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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板上に形成されたゲートライン、前記ゲートラインと交差して画素領域を定義す
るデータライン、前記ゲートライン及びデータラインの間のゲート絶縁膜、前記ゲート絶
縁膜の所定領域に形成する半導体層、前記ゲートラインとデータラインの交差部に形成さ
れ、前記データラインと連結されたソース電極と前記ソース電極と前記半導体層を間に置
いて対向するドレイン電極とを含む薄膜トランジスタ、前記第１基板上の保護膜、前記画
素領域内で前記保護膜とゲート絶縁膜とを貫いて形成された画素開口部、及び前記画素開
口部内に形成されて前記薄膜トランジスタのドレイン電極、前記保護膜及び前記半導体層
の側面と接続された画素電極を含む薄膜トランジスタ基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板とセルのギャップを置いて合着されたカラーフィルター基板
と、
　前記薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター基板の間に形成され、前記ゲートライン
、データライン、薄膜トランジスタの少なくともいずれかと重畳されたパターンスペーサ
と、
　前記パターンスペーサと同一層で形成され、薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター
基板との間に形成された、前記画素電極と重畳されたリブと、
　前記薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター基板との間に満たされた、垂直配向モー
ドである液晶とを具備し、
　前記パターンスペーサは、前記保護膜上に形成されて前記カラーフィルター基板と接触
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し、前記リブは、前記画素電極の上に形成されて前記カラーフィルター基板との間に所定
のギャップを有することを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項２】
　第１基板上に形成されたゲートライン、前記ゲートラインと交差して画素領域を定義す
るデータライン、前記ゲートライン及びデータラインの間のゲート絶縁膜、前記ゲート絶
縁膜の所定領域に形成する半導体層、前記ゲートラインとデータラインの交差部に形成さ
れ、前記データラインと連結されたソース電極と前記ソース電極と前記半導体層を間に置
いて対向するドレイン電極とを含む薄膜トランジスタ、前記第１基板上の保護膜、前記画
素領域内で前記保護膜とゲート絶縁膜とを貫いて形成された画素開口部、及び前記画素開
口部内に形成されて前記薄膜トランジスタのドレイン電極、前記保護膜及び前記半導体層
の側面と接続された画素電極を含む薄膜トランジスタ基板と、
　前記薄膜トランジスタ基板とセルのギャップを置いて合着されたカラーフィルター基板
と、
　前記薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター基板の間に形成され、前記ゲートライン
、データライン、薄膜トランジスタの少なくともいずれかと重畳されたパターンスペーサ
と、
　前記パターンスペーサと同一層で形成され、薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター
基板との間に形成された、前記画素電極と重畳されたリブと、
　前記薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター基板との間に満たされた、垂直配向モー
ドである液晶とを具備し、
　前記パターンスペーサが前記カラーフィルター基板に形成され、前記パターンスペーサ
が薄膜トランジスタ基板と接触し、前記リブが前記薄膜トランジスタ基板との間に所定の
ギャップを有することを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項３】
　前記薄膜トランジスタ基板は前記ゲートラインと接続されたゲートパッドを含み、前記
ゲートパッドは、前記ゲートラインと接続されたゲートパッド下部電極と、前記保護膜及
びゲート絶縁膜を貫くコンタクトホール内に形成された前記ゲートパッド下部電極と接続
するゲートパッド上部電極とを含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示パ
ネル。
【請求項４】
　前記薄膜トランジスタ基板は前記データラインと接続されたデータパッドを含み、前記
データパッドは、前記データラインと接続されたデータパッド下部電極と、前記保護膜を
貫くコンタクトホール内に形成された前記データパッド下部電極と接続するデータパッド
上部電極とを含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示パネル。
【請求項５】
　ストレージキャパシタをさらに具備し、前記ストレージキャパシタは、前記ゲートライ
ンと前記ゲート絶縁膜を間に置いて重畳して前記画素電極と接続されたストレージ上部電
極を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示パネル。
【請求項６】
　薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター基板が、垂直配向モードである液晶を間に置
いて合着された液晶表示パネルの製造方法において、前記薄膜トランジスタ基板の製造工
程は、基板上に、ゲートラインと前記ゲートラインと接続したゲート電極とを形成する段
階と、前記ゲートラインとゲート電極とを覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲー
ト絶縁膜上に半導体層を形成し、前記ゲート絶縁膜上に前記ゲートラインと交差して画素
領域を決めるデータラインと前記データラインと連結されたソース電極と前記ソース電極
と前記半導体層を間に置いて対向するドレイン電極とを形成して薄膜トランジスタを完成
する段階と、保護膜を全面形成する段階と、前記画素領域で前記保護膜とゲート絶縁膜と
を貫く画素開口部を形成する段階と、前記薄膜トランジスタの前記ドレイン電極、前記保
護膜及び前記半導体層の側面と接続された画素電極を前記画素開口部内に形成する段階と
、前記ゲートライン、データライン、薄膜トランジスタのうちの少なくともいずれかと重
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畳されたパターンスペーサと、前記パターンスペーサと同一な厚さで前記画素電極と重畳
されたリブとを形成する段階とを含み、
　前記パターンスペーサは前記カラーフィルター基板と接触し、そして前記リブは前記カ
ラーフィルター基板との間に所定のギャップを有するように形成されたことを特徴とする
液晶表示パネルの製造方法。
【請求項７】
　薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター基板が、垂直配向モードである液晶を間に置
いて合着された液晶表示パネルの製造方法において、前記薄膜トランジスタ基板の製造工
程は、基板上に、ゲートラインと前記ゲートラインと接続したゲート電極とを形成する段
階と、前記ゲートラインとゲート電極とを覆うゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲー
ト絶縁膜上に半導体層を形成し、前記ゲート絶縁膜上に前記ゲートラインと交差して画素
領域を決めるデータラインと前記データラインと連結されたソース電極と前記ソース電極
と前記半導体層を間に置いて対向するドレイン電極とを形成して薄膜トランジスタを完成
する段階と、保護膜を全面形成する段階と、前記画素領域で前記保護膜とゲート絶縁膜と
を貫く画素開口部を形成する段階と、前記薄膜トランジスタの前記ドレイン電極、前記保
護膜及び前記半導体層の側面と接続された画素電極を前記画素開口部内に形成する段階と
を含み、前記カラーフィルタ基板の製造工程は、該カラーフィルター基板に、前記ゲート
ライン、データライン、薄膜トランジスタのうちの少なくともいずれかと重畳されたパタ
ーンスペーサと、前記パターンスペーサと同一な厚さで前記画素電極と重畳されたリブと
を形成する段階を含み、
　前記パターンスペーサは前記薄膜トランジスタ基板と接触し、前記リブは前記薄膜トラ
ンジスタ基板との間に所定のギャップを有するように形成されたことを特徴とする液晶表
示パネルの製造方法。
【請求項８】
　前記画素開口部を形成する段階及び画素電極を形成する段階は、前記保護膜の上にフォ
トレジストパターンを形成する段階と、前記フォトレジストパターンを通じて露出した保
護膜及びゲート絶縁膜をエッチングして前記画素開口部を形成する段階と、前記フォトレ
ジストパターンが存在する基板上に透明導電層を形成する段階と、前記フォトレジストパ
ターンとその上の透明導電層を除去して前記ドレイン電極及び前記露出した保護膜の側面
と接続された前記画素電極を形成する段階とを含むことを特徴とする請求項６または７に
記載の液晶表示パネルの製造方法。
【請求項９】
　前記ゲートラインと前記ゲート電極とを形成する段階において、前記ゲートラインと接
続されたゲートパッド下部電極が形成され、前記画素開口部を形成する段階において、前
記保護膜とゲート絶縁膜とを貫いて前記ゲートパッド下部電極を露出させるコンタクトホ
ールが形成され、前記画素電極を前記画素開口部内に形成する段階において、前記コンタ
クトホール内に前記画素電極と同一層でゲートパッド上部電極が形成されることを特徴と
する請求項６または７に記載の液晶表示パネルの製造方法。
【請求項１０】
　前記薄膜トランジスタを完成する段階において、前記データラインと接続されたデータ
パッド下部電極が形成され、前記画素開口部を形成する段階において、前記保護膜を貫い
て前記データパッド下部電極を露出させるコンタクトホールが形成され、前記画素電極を
前記画素開口部内に形成する段階において、前記コンタクトホール内に前記画素電極と同
一層でデータパッド上部電極が形成されることを特徴とする請求項６または７に記載の液
晶表示パネルの製造方法。
【請求項１１】
　前記薄膜トランジスタを完成する段階において、前記ゲートラインと前記ゲート絶縁膜
を間に置いて重畳されて前記画素電極と接続されるストレージ上部電極が形成されること
を特徴とする請求項６または７に記載の液晶表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示パネル及びその製造方法に関するもので、特に工程を単純化すること
ができる液晶表示パネル及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は電界を利用して液晶の光透過率を調節することによって画像を表示する
ようになる。このために液晶表示装置は液晶セルがマトリックス形態に配列された液晶表
示パネル(以下、液晶パネル)と、液晶パネルを駆動するための駆動回路とを具備する。
【０００３】
　液晶パネルは互いに対向する薄膜トランジスタ基板及びカラーフィルター基板と、二つ
の基板の間に注入された液晶と、二つの基板の間のセルのギャップを維持させるスペーサ
とを具備する。
【０００４】
　薄膜トランジスタ基板はゲートライン及びデータラインと、そのゲートラインとデータ
ラインの交差部ごとにスイッチ素子に形成された薄膜トランジスタと、液晶セル単位に形
成されて薄膜トランジスタに接続された画素電極などと、その上に塗布された配向膜から
構成される。ゲートラインとデータラインはそれぞれのパッド部を通じて駆動回路から信
号を供給受ける。薄膜トランジスタはゲートラインに供給されるスキャン信号に応答して
データラインに供給される画素信号を画素電極に供給する。
【０００５】
　カラーフィルター基板は液晶セル単位に形成されたカラーフィルターと、カラーフィル
ターの間の区分及び外部光反射のためのブラックマトリックスと、液晶セルに共通的に基
準電圧を供給する共通電極などと、その上に塗布される配向膜から構成される。
【０００６】
　液晶パネルは薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター基板を別に製作して合着した後
、液晶を注入して封入することによって完成するようになる。
【０００７】
　このような液晶パネルにおいて薄膜トランジスタ基板は半導体工程を含むことと同時に
多数のマスク工程を要するに沿って製造工程が複雑で液晶パネル製造単価上昇の重要原因
になっている。これを解決するために、薄膜トランジスタ基板はマスク工程数を減らす方
向に発展している。これは一つのマスク工程が薄膜蒸着工程、洗浄工程、フォトリソグラ
フィ工程、エッチング工程、フォトレジスト剥離工程、検査工程などのような多くの工程
を含んでいるからである。これによって、最近には薄膜トランジスタ基板の標準マスク工
程であった５マスク工程で一つのマスク工程を減らした４マスク工程が頭をもたげている
。
【０００８】
　図１は４マスク工程を採択した薄膜トランジスタ基板を例えば図示した平面図で、図２
は図１に図示された薄膜トランジスタ基板をＩ-Ｉ'線に沿って切断して図示した断面図で
ある。
【０００９】
　図１及び図２に図示された薄膜トランジスタ基板は下部基板４２上にゲート絶縁膜４４
を間に置いて交差するように形成されたゲートライン２及びデータライン４と、その交差
部ごとに形成された薄膜トランジスタ６と、その交差構造に用意されたセル領域に形成さ
れた画素電極１８とを具備する。及び、薄膜トランジスタ基板は画素電極１８と前段ゲー
トライン２の重畳部に形成されたストレージキャパシタ２０と、ゲートライン２に接続さ
れるゲートパッド部２６と、データライン４に接続されるデータパッド部３４とを具備す
る。
【００１０】
　薄膜トランジスタ６はゲートライン２に供給されるスキャン信号に応答してデータライ
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ン４に供給される画素信号が画素電極１８に充電されて維持されるようにする。このため
