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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に保持容量素子を形成し、
　上記保持容量素子の上層に層間絶縁膜を介して画素電極の駆動用の薄膜トランジスタの
薄膜半導体層を、上記保持容量素子が平面的に上記薄膜半導体層と重なるように形成する
ようにした液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】
　上記基板上に保持容量用画素電極、保持容量用誘電膜および保持容量配線を順次形成す
ることにより、上記保持容量素子を形成するようにした請求項１記載の液晶表示装置の製
造方法。
【請求項３】
　上記保持容量用画素電極上に層間絶縁膜を形成し、上記層間絶縁膜上に上記薄膜半導体
層を形成し、上記薄膜半導体層上にゲート誘電膜を介してゲート配線を形成するようにし
た請求項２記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項４】
　ゲート配線を形成するとともに、上記薄膜トランジスタにおける拡散層と上記保持容量
用画素電極とを接続する導電層を形成するようにした請求項２記載の液晶表示装置の製造
方法。
【請求項５】
　信号配線を形成するとともに、上記薄膜トランジスタにおける拡散層と上記保持容量用
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画素電極とを接続する導電層を形成するようにした請求項２記載の液晶表示装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、液晶表示装置およびその製造方法に関し、特に、ＴＦＴアクティブマトリク
ス型液晶表示装置に適用して好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）アクティブマトリクス型の液晶表示装置においては、
それぞれの画素ごとに画素信号スイッチング用薄膜トランジスタが設けられている。これ
らの画素は水平方向および垂直方向に渡る配線によりマトリクス状にレイアウトされてい
る。この従来技術によるＴＦＴアクティブマトリクス型の液晶表示装置について以下に具
体的に説明する。
【０００３】
すなわち、図９に示すように、ＴＦＴアクティブマトリクス型液晶表示装置は、ＴＦＴア
クティブマトリクス型の液晶表示基板１０１上に、水平走査回路１０２、位相調整回路１
０３、画像信号供給スイッチ１０４、走査方向の制御を行う垂直走査回路１０５およびク
ロストークを防止するためのクロストーク防止回路１０６を搭載して構成される。なお、
符号１０７は外部ＩＣを示し、符号１０８はこの外部ＩＣ１０７の接続端子を示す。
【０００４】
また、画像信号供給スイッチ１０４や垂直走査回路１０５には、各画素制御用のＴＦＴ１
０９がマトリクス状に配設されている。このＴＦＴ１０９は、ソース／ドレイン電極ＳＤ
およびゲート電極Ｇにより構成されている。ゲート電極Ｇは垂直走査回路１０５に共通に
接続されている。ソース／ドレイン電極ＳＤは、画像信号供給スイッチ１０４およびクロ
ストーク防止回路１０６に共通的に接続されている。
【０００５】
以上のように構成されたＴＦＴアクティブマトリクス型の液晶表示装置における画素を図
１０に示す。図１０に示すように、遮光領域における石英ガラス基板１１１上に所定形状
の多結晶Ｓｉからなる薄膜半導体層１１２が設けられ、この薄膜半導体層１１２上にゲー
ト誘電膜１１３が設けられている。このゲート誘電膜１１３上にはゲート配線１１４が設
けられている。図示は省略するが、薄膜半導体層１１２中にはゲート配線１１４に対して
自己整合的にソース領域およびドレイン領域が形成されている。ゲート配線１１４からな
るゲート電極とこれらのソース領域およびドレイン領域とにより、画素電極駆動用の多結
晶ＳｉＴＦＴが構成されている。ドレイン領域の上方の所定部分におけるゲート誘電膜１
１３上には保持容量配線１１５が設けられている。この保持容量配線１１５とドレイン領
域との間にゲート誘電膜１１３を挟んだ構造により、保持用容量素子が構成されている。
【０００６】
ゲート配線１１４および保持容量配線１１５を覆うように層間絶縁膜１１６が設けられて
いる。この層間絶縁膜１１６およびゲート誘電膜１１３の所定部分にはコンタクトホール
１１７、１１８が設けられている。層間絶縁膜１１６上には、コンタクトホール１１７を
通じて多結晶ＳｉＴＦＴのドレイン領域に接続されて引き出し電極１１９が設けられてい
るとともに、コンタクトホール１１８を通じて多結晶ＳｉＴＦＴのソース領域に接続され
て信号配線１２０が設けられている。これらの引き出し電極１１９および信号配線１２０
を覆うように層間絶縁膜１２１が設けられている。引き出し電極１１９上の所定部分にお
ける層間絶縁膜１２１にはコンタクトホール１２２が設けられている。層間絶縁膜１２１
上にこのコンタクトホール１２２を通じて引き出し電極１１９と接続された上層遮光膜１
２３が設けられている。この上層遮光膜１２３と引き出し電極１１９および信号配線１２
０との重ね合わせにより、上方からの入射光に対して、画素開口領域以外の領域の全ての
遮光がなされている。上層遮光膜１２３を覆うように層間絶縁膜１２４が設けられている
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。上層遮光膜１２３上の所定部分におけるこの層間絶縁膜１２４にはコンタクトホール１
２５が設けられている。層間絶縁膜１２４上には、このコンタクトホール１２５を通じて
上層遮光膜１２３と接続された透明な画素電極１２６が設けられている。この画素電極１
２６を覆うように配向膜１２７が設けられている。
【０００７】
配向膜１２７上には液晶層１２８が設けられており、この液晶層１２８上に配向膜１２９
および対向共通電極１３０が設けられている。また対向共通電極１３０上には、透明の対
向電極用基板１３１が設けられている。
【０００８】
以上のように構成された液晶表示装置においては、ＴＦＴを構成する薄膜半導体層１１２
に接続された透明な画素電極１２６に印加する電圧によって、液晶層１２８中の液晶分子
の配向を変え、表示を制御する。
【０００９】
また、表示領域には、信号配線、ゲート配線、保持容量配線および薄膜トランジスタなど
