
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にスイッチング素子を形成する第一の工程と、前記スイッチング素子を層間絶縁
膜で覆う第二の工程と、前記層間絶縁膜を介して前記スイッチング素子に接続される透明
電極を前記層間絶縁膜上に形成する第三の工程と、を有する液晶表示装置の製造方法にお
いて、
　前記第三の工程は、
　前記層間絶縁膜上に非晶質の透明導電膜を堆積する工程と、
　前記非晶質の透明導電膜をパターニングして透明電極を形成する工程と、
　
　
　 を特徴とする液晶表示装置の製
造方法。
【請求項２】
　前記第二の工程は、
　前記スイッチング素子を無機絶縁膜で覆う工程と、
　前記無機絶縁膜上に有機絶縁膜を形成する工程と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記無機絶縁膜上に有機絶縁膜を形成する工程において、前記有機絶縁膜は、少なくと
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配向膜を形成し、該配向膜を焼成処理する工程と、
を含み、
前記焼成処理は、前記透明電極の多結晶化を兼ねること



も前記スイッチング素子のドレイン電極を含む信号線の全部または一部を覆ってパターン
形成されることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第一の工程は、
　前記基板上にゲート電極を含む走査線及び共通電位を供給する共通配線を形成する工程
と、
　前記走査線及び前記共通配線を覆って前記基板上にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記スイッチング素子の活性層となる半導体層を形成する工程と
、
　前記走査線と交差し、前記スイッチング素子のドレイン電極を含む信号線と、前記スイ
ッチング素子のソース電極とを形成する工程と、を有し、
　前記第三の工程は、
　前記非晶質の透明導電膜をパターニングして前記層間絶縁膜上に前記スイッチング素子
と接続する画素電極と、前記共通配線と接続する共通電極とを形成する工程からなるもの
であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の液晶表示装置の製造方法
。
【請求項５】
　前記透明導電膜をインジウム錫酸化膜（ＩＴＯ）より形成することを特徴とする請求項
１乃至４のいずれか一項に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記層間絶縁膜上に前記透明導電膜を室温で成膜することを特徴とする請求項１乃至５
のいずれか一項に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記層間絶縁膜上に前記透明導電膜を少なくとも水または水素を含む雰囲気下で成膜す
ることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項８】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置の製造方法に関し、特に、有機絶縁膜を層間絶縁膜として用い
、その有機絶縁膜上に透明導電膜をパターン形成する工程を有する液晶表示装置の製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、その光源の種類に応じて、透過型液晶表示装置、反射型液晶表示装置
及び半透過型液晶表示装置に分類される。
【０００３】
　透過型液晶表示装置は、バックライト用の光源を備えており、このバックライトにより
表示が行われる。反射型液晶表示装置は、内部に反射板を有しており、この反射板により
外部からの入射光を反射させて光源としている。このため、透過型液晶表示装置とは異な
り、光源としてのバックライトを備える必要がない。半透過型液晶表示装置は、表示領域
の半分を透過型液晶表示装置として、残りの半分を反射型液晶表示装置として構成したも
のである。
【０００４】
　上記の３つの種類の液晶表示装置のうち、透過型液晶表示装置においては、画素電極を
駆動制御するスイッチング素子として、薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ：ＴＦＴ）またはＭＩＭ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ　Ｍｅｔａｌ
）が従来から広く用いられている。画素電極としては、高透過率及び低抵抗率を確保する
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前記焼成処理を１８０℃乃至２４０℃の温度で行うことを特徴とする請求項１乃至７の
いずれか一項に記載の液晶表示装置の製造方法。



観点から、インジウム錫酸化膜（ＩＴＯ）その他の透明導電膜が広く用いられている。
【０００５】
　ＩＴＯを画素電極にパターニングするための方法として、これまでに、種々の技術が開
示されている。
【０００６】
　例えば、特開平６－８８９７３号公報（特許文献１）には、酸化珪素その他の無機層間
絶縁膜上にＩＴＯを０℃乃至１００℃の温度でスパッタリングにより成膜し、パターニン
グ後に水素雰囲気中で２００℃乃至４００℃（好ましくは２３０℃乃至３８０℃）の温度
で熱処理する技術が開示されている。これにより、ＴＦＴの半導体層のダングリングボン
ドを減少させ、電気特性を向上させるための熱処理と、ＩＴＯの透過率を上げ、抵抗率を
下げるための熱処理（アニール）とを１回の工程で行うことができることが述べられてい
る。
【０００７】
　一方、アクリル樹脂その他の有機絶縁膜上にＩＴＯをパターン形成する技術として、例
えば、特開平９－２５８２４７号公報（特許文献２）には、アクリル樹脂からなる有機層
間絶縁膜上にＩＴＯを２３０℃程度の温度でスパッタリングにより成膜し、成膜直後に１
００℃以上成膜温度以下の温度で熱処理を行い、熱処理後にＩＴＯをパターニングする技
術が開示されている。ＩＴＯ成膜後に熱処理を行うことにより、ＩＴＯパターニング時の
線幅シフトを小さくすることができることが述べられている。
【０００８】
　有機絶縁膜を層間絶縁膜として用いた場合は、上記特許文献１のように、２３０℃以上
の温度で熱処理を行うと、一般に有機絶縁膜が分解し、透過率が低下する。このため、Ｔ
ＦＴの半導体層のダングリングボンドを減少させ、電気特性を向上させるための熱処理は
