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明 細 苫

液品表示装置

技術分野

０００1 本発明は、被品表示装置に関し、特に、携帯情報端末 (例えば )、携帯電話、

亜載用被品ディスプレイ、デジタルヵメラ、パソコン、アミューズメント機器、テレビなど

に好適に用いられる被品表示装置に関する。

背景技術

０００2 近年、被品表示装置は、背型で低消費電力であるといぅ特長を生かして、ノート型

パーソナルコンピュータ、携帯電話、電子手帳などの情報機器、あるいは被品モニタ

ーを備えたヵメラー体型 などに広く用いられている。

０００3 高コントラスト化および広視野角化を実現できる表示モードとして、垂直配向型被品

屑を利用した垂直配向モードが住 目されている。垂直配向型被品屑は、一般に、誘

電典方性が負の被品材料と垂直配向膜とを用いて形成される。

０００4 例えば、特許文献 には、対向電極に設けた開口部の周辺に斜め電界を発生させ

、開口部内で垂直配向状態にある被品分子を中心として周りの被品分子を傾斜配向

させることによって、視角特性が改苦された被品表示装置が開示されている。

０００5 しかしながら、特許文献 に記載されている構成では、画素内の全領城に斜め電界

を形成することが難しく、その結果、電圧に対する被品分子の応答が遅れる領城が

画素内に発生し、残像現象が現れるといぅ問題が生じる。

０００6 この問題を解決するために、特許文献2は、画素電極または対向電極に規則的に

配列した開口部を設けることによって、軸対称配向を呈する複数の被品ドメインを画

素内に形成する技術を開示している。

０００7 さらに、特許文献3には、斜め電界による配向制御を安定的に行ぅための補助電極

をアクティブマトリクス某板に設ける手法が開示されている。この補助電極は、画素電

極に形成されたスリットに対応した位置に設けられている。また、この補助電極は、蓄

積容呈を形成するための蓄積容呈電極と一体的に形成されており、ゲート配線を形

成する工程においてゲート配線と同時に同一の金属膜から形成される。



特許文献 1 :特開平6 ００3 6 号公報

特許文献2 :特開2 ０００ 7 号公報

特許文献3 :特開2 ００6 84334 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 しかしながら、特許文献3 に開示されている補助電極は、金属膜から形成されてい
るために、画素の開口率を低下させて光透過率を低下させてしまぅ。この問題を解決

