オーミックコンタクト膜３には、
リン（Ｐ）等の不純物を高濃度に添加したｎ型非晶質シリコンやｎ型多結晶シリコンなど
を用いることができる。半導体層２として透明半導体膜を用いた場合には、オーミックコ
ンタクト膜３としてアルミ膜等の金属膜を使用することもできる。
【００４１】
次に、本実施の形態１では、成膜したオーミックコンタクト膜３の上に、Ｃｒ、Ａｌ、Ｔ
ａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇやこれらを主成分とする合金膜、またはこ
れらの積層膜からなる第２の金属膜をさらに成膜する。例えば、スパッタ法や蒸着法など
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用いて成膜する。その後、第２のフォトリソグラフィー工程及び微細加工技術により、第
２の金属膜をパターニングする。これにより、ソース配線４４と、ソース配線４４から分
岐してＴＦＴ５０の形成領域上へと延在する部分とが第２の金属膜によって形成される。
このソース配線４４から分岐した部分は、ソース配線４４のゲート配線４３との交差部か
ら分岐して画素４７内へと延在するように形成され、後の工程で分離されるソース電極４
及びドレイン電極５を含む形状となっている。すなわち、この時点では、チャネル領域上
に第２の金属膜が残存しており、ソース電極４とドレイン電極５とがつながったパターン
となっている。すなわち、第２の金属膜をパターニングすると、ＴＦＴ５０のチャネル領
域となる半導体層２上で連結した状態のソース電極４及びドレイン電極５と、このソース
電極４に接続するソース配線４４とが形成される。 
【００４２】
続いて、パターニングされた第２の金属膜のパターン、もしくは第２の金属膜をパターニ
ングする際に使用したレジストパターン（又は、第２の金属膜をパターニングする際に使
用したレジストパターンを残した状態で）をマスクとして、オーミックコンタクト膜３及
び半導体層２をエッチングする。これにより、図５及び図１０に示すように、第２の金属
膜に覆われていない部分のオーミックコンタクト膜３及び半導体層２が除去される。この
ようにして、オーミックコンタクト膜３及び半導体層２をパターニングすることによって
、オーミックコンタクト膜３及び半導体層２のパターニングを、ソース配線４４のパター
ニングに統合することができる。すなわち、１回のフォトリソグラフィー工程で、オーミ
ックコンタクト膜３及び半導体層２のパターニングと、ソース配線４４のパターニングと
を行うことが可能となる。 
【００４３】
次に、これらの上からＩＴＯ等の第１の透明導電膜をスパッタ法等により基板１全面に成
膜する。そして、第３のフォトリソグラフィー工程及び微細加工技術により、この第１の
透明導電膜をパターニングする。本実施の形態１では、画素電極６の形成領域上と、ＴＦ
Ｔ５０のチャネル領域を除く第２の金属膜パターン上とに、第１の透明導電膜が残存する
ようにパターニングする。これにより、ソース配線４４上と、ソース配線４４から分岐し
た部分のうちソース電極４となる領域上とに、透明導電パターン６ａが形成される。また
、ソース配線４４から分岐した部分のうちドレイン電極５となる領域上に一部が重なるよ
うに、画素電極６が形成される。第１の透明導電膜によって形成された透明導電パターン
６ａ及び画素電極６は、後述するチャネルエッチの工程においてエッチングバリアパター
ンとして機能する。 
【００４４】
なお、第１の透明導電膜は、ＩＴＯであってもよいし、ＩＺＯ、ＩＴＺＯでもよい。また
、第１の透明導電膜を非晶質の状態で成膜した場合は、シュウ酸のような弱い酸をエッチ
ング液として使用することができる。第２の金属膜として、たとえば、高融点金属を用い
た場合、第１の透明導電膜のエッチングの際に、第２の金属膜パターンをエッチングしな
