
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の絶縁性基板上に画素電極を有する表示画素がアレイ状に形成されたアレイ基板と
、第２の絶縁性基板上に共通電極が形成された対向基板との間に液晶層が挟持され、前記
第１の絶縁性基板と前記第２の絶縁性基板が貼り合わされ、前記第１の絶縁性基板の最後
の導電膜成膜工程で成膜された導電性薄膜をパターニングして前記第２の絶縁性基板上の
共通電極に導電性材料を介して電位を供給するトランスファー電極を形成した液晶表示装
置であって、前記第１の絶縁性基板の２番目の導電膜成膜工程で成膜され共通電極電位に
接続された第２層の金属膜と前記導電性薄膜とが前記トランスファー電極の周辺部でコン
タクトホールまたは直接コンタクトにより接続され、前記トランスファー電極の中央部の
一部で前記導電性薄膜を前記第１の絶縁性基板上に直接形成

ことを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項２】
　アレイ基板の第１の絶縁性基板と対向基板の第２の絶縁性基板との間に液晶層が挟持さ
れ、
前記第１の絶縁性基板上に形成された第１層の金属膜であるゲート電極パターンと、該ゲ
ート電極を被覆した第１層の絶縁膜と、該第１層の絶縁膜上に形成した半導体パターン、
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され、前記第２層の金属膜は
、前記トランスファー電極の周辺部で前記第２層の金属膜の成膜工程後に成膜される第２
層の絶縁膜と、前記第１の絶縁性基板の最初の導電膜成膜工程で成膜された第１層の金属
膜の成膜工程後に成膜される第１層の絶縁膜との層間に被膜されている

　



該半導体膜パターン上に配設されたｎ型の半導体パターンおよび該ｎ型の半導体パターン
上にそれぞれ配設された第２層の金属膜であるソース／ドレイン電極パターンから成る薄
膜トランジスタを備え、
前記ソース／ドレイン電極パターン上に形成された第２層の絶縁膜と、該第２層の絶縁膜
上に配設された画素電極パターンを備え、
該画素電極パターンは前記第２層の絶縁膜形成後の穴空け工程により、前記ソース／ドレ
イン電極パターンと接続され、
前記画素電極パターンにより形成され前記第２の絶縁性基板上の共通電極に導電性材料を
介して電位を供給するトランスファー電極を備える液晶表示装置であって、
前記ゲート電極パターンと前記ソース／ドレイン電極パターンと前記画素電極パターンと
が前記トランスファー電極の周辺部でコンタクトホールまたは直接コンタクトにより接続
され、前記トランスファー電極の中央部の一部で前記画素電極パターンを前記第１の絶縁
性基板上に直接形成し

