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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つまたは電気的に直列接続された複数の電界効果トランジスタを有するスイッチング
回路を有し、
　少なくとも一つの上記電界効果トランジスタのチャネルとなる半導体層のうちのゲート
電極に重なるチャネル部の少なくとも一部の幅がチャネル長方向に連続的に変化し、
　前記チャネル部のソース側の端部の幅よりも、前記チャネル部のドレイン側の端部の幅
の方が小さい表示装置。
【請求項２】
　上記複数の電界効果トランジスタのうちのソース側の末端の電界効果トランジスタの上
記半導体層の前記チャネル部において、ソース側の端部の幅よりもドレイン側の端部の幅
の方が小さい請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　上記複数の電界効果トランジスタのうちのドレイン側の末端の電界効果トランジスタの
上記半導体層の前記チャネル部において、ソース側の端部の幅よりもドレイン側の端部の
幅の方が小さい請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　上記複数の電界効果トランジスタのうちの少なくとも一つの電界効果トランジスタのチ
ャネル長がその他の電界効果トランジスタのチャネル長と異なる請求項１に記載の表示装
置。
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【請求項５】
　上記表示装置は液晶表示装置または有機ＥＬ表示装置である請求項１に記載の表示装置
。
【請求項６】
　一つまたは電気的に直列接続された複数の電界効果トランジスタを有し、
　少なくとも一つの上記電界効果トランジスタのチャネルとなる半導体層のうちのゲート
電極に重なるチャネル部の少なくとも一部の幅がチャネル長方向に連続的に変化し、
　前記チャネル部のソース側の端部の幅よりも、前記チャネル部のドレイン側の端部の幅
の方が小さいスイッチング回路。
【請求項７】
　少なくとも一つの電界効果トランジスタのチャネルとなる半導体層のうちのゲート電極
に重なるチャネル部の少なくとも一部の幅がチャネル長方向に連続的に変化し、
　前記チャネル部のソース側の端部の幅よりも、前記チャネル部のドレイン側の端部の幅
の方が小さい、一つまたは電気的に直列接続された複数の電界効果トランジスタ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は表示装置、スイッチング回路および電界効果トランジスタに関し、例えば、
液晶表示装置や有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置などに適用して好適なも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は平面型ディスプレイとして広く用いられている。この液晶表示装置とし
て、画素駆動用のスイッチング回路に電界効果トランジスタの一種である薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）を用いたものがある。この薄膜トランジスタを用いた従来の液晶表示装置の
一例として、ＩＰＳ（In Plane Switching）モードまたはＦＦＳ（Fringe Field Switchi
ng）モードのアクティブ・マトリクス駆動の液晶表示装置が知られている。このような液
晶表示装置の一つの形態を図１７および図１８に示す。ここで、図１７は液晶表示装置の
断面図、図１８は液晶表示装置の平面図である。
【０００３】
　図１７および図１８に示すように、この液晶表示装置においては、ＴＦＴ基板１００と
対向基板２００とが間に液晶（図示せず）を挟んで互いに対向して設けられており、それ
らの間の距離が対向基板２００上に設けられたスペーサ３００により規定されている。
【０００４】
　ＴＦＴ基板１００においては、透明ガラス基板１０１上にゲート配線１０２およびこの
ゲート配線１０２から分岐したゲート電極１０２ａ、１０２ｂが設けられている。これら
のゲート配線１０２およびゲート電極１０２ａ、１０２ｂを覆うようにゲート絶縁膜１０
３が設けられている。ゲート絶縁膜１０３は下層の絶縁膜１０３ａと上層の絶縁膜１０３
ｂとの二層からなる。ゲート絶縁膜１０３上には、チャネルとなる所定形状のシリコン薄
膜１０４がゲート電極１０２ａ、１０２ｂに跨がって設けられている。このシリコン薄膜
１０４には、ゲート電極１０２ａ、１０２ｂの上方の部分のチャネル部１０４ａ、１０４
ｂを除いて不純物がドープされており、シリコン薄膜１０４の一端部側の不純物ドープ領
域がソース領域１０５、他端部側の不純物ドープ領域がドレイン領域１０６を形成してい
る。符号１０４ｃは不純物ドープ領域を示す。ゲート電極１０２ａ、１０２ｂとゲート絶
縁膜１０３とソース領域１０５およびドレイン領域１０６とにより、二つの薄膜トランジ
スタが電気的に直列接続された構造（またはデュアルゲート構造）の画素駆動用のスイッ
チング回路の薄膜トランジスタＴ´が構成されている。図１９にこの薄膜トランジスタＴ
´の部分の平面図を示す。図１９に示すように、薄膜トランジスタＴ´のチャネルとなる
シリコン薄膜１０４はチャネル長方向に一定の幅ｗ1 を有する。
【０００５】
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　シリコン薄膜１０４を覆うように層間絶縁膜１０７、１０８が設けられている。ソース
領域１０５の上方の部分の層間絶縁膜１０７、１０８にはコンタクトホール１０９が設け
られている。また、ドレイン領域１０６の上方の部分の層間絶縁膜１０７、１０８にはコ
ンタクトホール１１０が設けられている。コンタクトホール１０９を通じてデータライン
１１１がソース領域１０５にコンタクトしている。また、コンタクトホール１１０を通じ
て引き出し電極１１２がドレイン領域１０６にコンタクトしている。データライン１１１
および引き出し電極１１２上にはバリアメタル膜１１３が設けられている。データライン
１１１および引き出し電極１１２を覆うように層間絶縁膜１１４が設けられている。引き
出し電極１１２の上方の部分の層間絶縁膜１１４にはコンタクトホール１１４ａが設けら
れている。この層間絶縁膜１１４の表面はコンタクトホール１１４ａの部分を除いて平坦
化されており、この平坦化された表面に共通電極１１５が設けられている。この共通電極
１１５は引き出し電極１１２の上方の部分にコンタクトホール１１４ａよりも大きい開口
部１１５ａを有する。この共通電極１１５を覆うように層間絶縁膜１１６が設けられてい
る。引き出し電極１１２の上方の部分の層間絶縁膜１１６にはコンタクトホール１１６ａ
が設けられている。層間絶縁膜１１６上に画素電極１１７が設けられている。画素電極１
１７はコンタクトホール１１６ａを通じてバリアメタル膜１１３および引き出し電極１１
２と接続され、この引き出し電極１１２を介して薄膜トランジスタＴ´のドレイン領域１
０６と接続されている。この画素電極１１７と共通電極１１５との間に層間絶縁膜１１６
を挟んだ構造により保持用容量素子Ｃ´が構成されている。画素電極１１７はスリット状
の開口部１１７ａを有する。画素電極１１７と共通電極１１５との間に電圧が印加された
ときに開口部１１７ａにおいて画素電極１１７と共通電極１１５との間に発生する電界に
より液晶（図示せず）が駆動される。
【０００６】
　一方、対向基板２００においては、透明ガラス基板２０１上にカラーフィルター２０２
、２０３が、それらの一部が重なり合うように設けられている。これらのカラーフィルタ
ー２０２、２０３上に平坦化層２０４が設けられている。スペーサ３００はこの平坦化層
２０４の平坦な表面に設けられている。
【０００７】
　上述の液晶表示装置において、画素駆動用の薄膜トランジスタＴ´は、画素電位を書き
込むことができるだけの十分に高いオン（ＯＮ）電流特性を備えている必要があり、かつ
、書き込んだ電位が保持されるように十分に抑えられたオフ（ＯＦＦ）電流特性を備えて
いる必要がある。しかしながら、液晶表示装置の高精細化および光学規格の要求特性向上
によりバックライトの高輝度化が進み、バックライトから極めて強度が高い入射光が薄膜
トランジスタＴ´を照射するようになった。このため、薄膜トランジスタＴ´の光リーク
電流が増大し、ＯＦＦ電流特性を悪化させ、液晶表示装置のコントラスト低下、フリッカ
、スジ状のムラによる画質不良が生じてしまう。薄膜トランジスタＴ´は、光に対して敏
感なシリコン薄膜１０４を素子領域として用いているため、シリコン薄膜１０４のドレイ
ン領域１０６の端部に光が照射された場合には、チャネル部に光励起によるキャリアが発
生し、それによって薄膜トランジスタＴ´の光リークが起こり、ひいては液晶表示装置の
画質の品位に悪影響を及ぼす。
【０００８】
　従来、薄膜トランジスタＴ´の光リーク電流を低減させるには、図２０に示すように、
チャネルとなるシリコン薄膜１０４の幅をチャネル長方向に均一に狭くして幅ｗ2 ＜ｗ1 

としていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平５－１２１４３９号公報
【特許文献２】特許第３５５１９５２号明細書
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、図２０に示すように、薄膜トランジスタＴ´の光リーク電流を低減させ
るために薄膜トランジスタＴ´のシリコン薄膜１０４の幅をチャネル長方向に均一に狭く
する方法では、ＯＦＦ電流特性は抑制されるものの、ＯＮ電流特性も低下してしまうため
、画素電位を書き込む能力において支障を来す場合があり、問題となっていた（特許文献
１、２参照。）。
【００１１】
　そこで、この発明が解決しようとする課題は、画素駆動用のスイッチング回路に用いる
電界効果トランジスタのＯＦＦ電流特性の抑制およびＯＮ電流特性の向上を同時に図るこ
とができ、スイッチング回路の高性能化により画質の向上を図ることができる表示装置を
提供することである。
　この発明が解決しようとする他の課題は、スイッチング回路を構成する電界効果トラン
ジスタのＯＦＦ電流特性の抑制およびＯＮ電流特性の向上を同時に図ることができ、高性
能化を図ることができるスイッチング回路を提供することである。
　この発明が解決しようとするさらに他の課題は、ＯＦＦ電流特性の抑制およびＯＮ電流
特性の向上を同時に図ることができ、高性能化を図ることができる電界効果トランジスタ
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、この発明は、
　一つまたは電気的に直列接続された複数の電界効果トランジスタを有するスイッチング
回路を有し、
　少なくとも一つの上記電界効果トランジスタのチャネルとなる半導体層のうちのゲート
電極に重なるチャネル部の少なくとも一部の幅がチャネル長方向に連続的に変化し、
　前記チャネル部のソース側の端部の幅よりも、前記チャネル部のドレイン側の端部の幅
の方が小さい表示装置である。
【００１３】
　また、この発明は、
　一つまたは電気的に直列接続された複数の電界効果トランジスタを有し、
　少なくとも一つの上記電界効果トランジスタのチャネルとなる半導体層のうちのゲート
電極に重なるチャネル部の少なくとも一部の幅がチャネル長方向に連続的に変化し、
　前記チャネル部のソース側の端部の幅よりも、前記チャネル部のドレイン側の端部の幅
の方が小さいスイッチング回路である。
【００１４】
　また、この発明は、
　少なくとも一つの電界効果トランジスタのチャネルとなる半導体層のうちのゲート電極
に重なるチャネル部の少なくとも一部の幅がチャネル長方向に連続的に変化し、
　前記チャネル部のソース側の端部の幅よりも、前記チャネル部のドレイン側の端部の幅
の方が小さい、一つまたは電気的に直列接続された複数の電界効果トランジスタである。
【００１５】
　上記の各発明においては、少なくとも一つの電界効果トランジスタの半導体層の幅がド
レイン側とソース側とで互いに異なることもあるし、少なくとも一つの電界効果トランジ
スタの半導体層の幅がドレイン側とソース側とで互いに等しく、チャネル長方向の中間の
領域においてより大きいこともある。ここで、ドレイン側とは、関係する電界効果トラン
ジスタにおいて動作時に高電界が印加される方の端子側を意味し、ソース側とは、関係す
る電界効果トランジスタにおいて動作時に低電界が印加される方の端子側を意味する。少
なくとも一つの電界効果トランジスタの半導体層の幅がドレイン側とソース側とで互いに
異なる場合の典型的な例では、少なくとも一つの電界効果トランジスタの半導体層の幅が
ソース側よりもドレイン側の方が小さい。また、複数の電界効果トランジスタのうちのソ