、通常、有機絶縁膜形成前に行い、ＩＴＯ成膜後の熱処理とは独立に行なわれている。
【０００９】
　さらに、アクリル樹脂その他の有機絶縁膜上と窒化珪素その他の無機絶縁膜上に、同時
にＩＴＯをパターン形成する技術として、例えば、特開２００１－３４３９０１号公報（
特許文献３）には、上記特許文献２と同様に、有機絶縁膜と無機絶縁膜上にＩＴＯを成膜
し、成膜後１５０℃乃至２２０℃（好ましくは２００℃乃至２２０℃）の温度で熱処理を
行い、熱処理後にＩＴＯをパターニングする技術が開示されている。
【００１０】
　また、特開２００１－３４５０２３号公報（特許文献４）及び特開２００１－３４５０
２４号公報（特許文献５）には、ＩＴＯ成膜前に酸素、Ａｒ、ＣＦ 4によりプラズマ処理
を行い、有機絶縁膜上のＩＴＯの結晶粒径を２０ｎｍ乃至５０ｎｍに制御する技術が開示
されている。ＩＴＯ成膜後の熱処理や成膜前のプラズマ処理により、有機絶縁膜上のＩＴ
Ｏと無機絶縁膜上のＩＴＯのエッチングレートがほぼ同程度となり、ＩＴＯパターニング
時の線幅シフトを小さくすることができることが述べられている。さらに、特許文献４に
は、ＩＴＯをパターニングした後に、さらに、１５０℃乃至２２０℃の温度における熱処
理を追加してもよいことが述べられている。
【００１１】
　また、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂その他の有機絶縁膜上にＩＴＯをパターン形成す
る技術として、例えば、特開平１０－１６１１５８号公報（特許文献６）には、ＩＴＯ成
膜前にスパッタエッチング、ドライエッチング、ＵＶ処理の方法で、有機絶縁膜を粗面化
する技術が開示されている。これらの処理により、ＩＴＯと有機絶縁膜と間の接触面積が
大きくなり、両者の密着性が向上するため、ＩＴＯを正確にパターニングすることができ
ることが述べられている。また、これらの処理は、コンタクトホール開口後、開口前のど
ちらで行ってもよいことが述べられている。
【特許文献１】特開平６－８８９７３号公報（第３頁）
【特許文献２】特開平９－２５８２４７号公報（第４－５頁）
【特許文献３】特開２００１－３４３９０１号公報（第６頁）
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【特許文献４】特開２００１－３４５０２３号公報（第１２－１４頁、図１２－１６）
【特許文献５】特開２００１－３４５０２４号公報（第７－８頁、図７－９）
【特許文献６】特開平１０－１６１１５８号公報（第１０－１１頁、図１３－１４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　アクリル樹脂その他の有機層間絶縁膜上のＩＴＯのパターン形成を考えた場合、前述し
た特許文献１の方法では、熱処理温度が一般に有機絶縁膜の耐熱温度より高いため、有機
絶縁膜が分解して色づきが起こり、透過率が低下する。熱処理温度が２００℃乃至２３０
℃程度の温度範囲では、有機絶縁膜の分解は一般に抑えられるが、ＴＦＴの半導体層のダ
ングリングボンドを減少させるには、温度が低すぎ、不十分である。従って、ＴＦＴ基板
の製造において、熱処理（アニール）工程を１回にすることは不可能である。
【００１３】
　一方、前述した特許文献２の方法では、ＩＴＯの成膜時に有機絶縁膜から排出されるガ
スによりＩＴＯ膜が変質してしまい、パターニング時にエッチング残渣が生じる。エッチ
ング残渣は、ＩＴＯの成膜温度を１００℃以下に下げれば、ある程度は抑制することはで
きるが、残渣の発生を完全に抑制することはできない。また、ＩＴＯ成膜後の熱処理を行
うことにより、ＴＦＴ基板の製造時における熱処理（アニール）工程が２回必要になる。
【００１４】
　また、前述した特許文献４及び特許文献５では、プラズマ処理をＩＴＯの成膜前に、即
ち、有機層間絶縁膜にコンタクトホールを開口した後に行うため、プラズマ処理のガスの
種類によっては、ＩＴＯと下層金属膜との間のコンタクト抵抗が増大してしまうことが、
本発明者の実験で判明した。特に、ＣＦ 4その他のフッ素系のガスやＨｅガスを用いた場
合には、この現象が顕著である。
【００１５】
　また、前述した特許文献６では、まず、有機絶縁膜にＵＶ処理を行うと、有機絶縁膜が
分解し、色づきが起こってしまう。また、スパッタエッチングやドライエッチングをコン
タクトホール開口前に行う場合、有機絶縁膜が非感光性であれば、有機絶縁膜を形成し、
焼成後、スパッタエッチングやドライエッチングを行うことが可能である。これに対して
、有機絶縁膜が感光性である場合には、有機絶縁膜を形成した状態でスパッタエッチング
やドライエッチングを行う必要があり、このため、エッチング装置を汚染したり、生産性
を著しく害するだけでなく、形成した有機絶縁膜の微小な凹凸が焼成時に平坦化され、所
期の目的を達することができなくなってしまう。一方、スパッタエッチングやドライエッ
チングをコンタクトホール開口後に行う場合は、前述したコンタクト抵抗が増大するとい
う課題がある。
【００１６】
　このコンタクト抵抗の増大は、コモンストレージ方式のＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍ
ａｔｉｃ）型や、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）型の液晶表示装置に
おいて、横クロストークや横筋ムラ等の現象を発生させることがある。つまり、コモンス
トレージ方式の場合、共通配線（コモン配線）に共通の電位を与えるため、共通配線を相
互に結束する必要があるが、結束を層間絶縁膜上のＩＴＯ膜を介して行うようなＴＦＴ構
造を採用した場合、有機絶縁膜を用いているためにコンタクト抵抗が高くなり、共通配線
全体の抵抗が高くなることが避けられない。
【００１７】
　近年、有機層間絶縁膜を介して、信号線上に透明導電膜からなる共通電極を形成し、共
通電極に対向して、共通電極と同一透明導電膜からなる画素電極を形成するような高開口
率のＩＰＳ型液晶表示装置が実現されている（例えば、ＷＯ９８／４７０４４号公報参照
）。
【００１８】
　このような液晶表示装置においては、有機絶縁膜上の透明導電膜のパターニングを精度
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良く、かつ、基板面内において均一に行うことが非常に重要である。透明導電膜形成工程
のプロセス制御が十分でないと、表示ムラが発生するためである。これに加え、前述した