が設けられている。これらの配線およびトランジスタは、ＴＦＴ基板中または対向基板中
に設けた画素間遮光領域内に配置される。この配置の一例を図１１に示す。図１１は、Ｔ
ＦＴ基板の信号配線と上層遮光膜とによって相補的に遮光領域を形成している場合の平面
レイアウトの一例である。
【００１０】
図１１に示すように、従来の液晶表示装置においては、ゲート配線１１４と保持容量配線
１１５とが互いにほぼ平行に設けられている。信号配線１２０がこれらのゲート配線１１
４および保持容量配線１１５と垂直な方向に設けられている。引き出し電極１１９がゲー
ト配線１１４と保持容量配線１１５とにまたがり、かつ信号配線１２０に重ならない領域
に設けられている。上層遮光膜１２３が隣接する２本の信号配線１２０にまたがり、この
隣接する２本の信号配線１２０間の保持容量配線１１５、ゲート配線１１４および引き出
し電極１１９を覆うような形状に設けられている。信号配線１２０と薄膜半導体層１１２
との重なる部分の端部にコンタクトホール１１８が形成されている。保持容量配線１１５
および信号配線１２０の下層には薄膜半導体層１１２が設けられている。保持容量配線１
１５には、コンタクトホール１１７を避けた凹形状の部分が設けられている。この凹形状
の重ならない部分に設けられたコンタクトホール１１７を通じて、薄膜半導体層１１２と
引き出し電極１１９とが接続されている。また、引き出し電極１１９と上層遮光膜１２３
との重なる領域の部分に、これらを接続するためのコンタクトホール１２２が形成されて
いる。また、上層遮光膜１１９の保持容量配線１１５と重なる領域の部分に、これらを接
続するためのコンタクトホール１２５が形成されている。
【００１１】
さて、上述のように構成された液晶表示装置は、近年、液晶プロジェクターのライトバル
ブとしても多く用いられている。これとともに、表示においてさらなる高光透過率および
高精細化が望まれている。これらの高光透過率および高精細化を実現するには、液晶表示
装置における画素間遮光領域の縮小化が必要である。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図１１に示すように、従来の液晶表示装置においては、トランジスタ、信
号配線１２０、ゲート配線１１４および保持容量配線１１５などがそれぞれ面積を占有し
、画素開口率を向上させる妨げになっていた。
【００１３】
したがって、この発明の目的は、保持容量面積を確保しつつ画素間遮光領域を縮小させる
ことができ、これによって、高光透過率で高精細化することができる液晶表示装置および
その製造方法を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
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すなわち、上記目的を達成するために、この発明の第１の発明は、
基板上に、画素電極の駆動用の薄膜トランジスタと保持容量素子とが設けられた液晶表示
装置において、
保持容量素子が薄膜トランジスタを構成する薄膜半導体層の下層に設けられている
ことを特徴とするものである。
【００１５】
この第１の発明において、典型的には、保持容量配線は一定の電位に設定可能に構成され
ている。そして、この第１の発明において、典型的には、表示領域の外側の保持容量配線
の両端部を接地し、電位を０Ｖの定電位に設定する。この定電位は、薄膜トランジスタの
しきい値電圧Ｖthに影響を与えない範囲であれば、対向共通電極や走査回路供給電源の電
位などと同様の電位にしてもよい。
【００１６】
この第１の発明において、ＴＦＴ基板の裏面側から薄膜トランジスタに入射する光の低減
を図るため、典型的には、保持容量配線は、平面的に薄膜トランジスタのチャネル形成領
域と重なりつつ覆う領域に設けられており、典型的には、保持容量配線の配置領域は、平
面的に薄膜トランジスタのチャネル形成領域に対して１．０μｍ程度の余裕を有して配置
される。また、この第１の発明において、斜め方向からの入射光に対する遮光性を向上さ
せるために、典型的には、保持容量配線は、薄膜トランジスタのチャネル形成領域より大
きい領域に配置され、好適には、薄膜トランジスタのチャネル形成領域に対して、この領
域の外側に向けて各方向に０．５μｍ以上大きい領域とする。
【００１７】
この第１の発明において、典型的には、保持容量用画素電極は、薄膜トランジスタのチャ
ネル形成領域に重なる領域で、かつチャネル形成領域よりも広い領域に設けられている。
【００１８】
この第１の発明において、誘電率と耐圧を向上させるために、典型的には、保持容量用誘
電膜は、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、または酸化シリコン膜と窒化シリコン膜との
積層膜から構成される。
【００１９】
この第１の発明において、保持容量素子における十分な保持容量Ｃs を確保するために、
典型的には、保持容量用誘電膜の膜厚は５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、好適には、１
０ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。
【００２０】
この発明の第２の発明は、
基板上に、画素電極の駆動用の薄膜トランジスタと保持容量素子とが設けられた液晶表示
装置の製造方法において、
基板上に保持容量素子を形成し、
保持容量素子の上層に層間絶縁膜を介して薄膜トランジスタを形成するようにした
ことを特徴とするものである。
【００２１】
この第２の発明において、典型的には、保持容量用画素電極上に層間絶縁膜を形成し、層
間絶縁膜上に薄膜半導体層を形成し、薄膜半導体層上にゲート誘電膜を介してゲート配線
を形成するようにする。そして、薄膜半導体層に形成されたソース／ドレイン領域と、薄
膜半導体層上にゲート誘電膜を介して形成されたゲート配線とにより、薄膜トランジスタ
が構成される。
【００２２】
この第２の発明において、典型的には、ゲート配線を形成するとともに、薄膜トランジス
タのソース／ドレイン領域と保持容量用画素電極とを接続する導電層を形成する。
【００２３】
この第２の発明において、典型的には、信号配線を形成するとともに、薄膜トランジスタ
のソース／ドレイン領域と保持容量用画素電極とを接続する導電層を形成する。