に、薄膜トランジスタ６はゲートライン２に接続されたゲート電極８と、データライン４
に接続されたソース電極１０と、画素電極１６に接続されたドレイン電極１２と、ゲート
電極８と重畳されてソース電極１０とドレイン電極１２の間にチャンネルを形成する活性
層１４とを具備する。
【００１１】
　このようにソース電極１０及びドレイン電極１２と重畳されながらソース電極１０とド
レイン電極１２の間のチャンネル部を含む活性層１４はデータライン４、データパッド下
部電極３６、ストレージ電極２２とも重畳されるように形成される。このような活性層１
４上にはデータライン４、ソース電極１０及びドレイン電極１２、データパッド下部電極
３６、ストレージ電極２２とオーミック接触のためのオーミック接触層４８がさらに形成
される。
【００１２】
　画素電極１８は保護膜５０を貫く第１コンタクトホール１６を通じて薄膜トランジスタ
６のドレイン電極１２と接続される。画素電極１８は充電された画素信号により図示しな
い上部基板に形成される共通電極と電位差を発生させるようになる。この電位差により薄
膜トランジスタ基板と上部基板の間に位する液晶が誘電異方性により回転するようになっ
て図示しない光源から画素電極１８を経由して入射される光を上部基板の方へ透過させる
ようになる。
【００１３】
　ストレージキャパシタ２０は前段ゲートライン２と、そのゲートライン２とゲート絶縁
膜４４、活性層１４及びオーミック接触層４８を間に置いて重畳されるストレージ上部電
極２２と、そのストレージ上部電極２２と保護膜５０を間に置いて重畳されることと同時
にその保護膜５０に形成された第２コンタクトホール２４を経由して接続された画素電極
２２から構成される。このようなストレージキャパシタ２０は画素電極１８に充電された
画素信号が次画素信号が充電されるまで安定的に維持されるようにする。
【００１４】
　ゲートライン２はゲートパッド部２６を通じてゲートドライバ(図示しない)と接続され
る。ゲートパッド部２６はゲートライン２から延長されるゲート下部電極２８と、ゲート
絶縁膜４４及び保護膜５０を貫く第３コンタクトホール３０を通じてゲート下部電極２８
に接続されたゲートパッド上部電極３２から構成される。
【００１５】
　データライン４はデータパッド部３４を通じてデータドライバ(図示しない)と接続され
る。データパッド部３４はデータライン４から延長されるデータ下部電極３６と、保護膜
５０を貫く第４コンタクトホール３８を通じてデータパッド３６と接続されたデータパッ
ド上部電極４０から構成される。
【００１６】
　このような構成を持つ薄膜トランジスタ基板の製造方法を４マスク工程を利用して詳し
くすると、図３a乃至図３dに図示されたところのようである。
【００１７】
　図３aを参照すると、第１マスク工程を利用して下部基板４２上にゲートライン２、ゲ
ート電極８、ゲートパッド下部電極２８を含むゲート金属パターンが形成される。
【００１８】
　詳しくすると、下部基板４２上にスパッタリング方法などの蒸着方法を通じてゲート金
属層が形成される。引き継いで、第１マスクを利用したフォトリソグラフィ工程とエッチ
ング工程でゲート金属層がパターニングされることによってゲートライン２、ゲート電極
８、ゲートパッド下部電極２８を含むゲート金属パターンが形成される。ゲート金属とし
てはクロム(Cr)、モリブデン(Mo)、アルミニウム系金属などが単一層または二中層構造に
利用される。
【００１９】
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　図３bを参照すると、ゲート金属パターンが形成された下部基板４２上にゲート絶縁膜
４４が塗布される。及び、第２マスク工程を利用してゲート絶縁膜４４上に活性層１４及
びオーミック接触層４８を含む半導体パターンと、データライン４、ソース電極１０、ド
レイン電極１２、データパッド下部電極３６、ストレージ電極２２を含むソース/ドレイ
ン金属パターンが順次的に形成される。
【００２０】
　詳しくすると、ゲート金属パターンが形成された下部基板４２上にPECVD、スパッタリ
ングなどの蒸着方法を通じてゲート絶縁膜４４、非晶質シリコン層、n+非晶質シリコン層
、及びソース/ドレイン金属層が順次的に形成される。ここで、ゲート絶縁膜４４の材料
としては酸化シリコン(SiOx)または窒化シリコン(SiNx)などの無機絶縁物質が利用される
。ソース/ドレイン金属としてはモリブデン(Mo)、チタン、タンタル、モリブデン合金(Mo
 alloy)などが利用される。
【００２１】
　引き継いで、ソース/ドレイン金属層上に第２マスクを利用したフォトリソグラフィ工
程でフォトレジストパターンを形成するようになる。この場合第２マスクでは薄膜トラン
ジスタのチャンネル部に回折露光部を持つ回折露光マスクを利用することによってチャン
ネル部のフォトレジストパターンが他のソース/ドレインパターン部より低い高さを持つ
ようにする。
【００２２】
　引き継いで、フォトレジストパターンを利用した湿式エッチング工程でソース/ドレイ
ン金属層がパターニングされることによってデータライン４、ソース電極１０、そのソー
ス電極１０と一体化されたドレイン電極１２、ストレージ電極２２を含むソース/ドレイ
ン金属パターンが形成される。
【００２３】
　その次、同一なフォトレジストパターンを利用した乾式エッチング工程でn+非晶質シリ
コン層と非晶質シリコン層が同時にパターニングされることによってオーミック接触層４
８と活性層１４が形成される。
【００２４】
　そして、エシング(Ashing)工程でチャンネル部において相対的に低い高さを持つフォト
レジストパターンが除去された後、乾式エッチング工程でチャンネル部のソース/ドレイ
ン金属パターン及びオーミック接触層４８がエッチングされる。これによって、チャンネ
ル部の活性層１４が露出してソース電極１０とドレイン電極１２が分離する。
【００２５】
　引き継いで、ストリップ工程でソース/ドレインパターン部上に残っているフォトレジ
ストパターンが除去される。
【００２６】
　図３cを参照すると、ソース/ドレイン金属パターンが形成されたゲート絶縁膜４４上に
第３マスク工程を利用して第１乃至第４コンタクトホール(１６, ２４, ３０, ３８)を含
む保護膜５０が形成される。
【００２７】
　詳しくすると、ソース/ドレイン金属パターンが形成されたゲート絶縁膜４４上にPECVD
などの蒸着方法で保護膜５０が全面形成される。引き継いで、保護膜５０は第３マスクを
利用したフォトリソグラフィ工程とエッチング工程にパターニングされることによって第
１乃至第４コンタクトホール(１６, ２４, ３０, ３８)が形成される。第１コンタクトホ
ール１６は保護膜５０を貫いてドレイン電極１２が露出するように形成されて、第２コン
タクトホール２４は保護膜５０を貫いてストレージ上部電極２２が露出するように形成さ
れる。第３コンタクトホール３０は保護膜５０及びゲート絶縁膜４４を貫いてゲートパッ
ド下部電極２８が露出するように形成される。第４コンタクトホール３８は保護膜５０を
貫いてデータパッド上部電極３６が露出するように形成される。
【００２８】