(5) JP 5600255 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

ース側の末端の電界効果トランジスタの半導体層の幅がソース側よりもドレイン側の方が
小さい。あるいは、複数の電界効果トランジスタのうちのドレイン側の末端の電界効果ト
ランジスタの半導体層の幅がソース側よりもドレイン側の方が小さい。複数の電界効果ト
ランジスタのうちの少なくとも一つの電界効果トランジスタのチャネル長がその他の電界
効果トランジスタのチャネル長と異なる場合もある。電界効果トランジスタにおいては、
ゲート絶縁膜を介して半導体層にゲート電極が設けられ、このゲート電極に印加される電
圧を変化させることにより、半導体層に設けられたソース領域－ドレイン領域間を流れる
電流を制御する。電界効果トランジスタの半導体層は、光感度を有する半導体層であれば
基本的にはどのようなものであってもよいが、最も典型的にはシリコン層である。表示装
置は、例えば液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置などであるが、これらに限定されるもので
はない。また、液晶表示装置はＩＰＳまたはＦＦＳモード以外のものであってもよい。
【００１６】
　上述のように構成されたこの発明においては、例えば、少なくとも一つの電界効果トラ
ンジスタのチャネルとなる半導体層の幅をドレイン側で狭くすることにより、光照射時の
リーク電流、すなわちＯＦＦ電流の上昇を抑制することができ、かつ、ソース側はドレイ
ン側よりも幅を大きくすることにより、ＯＮ電流を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によれば、画素駆動用のスイッチング回路に用いる電界効果トランジスタのＯ
ＦＦ電流特性の抑制およびＯＮ電流特性の向上を同時に図ることができ、スイッチング回
路の高性能化により表示装置の画質の向上を図ることができる。
　また、電界効果トランジスタのＯＦＦ電流特性の抑制およびＯＮ電流特性の向上を同時
に図ることができ、スイッチング回路の高性能化を図ることができる。
　また、電界効果トランジスタのＯＦＦ電流特性の抑制およびＯＮ電流特性の向上を同時
に図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明の第１の実施の形態による液晶表示装置を示す断面図である。
【図２】この発明の第１の実施の形態による液晶表示装置を示す平面図である。
【図３】この発明の第１の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジス
タ部の平面図である。
【図４】この発明の第２の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジス
タ部の平面図である。
【図５】この発明の第３の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジス
タ部の平面図である。
【図６】この発明の第４の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジス
タ部の平面図である。
【図７】この発明の第５の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジス
タ部の平面図である。
【図８】この発明の第６の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジス
タ部の平面図である。
【図９】この発明の第７の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジス
タ部の平面図である。
【図１０】この発明の第８の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジ
スタ部の平面図である。
【図１１】この発明の第９の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジ
スタ部の平面図である。
【図１２】この発明の第１０の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トラン
ジスタ部の平面図である。
【図１３】この発明の第１１の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トラン
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ジスタ部の平面図である。
【図１４】この発明の第１２の実施の形態による液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トラン
ジスタ部の平面図である。
【図１５】この発明の第１３の実施の形態による液晶表示装置を示す断面図である。
【図１６】この発明の第１３の実施の形態による液晶表示装置を示す平面図である。
【図１７】従来の液晶表示装置を示す断面図である。
【図１８】従来の液晶表示装置を示す平面図である。
【図１９】図１７および図１８に示す従来の液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジス
タ部の平面図である。
【図２０】図１７および図１８に示す従来の液晶表示装置の画素駆動用の薄膜トランジス
タ部の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、発明を実施するための形態（以下「実施の形態」とする）について説明する。な
お、説明は以下の順序で行う。
１．第１の実施の形態（液晶表示装置）
２．第２の実施の形態（液晶表示装置）
３．第３の実施の形態（液晶表示装置）
４．第４の実施の形態（液晶表示装置）
５．第５の実施の形態（液晶表示装置）
６．第６の実施の形態（液晶表示装置）
７．第７の実施の形態（液晶表示装置）
８．第８の実施の形態（液晶表示装置）
９．第９の実施の形態（液晶表示装置）
１０．第１０の実施の形態（液晶表示装置）
１１．第１１の実施の形態（液晶表示装置）
１２．第１２の実施の形態（液晶表示装置）
１３．第１３の実施の形態（液晶表示装置）
【００２０】
〈１．第１の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　図１および図２は第１の実施の形態による液晶表示装置を示す。この液晶表示装置はＩ
ＰＳモードまたはＦＦＳモードのアクティブ・マトリクス駆動の液晶表示装置である。こ
こで、図１は液晶表示装置の断面図、図２は液晶表示装置の平面図である。
【００２１】
　図１および図２に示すように、この液晶表示装置においては、ＴＦＴ基板１０と対向基
板３０とが間に液晶（図示せず）を挟んで互いに対向して設けられており、それらの間の
距離が対向基板３０に設けられたスペーサ４０により規定されている。
【００２２】
　ＴＦＴ基板１０においては、透明ガラス基板などの透明基板１１上にゲート配線１２お
よびこのゲート配線１２から分岐したゲート電極１２ａ、１２ｂが設けられている。これ
らのゲート配線１２およびゲート電極１２ａ、１２ｂは、例えば、クロム（Ｃｒ）、アル
ミニウム（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタ
ン（Ｔｉ）などの金属からなるが、これに限定されるものではない。これらのゲート配線
１２およびゲート電極１２ａ、１２ｂを覆うようにゲート絶縁膜１３が設けられている。
ゲート絶縁膜１３は下層の絶縁膜１３ａと上層の絶縁膜１３ｂとの二層からなる。下層の
絶縁膜１３ａとしては例えば窒化シリコン膜（ＳｉＮ膜）などが用いられ、上層の絶縁膜
１３ｂとしては例えば二酸化シリコン膜（ＳｉＯ2 膜）などが用いられるが、これに限定
されるものではない。ゲート絶縁膜１３上には、所定形状の半導体薄膜１４がゲート電極
１２ａ、１２ｂに跨がって設けられている。半導体薄膜１４は典型的にはシリコン薄膜、
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例えば多結晶シリコン薄膜やアモルファスシリコン薄膜などであるが、これに限定される
ものではない。この半導体薄膜１４には、ゲート電極１２ａ、１２ｂの上方の部分のチャ
ネル部１４ａ、１４ｂを除いて不純物がドープされており、半導体薄膜１４の一端部側の
不純物ドープ領域がソース領域１５、他端部側の不純物ドープ領域がドレイン領域１６を
形成している。符号１４ｃは不純物ドープ領域を示す。ゲート電極１２ａ、１２ｂとゲー
ト絶縁膜１３とソース領域１５、ドレイン領域１６およびチャネル部１４ａ、１４ｂが形
成された半導体薄膜１４とにより、二つの薄膜トランジスタが電気的に直列接続された構
造（またはデュアルゲート構造）の画素駆動用のスイッチング回路の薄膜トランジスタＴ
が構成されている。この薄膜トランジスタＴは、ゲート電極１２ａ、１２ｂが半導体薄膜
１４の下側に設けられているボトムゲート構造を有する。薄膜トランジスタＴがｎチャネ
ルの場合、ソース領域１５およびドレイン領域１６の不純物としては例えばリン（Ｐ）や
ヒ素（Ａｓ）などのｎ型不純物が用いられる。また、薄膜トランジスタＴがｐチャネルの
場合、ソース領域１５およびドレイン領域１６の不純物としては例えばホウ素（Ｂ）など
のｐ型不純物が用いられる。
【００２３】
　半導体薄膜１４を覆うように層間絶縁膜１７、１８が設けられている。層間絶縁膜１７
としては例えばＳｉＮ膜などが用いられ、層間絶縁膜１８としては例えばＳｉＯ2 膜など
が用いられるが、これに限定されるものではない。ソース領域１５の上方の部分の層間絶
縁膜１７、１８にはコンタクトホール１９が設けられている。また、ドレイン領域１６の
上方の部分の層間絶縁膜１７、１８にはコンタクトホール２０が設けられている。コンタ
クトホール１９を通じてデータライン２１がソース領域１５にコンタクトしている。また
、コンタクトホール２０を通じて引き出し電極２２がドレイン領域１６にコンタクトして
いる。データライン２１および引き出し電極２２は、例えば、Ｃｒ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔａ、
Ｗ、Ｔｉなどの金属からなるが、これに限定されるものではない。データライン２１およ
び引き出し電極２２の上にはバリアメタル膜２３が設けられている。データライン２１お
よび引き出し電極２２を覆うように層間絶縁膜２４が設けられている。この層間絶縁膜２
４としては、例えば感光性のアクリル樹脂などが用いられるが、これに限定されるもので
はない。引き出し電極２２の上方の部分の層間絶縁膜２４にはコンタクトホール２４ａが
設けられている。この層間絶縁膜２４の表面はコンタクトホール２４ａの部分を除いて平
坦化されており、この平坦化された表面に共通電極２５が設けられている。この共通電極
２５は、例えば、インジウム－スズ酸化物（ＩＴＯ）などの透明導電材料からなる。この
共通電極２５は引き出し電極２２の上方の部分にコンタクトホール２４ａよりも大きい開
口部２５ａを有する。この共通電極２５を覆うように層間絶縁膜２６が設けられている。
この層間絶縁膜２６としては例えばＳｉＯ2 膜などが用いられるが、これに限定されるも
のではない。引き出し電極２２の上方の部分の層間絶縁膜２６にはコンタクトホール２６
ａが設けられている。この層間絶縁膜２６としては例えばＳｉＯ2 膜やＳｉＮ膜などが用
いられるが、これに限定されるものではない。この層間絶縁膜２６上に画素電極２７が設
けられている。この画素電極２７は、例えば、ＩＴＯなどの透明導電材料からなる。画素
電極２７はコンタクトホール２６ａを通じてバリアメタル膜２３および引き出し電極２２
とコンタクトし、この引き出し電極２２を介して薄膜トランジスタＴのドレイン領域１６
と接続されている。この画素電極２７と共通電極２５との間に層間絶縁膜２６を挟んだ構
造により、保持用容量素子Ｃが構成されている。画素電極２７はスリット状の開口部２７
ａを有する。画素電極２７と共通電極２５との間に電圧が印加されたときに開口部２７ａ
において画素電極２７と共通電極２５との間に発生する電界により液晶（図示せず）が駆
動される。
【００２４】
　一方、対向基板３０においては、透明ガラス基板などの透明基板３１上に赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフィルター（図１においては二つのカラーフィルター３２、３
３のみ示す）が、それらの一部が重なり合うように設けられている。これらのカラーフィ
ルター３２、３３上に平坦化層３４が設けられている。スペーサ４０はこの平坦化層３４
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の平坦な表面に設けられている。
【００２５】
　この液晶表示装置における薄膜トランジスタＴの部分の平面図を図３に示す。図３に示
すように、この場合、薄膜トランジスタＴのチャネルとなる半導体薄膜１４の幅はチャネ
ル長方向に変化している。すなわち、半導体薄膜１４の幅は、ソース領域１５側の末端か
ら長さＬ1 にわたってＷ1 、長さＬ2 にわたってＷ1 より小さいＷ2 、長さＬ3 にわたっ
てＷ2 より大きいＷ3 、長さＬ4 にわたってＷ3 からＷ4 に直線的に減少し、長さＬ5 に
わたってＷ4 、長さＬ6 にわたってＷ4 より大きいＷ5 、長さＬ7 にわたってＷ5 からＷ