するために、補助電極を透明な O膜から形成することも考えられるが、その場合に

は、 O膜 (画素電極を形成するための O膜とは別途に形成する必要がある) の堆

積やパターニングといった余分な工程を設けることになり、工程数が増加してしまぅ。

０００9 本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、垂直配向モードの

液品表示装置において斜め電界にょる配向制御を安定的に行い、かつ、製造時の

工程数をあまり増加させずに光透過率の低下を抑制することにある。

課題を解決するための手段

００1０ 本発明にょる液品表示装置は、第 某板と、前記第 某板に対向するょぅに設けら

れた第2 某板と、前記第 某板と前記第2 某板との間に設けられた垂直配向型の液品

屑とを備え、前記第 某板上に設けられ少なくとも半導体屑を含むスイッチング素子と

、前記スイッチング素子に電気的に接続された画素電極と、前記画素電極に対向す
る対向電極と、前記画素電極と前記対向電極との間に位置する前記液品屑と、をそ

れぞれが含む複数の画索を有し、前記画素電極は、画素内の所定の位置に形成さ

れた少なくとも つの開口部または切欠き部を有し、前記複数の画素のそれぞれにお

いて、前記液品屑に少なくとも所定の電圧を印加したときに、液品分子が傾斜する方

位が互いに典なる複数の領城が形成される、液品表示装置であって、前記第 某板

は、前記画素電極とは典なる電位を与えられる補助電極を有し、前記補助電極は、

前記画素電極の前記少なくとも つの開口部または切欠き部に重なる部分を含み、

かつ、前記スイッチング素子の前記半導体屑と同一の膜から形成されている。

００1 1 ある好適な実施形態において、前記補助電極は、前記画素電極の外周近傍に位

置する部分をさらに含む。



００12 ある好適な実施形態において、前記複数の画素のそれぞれにおいて、前記液品屑

に少なくとも所定の電圧を印加したときに、それぞれが軸対称配向を呈する複数の液

品ドメインが形成される。

００13 ある好適な実施形態において、前記補助電極は、前記対向電極と実質的に同じ電

位を与えられる。

００14 ある好適な実施形態において、前記スイッチング素子は、前記半導体屑の一部を

チャネル領域とする薄膜トランジスタである。

００15 ある好適な実施形態において、前記半導体屑および前記補助電極は、非品質シリ

コンまたは結品質シリコンから形成されている。

００16 ある好適な実施形態において、前記補助電極は、6０ 以上の光透過率を有する。

００17 ある好適な実施形態において、前記第 某板は、蓄積容呈配線を有し、前記補助

電極は、前記蓄積容呈配線に電気的に接続されている。

００18 ある好適な実施形態において、前記第 某板は、前記補助電極と前記蓄積容呈配

線とを電気的に接続する接続電極を有し、前記接続電極は、前記複数の画素によっ
て規定される表示領城の外に設けられている。

００19 ある好適な実施形態において、前記第 某板は、前記補助電極と前記蓄積容呈配

線とを電気的に接続する接続電極を有し、前記接続電極は、前記複数の画素のそ

れぞれ内に設けられており、前記補助電極と前記蓄積容呈配線とは、部分的に重な

００2０ ある好適な実施形態において、前記接続電極は、その全体が前記蓄積容呈配線

に重なるよぅに配置されている。

００2 1 ある好適な実施形態において、前記第 某板は、信号配線を有し、前記接続電極

は、前記信号配線と同一の膜から形成されている。

発明の効果

００22 本発明による液品表示装置は、画素電極の開口部または切欠き部に重なる部分を

含む補助電極を有している。補助電極に、画素電極とは典なる電位を与えることによ

り、開口部や切欠き部に生成される斜め電界による配向規制力の強さを制御すること

ができる。例えば、開口部や切欠き部で等電位線がより急峻に落ち込むよぅな斜め電



界を生成させることがてき、強い配向規制力を得ることがてきる。そのため、斜め電界

による配向制御を安定的に行ぅことがてきる。補助電極は、スイッチング素子の半導

体屑と同一の膜から形成されているため、製造時の工程数をあまり増加させずに光

透過卒の低下を抑制することがてきる。

図面の簡単な説明

図 本発明の好適な実施形態における被品表示装置 ００を模式的に示す上面図

てある。

図2 本発明の好適な実施形態における被品表示装置 ００を模式的に示す断面図

てあり、図 中の2 線に沿った断面を示す。

図3 本発明の好適な実施形態における被品表示装置 ００を模式的に示す断面図

てあり、図 中の3 線に沿った断面を示す。

図4 (a) ～(c) は、被品分子の配向を模式的に示す図てあり、(a) は電圧無印加時、

(b)は電圧印加直後、(c) は電圧印加後十分な時間が経過した状態における配向を

図5 被品屑に電圧を印加したときに形成される電界を等電位線を用いて示す図て

あり、補助電極を投けていない場合を示している。

図6 被品屑に電圧を印加したときに形成される電界を等電位線を用いて示す図て

あり、補助電極に対向電極と実質的に同じ電位を与えた場合を示している。

図7 本発明の好適な実施形態における被品表示装置 ０ を模式的に示す断面図

てある。

図8 本発明の好適な実施形態における被品表示装置 ０ を模式的に示す断面図

てある。

図9 本発明の好適な実施形態における被品表示装置 ００を模式的に示す上面図

てある。

図1０本発明の好適な実施形態における被品表示装置2００を模式的に示す上面図

てある。

図11 本発明の好適な実施形態における被品表示装置2００を模式的に示す断面図

てあり、図 ０中の 線に沿った断面を示す。



図12 本発明の好適な実施形態における被品表示装置2００を模式的に示す断面図

てあり、図 ０中の 2 線に沿った断面を示す。

図13 被品表示装置2００における補助電極と蓄積容呈配線との電気的な接続の態

様を示す図てある。

図14 (a) ～(c) は、被品表示装置2００における接続電極の形成工程を模式的に示

す工程断面図てある。

図15 本発明の好適な実施形態における被品表示装置2００を模式的に示す断面

図てある。

図16 本発明の好適な実施形態における被品表示装置2００を模式的に示す断面

図てある。

図17 (a) およひ (b)は、画素内て補助電極と蓄積容呈配線とを電気的に接続する

ための構成の例をそれそれ示す断面図てある。

図18 (a) は、画素内て補助電極と蓄積容呈配線とを電気的に接続するための構成

の例を示す上面図てあり、(b)は (a) 中の 8 8 線に沿った断面図てある。

図19 (a) は、画素内て補助電極と蓄積容呈配線とを電気的に接続するための構成

の例を示す上面図てあり、(b)は (a) 中の g g 線に沿った断面図てある。

図2０ (a) は、画素内て補助電極と蓄積容呈配線とを電気的に接続するための構成

の例を示す上面図てあり、(b)は (a) 中の2０ ０ 線に沿った断面図てある。

図2 1 本発明の好適な実施形態における被品表示装置3００を模式的に示す上面図

てある。

図22 本発明の好適な実施形態における被品表示装置3００を模式的に示す断面図

てあり、図2 中の22 線に沿った断面を示す。

図23 本発明の好適な実施形態における被品表示装置4００を模式的に示す上面図

てある。

図24 本発明の好適な実施形態における被品表示装置4００を模式的に示す断面図

てあり、図 中の24 線に沿った断面を示す。

符号の説明

薄膜トランシスタ (スイノチンク素子)