ように、コモンストレージ方式のＩＰＳ型液晶表示装置においては、有機層間絶縁膜を介
した透明導電膜と下地金属膜とのコンタクト抵抗を低くすることが重要である。
【００１９】
　このように、有機層間絶縁膜上の透明導電膜のパターン精度を向上し、かつ、有機層間
絶縁膜上の透明導電膜と下地金属膜とのコンタクト抵抗を低く維持することのできる液晶
表示装置の製造方法が求められている。
【００２０】
　本発明は以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、少なくとも有機層間絶縁膜
を用いた液晶表示装置の製造方法において、無機層間絶縁膜及び有機層間絶縁膜へのコン
タクトホールの形成、並びに、有機層間絶縁膜上の透明導電膜のパターン形成に際し、透
明導電膜のエッチング残渣を生じさることなく、基板面内において均一に精度良くパター
ン形成でき、かつ、透明導電膜と下層金属膜との間のコンタクト抵抗の増大を防止するこ
とにより、表示不良を無くすことができる液晶表示装置の製造方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的を達成するため、本発明に係る液晶表示装置の製造方法は、基板上にスイッチ
ング素子を形成する第一の工程と、前記スイッチング素子を層間絶縁膜で覆う第二の工程
と、前記層間絶縁膜を介して前記スイッチング素子に接続される透明電極を前記層間絶縁
膜上に形成する第三の工程と、を有する液晶表示装置の製造方法において、前記第三の工
程は、前記層間絶縁膜上に非晶質の透明導電膜を堆積する工程と、前記非晶質の透明導電
膜をパターニングして透明電極を形成する工程と、

を特徴とす
る。
【００２２】
　前記第二の工程は、例えば、前記スイッチング素子を無機絶縁膜で覆う工程と、前記無
機絶縁膜上に有機絶縁膜を形成する工程と、を備えるものとすることができる。
【００２３】
　また、前記無機絶縁膜上に有機絶縁膜を形成する工程において、前記有機絶縁膜は、少
なくとも前記スイッチング素子のドレイン電極を含む信号線の全部または一部を覆ってパ
ターン形成されることが好ましい。
【００２４】
　前記第一の工程は、例えば、前記基板上にゲート電極を含む走査線及び共通電位を供給
する共通配線を形成する工程と、前記走査線及び前記共通配線を覆って前記基板上にゲー
ト絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上に前記スイッチング素子の活性層となる
半導体層を形成する工程と、前記走査線と交差し、前記スイッチング素子のドレイン電極
を含む信号線と、前記スイッチング素子のソース電極とを形成する工程と、を有するもの
とすることができ、前記第三の工程は、前記非晶質の透明導電膜をパターニングして前記
層間絶縁膜上に前記スイッチング素子と接続する画素電極と、前記共通配線と接続する共
通電極とを形成する工程からなるものとすることができる。
【００２５】
　前記透明導電膜は、例えば、インジウム錫酸化膜（ＩＴＯ）から形成することが好まし
い。
【００２６】
　前記層間絶縁膜上への前記透明導電膜の形成は、例えば、室温で行うことが好ましい。
【００２７】
　さらに、前記層間絶縁膜上への前記透明導電膜の形成は、少なくとも水または水素を含
む雰囲気下で行うことがさらに好ましい。
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配向膜を形成し、該配向膜を焼成処理
する工程と、を含み、前記焼成処理は、前記透明電極の多結晶化を兼ねること

前記焼成処理は１８０℃乃至２４０℃の温度で行うことが好ましい。



【００２９】
　以上のような製造方法を採用することにより、有機層間絶縁膜上に透明導電膜を、エッ
チング残渣を生じることなく、基板面内において均一に精度良くパターン形成することが
でき、また、表示不良を無くすことができる。さらに、ＴＦＴ基板の製造に際して、熱処
理（アニール）工程を１回削減することができる。
【発明の効果】
【００３９】
　以上説明したように、本発明によれば、信号線上に少なくとも有機絶縁膜を含む層間絶
縁膜を有し、層間絶縁膜上に透明導電膜をパターン形成する液晶表示装置の製造方法にお
いて、層間絶縁膜上に非晶質のＩＴＯ膜をパターン形成し、配向膜形成後の熱処理で多結
晶化することにより、ＩＴＯ膜のパターニングを、エッチング残渣を生じさせず、精度良
く、均一に行うことができる。特に、層間絶縁膜上にＩＴＯ膜からなる共通電極と画素電
極を有するＩＰＳ型液晶表示装置において、ＩＴＯ膜のパターニング不均一に起因する表
示ムラをなくし、製造歩留を向上することができる。また、熱処理（アニール）工程を１
工程削減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００４２】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法により製造される液
晶表示装置におけるＴＦＴ基板の構成を概念的に示す平面図である。本実施形態はＩＰＳ
型液晶表示装置の場合の例である。
【００４３】
　図１に示すように、ＴＦＴ基板１０の対向基板側の面には、複数の走査線１１と、走査
線１１に直交する信号線１２と、隣接する走査線１１の間において走査線１１に平行に延
びる共通配線１３とが設けられている。各走査線１１と各信号線１２の交差部分には、薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）１４がマトリクス状に形成されている。
【００４４】
　走査線１１の端部には走査線端子１５が設けられており、走査線端子１５を介して、外
部駆動回路からの駆動信号が走査線１１に入力される。また、信号線１２の端部には信号
線端子１６が設けられおり、信号線端子１６を介して、外部駆動回路からの駆動信号が信
号線１２に入力される。
【００４５】
　共通配線１３は、液晶を交流駆動するための基準となる共通の電位を与えるために相互
に結線される。すなわち、ＴＦＴ基板１０の両側には信号線１２と平行に延びる共通配線
結束線１７ａ、１７ｂがそれぞれ設けられており、共通配線結束線１７ａは各共通配線１
３の一端（例えば、左側端部）を相互に接続し、共通配線結束線１７ｂは各共通配線１３
の他端（例えば、右側端部）を相互に接続している。この共通配線１３と、ＴＦＴ１４の
ソース電極に接続された画素電極との間で容量が形成される。共通配線結束線１７ａの端
部には共通配線端子１８ａが設けられ、共通配線結束線１７ｂの端部には共通配線端子１
８ｂが設けられている。
