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液晶表示装置

技術分野

０００1 本発明は、表示画面の観察者側から人射した光に反応するフォトダイオードを備え

た液品表示装置に関する。

背景技術

０００2 近年、液品表示装置は、省電力、薄型、軽量れ、った特徴から、コンピュータ、携帯

電話、P 、ゲーム機の表示装置として広く採用されている。一般に、液品表示装

置は、液品表示パネルと、それを背面から照明するバックライトとを備えている。液品

表示パネルは、アクティブマトリクス基板と対向基板とで液品層を挟み込んで構成さ

れている。

０００3 アクティブマトリクス基板は、ガラス基板上に複数の画素をマトリクス状に形成して構

成されている。また、カラー表示が行われる場合は、通常、 画素は、3つのサブ画素

によって構成されている。各サブ画素は、 と画素電極とで構成されている。更に

、対向基板は、ガラス基板上に対向電極とカラーフィルタとを備えている。カラーフィ

ルタは、サブ画素毎に、赤色 ( ) 、緑色 (G)又は青色 ( )の着色層を有している。

０００4 この液品表示装置においては、各画素電極と対向電極との間に印加される電圧が

調整され、サブ画素毎に液品層の透過率が調整される。この結果、液品層及び着色

層を透過したバックライトの照明光により、表示画面上に画像が表示される。

０００5 このよぅに、従来からの液品表示装置は、画像を表示する機能を備えているが、近

年、画像の取り込み機能をも備えた液品表示装置が提案されている (例えば、特許

文献 参照。)。特許文献 に開示の液品表示装置では、アクティブマトリクス基板上

に、複数のフォトダイオードがマトリクス状に形成されており、液品表示パネルがエリア

センサとして機能する。

０００6 また、特許文献 において、各フォトダイオードとしては、ラテラル構造のフォトダイ

オードが用いられている。各フォトダイオードは、 のプロセスを利用して、 と

共通のシリコン膜に、 型の半導体領域、光検出領域 (イントリンシ、ソク領域) 、 型の



半導体領域を順に設けて形成されている。但し、このフォトダイオードは、その構造上

、観察者側から人射する光だけでなく、バックライトからの照明光にょっても反応する

０００7 このため、特許文献 においては、一般的な液品表示装置と異なり、対向基板側に

バックライトが配置され、そして、照明光を遮光するため、フォトダイオードの 層に接

続された配線が 層の上面を覆っている。この構成では、層の上面を覆ぅ配線が遮光

膜となるため、フォトダイオードが照明光に反応してしまぅのを抑制できる。

０００8 また、この構成のみでは、帽の上面を覆ぅ配線と 層に接続された配線との間に隙

間ができ (特許文献 の第6 図参照。) 、この隙間からフォトダイオードに照明光が人

射する可能性がある。ょって、特許文献 では、この隙間を通過しょぅとする照明光を

も遮光するため、配線とフォトダイオードとの間の層に、第 2 の遮光膜が形成されてい
る。第 2 の遮光膜は、 のゲート電極の形成工程を利用して形成されている。

特許文献 1 特開2 ００6 3857号公報 (第 7 頁、第 5 図、第6 図)

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００9 ところで、特許文献 において、第 2 の遮光膜は、導電性の金属材料で形成されて