ことを特
徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、１対の絶縁性基板を貼り合わせて液晶層を挟持する液晶表示装置において、特
に対向する電極の内部接続電極の形状に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
アレイ基板製造工程において最後の導電膜成膜工程で成膜された導電性薄膜をパターニン
グしてトランスファー電極を形成したアレイ基板を用いた液晶表示装置において、対向基
板の共通電極に共通電位を供給するトランスファー電極の構造は、トランスファー電極中
央部の積層膜厚が周辺部に対してほぼ同程度の膜厚となっていた。
【０００３】
従来のトランスファー電極の構造は図４に示すように、絶縁性基板１上のトランスファー
電極２より導電性材料９を介して対向基板１０側の共通電極（導電性薄膜１１）に供給さ
れ、そして共通電極電位が絶縁性基板１の２番目の導電膜成膜工程で成膜された導電性金
属膜３でトランスファー電極に供給される場合、トランスファー電極周辺部においてコン
タクトホールで絶縁性基板１の最後の導電膜成膜工程で成膜された導電性薄膜６に接続さ
れ、導電性金属膜３は図のようにトランスファー電極開口部のほぼ中央部まで導電性薄膜
６の下部に配設され、それに伴い絶縁性基板１の最初の導電膜成膜工程で成膜された導電
性金属膜の工程後に成膜される絶縁膜５と導電性金属膜３の成膜工程後に成膜される絶縁
膜４もそれぞれトランスファー電極の導電性薄膜６の下部に配設されることになり、トラ
ンスファー電極中央部の積層膜厚が周辺部に対してほぼ同程度の膜厚となっていた。
【０００４】
上記従来例では絶縁性基板１の２番目の導電膜成膜工程で成膜された導電性金属膜３でト
ランスファー電極に共通電極電位が供給される場合について示したが、その他の導電性金
属膜によりトランスファー電極に供給される場合についても同様に、トランスファー電極
開口部のほぼ中央部まで導電性金属膜及び絶縁膜が配設される構成となり、トランスファ
ー電極中央部の積層膜厚が周辺部に対してほぼ同程度の膜厚となっていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記のような構成では、トランスファー電極中央部の積層膜厚が周辺部に対
してほぼ同程度の膜厚となり、対向基板と貼り合わせる際にトランスファー電極部に塗布
された導電性材料の圧縮変形が不充分な場合には、トランスファー電極近傍のセルギャッ
プが厚くなり、局所的にパネル透過率の変化を生じ、輝度が不均一になる現象が生じ、そ
のため歩留まりが低下し、またアレイ基板裏面から上記導電性材料の圧縮変形を確認する
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、前記ソース／ドレイン電極パターンは前記トランスファー電極の
周辺部で、前記第１層の絶縁膜と、前記第２層の絶縁膜の層間に被膜されている



場合、金属膜の間隙部分が少なく、さらに絶縁膜を介しているために確認が困難であると
いう問題点を有していた。
【０００６】
本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであって、トランスファー電極近傍のセルギャ
ップを均一化することにより、パネル透過率の局所的な変化を防止し、輝度の均一性を向
上すると共に歩留まりを向上させ、また金属膜の間隙部分を大きく形成し、さらに間隙部
分には絶縁膜を介在させないようにして、アレイ基板裏面からの導電性材料の圧縮変形の
確認を容易とすることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の液晶表示装置は 画素電極を有する表示画素
レイ状に形成され 、第２の絶縁性基板上に共通電極が形成され 対向基板
との間に液晶層が挟持され 前記第１の絶縁性基板と前記第２の絶縁性基板が貼り合わさ

前記第１の絶縁性基板の最後の導電膜成膜工程で成膜された導電性薄膜をパターニン
グして前記第２の絶縁性基板上の共通電極に導電性材料を介して電位を供給するトランス
ファー電極を形成した液晶表示装置であって、前記第１の絶縁性基板の２番目の導電膜成
膜工程で成膜さ 通電極電位に接続された第 金属膜と前記導電性薄膜とが前記ト
ランスファー電極の周辺部でコンタクトホールまたは直接コンタクトにより接続され、前
記トランスファー電極の開口中央部の一部で前記導電性薄膜を前記第１の絶縁性基板上に
直接形成

ものである。
【００１４】
　本発明の第８の液晶表示装置は、第１の絶縁性基板と第２の絶縁性基板の間に液晶層が
挟持され、前記第１の絶縁性基板上に形成されたゲート電極パターンと、該ゲート電極を
被覆した第１の絶縁膜と、該第１の絶縁膜上に形成した第１の半導体パターンと、該半導
体膜パターン上で対向して配設されたｎ型の半導体膜パターンと、該ｎ型の半導体パター
ン上にそれぞれ配設されたソース／ドレイン電極パターンから成る薄膜トランジスタを備
え、前記ソース／ドレイン電極パターン上に形成された第２の絶縁膜と、該第２の絶縁膜
上に配設された画素電極パターンを備え、該画素電極パターンは前記第２の絶縁膜形成後
の穴空け工程により、前記ソース／ドレイン電極パターンと接続され、前記画素電極パタ
ーンにより前記第２の絶縁性基板上の共通電極に導電性材料を介して電位を供給するトラ
ンスファー電極を備える液晶表示装置であって、前記ゲート電極パターンと前記ソース／
ドレイン電極パターンと前記画素電極パターンとが前記トランスファー電極の周辺部でコ
ンタクトホールまたは直接コンタクトにより接続され、前記トランスファー電極の開口中
央部の一部で前記画素電極パターンを前記第１の絶縁性基板上に直接形成し

ものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
実施の形態１
本発明の第１の実施の形態を図１により説明する。図１は本発明の第１の実施の形態にお
けるトランスファー電極の断面図を示すものであり、以下その構成を作用とともに説明す
る。ここでアレイ基板上のトランスファー電極から導電性材料を介して対向基板側の共通
電極（導電性薄膜）に接続される構造については図４と同じであるので省略している。図
１は１対の絶縁性基板を貼り合わせて液晶層を挟持する液晶表示装置のアレイ基板側のト
ランスファー電極の断面形状を表すものであり、１は絶縁性基板（アレイ基板）、２はト
ランスファー電極、３は絶縁性基板１の２番目の導電膜成膜工程で成膜された基板面から
数えて第２層の金属膜、４は第２層の金属膜３の後に成膜される第２層の絶縁膜、５は絶
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、第１の絶縁性基板上に がア
たアレイ基板と た

、
れ、

れ共 ２層の

され、前記第２層の金属膜は、前記トランスファー電極の周辺部で前記第２層の
金属膜の成膜工程後に成膜される第２層の絶縁膜と、前記第１の絶縁性基板の最初の導電
膜成膜工程で成膜された第１層の金属膜の成膜工程後に成膜される第１層の絶縁膜との層
間に被膜されていることを特徴とする

