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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに略直交する方向に延在する下層側の第１の配線及び上層側の第２の配線と、前記
第１の配線と前記第２の配線との交点近傍に配設されるスイッチング素子と、前記第１の
配線と前記第２の配線とで囲まれる各々の画素領域内に形成される画素電極とを少なくと
も備える液晶表示装置の製造方法であって、
　前記第１の配線を、
　透明絶縁性基板の前記第１の配線を形成する領域に溝を形成する工程と、
　前記溝の底部及び側壁に第１のバリア金属膜を形成する工程と、
　前記第１のバリア膜で囲まれた領域にＣｕ層を形成する工程と、
　前記溝の上部に第２のバリア金属膜を形成する工程と、により形成し、
　前記第１の配線を形成する際に、
　前記透明絶縁性基板の前記第２の配線を形成する領域と前記画素電極を形成する領域と
の間の一部を含む領域に前記溝を形成し、該溝に前記第１の配線と同じ構造の遮光膜を形
成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】
　互いに略直交する方向に延在する下層側の第１の配線及び上層側の第２の配線と、前記
第１の配線と前記第２の配線との交点近傍に配設されるスイッチング素子と、前記第１の
配線と前記第２の配線とで囲まれる各々の画素領域内に形成される画素電極とを少なくと
も備える液晶表示装置の製造方法であって、
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　前記第１の配線を、
　透明絶縁性基板の前記第１の配線を形成する領域に溝を形成する工程と、
　第１のバリア膜とＣｕ層とを連続して成膜し、前記溝の底部及び側壁に第１のバリア金
属膜を形成すると共に前記第１のバリア膜で囲まれた領域にＣｕ層を形成する工程と、
　前記溝の上部に第２のバリア金属膜を形成する工程と、により形成し、
　前記第１の配線を形成する際に、
　前記透明絶縁性基板の前記第２の配線を形成する領域と前記画素電極を形成する領域と
の間の一部を含む領域に前記溝を形成し、該溝に前記第１の配線と同じ構造の遮光膜を形
成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置及びその製造方法に関し、特に、ＴＦＴ基板の配線構造及びそ
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高解像度のディスプレイとして液晶表示装置が広く用いられている。この液晶表
示装置は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）等のスイッチング素子が
形成された基板（以下、ＴＦＴ基板と呼ぶ。）とカラーフィルタ、ブラックマトリクス等
が形成された対向基板との間に液晶を狭持し、ＴＦＴ基板と対向基板の各々に設けた電極
間、又はＴＦＴ基板内に設けた複数の電極間の電界で液晶分子の配向方向を変化させ、光
の透過量を各々の画素で制御するものである。
【０００３】
　また、上記ＴＦＴ基板には、ゲート配線（走査線）やドレイン配線（信号線）、共通配
線などの各種配線が格子状に形成され、これらの配線の端部には、ＴＡＢなどにより取り
付けられる外部の駆動回路素子に接続されるためのゲート入力端子、ドレイン入力端子、
共通電極入力端子が設けられている。
【０００４】
　この液晶表示装置は大型になるほど上記配線が長くなり、それに伴って配線の抵抗が増
加し、信号の遅延により表示品位が低下してしまう。また、液晶表示装置は高密度化や開
口率の向上が求められており、そのためには配線を細くする必要があるが、配線を細くす
ると同様に抵抗が増加し、信号の遅延により表示品位が低下してしまう。特に、ゲート配
線材料として従来から使用されているＡｌは抵抗が高いため、ゲート配線遅延のために高
画質の液晶表示装置を得ることができない。そこで、配線の抵抗を低減するために、配線
材料としてＡｌより低抵抗なＣｕを使用する方法が提案されている（例えば、特開２００