いる。更に、フォトダイオードを構成するシリコン膜と第 2 の遮光膜との間には、薄い絶

縁層が存在するのみである。このため、光検出領域には空乏層が生じ難くなっている

。この結果、特許文献 の液品表示装置においては、フォトダイオードに暗電流が発

生し易く、画質の低い撮像画像しか得られないとレづ問題がある。

００1 ０ 本発明の目的は、上記問題を解消し、フォトダイオードにおける暗電流の発生を抑

制しつつ、フォトダイオードが照明光にょって反応するのを阻止し得る液品表示装置

を提供することにある。

課題を解決するための手段

００1 1 上記 目的を達成するために本発明における液品表示装置は、液品表示パネルと、

バックライトとを備え、前記液品表示パネルは、複数の画素がマトリクス状に配置され

たアクティブマトリクス基板と、液品層と、カラーフィルタが設けられた対向基板とを備

え、前記複数の画素は、それぞれ3 つのサブ画素を備え、前記カラーフィルタは、前



記サブ画素毎に、赤色、緑色又は青色の着色層を備えた液品表示装置であって、

前記バックライトは、前記液品表示パネルを、その前記対向基板側から照明するよぅ

に配置され、前記アクティブマトリクス基板は、更に、表示領域内に複数のフォトダイ

オードを備え、前記フォトダイオードは、人射光の波長が短いほど感度が増加する特

性を有し、且つ、前記フォトダイオードの光検出領域が当該液品表示装置の厚み方

向において赤色の前記着色層に重なるよぅに、配置されていることを特徴とする。

発明の効果

００12 以上のよぅに本発明における液品表示装置では、フォトダイオードとバックライトとの

間に赤色の着色層が介在している。よって、照明光に含まれる光成分のぅち赤色光

のみがフォトダイオードへと向かぅことになるが、本発明で用いられるフォトダイオード

は、赤色光のよぅな波長の短い光に対する感度が低いれづ特性を有している。

００13 このため、本発明における液品表示装置によれば、フォトダイオードが照明光によ

って反応するのを抑制できる。また、導電性の金属材料によって遮光膜を設ける必要

がないため、フォトダイオードにおける暗電流の発生も抑制できる。

００14 図 図 は、本発明の実施の形態における液品表示装置の構成を部分的に示す平

面図である。

図2 図2は、図 中の切断線 に沿って切断して得られた断面を示す断面図で

ある。

図3 図3は、図 及び図2に示したフォトダイオードの分光感度を示すグラフである。

発明を実施するための最良の形態

００15 本発明における液品表示装置は、液品表示パネルと、バックライトとを備え、前記液

品表示パネルは、複数の画素がマトリクス状に配置されたアクティブマトリクス基板と、

液品層と、カラーフィルタが設けられた対向基板とを備え、前記複数の画素は、それ

ぞれ3つのサブ画素を備え、前記カラーフィルタは、前記サブ画素毎に、赤色、緑色

又は青色の着色層を備えた液品表示装置であって、前記バックライトは、前記液品

表示パネルを、その前記対向基板側から照明するよぅに配置され、前記アクティブマ
トリクス基板は、更に、表示領域内に複数のフォトダイオードを備え、前記フォトダイオ



一ドは、人射光の波長が短いほど感度が増加する特性を有し、且つ、前記フォトダイ

オードの光検出領域が当該液品表示装置の厚み方向において赤色の前記着色層

に重なるよぅに、配置されていることを特徴とする。

００16 また、上記本発明における液品表示装置は、前記フォトダイオードが、前記アクティ
ブマトリクス基板のべ一ス基板上に設けられたシリコン膜によって形成され、前記シリ

コン膜は、多結品シリコンまたは連続粒界結品シリコンによって形成され、且つ、前記

シリコン膜の面方向に沿って順に設けられた、第 導電型の半導体領域、真性半導

体領域、及び前記第 導電型と逆の第2導電型の半導体領域を備え、前記真性半導

体領域が、前記光検出領域となる態様であっても良い。

００17 上記態様においては、前記シリコン膜が、複数層の絶縁膜によって被覆され、前記

複数層の絶縁膜の上に、前記第 導電型の半導体領域に電気的に接続される第

の配線と、前記第2導電型の半導体領域に電気的に接続される第2の配線とが設け

られ、前記第 の配線及び前記第2の配線のぅちいずれか一方が、当該液品表示装

置の厚み方向において、前記真性半導体領域に重なるよぅに形成されているのが好

ま 、。この場合は、フォトダイオードへの照明光の入射をより一層抑制することがで

きる。

００18 (実施の形態)