いようなエッチング液を選択するのは比較的容易であるため、第２の金属膜パターンから
なるソース配線４４の断線をさらに低減することが可能となる。
【００４５】
続いて、画素電極６及び透明導電パターン６ａをマスクとして、第２の金属膜とチャネル
領域上のオーミックコンタクト膜３をエッチングする。具体的には、画素電極６又は透明
導電パターン６ａに覆われずに露出した部分の第２の金属膜をエッチングにより除去する
。これにより、チャネル領域上の第２の金属膜が除去され、ソース電極４とドレイン電極
５とが分離される。さらに、第２の金属膜を除去することによって表面に露出した、チャ
ネル領域上のオーミックコンタクト膜３をエッチングにより除去する。これにより、図６
及び図１１に示すように、ＴＦＴ５０のチャネル領域となる半導体層２が露出する。この
ように、本実施の形態１では、第１の透明導電膜によって形成された透明導電パターン６
ａ及び画素電極６をエッチングバリアパターンとして用いて、チャネル領域上の第２の金
属膜とオーミックコンタクト膜３とを除去することができる。
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【００４６】
 なお、上記説明では、画素電極６及び透明導電パターン６ａをマスクとしてエッチング
を行ったが、画素電極６及び透明導電パターン６ａをパターニングする際に用いたレジス
トパターンをそのままマスクとして、第２の金属膜とオーミックコンタクト膜３のエッチ
ングを行ってもよい。 
【００４７】
続いて、これらの上から、層間絶縁膜１２となる第２の絶縁膜を成膜する。例えば、層間
絶縁膜１２として窒化シリコン、酸化シリコン等の無機絶縁膜を、ＣＶＤ法などを用いて
基板１全面に成膜する。これにより、画素電極６及び透明導電パターン６ａが層間絶縁膜
１２に覆われる。また、半導体層２のチャネル領域が層間絶縁膜１２に覆われる。ここで
、層間絶縁膜１２を構成する無機絶縁膜を２回成膜してもよい。たとえば１回成膜した後
にブラシ洗浄をして、再度成膜してもよい。これにより、異物による短絡が減少し、絶縁
性能が増す。
【００４８】
その後、第４のフォトリソグラフィー工程及び微細加工技術により、層間絶縁膜１２及び
ゲート絶縁膜１１とにコンタクトホールを形成する。これにより、図７及び図１２に示す
ように、共通配線４３ａに到達するコンタクトホール１３が形成され、共通配線４３ａが
一部露出する。なお、額縁領域４２では、走査信号駆動回路４５又は表示信号駆動回路４
６と接続するための端子（不図示）がゲート配線４３又はソース配線４４と同じ層によっ
て形成されている。そのため、第４のフォトリソグラフィー工程及び微細加工技術では、
共通配線４３ａに到達するコンタクトホール１３とともに、これら端子に到達するコンタ
クトホールを層間絶縁膜１２及びゲート絶縁膜１１に形成する。 
【００４９】
次に、層間絶縁膜１２の上に、ＩＴＯ等の第２の透明導電膜をスパッタ法等により基板１
全面に成膜する。そして、第５のフォトリソグラフィー工程及び微細加工技術により、こ
の第２の透明導電膜をパターニングする。これにより、層間絶縁膜１２を介して画素電極
６の対面に、スリットを有する対向電極８が、コンタクトホール１３を介して共通配線４
３ａと接続するように形成される。なお、額縁領域４２では、コンタクトホールを介して
ゲート端子と接続するゲート端子パッドが、対向電極８と同じ第２の透明導電膜によって
形成される。同様に、コンタクトホールを介してソース端子と接続するソース端子パッド
が対向電極８と同じ第２の透明導電膜によって形成される。 
【００５０】
以上の工程を経て、本実施の形態１のＴＦＴアレイ基板が完成する。このように、本実施
の形態１では、一般的な工程削減手法である半透過マスクを使用することなく、少なくと
も（１）ゲート電極（第１の金属膜）、（２）ソース／ドレイン電極（第２の金属膜）、