２－２０２５１９号公報等）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２０２５１９号公報（第３～４頁、第２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、配線材料としてＣｕを使用する場合、ＣｕはＳｉ膜（ＳｉＯ２、ＳｉＮ
ｘなど）との相互反応により膜質が劣化しやすく、また、Ｃｕは耐薬品性や耐腐食性に乏
しいためにＴＦＴ基板の製造段階でエッチングされやすく、更に、Ｃｕは基板との密着性
が悪いために信頼性が得られないなどの欠点があり、Ｃｕ単層では使用できないという問
題がある。
【０００７】
　また、従来の液晶表示装置では上記配線は透明絶縁基板上に形成されているため、下層
側の配線（逆スタガ構造の場合はゲート配線）の段差の影響が上層側の配線や液晶層に現
れるが、配線抵抗を低減するために膜厚を大きくすると下層側の配線の段差の影響が顕著
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になり、液晶配向の乱れによるディスクリネーション不良や上層配線の断線不良が発生し
やすくなるという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、Ｃｕ材料を
用いる場合に生じる問題を回避するとともに、下層側の配線の段差に起因するディスクリ
ネーション不良や上層側配線の断線不良の発生を抑制することができる配線構造を備えた
液晶表示装置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明は、互いに略直交する方向に延在する下層側の第１の
配線及び上層側の第２の配線と、前記第１の配線と前記第２の配線との交点近傍に配設さ
れるスイッチング素子と、前記第１の配線と前記第２の配線とで囲まれる各々の画素領域
内に形成される画素電極とを少なくとも備える液晶表示装置の製造方法であって、前記第
１の配線を、透明絶縁性基板の前記第１の配線を形成する領域に溝を形成する工程と、前
記溝の底部及び側壁に第１のバリア金属膜を形成する工程と、前記第１のバリア膜で囲ま
れた領域にＣｕ層を形成する工程と、前記溝の上部に第２のバリア金属膜を形成する工程
と、により形成し、前記第１の配線を形成する際に、前記透明絶縁性基板の前記第２の配
線を形成する領域と前記画素電極を形成する領域との間の一部を含む領域に前記溝を形成
し、該溝に前記第１の配線と同じ構造の遮光膜を形成するものである。
【００１３】
　また、本発明の方法は、互いに略直交する方向に延在する下層側の第１の配線及び上層
側の第２の配線と、前記第１の配線と前記第２の配線との交点近傍に配設されるスイッチ
ング素子と、前記第１の配線と前記第２の配線とで囲まれる各々の画素領域内に形成され
る画素電極とを少なくとも備える液晶表示装置の製造方法であって、前記第１の配線を、
透明絶縁性基板の前記第１の配線を形成する領域に溝を形成する工程と、第１のバリア膜
とＣｕ層とを連続して成膜し、前記溝の底部及び側壁に第１のバリア金属膜を形成すると
共に前記第１のバリア膜で囲まれた領域にＣｕ層を形成する工程と、前記溝の上部に第２
のバリア金属膜を形成する工程と、により形成し、前記第１の配線を形成する際に、前記
透明絶縁性基板の前記第２の配線を形成する領域と前記画素電極を形成する領域との間の
一部を含む領域に前記溝を形成し、該溝に前記第１の配線と同じ構造の遮光膜を形成する
ものである。
【００１５】
　このように、下層側の第１の配線（又は第１の配線と遮光膜）をＣｕ層の周囲をバリア
金属膜で被覆した構造にすることにより、ＣｕとＳｉとの相互反応を抑制し、耐薬品性お
よび耐腐食性を向上させ、更に、透明絶縁基板との密着性も向上させることができる。ま
た、予め透明絶縁基板に溝を形成し、その中に第１の配線を埋設することにより、第１の
配線の段差をなくしてディスクリネーション不良や上層側の第２の配線の断線不良の発生
を抑制することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように、本発明の液晶表示装置及びその製造方法によれば、下記記載の効
果を奏する。
【００１７】
　本発明の第１の効果は、ＣｕとＳｉとの相互反応を抑制し、耐薬品性、耐腐食性、透明
絶縁基板との密着性を向上させることができるということである。その理由は、Ｃｕ層の