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【００２４】
また、この発明において、薄膜トランジスタを構成する薄膜半導体層は、典型的には多結
晶シリコン膜であるが、非晶質シリコン膜、単結晶シリコン膜、またはヒ化ガリウム（Ｇ
ａＡｓ）などの化合物半導体を用いることも可能である。
【００２５】
この発明において、典型的には、保持容量配線および保持容量用画素電極の少なくとも一
方の材料は、タングステン、モリブデン、タンタル、クロム、チタン、ケイ化タングステ
ン、ケイ化モリブデン、ケイ化タンタル、ケイ化クロム、ケイ化チタン、タングステン合
金、モリブデン合金、タンタル合金、クロム合金、チタン合金、および不純物がドープさ
れた多結晶シリコンからなる群より選ばれた材料から構成され、さらに、基板、誘電膜、
層間絶縁膜などとの密着性を確保するために、不純物が導入された多結晶シリコンとの２
層構造、または３層構造により構成してもよい。
【００２６】
また、この発明において、典型的には、ゲート配線は、タングステン膜、モリブデン膜、
タンタル膜、クロム膜、チタン膜、ケイ化タングステン膜、ケイ化モリブデン膜、ケイ化
タンタル膜、ケイ化クロム膜、ケイ化チタン膜、タングステン合金膜、モリブデン合金膜
、タンタル合金膜、クロム合金膜、チタン合金膜、または不純物が導入されたシリコン膜
から構成され、さらに、基板、誘電膜、層間絶縁膜などとの密着性を確保するために、不
純物が導入された多結晶シリコンとの２層構造、または３層構造により構成してもよい。
【００２７】
上述のように構成されたこの発明による液晶表示装置およびその製造方法によれば、保持
容量素子を薄膜トランジスタの下層に設けるようにしていることにより、保持容量素子の
レイアウトにおける他の配線や電極による制約を低減することができるので、その設計自
由度を向上させることができ、保持容量素子により平面的に占有される面積を低減するこ
とができる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態
の全図においては、同一または対応する部分には同一の符号を付す。
【００２９】
図１は、この発明の第１の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板の一例を示し、図２
は、このＴＦＴ基板の平面レイアウトの一例を示す。この液晶表示装置は例えばアクティ
ブマトリクス型の液晶表示装置である。
【００３０】
図１に示すように、この液晶表示装置においては、遮光領域における石英ガラス基板など
の絶縁性透明基板１上に所定形状の保持容量用画素電極２が設けられている。この保持容
量用画素電極２は、例えば膜厚が５０ｎｍのＷＳｉ膜からなる。この保持容量用画素電極
２上には保持容量用誘電膜３が設けられている。この保持容量用誘電膜３は例えば膜厚が
６０ｎｍのＳｉＯ2 膜からなる。この保持容量用誘電膜３上には、表示領域を横断するよ
うにパターンニングされた保持容量配線４が設けられている。この保持容量配線４は例え
ば膜厚が２００ｎｍのＷＳｉ膜からなる。この保持容量配線４と保持容量用画素電極２と
の間に保持容量用誘電膜３を挟んだ構造により、保持容量素子が構成されている。
【００３１】
また、保持容量配線４を覆うように層間絶縁膜５が設けられている。この層間絶縁膜５は
例えば膜厚が６００ｎｍのノンドープシリケートガラス（ＮＳＧ、珪酸ガラス）からなる
。保持容量用画素電極２上の層間絶縁膜５の部分にはコンタクトホール６が設けられてい
る。
【００３２】
層間絶縁膜５上に、所定形状の薄膜半導体層７が設けられている。この薄膜半導体層７は
例えば膜厚が７５ｎｍの多結晶Ｓｉからなる。図示は省略するが、薄膜半導体層７中には
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ＬＤＤ(Lightly Doped Drain) 構造のソース領域およびドレイン領域が形成されている。
この薄膜半導体層７上にゲート誘電膜８が設けられている。ゲート誘電膜８は例えば膜厚
が３０ｎｍのＳｉＯ2 膜からなる。このゲート誘電膜８上にはゲート配線Ｇが設けられて
いる。ゲート配線Ｇは、例えば膜厚が１００ｎｍのリン（Ｐ）などの不純物が高濃度にド
ープされた多結晶Ｓｉ膜９および例えば膜厚が１００ｎｍのＷＳｉ膜１０が順次積層され
た積層膜からなる。このゲート配線Ｇから構成されるゲート電極とＬＤＤ構造のソース領
域およびドレイン領域とにより、画素電極駆動用の多結晶ＳｉＴＦＴが構成されている。
【００３３】
また、薄膜半導体層７およびゲート配線Ｇを覆うように層間絶縁膜１１が設けられている
。この層間絶縁膜１１およびゲート誘電膜８の所定部分にコンタクトホール１２、１３が
形成されているとともに、コンタクトホール６上の層間絶縁膜１１の部分に開口１４が設
けられている。また、遮光領域における層間絶縁膜１１上に、コンタクトホール１２を通
じ多結晶ＳｉＴＦＴのソース領域に接続された信号配線１５が設けられている。また、層
間絶縁膜１１上に、コンタクトホール１３を通じ多結晶ＳｉＴＦＴのドレイン領域に接続
された引き出し電極１６が設けられ、この引き出し電極１６が開口１４およびコンタクト
ホール６を通じて保持容量用画素電極２に接続されている。これらの信号配線１５および
引き出し電極１６は、例えば膜厚が４００ｎｍの、Ｓｉを１％含むＡｌ合金からなる。こ
れらの引き出し電極１６および信号配線１５を覆うように層間絶縁膜１７が設けられてい
る。この層間絶縁膜１７は、例えばオゾン（Ｏ3 ）ガスとテトラエチルオキソシラン（Ｔ
ＥＯＳ）を原料ガスとして用いたＣＶＤ法により成膜された膜厚が４００ｎｍのリンシリ
ケートガラス（リン珪酸ガラス、ＰＳＧ）からなる。層間絶縁膜１７の所定部分における
引き出し電極１６上にはコンタクトホール１８が設けられている。
【００３４】
層間絶縁膜１７上には、導電性の上層遮光膜１９が設けられている。この上層遮光膜１９
は、例えば膜厚が２５０ｎｍのＴｉ膜からなる。上層遮光膜１９は、コンタクトホール１
８を通じて引き出し電極１６と接続されている。これらの上層遮光膜１９と引き出し電極
１６および信号配線１５との重ね合わせにより、上方からの入射光に対して、画素開口領
域以外の領域の全ての遮光がなされている。
【００３５】
上層遮光膜１９を覆うように層間絶縁膜２０が設けられている。この層間絶縁膜２０は、
例えばＴＥＯＳを原料ガスとして用いたプラズマＣＶＤ法により成膜された膜厚が２．５