（３）画素電極及び透明導電パターン、（４）コンタクトホール、（５）対向電極の５回
のフォトリソグラフィー工程でＴＦＴアレイ基板を形成することができる。これにより、
フォトリソグラフィー工程数を一般的な液晶表示装置のＴＮモードのＴＦＴアレイ基板製
造に要するフォトリソグラフィー工程数と同等とすることが可能となる。 
【００５１】
特に、本実施の形態１では、従来のＦＦＳモードの液晶表示装置において、ＴＦＴアレイ
基板を製造するのに少なくとも必要な（１）対向電極、（２）ゲート電極（第１の金属膜
）、（３）半導体層、（４）ソース／ドレイン電極（第２の金属膜）、（５）コンタクト
ホール、（６）画素電極の６回のフォトリソグラフィー工程のうち、（３）半導体層、 
（４）ソース／ドレイン電極（第２の金属膜）、（６）画素電極の３回のフォトリソグラ
フィー工程を、本実施の形態１では（２）第２の金属膜、（３）画素電極及び透明導電パ
ターンの２回の通常のフォトリソグラフィー工程に集約することができる。従って、半透
過マスクを用いることなく、ＦＦＳモードの液晶表示装置のＴＦＴアレイ基板を製造する
のに必要なフォトリソグラフィー工程数を削減でき、製造コストを低減できる。 
【００５２】
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このように作製したＴＦＴアレイ基板の上に、その後のセル工程において配向膜を形成す
る。また、別途作製された対向基板の上に配向膜を同様に形成する。そして、この配向膜
に対して、ラビングなどの手法を用いて、液晶との接触面に一方向にミクロな傷をつける
配向処理を施す。次に、基板周縁部にシール材を塗布して、ＴＦＴアレイ基板と対向基板
とを、互いの配向膜が向き合うように所定の間隔で貼り合せる。ＴＦＴアレイ基板と対向
基板とを貼り合わせた後、真空注入法等を用い、液晶注入口から液晶を注入する。そして
、液晶注入口を封止する。このようにして形成した液晶セルの両面に偏光板を貼り付けて
、駆動回路を接続した後、バックライトユニットを取り付ける。このようにして、本実施
の形態１の液晶表示装置が完成する。 
【００５３】
なお、本実施の形態１では、ゲート配線４３を挟んで隣接する画素４７間の対向電極８が
連結するように形成されているとして説明をしたが、対向電極８の形状はこれに限定され
るものではない。各画素４７に対応する対向電極８は、コンタクトホール１３を介して共
通配線４３ａと電気的に接続されている。そのため、これら共通配線４３ａに同じ信号を
印加すれば、ゲート配線４３を挟んで隣接する画素４７間の対向電極８が互いに離間され
るように形成してもよい。 
【００５４】
以上のように、本実施の形態１では、第２のフォトリソグラフィー工程で、第２の金属膜
をパターニングして、チャネル領域でつながった形状のソース／ドレイン電極と、ソース
配線４４とを形成する。そして、パターニングした第２の金属膜のパターンをマスクとし
て、オーミックコンタクト膜３と半導体層２とをエッチングする。その後、この上に直接
重ねて第１の透明導電膜を成膜し、第３のフォトリソグラフィー工程で、パターニングし
た第１の透明導電膜をマスクとして、チャネル領域上の第２の金属膜とオーミックコンタ
クト膜３とをさらにエッチング除去している。これにより、半透過マスクを用いることな
くＴＦＴアレイ基板の製造に必要なフォトリソグラフィー工程数を削減できる。従って、
工程管理が複雑にならずに量産をより安定化することができるとともに、マスク費用を抑
制することができる。 
【００５５】
このようにして形成したＴＦＴアレイ基板は、ソース配線４４、ソース電極４、及びドレ
イン電極５などを構成する第２の金属膜の下のほぼ全域（全面）に、オーミックコンタク
ト膜３を介して半導体層２が存在する。また、ソース配線４４、ソース電極４、及びドレ