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　保護膜５０の材料としてはゲート絶縁膜４４のような無機絶縁物質や、誘電常数が小さ
なアクリル(acryl)系有機化合物、BCBまたはPFCBなどのような有機絶縁物質が利用される
。
【００２９】
　図３dを参照すると、第４マスク工程を利用して保護膜５０上に画素電極１８、ゲート
パッド上部電極３２、データパッド上部電極４０を含む透明導電膜パターンが形成される
。
【００３０】
　保護膜５０上にスパッタリングなどの蒸着方法で透明導電膜が塗布される。引き継いで
第４マスクを利用したフォトリソグラフィ工程とエッチング工程を通じて透明導電膜がパ
ターニングされることによって、画素電極１８、ゲートパッド上部電極３２、データパッ
ド上部電極４０を含む透明導電膜パターンが形成される。画素電極１８は第１コンタクト
ホール１６を通じてドレイン電極１２と電気的に接続されて、第２コンタクトホール２４
を通じて前段ゲートライン２と重畳されるストレージ上部電極２２と電気的に接続される
。ゲートパッド上部電極３２は第３コンタクトホール３０を通じてゲートパッド下部電極
２８と電気的に接続される。データパッド上部電極４０は第４コンタクトホール３８を通
じてデータ下部電極３６と電気的に接続される。ここで、透明導電膜の材料としてはイン
ジウムスズ酸化物(Indium Tin Oxide : ITO)やスズ酸化物(Tin Oxide : TO)またはインジ
ウム亜鉛酸化物(Indium Zinc Oxide : IZO)などが利用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３１】
　このように従来の薄膜トランジスタ基板及びその製造方法は４マスク工程で工程を単純
化して製造元価を節減することができるようになった。しかし、４マスク工程も相変らず
製造工程が複雑で元価節減に限界があるから、製造工程をもっと単純化して製造単価をも
っと減らすことができる方案が要求される。
【００３２】
　一方、液晶パネルはカラーフィルター基板と薄膜トランジスタ基板とのセルのギャップ
を一定に維持するためのスペーサをさらに具備する。スペーサとしてはボールスペーサま
たはカーラムスペーサが利用される。最近液晶パネルが大型化されながら積荷方式の液晶
形成方法と連れてボールスペーサの代わりにパターンスペーサが主に利用されている。パ
ターンスペーサはブラックマトリックスで覆われる領域、すなわち薄膜トランジスタ、デ
ータライン、ゲートラインと重畳されるように形成される。このようなパターンスペーサ
は薄膜トランジスタ基板またはカラーフィルター基板上に形成される。ところが、パター
ンスペーサを形成するためには新しいマスク工程が必要になるから、マスク工程が加えら
れるという短所を持つ。
【００３３】
　また、ＶＡ構造の液晶パネルは一画素領域内でマルチドメインを形成するためのリブを
さらに具備する。このリブは通常画素電極と重畳されるように形成されて、そのリブに沿
って液晶分子の配列が変わるようにすることによって一画素領域内で液晶分子の配列方向
が互いに異なっているマルチドメインを形成するようになる。これによって、ＶＡ構造の
液晶パネルは視野角を補償で広視野角を具現することができるようになる。ところが、ド
メイン形成用リブを形成するためには新しいマスク工程が必要になるから、マスク工程が
加えられるという短所を持つ。また、ドメイン形成用リブは薄膜トランジスタ基板（カラ
ーフィルター基板）に形成される場合、カラーフィルター基板（薄膜トランジスタ基板）
と所定のギャップを持つように形成されなければならない。これによって、ＶＡ構造の液
晶パネルにパターンスペーサを適用する場合、パターンスペーサとドメイン形成用リブが
互いに異なっている高さに形成されなければならないから、互いに異なるマスク工程が加
えられるという短所を持つ。
【００３４】
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　したがって、本発明の目的はリフト-オフ工程を利用して工程を単純化することができ
る液晶パネル及びその製造方法を提供するものである。
【００３５】
　本発明の他の目的はパターンスペーサとマルチドメイン用リブを同一なマスク工程で形
成することによって工程を単純化することができる液晶パネル及びその製造方法を提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　上記目的を達成するために、本発明の実施例に係る液晶パネルは基板上に形成されたゲ
ートライン、前記ゲートラインと交差して画素領域を定義するデータライン、前記ゲート
ライン及びデータラインの間のゲート絶縁膜、前記ゲートライン及びデータラインの交差
部に形成された薄膜トランジスタ、前記第１基板上の保護膜、前記画素領域内で前記保護
膜及びゲート絶縁膜を貫いて形成された画素開口部、前記画素開口部内に形成されて前記
薄膜トランジスタと接続された画素電極を含む薄膜トランジスタ基板と、前記薄膜トラン
ジスタ基板とセルのギャップを置いて合着されたカラーフィルター基板と、前記薄膜トラ
ンジスタ基板及びカラーフィルター基板の間に形成されて前記ゲートライン、データライ
ン、薄膜トランジスタの中から少なくともいずれかと重畳されたパターンスペーサと、前
記パターンスペーサと同一層で薄膜トランジスタ基板及びカラーフィルター基板の間に形
成されて前記画素電極と重畳されたリブと、前記薄膜トランジスタ基板及びカラーフィル
ター基板の間に満たされた液晶とを具備する。
【００３７】
　前記パターンスペーサは前記保護膜上に、前記リブは前記画素電極の上に形成される。
【００３８】
　前記パターンスペーサは前記カラーフィルター基板と接触されて、前記リブは前記カラ
ーフィルター基板と所定のギャップを維持する。
【００３９】
　前記パターンスペーサ及び前記カラーフィルター基板に形成される。
【００４０】
　前記パターンスペーサは薄膜トランジスタ基板と接触されて、前記リブは前記薄膜トラ
ンジスタ基板と所定のギャップを維持する。
【００４１】
　前記薄膜トランジスタ基板は前記ゲートラインと接続されたゲートパッドを含んで、前
記ゲートパッドは前記ゲートラインと接続されたゲートパッド下部電極、前記保護膜及び
ゲート絶縁膜を貫くコンタクトホールネに形成されて前記ゲートパッド下部電極と接続さ
れたゲートパッド上部電極を含む。
【００４２】
　前記薄膜トランジスタ基板は前記データラインと接続されたデータパッドを含んで、前
記データパッドは前記データラインと接続されたデータパッド下部電極、前記保護膜を貫
くコンタクトホールネに形成されて前記データパッド下部電極と接続されたデータパッド
上部電極を含む。
【００４３】
　及び、本発明はストレージキャパシタをさらに具備して、前記ストレージキャパシタは
、前記ゲートラインと前記ゲート絶縁膜を間に置いて重畳されて前記画素電極と接続され
たストレージ上部電極を含む。
【００４４】
　本発明の実施例に係る液晶パネルの製造方法は薄膜トランジスタ基板とカラーフィルタ
ー基板が液晶を間に置いて合着された液晶表示パネルの製造方法で、前記薄膜トランジス