μｍのＮＳＧ膜からなる。上層遮光膜１９上の所定部分におけるこの層間絶縁膜２０には
コンタクトホール２１が設けられている。また、層間絶縁膜２０の表面は、コンタクトホ
ール２１の部分を除いて、平坦化されている。層間絶縁膜２０上には、このコンタクトホ
ール２１を通じて上層遮光膜１９と接続された透明な画素電極２２が設けられている。こ
の画素電極２２は、例えば膜厚が１４０ｎｍのインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）からなる。
【００３６】
また、図示省略したが、この画素電極２２を覆うように配向膜（図示せず）が設けられて
いる。
【００３７】
以上のようにして構成されたＴＦＴ基板と、図示省略したガラス基板の一主面上に対向電
極としての透明電極および液晶の配向膜を順次積層したものとの間に液晶が封入されて、
液晶表示装置が構成されている。
【００３８】
図２Ａに、信号配線１５および引き出し電極１６の形成直後におけるＴＦＴ基板の平面レ
イアウトを示す。図２Ａに示すように、この第１の実施形態においては、信号配線１５が
互いに平行に設けられている。隣接する信号配線１５の間の領域には、引き出し電極１６
が設けられている。信号配線１５の長手方向に垂直な方向にゲート配線Ｇが設けられてい
る。保持容量用画素電極２が、信号配線１５に沿った部分と引き出し電極１６に沿った部
分とでＬ字型に設けられている。保持容量配線４（図２中、斜線部）が、その長手方向が
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このゲート配線Ｇに平行になるように設けられている。また、保持容量配線４には薄膜半
導体層７の部分を覆う凸形状の部分と、コンタクトホール６の領域を避ける凹形状の部分
とが設けられている。そして、引き出し電極１６とが重ならない領域における保持容量配
線４の凹形状の領域に設けられたコンタクトホール６を通じて、引き出し電極１６と保持
容量用画素電極２とが接続されている。
【００３９】
薄膜半導体層７は、ゲート配線Ｇに重なる部分と保持容量配線４に重なる部分とにおいて
Ｌ字型に設けられている。薄膜半導体層７の領域の信号配線１５と重なった領域の一端に
はコンタクトホール１２が形成されている。このコンタクトホール１２を通じて、薄膜半
導体層７と信号配線１５とが接続されている。薄膜半導体層７の領域における引き出し電
極１６と重なった領域の他端にはコンタクトホール１３が形成されており、薄膜半導体層
７と引き出し電極１６とがこのコンタクトホール１３を通じて接続されている。
【００４０】
図２Ｂは、画素電極２２の形成後におけるＴＦＴ基板の平面レイアウトを示す。図２Ｂに
示すように、互いに平行な隣接した信号配線１５間をまたがり、引き出し電極１６を重な
って、上層遮光膜１９が設けられている。上層遮光膜１９と引き出し電極１６との重なっ
た領域の部分にコンタクトホール１８が形成されている。このコンタクトホール１８を通
じて、上層遮光膜１９と引き出し電極１６とが互いに接続されている。画素電極２２は、
信号配線１５の部分と上層遮光膜１９の部分とに重なりつつ、信号配線１５および上層遮
光膜１９に覆われていない部分を覆うようにして設けられている。画素電極２２と上層遮
光膜１９との重なった領域にコンタクトホール２１が形成されている。このコンタクトホ
ール２１を通じて、上層遮光膜１９と画素電極２２とが接続されている。
【００４１】
次に、上述のように構成されたこの第１の実施形態による液晶表示装置の製造方法の一例
について説明する。
【００４２】
まず、図１に示すように、絶縁性透明基板１上に、例えばＣＶＤ法により、ＷＳｉ膜を形
成した後、この膜を各画素ごとの島状にパターニングすることにより保持容量用画素電極
２を形成する。次に、例えばＣＶＤ法により保持容量用画素電極２上にＳｉＯ2 膜からな
る保持容量用誘電膜３を形成する。この保持容量用誘電膜３の形成における加熱温度は例
えば８００℃である。次に、例えばＣＶＤ法により、全面にＷＳｉ膜を形成した後、この
膜を表示領域を横断するようにパターンニングすることにより保持容量配線４を形成する
。次に、全面に、例えば常圧化学気相成長（ＡＰ－ＣＶＤ）法によりＮＳＧ膜を成膜する
ことによって、層間絶縁膜５を形成する。
【００４３】
次に、例えば減圧化学気相成長（ＬＰ－ＣＶＤ）法により層間絶縁膜５上に薄膜Ｓｉ層を
形成し、例えば熱処理を行うことによって結晶粒を成長させた後、この薄膜Ｓｉ層をパタ
ーンニングすることにより、多結晶Ｓｉからなる薄膜半導体層７を形成する。次に、薄膜
半導体層７表面を酸化した後、全面に例えばホウ素（Ｂ）などのｐ型不純物を低濃度にイ
オン注入する。
【００４４】
次に、例えばＣＶＤ法により薄膜半導体層７上にＳｉＯ2 膜を成膜することにより、ゲー
ト誘電膜８を形成する。
【００４５】
次に、例えばＬＰ－ＣＶＤ法によりゲート誘電膜８上に多結晶Ｓｉ膜９を形成した後、例
えばＰＯＣｌ3 ガス中において熱処理を行うことにより、多結晶Ｓｉ膜９中にＰを拡散さ
せ、低比抵抗化させる。次に、この多結晶Ｓｉ膜９上に、例えばＣＶＤ法によりＷＳｉ膜
１０を形成する。その後、この多結晶Ｓｉ膜９およびＷＳｉ膜１０からなる積層膜をゲー
ト配線形状にパターニングすることにより、ゲート配線Ｇを形成する。
【００４６】
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次に、全面にｎ型不純物のＰを低濃度でイオン注入する。次に、リソグラフィ工程により
レジストパターン（図示せず）を形成することによって、ｐチャネルＭＯＳトランジスタ
の形成領域と、ｎチャネルＭＯＳトランジスタの形成領域におけるＬＤＤ形成部とをマス
クした後、例えばＡｓなどのｎ型不純物を高濃度にイオン注入する。これにより、薄膜ト
ランジスタを始めとするｎチャネルＭＯＳトランジスタにおいて、ＬＤＤ構造を有するソ
ース／ドレイン領域が形成される。その後、レジストパターンを除去する。
【００４７】
次に、リソグラフィ工程によりレジストパターン（図示せず）を形成することによって、
薄膜トランジスタおよび回路内のｎチャネルＭＯＳトランジスタの形成領域をマスクした
後、例えばＢなどのｐ型不純物を高濃度にイオン注入し、回路内のｐチャネルＭＯＳトラ
ンジスタを形成する。
【００４８】
次に、Ｏ3 ガスとＴＥＯＳガスとを用いたＣＶＤ法により、全面にＰＳＧ膜を成膜するこ