イン電極５などを構成する第２の金属膜の上のほぼ全域（全面）に直接重ねて、画素電極
６、透明導電パターン６ａなどを構成する第１の透明導電膜が存在する。これにより、透
明導電パターン６ａがソース配線４４上に積層された構成となり、ソース配線４４の冗長
配線となる。従って、ソース配線４４が断線したとしても、表示信号の途絶を防止するこ
とができる。
【００５６】
実施の形態２．
実施の形態１においては、第３のフォトリソグラフィー工程後に、第１の透明導電膜のエ
ッチングに引き続いて第２の導電膜のエッチングを行うことにより、フォトリソグラフィ
ー工程数を削減するとともに、ソース配線の断線を低減できるという効果を奏することが
できた。すなわち、ソース電極とドレイン電極とにおいて、それぞれチャネル領域に向き
合う箇所においては、第１の透明導電膜をエッチングマスクとして、その下層である第２
の金属膜をエッチングすることになる。一般に、積層構造を加工する際に、各層につき順
次エッチング液で選択エッチングをしていくと、被エッチング層にはサイドエッチが入る
一方で、被エッチング層の上層はエッチングされずに庇となって飛び出すような断面形状
となってしまう。この状況を断面図で示したのが、図１４である。
【００５７】
図１４は、画素電極６や透明導電パターン６ａをエッチングマスクとして、被エッチング
層である第２の金属膜をエッチングした後の状況を示したものであるが、画素電極６や透
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明導電パターン６ａのエッヂが第２の金属膜であるソース電極４やドレイン電極５のエッ
ヂよりもとびだして庇のような形状が生じていることがわかる。このような庇が形成され
た場合、後に成膜される層間絶縁膜１２の被覆性を悪化させてしまい、その上層にある対
向電極８のパターニング時のエッチング液が染み込んで、第１の透明導電膜である画素電
極６や透明導電パターン６ａにダメージを与えるという問題が生じる。あるいは、層間絶
縁膜１２を成膜する前に当該庇の部分が折れて異物となり表示不良を引き起こすという問
題が生じうる。
【００５８】
本実施の形態２に係る液晶表示装置の画素構成について、図１５を用いて説明する。図１
５は、実施の形態２に係るＴＦＴアレイ基板の画素構成を示した断面図である。図１５は
ＴＦＴアレイ基板の画素４７の１つを示している。図１５は図２のIIIA－IIIA断面図であ
る。この形態においては、ＴＦＴチャネル部における透明導電パターン６ａとソース配線
４４の断面形状が実施の形態１と異なるのみであり、それ以外の構成については実施の形
態１と同様であるため、同様の箇所についての説明を省略する。 
【００５９】
図１５から明らかなように、ソース電極４とドレイン電極５とがチャネル領域をはさんで
向き合う箇所の断面形状において、透明導電パターン６ａや画素電極６のパターンエッヂ
がソース電極４やドレイン電極５のパターンエッヂよりも後退している。言い換えれば、
チャネル領域をはさんで対向する箇所においては、透明導電パターン６ａや画素電極６の
パターンエッヂは、ソース電極４やドレイン電極５のパターンエッヂに内包される関係に
ある。このような構成のＴＦＴアレイ基板は、実施の形態１における第３のフォトリソグ
ラフィー工程後の微細加工工程において、第１の透明導電膜のエッチング後に行う第２導
電膜のエッチングが完了した後、再び、第１の透明導電膜のエッチングを行うことにより
形成される。
【００６０】
第２導電膜のエッチング後に行う第１の透明導電膜の２回目のエッチングにおいて、もし
第２導電膜がエッチングされやすい場合、第１の透明導電膜のパターンのエッヂが後退す
る以上に第２導電膜のパターンのエッヂが後退してしまい、庇形状が解消されないことと
なる。したがって、かかるエッチングにおいては、庇形状が解消される程度に第２導電膜