2 画素電極

2a 切欠き部

2 透明電極

2 反射電極

3 対向電極

4 補助電極

4a 補助電極の一部 (画索電極の切欠き部に重なる部分)

4b 補助電極の一部 (画素電極の外周近傍に位置する部分)

4c 補助電極の一部 (画素電極の導電膜に重なる部分)

4d 補助電極の一部 (隣接する画素の補助電極に接続される部分)

5 接続電極

6 凸部

０ 3０ 透明某板

べ一スコート膜

2 半導体屑

3 ゲート絶縁膜

4 ゲート電極

5 走査配線

6 蓄積容呈配線

7 第 の屑間絶縁膜

8 ソース電極

9 ドレイン電極

2０ a号配線

2 第2の屑間絶縁膜

22 33 垂直配向膜

23 34 偏光板

3 カラーフィルタ

遮光屑 (ブラックマトリクス )



5０ 液品屑

5 液品分子

6０ アクティブマトリクス某板

7０ 対向某板 (カラーフィルタ某板 )

００ ００、2００ 2０ 液品表示装置

3００ 4００ 液品表示装置

発明を実施するための最良の形態

００2 5 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。なお、本発明は以下の

実施形態に限定されるものではない。

００2 6 (実施形態 )

図 から図3を参照しながら、本実施形態における液品表示装置 ００の構造を説明

する。図 は、液品表示装置 ００の つの画素に対応した領城を模式的に示す上面

図であり、図2および図3はそれぞれ図 中の2 線、3 線に沿った断

面図である。

００2 7 液品表示装置 ００は、アクティブマトリクス某板 6０と、アクティブマトリクス某板 6０に

対向するよぅに設けられた対向某板 (カラーフィルタ某板 ) 7０と、これらの間に設けら

れた垂直配向型の液品屑 5０とを備えている。

００2 8 液品表示装置 ００が有する複数の画素のそれぞれは、アクティブマトリクス某板 6０

上に設けられた薄膜トランジスタ ( ) と、薄膜トランジスタ に電気的に接続され

た画素電極2と、画素電極2に対向する対向電極 3と、画素電極2と対向電極 3との間

に位置する液品屑 5０とを含んでいる。

００2 9 以下、アクティブマトリクス某板 6０および対向某板 7０のより具体的な構造を説明す

る。

００3０ アクティブマトリクス某板 6０は、その構成要素を支持する透明某板 (例えばガラス某

板やブラスチック某板 ) ０を有している。透明某板 ０の液品屑 5０側の表面上に、べ

一スコート膜 が形成されており、べ一スコート膜 上に、連続粒界結品シリコン (C

G S C on nuous G a n con ) から形成された半導体屑 2が設けられている。この

半導体屑 2の一部が薄膜トランジスタ のチヤネル領城として機能し、他の部分がソ



一ス領城やドレイン領城として機能する。

００3 1 半導体屑 2を覆ぅよぅに、ゲート絶縁膜 3が形成されている。ゲート絶縁膜 3上に

は、ゲート電極 4や走査配線 5、蓄積容呈配線 6が形成されており、これらを覆ぅ

よぅに、第 の屑間絶縁膜 7が形成されている。

００32 第 の屑間絶縁膜 7上には、ソース電極 8、ドレイン電極 9および信号配線2０が

形成されている。ソース電極 8およびドレイン電極 9は、ゲート絶縁膜 3および第

の屑間絶縁膜 7に形成されたコンタクトホールにおいて半導体屑 2に接続されて

いる。

００33 ソース電極 8や、ドレイン電極 9、信号配線2０を覆ぅよぅに第2の屑間絶縁膜2

が形成されており、この第2の屑間絶縁膜2 上に画素電極2が設けられている。第2

の屑間絶縁膜2 は、例えば、アクリル系の感光性樹脂などから形成された有機絶縁

膜である。画素電極2は、透明な導電材料 (例えば O)から形成されている。透明

某板 ０の液品屑5０とは反対側の表面上には、偏光板23が設けられている。

００34 対向某板 7０は、透明某板 3０の液品屑5０側の表面上に、カラーフィルタ3 、遮光

屑 (ブラックマトリクスとも呼ばれる。) 32、対向電極3をこの順に有している。対向電極

3は、透明な導電材料 (例えば O)から形成されている。透明某板 3０の液品屑5０と

は反対側の表面上には、偏光板 34が設けられている。

００35 アクティブマトリクス某板 6０と対向某板 7０との間に設けられた液品屑5０は、負の誘

電典方性を有するネマチック液品材料から形成されており、必要に応じてカイラル剤

を含んでいる。アクティブマトリクス某板 6０および対向某板 7０の液品屑5０に接する

表面には、垂直配向膜22および33が設けられている。垂直配向膜22および33は、