以下、本発明の実施の形態における液品表示装置について、図 ～図3を参照し

ながら説明する。図 は、本発明の実施の形態における液品表示装置の構成を部分

的に示す平面図である。図2は、図 中の切断線 に沿って切断して得られた

断面を示す断面図である。

００19 また、図 は、アクティブマトリクス基板に形成された画素の構造を主に示しており、

対向基板については、カラーフィルタの外形のみを一点鎖線で示している。更に、図

における平面図は、アクティブマトリクス基板を、画素が形成されていない側から観

察したときの状態を示している。また、図 においては層間絶縁膜の記載は省略され

ており、図2においては層間絶縁膜へのハッチングは省略されている。

００2０ 本実施の形態における液品表示装置は、図2に示す液品表示パネル4と、それを

照明するバックライト(図示せず) とを備えている。図 及び図2に示すよぅに、液品表



示パネル4 は、アクティブマトリクス基板 と、液品層2と、対向基板 3 とを備え、二つの

基板間に液晶層2を挟み込んで形成されている。

００2 1 また、図2 に示すように、バックライトによる液品表示パネル4の照明は、対向基板 3

側から行われ、照明光3０は、対向基板 3、液品層2、アクティブマトリクス基板 の 項

に通過する。なお、図示していないが、本実施の形態における液品表示装置は、そ

の他に各種の光学フィルムも備えている。

００2 2 更に、図 に示すように、アクティブマトリクス基板 は、画素を備えている。図 及び

図2 には、図示していないが、画素は、マトリクス状に複数個配置されている。アクティ

ブマトリクス基板 においては、複数の画素が配置された領域が表示領域となる。ま

た、一つの画素は、三つのサブ画素によって構成されている。

００2 3 図 は、三つのサブ画素5 a～5 cのみを図示している。図 に示すように、サブ画素

5 a～5 cそれぞれは、アクティブ素子7 と、透明電極8 とを備えている。アクティブ素子

7は薄膜トランジスタ( Th n F m T ans s o )である。透明電極8 は、 O等で形

成された画素電極である。

００2 4 また、図2 に示すように、アクティブ素子7は、ソース領域 5及びドレイン領域 6 が

形成されたシリコン膜皿と、ゲート電極9 とを備えている。シリコン膜 、電荷の移

動速度の点で優れていることから、連続粒界結品シリコン (CGS) によって形成されて

いる。ソース領域 5及びドレイン領域 6 は、共に 型の半導体領域である。また、シ

リコン膜皿のゲート電極9 に重なる領域は、チヤネル領域 7となっている。

００2 5 更に、図 に示すように、ゲート電極9 は、画面の水平方向に沿って配置されたゲー

ト線 ０と一体的に形成されている。また、ソース領域 5 にはソース電極 2が接続さ

れ、ドレイン領域 6 にはドレイン電極 4が接続されている。ソース電極 2は、画面の

垂直方向に沿って配置されたソース配線 3 と一体的に形成されている。ドレイン電

極 4 は、透明電極8 に接続されている。

００2 6 また、図 及び図2 に示すように、アクティブマトリクス基板 は、表示領域内にフォト

ダイオード2０を備えている。図 及び図2 には、単一のフォトダイオード2０しか図示さ

れていないが、実際は、アクティブマトリクス基板 には、一つの画素毎に、フォトダイ

オード2０が配置されている。画素毎に配置された複数のフォトダイオード2０は、ェリ



アセンサとして機能する。

００27 図2に示すよぅに、本実施の形態において、フォトダイオード2０は、ラテラル構造を

備えたP ダイオードである。フォトダイオード2０は、アクティブマトリクス基板 のべ

一ス基板となるガラス基板26に設けられたシリコン膜を備えている。

００28 フォトダイオード2０を構成するシリコン膜は、アクティブ素子7の形成工程を利用し

て、これと同時に形成される。このため、フォトダイオード2０も、電荷の移動速度に優

れた連続粒界結品シリコン (CGS) によって形成されている。また、シリコン膜には、

面方向に沿って順に、 型の半導体領域 層) 2 、真性半導体領域 22及び

型の半導体領域 ( 層) 23が設けられている。

００29 フォトダイオード2０においては、層22が光検出領域となる。本実施の形態におい
て、層22は、隣接する 層2 及び 層23に比べて電気的に中性に近い領域であれ