とにより、層間絶縁膜１１を形成する。その後、高温で熱処理を行うことにより、ソース
領域およびドレイン領域のイオン注入領域の結晶性を回復させ、不純物を活性化させる。
【００４９】
次に、表示領域の左右端の保持容量配線４の部分と、コンタクトホール６の形成領域とに
開口を有するレジストパターンを形成した後、例えばウェットエッチング法により層間絶
縁膜１１をエッチングする。これにより、開口１４が形成される。
【００５０】
次に、リソグラフィ工程により、表示領域の左右端の保持容量配線４の部分と、コンタク
トホール６、１２、１３の形成領域に開口を有するレジストパターンを形成する。次に、
このレジストパターンをマスクとして、例えばドライエッチング法によりエッチングを行
う。これにより、薄膜半導体層７上の層間絶縁膜１１の部分にコンタクトホール１２、１
３が形成されるとともに、保持容量用画素電極２上の層間絶縁膜５の部分にコンタクトホ
ール６が形成される。また、図示省略したが、保持容量配線２、ゲート配線Ｇおよび画素
外の回路の部分に所定のコンタクトホールが形成される。その後、レジストパターンを除
去する。
【００５１】
次に、例えばスパッタリング法により、全面に、Ｓｉを１％含むＡｌ合金（Ａｌ－Ｓｉ合
金）膜を成膜する。次に、リソグラフィ工程により、信号配線１５および引き出し電極１
６の形成領域上と、回路内配線およびパッド（いずれも図示せず）の形成領域上とにレジ
ストパターン（図示せず）を形成する。次に、このレジストパターンをマスクとして、例
えばドライエッチング法によりＡｌ合金膜をパターニングする。これにより、信号配線１
５および引き出し配線１６を形成するとともに、パッドおよび回路内配線を形成する。な
お、これらの配線や電極は、Ａｌ－Ｓｉ合金以外にも、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ合金、Ａｌ－Ｃ
ｕ合金などのＡｌ基合金や、Ｃｕ基合金を用いてもよく、さらには、これらのＡｌ基合金
やＣｕ基合金の下層もしくは上層に、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＯＮ、ＷＳｉなどのバリアメタ
ルを設けた多層構造としてもよい。
【００５２】
次に、例えばＯ3 ガスとＴＥＯＳガスとを用いたＣＶＤ法により、全面にＰＳＧ膜を成膜
することにより、層間絶縁膜１７を形成する。次に、層間絶縁膜１７上にコンタクトホー
ル１８およびパッドの形成領域に開口を有するレジストパターン（図示せず）を形成する
。その後、このレジストパターンをマスクとして、例えばドライエッチング法により、層
間絶縁膜１７を、引き出し電極１６の表面が露出するまでエッチングする。これにより、
パッドに接続するためのコンタクトホールが形成されるとともに、引き出し電極１６上に
コンタクトホール１３が形成される。その後、レジストパターンを除去する。
【００５３】
次に、例えばスパッタリング法により全面にＴｉ膜を成膜した後、リソグラフィ工程およ
びエッチング工程によりこのＴｉ膜を所定形状にパターニングすることによって、上層遮
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光膜１９を形成する。
【００５４】
次に、例えばＴＥＯＳガスを用いたプラズマＣＶＤ法により、ＮＳＧ膜を成膜することに
よって、層間絶縁膜２０を形成する。
【００５５】
次に、リソグラフィ工程により、層間絶縁膜２０上にコンタクトホール２１の形成領域と
パッドの形成領域とに開口を有するレジストパターン（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、例えばドライエッチング法により層間絶縁膜２０をエッ
チングする。これによって、コンタクトホール２１が形成されるとともに、パッド表面が
露出する。その後、レジストパターンを除去する。
【００５６】
次に、Ｈを４％含んだＮ2 ガス中において熱処理を行うことにより、トランジスタ特性を
向上させる。
【００５７】
次に、例えばスパッタリング法により全面にＩＴＯ膜を成膜した後、このＩＴＯ膜をパタ
ーニングすることにより、透明の画素電極２２を形成する。
【００５８】
その後、画素電極２２上に配向膜を形成して、ＴＦＴ基板を製造した後、従来公知の方法
にしたがってプロセスを進め、目的とする液晶表示装置を完成させる。
【００５９】
以上説明したように、この第１の実施形態によれば、薄膜トランジスタを構成する薄膜半
導体層７の下層に保持容量配線４、保持容量用誘電膜３および保持容量用画素電極２から
構成される保持容量素子を設けていることにより、保持容量配線４および保持容量用画素
電極３が、平面的にＴＦＴのゲート配線Ｇなどの他の配線による制約を受けることがない
ので、画素間遮光面積を低減しつつ保持用容量素子の容量形成面積を十分に確保すること
ができ、その保持容量Ｃs を十分に確保することができる。このため、各画素の薄膜トラ
ンジスタがオフのときの画素信号電位を安定化することができるので、表示画質を向上さ
せることができる。また、保持容量配線４を、薄膜トランジスタのチャネル形成領域に対
して、平面的に１．０μｍ以上の余裕を有し、各方向に０．５μｍ以上の幅を有する領域
に配置されていることにより、ＴＦＴ基板の裏面側からの光入射に対して、保持容量用画
素電極２および保持容量配線４がＴＦＴに対する遮光膜として働き、斜め方向から薄膜ト
ランジスタに入射する光を低減することができるので、光励起電流に起因した画質の劣化
を防止することができ、表示画質のさらなる向上を図ることができる。したがって、画素
間遮光面積を低減しつつ表示画質の向上を図ることができるので、液晶表示装置における
高光透過率および高精細化を実現することができる。
【００６０】
次に、この発明の第２の実施形態による液晶表示装置について説明する。図３はこの第２
の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板の一例を示す。
【００６１】
図３に示すように、この第２の実施形態による液晶表示装置においては、第１の実施形態
と異なり、層間絶縁膜１７上にその表面が平坦化された層間絶縁膜３１が設けられている
。引き出し電極１６上の層間絶縁膜３１、１７の部分にコンタクトホール３２が設けられ
ている。層間絶縁膜３１上には上層遮光膜１９が設けられており、コンタクトホール３２