液品屑5０の液品分子5 をその表面に対して実質的に垂直に配向させる。垂直配向

膜22および33は、例えばボリイミド樹脂から形成されている。

００36 液品表示装置 ００の画素電極2は、画素内の所定の位置に形成された複数の切

欠き部2aを有している。本実施形態では、画素電極2には4つの切欠き部2aが設け

られており、これらの切欠き部2aによって画素が3つの領城に分割されている。切欠

き部2aによって分割された個々の領城を、ザブ画素とも呼ぶ。

００37 画素電極2と対向電極3との間に所定の電位差が与えられると(つまり液品屑5０に



所定の電圧か印加されると) 、画素電極2の外周近傍と切欠き部2aに斜め電界 (某板

表面に対して傾斜した電位勾配) か生成され、この斜め電界か被品分子5 の倒れる

方向を規定する。斜め電界の作用により、それそれか軸対称配向を呈する複数のに
こては3つの)被品トメインか形成される。それそれの被品トメイン内て、被品分子5

はほほ全方位に配向するのて、被品表示装置 ００ては、被品屑5０に電圧を印加し

たときに、被品分子5 の傾斜する方位か互いに典なる複数の領城か形成されること

になる。

００38 図4を参昭しなから、軸対称配向か形成されるメヵニスムをより梓しく脱明する。図4

(a) ～(c) は、被品分子5 の配向を模式的に示す図てあり、図4 (a) は電圧無印加時

、図4 は電圧印加直後、図4 は電圧印加後十分な時間か経過した状態を示し

ている。

００39 図4 (a) に示すよぅに、電圧無印加時には、被品分子5 は垂直配向膜22およひ33

の配向規制力により某板表面に対して略垂直に配向している。

００4０ 電圧印加時には、負の誘電典方性を有する被品分子5 はその分子長軸か電気力

線に対して垂直に(つまり等電位線に対して平行に) なるよぅに傾斜するのて、画素

電極2の外周近傍およひ切欠き部2aに生成される斜め電界によって、被品分子5

の倒れる方向か規定されることになる。そのため、図4 に示すよぅに、斜め電界か

生成される領城の被品分子5 (つまり斜め電界による配向規制力を直接受ける被品

分子5 )から、傾きはしめる。

００4 1 その後、時間の経過とともに、他の被品分子5 か庫続的に(最初に傾斜した被品

分子5 の配向と整合するよぅに)配向していき、図4 に示すよぅな被品トメインか

形成される。被品トメイン内ては被品分子5 はほほ全方位 (某板面内における全て

の方位 ) に配向しているため、被品表示装置 ００は、視野角特性に優れる。

００42 ここて、「軸対称配向」とは、特井文献 における「放射状傾斜配向」と同義てある。

被品分子5 は、軸対称配向の中心軸の周りにティスクリネーションラインを形成する

ことなく庫続的に配向しており、被品分子5 の長軸は放射状 (「 a )や同心円状 (

a e a ) 、禍巷き状に配向している。また、いすれの場合も、被品分子5 の長軸

は配向の中心から放射状に傾斜した成分 (斜め電界に平行な成分)を有している。



００43 なお、切欠き部2aは必ずしも例示したよぅに複数設ける必要はなく、少なくとも つ

設けられていればよい。例えば、画素を2つの領城に分割する場合には、細長い切

欠き部2aを つだけ設けても、軸対称配向の液品ドメインを形成することができる。ま

た、切欠き部2aに代えて (あるいは切欠き部2aに加えて) 、開口部を設けてもよい。

画素電極2に開口部を設けた場合には、画素電極2の導電膜に囲まれた開口部に

おいても切欠き部2aと同様に斜め電界が形成され、液品分子5 が電界によって傾く

方向が規定される。

００44 続いて、本実施形態における液品表示装置 ００の構成をさらに詳しく説明する。

００45 液品表示装置 ００のアクティブマトリクス某板 6０は、図 から図3に示すよぅに、画

素電極2とは典なる電位を与えられる補助電極4を有している。本実施形態における

補助電極4は、図3に示すよぅに、ゲート絶縁膜 3に形成されたコンタクトホールにお

いて蓄積容呈配線 6に接続されており、そのことによって補助電極4に画素電極2と

典なる電位 (例えば後述するよぅに対向電極3と同じ電位 )を与えることができる。

００46 補助電極4は、図 に示すよぅに、画素電極2の切欠き部2aに重なる部分4aと、画

素電極2の外周近傍に位置する部分4bとを含んでいる。また、補助電極4は、薄膜ト

ランジスタ の半導体屑 2と同一の膜から形成されている。つまり、補助電極4は、薄

膜トランジスタ の半導体屑 2を形成するための半導体膜をパターニングすることに

より、半導体屑 2と同時に形成される。

００47 本実施形態における液品表示装置 ００は、上述したよぅな補助電極4を有している