みで下層配線を形成するのではなく、Ｃｕ層の周囲をバリア金属膜で被覆した構造として
いるため、バリア金属により、ＣｕとＳｉとの接触を防止し、耐薬品性、耐腐食性及び密
着性を向上させることができるからである。
【００１８】
　また、本発明の第２の効果は、下層配線の段差に起因するディスクリネーション不良や
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上層配線の断線不良の発生を抑制することができるということである。その理由は、下層
配線を透明絶縁基板上に形成するのではなく、透明絶縁基板に下層配線を埋設するための
溝を設けておき、その中に上記構造の下層配線を形成しているからである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　従来技術で示したように、液晶表示装置用基板の配線材料として、従来より使用されて
いるＡｌに代えてＣｕを用いる方法が提案されているが、ＣｕはＳｉ膜との相互作用によ
り膜質が劣化しやすく、耐薬品性や耐腐食性に乏しく、更に透明絶縁基板との密着性が悪
いという問題がある。また、液晶表示装置ではゲート配線とドレイン配線とが格子状に形
成されるため、下層配線の段差の影響が上層配線や液晶層に現れるが、抵抗を低減するた
めに下層配線の膜厚を大きくするとその分段差が大きくなり、ディスクリネーション不良
や上層配線の断線不良が発生しやすくなる。
【００２０】
　そこで、本発明では、下層側の配線（逆スタガ構造の場合はゲート配線）を、Ｃｕ層の
周囲をバリア金属膜で被覆した構造とすることにより、バリア金属膜で、ＣｕとＳｉとの
接触を防止し、耐薬品性、耐腐食性及び密着性を向上させる。また、予め透明絶縁基板に
溝を形成し、その中に上記構造の下層配線を埋設することにより、下層配線の段差に起因
するディスクリネーション不良や上層配線の断線不良の発生を抑制している。そして、こ
のような構造を採用することにより、Ａｌよりも抵抗の小さいＣｕが使用可能となり、更
に、下層配線を厚く形成することができるため、下層配線の信号遅延を抑制して、大型、
高密度、かつ、開口率の大きい液晶表示装置の表示品位を向上させることができる。
【実施例１】
【００２１】
　上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の第１の実施例
に係る液晶表示装置及びその製造方法について、図１乃至図４を参照して説明する。図１
は、液晶表示装置を構成するＴＦＴ基板のゲート配線とドレイン配線の交点近傍の構造を
模式的に示す平面図であり、図２は、本実施例のＴＦＴ基板の製造方法を示す工程断面図
である。また、図３及び図４は、本発明の構造と従来の構造とを比較するための図である
。なお、以下では本発明の構造を逆スタガ構造のＴＦＴ基板に適用する場合について示す
。
【００２２】
　本実施例の液晶表示装置は、薄膜トランジスタ等のスイッチング素子が形成されたＴＦ
Ｔ基板と、カラーフィルタ、ブラックマトリクス等が形成された対向基板と、両基板の間
に挟持される液晶とからなり、ＴＦＴ基板には、図１に示すように、一の方向に延在する
ゲート配線２と、ゲート絶縁膜を介してゲート配線２に略直交する方向に延在するドレイ
ン配線８ｂとが形成されており、ゲート配線２とドレイン配線８ｂとの交差部近傍には、
アモルファスシリコンやポリシリコンなどの半導体層を用いて形成され、ゲート電極がゲ
ート配線２に、ドレイン電極がドレイン配線８ｂに接続されたＴＦＴが配設され、ゲート
配線２とドレイン配線８ｂとで囲まれた画素領域内には、ＴＦＴのソース電極８ａにコン
タクトホール１１で接続される画素電極１０が形成されている。また、必要に応じて、ド
レイン配線８ｂと画素電極１０との間の領域には、画素電極１０の周囲に入射する光を遮
光するためのゲート遮光膜２ａがゲート配線２と同層に形成されている。
【００２３】
　また、図１のＡ－Ａ’線の断面構造は図２（ｆ）のようになり、ゲート配線２（及びゲ
ート遮光膜２ａ）は透明絶縁基板１に埋め込まれており、かつ、ゲート配線２（及びゲー
ト遮光膜２ａ）はＣｕ層４の周囲がバリア金属膜（下層バリア金属膜３ａ及び上層バリア
金属膜３ｂ）で覆われた構造となっている。
【００２４】