タ基板の製造工程は、基板上にゲートライン、そのゲートラインと接続されたゲート電極
を形成する段階と、前記ゲートライン及びゲート電極を覆うゲート絶縁膜を形成する段階
と、前記ゲート絶縁膜の所定領域に半導体層を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に前
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記ゲートラインと交差して画素領域を決めるデータライン、そのデータラインと連結され
た前記ソース電極、そのソース電極と前記半導体層を間に置いて対向するドレイン電極を
形成して薄膜トランジスタを完成する段階と、保護膜を全面形成する段階と、前記画素領
域で前記保護膜及びゲート絶縁膜を貫く画素開口部を形成する段階と、前記画素開口部内
に前記ドレイン電極と接続された画素電極を形成する段階と、前記ゲートライン、データ
ライン、薄膜トランジスタの中から少なくともいずれかと重畳されたパターンスペーサを
形成する段階と、前記パターンスペーサと同一な厚さで前記画素電極と重畳されたリブを
形成する段階とを含む。
【００４５】
　本発明の実施例に係る液晶表示パネルの製造方法は薄膜トランジスタ基板とカラーフィ
ルター基板が液晶を間に置いて合着された液晶表示パネルの製造方法で、前記薄膜トラン
ジスタ基板の製造工程は、基板上にゲート金属層を形成して第１マスクを利用してゲート
ライン、ゲート電極を形成する段階と、ゲート絶縁膜、非晶質シリコン層、不純物がドー
ピングされた非晶質シリコン層、ソース／ドレイン金属層を積層する段階と、部分透過マ
スクである第２マスクを利用して前記ソース／ドレイン金属層、不純物がドーピングされ
た非晶質シリコン層、非晶質シリコン層をパターニングしてデータラインとソース電極及
びドレイン電極と、半導体層を形成する段階と、保護膜を全面形成する段階と、第３マス
クを利用して前記保護膜及びゲート絶縁膜を貫く画素開口部を形成して、その画素開口部
内に前記ドレイン電極と接続された画素電極を形成する段階と、絶縁層を形成して第４マ
スクを利用して前記ゲートライン、データライン、薄膜トランジスタの中から少なくとも
いずれかと重畳されたパターンスペーサと、前記画素電極と重畳されたリブを形成する段
階とを含む。
【００４６】
　本発明の実施例に係る液晶表示パネルの製造方法はゲート絶縁膜を間に置いて交差して
画素領域を決めるゲートライン及びデータライン、そのゲートライン及びデータラインと
接続された薄膜トランジスタ、保護膜、前記画素領域で前記保護膜及びゲート絶縁膜を貫
く画素開口部内で前記保護膜と境界を成して形成されて前記薄膜トランジスタと接続され
た画素電極、配向膜を含む薄膜トランジスタ基板を用意する段階と、カラーフィルター基
板を用意する段階と、前記ゲートライン、データライン、薄膜トランジスタの中から少な
くともいずれかと重畳されるように前記カラーフィルター基板にパターンスペーサを形成
する段階と、前記パターンスペーサと同一層で前記画素電極と重畳されるように前記カラ
ーフィルター基板にリブを形成する段階と、前記薄膜トランジスタ基板及びカラーフィル
ター基板を合着する段階と、前記薄膜トランジスタ基板及びカラーフィルター基板の間に
液晶を形成する段階とを含む。
【００４７】
　前記画素開口部及び画素電極を形成する段階は前記保護膜の上にフォトレジストパター
ンを形成する段階と、前記フォトレジストパターンを通じて露出した保護膜及びゲート絶
縁膜をエッチングして前記画素開口部を形成する段階と、前記フォトレジストパターンが
存在する基板上に透明導電層を形成する段階と、前記フォトレジストパターンと、その上
の透明導電層を除去して前記画素電極を形成する段階とを含む。
【００４８】
　及び、本発明の製造方法は前記ゲートラインと接続されたゲートパッド下部電極を形成
する段階と、前記保護膜及びゲート絶縁膜を貫いて前記ゲートパッド下部電極を露出させ
るコンタクトホールを形成する段階と、前記コンタクトホール内に前記画素電極と同一層
でゲートパッド上部電極を形成する段階とをさらに含む。
【００４９】
　そして、本発明の製造方法は前記データラインと接続されたデータパッド下部電極を形
成する段階と、前記保護膜を貫いて前記データパッド下部電極を露出させるコンタクトホ
ールを形成する段階と、前記コンタクトホール内に前記画素電極と同一層でデータパッド
上部電極を形成する段階とをさらに含む。
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【００５０】
　また、本発明の製造方法は前記ゲートラインと前記ゲート絶縁膜を間に置いて重畳され
て前記画素電極と接続されるストレージ上部電極を形成する段階をさらに含む。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明に係る液晶パネル及びその製造方法はリフト－オフ工程適用で保護膜のパターニ
ングとともに透明導電膜をパターニングすることができるようになる。また、本発明に係
る液晶パネル及びその製造方法はリフト－オフ工程適用で薄膜トランジスタ基板の配線領
域と画素領域が相対的に大きい段差を持つようにすることによってパターンスペーサとマ
ルチドメイン用リブを同一なマスク工程で形成することができるようにする。したがって
、本発明に係る液晶パネル及びその製造方法はマスク工程数を減らして工程を単純化する
ことによって製造元価を節減することができることと同時に製造収率を進めることができ
るようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下、本発明の望ましい実施例を図４乃至図１２を参照して詳細に説明する事にする。
【実施例】
【００５３】
　図４は発明の実施例に係る液晶パネルを図示した平面図で、図５は図４に図示された液
晶パネルをIII-III'線、IV-IV'線、Ｖ-Ｖ'線に沿って切断して図示した断面図である。
【００５４】
　図４及び図５に図示された液晶パネルはパターンスペーサ１２７により用意されたセル
のギャップを間に置いて接合された薄膜トランジスタ基板及びカラーフィルター基板２０
０と、そのセルのギャップに満たされた液晶１３３と、画素電極１１８上に形成されてカ
ラーフィルター基板２００と所定のギャップ（Ｄ）を置いたドメイン形成用リブ１２５と
を具備する。
【００５５】
　薄膜トランジスタ基板は下部基板１４２上にゲート絶縁膜１４４を間に置いて交差する
ように形成されたゲートライン１０２及びデータライン１０４と、その交差部ごとに形成
された薄膜トランジスタ１０６と、その交差構造に用意された画素領域に形成された画素
電極１１８とを具備する。及び、薄膜トランジスタ基板は画素電極１１８と接続されたス
トレージ上部電極１２２と前段ゲートライン１０２の重畳部に形成されたストレージキャ
パシタ１２０と、ゲートライン１０２に接続されるゲートパッド１２６と、データライン
１０４に接続されるデータパッド１３４とを具備する。
【００５６】
　薄膜トランジスタ１０６はゲートライン１０２に供給されるスキャン信号に応答してデ