を通じて引き出し電極１６と上層遮光膜１９とが接続されている。層間絶縁膜３１上に上
層遮光膜１９を覆うように層間絶縁膜３３が設けられている。上層遮光膜１９上の層間絶
縁膜３３の部分にはコンタクトホール３４が設けられている。層間絶縁膜３３上には画素
電極２２が設けられており、コンタクトホール３４を通じて、画素電極２２と上層遮光膜
１９とが接続されている。その他の構成については第１の実施形態と同様であるので説明
を省略する。
【００６２】
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以上のように構成された液晶表示装置の製造方法においては、まず、第１の実施形態にお
けると同様にして層間絶縁膜１７の形成まで行う。次に、第１の実施形態とは異なり、層
間絶縁膜１７上に層間絶縁膜３１を形成する。次に、例えばＣＭＰ法により層間絶縁膜３
１表面を平坦化する。次に、リソグラフィ工程およびエッチング工程により、引き出し電
極１６上の層間絶縁膜１７、３１の部分にコンタクトホール３２を形成する。次に、例え
ばスパッタリング法により全面にＴｉ膜を形成した後、このＴｉ膜をパターニングするこ
とにより、上層遮光膜１９を形成する。次に、例えばＣＶＤ法により、上層遮光膜１９を
覆うようにして層間絶縁膜３１上に層間絶縁膜３３を形成する。次に、上層遮光膜１９上
の層間絶縁膜３３の部分にコンタクトホール３４を形成する。その後、例えばスパッタリ
ング法により全面にＩＴＯ膜を成膜した後、このＩＴＯ膜を所定形状にパターニングする
ことにより、所定形状の画素電極２２を形成する。液晶表示装置の製造方法におけるその
他のプロセスについては第１の実施形態におけると同様であるので、説明を省略する。
【００６３】
この第２の実施形態によれば、薄膜半導体層７の下層に保持容量素子を設けるようにして
いることにより、第１の実施形態と同様の効果を得ることができるとともに、平坦化され
た層間絶縁膜３１上に上層遮光膜１９を設けるようにしていることにより、上層遮光膜１
９のカバレッジ形状を改善することができ、対向基板側からの入射光を効率よく遮光する
ことができる。また、信号配線１５と上層遮光膜１９との間の寄生容量を低減することが
できる。したがって、この液晶表示装置における表示画質のさらなる向上を図ることがで
きる。
【００６４】
次に、この発明の第３の実施形態による液晶表示装置について説明する。図４はこの第３
の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板の一例を示す。
【００６５】
図４に示すように、この第３の実施形態による液晶表示装置においては、第１の実施形態
とは異なり、信号配線１５および引き出し電極１６を、Ｓｉを１％含むＡｌ合金膜４１ａ
上に例えばＴｉＮ膜４１ｂを設けた２層構造とする。そして、これらの信号配線１５およ
び引き出し電極１６を覆うように層間絶縁膜１７が設けられている。また、層間絶縁膜１
７上には上層遮光膜が設けられておらず、その表面が平坦化された層間絶縁膜４２が設け
られている。引き出し電極１６上の層間絶縁膜１７、４２の部分にコンタクトホール４３
が形成されている。層間絶縁膜４２上に画素電極２２が設けられている。画素電極２２と
引き出し電極１６とはコンタクトホール４３を通じて接続されている。また、図示は省略
するが、第１の実施形態におけるＴＦＴ基板の上層遮光膜１９に対応する画素間遮光領域
は、ＴＦＴ基板の上方の液晶層を介した対向基板中に設けられている。液晶表示装置のそ
の他の構成については第１の実施形態におけると同様であるので、説明を省略する。
【００６６】
以上のように構成された第３の実施形態による液晶表示装置の製造方法においては、まず
、第１の実施形態におけると同様にして層間絶縁膜１１の形成まで行う。その後、開口１
４およびコンタクトホール６、１２、１３を順次形成する。次に、例えばスパッタリング
法により、全面にＳｉを１％含むＡｌ合金膜４１ａを形成した後、Ａｌ合金膜４１ａ上に
ＴｉＮ膜４１ｂを形成する。次に、このＴｉＮ膜４１ｂおよびＡｌ合金膜４１ａからなる
積層膜を所定形状にパターニングすることにより、信号配線１５および引き出し電極１６
を形成する。次に、これらの信号配線１５および引き出し電極１６を覆うようにして、全
面に層間絶縁膜１７を形成する。次に、例えばＣＶＤ法により、層間絶縁膜１７上に層間
絶縁膜４２を形成する。その後、例えばＣＭＰ法によりその表面を研磨することにより平
坦化する。次に、リソグラフィ工程およびエッチング工程により、引き出し電極１６上の
層間絶縁膜１７、４２の部分を、ＴｉＮ膜４１ｂの表面が露出するまでエッチングするこ
とにより、コンタクトホール４３を形成する。次に、層間絶縁膜４２上の全面に、例えば
スパッタリング法により、コンタクトホール４３を通じ引き出し電極１６と電気的に接続
するようにして、例えばＩＴＯ膜を形成する。その後、このＩＴＯ膜を所定形状にパター
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ニングすることにより、画素電極２２を形成する。液晶表示装置の製造方法におけるその
他のプロセスに関しては、第１の実施形態におけると同様であるので、説明を省略する。
【００６７】
また、この第３の実施形態の他の例として、薄膜半導体層７上の層間絶縁膜１１、１７、
４２の部分にコンタクトホール（図示せず）を設け、このコンタクトホールを通じて画素
電極２２と薄膜半導体層７とを直接接続することも可能である。
【００６８】
この第３の実施形態によれば、薄膜半導体層７の下層に保持容量素子を設けれいることに
より、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、ＴＦＴ基板中に上層遮光
膜１９を設けないようにし、引き出し電極１６と画素電極２２とを直接接続しているが、
引き出し電極１６をＳｉを１％含むＡｌ合金膜４１ａ上にＴｉＮ膜４１ｂを設けた２層構
造としていることにより、引き出し電極１６と画素電極２２との間で良好な電気的接続を
確保することができる。
【００６９】
次に、この発明の第４の実施形態による液晶表示装置の一例について説明する。図５はこ
の第４の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板の一例を示す。
【００７０】
図５に示すように、この第５の実施形態による液晶表示装置においては、第１の実施形態