。この補助電極4に、画素電極2とは典なる電位を与えることにより、斜め電界による

配向規制力の強さを制御することができる。以下、この点をより詳しく説明する。

００48 図5および図6は、液品屑5０に電圧を印加したときに形成される電界を等電位線

Qを用いて示す図であり、図5が補助電極4を設けていない場合を示しているのに対

し、図6は補助電極4に対向電極3と実質的に同じ電位を与えた場合を示している。

００49 液品屑5０に電圧を印加すると、図5および図6に示しているよぅに等電位線 (電気

力線と直交する) Qで表される電位勾配が形成される。この等電位線 は、画素

電極2の導電膜 (つまり切欠き部2aを除いた部分) と対向電極3との間に位置すあ液

品屑5０内では、某板表面に対して平行であり、画素電極2の外周近傍および切欠き



部2aに対応する領城で落ち込む。そのため、画素電極2の外周近傍および切欠き部

2aに対応した領城の液品屑5０内には、傾斜した等電位線 Qで表される斜め電界

が形成される。

００5０ 補助電極4が設けられていない場合には、図5に示すよぅに、隣接するザブ画素間

で等電位線 Qは連続し、等電位線 Qは連続した凹凸形状を呈する。つまり、比較

的緩やかな電位勾配が形成される。

００5 1 これに対し、補助電極4を設け、補助電極4に対向電極3と実質的に同じ電位を与

えた場合には、図6に示すよぅに、隣接するザブ画素間で等電位線 Qが連続するこ

とはなく、等電位線 Qは切欠き部2a上で急激に落ち込む。従って、切欠き部2aに

は、急峻な電位勾配が形成され、図5に示した場合よりも強い斜め電界が発生する。

そのため、強い配向規制力を得ることができる。

００52 上述したよぅに、本実施形態における液品表示装置 ００は、補助電極4を有してい

ることによって、斜め電界による配向制御を安定的に行ぅことができる。また、この補

助電極4は、薄膜トランジスタ の半導体屑 2と同一の膜から形成されているので、

高い光透過率を有し得る。例えば、連続粒界結品シリコン(CGS) から形成された補

助電極4は、厚さ 程度で8０ 程度の光透過率を実現することができる。さらに

、補助電極4は、薄膜トランジスタ の半導体屑 2と同一の膜から形成されているの

で、補助電極4を設けるための新たな工程はほとんど必要ない。従って、製造時のエ

程数をあまり増加させずに、光透過率の低下を抑制することができる。

００53 なお、本実施形態では、スイッチング素子として、連続粒界結品シリコンから形成さ

れた半導体屑 2を含む薄膜トランジスタ を例示したが、スイッチング素子はこれに

限定されるものではない。半導体屑 2は、連続粒界結品シリコンや多結品シリコンの

よぅな結品質シリコンから形成されていてもよレ七、非品質シリコンから形成されてい

てもよい。

００54 図7および図8に、非品質シリコンから形成された半導体屑 2を含む薄膜トランジス

タ を備えた液品表示装置 ０ を示す。図2および図3に示した液品表示装置 ０

0が、連続粒界結品シリコンから形成された半導体屑 2を含むトップゲート型の薄膜

トランジスタ を備えているのに対し、図7および図8に示す液品表示装置 ００は、



非品質シリコンから形成された半導体屑 2を含むボトムゲート型の薄膜トランジスタ

を備えている。

００5 5 液品表示装置 ０ も、薄膜トランジスタ の半導体屑 2と同一の膜から形成され

た (つまり非品質シリコンから形成された)補助電極4を有している。そのため、液品表

示装置 ００と同様の効果が得られる。非品質シリコンから形成された補助電極4の厚

さは、例えば 程度である。

００56 なお、液品表示装置 ００および ０ のいずれについても、補助電極4の厚さほ例

示した値に限定されるものではないが、画素の光透過率の低下を十分に抑制するた

めには、補助電極4はその光透過率が 6０ 以上となるよぅな厚さに形成されているこ

とが好ましく、8０ 以上となるよぅな厚さに形成されていることがより好ま 、。結品質

シリコンから形成された補助電極4は、厚さ 以下で8０ 以上、厚さ 以

下で6０ 以上の光透過率を実現できる。なお、スイッチング素子の半導体屑 2と補

助電極4とは、必ずしも同じ厚さである必要はなく、互いに典なる厚さを有していても

よいが、工程数の増加を抑制する観点からは、ほぼ同じ厚さであることが好ま 、。

００5 7 また、図 から図3や図7、図8には、画素電極2の導電膜と補助電極4とが互いに重

ならない構成を示したが、図9に示すよぅに、補助電極4が画素電極2の導電膜と重

なる部分4cを含んでいてもよく、この部分4cと画素電極2とが重なっている領城を蓄

積容呈の一部として用いてもよい。

００58 (実施形態2)

