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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域に互いに平行に形成された複数の第１配線と、
　前記表示領域において前記複数の第１配線と交差するよう、かつ互いに平行に形成され
た複数の第２配線と、
　端子配置領域に配置された複数の第１端子と、
　前記端子配置領域に配置された複数の第２端子と、
　前記複数の第１配線と前記複数の第１端子とをそれぞれ接続する複数の第１引出配線と
、
　前記複数の第２配線と前記複数の第２端子とをそれぞれ接続する複数の第２引出配線と
を備えたアクティブマトリクス基板において、
　前記複数の第１引出配線は、複数の第３引出配線と、複数の第４引出配線とを含み、
　前記第３引出配線は、前記第１配線が形成された層と同じ層に形成されており、前記第
４引出配線の少なくとも一部分は、前記第１配線が形成された層と絶縁材料を挟んで異な
る層に形成されており、かつ、前記表示領域および前記端子配置領域以外の額縁配線領域
において前記第３引出配線と前記第４引出配線とが、１本毎に交互に形成されており、
　前記アクティブマトリクス基板は、
　前記複数の第３引出配線のそれぞれが接続された複数の第１端子のそれぞれに接続され
る複数の第１接続配線と、
　前記複数の第４引出配線のそれぞれが接続された複数の第１端子のそれぞれに接続され
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る複数の第２接続配線と、
　互いに隣接する２本の前記第１接続配線および前記第２接続配線を１本に束ねる複数の
束配線と、
　前記複数の束配線のうちで互いに隣接しない束配線を共通接続する第１共通配線と、
　前記複数の束配線のうち前記第１共通配線が接続されておらずかつ互いに隣接しない束
配線を共通接続する第２共通配線とを備えた、アクティブマトリクス基板。
【請求項２】
　前記複数の第３引出配線のそれぞれが接続された複数の第１端子と、前記複数の第４引
出配線のそれぞれが接続された複数の第１端子とが電気的に導通しないように、前記複数
の第１接続配線および前記複数の第２接続配線が切断されている、請求項１に記載のアク
ティブマトリクス基板。
【請求項３】
　互いに隣接する２本の前記第１接続配線および前記第２接続配線のうち、少なくともい
ずれか一方の接続配線に抵抗素子が接続される、請求項１に記載のアクティブマトリクス
基板。
【請求項４】
　互いに隣接する２本の前記第１接続配線および前記第２接続配線のそれぞれに抵抗素子
が接続される、請求項３に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項５】
　前記第１接続配線に接続された抵抗素子と、前記第２接続配線に接続された抵抗素子と
は、略同じ抵抗値を有する、請求項４に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項６】
　前記複数の束配線のそれぞれが切断されている、請求項３～５のいずれか一項に記載の
アクティブマトリクス基板。
【請求項７】
　前記第１配線は、ゲート配線であり、前記第２配線は、ソース配線である、請求項１～
６のいずれか一項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項８】
　前記第１配線は、ソース配線であり、前記第２配線は、ゲート配線である、請求項１～
６のいずれか一項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のアクティブマトリクス基板を備える、表示装置。
【請求項１０】
　前記表示装置は、液晶表示装置である、請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載のアクティブマトリクス基板、または、請求項１に記載のアクティブマ
トリクス基板を備えた表示装置の検査方法であって、
　前記第１共通配線および前記第２共通配線に互いに独立した検査信号を入力することに
より、前記第３引出配線および前記第４引出配線の検査を行う検査工程と、
　前記検査工程の後に、前記複数の第１接続配線および前記複数の第２接続配線を切断す
る切断工程とを含む、アクティブマトリクス基板または表示装置の検査方法。
【請求項１２】
　請求項３～５のいずれか一項に記載のアクティブマトリクス基板、または、請求項３～
５のいずれか一項に記載のアクティブマトリクス基板を備えた表示装置の検査方法であっ
て、
　前記第１共通配線および前記第２共通配線に互いに独立した検査信号を入力することに
より、前記第３引出配線および前記第４引出配線の検査を行う検査工程と、
　前記検査工程の後に、前記複数の束配線を切断する切断工程とを含む、アクティブマト