ば良い。層22は、不純物を全く含まない領域や、伝導電子密度と正孔密度とが等し

い領域であるのが好ま 、。

００3０ 図2において、27は、ガラス基板26上に形成された絶縁膜であり、フォトダイオード

2０は、この上に形成されている。また、フォトダイオード2０は、層間絶縁膜28及び29

によって被覆されている。24は 層2 に電気的に接続された配線を示し、25は 層2

3に電気的に接続された配線を示している。

００3 1 また、二つの配線24及び25のぅち、 層2 に接続された配線24は、液品表示装置

の厚み方向において層22に重なるよぅに形成されている。具体的には、配線24は、

層22に重なる位置に遮光部24aを備えている。このため、照明光3０の層23への入

射が抑制されている。

００32 また、図 及び図2に示すよぅに、対向基板3は、複数の着色層を有するカラーフィ

ルタを備えている。着色層は、サブ画素毎に設けられている。図 では、多数ある着

色層のぅち、サブ画素5a～5cそれぞれに対応する着色層6a～6cのみが図示されて

いる。

００33 具体的には、着色層6a～6cは、対向基板3のべ一ス基板となるガラス基板3 の面

上に、液品表示装置の厚み方向において、対応するサブ画素の透明電極8に重なる

よぅにして形成されている。更に、隣接する着色層の間には、遮光用のブラックマトリ



クス32が設けられている。また、全ての着色層を覆ぅよぅにして、透明の対向電極33

が形成されている。

００34 このよぅに、本実施の形態における液品表示装置は、従来の液品表示装置と同様

の構成を有しているが、フォトダイオード2０の感度特性に合わせて、フォトダイオード

2０の配置が行われている点で、従来の液品表示装置と異なっている。この点につい
て図3を用いて説明する。図3は、図 及び図2に示したフォトダイオードの分光感度

を示すグラフである。

００35 上述したよぅに、フォトダイオード2０を構成するシリコン膜は、連続粒界結品シリコン

(CGS) によって形成されている。よって、図3に示すよぅに、連続粒界結品シリコンに

よって形成されたフォトダイオード2０は、人射光の波長が短いほど感度が増加する

特性を有している。即ち、フォトダイオード2０は、波長の短い青色光には反応し易い
が、波長の長い赤色光には反応し難い特性を有している。

００36 一方、図 及び図2に示すよぅに、フォトダイオード2０は、半導体装置の厚み方向に

おいて、赤色 ( )の着色層6cに重なるよぅに配置されている。よって、照明光に含ま

れる光成分のぅち赤色光のみがフォトダイオード2０へと向かぅことになる。なお、着色

層6aは緑色 (G)の着色層、着色層6bは青色 ( )の着色層である。

００37 このため、本実施の形態における液品表示装置では、配線24の遮光部24aと配線

25との間の隙間 (図 及び図2参照)か研層22に向かって照明光3０が人射しても

、フォトダイオード2０が殆ど反応しない状態となっている。よって、本実施の形態によ

れば、隙間 8を通って人射する照明光を遮光するために、遮光部24a とは別に新た

な遮光膜を設ける必要が無く、従来に比べて暗電流の発生を抑制できる。

００38 このよぅに、本実施の形態における液品表示装置によれば、フォトダイオード2０に

おける暗電流の発生と、フォトダイオード2０の照明光3０による反応との両方を抑制

できる。また、図 及び図2の例では、層22を照明光3０から遮光するための遮光部2

4 は、 層2 に接続された配線24に設けられているが、本実施の形態はこれに限定

されるものではない。遮光部は、 層に接続された配線25に設けられていても良い。

００39 但し、遮光部が設けられた配線がいずれであるかによって、フォトダイオード2０に

暗電流が発生したり、しなかったりする場合がある。また、この暗電流の発生には、フ



ォトダイオード2０の 層2 に印加する逆バイアス電圧の大きさも関係している。よって

、配線24又は配線25への遮光部の形成は、逆バイアス電圧の大きさに応じて、暗電

流が最も 、さくなるように行えば良い。

００4０ また、本実施の形態における液品表示装置は、遮光部24a が設けられていない態

様であっても良い。この態様であっても、フォトダイオード2０が赤色光に殆ど反応しな