図 ０から図 2を参照しながら、本実施形態における液品表示装置2００の構造を

説明する。図 ０は、液品表示装置2００の つの画素に対応した領城を模式的に示

す上面図であり、図 および図 2はそれぞれ図 ０中の 線、 2 2

線に沿った断面図である。

００59 液品表示装置2００は、図 ０から図 2に示しているよぅに、薄膜トランジスタ の半

導体屑 2と同一の膜から形成された補助電極4を有しているので、斜め電界による

配向制御を安定的に行ぅことができ、また、工程数の増加を抑制しつつ、光透過率の

低下を抑制することができる。

００6０ ただし、本実施形態における液品表示装置2００は、補助電極4と蓄積容呈配線 6



との電気的な接続の態様が、実施形態 における被品表示装置 ００と典なっている

。被品表示装置 ００では、図3にも示したよぅに、補助電極4は、ゲート絶縁膜 3に

設けられたコンタクトホールにおいて蓄積容呈配線 6に接続されており、各画素内

で蓄積容呈配線 6に電気的に接続されている。

００6 1 これに対し、被品表示装置2００では、図 2からもわかるよぅに、補助電極4は画素

内では蓄積容呈配線 6に接続されていない。本実施形態における補助電極4は、

複数の画素によって規定される表示領城の外 (周辺領城とも呼ぶ。)で蓄積容呈配

線 6に電気的に接続されている。

００62 具体的には、補助電極4は、図 3に示すよぅに、隣接する画素の補助電極4に接

続される部分 を含んでおり、この部分 によって相互に接続された複数の補助電

極4が、表示領城の外 (周辺領城 ) に設けられた接続電極 5によって蓄積容呈配線

6に電気的に接続されている。

００63 本実施形態における接続電極 5は、信号配線2０と同一の膜から形成されている。

この接続電極 5は、図 4 (a) から(。) に示すよぅにして形成される。図 4 (a) から(。)