のエッチングがされにくいという選択性を有したエッチング条件がのぞましい。さらに、
第１の透明導電膜のエッチング速度が、第２導電膜のエッチング速度よりも速いエッチン
グ条件であることがのぞましい。この第１の透明導電膜の２回目のエッチング条件は、第
２導電膜に対して選択性を有するなら、第２導電膜のエッチングの前に行われる第１の透
明導電膜の初回のエッチング条件と同じでもよい。
【００６１】
さらに、第１の透明導電膜が非晶質の膜である場合、アニール等の手段により当該膜を結
晶化するタイミングは、第２導電膜のエッチング後に行われる第１の透明導電膜のエッチ
ングが完了した後である方がよい。透明導電膜の結晶化後よりは結晶化前にエッチングを
行なうほうがエッチング残渣の発生を低減できるからである。
【００６２】
本実施の形態２においては、フォトリソグラフィー工程数を削減するとともに、ソース配
線の断線を低減できるという効果に加えて、第１の透明導電膜の庇を除去できるという効
果を奏する。
【００６３】
実施の形態３．
本実施の形態１に係る液晶表示装置の画素構成について、さらに異なる形態である実施の
形態３について、図１６、図１７を用いて説明する。図１６においては、ゲート層の電極
線４３ｂと、ソース・ドレイン電極と同じ層の電極線４４ｂとが、コンタクトホール１３
ａ、１３ｂを介して、対向電極８と同じ層の導電パターン８ｂによって電気的に接続され
ている接続変換部の断面を示している。コンタクトホール１３ｂは、層間絶縁膜１２に開
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口されており、コンタクトホール１３ｂの底面においては、層間絶縁膜１２と透明導電膜
６ｂとが互いに接する境界である開口縁５１が形成されている。
【００６４】
通常、導電パターン８ｂは、層間絶縁膜１２の側面ともいえるコンタクトホール１３ｂの
側面から開口縁５１を経て、コンタクトホール１３ｂの底面に露出する透明導電膜６ｂの
表面を覆うことにより電気的な接続を得ている。コンタクトホール１３ａも同様であり、
このように、導電パターン８ｂによって、異なる層にある導電膜どうしをコンタクトホー
ルを介して、電気的に接続させることができる。
【００６５】
このように、異なる層にある導電膜どうしをコンタクトホールを介して、電気的に接続す
る要求としては、たとえば、ソース配線の端子部を形成する際に、ソース配線をそのまま
延在して形成すると面取り時に配線が剥離しやすいので、ソース層から最下層であるゲー
ト層に変換して設けたいという必要性が生じた場合には必須となる構造である。
【００６６】
ここで、コンタクトホール１３ｂは、透明導電膜６ｂ上に開口されているが、ドライエッ
チングによって層間絶縁膜１２を開口する際に、条件によってはノッチと呼ばれる不良が
生じることがある。図１７は、図１６に示す構造において、ノッチが生じた場合の断面図
を示したものである。
【００６７】
図１７では、層間絶縁膜１２をエッチングしてコンタクトホール１３ｂを開口する際に、
コンタクトホール１３ｂの開口縁５１に沿って、層間絶縁膜１２の断面形状にノッチ５２
と呼ばれるくさび状の切り込みが入ったため、導電パターン８ｂの被覆性が悪化した状況
を示している。たとえば、特開２０００－２９４７９５号公報に記載があるが、このノッ
チ５２が生じると、導電パターン８ｂがコンタクトホール１３ｂ底面の縁部である開口縁
５１において途切れてしまうため、コンタクトホール１３ｂ内を十分に被覆することがで
きず、電極線４４ｂとの電気的接続が取れないという問題が生じる。
【００６８】
本実施の形態３は、これを解決するためのものであり、図１８にその構造を示す。図１８
（ａ）は、ゲート層とソース・ドレイン層との接続変換部の平面図であり、図１８（ｂ）