リクス基板または表示装置の検査方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２層以上の層を有し、表示領域に互いに平行に形成された複数の第１配線と
、端子配置領域に配置された複数の第１端子とをそれぞれ接続する複数の第１引出配線を
、それぞれの層に形成したアクティブマトリクス基板、表示装置、アクティブマトリクス
基板の検査方法、および表示装置の検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話、ＰＤＡ、カーナビゲーションシステム、パーソナルコンピュータ等の
各種の電子機器において、液晶パネルが幅広く用いられている。液晶パネルは、薄くて軽
量であり、消費電力が少ないという長所がある。このような液晶パネルに、ドライバを実
装する方式として、液晶材料を挟んで対向する一対の基板の一方の基板（アクティブマト
リクス基板）にドライバを直接実装する方式、いわゆるＣＯＧ（Chip On Glass）方式が
知られている（例えば、特開平９－３２９７９６号公報、特開平８－３２８０３３号公報
参照）。このＣＯＧ方式を用いることにより、液晶パネルの薄型化、小型化、軽量化、配
線間、および端子間の高精細化を実現することができる。
【０００３】
　また、近年、携帯電話、ＰＤＡ等の小型の電子機器用に用いられる液晶パネルは、表示
画面の縦横の画素数が１６０×１２０のＱＱＶＧＡ、および１７６×１４４のＱＣＩＦか
ら３２０×２４０のＱＶＧＡ、さらには６４０×４８０のＶＧＡへ移行しつつある。これ
に伴い、液晶パネルを構成するアクティブマトリクス基板上に形成されるべき配線や端子
の数が増加することになる。しかしながら、近年、液晶パネルの小型化、高精細化の要請
に応えるためには、アクティブマトリクス基板のサイズを大きくすることはできない。
【０００４】
　そこで、表示領域に形成された複数のゲート配線と、端子配置領域に配置された複数の
ゲート端子とをそれぞれ接続する複数の引出配線を、２層以上の層（多層）にそれぞれ形
成するアクティブマトリクス基板が知られている（例えば、特開２００４－５３７０２号
公報、特開２００５－９１９６２号公報参照）。具体的には、複数の引出配線のうち所定
数の引出配線を、ゲート配線が形成された層と同じ層（第１層）に形成するとともに、残
余の引出配線を、ゲート配線が形成された層と異なる層（第２層）に形成する。なお、第
１層に形成された引出配線と、第２層に形成された引出配線との間には、絶縁材料が介在
される。引出配線を多層化することにより、第１層に形成された引出配線と第２層に形成
された引出配線との間隔を狭くすることができるため、アクティブマトリクス基板のサイ
ズを大きくすることなく、液晶パネルの小型化、高精細化を実現できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、第１層に形成された引出配線と、第２層に形成された引出配線との間には、
絶縁材料が介在しているので、第１層に形成された引出配線と、第２層に形成された引出
配線との間で短絡（リーク）は生じ難い。しかしながら、同じ層に形成された隣接する引
出配線間では、アクティブマトリクス基板の製造時等のフォトリソグラフィ工程における
ダストや、エッチング時の膜残り等が原因となって、短絡が生じる恐れがある。特に、近
年では、上述したように、液晶パネルの小型化、高精細化が望まれており、配線間の間隔
は近年益々狭くなりつつあるため、同じ層に形成された隣接する引出配線間の短絡も生じ
易くなってきている。このため、アクティブマトリクス基板の製造時等の検査工程におい
て、引出配線間の短絡の検査が重要となってきている。すなわち、実装工程において、配
線の短絡が生じている不良なアクティブマトリクス基板上にドライバを実装することは、
部材コストや作業コストのロスとなるからである。
【０００６】
　しかしながら、引出配線間の短絡の検査が重要となってきているにも関わらず、２層以
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上の層を有するアクティブマトリクス基板において、同じ層に形成された隣接する引出配
線間の短絡を、複数の層のそれぞれについて検出するしくみについては確立されていなか
った。具体的に言えば、２層以上の層を有する従来のアクティブマトリクス基板において
、同じ層に形成された隣接する引出配線のそれぞれには、同じ検査配線から同じ検査信号
が入力されていたので、引出配線の断線を検出することはできたが、同じ層に形成された
隣接する引出配線間の短絡を検出することはできなかった。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、引出配線が複数の
層のそれぞれに形成された場合において、同じ層に形成された隣接する引出配線間の短絡
を簡易な構成で確実に検出することができるアクティブマトリクス基板、表示装置、アク