とは異なり、絶縁性透明基板１上に所定形状の保持容量配線４が設けられている。保持容
量配線４上には保持容量用誘電膜３を介して保持容量用画素電極２が設けられている。保
持容量用画素電極２上の層間絶縁膜５の部分にコンタクトホール６が設けられている。こ
のコンタクトホール６を通じて保持容量用画素電極２と引き出し電極１６とが電気的に接
続されている。液晶表示装置におけるその他の構成に関しては第１の実施形態におけると
同様であるので説明を省略する。
【００７１】
以上のように構成された液晶表示装置の製造方法においては、まず、第１の実施形態と異
なり、例えばＣＶＤ法により、絶縁性ガラス基板１上に例えば膜厚が２００ｎｍのＷＳｉ
膜、例えば膜厚が６０ｎｍのＳｉＯ2 膜および例えば膜厚が５０ｎｍのＷＳｉ膜を順次成
膜する。次に、リソグラフィ工程およびエッチング工程により、このＷＳｉ／ＳｉＯ2 ／
ＷＳｉ膜からなる積層膜をパターニングすることにより、保持容量用画素電極２、保持容
量用誘電膜３、保持容量配線４を形成し、これらからなる保持容量素子を形成する。液晶
表示装置の製造方法におけるその他のプロセスに関しては、第１の実施形態におけると同
様であるので、説明を省略する。
【００７２】
この第４の実施形態によれば、薄膜半導体層７の下層に保持容量素子を設けるようにして
いることにより、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、保持容量用画
素電極２の下層に保持容量配線４を設けて、第１の実施形態における保持容量素子と積層
構造を反対にしていることにより、コンタクトホール６の形成領域を確保するために、保
持容量配線４の一部を除去する必要がなくなる。これにより、保持容量素子の保持容量面
積をさらに増加させることができるので、その保持容量Ｃs を増加させることができる。
【００７３】
次に、この発明の第５の実施形態による液晶表示装置について説明する。図６はこの第５
の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板の一例を示す。
【００７４】
図６に示すように、この第５の実施形態による液晶表示装置においては、第１の実施形態
と異なり、層間絶縁膜５に形成されたコンタクトホール６を通じて保持容量用画素電極２
に接続された引き出し電極６１が、ゲート電極Ｇと同様の構造、すなわち多結晶Ｓｉ膜９
とＷＳｉ膜１０との積層膜から構成されている。この引き出し電極６１の一端部は薄膜半
導体層７のドレイン領域の部分に接続されている。これにより、薄膜トランジスタのドレ
イン領域と保持容量用画素電極２とが電気的に接続されている。また、層間絶縁膜１１に
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形成されたコンタクトホール１３を通じて、薄膜半導体層７のドレイン領域に、例えばＳ
ｉを１％含むＡｌ合金膜からなる電極６２が接続されている。液晶表示装置におけるその
他の構成に関しては、第１の実施形態におけると同様であるので説明を省略する。
【００７５】
以上のように構成された液晶表示装置の製造方法においては、まず、第１の実施形態と同
様にして薄膜半導体層７上のゲート誘電膜８の形成まで行う。次に、第１の実施形態と異
なり、リソグラフィ工程およびエッチング工程により、保持容量用画素電極２上の層間絶
縁膜５の部分にコンタクトホール６を形成する。次に、例えばＬＰ－ＣＶＤ法により、全
面にＰがドープされた多結晶Ｓｉ膜９とＷＳｉ膜１０とを順次成膜することにより、積層
膜を形成する。次に、この積層膜をゲート配線Ｇの形状、および平面的に薄膜半導体層７
のドレイン領域に重なりつつ、コンタクトホール６を通じて保持容量用画素電極２に接続
可能な形状にパターニングする。これにより、多結晶Ｓｉ膜９とＷＳｉ膜１０との積層膜
からなるゲート配線Ｇおよび引き出し電極６１が形成される。その後、これらのゲート配
線Ｇおよび引き出し電極６１を覆うように層間絶縁膜１１を形成し、層間絶縁膜１１の薄
膜半導体層７上の部分にコンタクトホール１２、１３を形成する。次に、スパッタリング
法によりＳｉを１％含むＡｌ合金膜を形成した後、このＡｌ合金膜を信号配線１５および
電極６２の形状にパターニングする。これにより、コンタクトホール１２を通じて薄膜半
導体層７のソース領域に接続される信号配線１５が形成されるとともに、薄膜半導体層７
のドレイン領域に接続される電極６２が形成される。次に、Ｏ3 ガスとＴＥＯＳガスとを
用いたＣＶＤ法により、全面にＰＳＧからなる層間絶縁膜１７を形成する。この液晶表示
装置の製造方法におけるその他のプロセスに関しては、第１の実施形態におけると同様で
あるので、説明を省略する。
【００７６】
この第５の実施形態によれば、薄膜半導体層７の下層に保持容量素子を設けるようにして
いることにより、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７７】
次に、この発明の第６の実施形態による液晶表示装置について説明する。図７はこの第６
の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板の一例を示す。
【００７８】
この第６の実施形態による液晶表示装置においては、第５の実施形態と異なり、保持容量
用画素電極２上の層間絶縁膜５の部分に形成されたコンタクトホール６の内部に、例えば
Ｗからなるコンタクトプラグ７１が埋め込まれている。層間絶縁膜５上にコンタクトプラ
グ７１と接続されて、多結晶Ｓｉ膜９およびＷＳｉ膜１０を順次積層した積層膜からなる
引き出し電極７２が設けられている。これによって、保持容量用画素電極２と引き出し電
極７２とが、コンタクトプラグ７１を通じて電気的に接続されている。液晶表示装置にお
けるその他の構成に関しては、第５の実施形態におけると同様であるので説明を省略する
。
【００７９】
以上のように構成された液晶表示装置の製造方法においては、まず、第１の実施形態と同
様にして、層間絶縁膜５の形成まで行う。次に、第１の実施形態と異なり、リソグラフィ
工程およびエッチング工程により、保持容量用画素電極２上の層間絶縁膜５の部分にコン
タクトホール６を形成する。次に、例えばブランケットＷ－ＣＶＤ法により、コンタクト
ホール６の内部に埋め込むようにして、全面にＷ膜を成膜する。次に、例えば三フッ化塩