6 に直線的に減少し、長さＬ8 にわたってＷ6 、長さＬ9 にわたってドレイン領域１６側
の末端までＷ6 より大きいＷ7 というように変化している。特に、この半導体薄膜１４の
うちのゲート電極１２ａとほぼ重なるチャネル部１４ａにおいては、ソース領域１５側の
幅Ｗ3 からＷ4 に直線的に減少し、他の部分は一定の幅Ｗ4 を有する。同様に、半導体薄
膜１４のうちのゲート電極１２ｂとほぼ重なるチャネル部１４ｂにおいては、ソース領域
１５側の幅Ｗ5 からＷ6 に直線的に減少し、他の部分は一定の幅Ｗ6 を有する。Ｗ1 ～Ｗ

7 、Ｌ1 ～Ｌ9 は薄膜トランジスタＴに要求される性能などに応じて適宜設計される。例
えば、Ｗ4 、Ｗ6 が０．５～３．５μｍであるとき、Ｗ3 、Ｗ5 は３．５～１０．５μｍ
に選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ4 、Ｗ6 ＝２．０μｍであるとき、Ｗ3 、Ｗ5 

＝６．０μｍである。Ｗ4 とＷ6 とは互いに異なってもよく、例えば図３において一点鎖
線で示すようにＷ4 ＜Ｗ6 としてもよい。また、Ｗ3 とＷ5 も互いに異なってもよい。ま
た、例えば、Ｗ1 は３．０～１５．０μｍ、Ｗ2 は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典
型的な一例を挙げると、Ｗ1 ＝８．０μｍ、Ｗ2 ＝２．０μｍである。
【００２６】
　次に、この液晶表示装置の製造方法について説明する。
　まず、図１および図２に示すように、例えば透明ガラス基板のような透明基板１１上に
例えばスパッタリング法によりＣｒ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ、Ｔｉなどの金属からなる金
属膜を成膜する。次に、この金属膜をフォトリソグラフィーおよびエッチングにより所定
形状にパターニングしてゲート配線１２およびゲート電極１２ａ、１２ｂを形成する。次
に、例えばプラズマＣＶＤ法により、ゲート配線１２およびゲート電極１２ａ、１２ｂを
覆うように全面に例えばＳｉＮ膜のような絶縁膜１３ａおよび例えばＳｉＯ2 膜のような
絶縁膜１３ｂを順次成膜してゲート絶縁膜１３を形成する。次に、例えばプラズマＣＶＤ
法によりゲート絶縁膜１３上にアモルファスシリコン薄膜を成膜する。次に、このアモル
ファスシリコン薄膜をエキシマーレーザや半導体レーザなどによるレーザアニールやラン
プアニールなどにより結晶化する。こうして、多結晶シリコン薄膜からなる半導体薄膜１
４を形成する。次に、この半導体薄膜１４上にフォトリソグラフィーにより所定形状のレ
ジストパターン（図示せず）を形成した後、このレジストパターンをマスクとして半導体
薄膜１４の所定部分にイオン注入などにより不純物をドーピングする。次に、レジストパ
ターンを除去した後、フォトリソグラフィーおよびエッチングにより半導体薄膜１４を図
３に示す形状にパターニングする。
【００２７】
　次に、例えばプラズマＣＶＤ法により半導体薄膜１４を覆うように全面に層間絶縁膜１
７、１８を順次成膜する。次に、フォトリソグラフィーおよびエッチングにより層間絶縁
膜１７、１８の所定部分をエッチング除去してコンタクトホール１９、２０を形成する。
次に、例えばスパッタリング法により全面にＣｒ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ、Ｔｉなどの金
属からなる金属膜およびバリアメタル膜を順次成膜する。次に、フォトリソグラフィーお
よびエッチングによりこれらの金属膜およびバリアメタル膜をパターンニングして最上部
にバリアメタル膜２３を有するデータライン２１および引き出し電極２２を形成する。
【００２８】
　次に、例えばプラズマＣＶＤ法によりデータライン２１および引き出し電極２２を覆う
ように全面に例えば感光性のアクリル樹脂を塗布する。次に、フォトリソグラフィーによ
りこのアクリル樹脂の露光および現像を行う。この現像によって、露光された部分のアク
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リル樹脂が除去される。こうして、コンタクトホール２４ａを有し、このコンタクトホー
ル２４ａの部分を除いて表面が平坦な層間絶縁膜２４が形成される。次に、例えばスパッ
タリング法により層間絶縁膜２４上に例えばＩＴＯ膜を成膜する。次に、フォトリソグラ
フィーおよびエッチングによりこのＩＴＯ膜をパターンニングして共通電極２５を形成す
る。次に、例えばプラズマＣＶＤ法により共通電極２５を覆うように全面に層間絶縁膜２
６を成膜する。次に、フォトリソグラフィーおよびエッチングによりこの層間絶縁膜２６
の所定部分をエッチング除去してコンタクトホール２６ａを形成する。次に、例えばスパ
ッタリング法により層間絶縁膜２６上に例えばＩＴＯ膜を成膜する。次に、フォトリソグ
ラフィーおよびエッチングによりこのＩＴＯ膜をパターンニングして画素電極２７を形成
する。
【００２９】
　一方、例えば透明ガラス基板のような透明基板３１上に赤、緑、青のカラーフィルター
３２、３３などを形成する。具体的には、例えば赤のカラーフィルターを形成するために
は、例えばネガ型レジストからなる赤のカラーレジストを塗布した後、赤のカラーフィル
ターを形成すべき部分にレジストパターンが残るようにフォトリソグラフィーにより露光
および現像を行う。同様にして、緑のカラーフィルターおよび青のカラーフィルターを形
成することができる。次に、各カラーフィルターの重なり部に形成される凹凸を平坦化す
るために平坦化層３４を形成する。次に、平坦化層３４上にスペーサ４０を形成する。こ
のスペーサ４０を形成するためには、例えばポジ型レジストを塗布した後、フォトリソグ
ラフィーによりこのポジ型レジストの露光および現像を行う。
【００３０】
　以上のようにしてＴＦＴ基板１０および対向基板３０を形成した後、これらのＴＦＴ基
板１０および対向基板３０同士を張り合わせ、それらの間の空間に液晶（図示せず）を注
入した後、これらのＴＦＴ基板１０および対向基板３０の周囲を封止材（図示せず）によ
ってシールする。
　以上のようにして目的とする液晶表示装置が製造される。
【００３１】
　この第１の実施の形態によれば、次のような種々の利点を得ることができる。すなわち
、薄膜トランジスタＴのチャネル部１４ａ、１４ｂにおける半導体薄膜１４の幅（チャネ
ル幅）をソース領域１５側よりもドレイン領域１６側が小さくなるようにしているので、
光照射時のリーク電流、すなわちＯＦＦ電流の上昇を抑制することができる。しかも、ソ
ース領域１５側の半導体薄膜１４の幅はドレイン領域１６側の半導体薄膜１４の幅よりも
大きいため、このソース領域１５側の半導体薄膜１４の幅を十分に大きくすることにより
ＯＮ電流を向上させることができる。すなわち、この第１の実施の形態によれば、薄膜ト
ランジスタＴのＯＦＦ電流の抑制およびＯＮ電流の向上を同時に達成することができる。
また、半導体薄膜１４の幅はチャネル長方向に連続的に変化していることにより、この半
導体薄膜１４をフォトリソグラフィーおよびエッチングにより形成する場合に、　レジス
トパターンの形成およびエッチングを良好に行うことができる。このため、レジストパタ
ーンの形成時および半導体薄膜１４のエッチング時に残渣の発生を防止することができる
とともに、隣接する半導体薄膜１４のパターンとの間の距離を設計通りの距離に保つこと
ができるため、半導体薄膜１４同士のショート不良が発生するリスクの低減を図ることが
でき、ひいては液晶表示装置の歩留まりの向上を図ることができる。また、半導体薄膜１
４の幅がチャネル長方向に連続的に変化していることにより、半導体薄膜１４の幅を非連
続的に変化させた場合のように、非連続部分で電界集中が生じ、この部分でのジュール熱
による発熱やホットキャリアによるダメージが発生する問題がなくなる。すなわち、半導
体薄膜１４における電界集中を緩和することができるので、薄膜トランジスタＴの劣化を
防止することができ、薄膜トランジスタＴの長寿命化を図ることができ、ひいては液晶表
示装置の長寿命化を図ることができる。
【００３２】
〈２．第２の実施の形態〉
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［液晶表示装置］
　この第２の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴの半導体薄膜１４のパターンが
第１の実施の形態と異なる。具体的には、図４に示すように、半導体薄膜１４の幅は、ソ
ース領域１５側の末端から長さＬ10にわたってＷ8 、長さＬ11にわたってＷ8 より小さい
Ｗ9 、長さＬ12にわたってＷ9 からＷ10に直線的に増加し、長さＬ13にわたってＷ10、長
さＬ14にわたってＷ10からＷ11に直線的に減少し、長さＬ15にわたってＷ11、長さＬ16に
わたってドレイン領域１６側の末端までＷ11より大きいＷ12というように変化している。
特に、この半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ａとほぼ重なるチャネル部１４ａにお
いては、ソース領域１５側の部分は一定の幅Ｗ9 を有し、他の部分の幅はＷ9 からＷ10に
直線的に増加する。また、半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ｂとほぼ重なるチャネ
ル部１４ｂにおいては、ソース領域１５側の幅Ｗ10からＷ11に直線的に減少し、他の部分
は一定の幅Ｗ11を有する。Ｗ8 ～Ｗ12、Ｌ10～Ｌ16は薄膜トランジスタＴに要求される性
能などに応じて適宜設計される。例えば、Ｗ9 、Ｗ11が０．５～３．５μｍであるとき、
Ｗ10は３．５～１０．５μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ9 、Ｗ11＝２．０
μｍであるとき、Ｗ10＝６．０μｍである。Ｗ9 とＷ11とは互いに異なってもよい。また
、例えば、Ｗ8 は３．０～１５．０μｍ、Ｗ9 は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典型
的な一例を挙げると、Ｗ8 ＝８．０μｍ、Ｗ9 ＝２．０μｍである。
【００３３】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第２の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる。
【００３４】
〈３．第３の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　この第３の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴが電気的に直列接続された三つ
の薄膜トランジスタからなることが第１の実施の形態と異なる。具体的には、図５に示す
ように、半導体薄膜１４は三つのゲート電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃに跨がって設けられ
ている。符号１４ｄは不純物ドープ領域１４ｃと同様な不純物ドープ領域を示す。半導体
薄膜１４の幅は、ソース領域１５側の末端から長さＬ17にわたってＷ13、長さＬ18にわた
ってＷ13より小さいＷ14、長さＬ19にわたってＷ14より大きいＷ15、長さＬ20にわたって
Ｗ15からＷ16に直線的に減少し、長さＬ21にわたってＷ16、長さＬ22にわたってＷ16より
大きいＷ17、長さＬ23にわたってＷ17からＷ18に直線的に減少し、長さＬ24にわたってＷ