ティブマトリクス基板の検査方法、および表示装置の検査方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明におけるアクティブマトリクス基板は、表示領域に互
いに平行に形成された複数の第１配線と、前記表示領域において前記複数の第１配線と交
差するよう、かつ互いに平行に形成された複数の第２配線と、端子配置領域に配置された
複数の第１端子と、前記端子配置領域に配置された複数の第２端子と、前記複数の第１配
線と前記複数の第１端子とをそれぞれ接続する複数の第１引出配線と、前記複数の第２配
線と前記複数の第２端子とをそれぞれ接続する複数の第２引出配線とを備えたアクティブ
マトリクス基板において、前記複数の第１引出配線は、複数の第３引出配線と、複数の第
４引出配線とを含み、前記第３引出配線は、前記第１配線が形成された層と同じ層に形成
されており、前記第４引出配線の少なくとも一部分は、前記第１配線が形成された層と絶
縁材料を挟んで異なる層に形成されており、かつ、前記表示領域および前記端子配置領域
以外の額縁配線領域において前記第３引出配線と前記第４引出配線とが、１本毎に交互に
形成されており、前記アクティブマトリクス基板は、前記複数の第３引出配線のそれぞれ
が接続された複数の第１端子のそれぞれに接続される複数の第１接続配線と、前記複数の
第４引出配線のそれぞれが接続された複数の第１端子のそれぞれに接続される複数の第２
接続配線と、互いに隣接する２本の前記第１接続配線および前記第２接続配線を１本に束
ねる複数の束配線と、前記複数の束配線のうちで互いに隣接しない束配線を共通接続する
第１共通配線と、前記複数の束配線のうち前記第１共通配線が接続されておらずかつ互い
に隣接しない束配線を共通接続する第２共通配線とを備える。
【０００９】
　本発明のアクティブマトリクス基板によれば、アクティブマトリクス基板の製造時等の
検査工程において、第１共通配線および第２共通配線に互いに独立した検査信号を入力す
れば、束配線、第１接続配線、および第２接続配線を介して、第３引出配線および第４引
出配線へ検査信号を入力することが可能である。すなわち、隣接する第３引出配線へは、
互いに独立した検査信号を入力することが可能である。なお、第３引出配線は、第１配線
が形成された層と同じ層に形成された配線である。これにより、隣接する第３引出配線間
の短絡を検出することができる。また、隣接する第４引出配線へも、互いに独立した検査
信号を入力することが可能である。なお、第４引出配線は、当該第４引出配線の少なくと
も一部分において、第１配線が形成された層と絶縁材料を挟んで異なる層に形成された配
線である。これにより、隣接する第４引出配線間の短絡を検出することができる。
【００１０】
　また、本発明のアクティブマトリクス基板は、互いに隣接する２本の第１接続配線およ
び第２接続配線を１本に束ねる複数の束配線を備え、複数の束配線のそれぞれが、第１共
通配線または第２共通配線に接続される態様である。このため、束配線を備えることなく
、複数の第１接続配線および複数の第２接続配線のそれぞれが、第１共通配線または第２
共通配線に直接接続される態様と比較して、配線間の間隔を広く取ることができ、かつ、
異なる層に形成された配線同士を電気的に接続するための配線層切換部の数を低減するこ
とも可能である。すなわち、配線間（束配線間）の間隔を広く取ることができるので、配
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線間で短絡が生じ難くなる。また、配線層切換部の数を低減することができるので、配線
層切換部の接続不良等を低減できる。
【００１１】
　この結果、引出配線が複数の層のそれぞれに形成された場合において、同じ層に形成さ
れた隣接する引出配線間の短絡を簡易な構成で確実に検出することができる。
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明における表示装置は、本発明に係るアクティブマトリ
クス基板を備える。なお、前記表示装置は、液晶表示装置であることが好ましい。
【００１３】
　上記目的を達成するために本発明におけるアクティブマトリクス基板または表示装置の
検査方法は、上記のアクティブマトリクス基板、または、上記のアクティブマトリクス基
板を備えた表示装置の検査方法であって、前記第１共通配線および前記第２共通配線に互
いに独立した検査信号を入力することにより、前記第３引出配線および前記第４引出配線
の検査を行う検査工程と、前記検査工程の後に、前記複数の第１接続配線および前記複数
の第２接続配線を切断する切断工程とを含む。
【００１４】
　本発明のアクティブマトリクス基板または表示装置の検査方法によれば、第１共通配線
および第２共通配線に互いに独立した検査信号を入力することにより、隣接する第３引出
配線間の短絡、および隣接する第４引出配線間の短絡を検出することができる。そして、
切断工程において、複数の第１接続配線および複数の第２接続配線を切断する。これによ