素（ＣｌＦ3 ）ガスをエッチングガスとして、Ｗ膜のエッチバックを行う。これにより、
コンタクトホール６の内部にＷからなるコンタクトプラグ７１が埋め込まれる。次に、第
１の実施形態と同様にして、薄膜半導体層７およびゲート誘電膜８を順次形成する。次に
、例えばＬＰ－ＣＶＤ法により、全面にＰがドープされた多結晶Ｓｉ膜９とＷＳｉ膜１０
とを順次成膜することにより、積層膜を形成する。次に、この積層膜をゲート配線Ｇの形
状、およびコンタクトプラグ７１に接続しつつ、一端部が薄膜半導体層７に重なるような
形状にパターニングする。これにより、多結晶Ｓｉ膜９とＷＳｉ膜１０との積層膜からな
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るゲート配線Ｇおよび引き出し電極７２が形成される。その後、これらのゲート配線Ｇお
よび引き出し電極７２を覆うように層間絶縁膜１１を形成する。この液晶表示装置の製造
方法におけるその他のプロセスに関しては、第１の実施形態におけると同様であるので、
説明を省略する。
【００８０】
この第６の実施形態によれば、薄膜半導体層７の下層に保持容量素子を設けるようにして
いることにより、第１の実施形態および第５の実施形態と同様の効果を得ることができる
。また、引き出し電極７２と保持容量用画素電極２とをコンタクトプラグ７１を介して接
続するようにしていることにより、引き出し電極７２のカバレッジ形状をより改善するこ
とができる。
【００８１】
次に、この発明の第７の実施形態による液晶表示装置について説明する。図８はこの第７
の実施形態による液晶表示装置の平面レイアウトの一例を示す。
【００８２】
図８に示すように、この第７の実施形態による液晶表示装置においては、第１の実施形態
と異なり、保持容量配線４（図８中、斜線部）を、信号配線１５に重なる領域で、信号配
線１５の長手方向に延長させて設けるようにする。すなわち、保持容量配線４は、信号配
線１５および引き出し電極１６の下層かつ重なる領域で、それらの形状に沿って格子状に
設けられている。この第７の実施形態による液晶表示装置の構成およびその製造方法に関
しては第１の実施形態におけると同様であるので、説明を省略する。
【００８３】
この第７の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得ることができるとともに
、保持容量配線４を、信号配線１５の下層でかつ重なる領域に、信号配線１５の長手方向
に延長した形状、すなわち格子状に形成していることにより、保持容量面積をさらに増加
させることができるので、より信頼性の高い液晶表示装置を得ることができる。
【００８４】
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。
【００８５】
例えば、上述の実施形態において挙げた数値、構造、形状、材料、プロセスなどはあくま
でも例に過ぎず、必要に応じてこれと異なる数値、構造、形状、材料、プロセスなどを用
いてもよい。
【００８６】
また、上述の第１の実施形態においては、保持容量用誘電膜３として、ＳｉＯ2 膜を用い
ているが、保持容量用誘電膜３として、ＳｉＮ膜や、ＳｉＯ2 ／ＳｉＮ／ＳｉＯ2 膜など
を用いることも可能である。
【００８７】
また、上述の第１の実施形態においては、保持容量用画素電極２および保持容量配線４と
してＷＳｉ膜を用いているが、これらの保持容量用画素電極２および保持容量配線４とし
て、不純物をドープした多結晶Ｓｉ膜を用いることも可能である。また、ゲート配線Ｇを
多結晶Ｓｉ膜９上にＷＳｉ膜１０を設けた積層膜としているが、多結晶Ｓｉ膜９上に設け
る膜として、Ｗ膜、Ｍｏ膜、Ｔａ膜、Ｃｒ膜およびＴｉ膜を用いることが可能である。ま
た、これらのシリサイド膜や合金膜を用いることも可能である。
【００８８】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、保持容量素子を、薄膜トランジスタを構成する
薄膜半導体層の下層に設けるようにしていることにより、保持容量素子の設計自由度を向
上させることができるので、保持容量面積を確保しつつ画素間遮光領域を縮小させること
ができ、これによって、高光透過率で高精細化された液晶表示装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】この発明の第１の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板を示す断面図である
。
【図２】この発明の第１の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板における平面レイア
ウトを示す平面図である。
【図３】この発明の第２の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板を示す断面図である
。
【図４】この発明の第３の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板を示す断面図である
。
【図５】この発明の第４の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板を示す断面図である
。
【図６】この発明の第５の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板を示す断面図である
。
【図７】この発明の第６の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板を示す断面図である
。
【図８】この発明の第７の実施形態による液晶表示装置のＴＦＴ基板における平面レイア
ウトを示す平面図である。
【図９】従来技術による液晶表示装置を示すブロック図である。
【図１０】従来技術による液晶表示装置を示す断面図である。
【図１１】従来技術による液晶表示装置の平面レイアウトを示す平面図である。
【符号の説明】
１・・・絶縁性透明基板、２・・・保持容量用画素電極、３・・・保持容量用誘電膜、４
・・・保持容量配線、６、１２、１３、１８、２１、３２、３４、４３・・・コンタクト
ホール、７・・・薄膜半導体層、１６、６１、７２・・・引き出し電極、１９・・・上層
遮光膜、２２・・・画素電極、Ｇ・・・ゲート配線

【図１】 【図２】
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