は、図１８（ａ）のＡ－Ａで示す箇所における断面を示した図である。図１８（ａ）（ｂ
）においても、図１６と同様に、ゲート層の電極線４３ｂと、ソース・ドレイン電極と同
じ層の電極線４４ｂとが、コンタクトホールを介して、導電パターン８ｂによって電気的
に接続されることを目的とした構造であるのは同様である。また、図１８（ａ）において
は、導電パターン８ｂがほぼ全面を覆っている。
【００６９】
以下、図１８（ａ）（ｂ）について説明する。本形態に示すコンタクトホール１３は、層
間絶縁膜１２だけでなくゲート絶縁膜１１もエッチング除去することにより開口されてい
る。したがって、ゲート絶縁膜１１がエッチング除去された領域において、ゲート層の電
極線４３ｂが形成されていない領域においては絶縁性基板１の主面が露出するため、コン
タクトホール１３の開口縁５１も絶縁性基板１上に生じることとなる。これは、図１８（
ｂ）のコンタクトホール１３の右側で、ソース・ドレイン電極と同じ層の電極線４４ｂの
下層であるゲート絶縁層１１と絶縁性基板１との境界である開口縁５１に対応する。一方
、ゲート層の電極線４３ｂが形成されている領域においては、開口縁５１はその電極線４
３ｂ上に生じることとなる。これは、図１８（ｂ）のコンタクトホール１３の左側におけ
るゲート層の電極線４３ｂ上の開口縁５１に対応する。
【００７０】
ここで、ノッチ５２はコンタクトホール１３の開口縁５１が、透明導電膜上にある場合に
発生するが、開口縁５１がガラスや石英のような絶縁性基板１上や電極線４３ｂ上にある
場合には発生しないことがわかっている。そのため、導電パターン８ｂは、ゲート層の電
極線４３ｂが露出された箇所を含めて良好に被覆することができる。
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【００７１】
また、実施の形態３で説明したように、図１５に示すように透明導電膜６ｂのパターンエ
ッヂを追加エッチングにより後退させておけば、導電パターン８ｂは良好な被覆性をもっ
て電極線４４ｂや明導電膜６ｂの表面にまで延在されることになる。この場合、導電パタ
ーン８ｂは、透明導電膜６ｂ上で生じるノッチ５２にも関わらず、ゲート層の電極線４３
ｂとソース・ドレイン電極と同じ層の電極線４４ｂとに渡って被覆することができ、電気
的接続をとることができる。
【００７２】
また、図１８（ｂ）において、導電パターン８ｂが絶縁性基板１の主面に接している領域
があるが、これは必須な構造ではない。この実施の形態においては、図１７と異なり、透
明導電膜６ｂで被覆された電極を露出する領域を有するコンタクトホール１３の開口縁５
１にノッチ５２が生じないような領域、つまり透明導電膜６ｂが形成されていない領域を
含むことを特徴としているからである。さらに、透明導電膜６ｂが形成されていない当該
領域において、導電パターン８ｂが開口縁５１を覆うことにより良好な被覆が行なえるこ
とも特徴としているからである。
【００７３】
したがって、コンタクトホール１３の開口縁５１を除く底面における膜の構造や配置自体
は適宜決めてもよい。たとえば、ゲート層の電極線４３ｂの形成領域を広げることにより
、絶縁性基板１の主面を露出しないようなコンタクトホール１３を開口することも可能で
ある。この場合は、電極線４３ｂ上の開口縁５１にはノッチ５２が生じないため、導電パ
ターン８ｂは良好に被覆することが可能であり、図１８と同様の効果を奏することができ
る。
【００７４】
図１８（ｂ）における導電パターン８ｂの被覆領域と電極線４４ｂとの電気的接続状況を
みると、導電パターン８ｂは電極線４４ｂ以外の領域における開口縁５１を被覆して、電
極線４３ｂや基板１表面を介して電極線４４ｂに接続している。一方で、電極線４４ｂの
直上であるコンタクトホール１３の外から電極線４４ｂに連なる領域においては、電極線