、前記ソース
／ドレイン電極パターンは前記トランスファー電極の周辺部で、前記第１層の絶縁膜と、
前記第２層の絶縁膜の層間に被膜されている



縁性基板１の最初の導電膜成膜工程で成膜された第１層の金属膜の後に成膜される第１層
の絶縁膜、６は絶縁性基板１の最後の導電膜成膜工程で成膜され、トランスファー電極２
となる透明な導電性薄膜、７はコンタクトホールを示す。
【００１６】
対向基板の共通電極に電位を供給する場合、トランスファー電極２の中央部に導電性材料
を塗布し、対向基板上の電極部へ接続させる。図１は絶縁性基板１上の共通電位をトラン
スファー電極部まで絶縁性基板１の２番目の導電膜成膜工程で成膜された第２層の金属膜
３で供給する場合を示している。金属膜３はトランスファー電極２の周辺近傍でコンタク
トホール７を介して導電性薄膜６に共通電位を供給し、導電性薄膜６はトランスファー電
極２の中央部の少くとも一部を絶縁性基板１の上に直接形成する構成とする。この明細書
で、一部とは、概ねトランスファー電極２の開口部の１０％～９０％程度の範囲を示すも
のとする。
【００１７】
さらに図１においては、第２層の金属膜３を図に示すように、第１層、第２層の絶縁膜４
、５の層間に被覆されるように配設する。これにより、金属膜３を絶縁膜４、５の端部よ
りも外部に露出した形状で配設した場合に生じる問題点を回避することができる。すなわ
ち、絶縁膜４、５の穴空け工程の際に、第２層の金属膜３の端部下で第１層の絶縁膜５が
トランスファー電極２の中央部から外側に向かって掘り込み形状でエッチングされ、導電
性薄膜６のカバレッジが悪化するという問題点を回避することができる。
【００１８】
上記の構成にすることで、トランスファー電極２の中央部を周辺部より薄くし、導電性材
料の圧縮変形が不充分な場合でも、トランスファー電極近傍のセルギャップが厚くなるこ
とがなく、トランスファー電極２の近傍のセルギャップを均一化することが可能となり、
パネル透過率の局所的な変化を防止し、輝度の均一性を向上するとともに歩留まりを向上
させることができる。また、金属膜の間隙部分を比較的大きく形成し、さらに間隙部分に
は絶縁膜を介在させていないため、アレイ基板裏面からの導電性材料の圧縮変形の確認を
容易に行なうことができる。
【００１９】
実施の形態２
本発明の第２の実施の形態を図２により説明する。図２は本発明の第２の実施の形態にお
けるトランスファー電極の断面図を示すものであり、以下その構成を作用とともに説明す
る。ここでアレイ基板上のトランスファー電極から導電性材料を介して対向基板側の共通
電極（導電性薄膜）に接続される構造については図４と同じであるので省略している。図
２は１対の絶縁性基板を貼り合わせて液晶層を挟持する液晶表示装置のアレイ基板側のト
ランスファー電極の断面形状を表すものであり、１は絶縁性基板（アレイ基板）、２はト
ランスファー電極、４は絶縁性基板１の２番目の導電膜成膜工程で成膜された第２層の金
属膜の後に成膜される第２層の絶縁膜、５は絶縁性基板１の最初の導電膜成膜工程で成膜
された第１層の金属膜の後に成膜される第１層の絶縁膜、６は絶縁性基板１の最後の導電
膜成膜工程で成膜された導電性薄膜、７はコンタクトホール、８は絶縁性基板１の最初の
導電膜成膜工程で成膜された第１層の金属膜を示す。
【００２０】
対向基板の共通電極に電位を供給する場合、トランスファー電極２の中央部に導電性材料
を塗布し、対向基板上の電極部へ接続させる。図２は絶縁性基板１上の共通電位をトラン
スファー電極部まで絶縁性基板１の最初の導電膜成膜工程で成膜された第１層の金属膜８
で供給する場合を示している。金属膜８はトランスファー電極２の周辺近傍でコンタクト
ホール７を介して導電性薄膜６に共通電位を供給し、導電性薄膜６はトランスファー電極
２の中央部の少くとも一部を絶縁性基板１の上に直接形成する構成とする。また図２にお
いては、金属膜８が絶縁膜４、５の下に被覆されている構造について示したが、金属膜８
の下にはエッチングの対象となる絶縁膜がないので導電性薄膜６のカバレージの問題はな
く、金属膜８が絶縁膜４、５と同位置で除去されても良い。または、金属膜８が絶縁膜４
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、５よりも中央部に向けて露出する形状の場合は、図２のように独立にコンタクトホール
を形成する構造とする必要はなく、トランスファー電極２の開口部の中央部で絶縁膜４、
５を除去する際に金属膜８の露出部分上の絶縁膜４、５を除去することにより金属膜８が
導電性薄膜６に直接コンタクトし、共通電位の供給が可能となる。
【００２１】
上記の構成にすることで、トランスファー電極２の中央部を周辺部より薄くし、導電性材