ータライン１０４に供給される画素信号が画素電極１１８に充電されて維持されるように
する。このために、薄膜トランジスタ１０６はゲートライン１０２と接続されたゲート電
極１０８と、データライン１０４と接続されたソース電極１１０と、ソース電極１１０と
対向するように位して画素電極１１８と接続されたドレイン電極１１２と、ゲート絶縁膜
１４４を間に置いてゲート電極１０８と重畳されるように形成されてソース電極１１０と
ドレイン電極１１２の間にチャンネルを形成する活性層１１４、ソース電極１１０及びド
レイン電極１１２とのオーミック接触のためにチャンネル部を除いた活性層１１４上に形
成されたオーミック接触層１４６とを具備する。及び、活性層１１４及びオーミック接触
層１４６はデータライン１０４、データパッド下部電極１３６、ストレージ上部電極１２
２とも重畳されるように形成される。
【００５７】
　画素電極１１８は画素領域で保護膜(Passivation)１５０及びゲート絶縁膜１４４を貫
いて基板１４２を露出させる画素開口部１６４内に形成される。このような画素電極１１
８は画素開口部１６４を通じて露出したドレイン電極１１８と接続される。このような画
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素電極１１８は薄膜トランジスタ１０６から供給された画素信号を充電して図示しないカ
ラーフィルター基板に形成される共通電極と電位差を発生させるようになる。この電位差
により薄膜トランジスタ基板とカラーフィルター基板に位する液晶が誘電異方性により回
転するようになって、図示しない光源から画素電極１１８を経由して入射される光量を調
節してカラーフィルター基板の方へ透過させるようになる。
【００５８】
　ストレージキャパシタ１２０はストレージ下部電極の役目をする前段ゲートライン１０
２と、そのストレージ下部電極とゲート絶縁層１４４を間に置いて重畳されたストレージ
上部電極１２２とを具備する。画素電極１１８は画素開口部１６４を通じて露出したスト
レージ上部電極１２２と接続される。このようなストレージキャパシタ１２０は画素電極
１１８に充電された画素信号が次画素信号が充電されるまでもっと安定的に維持されるよ
うにする。 
【００５９】
　ゲートライン１０２はゲートパッド１２６を通じてゲートドライバ(図示しない)と接続
される。ゲートパッド１２６はゲートライン１０２から延長されるゲートパッド下部電極
１２８と、ゲートパッド下部電極１２８上に接続されたゲートパッド上部電極１３２から
構成される。ここで、ゲートパッド上部電極１３２は保護膜１５０及びゲート絶縁膜１４
４を貫く第２コンタクトホール１３０内に形成されてゲートパッド下部電極１２８と接続
される。
【００６０】
　データライン１０４はデータパッド１３４を通じてデータドライバ(図示しない)と接続
される。データパッド１３４はデータライン１０４から延長されるデータパッド下部電極
１３６と、データパッド下部電極１３６と側面接続されたデータパッド上部電極１４０か
ら構成される。ここで、データパッド上部電極１４０は保護膜１５０を貫く第３コンタク
トホール１３８内に形成されてデータパッド下部電極１３６と接続される。 
【００６１】
　パターンスペーサ１２７は配線領域、すなわち薄膜トランジスタ１０６、データライン
１０４、またはゲートライン１０２と重畳されるように保護膜１５０上に形成される。
【００６２】
　ドメイン形成用リブ１２５は画素電極１１８上に形成される。このようなドメイン形成
用リブ１２５は基板１４２上に直接形成された画素電極１１８上に形成されることによっ
て、パターンスペーサ１２７のような階に形成されても図５にように互いに異なっている
高さを持つようになる。これは配線領域に形成されたパターンスペーサ１２７と基板１４
２の間の厚さがゲート金属層、ゲート絶縁膜１４４、半導体層、ソース／ドレイン金属層
、保護膜１５０によりドメイン形成用リブ１２５と基板１４２との間に画素電極１１８だ
け存在する場合より厚いからである。
【００６３】
　及び、パターンスペーサ１２７及びドメイン形成用リブ１２５が形成された薄膜トラン
ジスタ基板の上には液晶配向のための配向膜（図示しない）がさらに形成される。
【００６４】
　その次、液晶１３３を薄膜トランジスタ基板に積荷方式に形成された後、別に製作され
たカラーフィルター基板と合着することによって液晶パネルが完成される。または、薄膜
トランジスタ基板をカラーフィルター基板と合着した後、液晶１３３を注入して封止する
ことで液晶パネルが完成される。この場合、セルのギャップ内の液晶１３３は図５のよう
に画素領域でドメイン形成用リブ１２５に沿って配向方向が互いに変わるようになること
によって、マルチドメインを形成するようになる。ここで、カラーフィルター基板は画素
領域単位に形成されたカラーフィルターと、カラーフィルターの間の区分及び外部光反射
のためのブラックマトリックスと、カラーフィルターを平坦化するためのオーバーコート
層、液晶セルに共通的に基準電圧を供給する共通電極、共通電極の上に塗布される配向膜
から構成される。
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【００６５】
　このような構成を持つ液晶パネルで薄膜トランジスタ基板に形成された画素電極１１８
とゲートパッド上部電極１３２及びデータパッド上部電極１４０を含む透明導電パターン
は保護膜１５０及びゲート絶縁膜１４４のパターニングの時に利用されたフォトレジスト
パターンを除去するリフト－オフ（Ｌｉｆｔ－ｏｆｆ）工程に形成される。また、パター
ンスペーサ１２７とドメイン形成用リブ１２５は同一なマスク工程に同時に形成される。
これによって、本発明に係る薄膜トランジスタ基板は次の図６ａ乃至図１２ｄに図示され
たところのように４マスク工程に製造されることができるようになる。
【００６６】
　図６a及び図６bは本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ基板製造方法の中から第１マ
スク工程を説明するための平面図及び断面図を図示したものである。
【００６７】
　第１マスク工程で下部基板１４２上にゲートライン１０２、ゲートライン１０２と接続
されたゲート電極１０８及びゲートパッド下部電極１２８を含むゲート金属パターンが形
成される。
【００６８】
　詳しくすると、下部基板１４２上にスパッタリング方法などの蒸着方法を通じてゲート
金属層が形成される。引き継いで、第１マスクを利用したフォトリソグラフィ工程とエッ
チング工程でゲート金属層がパターニングされることによってゲートライン１０２、ゲー
ト電極１０８、ゲートパッド下部電極１２８を含むゲート金属パターンが形成される。こ
こで、ゲート金属としては Cr、MoW、Cr/Al、Cu、Al(Nd)、Mo/Al、Mo/Al(Nd)、Cr/Al(Nd)
などが利用される。
【００６９】
　図７a及び図７bは本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ基板製造方法の中から第２マ
スク工程を説明するための平面図及び断面図を図示したことで、図８a乃至図８dは第２マ