４４ｂを被覆する透明導電膜６ｂの存在によるノッチ５２があるために、導電パターン８
ｂによる被覆は不完全なものとなる。このため、図１８においては、コンタクトホールを
介して電極線４４ｂと導電パターン８ｂとを電気的に接続するには、コンタクトホール１
３の開口縁５１に透明導電膜が形成されていない領域を必要とすることを説明した。
【００７５】
しかし、電極線４４ｂを被覆する透明導電膜６ｂのパターン端が第２の金属膜のパターン
端よりも内側に後退している場合、そこで露出する第２の金属膜自体には透明導電膜６ｂ
が形成されていないことになる。
【００７６】
図１９は、図１８と平面図は同一であるが、断面図を見る箇所を変えたものである。図１
９（ａ）において、Ｂ－Ｂで示す箇所の断面図を図１９（ｂ）で示している。図１８との
違いは、図１９においては透明導電膜６ｂのパターン端が、電極線４４ｂの第２の金属膜
のパターン端よりも内側に後退して、上から見たときに第２の金属膜が露出している箇所
についての断面を見ている点にある。
【００７７】
図１９（ｂ）からわかるように、コンタクトホール１３の開口縁５１が電極線４４ｂ上に
位置しており、導電パターン８ｂはコンタクトホール１３を介して電極線４４ｂと良好に
接続できていることがわかる。したがって、電極線４４ｂ自体が、コンタクトホール１３
の開口縁５１に透明導電膜が形成されていない領域を有する場合は、コンタクトホールが
開口されていれば、ソース・ドレイン層と同じレイヤの電極線４４ｂと導電パターン８ｂ
とを電気的に接続することが可能である。
【００７８】
実施の形態４．
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実施の形態１においては、第３のフォトリソグラフィー工程後に、第１の透明導電膜のエ
ッチングに引き続いて第２の導電膜のエッチングを行うことにより、フォトリソグラフィ
ー工程数を削減できるという効果を奏している。かかる製造方法においては、第１の透明
導電膜をゲート絶縁膜１１上に形成することが前提となるため、第１の透明導電膜と第２
の透明導電膜との間は層間絶縁膜１２のみで隔てられることとなる。そのため、層間絶縁
膜１２内に混入した異物や、層間絶縁膜１２をパターニングする際の第４のフォトリソグ
ラフィー工程におけるレジストに生じたピンホール等により生じる層間絶縁膜１２のピン
ホールによって、第１の透明導電膜と第２の透明導電膜との間に短絡や絶縁破壊を生じる
という問題がある。
【００７９】
本実施の形態では、層間絶縁膜１２が、ＳｉＮ膜等の無機絶縁膜１２ａと、その上層に塗
布してなる有機絶縁膜１２ｂとを含む積層構造であることを特徴としている。本実施の形
態に係る液晶表示装置の画素構成について、図２０を用いて説明する。図２０は、実施の
形態４に係るＴＦＴアレイ基板の画素構成を示した断面図であり、図２のIIIA－IIIA断面
図に相当する断面図である。
【００８０】
有機絶縁膜１２ｂは、一般的にはアクリルやポリイミド等の有機樹脂膜が用いられる。ま
た、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法により無機絶縁膜１２ａを形成した後、スピンコータ
ー等によりアクリルやポリイミド等の有機樹脂膜１２ｂを塗布して、必要ならベーキング
処理を行なう。スピンコーターを用いて塗布した場合、有機樹脂膜１２ｂは、下地となる
薄膜トランジスタの凹凸をなだらかにするような表面を有し、その膜厚は１μｍ以上２μ
ｍ以下がよい。厚すぎると、画素電極６と対向電極８との間の容量が減少するからである
。
【００８１】
また、有機樹脂膜１２ｂは感光性を有していても良い。感光性がある場合、新たな感光性
レジストを塗布することなく、有機絶縁膜１２ｂに対して露光と現像を行うことにより、
コンタクトホール１３を開口することができる。その後は有機樹脂膜１２ｂをマスクにし