　このように、Ｃｕ層４の周囲がバリア金属膜３ａ、３ｂによって完全に覆われた構造と
なっているため、Ｓｉとの相互反応を抑制することができる。また、ゲート絶縁膜５のピ
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ンホールなどにより薬液がゲート配線２をアタックする際も、バリア金属膜３ｂがＣｕ層
４の腐食を抑制し、ゲート配線２の断線不良を防ぐことができる。更に、ゲート配線２と
透明絶縁基板１との密着性をバリア金属膜３ａで保持する効果も得られる。
【００２５】
　また、このような構造を採用することにより、通常、透明絶縁基板１上に形成されてい
たゲート配線２による段差がなくなるため、液晶配向の乱れによるディスクリネーション
不良を抑制することができ、また、上層にあるドレイン配線８ｂの断線不良やソース／ド
レイン電極の断切れ不良も抑制することができる。この効果について、従来構造と比較し
て説明する。
【００２６】
　図３は、図１のＢ－Ｂ’線における断面図であり、（ａ）が本発明の構造、（ｂ）が従
来の構造である。この図は、ドレイン配線２脇に配置しているゲート遮光膜２ａによる段
差の違いを表している。図３に示すように、従来の構造では、ゲート遮光膜２ａによる段
差が画素電極１０の段差に直結してしまい、ディスクリネーションを招く恐れがある。こ
れに対して本発明の構造のようにゲート遮光膜２ａが透明絶縁基板１に埋め込まれていれ
ば、ＴＦＴ最上層の画素電極１０が平坦になるため、ディスクリネーション不良を抑制す
ることができる。
【００２７】
　また、図４は、図１のＣ－Ｃ’線における断面図であり、（ａ）が本発明の構造、（ｂ
）が従来の構造である。この図は、ドレイン配線８ｂとゲート配線２の交差部の断面図で
ある。従来構造のようにゲート配線２の段差があると、その上層に形成するドレイン配線
８ｂで配線断切れなどが生じる恐れがあるが、本発明の構造のようにゲート配線２が透明
絶縁基板１に埋め込まれていれば、ドレイン配線８ｂはゲート配線２の段差を乗り越える
必要がなくなるため、ドレイン配線８ｂの断線不良を抑制することができる。
【００２８】
　次に、実施例のＴＦＴ基板の製造方法について、図１及び図２を参照して説明する。図
２は、図１のＡ－Ａ’線における断面構造を工程順に示した断面図である。
【００２９】
　まず、図２（ａ）、（ｂ）に示すように、ガラスやプラスチックなどの透明絶縁基板１
に、公知のフォトリソグラフィー技術及びエッチング技術を用いてゲート配線を埋設する
ための溝１２を形成する。具体的には、ガラスにレジスト１３を塗布してパターニングし
、バッファードフッ酸によりガラスをエッチングして、３００～５００ｎｍ程度の深さの
溝１２を形成する。
【００３０】
　次に、図２（ｃ）に示すように、リフトオフ技術により下層バリア金属膜３ａを溝１２
に形成する。具体的には、ガラスをバッファードフッ酸によりエッチングした後、レジス
ト１３を剥離する前に下層バリア金属膜３ａをスパッタリングする。このスパッタリング
の際、レジスト１３下の透明絶縁基板１がサイドエッチングされた部分にもスパッタ金属
が回りこみ成膜されるため、溝１２の側壁にも下層バリア金属膜３ａを形成することが可
能である。その後、レジスト１３を剥離して溝１２以外の下層バリア金属膜３ａを除去す
る。この下層バリア金属膜３ａは、例えばＣｒ、Ｍｏ、Ｔｉなどの高融点金属を用いるこ
とができ、その厚さは５０～１００ｎｍ程度とする。
【００３１】
　次に、図２（ｄ）に示すように、下層バリア金属膜３ａ上にＣｕ膜４を形成する。具体
的には、無電解メッキ法を用いて下層バリア金属膜３ａの上部にのみＣｕ層４を形成する
。このＣｕ層４の厚さは、透明絶縁基板１の表面から盛り上がらない程度の膜厚（２００
～３００ｎｍ程度）とする。なお、Ｃｕ層４はＣｕを主成分とするものであればよく、他
の材料を含んでいてもよい。
【００３２】
　次に、図２（ｅ）に示すように、上層バリア金属膜３ｂをゲートパターン上に形成し、
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透明絶縁基板１に埋め込まれたゲート配線２を完成させる。この上層バリア金属膜３ｂは
、無電解メッキ法を用いて形成することができるが、スパッタリング後、フォトリソグラ