スク工程を具体的に説明するための断面図を図示したものである。
【００７０】
　まず、ゲート金属パターンが形成された下部基板１４２上にPECVD、スパッタリングな
どの蒸着方法を通じて全面的なゲート絶縁膜１４４が形成される。ゲート絶縁膜１４４の
材料としては酸化シリコン(SiOx)または窒化シリコン(SiNx)などの無機絶縁物質が利用さ
れる。
【００７１】
　そして、第２マスク工程で全面的なゲート絶縁膜１４４上に積層された活性層１１４及
びオーミック接触層１４６を含む半導体パターンと、データライン１０４、ソース電極１
１０、ドレイン電極１１２、データパッド下部電極１３６、ゲートライン１０２と重畳さ
れたストレージ上部電極１２２を含むソース/ドレイン金属パターンが形成される。
【００７２】
　詳しくすると、図８aのように全面的なゲート絶縁膜１４４上に PECVD、スパッタリン
グなどの蒸着方法を通じて非晶質シリコン層(１１４A)、n+非晶質シリコン層(１４６A)、
ソース/ドレイン金属層１０５が順次的に形成される。ソース/ドレイン金属としてはCr、
MoW、Cr/Al、Cu、Al(Nd)、Mo/Al、Mo/Al(Nd)、Cr/Al(Nd)などが利用される。引き継いで
、ソース/ドレイン金属層１０５上にフォトレジストを全面塗布した後、部分露光マスク
である第２マスクを利用したフォトリソグラフィ工程で図８aのように段差を持つフォト
レジストパターン１４８が形成される。この場合、第２マスクでは薄膜トランジスタのチ
ャンネルが形成される部分で回折露光部(または半透過部)を持つ部分露光マスクを利用す
る。これによって、第２マスクの回折露光部(または半透過部)と対応するフォトレジスト
パターン１４８は第２マスクの透過部(または遮断部)と対応するフォトレジストパターン
１４８より低い高さを持つようになる。言い換えて、チャンネル部分のフォトレジストパ
ターン１４８が他のソース/ドレイン金属パターン部分のフォトレジストパターン１４８
より低い高さを持つようになる。
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【００７３】
　このようなフォトレジストパターン１４８を利用した湿式エッチング工程でソース/ド
レイン金属層１０５がパターニングされることによって図８bに図示されたところのよう
にデータライン１０４、薄膜トランジスタ部のソース電極１１０及びそれと一体化された
ドレイン電極１１２、ゲートライン１０２との重畳されたストレージ上部電極１２２を含
むソース/ドレイン金属パターンが形成される。及び、同一なフォトレジストパターン１
４８を利用した乾式エッチング工程でn+非晶質シリコン層(１１４A)と非晶質シリコン層(
１４６A)が同時にパターニングされることによって図８bに図示されたところのようにオ
ーミック接触層１４６と活性層１１４が前記ソース/ドレイン金属パターンに沿って形成
された構造を持つようになる。
【００７４】
　その後、酸素(O2)プラズマを利用したエシング(Ashing)工程で図８cに図示されたとこ
ろのように相対的に低い高さを持つチャンネル部分のフォトレジストパターン１４８は除
去されて、他のソース/ドレイン金属パターン部分のフォトレジストパターン１４８は高
さが低くなるようになる。引き継いで、残っているフォトレジストパターン１４８を利用
した乾式エッチング工程で図８cに図示されたところのようにチャンネルが形成される部
分でソース/ドレイン金属層及びオーミック接触層１４６がエッチングになることによっ
てソース電極１１０とドレイン電極１１２が互いに分離して活性層１１４が露出する。こ
れによって、ソース電極１１０とドレイン電極１１２の間には活性層１５４からなるチャ
ンネルが形成される。
【００７５】
　及び、ストリップ工程でソース/ドレイン金属パターン部分に残っていたフォトレジス
トパターン１４８が図８dに図示されたところのように全部除去される。
【００７６】
　図９a及び図９bは本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ基板製造方法の中から第３マ
スク工程を説明するための平面図及び断面図を図示したことで、図１０a乃至図１０dは第
３マスク工程を具体的に説明するための断面図を図示したものである。
【００７７】
　第３マスク工程で保護膜１５０及びゲート絶縁膜１４４がパターニングされて、画素電
極１１８、ゲートパッド上部電極１３２、データパッド上部電極１４０、第２ストレージ
上部電極１２５を含む透明導電パターンが形成される。ここで、透明導電パターンはパタ
ーニングされた保護膜１５０と重畳なしに境界を成して形成される。
【００７８】
　詳しくすると、図１０aのようにソース/ドレイン金属パターンが形成されたゲート絶縁
膜１４４上に保護膜１５０が全面形成される。保護膜１５０の材料としては前記ゲート絶
縁膜(１４４A)と類似の無機絶縁物質や、有機絶縁物質が利用される。及び、全面的な保
護膜１５０上に第３マスクを利用したフォトリソグラフィ工程で図１０aのように保護膜
１５０が存在しなければならない部分にフォトレジストパターン１５２が形成される。
【００７９】
　その次、前記フォトレジストパターン１５２を利用したエッチング工程で保護膜１５０
及びゲート絶縁膜１４４がパターニングされることによって、図１０bのように画素開口
部１６４と第１及び第２コンタクトホール(１３０, １３８)が形成される。具体的に、画
素開口部１６４は画素領域に保護膜１５０及びゲート絶縁膜１４４を貫いて形成されて基
板１４２を露出させることと同時にドレイン電極１１２及びストレージ上部電極１２２の
一部を露出させる。第１コンタクトホール１３０はゲートパッド部で保護膜１５０及びゲ
ート絶縁膜１４４を貫いて形成されてゲートパッド下部電極１２８を露出させる。第２コ
ンタクトホール１３８はデータパッド部では保護膜１５０を貫いて形成されてデータパッ
ド下部電極１３６を露出させる。
【００８０】
　引き継いで、図１０cのように前記フォトレジストパターン１５２が存在する薄膜トラ
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ンジスタ基板上に透明導電膜１５４がスパッタリングなどのような蒸着方法で全面形成さ
れる。透明導電膜１５４としてはインジウムスズ酸化物(Indium Tin Oxide : ITO)やスズ
酸化物(Tin Oxide : TO)またはインジウム亜鉛酸化物(Indium Zinc Oxide : IZO)、SnO2
などが利用される。
【００８１】
　及び、リフト-オフ工程でフォトレジストパターン１５２と、その上の透明導電膜１５
４が一緒に除去されることによって透明導電膜１５４がパターニングされる。これによっ
て、図１０dのように画素電極１１８、ゲートパッド上部電極１３２、データパッド上部
電極１４０を含む透明導電パターンが形成される。具体的に、画素電極１１８は画素開口
部１６４内に保護膜１５０と境界を成して形成されて、露出したドレイン電極１１２及び
ストレージ上部電極１２２と接続される。ゲートパッド上部電極１３２は第１コンタクト
ホール１３０内に保護膜１５０と境界を成して形成されて、露出したゲートパッド下部電