料の圧縮変形が不充分な場合でも、トランスファー電極近傍のセルギャップが厚くなるこ
とがなく、トランスファー電極２の近傍のセルギャップを均一化することが可能となり、
パネル透過率の局所的な変化を防止し、輝度の均一性を向上するとともに歩留まりを向上
させることができる。また、金属膜の間隙部分を大きく形成し、さらに間隙部分には絶縁
膜を介在させていないため、アレイ基板裏面からの導電性材料の圧縮変形の確認を容易に
行なうことができる。
【００２２】
実施の形態３
本発明の第３の実施の形態を図３により説明する。図３は本発明の第３の実施の形態にお
けるトランスファー電極の断面図を示すものであり、以下その構成を作用とともに説明す
る。ここでアレイ基板上のトランスファー電極から導電性材料を介して対向基板側の共通
電極（導電性薄膜）に接続される構造については図４と同じであるので省略している。図
３は１対の絶縁性基板を貼り合わせて液晶層を挟持する液晶表示装置のアレイ基板側のト
ランスファー電極の断面形状を表すものであり、１は絶縁性基板（アレイ基板）、２はト
ランスファー電極、３は絶縁性基板１の２番目の導電膜成膜工程で成膜された第２層の金
属膜、４は絶縁性基板１の２番目の導電膜成膜工程で成膜された金属膜３の後に成膜され
る第２層の絶縁膜、５は絶縁性基板１の最初の導電膜成膜工程で成膜された第１層の金属
膜８の後に成膜される第１層の絶縁膜、６は絶縁性基板１の最後の導電膜成膜工程で成膜
された導電性薄膜、７はコンタクトホール、８は絶縁性基板１の最初の導電膜成膜工程で
成膜された第１層の金属膜を示す。
【００２３】
対向基板の共通電極に電位を供給する場合、トランスファー電極２の中央部に導電性材料
を塗布し、対向基板上の電極部へ接続させる。図３は絶縁性基板１上の共通電位をトラン
スファー電極部まで絶縁性基板１の最初の導電膜成膜工程で成膜された第１層の金属膜８
及び絶縁性基板１の２番目の導電膜成膜工程で成膜された第２層の金属膜３で供給する場
合を示している。第１、第２層の金属膜３及び８はトランスファー電極２の周辺近傍でコ
ンタクトホール７を介して導電性薄膜６に共通電位を供給し、導電性薄膜６はトランスフ
ァー電極２の中央部の少くとも一部を絶縁性基板１の上に直接形成する構成とする。また
図３においては、第１層の金属膜８が絶縁膜４、５の下に被覆されている構造について示
したが、金属膜８は第２の実施の形態と同様にトランスファー電極中央側において絶縁膜
４、５と同位置で除去されても良い。または導電性金属膜８が、絶縁膜４、５よりも中央
部に向けて露出する形状の場合は、図３のように独立に第１層の金属膜８上にコンタクト
ホールを形成する構造とする必要はなく、トランスファー電極２の中央部で絶縁膜４、５
を除去する際に金属膜８の露出部分上の絶縁膜４、５を除去することにより金属膜８が導
電性薄膜６に直接コンタクトし、共通電位の供給が可能となる。
【００２４】
上記の構成にすることで、トランスファー電極２の中央部を周辺部より薄くし、導電性材
料の圧縮変形が不充分な場合でも、トランスファー電極近傍のセルギャップが厚くなるこ
とがなく、トランスファー電極２の近傍のセルギャップを均一化することが可能となり、
パネル透過率の局所的な変化を防止し、輝度の均一性を向上すると共に歩留まりを向上さ
せることができる。また、金属膜の間隙部分を大きく形成し、さらに間隙部分には絶縁膜
を介在させていないため、アレイ基板裏面からの導電性材料の圧縮変形の確認を容易に行
なうことを可能となる。
【００２５】
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実施の形態４
本発明の第４の実施の形態を図１～３により説明する。本実施の形態は、前記の第１～第
３の実施の形態におけるトランスファー電極部の積層膜構成について詳述したものであり
、トランスファー電極中央部の構造は図１～３の構造と同様であるので説明を省略する。
図１～３における積層膜製造プロセスの概略を以下に説明する。絶縁性基板１（アレイ基
板）に低抵抗金属のＡｌ（アルミニウム）またはＣｒ（クロム）等をスパッタ法等により
成膜し、通常の写真製版法等により形成したレジストを用いてパターニングし、ゲート電
極となる第１層の金属膜８を形成する。次に、プラズマＣＶＤ法等によりシリコン窒化膜
等からなる第１層の絶縁膜５、半導体層を構成するｉ型アモルファスシリコン膜、不純物
が注入されたｎ型アモルファスシリコン膜を連続成膜する。次に写真製版法等により前記
ｉ型及びｎ型アモルファスシリコンをパターニングした後、低抵抗金属のＡｌやＣｒ等を
スパッタ法等により成膜し、写真製版法等により形成したレジストを用いてパターニング
し、ソース／ドレイン電極となる第２層の金属膜３を形成する。次に、シリコン窒化膜等