フィー技術を用いることによっても形成可能である。この上層バリア金属膜３ｂは、例え
ばＣｒ、Ｍｏ、Ｔｉなどの高融点金属を用いることができ、その厚さは５０～１００ｎｍ
程度とする。また、上記ゲート配線２を形成する際に、ドレイン配線が形成される領域と
画素電極が形成される領域との間の一部に、画素電極周囲から入射する余分な光を遮断す
るためのゲート遮光膜２ａを形成する。
【００３３】
　その後、全面に例えばＳｉＮ膜をプラズマＣＶＤによって３００～５００ｎｍ程度の厚
さで成膜してゲート絶縁膜５を形成し、その上に真性ａ－Ｓｉ膜６を２００ｎｍ程度、そ
の上にオーミック層としてリンを含むｎ＋型ａ－Ｓｉ膜７を５ｎｍ程度の厚さでそれぞれ
プラズマＣＶＤ法により形成する。そして、所要パターンに形成したレジスト（図示せず
）をマスクとして上記ｎ＋型ａ－Ｓｉ膜７、真性ａ－Ｓｉ膜６を順次ドライエッチングし
、ゲート電極の直上にゲート絶縁膜５を介してアイランド状の半導体層を形成する。なお
、この半導体層はポリシリコンを用いて形成してもよい。
【００３４】
　次に、全面にスパッタリング法により、Ｍｏなどのドレイン金属層８を２００ｎｍ程度
堆積し、所要パターンに形成したレジスト（図示せず）をマスクとしてドレイン金属層８
をエッチングして、ソース／ドレイン電極、ドレイン配線などのパターンを形成する。
【００３５】
　次に、ソース電極およびドレイン電極をマスクとしてｎ＋型ａ－Ｓｉ膜７をドライエッ
チングする。このエッチングにより、アイランド状の半導体層のソース電極およびドレイ
ン電極間のｎ＋型ａ－Ｓｉ膜７がエッチングされてチャネルギャップが形成され、ＴＦＴ
素子が形成される。
【００３６】
　次に、全面にプラズマＣＶＤ法により例えばＳｉＮ膜を１５０～２００ｎｍ程度成膜し
てパッシベーション膜９を形成した後、所要パターンに形成したレジスト（図示せず）を
マスクとしてソース電極上のパッシベーション膜を部分的にエッチングし、コンタクトホ
ール１１を形成する。
【００３７】
　次に、全面にスパッタリング法により、例えばＩＴＯ（Indium Tin Oxide）などの透明
導電膜を５０ｎｍ程度成膜し、所要パターンに形成したレジストをマスクとして上記透明
導電膜をエッチングして画素電極１０を形成し、透明絶縁基板１上にＴＦＴを完成させる
（図２（ｆ）参照）。
【００３８】
　このように、本実施例の電極構造及び製造方法では、Ｃｕ層４がバリア金属膜３ａ、３
ｂによって完全に覆われているため、Ｓｉとの相互反応を抑制することができ、耐薬品性
、耐腐食性及び密着性を向上させることができる。また、ゲート配線２による段差がなく
なるため、液晶配向の乱れによるディスクリネーション不良や上層にあるドレイン配線８
ｂの断線不良、ソース／ドレイン電極の断切れ不良も抑制することができる。
【実施例２】
【００３９】
　次に、本発明の第２の実施例に係る液晶表示装置及びその製造方法について、図５を参
照して説明する。図５は、図２は、本実施例のＴＦＴ基板の製造方法を示す図であり、図
１のＡ－Ａ’線における断面構造を工程順に示した断面図である。なお、本実施例は、上
記と同様の構造のゲート配線２及びゲート遮光膜２ａを形成する方法の他の例を示すもの
である。以下、図５を参照して説明する。
【００４０】
　まず、図５（ａ）、（ｂ）に示すように、ガラスやプラスチックなどの透明絶縁基板１
上に、公知のフォトリソグラフィー技術及びエッチング技術を用いてゲート配線を埋設す
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るための溝１２を形成する。具体的には、ガラスにレジスト１３を塗布してパターニング
し、バッファードフッ酸によりガラスをエッチングして、３００～５００ｎｍ程度の深さ
の溝１２を形成する。
【００４１】
　次に、図５（ｃ）、（ｄ）に示すように、リフトオフ技術により下層バリア金属膜３ａ
とＣｕ層４の２層を溝１２に形成する。具体的には、ガラスをバッファードフッ酸により
エッチングした後、下層バリア金属膜３ａをスパッタリング、その後Ｃｕ膜４を連続スパ
ッタリングすることで、Ｃｕ層４／下層バリア金属膜３ａの２層構造を形成し、その後、
レジスト１３を剥離して溝１２以外の下層バリア金属膜３ａ及びＣｕ層４を除去する。こ