極１２８と接続される。データパッド上部電極１３２は第２コンタクトホール１３８内に
保護膜１５０と境界を成して形成されて、露出したデータパッド下部電極１３６と接続さ
れる。
【００８２】
　図１１a及び図１１bは本発明の実施例に係る薄膜トランジスタ基板製造方法の中から第
４マスク工程を説明するための平面図及び断面図を図示したものである。
【００８３】
　第４マスク工程でパターンスペーサ１２７及びドメイン形成用リブ１２５が形成される
。
【００８４】
　具体的に、保護膜１５０が形成された薄膜トランジスタ基板上に蒸着方法またはコーテ
ィング方法を通じて絶縁層が形成される。この絶縁層としては無機絶縁物質または有機絶
縁物質が利用される。引き継いで、第４マスクを利用したフォトリソグラフィ工程とエッ
チング工程で絶縁層がパターニングされることによってパターンスペーサ１２７及びドメ
イン形成用リブ１２５が形成される。具体的に、パターンスペーサ１２７は配線領域、す
なわちゲートライン１０２、データライン１０４、または薄膜トランジスタ１０６中から
いずれかの保護膜１５０上に形成される。ドメイン形成用リブ１２５は画素電極１１８上
に形成される。この場合、配線領域と画素電極１１８の間の段差によりパターンスペーサ
１２７とドメイン形成用リブ１３５の高さが互いに異なるようになる。
【００８５】
　図１２は本発明の他の実施例に係る液晶パネルを図５に図示された液晶パネルと対比さ
れるように図示した断面図である。
【００８６】
　図１２に図示された液晶パネルは図５に図示された液晶パネルと備えてパターンスペー
サ１２７及びドメイン形成用リブ１２５がカラーフィルター基板２００に形成されたこと
を除外しては、同一な構成要素を具備するから、重複される構成要素に対する説明は略す
る事にする。
【００８７】
　図１２に図示されたパターンスペーサ１２７及びドメイン形成用リブ１２５はカラーフ
ィルター基板２００、すなわちカラーフィルター基板２００に含まれた共通電極（図示し
ない）に形成される。具体的に、パターンスペーサ１２７は前述したところのように薄膜
トランジスタ基板の配線領域（ゲートライン１０２、データライン１０４、または薄膜ト
ランジスタ１０６）と重畳されるように形成されて、ドメイン形成用リブ１２５は画素電
極１１８と重畳されるように形成される。この場合、薄膜トランジスタ基板の配線領域と
画素電極１１８が持つ段差によりパターンスペーサ１２７は薄膜トランジスタ基板と接触
される反面、ドメイン形成用リブ１２５はその薄膜トランジスタ基板と所定のギャップ（
Ｄ）を置くことができるようになる。これによって、パターンスペーサ１２７及びドメイ
ン形成用リブ１２５は一つのマスク工程に形成されることができるようになる。ここで、
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液晶２３３はドメイン形成用リブ１２５に沿って互いに異なる方向に背向されることによ
って、マルチドメインが形成されるようにする。そして、薄膜トランジスタ基板は前記図
６ａ乃至図１０ｄで前述したところのように３マスク工程に形成されることができるよう
になる。この結果、本発明は液晶パネルの製造工程を単純化することができるようになる
。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】従来の薄膜トランジスタ基板を部分的に図示した平面図。
【図２】図１に図示された薄膜トランジスタ基板をＩ-Ｉ'線に沿って切断して図示した断
面図。
【図３ａ】図２に図示された薄膜トランジスタ基板の製造方法を段階的に図示した断面図
。
【図３ｂ】図２に図示された薄膜トランジスタ基板の製造方法を段階的に図示した断面図
。
【図３ｃ】図２に図示された薄膜トランジスタ基板の製造方法を段階的に図示した断面図
。
【図３ｄ】図２に図示された薄膜トランジスタ基板の製造方法を段階的に図示した断面図
。
【図４】本発明の実施例に係る液晶パネルを部分的に図示した平面図。
【図５】図４に図示された液晶パネルをIII-III'、IV-IV'、Ｖ-Ｖ'線に沿って切断して図
示した断面図。
【図６ａ】本発明の実施例に係る液晶パネルの中から薄膜トランジスタ基板の製造方法の
中から第１マスク工程を説明するための平面図。
【図６ｂ】本発明の実施例に係る液晶パネルの中から薄膜トランジスタ基板の製造方法の
中から第１マスク工程を説明するための断面図。
【図７ａ】本発明の実施例に係る液晶パネルの中から薄膜トランジスタ基板の製造方法の
中から第２マスク工程を説明するための平面図。
【図７ｂ】本発明の実施例に係る液晶パネルの中から薄膜トランジスタ基板の製造方法の
中から第２マスク工程を説明するための断面図。
【図８ａ】本発明の第２マスク工程を具体的に説明するための断面図。
【図８ｂ】本発明の第２マスク工程を具体的に説明するための断面図。
【図８ｃ】本発明の第２マスク工程を具体的に説明するための断面図。
【図８ｄ】本発明の第２マスク工程を具体的に説明するための断面図。
【図９ａ】本発明の実施例に係る液晶パネルの中から薄膜トランジスタ基板の製造方法の
中から第３マスク工程を説明するための平面図。
【図９ｂ】本発明の実施例に係る液晶パネルの中から薄膜トランジスタ基板の製造方法の
中から第３マスク工程を説明するための断面図。
【図１０ａ】本発明の第３マスク工程を具体的に説明するための断面図。
【図１０ｂ】本発明の第３マスク工程を具体的に説明するための断面図。
【図１０ｃ】本発明の第３マスク工程を具体的に説明するための断面図。
【図１０ｄ】本発明の第３マスク工程を具体的に説明するための断面図。
【図１１ａ】本発明の実施例に係る液晶パネルの中から薄膜トランジスタ基板の製造方法
の中から第４マスク工程を説明するための平面図。
【図１１ｂ】本発明の実施例に係る液晶パネルの中から薄膜トランジスタ基板の製造方法
の中から第４マスク工程を説明するための断面図。
【図１２】本発明の他の実施例に係る液晶パネルを部分的に図示した断面図。
【符号の説明】
【００８９】
　２、１０２：ゲートライン
　４、１０４：データライン
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　６、１０６：薄膜トランジスタ
　８、１０８：ゲート電極
　１０、１１０：ソース電極
　１２、１１２：ドレイン電極
　１４、１１４：活性層
　１６、２４、３０、３８、１２４、１３０、１３８：コンタクトホール
　１８、１１８：画素電極
　２０、１２０：ストレージキャパシタ
　２２、１２２：ストレージ上部電極
　２６、１２６：ゲートパッド部
　２８、１２８：ゲートパッド下部電極
　３２、１３２：ゲートパッド上部電極
　３４、１３４：データパッド部
　３６、１３６：データパッド下部電極
　４０、１４０：データパッド上部電極
　４２、１４２：基板
　４４、１４４：ゲート絶縁膜
　４８、１４８：オーミック接触層
　５０、１５０：保護膜
　１５２：フォトレジストパターン
　１２５：リブ
　１２７：スペーサ
　１３３、２３３：液晶
　２００：上板
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