り、複数の第３引出配線のそれぞれが接続された複数の第１端子と、複数の第４引出配線
のそれぞれが接続された複数の第１端子とが、電気的に切り離される。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のように、本発明のアクティブマトリクス基板、表示装置、およびアクティブマト
リクス基板の検査方法は、引出配線が複数の層のそれぞれに形成された場合において、同
じ層に形成された隣接する引出配線間の短絡を簡易な構成で確実に検出することができる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係る液晶パネルの概略構成を示す平面図であ
る。
【図２】図２は、図１中に示した切断線ａ－ａ´に沿って切断した断面図である。
【図３】図３は、図１中に示したＥ１の部分を拡大した図である。
【図４】図４は、図１中に示したＥ２の部分を拡大した図である。
【図５】図５は、変更例に係る液晶パネルの概略構成を示す平面図である。
【図６】図６は、図１中に示したＥ１の部分と同じ部分を拡大した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態において、前記複数の第３引出配線のそれぞれが接続された複数の第
１端子と、前記複数の第４引出配線のそれぞれが接続された複数の第１端子とが電気的に
導通しないように、前記複数の第１接続配線および前記複数の第２接続配線が切断されて
いる態様とするのが好ましい。この態様によれば、複数の第３引出配線のそれぞれが接続
された複数の第１端子と、複数の第４引出配線のそれぞれが接続された複数の第１端子と
は、電気的に切り離されることになる。
【００１８】
　本発明の実施形態において、互いに隣接する２本の前記第１接続配線および前記第２接
続配線のうち、少なくともいずれか一方の接続配線に抵抗素子が接続される態様とするの
が好ましい。特に、互いに隣接する２本の前記第１接続配線および前記第２接続配線のそ
れぞれに抵抗素子が接続される態様とするのが好ましい。この態様によれば、アクティブ
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マトリクス基板の製造時等の切断工程において、第１接続配線および第２接続配線の代わ
りに、束配線を切断することが可能となる。つまり、第１接続配線および第２接続配線を
切断する場合と比較して、切断すべき配線の数が少なくなる。この結果、切断工程にかか
る時間を削減することができる。また、切断すべき配線間の間隔を広く取ることができる
ので、切断時に生じるカット屑によって、隣接する配線が短絡する等の不良の発生を低減
することができる。
【００１９】
　本発明の実施形態において、前記第１接続配線に接続された抵抗素子と、前記第２接続
配線に接続された抵抗素子とは、略同じ抵抗値を有する態様とするのが好ましい。この態
様によれば、アクティブマトリクス基板の製造時等の検査工程において、隣接する接続配
線に対応する引出配線、および当該引出配線に対応する第１配線へ入力されるべき検査信
号の遅延量を、略同等にすることができる。これにより、断線には至らないが配線幅が極
小になった場合等の不良を検出することができる。
【００２０】
　本発明の実施形態において、前記複数の束配線のそれぞれが切断されている態様とする
のが好ましい。この態様によれば、複数の第３引出配線および複数の第４引出配線のそれ
ぞれが接続された第１端子と、第１共通配線および第２共通配線とが、電気的に切り離さ
れることになる。
【００２１】
　本発明の実施形態において、前記第１配線は、ゲート配線であり、前記第２配線は、ソ
ース配線である態様とするのが好ましい。ここで、例えば、第１配線の配線数と第２配線
の配線数とが互いに異なる態様において、第１配線の配線数が第２配線の配線数よりも多
い場合に、第１配線がゲート配線であれば、不良発生率の高いゲート配線間の短絡の検査
を行うことができる。このため、ゲート配線間の短絡が生じている不良なアクティブマト
リクス基板上にゲート配線用の駆動回路（ドライバ）の実装を防ぐことができる。そのた
め、部材コストや作業コストのロスを低減することができる。なお、ゲート配線用の駆動
回路は、複数の階調に対応したソース信号（映像信号）を供給するソース配線用の駆動回
路に比べて、構成が単純である。このため、端子配置領域の縮小化、アクティブマトリク
ス基板の低コスト化を目的として、第１配線の配線数が第２配線の配線数よりも多い場合
には、第１配線がゲート配線、第２配線がソース配線であることが好ましい。
【００２２】
　本発明の実施形態において、前記第１配線は、ソース配線であり、前記第２配線は、ゲ
ート配線である態様とするのが好ましい。この態様によれば、ソース配線間の短絡の検査
を行うことができる。すなわち、ソース配線用の駆動回路（ドライバ）は、複数の階調に
対応したソース信号（映像信号）を供給する必要があるため、ゲート配線用の駆動回路に