18、長さＬ25にわたってＷ18より大きいＷ19、長さＬ26にわたってＷ19からＷ20に直線的
に減少し、長さＬ27にわたってＷ20、長さＬ28にわたってドレイン領域１６側の末端まで
Ｗ20より大きいＷ21というように変化している。特に、この半導体薄膜１４のうちのゲー
ト電極１２ａとほぼ重なるチャネル部１４ａにおいては、ソース領域１５側の部分の幅は
Ｗ15からＷ16に直線的に減少し、他の部分は一定の幅Ｗ16を有する。同様に、半導体薄膜
１４のうちのゲート電極１２ｂとほぼ重なるチャネル部１４ｂにおいては、ソース領域１
５側の部分の幅はＷ17からＷ18に直線的に減少し、他の部分は一定の幅Ｗ18を有する。同
様に、半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ｃとほぼ重なるチャネル部１４ｅにおいて
は、ソース領域１５側の部分の幅はＷ19からＷ20に直線的に減少し、他の部分は一定の幅
Ｗ20を有する。Ｗ13～Ｗ21、Ｌ17～Ｌ28は薄膜トランジスタＴに要求される性能などに応
じて適宜設計される。例えば、Ｗ16、Ｗ18、Ｗ20が０．５～３．５μｍであるとき、Ｗ15

、Ｗ17、Ｗ19は３．５～１０．５μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ16、Ｗ18

、Ｗ20＝２．０μｍであるとき、Ｗ15、Ｗ17、Ｗ19＝６．０μｍである。Ｗ16、Ｗ18、Ｗ

20は互いに異なってもよい。また、Ｗ15、Ｗ17、Ｗ19も互いに異なってもよい。また、例
えば、Ｗ13は３．０～１５．０μｍ、Ｗ14は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典型的な
一例を挙げると、Ｗ13＝８．０μｍ、Ｗ14＝２．０μｍである。
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【００３５】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第３の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる。
【００３６】
〈４．第４の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　この第４の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴが電気的に直列接続された三つ
の薄膜トランジスタからなることが第１の実施の形態と異なる。具体的には、図６に示す
ように、半導体薄膜１４は三つのゲート電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃに跨がって設けられ
ている。符号１４ｄは不純物ドープ領域１４ｃと同様な不純物ドープ領域を示す。半導体
薄膜１４の幅は、ソース領域１５側の末端から長さＬ29にわたってＷ22、長さＬ30にわた
ってＷ22より小さいＷ23、長さＬ31にわたってＷ23からＷ24に直線的に増加し、長さＬ32

にわたってＷ24、長さＬ33にわたってＷ24からＷ25に直線的に減少し、長さＬ34にわたっ
てＷ25、長さＬ35にわたってＷ25より大きいＷ26というように変化している。特に、この
半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ａとほぼ重なるチャネル部１４ａにおいては、ソ
ース領域１５側の部分の幅はＷ23からＷ24に直線的に増加し、他の部分は一定の幅Ｗ24を
有する。また、半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ｂとほぼ重なるチャネル部１４ｂ
においては、半導体薄膜１４は一定の幅Ｗ24を有する。また、半導体薄膜１４のうちのゲ
ート電極１２ｃとほぼ重なるチャネル部１４ｅにおいては、ソース領域１５側の部分の幅
はＷ24からＷ25に直線的に減少し、他の部分は一定の幅Ｗ25を有する。Ｗ22～Ｗ26、Ｌ29

～Ｌ35は薄膜トランジスタＴに要求される性能などに応じて適宜設計される。例えば、Ｗ

23、Ｗ25が０．５～３．５μｍであるとき、Ｗ24は３．５～１０．５μｍに選ばれる。典
型的な一例を挙げると、Ｗ23、Ｗ25＝２．０μｍであるとき、Ｗ24＝６．０μｍである。
Ｗ23、Ｗ25は互いに異なってもよい。また、例えば、Ｗ22は３．０～１５．０μｍ、Ｗ23