【００４６】
　図２は、図１に示したＴＦＴ基板の１画素部を拡大して示す平面図であり、図３（ａ）
、（ｂ）、（ｃ）はそれぞれ、図２の３Ａ－３Ａ線、３Ｂ－３Ｂ線、３Ｃ－３Ｃ線に沿う
断面図である。
【００４７】
　図２に示すように、ＴＦＴ基板上に形成される、相互に隣接する一対の走査線１１と相
互に隣接する一対の信号線１２とは交差し、それらによって囲まれる表示領域を各画素部
に区画する。各画素部には、櫛歯状に形成された画素電極２１と共通電極２２が交互に対

10

20

30

40

50

(6) JP 3880568 B2 2007.2.14



向して配置されており、画素電極２１と共通電極２２との間においてＴＦＴ基板１０に概
ね平行な電界を発生させ、液晶分子の配列を制御している。
【００４８】
　図３に示すように、ＴＦＴ基板は、透明絶縁性基板２０と、透明絶縁性基板２０上に形
成された走査線１１及び共通配線１３と、走査線１１及び共通配線１３を覆うように透明
絶縁性基板２０上に形成されたゲート絶縁膜３１と、ゲート絶縁膜３１上に形成された薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）１４と、ＴＦＴ１４を覆うようにゲート絶縁膜３１上に形成さ
れたパッシベーション膜３２と、パッシベーション膜３２上に形成された有機絶縁膜３３
と、有機絶縁膜３３上に形成された画素電極２１及び共通電極２２とから構成されている
。
【００４９】
　パッシベーション膜３２と有機絶縁膜３３とが層間絶縁膜３８を構成しており、画素電
極２１及び共通電極２２は、図３（ａ）及び（ｃ）に示すように、層間絶縁膜３８上に設
けられている。
【００５０】
　ＴＦＴ１４は、透明絶縁性基板２０上に形成されたゲート電極２３と、ゲート電極２３
を覆うゲート絶縁膜３１と、ゲート絶縁膜３１上に形成されたソース電極２４及びドレイ
ン電極２５と、ソース電極２４及びドレイン電極２５の間においてゲート絶縁膜３１上に
形成された半導体層３４、から構成されている。
【００５１】
　本実施形態においては、ＴＦＴ１４は逆スタガ型の薄膜トランジスタの例を示しており
、図２に示すように、ＴＦＴ１４のゲート電極２３は走査線１１の一部として形成されて
いる。また、ドレイン電極２５は、図２に示すように、信号線１２の一部として形成され
ている。
【００５２】
　ＴＦＴ１４のソース電極２４には、図３（ａ）に示すように、層間絶縁膜３８に形成さ
れたコンタクトホール２６を介して画素電極２１が接続されており、共通配線１３には、
図３（ｃ）に示すように、層間絶縁膜３８及びゲート絶縁膜３１に形成されたコンタクト
ホール２７を介して共通電極２２がそれぞれ接続されている。
【００５３】
　このＴＦＴ１４には、走査線１１及びゲート電極２３を通して走査信号が、信号線１２
及びドレイン電極２５を通して表示信号が入力され、画素電極２１への電荷の書き込みが
行われる。
【００５４】
　また、図３（ａ）及び（ｃ）に示すように、共通配線１３と蓄積容量電極３５との間に
は蓄積容量が形成されている。
【００５５】
　次に、第１の実施の形態におけるＴＦＴ基板の製造方法を説明する。
【００５６】
　図４、図６、図８、図１０、図１２、図２は、１画素部の各製造工程を示す平面図、図
５、図７、図９、図１１、図１３、図３は、それぞれ図４、図６、図８、図１０、図１２
、図２の各Ａ－Ａ線（（ａ）図）、各Ｂ－Ｂ線（（ｂ）図）、各Ｃ－Ｃ線（（ｃ）図）に
沿う断面図である。ここで、各Ａ－Ａ線に沿う断面部はＴＦＴ部、画素電極用のコンタク
トホール部及び蓄積容量部を示し、各Ｂ－Ｂ線に沿う断面部は画素部を示し、各Ｃ－Ｃ線
に沿う断面部は信号線部、共通電極用のコンタクトホール部及び蓄積容量部を示す。
【００５７】
　先ず、図４及び図５に示すように、ガラス基板その他透明絶縁性基板２０の上に、スパ
ッタリングにより、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｃｒ／Ａｌ積層膜、Ｍｏ／Ａｌ積層膜等からなる導電層
を約１００乃至３００ｎｍの膜厚で成膜し、フォトリソグラフィー工程により、ゲート電
極２３を含む走査線１１、共通配線１３、走査線端子部（図示せず）及び共通配線端子部
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（図示せず）を形成する。
【００５８】
　次に、図６及び図７に示すように、プラズマＣＶＤにより、走査線１１、共通配線１３
、走査線端子部（図示せず）及び共通配線端子部（図示せず）を覆うように透明絶縁性基
板２０上にシリコン窒化膜からなるゲート絶縁膜３１を約３００乃至５００ｎｍの膜厚で
成膜する。
【００５９】
　更に、アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）を約１５０乃至３００ｎｍの膜厚で、リンが
ドープされたアモルファスシリコン（ｎ +型ａ－Ｓｉ）を約３０乃至５０ｎｍの膜厚でゲ
ート絶縁膜３１上に順次成膜し、フォトリソグラフィー工程によりＴＦＴ１４の活性層と
なる半導体層３４をゲート絶縁膜３１上に形成する。走査線１１及び共通配線１３と信号
線１２の交差部にも、両者の絶縁耐圧を高めるための耐圧向上用半導体層６４をゲート絶
縁膜３１上に半導体層３４と同時に形成する。
【００６０】
　次に、図８及び図９に示すように、スパッタリングにより、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｃｒ／Ａｌ／
Ｃｒ積層膜、Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏ積層膜等からなる導電層を約１００乃至４００ｎｍの膜厚
でゲート絶縁膜３１上に成膜し、フォトリソグラフィー工程により、ソース電極２４、ド
レイン電極２５、蓄積容量電極３５、信号線１２、信号線端子部（図示せず）をそれぞれ
形成する。
【００６１】
　続いて、ソース電極２４及びドレイン電極２５をマスクとして、半導体層３４上部のｎ
+型ａ－Ｓｉをエッチング除去し、チャネルを形成する。
【００６２】
　次に、図１０及び図１１に示すように、プラズマＣＶＤにより、ソース電極２４、ドレ
イン電極２５、半導体層３４、蓄積容量電極３５、信号線１２、信号線端子部（図示せず
）を覆うようにしてゲート絶縁膜３１上にシリコン窒化膜その他の無機膜からなるパッシ
ベーション膜３２を約１００乃至３００ｎｍの膜厚で成膜する。
【００６３】
　この後、約２８０℃の温度の窒素雰囲気中で基板をアニールする。