比べて、構成が複雑である。つまり、ソース配線用の駆動回路は、ゲート配線用の駆動回
路に比べて、高価である。このため、ソース配線間の短絡が生じている不良なアクティブ
マトリクス基板上にソース配線用の駆動回路の実装を防ぐことができる。そのため、部材
コストや作業コストのロスを低減することができる。
【００２３】
　本発明の実施形態において、本発明の実施形態に係るアクティブマトリクス基板、また
は、本発明の実施形態に係るアクティブマトリクス基板を備えた表示装置の検査方法であ
って、前記第１共通配線および前記第２共通配線に互いに独立した検査信号を入力するこ
とにより、前記第３引出配線および前記第４引出配線の検査を行う検査工程と、前記検査
工程の後に、前記複数の束配線を切断する切断工程とを含む態様とするのが好ましい。こ
の態様によれば、第１共通配線および第２共通配線に互いに独立した検査信号を入力する
ことにより、隣接する第３引出配線間の短絡、および隣接する第４引出配線間の短絡を検
出することができる。そして、切断工程において、複数の束配線を切断する。これにより
、複数の第３引出配線および複数の第４引出配線のそれぞれが接続された第１端子と、第
１共通配線および第２共通配線とが、電気的に切り離される。
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【００２４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。ただし、以下で参照
する各図は、説明の便宜上、本発明の一実施形態の構成部材のうち、本発明を説明するた
めに必要な主要部材のみを簡略化して示したものである。したがって、本発明に係るアク
ティブマトリクス基板は、本明細書が参照する各図に示されていない任意の構成部材を備
え得る。また、各図中の部材の寸法は、実際の構成部材の寸法および各部材の寸法比率等
を忠実に表したものではない。
【００２５】
　また、上記第１共通配線および第２共通配線は、本実施形態においては第１検査配線お
よび第２検査配線として説明する。
【００２６】
　[実施の形態１]
　図１は、本実施形態に係る液晶パネル１の概略構成を示す平面図である。図１に示すよ
うに、液晶パネル１は、アクティブマトリクス基板２と、アクティブマトリクス基板２に
対向する対向基板３とを備えている。アクティブマトリクス基板２と対向基板３との間に
は、図示しない液晶材料が狭持されている。なお、本実施形態に係る対向基板３には、Ｒ
（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）のカラーフィルタと、これらのカラーフィルタ間の光漏れを
防止するブラックマトリクスとを含むカラーフィルタ層が形成されている。また、カラー
フィルタ層の上には、共通電極が形成されている。
【００２７】
　ここで、本実施形態に係る液晶パネル１は、例えば、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Dig
ital Assistant）、ＰＨＳ（Personal Handy-phone System）、ＨＨＴ（Hand Held Termi
nal）等の携帯端末用の電子機器に用いられる。また、本実施形態に係る液晶パネル１は
、携帯端末用の電子機器以外に、ゲーム端末、カーナビゲーションシステム、パーソナル
コンピュータ、テレビ、ビデオカメラ、デジタルカメラ等の電子機器にも用いられる。こ
こで、液晶パネル１を備えた電子機器が、本発明に係る液晶表示装置の一実施形態となる
。なお、本実施形態に係るアクティブマトリクス基板２を電界放出ディスプレイ、プラズ
マディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、無機ＥＬディスプレイ等の、液晶パネル１以外
のパネル（表示装置）に設けるようにしてもよい。
【００２８】
　アクティブマトリクス基板２は、表示領域４と、端子配置領域５と、表示領域４の外側
にあって、かつ表示領域４を囲む額縁配線領域６とを有している。なお、以下では、液晶
パネル１の１辺を第１辺Ｓ１（図１では、下辺）とし、この第１辺Ｓ１を挟んで左右の辺
を各々第２辺Ｓ２、第３辺Ｓ３とし、第１辺Ｓ１に対向する辺を第４辺Ｓ４とする。
【００２９】
　ここで、図１に示すように、アクティブマトリクス基板２の第２辺Ｓ２（第３辺Ｓ３）
の長さＨは、対向基板３の第２辺Ｓ２（第３辺Ｓ３）の長さＬよりも長い。このため、ア
クティブマトリクス基板２と対向基板３とが図示しない液晶材料を介して互いに貼り合わ
された場合に、アクティブマトリクス基板２の端子配置領域５は、対向基板３よりも第１
辺Ｓ１側に位置することとなる。
【００３０】
　表示領域４には、第１ゲート配線４０１～４０７と、第２ゲート配線４１１～４１７と
、ソース配線４２１，４２２，４２３，・・・４２ｉとが形成されている。ここで、第１