は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ22＝８．０μｍ、Ｗ23

＝２．０μｍである。
【００３７】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第４の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる。
【００３８】
〈５．第５の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　この第５の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴのゲート電極１２ａ、１２ｂの
チャネル長方向の幅が互いに異なること、および、半導体薄膜１４のパターンが第１の実
施の形態と異なる。すなわち、図７に示すように、この場合、ゲート電極１２ａのチャネ
ル長方向の幅よりもゲート電極１２ｂのチャネル長方向の幅の方が大きい。また、半導体
薄膜１４の幅は、ソース領域１５側の末端から長さＬ36にわたってＷ27、長さＬ37にわた
ってＷ27より小さいＷ28、長さＬ38にわたってＷ28より大きいＷ29、長さＬ39にわたって
Ｗ29からＷ30に直線的に減少し、長さＬ40にわたってＷ30、長さＬ41にわたってＷ30より
大きいＷ31、長さＬ42にわたってＷ31からＷ32に直線的に減少し、長さＬ43にわたってＷ

32、長さＬ44にわたってドレイン領域１６側の末端までＷ32より大きいＷ33というように
変化している。特に、この半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ａとほぼ重なるチャネ
ル部１４ａにおいては、ソース領域１５側の幅Ｗ29からＷ30に直線的に減少し、他の部分
は一定の幅Ｗ30を有する。同様に、半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ｂとほぼ重な



(12) JP 5600255 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

るチャネル部１４ｂにおいては、ソース領域１５側の幅Ｗ31からＷ32に直線的に減少し、
他の部分は一定の幅Ｗ32を有する。Ｗ27～Ｗ33、Ｌ36～Ｌ44は薄膜トランジスタＴに要求
される性能などに応じて適宜設計される。例えば、Ｗ30、Ｗ32が０．５～３．５μｍであ
るとき、Ｗ29、Ｗ31は３．５～１０．５μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ30

、Ｗ32＝２．０μｍであるとき、Ｗ29、Ｗ31＝６．０μｍである。Ｗ30とＷ32とは互いに
異なってもよい。Ｗ29、Ｗ31も互いに異なってもよい。また、例えば、Ｗ27は３．０～１
５．０μｍ、Ｗ28は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ27＝
８．０μｍ、Ｗ28＝２．０μｍである。
【００３９】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第５の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる。
【００４０】
〈６．第６の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　この第６の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴのゲート電極１２ａ、１２ｂの
チャネル長方向の幅が互いに異なること、および、半導体薄膜１４のパターンが第１の実
施の形態と異なる。すなわち、図８に示すように、この場合、ゲート電極１２ａのチャネ
ル長方向の幅よりもゲート電極１２ｂのチャネル長方向の幅の方が大きい。そして、半導
体薄膜１４の幅は、ソース領域１５側の末端から長さＬ45にわたってＷ34、長さＬ46にわ
たってＷ34より小さいＷ35、長さＬ47にわたってＷ35からＷ36に直線的に増加し、長さＬ

48にわたってＷ36、長さＬ49にわたってＷ36からＷ37に直線的に減少し、長さＬ50にわた
ってＷ37、長さＬ51にわたってドレイン領域１６側の末端までＷ37より大きいＷ38という
ように変化している。特に、この半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ａとほぼ重なる
チャネル部１４ａにおいては、ソース領域１５側の部分は一定の幅Ｗ35を有し、他の部分
の幅はＷ35からＷ36に直線的に増加する。また、半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２
ｂとほぼ重なるチャネル部１４ｂにおいては、ソース領域１５側の部分は一定の幅Ｗ36を
有し、この部分に隣接する部分の幅はＷ36からＷ37に直線的に減少し、他の部分は一定の
幅Ｗ37を有する。Ｗ34～Ｗ38、Ｌ45～Ｌ51は薄膜トランジスタＴに要求される性能などに
応じて適宜設計される。例えば、Ｗ35、Ｗ37が０．５～３．５μｍであるとき、Ｗ36は３
．５～１０．５μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ35、Ｗ37＝２．０μｍであ
るとき、Ｗ36＝６．０μｍである。Ｗ35とＷ37とは互いに異なってもよい。また、例えば
、Ｗ34は３．０～１５．０μｍ、Ｗ35は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典型的な一例
を挙げると、Ｗ34＝８．０μｍ、Ｗ35＝２．０μｍである。
【００４１】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第６の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる。
【００４２】
〈７．第７の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　この第７の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴが電気的に直列接続された三つ
の薄膜トランジスタからなること、薄膜トランジスタＴのゲート電極１２ａ、１２ｃとゲ
ート電極１２ｂとのチャネル長方向の幅が互いに異なること、および、半導体薄膜１４の
パターンが第１の実施の形態と異なる。すなわち、図９に示すように、この場合、ゲート
電極１２ａ、１２ｃのチャネル長方向の幅よりもゲート電極１２ｂのチャネル長方向の幅
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の方が大きい。半導体薄膜１４は三つのゲート電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃに跨がって設
けられている。符号１４ｄは不純物ドープ領域１４ｃと同様な不純物ドープ領域を示す。
半導体薄膜１４の幅は、ソース領域１５側の末端から長さＬ52にわたってＷ39、長さＬ53

にわたってＷ39より小さいＷ40、長さＬ54にわたってＷ40より大きいＷ41、長さＬ55にわ
たってＷ41からＷ42に直線的に減少し、長さＬ56にわたってＷ42、長さＬ57にわたってＷ

42より大きいＷ43、長さＬ58にわたってＷ43からＷ44に直線的に減少し、長さＬ59にわた
ってＷ44、長さＬ60にわたってＷ44より大きいＷ45、長さＬ61にわたってＷ45からＷ46に
直線的に減少し、長さＬ62にわたってＷ46、長さＬ63にわたってＷ46より大きいＷ47とい
うように変化している。特に、この半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ａとほぼ重な
るチャネル部１４ａにおいては、ソース領域１５側の部分の幅はＷ41からＷ42に直線的に
減少し、他の部分は一定の幅Ｗ42を有する。また、半導体薄膜１４のうちのゲート電極１
２ｂとほぼ重なるチャネル部１４ｂにおいては、ソース領域１５側の部分の幅はＷ43から
Ｗ44に直線的に減少し、他の部分は一定の幅Ｗ44を有する。また、半導体薄膜１４のうち
のゲート電極１２ｃとほぼ重なるチャネル部１４ｅにおいては、ソース領域１５側の部分
の幅はＷ45からＷ46に直線的に減少し、他の部分は一定の幅Ｗ46を有する。Ｗ39～Ｗ47、
Ｌ52～Ｌ63は薄膜トランジスタＴに要求される性能などに応じて適宜設計される。例えば
、Ｗ42、Ｗ44、Ｗ46が０．５～３．５μｍであるとき、Ｗ41、Ｗ43、Ｗ45は３．５～１０
．５μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ42、Ｗ44、Ｗ46＝２．０μｍであると
き、Ｗ41、Ｗ43、Ｗ45＝６．０μｍである。Ｗ42、Ｗ44、Ｗ46は互いに異なってもよい。
また、Ｗ41、Ｗ43、Ｗ45も互いに異なってもよい。また、例えば、Ｗ39は３．０～１５．
０μｍ、Ｗ40は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ39＝８．
０μｍ、Ｗ40＝２．０μｍである。
【００４３】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第７の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる。
【００４４】
〈８．第８の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　第８の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴが一つの薄膜トランジスタからなる
ことが第１の実施の形態と異なる。すなわち、図１０に示すように、半導体薄膜１４は一
つのゲート電極１２ａに跨がって設けられている。半導体薄膜１４の幅は、ソース領域１
５側の末端から長さＬ64にわたってＷ48、長さＬ65にわたってＷ48より小さいＷ49、長さ
Ｌ66にわたってＷ49より大きいＷ50、長さＬ67にわたってＷ50からＷ51に直線的に減少し
、長さＬ68にわたってＷ51、長さＬ69にわたってＷ51より大きいＷ52というように変化し
ている。特に、この半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ａとほぼ重なるチャネル部１
４ａにおいては、ソース領域１５側の部分の幅はＷ50からＷ51に直線的に減少し、他の部
分は一定の幅Ｗ51を有する。Ｗ48～Ｗ52、Ｌ64～Ｌ69は薄膜トランジスタＴに要求される
性能などに応じて適宜設計される。例えば、Ｗ51が０．５～３．５μｍであるとき、Ｗ50