て、下地となる無機絶縁膜１２ａをエッチングすればよい。
【００８２】
無機絶縁膜１２ａは、ＳｉＮでもいいが、ＳｉＯ２でもいいし、ＳｉＯＮであってもよい
。また、ＳＯＧであってもよい。また、有機樹脂膜は感光性を有していても良く、その場
合は、第４のフォトリソグラフィー工程において、別途レジストを形成したりエッチング
をしたりしなくても、有機樹脂膜自体をパターニングできるため、生産工程を削減でき、
生産の効率が向上するという効果を有する。
【００８３】
実施の形態５．
実施の形態４において、第４のフォトリソグラフィー工程の後に、層間絶縁膜１２にコン
タクトホールを開口する。開口に際しては、有機絶縁膜１２ｂをエッチングまたは現像に
より除去した後に、ＳｉＮ等の無機絶縁膜１２ａをドライエッチングで除去するが、前述
の通り、その際に第１の透明導電膜との界面付近において無機絶縁膜１２ａの断面にノッ
チと呼ばれるくさび状の切り込みが入ることがある。
【００８４】
本実施の形態においては、ＳｉＮ膜等の無機絶縁膜１２ａの膜厚を第２の透明導電膜の膜
厚と同じかそれより薄くすることを特徴とする。通常、第２の透明導電膜の膜厚は、０．
０５～０．２μｍ程度であるので、もしも絶縁膜１２が単層であってその膜厚をそれ以下
とする場合には、画素電極６と対向電極８との間の絶縁を維持するには不十分である。し
かし、本形態によれば、画素電極６と対向電極８との間には無機絶縁膜１２ａと有機絶縁
膜１２ｂとの積層構造が形成されているため、無機絶縁膜１２ａの膜厚が薄くても有機絶
縁膜１２ｂが十分に厚いため、十分な絶縁を維持できる。そして、第２の透明導電膜の膜
厚よりも無機絶縁膜１２ａの膜厚が薄いため、無機絶縁膜１２ａにノッチが生じたとして
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も、第２の透明導電膜により被覆することができるという効果を奏する。
【００８５】
実施の形態６．
実施の形態４においては、層間絶縁膜１２が、ＳｉＮ膜等の無機絶縁膜１２ａと、その上
層に塗布してなる有機樹脂膜１２ｂとを含む積層構造であることを特徴としていたが、有
機樹脂膜を複数層形成してもよい。異なる有機樹脂膜を積層してもよいし、同じ材質の有
機樹脂膜を重ねて積層させてもよい。いずれの場合も、実施の形態４と同様に、ピンホー
ル等による導電膜間の短絡を低減する効果を奏することができる。
【００８６】
また、有機樹脂膜のみを積層させて無機絶縁膜を用いなかった場合には、コンタクトホー
ルの開口縁が透明導電膜上に位置していた場合においても、ノッチは生じなかった。その
ため、実施の形態３に示した図１６のような構造においても、図１７のようなノッチを生
じることなく電気的な接続をとることができ、コンタクトホールの面積の縮小による小型
化や高精細化に寄与することができる。
【符号の説明】
【００８７】
１ 基板、２ 半導体層、３ オーミックコンタクト膜、 
４ ソース電極、５ ドレイン電極、
６ 画素電極、 ６ａ、６ｂ 透明導電パターン、
８ 対向電極、 ８ａ、８ｂ 変換部の連結パターン、
１１ ゲート絶縁膜、 
１２ 層間絶縁膜、１２ａ 無機絶縁膜、１２ｂ 有機絶縁膜、
１３ コンタクトホール、 １３ｂ 変換部のコンタクトホール、
４１ 表示領域、４２ 額縁領域、 
４３ ゲート配線、４３ａ 共通配線、４３ｂ 変換部のゲート層の配線、
４４ ソース配線、 ４４ｂ 変換部のソース層の配線、
４５ 走査信号駆動回路、４６ 表示信号駆動回路、 
４７ 画素、４８、４９ 外部配線、５０ ＴＦＴ
５１　開口縁、５２　ノッチ
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】

【図２０】
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