ゲート配線４０１～４０７には、一端側にゲート信号の入力端４３１～４３７をそれぞれ
有している。また、第２ゲート配線４１１～４１７には、他端側にゲート信号の入力端４
４１～４４７をそれぞれ有している。さらに、ソース配線４２１，４２２，４２３，・・
・４２ｉには、一端側にソース信号の入力端４５１，４５２，４５３，・・・４５ｉをそ
れぞれ有している。
【００３１】
　図１では、説明の簡略化のために、第１ゲート配線４０１～４０７を７本、第２ゲート
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配線４１１～４１７を７本図示したが、表示領域４に形成されるべき第１ゲート配線およ
び第２ゲート配線の数は、実際にはこれよりも多い。但し、第１ゲート配線および第２ゲ
ート配線の数については、任意であり、ここでは特に限定されない。
【００３２】
　なお、以下では、個々の配線を区別する必要のある場合にのみ、例えば、ソース配線４
２１のように、それぞれを区別するための小数字を付して説明し、特に区別する必要がな
い場合、あるいは、総称する場合には、例えば、ソース配線４２のように、小数字を付さ
ずに説明する。また、以下では、第１ゲート配線４０１～４０７および第２ゲート配線４
１１～４１７を区別する必要がない場合、あるいは、総称する場合には、単に、ゲート配
線４０，４１と称して説明する。
【００３３】
　ここで、本実施形態においては、第１ゲート配線４０１～４０７と、第２ゲート配線４
１１～４１７とは、１本毎に交互に、かつ互いに平行となるように表示領域４に形成され
ている。すなわち、表示領域４には、第４辺Ｓ４側から第１辺Ｓ１側に向かって、第１ゲ
ート配線４０１、第２ゲート配線４１１、第１ゲート配線４０２、第２ゲート配線４１２

、第１ゲート配線４０３、第２ゲート配線４１３・・・となるように、ゲート配線４０，
４１が形成されている。また、ソース配線４２１、４２２、４２３、・・・４２ｉは、ゲ
ート配線４０，４１と交差するよう、かつ互いに平行に表示領域４に形成されている。
【００３４】
　なお、本実施形態においては、ソース配線４２は、ＲＧＢ毎に表示領域４に形成されて
いる。つまり、表示領域４には、Ｒ用のソース配線４２、Ｇ用のソース配線４２、Ｂ用の
ソース配線４２が形成されている。但し、モノクロ用の液晶パネル１の場合には、これに
限定されない。さらに、表示領域４には、ゲート配線４０，４１およびソース配線４２以
外に、図示しない蓄積容量配線が形成されている。蓄積容量配線は、ゲート配線４０，４
１に平行となるように、表示領域４に形成されている。
【００３５】
　なお、ゲート配線４０，４１とソース配線４２との交差部分には、図示しないＴＦＴ（
Thin Film Transistor）やＭＩＭ（Metal Insulator Metal）等のスイッチング素子、お
よび、このスイッチング素子に接続される図示しない絵素電極（Ｒ、Ｇ、またはＢ）等が
形成されている。
【００３６】
　端子配置領域５は、アクティブマトリクス基板２において、複数のゲート端子５１およ
び複数のソース端子５２が配置された領域である。ドライバ、またはドライバが設けられ
たフレキシブル配線基板が、端子配置領域５においてゲート端子５１およびソース端子５
２と電気的に接続される。このため、ゲート端子５１は、ドライバからゲート信号が入力
可能な端子となる。また、ソース端子５２は、ドライバからソース信号が入力可能な端子
となる。なお、ドライバは、ＣＯＧ（Chip On Glass）方式にて端子配置領域５に接続す
ることが可能である。また、ドライバが設けられたフレキシブル配線基板は、ＴＣＰ（Ta
pe Carrier Package）方式にて端子配置領域５に接続することが可能である。なお、接続
する方式については、ここでは特に限定されない。
【００３７】
　なお、図１では、端子配置領域５に、１個のドライバを配置することが可能な例を示し
ているが、これに限定されない。例えば、アクティブマトリクス基板２上に端子配置領域
５を複数設けることにより、複数の端子配置領域５のそれぞれに、複数のドライバをそれ
ぞれ配置することが可能なようにしてもよい。
【００３８】
　額縁配線領域６には、第１ゲート配線４０１～４０７の一端側に有するゲート信号の入
力端４３１～４３７と、ゲート端子５１とをそれぞれ接続するゲート用右側引出配線（第
１引出配線）６１１～６１７が形成されている。すなわち、ゲート用右側引出配線６１１

～６１７は、ゲート信号の入力端４３１～４３７から第３辺Ｓ３側に引き出され、第３辺
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Ｓ３に沿って額縁配線領域６に形成され、そしてゲート端子５１へ接続される。
【００３９】
　ここで、ゲート用右側引出配線６１１～６１７は、ゲート用右側第１引出配線（第３引
出配線）６１１，６１３，６１５，６１７と、ゲート用右側第２引出配線（第４引出配線