は３．５～１０．５μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ51＝２．０μｍである
とき、Ｗ50＝６．０μｍである。また、例えば、Ｗ48は３．０～１５．０μｍ、Ｗ49は０
．５～１０．０μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ48＝８．０μｍ、Ｗ49＝２
．０μｍである。
【００４５】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
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　この第８の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる。
【００４６】
〈９．第９の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　この第９の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴが一つの薄膜トランジスタから
なることが第１の実施の形態と異なる。すなわち、図１１に示すように、半導体薄膜１４
は一つのゲート電極１２ａに跨がって設けられている。半導体薄膜１４の幅は、ソース領
域１５側の末端から長さＬ70にわたってＷ53、長さＬ71にわたってＷ53より小さいＷ54、
長さＬ72にわたってＷ54より大きいＷ55、長さＬ73にわたってＷ55からＷ56に直線的に減
少し、長さＬ74にわたってＷ56、長さＬ75にわたってＷ56より大きいＷ57というように変
化している。特に、この半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ａとほぼ重なるチャネル
部１４ａにおいては、ソース領域１５側の部分の幅はＷ55からＷ56に直線的に減少してい
る。Ｗ53～Ｗ57、Ｌ70～Ｌ75は薄膜トランジスタＴに要求される性能などに応じて適宜設
計される。例えば、Ｗ56が０．５～３．５μｍであるとき、Ｗ55は３．５～１０．５μｍ
に選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ56＝２．０μｍであるとき、Ｗ55＝６．０μｍ
である。また、例えば、Ｗ53は３．０～１５．０μｍ、Ｗ54は０．５～１０．０μｍに選
ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ53＝８．０μｍ、Ｗ54＝２．０μｍである。
【００４７】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第９の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる。
【００４８】
〈１０．第１０の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　この第１０の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴが一つの薄膜トランジスタか
らなることが第１の実施の形態と異なる。すなわち、図１２に示すように、半導体薄膜１
４は一つのゲート電極１２ａに跨がって設けられている。半導体薄膜１４の幅は、ソース
領域１５側の末端から長さＬ76にわたってＷ58、長さＬ77にわたってＷ58より小さいＷ59

、長さＬ78にわたってＷ59より大きいＷ60、長さＬ79にわたってＷ60からＷ61に直線的に
減少し、長さＬ80にわたってＷ61、長さＬ81にわたってＷ61より大きいＷ62というように
変化している。特に、この半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ａとほぼ重なるチャネ
ル部１４ａにおいては、ソース領域１５側の部分の幅はＷ60からＷ61に直線的に減少し、
他の部分は一定の幅Ｗ61を有する。また、この場合、半導体薄膜１４のうちの長さＬ77＋
Ｌ78＋Ｌ79＋Ｌ80の部分の一辺はチャネル長方向になっている。Ｗ58～Ｗ62、Ｌ76～Ｌ81

は薄膜トランジスタＴに要求される性能などに応じて適宜設計される。例えば、Ｗ61が０
．５～３．５μｍであるとき、Ｗ60は３．５～１０．５μｍに選ばれる。典型的な一例を
挙げると、Ｗ61＝２．０μｍであるとき、Ｗ60＝６．０μｍである。また、例えば、Ｗ58

は３．０～１５．０μｍ、Ｗ59は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げ
ると、Ｗ58＝８．０μｍ、Ｗ59＝２．０μｍである。
【００４９】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第１０の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる
。
【００５０】
〈１１．第１１の実施の形態〉
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［液晶表示装置］
　この第１１の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴが一つの薄膜トランジスタか
らなることが第１の実施の形態と異なる。すなわち、図１３に示すように、半導体薄膜１
４は一つのゲート電極１２ａに跨がって設けられている。半導体薄膜１４の幅は、ソース
領域１５側の末端から長さＬ82にわたってＷ63、長さＬ83にわたってＷ63より小さいＷ64

、長さＬ84にわたってＷ64より大きいＷ65、長さＬ85にわたってＷ65からＷ66に直線的に
減少し、長さＬ86にわたってＷ66、長さＬ87にわたってＷ66より大きいＷ67というように
変化している。特に、この半導体薄膜１４のうちのゲート電極１２ａとほぼ重なるチャネ
ル部１４ａにおいては、ソース領域１５側の部分の幅はＷ65からＷ66に直線的に減少して
いる。また、この場合、半導体薄膜１４のうちの長さＬ83＋Ｌ84＋Ｌ85＋Ｌ86の部分の一
辺はチャネル長方向に平行になっている。Ｗ63～Ｗ67、Ｌ82～Ｌ87は薄膜トランジスタＴ
に要求される性能などに応じて適宜設計される。例えば、Ｗ66が０．５～３．５μｍであ
るとき、Ｗ65は３．５～１０．５μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ66＝２．
０μｍであるとき、Ｗ65＝６．０μｍである。また、例えば、Ｗ63は３．０～１５．０μ
ｍ、Ｗ64は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げると、Ｗ63＝８．０μ
ｍ、Ｗ64＝２．０μｍである。
【００５１】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第１１の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる
。
【００５２】
〈１２．第１２の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　この第１２の実施の形態においては、薄膜トランジスタＴが一つの薄膜トランジスタか
らなることが第１の実施の形態と異なる。すなわち、図１４に示すように、半導体薄膜１
４は一つのゲート電極１２ａに跨がって設けられている。半導体薄膜１４の幅は、ソース
領域１５側の末端から長さＬ88にわたってＷ68、長さＬ89にわたってＷ68より小さいＷ69

、長さＬ90にわたってＷ69からＷ70に直線的に増加し、長さＬ91にわたってＷ70、長さＬ

92にわたってＷ70からＷ71に直線的に減少し、長さＬ93にわたってＷ71、長さＬ94にわた
ってＷ71より大きいＷ72というように変化している。特に、この半導体薄膜１４のうちの
ゲート電極１２ａとほぼ重なるチャネル部１４ａにおいては、ソース領域１５側の部分は
一定の幅Ｗ69を有し、これに隣接する部分の幅はＷ69からＷ70に直線的に増加し、中央部
では一定の幅Ｗ70を有し、これに隣接する部分の幅はＷ70からＷ71に直線的に減少し、ド
レイン領域１６側の部分は一定の幅Ｗ71を有する。Ｗ68～Ｗ72、Ｌ88～Ｌ94は薄膜トラン
ジスタＴに要求される性能などに応じて適宜設計される。例えば、Ｗ69、Ｗ71が０．５～
３．５μｍであるとき、Ｗ70は３．５～１０．５μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げる
と、Ｗ69、Ｗ71＝２．０μｍであるとき、Ｗ70＝６．０μｍである。また、例えば、Ｗ68