【００６４】
　続いて、ポジ型感光性ノボラック系レジストを用いて、膜厚が約１．５乃至３．５μｍ
の有機絶縁膜３３をパッシベーション膜３２上に成膜し、フォトリソグラフィー工程によ
り、有機絶縁膜３３のコンタクトホール形成部分に開口６６、６７を形成した後、２３０
℃程度の温度で有機絶縁膜３３を焼成する。
【００６５】
　その後、図１２及び図１３に示すように、フォトリソグラフィー工程により、パッシベ
ーション膜３２をエッチングして、開口６６に対応する箇所にソース電極２４を露出させ
る画素電極用のコンタクトホール２６（図１３（ａ）参照）と、信号線端子部の金属膜を
露出させるコンタクトホール（図示せず）とを形成する。同時に、パッシベーション膜３
２及びゲート絶縁膜３１をエッチングして、開口６７に対応する箇所に共通配線１３を露
出させる共通電極用のコンタクトホール２７（図１３（ｃ）参照）と、走査線端子部の金
属膜及び共通配線端子部の金属膜を露出させるコンタクトホール（図示せず）と、各共通
配線１３の端部を露出させる共通配線結束線用のコンタクトホール（図示せず）とをそれ
ぞれ形成する。
【００６６】
　このエッチングはドライエッチングで行ってもよいし、または、ウェットエッチングで
行ってもよい。あるいは、ウェットエッチングとドライエッチングとを併用して行っても
よい。
【００６７】
　次に、図２及び図３に示すように、スパッタリングにより有機絶縁膜３３上にＩＴＯか
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らなる透明導電膜を成膜し、フォトリソグラフィー工程により、画素電極２１、共通電極
２２、走査線端子部の金属膜、信号線端子部の金属膜、共通配線端子部の金属膜上の接続
電極（図示せず）及び共通配線結束線（図示せず）を形成する。
【００６８】
　このとき、図３（ｂ）に示すように、信号線１２に対応して有機絶縁膜３３上に共通電
極２２の一つ７２が位置し、また、蓄積容量電極３５に対応して有機絶縁膜３３上に画素
電極２１の一つ７１が位置するように形成する。これにより、画素電極２１が、画素電極
用のコンタクトホール２６を介して、ソース電極２４に接続し、共通電極２２が、共通電
極用のコンタクトホール２７を介して、共通配線１３に接続し、また、接続電極が、走査
線、信号線及び共通配線端子部用のコンタクトホールをそれぞれ介して、走査線端子部の
金属膜、信号線端子部の金属膜及び共通配線端子部の金属膜に接続し、さらに、共通配線
結束線が、共通配線結束線用のコンタクトホールを介して、各共通配線１３の端部に接続
する（端子部の構造については、後述する）。
【００６９】
　ここで、ＩＴＯの成膜はＡｒガスと酸素ガスの雰囲気中において、反応性スパッタリン
グにより行う。酸素ガスはＡｒガスに対して１乃至５原子（ａｔｏｍ）％程度混合する。
さらに、Ａｒガスに対して１原子％程度の水や水素を加えてもよい。また、成膜時に基板
加熱は行わず、成膜後のアニールも行わない。これにより、非晶質のＩＴＯ膜を成膜する
ことができる。
【００７０】
　非晶質ＩＴＯ膜のエッチングは、王水またはシュウ酸系のエッチング液を用いて、ウエ
ットエッチングにより行う。成膜時に微量の水や水素を加えると、エッチング残渣のない
エッチングが容易に可能となる。非晶質ＩＴＯ膜のエッチング時間は、膜のエッチングレ
ートに応じて、適切な時間だけ行えばよく、フォトレジスト現像後のフォトレジストの線
幅からエッチング後のＩＴＯ膜の線幅を引いた両側サイドエッチング量を有機絶縁膜上で
１μｍ程度に制御することができる。
【００７１】
　次に、第１の実施の形態におけるＴＦＴ基板の端子部の構造について説明する。
【００７２】
　図１４は、基板周辺の端子部の平面図であり、図１５（ａ）は図１４の１５Ａ－１５Ａ
線に沿う断面図であり、走査線端子及び共通配線端子を示しており、図１５（ｂ）は図１
４の１５Ｂ－１５Ｂ線に沿う断面図であり、信号線端子を示している。
【００７３】
　走査線端子及び共通配線端子は、図１５（ａ）に示すように、走査線１１と同一の金属
膜で透明絶縁性基板２０上に形成される端子部金属膜４１上において、共通電極と同一の
透明導電膜（ＩＴＯ膜）で形成される接続電極４２として形成される。
【００７４】
　また、信号線端子は、図１５（ｂ）に示すように、信号線１２と同一の金属膜でゲート
絶縁膜３１上に形成される端子部金属膜８１上において、共通電極と同一の透明導電膜（
ＩＴＯ膜）で形成される接続電極８２として形成される。
【００７５】
　ここで、接続電極４２は、ゲート絶縁膜３１及びパッシベーション膜３２に開口された
端子部コンタクトホール４３を介して端子部金属膜４１に接続された構造になっており、
接続電極８２はパッシベーション膜３２に開口された端子部コンタクトホール８３を介し
て端子部金属膜８１に接続された構造になっている。このように、各端子部には有機絶縁
膜３３は形成されていない。
【００７６】
　ここで、パッシベーション膜３２上のＩＴＯ膜のサイドエッチング量は、有機絶縁膜３
３上のＩＴＯ膜のサイドエッチング量より小さくなる。従って、有機絶縁膜３３上のＩＴ
Ｏ膜のサイドエッチング量が両側で１μｍ程度に制御されているので、実際上問題となる
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ことはない。
【００７７】
　なお、各共通配線１３は、共通配線結束線用のコンタクトホール４４（図１４参照）を
介して共通配線結束線１７ａ、１７ｂに接続されている。コンタクトホール４４の断面構
造は、図示していないが、図１５（ａ）に示した端子部コンタクトホール４３と同様な構
造になっている。
【００７８】
　ここでは、共通配線結束線１７ａ、１７ｂを透明導電膜で形成した例を示したが、共通
配線結束線１７ａ、１７ｂを信号線１２と同一の金属膜で形成することもできる。
【００７９】
　また、図示していないが、共通配線結束線１７ａ、１７ｂの一部を、パッシベーション
膜３２に開口されたコンタクトホールを介して透明導電膜により有機絶縁膜３３上に引き
出す。また、共通配線結束線１７ａ、１７ｂの端部を、ゲート絶縁膜３１及びパッシベー
ション膜３２に開口されたコンタクトホールを介して同じ透明導電膜により有機絶縁膜３
３上に引き出す。このようにして、透明導電膜を介して共通配線結束線１７ａ、１７ｂと
各共通配線１３とを接続するようにすることもできる。このような構造にすることにより
、共通配線結束線１７ａ、１７ｂの抵抗を下げることができる。
【００８０】