）６１２，６１４，６１６とを含む。ゲート用右側第１引出配線６１１，６１３，６１５

，６１７は、ゲート配線４０，４１が形成された層と同じ層に形成された引出配線である
。なお、以下では、ゲート配線４０，４１が形成された層を「第１層」と称する。また、
ゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，６１６は、当該ゲート用右側第２引出配線６
１２，６１４，６１６の少なくとも一部分において、ゲート配線４０，４１が形成された
層（第１層）と絶縁材料を挟んで異なる層に形成された引出配線である。なお、以下では
、ゲート配線４０，４１が形成された層と異なる層を「第２層」と称する。つまり、第２
層には、ソース配線４２が形成されている。
【００４０】
　ここで、ゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，６１６には、ゲート信号の入力端
４３２，４３４，４３６側に形成された配線層第１切替部６２２，６２４，６２６と、ゲ
ート端子５１側に形成された配線層第２切替部６３２，６３４，６３６とをそれぞれ有し
ている。本実施形態においては、ゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，６１６のう
ち、ゲート信号の入力端４３２，４３４，４３６と配線層第１切替部６２２，６２４，６
２６との間の配線は第１層に形成されており、配線層第１切替部６２２，６２４，６２６

と配線層第２切替部６３２，６３４，６３６との間の配線は第２層に形成されており、配
線層第２切替部６３２，６３４，６３６とゲート端子５１との間の配線は第１層に形成さ
れている。すなわち、配線層第１切替部６２２，６２４，６２６および配線層第２切替部
６３２，６３４，６３６のそれぞれにおいて、第１層に形成された配線と第２層に形成さ
れた配線とが電気的に接続されることになる。
【００４１】
　なお、電気的に接続する方法として、第１層に形成された配線と第２層に形成された配
線とを絶縁材料に形成されたコンタクトホールを介して直接接続させるようにしてもよい
し、第１層に形成された配線と第２層に形成された配線とをさらに別の層に形成された電
極を介して電気的に接続させるようにしてもよい。すなわち、電気的に接続する方法とし
て、様々な任意の方法を用いることが可能であり、ここでは特に限定されない。また、配
線層第１切替部６２２，６２４，６２６および配線層第２切替部６３２，６３４，６３６

の位置についても図１に示す位置に限定されるものではなく、任意である。
【００４２】
　図２は、図１中に示した切断線ａ－ａ´に沿って切断した断面図である。図２に示すよ
うに、アクティブマトリクス基板２上には、第１層として、ゲート用右側第１引出配線６
１１，６１３，６１５，６１７が形成されている。また、絶縁膜（絶縁材料）７が、ゲー
ト用右側第１引出配線６１１，６１３，６１５，６１７を覆うように、アクティブマトリ
クス基板２上に形成されている。また、絶縁膜７上には、第２層として、ゲート用右側第
２引出配線６１２，６１４，６１６が形成されている。さらに、保護膜８が、ゲート用右
側第２引出配線６１２，６１４，６１６を覆うように、絶縁膜７上に形成されている。す
なわち、ゲート用右側第１引出配線６１１，６１３，６１５，６１７と、ゲート用右側第
２引出配線６１２，６１４，６１６との間には、絶縁膜７が介在している。
【００４３】
　このように、本実施形態においては、ゲート用右側第１引出配線６１１，６１３，６１

５，６１７は第１層に形成され、ゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，６１６の少
なくとも一部分は第２層に形成されている。このため、１つの層に全てのゲート用右側引
出配線６１１～６１７が形成される態様と比較して、アクティブマトリクス基板の小型化
、高精細化を実現できる。
【００４４】
　図３は、図１中のＥ１の部分を拡大した図である。図３に示すように、ゲート用右側引
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出配線６１１～６１７が接続された複数のゲート端子５１のそれぞれには、ゲート用右側
接続配線６４１～６４７がさらに接続されている。すなわち、ゲート用右側接続配線６４

１～６４７は、複数のゲート端子５１のそれぞれから第１辺Ｓ１側（後述する検査配線６
６，６７側）へ引き出されている。
【００４５】
　ここで、ゲート用右側接続配線６４１～６４７は、ゲート用右側第１接続配線（第１接
続配線）６４１，６４３，６４５，６４７と、ゲート用右側第２接続配線（第２接続配線
）６４２，６４４，６４６とを含む。ゲート用右側第１接続配線６４１，６４３，６４５

，６４７は、ゲート用右側第１引出配線６１１，６１３，６１５，６１７が接続されたゲ
ート端子５１に接続される接続配線である。また、ゲート用右側第２接続配線６４２，６