からなる第２層の絶縁膜４をプラズマＣＶＤ法等により堆積させ、ドライエッチ法等によ
り前記第１層、第２層の絶縁膜５、絶縁膜４にコンタクトホール７を形成する。これとと
もに、トランスファー電極２を形成する領域の中央部の絶縁性基板１を露出させる。次に
ＩＴＯ（ Indium Tin Oxide）等からなる導電性薄膜６をスパッタ法等により成膜し、写真
製版法等により形成したレジストを用いてパターニングして画素電極およびトランスファ
ー電極を形成する。対向基板の共通電極に電位を供給する場合、トランスファー電極２の
中央部に導電性材料を塗布し、対向基板上の共通電極部へ接続させる。
【００２６】
図１のように絶縁性基板１上の共通電位をトランスファー電極部まで第２層金属膜３から
なるソース／ドレイン電極パターンで供給する場合、トランスファー電極周辺部において
図に示すようにコンタクトホール７によりソース／ドレイン電極（第２層金属膜３）とト
ランスファー電極２（導電性薄膜６）とを接続させる。
【００２７】
図２のように絶縁性基板１上の共通電位をトランスファー電極部まで第１層金属膜８から
なるゲート電極パターンで供給する場合、トランスファー電極周辺部において図に示すよ
うにコンタクトホール７によりゲート電極（第１層金属膜８）とトランスファー電極（導
電性薄膜６）とを接続させる。
【００２８】
図３のように絶縁性基板１上の共通電位をトランスファー電極部までソース／ドレイン電
極パターン及びゲート電極パターンで供給する場合、トランスファー電極周辺部において
図に示すようにコンタクトホール７によりソース／ドレイン電極パターンおよびゲート電
極パターンとトランスファー電極（導電性薄膜６）とを接続させる。
【００２９】
上記のような構成にすることで、トランスファー電極２の中央部を周辺部より薄くし、導
電性材料の圧縮変形が不充分な場合でも、トランスファー電極近傍のセルギャップが厚く
なることがなく、トランスファー電極２の近傍のセルギャップを均一化することが可能と
なり、パネル透過率の局所的な変化を防止し、輝度の均一性を向上すると共に歩留まりを
向上させることができる。また、金属膜の間隙部分を比較的大きく形成し、さらに間隙部
分には絶縁膜を介在させていないため、アレイ基板裏面からの導電性材料の圧縮変形の確
認を容易に行なうことができる。
【００３０】
以上本発明を上記第１～４の実施の形態に基づいて説明したが、本発明は上記第１～４の
実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能
であるのは言うまでもない。
【００３１】
例えば、上記第１～４の実施の形態によるアレイ基板上に構成される金属膜、絶縁膜の層
構成に限定されることなく、トランスファー電極を形成する導電性材料９と接続される導
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電性薄膜６をアレイ基板１の上に直接形成する本発明の特徴を、成膜工程の異なる他の基
板構成に適用することも可能である。
【００３２】
【発明の効果】
本発明の液晶表示装置は、トランスファー電極の中央部の少なくとも一部を直接アレイ基
板側の絶縁基板上に形成するようにしたので、トランスファー電極の中央部を周辺部より
薄くすることができ、導電性材料の圧縮変形が不充分な場合でも、トランスファー電極近
傍のセルギャップが厚くなることがなく、トランスファー電極近傍のセルギャップを均一
化することが可能となり、パネル透過率の局所的な変化を防止し、輝度の均一性を向上す
ると共に歩留まりを向上させることができる。また、金属膜の間隙部分を大きく形成し、
さらに間隙部分には絶縁膜を介在させていないため、アレイ基板裏面からの導電性材料の
圧縮変形の確認を容易に行なうことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態におけるトランスファー電極の断面図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態におけるトランスファー電極の断面図である。
【図３】本発明の第３の実施の形態におけるトランスファー電極の断面図である。
【図４】従来のトランスファー電極の断面図である。
【符号の説明】
１　絶縁性基板
２　トランスファー電極
３、８　金属膜
４、５　絶縁膜
６　導電性薄膜
７　コンタクトホール
９　導電性材料
１０　対向基板
１１　導電性薄膜
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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