は、接続電極 5の形成工程を示す工程断面図であり、図 3中の 4 4 に沿っ
た断面に相当する。

００64 図 4 (a) は、アクティブマトリクス某板 6０を製造する工程において、透明某板 ０上

にべ一スコート膜 、補助電極4、ゲート絶縁膜 3、蓄積容呈配線 6および第 の

屑間絶縁膜 7が積層された状態を示している。

００65 第 の屑間絶縁膜 7が堆積された後、半導体屑 2のソース領城およびゲート領城

となる部分上のゲート絶縁膜 3および第 の屑間絶縁膜 7を除去することによって

、コンタクトホールが形成される。このとき、図 4 (b) に示すよぅに、表示領城の外に

おいてもコンタクトホールが形成される。具体的には、表示領城の外において、補助

電極4上のゲート絶縁膜 3および第 の屑間絶縁膜 7と、蓄積容呈配線 6上の第

の屑間絶縁膜 7とを除去することによって、2つのコンタクトホールが形成される。

００66 その後、第 の屑間絶縁膜 7上に導電膜を堆積した後にパターニングすることによ

り、ソース電極 8、ドレイン電極 9および信号配線2０が形成される。このとき、図 4

(。) に示すよぅに、接続電極 5も形成される。



００67 図3に示したよぅに、画素内でゲート絶縁膜 3に形成したコンタクトホールにおいて

補助電極4と蓄積容呈配線 6とを接続する場合には、ゲート絶縁膜 3にコンタクトホ

ールを形成する工程が必要である。これに対し、上述したよぅにして接続電極 5を形

成すると、全く工程を迫加することなく、補助電極4と蓄積容呈配線 6とを電気的に

接続することができる。また、接続電極 5は、表示領城の外に設けられているので、接

続電極 5によって画素の光透過率が低下することもない。

００68 なお、本実施形態においても、連続粒界結品シリコンから形成された半導体屑 2

を含む薄膜トランジスタ をスイッチング素子として例示したが、スイッチング素子はこ

れに限定されるものではない。半導体屑 2は、連続粒界結品シリコンや多結品シリコ

ンのよぅな結品質シリコンから形成されていてもよレ七、非品質シリコンから形成されて

００69 図 5および図 6に、非品質シリコンから形成された半導体屑 2を含む薄膜トラン

ジスタ を備えた液品表示装置2０ を示す。図 および図 2に示した液品表示

装置2００が、連続粒界結品シリコンから形成された半導体屑 2を含むトップゲート型

の薄膜トランジスタ を備えているのに対し、図 5および図 6に示す液品表示装置2

０ は、非品質シリコンから形成された半導体屑 2を含むボトムゲート型の薄膜トラ

ンジスタ を備えている。

００7０ 液品表示装置2０ も、薄膜トランジスタ の半導体屑 2と同一の膜から形成され

た (つまり非品質シリコンから形成された)補助電極4を有している。そのため、斜め電

界による配向制御を安定的に行い、かつ、光透過率の低下を抑制することができる。

００7 1 また、液品表示装置2０ も、図 6からもわかるよぅに、補助電極4は画素内では蓄

積容呈配線 6に接続されておらず、表示領城の外 (周辺領城 )で蓄積容呈配線 6

に電気的に接続されている。周辺領城において、補助電極4は、例えば、ゲート絶縁

膜 3に設けたコンタクトホールにおいて補助容呈配線 6に接続されている。この場

合、ゲート絶縁膜 3にコンタクトホールを形成する工程が必要であるが、もともと何ら

かの要請によりゲート絶縁膜 3の一部が除去されるよぅな仕様においては、ゲート絶

縁膜 3をパターニングする工程においてコンタクトホールをついでに形成することに

より、全く工程を迫加することなく、補助電極4と蓄積容呈配線 6とを電気的に接続



することができる。

００72 なお、実施形態 における被品表示装置 ００では、図 (a) に示すよぅに、画素内

のゲート絶縁膜 3に設けたコンタクトホールにおいて、補助電極4と蓄積容呈配線

6とを直接接続している。図 (a) は、図3における蓄積容呈配線 6近傍を示す断

面図であり、図 中の 7 7 線に沿った断面に相当する。この構成に代えて、

図 7 に示すよぅに、画素内に信号配線2０と同一の膜から形成された接続電極 5

を設け、この接続電極 5によって補助電極4と蓄積容呈配線 6とを電気的に接続し

てもよい。このよぅな構成を採用することにより、全く工程を迫加することなく、補助電

極4と蓄積容呈配線 6とを電気的に接続することができる。

００73 ただし、画素内に接続電極 5を設ける場合には、補助電極4と蓄積容呈配線 6との

位置関係によっては、画素の光透過率が低下することがある。例えば、図 8 (a) およ

び (b) に示すよぅに、補助電極4と蓄積容呈配線 6とが重なっていない場合に接続

電極 5を設けると、接続電極 5によって遮光される領城が存在し、画素の光透過率が

低下してしまぅ。

００74 これに対し、補助電極4と蓄積容呈配線 6とが部分的に重なっている場合には、図

9 (a) および (b) に示すよぅに、遮光される領城の幅を 、さくすることができるので光

透過率の低下を抑制できる。また、補助電極4と蓄積容呈配線 6とが部分的に重な

っている場合には、図2０(a) および (b) に示すよぅに、蓄積容呈配線 6にコンタクト

ホールを形成し、接続電極 5をその全体が蓄積容呈配線 6に重なるよぅに配置する

ことによって、遮光される領城が存在しなくなり、光透過率の低下を防止できる。

００75 (実施形態3)