いことから、フォトダイオード2０の照明光3０による反応は十分抑制される。

００4 また、連続粒界結晶シリコンのシリコン膜の形成は、例えば、以下の工程によって行

うことができる。先ず、図2に示した層間絶縁膜27の上に酸化シリコン膜とアモルファ

スシリコン膜とを順に成膜する。次に、アモルファスシリコン膜の表層に、結品ィロ促進

の触媒となる二ツケル薄膜を形成する。次に、アニールによって、ニッケル薄膜とアモ

ルファスシリコン膜とを反応させ、これらの界面に結品シリコン層を形成する。その後、

エッチング等によって、末反応のニッケル膜と珪ィロ二ツケルの層を除去する。次に、

残ったシリコン膜にアニールを行って結品化を進展させると、連続粒界結品シリコン

によって形成されたシリコン膜が得られる。その後、フォトレ、ジストの形成及びエッチン

グの実施により、シリコン膜の形状を所定の形状とし、更に、種々のイオン注入を実施

することによってフォトダイオード2０が完成する。

００42 なお、本発明において、フォトダイオード2０は、連続粒界結品シリコンのシリコン膜

によって形成されたものに限定されることはない。フォトダイオード2０は、人射光の波

長が短いほど感度が増加する特性を有するものであれば良い。よって、フォトダイオ

ード2０は、例えば、多結品シリコンによって形成されたものであっても良い。多結品

シリコンも、図3に示した連続粒界結品シリコンの特性と同様の特性を備えているから

である。

００43 多結品シリコンによるシリコン膜の形成は、例えば、次のようにして行うことができる。

先ず、非品質シリコンのシリコン膜を形成する。そして、この非品質シリコンのシリコン

膜に対して、例えば5００Cで2時間加熱する等して脱水素ィビを 、竹 、更に、アニール

を実施して、これを結品ィビさせる。この結果、多結品シリコンのシリコン膜が得られる。

アニールの方法としては、公知のレーザアニール法、例えば、非品質シリコン膜にエ

キシマレーザによってレーザビームを照射する方法が挙げられる。



産業上の利用可能性

以上のよぅに、本発明によれば、表示画面の観察者側から人射した光に反応するフ

ォトダイオードを備えた液品表示装置において、フォトダイオードからの暗電流の発

生と、フォトダイオードの照明光の入射による反応とを同時に抑制できる。このことから

、本発明における液品表示装置は、産業上の利用可能性を有し得るものである。



請求の範囲

液品表示パネルと、バックライトとを備え、

前記液品表示パネルは、複数の画素がマトリクス状に配置されたアクティブマトリク

ス基板と、液品層と、カラーフィルタが設けられた対向基板とを備え、

前記複数の画素は、それぞれ3つのサブ画素を備え、

前記カラーフィルタは、前記サブ画素毎に、赤色、緑色又は青色の着色層を備え

た液品表示装置であって、

前記バックライトは、前記液品表示パネルを、その前記対向基板側から照明するよ

ぅに配置され、

前記アクティブマトリクス基板は、更に、表示領域内に複数のフォトダイオードを備

ぇ、

前記フォトダイオードは、人射光の波長が短いほど感度が増加する特性を有し、且

つ、前記フォトダイオードの光検出領域が当該液品表示装置の厚み方向において赤

色の前記着色層に重なるよぅに、配置されていることを特徴とする液品表示装置。

2 前記フォトダイオードが、前記アクティブマトリクス基板のべ一ス基板上に設けられ

たシリコン膜によって形成され、

前記シリコン膜は、多結品シリコンまたは連続粒界結品シリコンによって形成され、

且つ、前記シリコン膜の面方向に沿って順に設けられた、第 導電型の半導体領域、

真性半導体領域、及び前記第 導電型と逆の第2導電型の半導体領域を備え、

前記真性半導体領域が、前記光検出領域となる請求項 に記載の液品表示装置。

3 前記シリコン膜が、複数層の絶縁膜によって被覆され、

前記複数層の絶縁膜の上に、前記第 導電型の半導体領域に電気的に接続され

る第 の配線と、前記第2導電型の半導体領域に電気的に接続される第2の配線とが

設けられ、

前記第 の配線及び前記第2の配線のぅちいずれか一方が、当該液品表示装置の

厚み方向において、前記真性半導体領域に重なるよぅに形成されている請求項2に

記載の液品表示装置。
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