　次に、第１の実施の形態におけるＴＦＴ基板と対向基板との間に液晶を挟持した液晶パ
ネルの製造方法について概略的に説明する。
【００８１】
　図１６は、この液晶パネルの１画素部分の断面図である。図１６に示す液晶パネルは、
前述のＴＦＴ基板１０と、ＴＦＴ基板１０に対向して配置されている対向基板５０と、Ｔ
ＦＴ基板１０と対向基板５０との間に挟持されている液晶層５５と、から構成されている
。
【００８２】
　対向基板５０は、ガラス基板その他の透明絶縁性基板３０と、透明絶縁性基板３０のＴ
ＦＴ基板１０と対向する面上に形成されたブラックマトリクス５２と、ブラックマトリク
ス５２を覆うようにして、透明絶縁性基板３０上に形成された３色のカラーフィルタ５３
Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂと、カラーフィルタ５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂ上に形成されたオーバー
コート膜５４と、透明絶縁性基板３０のＴＦＴ基板１０とは反対側の面上に形成された透
明導電層５６と、を備えている。
【００８３】
　ＴＦＴ基板１０及び対向基板５０は以下のようにして形成される。
【００８４】
　上述のようにＴＦＴ基板１０を形成した後、ＴＦＴ基板１０の有機絶縁膜３３上にポリ
イミド系の配向剤からなる膜厚が３０乃至６０ｎｍの配向膜５１を形成し、１８０℃乃至
２４０℃の温度で焼成し、配向処理を行う。
【００８５】
　その後、エポキシ系樹脂接着剤からなるシール材（図示せず）をＴＦＴ基板１０の周縁
に沿って形成する。配向膜５１の形成後の焼成は、透明導電膜のアニールも兼ねている。
即ち、配向膜５１の形成後の焼成により、非晶質ＩＴＯ膜を多結晶化し、ＩＴＯ膜の透過
率を向上させ、抵抗値を低減することができる。
【００８６】
　次いで、対向基板５０を構成する透明絶縁性基板３０のカラーフィルタ５３Ｒ、５３Ｇ
、５３Ｂが形成される面とは反対側の面に、膜厚が約８０乃至１５０ｎｍのＩＴＯその他
の透明導電層５６を成膜する。
【００８７】
　次いで、透明絶縁性基板３０のＴＦＴ基板１０と対向する面上に、ネガ型感光性アクリ
ル系顔料分散レジストまたはカーボン系レジストを用いて、膜厚が約１乃至３μｍ、光学
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濃度（ＯＤ値）が３以上、シート抵抗値が１×１０ 10Ω／□以上のブラックマトリクス５
２を形成する。
【００８８】
　次に、ネガ型感光性アクリル系顔料分散レジストを用いて、膜厚が約１．０乃至１．５
μｍの赤色カラーフィルタ５３Ｒを形成する。同様に、青色カラーフィルタ５３Ｂ及び緑
色カラーフィルタ５３Ｇの各色層を形成する。
【００８９】
　次に、ノボラック系レジストを用いて、膜厚が約２．０乃至３．５μｍの有機絶縁膜か
らなるオーバーコート膜５４を形成する。
【００９０】
　更に、この上にポリイミド系の配向剤からなる膜厚が３０乃至６０ｎｍの配向膜５１を
形成し、焼成後、配向処理をして対向基板５０とする。
【００９１】
　その後、シール材と面内スペーサ（図示せず）を介して、ＴＦＴ基板１０の上に対向基
板５０を重ね合わせる。
【００９２】
　続いて、フッ素系化合物からなる液晶５５を注入口（図示せず）を介して両基板の間に
注入した後、ＵＶ硬化型アクリレート系樹脂からなる封口材（図示せず）により注入口を
封止し、所定ギャップのパネルを得る。ギャップは、例えば、アクリル系樹脂からなる柱
つきのカラーフィルタ（図示せず）を用いて制御してもよい。
【００９３】
　最後に、ＴＦＴ基板１０の素子面とは反対側の面と対向基板５０のカラーフィルタとは
反対側の面に、ヨウ素系偏光フィルムからなる偏光板５７をそれぞれ貼り付ける。
【００９４】
　これにより、前述のＴＦＴ基板１０を用いた広視野角及び高開口率を有する液晶パネル
が製造される。
【００９５】
　以上のように、本実施形態によれば、有機絶縁膜上に非晶質のＩＴＯ膜をパターン形成
し、配向膜形成後の焼成によりＩＴＯ膜を多結晶化することにより、ＩＴＯ膜のパターニ
ングを精度良く、均一に行うことができる（後述する）。
【００９６】
　また、ＴＦＴ基板製造工程において、熱処理（アニール）工程を１工程削減することが
できる。
【００９７】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態においては、有
機絶縁膜３３上にプラズマ処理が行われる。
【００９８】
　図２、図３乃至図１０及び図１１の有機絶縁膜３３の形成工程までの製造方法は、第１
の実施の形態と全く同じであるので、説明は省略する。
【００９９】
　有機絶縁膜３３の形成後、基板全面にヘリウム（Ｈｅ）プラズマ処理を行う。このヘリ
ウムプラズマ処理はドライエッチング装置において、Ｈｅガスを高周波放電させることに
より行う。
【０１００】
　その後、図１２及び図１３に示すように、フォトリソグラフィー工程により、パッシベ
ーション膜３２をエッチングして、開口６６に対応する箇所にソース電極２４を露出させ
る画素電極用のコンタクトホール２６（図１３（ａ）参照）と、信号線端子部を露出させ
るコンタクトホール（図示せず）とを形成する。また同時に、パッシベーション膜３２及
びゲート絶縁膜３１をエッチングして、開口６７に対応する箇所に共通配線１３を露出さ
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せる共通電極用のコンタクトホール２７（図１３（ｃ）参照）と、走査線端子部の金属膜
、共通配線端子部の金属膜を露出させるコンタクトホール（図示せず）と、各共通配線１
３の端部を露出させる共通配線結束線用のコンタクトホール（図示せず）とを、それぞれ
形成する。
【０１０１】
　このエッチングはドライエッチングで行ってもよいし、あるいは、ウェットエッチング
行ってもよい。あるいは、ウェットエッチングとドライエッチングとを併用して行っても
よい。
【０１０２】
　ただし、コンタクトホールをドライエッチングで開口する場合、フォトレジスト現像後
のポストベークは行わない。また、コンタクトホールをウェットエッチングにより開口す
る場合、あるいは、ウェットエッチングの次にドライエッチングを行って開口する場合、
フォトレジスト現像後のポストベークを１４０℃程度の温度で行う。
【０１０３】
　次に、図２、図３、図１４乃至図１６に示すように、スパッタリングにより有機絶縁膜
３３上にＩＴＯからなる透明導電膜を成膜し、フォトリソグラフィー工程により、画素電