実施形態 および2においては、透過モードで表示を行ぅ透過型被品表示装置を

例として本発明を説明したが、本発明は、透過モードおよび反射モードの両方で表

示を行い得る透過反射両用型被品表示装置にも好適に用いられる。

００76 図2 および図22に、本実施形態における被品表示装置3００を示す。図2 は、被

品表示装置3００の つの画素に対応した領城を模式的に示す上面図であり、図22

は図2 中の22 線に沿った断面図である。

００77 被品表示装置3００の各画素は、透過モードで表示を行ぅ透過領城 と、反射モード



て表示を行ぅ反射領城 とを有している。被品表示装置3００の画素電極2は、光透過

卒の高い導宙材科 (例えは O)から形成された透明電極2 と、光反射卒の高い導

電材科 (例えはアルミニウム)から形成された反射電極2 とを含んている。透明電極

2 か2つのザフ画素の両方にわたって形成されているのに対し、反射電極2 は一

方のザフ画素にのみ選択的に形成されており、反射電極2 か形成されている領城

か反射領城 として機能する。

００78 また、対向某板 7０の反射領城 に対応した領城に透明な誘電体屑3 5か設けられ

ていることによって、反射領城 における被品屑5０の厚さか透過領城 における被品

屑5０の厚さよりも 、さくなっている。反射モートに用いられる光か被品屑5０を2回適

過するのに対し、透過モートに用いられる光は被品屑5０を 回しか適過しないか、上

述したよぅに、反射領城 の被品屑5０を透過領城 の被品屑5０よりも背くすることに

よって、反射領城 と透過領城 とての光路差を小さくすることかてき、反射領城 と

透過領城 の両方て好適な表示を行ぅことかてきる。

００79 被品表示装置3００も、薄膜トランシスタ の半導体屑 2と同一の膜から形成された

補助電極4を有している。そのため、斜め電界による配向制御を安定的に行い、かつ

、製造時の工程数をあまり増加させすに光透過卒の低下を抑制することかてきる。

００8０ なお、上述した実施形態 、2およひ3ては、アクテイフマトリクス某板 6０にのみ配向

規制構造 (画素電極2の切欠き部2a) か設けられている構成を例示したか、必要に応

して、対向某板 7０にも配向規制構造を設けてもよい。

００8 1 図23およひ図24に、対向某板 7０にも配向規制構造を有する被品表示装置4００を

示す。被品表示装置4００は、図23およひ図24に示しているよぅに、対向某板 7０に

凸部6を有している点において、実施形態 における被品表示装置 ００と典なってい
る。

００82 被品屑5０側に突き出たこの凸部6は、傾斜した側面を有しており、この側面上の垂

直配向膜 33のアンヵリンク効果によって配向規制力を発現する。凸部6による配向

規制力は、画素電極2の切欠き部2aによる配向規制力と同し方向に被品分子5 を

配向させるよぅに作用するのて、ザフ画素内の被品分子5 の軸対称配向かさらに安

定化される。またザフ画素のほほ中心に設けられた凸部6を中心に軸対称配向か形



成される (言い換えると凸部6は液品ドメインのほぼ中央に対応する領城に設けられ

ている) ので、軸対称配向の中心が凸部6の近傍に固定されることになる。

００83 このように、一方の某板に設けた配向規制構造 (画素電極2の切欠き部2aや開口

部 ) によって主にザブ画素の周辺の液品分子5 の配向方向を規制し、他方の某板

に設けた配向規制構造 (凸部6) によってザブ画索の中心部の液品分子5 の配向を

規制することによって、軸対称配向を安定化させることができる。そのため、中間調表

示における応答時間を短くしたり、パネル面が押圧されたときの配向の乱れが解消す

る時間を短くしたりできる。

００84 なお、対向某板 7０に設ける配向規制構造は、例示したような凸部6に限定されるも

のではない。例えば、対向電極3にザブ画素の中心に位置するような開口部を設け

てもよい。

産業上の利用可能性

００85 本発明によると、垂直配向モードの液品表示装置において斜め電界による配向制

御を安定的に行い、かつ、製造時の工程数をあまり増加させずに光透過率の低下を

抑制することができる。本発明は、アクティブマトリクス駆動の透過型・透過反射両用

型液品表示装置に好適に用いられる。



請求の範囲

第 某板と、前記第 某板に対向するよぅに設けられた第2某板と、前記第 某板と

前記第2某板との間に設けられた垂直配向型の被品屑とを備え、

前記第 某板上に設けられ少なくとも半導体屑を含むスイッチング素子と、前記スイ

ッチング素子に電気的に接続された画素電極と、前記画素電極に対向する対向電

極と、前記画素電極と前記対向電極との間に位置する前記被品屑と、をそれぞれが

含む複数の画素を有し、

前記画素電極は、画素内の所定の位置に形成された少なくとも つの開口部また

は切欠き部を有し、

前記複数の画素のそれぞれにおいて、前記被品屑に少なくとも所定の電圧を印加

したときに、被品分子が傾斜する方位が互いに典なる複数の領城が形成される、被

品表示装置であって、

前記第 某板は、前記画素電極とは典なる電位を与えられる補助電極を有し、

前記補助電極は、前記画素電極の前記少なくとも つの開口部または切欠き部に

重なる部分を含み、かつ、前記スイッチング素子の前記半導体屑と同一の膜から形

成されている、被品表示装置。

2 前記補助電極は、前記画素電極の外周近傍に位置する部分をさらに含む、請求

項 に記載の被品表示装置。

3 前記複数の画素のそれぞれにおいて、前記被品屑に少なくとも所定の電圧を印加

したときに、それぞれが軸対称配向を呈する複数の被品ドメインが形成される、請求

項 または2に記載の被品表示装置。

4 前記補助電極は、前記対向電極と実質的に同じ電位を与えられる請求項 から3の

いずれかに記載の被品表示装置。

5 前記スイッチング素子は、前記半導体屑の一部をチャネル領城とする薄膜トランジ

スタである請求項 から4のいずれかに記載の被品表示装置。

6 前記半導体屑および前記補助電極は、非品質シリコンまたは結品質シリコンから形

成されている請求項 から5のいずれかに記載の被品表示装置。

7 前記補助電極は、6０ 以上の光透過率を有する請求項 から6のいずれかに記載



の被品表示装置。

8 前記第 某板は、蓄積容呈配線を有し、

前記補助電極は、前記蓄積容呈配線に電気的に接続されている請求項 から7の

いずれかに記載の被品表示装置。

9 前記第 某板は、前記補助電極と前記蓄積容呈配線とを電気的に接続する接続電

極を有し、

前記接続電極は、前記複数の画素によって規定される表示領域の外に設けられて

いる請求項8に記載の被品表示装置。

０ 前記第 某板は、前記補助電極と前記蓄積容呈配線とを電気的に接続する接続電

極を有し、

前記接続電極は、前記複数の画素のそれぞれ内に設けられており、

前記補助電極と前記蓄積容呈配線とは、部分的に重なっている請求項8に記載の

被品表示装置。

前記接続電極は、その企体が前記蓄積容呈配線に重なるよぅに配置されている請

求項 ０に記載の被品表示装置。

2 前記第 某板は、信号配線を有し、

前記接続電極は、前記信号配線と同一の膜から形成されている請求項9から の

いずれかに記載の被品表示装置。
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