のスパッタリングの際、レジスト１３下の透明絶縁基板１がサイドエッチングされた部分
にもスパッタ金属が回りこみ成膜されるため、溝１２の側壁にも下層バリア金属膜３ａを
形成することが可能である。この下層バリア金属膜３ａは、例えばＣｒ、Ｍｏ、Ｔｉなど
の高融点金属を用いることができ、その厚さは５０～１００ｎｍ程度、Ｃｕ層４の厚さは
、透明絶縁基板１の表面から盛り上がらない程度の膜厚（２００～３００ｎｍ程度）とす
る。なお、Ｃｕ層４はＣｕを主成分とするものであればよく、他の材料を含んでいてもよ
い。
【００４２】
　次に、図５（ｅ）に示すように、上層バリア金属膜３ｂをゲートパターン上に形成し、
透明絶縁基板１に埋め込まれたゲート配線２を完成させる。この上層バリア金属膜３ｂは
、無電解メッキ法を用いて形成することができるが、スパッタリング後、フォトリソグラ
フィー技術を用いることによっても形成可能である。この上層バリア金属膜３ｂは、例え
ばＣｒ、Ｍｏ、Ｔｉなどの高融点金属を用いることができ、その厚さは５０～１００ｎｍ
程度とする。また、上記ゲート配線２を形成する際に、ドレイン配線が形成される領域と
画素電極が形成される領域との間の一部に、画素電極周囲から入射する余分な光を遮断す
るためのゲート遮光膜２ａを形成する。
【００４３】
　その後、第１の実施例と同様に、ゲート絶縁膜５を介してアイランド状の半導体層を形
成した後、ソース／ドレイン電極、ドレイン配線などを形成し、その上層のパッシベーシ
ョン膜９を介して、コンタクトホール１１でソース電極に接続される画素電極１０を形成
し、透明絶縁基板１上にＴＦＴを完成させる（図５（ｆ）参照）。
【００４４】
　このように、本実施例の製造方法でも、Ｃｕ層４がバリア金属膜３ａ、３ｂによって完
全に覆われているため、Ｓｉとの相互反応を抑制することができ、耐薬品性、耐腐食性及
び密着性を向上させることができる。また、ゲート配線２による段差がなくなるため、液
晶配向の乱れによるディスクリネーション不良や上層にあるドレイン配線８ｂの断線不良
、ソース／ドレイン電極の断切れ不良も抑制することができる。
【００４５】
　なお、上記各実施例では、逆スタガ構造（ボトムゲート構造）のチャネルエッチ型薄膜
トランジスタを有するＴＦＴ基板について説明したが、本発明は上記実施例に限定される
ものではなく、下層側の配線が上記構造を備えていればよく、チャネル保護型や、順スタ
ガ構造（トップゲート構造）の薄膜トランジスタを有するＴＦＴ基板や、ＴＦＴ基板側に
カラーフィルタを形成するＣＦｏｎＴＦＴ構造にも適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、液晶表示装置用基板に限らず、例えば有機ＥＬ素子を用いた表示装置用の基
板に対しても同様に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】液晶表示装置を構成するＴＦＴ基板のゲート配線とドレイン配線の交点近傍の構
造を模式的に示す平面図である。
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【図２】本発明の第１の実施例に係るＴＦＴ基板の製造方法を示す工程図であり、図１の
Ａ－Ａ’線における構造を示す断面図である。
【図３】本発明の構造と従来の構造とを比較する図であり、図１のＢ－Ｂ’線における構
造を示す断面図である。
【図４】本発明の構造と従来の構造とを比較する図であり、図１のＣ－Ｃ’線における構
造を示す断面図である。
【図５】本発明の第２の実施例に係るＴＦＴ基板の製造方法を示す工程図であり、図１の
Ａ－Ａ’線における構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１　透明絶縁基板
　２　ゲート配線
　２ａ　ゲート遮光膜
　３ａ　下層バリア金属膜
　３ｂ　上層バリア金属膜
　４　Ｃｕ層
　５　ゲート絶縁膜
　６　ａ－Ｓｉ膜
　７　ｎ＋ａ－Ｓｉ膜
　８　ドレイン金属層
　８ａ　ソース電極
　８ｂ　ドレイン配線
　９　パッシベーション膜
　１０　画素電極
　１１　コンタクトホール
　１２　溝
　１３　レジスト
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