極２１と、共通電極２２と、走査線端子部及び共通配線端子部の金属膜４１並びに信号線
端子部の金属膜８１上の接続電極４２、８２と、共通配線結束線１７ａ、１７ｂとを形成
する。
【０１０４】
　このとき、図３（ｂ）に示すように、信号線１２に対応して有機絶縁膜３３上に共通電
極２２の一つ７２が位置し、また、蓄積容量電極３５に対応して有機絶縁膜３３上に画素
電極２１の一つ７１が位置するように形成する。これにより、画素電極２１が、画素電極
用のコンタクトホール２６を介して、ソース電極２４に接続し、共通電極２２が、共通電
極用のコンタクトホール２７を介して、共通配線１３に接続し、また、接続電極４２、８
２が、走査線、共通配線、信号線端子部用のコンタクトホール４３、８３をそれぞれ介し
て、走査線端子部、共通配線端子部金属膜４１、信号線端子部金属膜８１に接続し、さら
に、共通配線結束線１７ａ、１７ｂが、共通配線結束線用のコンタクトホール４４を介し
て、各共通配線１３の端部に接続する。
【０１０５】
　ここで、ＩＴＯの成膜条件は、第１の実施の形態と同様である。
【０１０６】
　透明導電膜は、ＩＴＯに代えて、インジウム亜鉛酸化膜（ＩＺＯ）であってもよい。Ｉ
ＺＯの場合は、成膜条件によらず、非晶質の膜が形成される。
【０１０７】
　以下、第２の実施の形態におけるＴＦＴ基板１０と対向基板５０との間に液晶５５を挟
持した液晶パネルの製造方法についても、第１の実施の形態と全く同様であるので、説明
は省略する。
【０１０８】
　以上のように、無機絶縁膜にコンタクトホールを開口する前に、有機絶縁膜上にＨｅプ
ラズマ処理を行うことにより、透明導電膜のパターニングを精度良く、均一に行うことが
でき、同時に、透明導電膜と下地金属膜とのコンタクト抵抗の増大を防止することができ
る（この点については後述する）。
【０１０９】
　表１はＩＴＯ膜の膜質とエッチングの出来栄え（線幅シフト、パターン欠け）の関係を
示す表である。
【０１１０】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　ＩＴＯ成膜時に２００℃程度の温度に加熱したり、ＩＴＯ膜成膜後に２００℃程度の温
度で熱処理を行った場合、ＩＴＯ膜の膜質は多結晶となる。この場合、ＩＴＯ膜のエッチ
ングレートは遅くなり、残渣も発生しやすくなるため、エッチング時間は長く設定する必
要がある。エッチングによる有機絶縁膜上のＩＴＯ膜のサイドエッチング量は１μｍ程度
に制御することが可能であり、有機及び無機絶縁膜上のＩＴＯ膜の線幅シフトは問題ない
（○印は問題なしを意味する）。
【０１１１】
　しかしながら、本発明者の実験によると、有機膜上のＩＴＯ膜にパターンに欠けを生ず
ることが判明した（×印は問題有りを意味する）。これは、多結晶ＩＴＯ膜の膜質が部分
的に不均一になっているためと推定される。
【０１１２】
　一方、本発明のように、ＩＴＯ成膜時に加熱を行わず、あるいは、さらに、水や水素を
１原子％程度含む雰囲気中で行うと、ＩＴＯ膜の膜質は非晶質となる。この場合、ＩＴＯ
膜のエッチングレートは速くなり、残渣が発生することはない。エッチング時間はＩＴＯ
膜のエッチングレートに応じて短く設定すればよく、エッチングによる有機絶縁膜上のＩ
ＴＯ膜のサイドエッチング量は１μｍ程度に制御することが可能であり、有機及び無機絶
縁膜上のＩＴＯ膜の線幅シフトは問題ない（○印）。さらに、ＩＴＯ膜のパターン欠けも
防止することができた（○印）。
【０１１３】
　また、表２はコンタクトホール開口後に有機絶縁膜をプラズマ処理をした場合、そのプ
ラズマ処理とＩＴＯ膜のエッチングの均一性及びＩＴＯ膜と下地金属膜間のコンタクト抵
抗の関係を示す表である。
【０１１４】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　ＩＴＯ膜のエッチングの均一性は、第１及び第２の実施形態に示したＩＰＳ型液晶表示
装置における共通電極と画素電極の出来栄えと、エッチング不均一に起因する表示ムラの
有無とにより判定し、ＩＴＯ膜と下地金属膜間のコンタクト抵抗は、第１及び第２の実施
形態に示したＩＰＳ型液晶表示装置におけるＩＴＯ膜と共通配線の金属膜、信号線の金属
膜（ここでは何れもＣｒ）との間のコンタクト抵抗値と、このコンタクト抵抗に起因する
表示ムラの有無とにより判定したものである。
【０１１５】
　本発明者の実験によると、Ａｒプラズマ処理によれば、ＩＴＯ膜のエッチングの均一性
は非常に良好であり（○印）、コンタクト抵抗も、スパッタエッチングに近い条件を選択
すれば、処理がない場合に比べ、低減した（○印）。
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【０１１６】
　Ｈｅプラズマ処理によれば、ＩＴＯ膜のエッチングの均一性は非常に良好であった（○
印）が、コンタクト抵抗は処理がない場合に比べ、増大した（×印）。これは、スパッタ
エッチングの効果が得られないためであると思われる。
【０１１７】
　Ｏ 2プラズマ処理によれば、ＩＴＯ膜のエッチングの均一性は処理がない場合と同等で
あり、改善効果が見られなかった（－印）。コンタクト抵抗は処理がない場合に比べ、少
し改善されるが、コンタクト抵抗に起因する表示ムラは改善できなかった（△印）。
【０１１８】
　ＣＦ 4その他のフッ素系ガスのプラズマ処理によれば、ＩＴＯ膜のエッチングの均一性
、コンタクト抵抗共に処理がない場合に比べ、悪化した（×印）。
【０１１９】
　従って、以上の結果から、Ｈｅプラズマ処理を行う場合は、コンタクトホール開口前に
行う必要があることが判明した。
【０１２０】
　さらに、本発明者の実験によると、第１及び第２の実施形態に示したコンタクトホール
の開口工程において、フォトレジスト現像後にポストベークを行うと、ＩＴＯ膜のエッチ
ングの均一性が悪化することが判明した。この理由は明確でないが、ポストベークにより
、有機絶縁膜とフォトレジストとの間の密着性が向上し、コンタクトホール開口後にフォ
トレジストを剥離除去する際、有機絶縁膜上の表面部分も一部除去してしまうため、有機
絶縁膜の新しい表面が剥離液の影響を受けて、次に成膜するＩＴＯ膜との密着性を悪くす
るためであると推定される。
【０１２１】
　従って、コンタクトホールの開口をドライエッチングで行う場合は、ポストベークを行
わないことが好ましい。
【０１２２】
　一方、コンタクトホールの開口をウェットエッチングで、若しくは、ウェットエッチン
グとドライエッチングを併用して行う場合は、ポストベークを行う必要があり、このため