は３．０～１５．０μｍ、Ｗ69は０．５～１０．０μｍに選ばれる。典型的な一例を挙げ
ると、Ｗ68＝８．０μｍ、Ｗ69＝２．０μｍである。
【００５３】
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
　また、この液晶表示装置の製造方法は第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法
と同様である。
　この第１２の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる
。
【００５４】
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〈１３．第１３の実施の形態〉
［液晶表示装置］
　図１５および図１６は第１３の実施の形態による液晶表示装置を示す。この液晶表示装
置はＩＰＳモードまたはＦＦＳモードのアクティブ・マトリクス駆動の液晶表示装置であ
る。ここで、図１５は液晶表示装置の断面図、図１６は液晶表示装置の平面図である。
【００５５】
　図１５および図１６に示すように、この液晶表示装置においては、ＴＦＴ基板１０と対
向基板３０とが間に液晶（図示せず）を挟んで互いに対向して設けられており、それらの
間の距離が対向基板３０に設けられたスペーサ４０により規定されている。
【００５６】
　ＴＦＴ基板１０においては、透明ガラス基板などの透明基板１１上に例えばＳｉＮ膜２
８ａおよびＳｉＯ2 膜２８ｂからなるパッシベーション膜２８が設けられている。このパ
ッシベーション膜２８上に所定形状の半導体薄膜１４が設けられている。半導体薄膜１４
は典型的にはシリコン薄膜、例えば多結晶シリコン薄膜やアモルファスシリコン薄膜など
であるが、これに限定されるものではない。半導体薄膜１４上にゲート絶縁膜１３が設け
られている。ゲート絶縁膜１３は下層の絶縁膜１３ｂと上層の絶縁膜１３ａとの二層から
なる。上層の絶縁膜１３ａとしては例えばＳｉＮ膜などが用いられ、下層の絶縁膜１３ｂ
としては例えばＳｉＯ2 膜などが用いられるが、これに限定されるものではない。ゲート
絶縁膜１３上にゲート配線１２およびゲート電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃが設けられてい
る。これらのゲート配線１２およびゲート電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃは、例えば、Ｃｒ
、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ、Ｔｉなどの金属からなるが、これに限定されるものではない。
半導体薄膜１４には、ゲート電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃの下方の部分のチャネル部１４
ａ、１４ｂ、１４ｅを除いて不純物がドープされており、半導体薄膜１４の一端部側の不
純物ドープ領域がソース領域１５、他端部側の不純物ドープ領域がドレイン領域１６を形
成している。符号１４ｃ、１４ｄは不純物ドープ領域を示す。ゲート電極１２ａ、１２ｂ
、１２ｃの側壁の下方の部分のソース領域１５、不純物ドープ領域１４ｃ、１４ｄおよび
ドレイン領域１６には低不純物濃度領域１４ｆが形成されている。そして、ゲート電極１
２ａ、１２ｂ、１２ｃとゲート絶縁膜１３とソース領域１５、ドレイン領域１６およびチ
ャネル部１４ａ、１４ｂ、１４ｅが形成された半導体薄膜１４とにより、三つの薄膜トラ
ンジスタが電気的に直列接続された構造の画素駆動用のスイッチング回路の薄膜トランジ
スタＴが構成されている。この薄膜トランジスタＴは第３の実施の形態による液晶表示装
置の薄膜トランジスタＴと同様な構成を有し、ほぼ図５に示すような平面形状を有する。
この薄膜トランジスタＴは、ゲート電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃが半導体薄膜１４の上側
に設けられているトップゲート構造を有する。また、この薄膜トランジスタＴは、ゲート
電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃの側壁の下方の部分のソース領域１５、不純物ドープ領域１
４ｃ、１４ｄおよびドレイン領域１６に低不純物濃度領域１４ｆが形成されたＬＤＤ（Li
ghtly doped drain)構造を有する。薄膜トランジスタＴがｎチャネルの場合、ソース領域
１５およびドレイン領域１６の不純物としては例えばＰやＡｓなどのｎ型不純物が用いら
れる。一般的には、ソース領域１５、不純物ドープ領域１４ｃ、１４ｄおよびドレイン領
域１６形成用のｎ型不純物としてＡｓが用いられ、低不純物濃度領域１４ｆ形成用のｎ型
不純物としてＰが用いられる。また、薄膜トランジスタＴがｐチャネルの場合、ソース領
域１５およびドレイン領域１６の不純物としては例えばＢなどのｐ型不純物が用いられる
。
【００５７】
　ゲート配線１２およびゲート電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃを覆うように層間絶縁膜１７
、１８が設けられている。層間絶縁膜１７としては例えばＳｉＮ膜などが用いられ、層間
絶縁膜１８としては例えばＳｉＯ2 膜などが用いられるが、これに限定されるものではな
い。ソース領域１５の上方の部分のゲート絶縁膜１３および層間絶縁膜１７、１８にはコ
ンタクトホール１９が設けられている。また、ドレイン領域１６の上方の部分のゲート絶
縁膜１３および層間絶縁膜１７、１８にはコンタクトホール２０が設けられている。コン
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タクトホール１９を通じてデータライン２１がソース領域１５にコンタクトしている。ま
た、コンタクトホール２０を通じて引き出し電極２２がドレイン領域１６にコンタクトし
ている。
　この液晶表示装置の上記以外の構成は第１の実施の形態による液晶表示装置と同様であ
る。
【００５８】
　次に、この液晶表示装置の製造方法について説明する。
　まず、図１５および図１６に示すように、例えば透明ガラス基板のような透明基板１１
上に例えばプラズマＣＶＤ法により例えばＳｉＮ膜２８ａおよびＳｉＯ2 膜２８ｂを順次
成膜してパッシベーション膜２８を形成する。次に、例えばプラズマＣＶＤ法によりパッ
シベーション膜２８上にアモルファスシリコン薄膜を成膜する。次に、このアモルファス
シリコン薄膜をエキシマーレーザや半導体レーザなどによるレーザアニールやランプアニ
ールなどにより結晶化する。こうして、多結晶シリコン薄膜からなる半導体薄膜１４を形
成する。次に、フォトリソグラフィーおよびエッチングにより半導体薄膜１４を図５に示
す形状にパターニングする。次に、例えばプラズマＣＶＤ法により、半導体薄膜１４を覆
うように全面に例えばＳｉＯ2 膜のような絶縁膜１３ｂおよび例えばＳｉＮ膜のような絶
縁膜１３ａを順次成膜してゲート絶縁膜１３を形成する。次に、例えばスパッタリング法
により全面にＣｒ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ、Ｔｉなどの金属からなる金属膜を成膜する。
次に、この金属膜をフォトリソグラフィーおよびエッチングにより所定形状にパターニン
グしてゲート配線１２およびゲート電極１２ａ、１２ｂ、１２ｃを形成する。次に、従来
公知のＬＤＤ構造のトランジスタの製造方法と同様にして、イオン注入などにより半導体
薄膜１４にソース領域１５、不純物ドープ領域１４ｃ、１４ｄ、ドレイン領域１６および
低不純物濃度領域１４ｆを形成する。
【００５９】
　次に、例えばプラズマＣＶＤ法によりゲート配線１２およびゲート電極１２ａ、１２ｂ
、１２ｃを覆うように全面に層間絶縁膜１７、１８を順次成膜する。次に、フォトリソグ
ラフィーおよびエッチングによりゲート絶縁膜１３および層間絶縁膜１７、１８の所定部
分をエッチング除去してコンタクトホール１９、２０を形成する。次に、例えばスパッタ
リング法により全面にＣｒ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ、Ｔｉなどの金属からなる金属膜およ
びバリアメタル膜を順次成膜する。次に、フォトリソグラフィーおよびエッチングにより
これらの金属膜およびバリアメタル膜をパターンニングして最上部にバリアメタル膜２３
を有するデータライン２１および引き出し電極２２を形成する。
　この後、第１の実施の形態による液晶表示装置の製造方法と同様に工程を進めて目的と
する液晶表示装置を製造する。
　この第１３の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様な利点を得ることができる
。
【００６０】
　以上、この発明の実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
　例えば、上述の実施形態において挙げた数値、構造、基板、プロセスなどはあくまでも
例に過ぎず、必要に応じて、これらと異なる数値、構造、基板、プロセスなどを用いても
よい。
　また、例えば、必要に応じて、上述の第１～第１３の実施形態のうちの二以上を組み合
わせてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１０…ＴＦＴ基板、１１…透明基板、１２…ゲート配線、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ…ゲ
ート電極、１３…ゲート絶縁膜、１４…半導体薄膜、１５…ソース領域、１６…ドレイン
領域、１７、１８、２４、２６…層間絶縁膜、１９、２０、２４ａ、２６ａ…コンタクト
ホール、２５…共通電極、２７…画素電極、２７ａ…開口部、２８…パッシベーション膜
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、３０…対向基板、３１…透明基板、４０…スペーサ
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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