、コンタクトホール開口前にＨｅプラズマ処理を行う方が好ましいことがわかった。ただ
し、コンタクトホールの開口にウェットエッチングを用いる場合、Ｈｅプラズマ処理によ
り、エッチング液のしみ込みが発生しやすくなるので、Ｈｅプラズマ処理やポストベーク
条件を最適化する必要がある。
【０１２３】
　なお、前述の第１及び第２の実施の形態においては、層間絶縁膜３８が無機絶縁膜３２
と有機絶縁膜３３との積層膜で形成される例を示したが、有機絶縁膜３３は信号線１２上
または信号線１２と走査線１１上のみパターン形成される。すなわち、この領域のみ層間
絶縁膜３８が無機絶縁膜３２と有機絶縁膜３３との積層膜で形成され、その他の領域は層
間絶縁膜３８が無機絶縁膜３２単層で形成されていてもよい。
【０１２４】
　また、第１の実施形態においては、層間絶縁膜３８が無機絶縁膜３２と有機絶縁膜３３
の積層膜で形成されているが、有機絶縁膜３３のみで形成されていてもよい。
【０１２５】
　また、第 1及び第２の実施の形態においては、共通電極７２が走査線１１と信号線１２
との交差部を除いて、信号線１２の一部を覆うように形成されている例を示したが、走査
線１１と信号線１２との交差部も含めて、信号線１２全体を覆うように形成されていても
よいし、走査線１１と信号線１２の両方の全体を覆うように形成されていてもよい。
【０１２６】
　また、前述の実施の形態においては、本発明をＩＰＳ型の液晶表示装置に適用した例を
述べたが、本発明は有機絶縁膜上に透明導電膜をパターン形成する液晶表示装置であれば
どのような液晶表示装置にも適用することができる。例えば、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎ
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ｅｍａｔｉｃ）型やＶＡ型（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）型の液晶表示装置
に本発明を適用することも可能である。
【０１２７】
　また、前述の実施の形態においては、感光性ノボラック系レジストのような有機絶縁膜
３３を用いた例を示したが、それに代えて、ポリイミド樹脂やアクリル樹脂を用いること
もできる。
【０１２８】
　また、感光性有機絶縁膜に代えて、非感光性有機絶縁膜を用いることも可能である。こ
の場合は、通常のフォトリソグラフィー工程と同様に、現像後にエッチング工程とレジス
ト剥離工程が必要になる。
【０１２９】
　また、有機絶縁膜の開口工程とパッシベーション膜の開口工程は、別々のフォトリソグ
ラフィー工程である例を示したが、同一のフォトリソグラフィー工程で開口してもよい。
【０１３０】
　また、前述の実施の形態においては、逆スタガチャネルエッチ型ＴＦＴを有する液晶表
示装置について述べたが、チャネル保護型や順スタガ型ＴＦＴでもよく、また、スタガー
ド型ＴＦＴのみならず、コプレーナ型のＴＦＴについても適用できることは言うまでもな
い。
【０１３１】
　また、本発明は、非晶質（ａ－Ｓｉ）ＴＦＴのみならず、ポリシリコン（ｐ－Ｓｉ）Ｔ
ＦＴにも適用することができる。
【０１３２】
　さらに、スイッチング素子としては、ＴＦＴに代えて、ＭＩＭを用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法により製造される横方
向電界型液晶表示装置におけるＴＦＴ基板の構成を概念的に示す平面図である。
【図２】図１のＴＦＴ基板の１画素部を拡大して示す平面図である。
【図３】図２の３Ａ－３Ａ線、３Ｂ－３Ｂ線、３Ｃ－３Ｃ線に沿う断面図である。
【図４】図１のＴＦＴ基板を用いた液晶パネルの製造方法の一例を説明する、１画素部の
工程平面図（第１工程）である。
【図５】図４の５Ａ－５Ａ線、５Ｂ－５Ｂ線、５Ｃ－５Ｃ線に沿う工程断面図である。
【図６】図１のＴＦＴ基板を用いた液晶パネルの製造方法の一例を説明する、１画素部の
工程平面図（第２工程）である。
【図７】図６の７Ａ－７Ａ線、７Ｂ－７Ｂ線、７Ｃ－７Ｃ線に沿う工程断面図である。
【図８】図１のＴＦＴ基板を用いた液晶パネルの製造方法の一例を説明する、１画素部の
工程平面図（第３工程）である。
【図９】図８の９Ａ－９Ａ線、９Ｂ－９Ｂ線、９Ｃ－９Ｃ線に沿う工程断面図である。
【図１０】図１のＴＦＴ基板を用いた液晶パネルの製造方法の一例を説明する、１画素部
の工程平面図（第４工程）である。
【図１１】図１０の１１Ａ－１１Ａ線、１１Ｂ－１１Ｂ線、１１Ｃ－１１Ｃ線に沿う工程
断面図である。
【図１２】図１のＴＦＴ基板を用いた液晶パネルの製造方法の一例を説明する、１画素部
の工程平面図（第５工程）である。
【図１３】図１２の１３Ａ－１３Ａ線、１３Ｂ－１３Ｂ線、１３Ｃ－１３Ｃ線に沿う工程
断面図である。
【図１４】図１のＴＦＴ基板周辺の端子部の平面図である。
【図１５】図１５（ａ）は図１４の１５Ａ－１５Ａ線に沿う断面図であり、図１５（ｂ）
は図１４の１５Ｂ－１５Ｂ線に沿う断面図である。
【図１６】図１のＴＦＴ基板を用いた液晶パネルの１画素部分の断面図である。
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【符号の説明】
【０１３４】
　１０　　ＴＦＴ基板
　２０、３０　透明絶縁性基板
　１１　　走査線
　１２　　信号線
　１３　　共通配線
　１４　　ＴＦＴ
　１５　　走査線端子
　１６　　信号線端子
　１７ａ、１７ｂ　　共通配線結束線
　１８ａ、１８ｂ　　共通配線端子
　２１、７１　　画素電極
　２２、７２　　共通電極
　２３　　ゲート電極
　２４　　ソース電極
　２５　　ドレイン電極
　２６、２７、４４、９６、９７　コンタクトホール
　３１    ゲート絶縁膜
　３２　　パッシベーション膜
　３３　　有機絶縁膜
　３４　　半導体層
　３５　　蓄積容量電極
　３８　　層間絶縁膜
　４１、８１　　端子部金属膜
　４２、８２　　接続電極
　４３、８３　　端子部コンタクトホール
　５０　　対向基板
　５１　　配向膜
　５２　　ブラックマトリクス
　５３Ｒ，５３Ｇ，５３Ｂ　　カラーフィルタ
　５４　　オーバーコート膜
　５５　　液晶層
　５６　　透明導電層
　５７　　偏光板
　６４　　耐圧向上用半導体層
　６６、６７　　開口
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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