４４，６４６は、ゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，６１６が接続されたゲート
端子５１に接続される接続配線である。
【００４６】
　また、額縁配線領域６には、互いに隣接する２本のゲート用右側第１接続配線およびゲ
ート用右側第２接続配線を１本に束ねる右側束配線（束配線）６５１～６５４が形成され
ている。本実施形態においては、右側束配線６５１は、２本のゲート用右側第１接続配線
６４１およびゲート用右側第２接続配線６４２を１本に束ねている。また、右側束配線６
５２は、２本のゲート用右側第１接続配線６４３およびゲート用右側第２接続配線６４４

を１本に束ねている。さらに、右側束配線６５３は、２本のゲート用右側第１接続配線６
４５およびゲート用右側第２接続配線６４６を１本に束ねている。なお、右側束配線６５

４は、ゲート用右側第１接続配線６４７の１本にのみ接続されている。
【００４７】
　また、右側束配線６５２、６５４には、ゲート用右側第１検査配線６６がさらに接続さ
れている。また、右側束配線６５１、６５３には、ゲート用右側第１検査配線６６を跨い
で、ゲート用右側第２検査配線６７が接続されている。すなわち、ゲート用右側第１検査
配線６６は、右側束配線６５１～６５４のうちで互いに隣接しない右側束配線６５２，６
５４へ検査信号を入力可能な検査配線である。また、ゲート用右側第２検査配線６７は、
右側束配線６５１～６５４のうちゲート用右側第１検査配線６６が接続されておらずかつ
互いに隣接しない右側束配線６５１，６５３へ検査信号を入力可能な検査配線である。
【００４８】
　なお、右側束配線６５１，６５３には、ゲート用右側第１検査配線６６を挟んで、ゲー
ト用右側第２検査配線６７が接続されているので、右側束配線６５１，６５３には、配線
層第３切替部６８１，６８３と、配線層第４切替部６９１，６９３とをそれぞれ有してい
る。すなわち、配線層第４切替部６９１，６９３のそれぞれにおいて、右側束配線６５１

，６５３とゲート用右側第２検査配線６７とが電気的に接続されることになる。
【００４９】
　また、ゲート用右側第１検査配線６６には、ゲート用右側第１検査パッド７０がさらに
接続されている。ゲート用右側第１検査パッド７０は、検査信号が入力可能なパッドであ
る。これにより、右側束配線６５２，６５４、およびゲート用右側接続配線６４３，６４

４、６４７を介して、ゲート用右側引出配線６１３，６１４，６１７には、ゲート用右側
第１検査パッド７０から検査信号を入力することが可能となる。さらに、ゲート用右側第
２検査配線６７には、ゲート用右側第２検査パッド７１がさらに接続されている。ゲート
用右側第２検査パッド７１も、検査信号が入力可能なパッドである。これにより、右側束
配線６５１、６５３、およびゲート用右側接続配線６４１，６４２，６４５，６４６を介
して、ゲート用右側引出配線６１１，６１２，６１５，６１６には、ゲート用右側第２検
査パッド７１から検査信号を入力することが可能となる。
【００５０】
　以上のように、本実施形態に係るアクティブマトリクス基板２は、互いに隣接する２本
のゲート用右側第１接続配線およびゲート用右側第２接続配線を１本に束ねる右側束配線
６５１～６５４を形成し、右側束配線６５２、６５４がゲート用右側第１検査配線６６に
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、右側束配線６５１、６５３がゲート用右側第２検査配線６７に接続される態様である。
このため、右側束配線を備えることなく、ゲート用右側接続配線６４１～６４７のそれぞ
れが、ゲート用右側第１検査配線６６またはゲート用右側第２検査配線６７に直接接続さ
れる態様と比較して、配線間の間隔を広く取ることができ、かつ、配線層切替部の数を低
減することも可能となる。すなわち、右側束配線６５１～６５４間の間隔（図３中のＫ）
を広く取ることができるので、右側束配線６５１～６５４間で短絡が生じ難くなる。また
、配線層切替部の数を低減することができるので、配線層切替部の接続不良等を低減でき
る。この結果、アクティブマトリクス基板２の検査（断線、短絡等）を確実に行うことが
できるので、液晶パネル１の歩留まりが向上する。
【００５１】
　また、本実施形態に係るアクティブマトリクス基板２は、互いに隣接する２本のゲート
用右側第１接続配線およびゲート用右側第２接続配線を１本に束ねる右側束配線６５１～
６５４を形成しているので、ゲート用右側第１検査配線６６を跨ぐ配線の数（つまり、右
側束配線６５１～６５４とゲート用右側第１検査配線６６との交差部の数）を低減するこ
とができる。交差部の数を低減することができるので、ゲート用右側第１検査配線６６に
かかる負荷を低減することができる。負荷を低減することができるので、ゲート用右側第
１検査パッド７０からゲート用右側第１検査配線６６へ入力された検査信号の遅延を低減
することができる。この結果、所望の検査信号をゲート配線４０，４１へ入力させること
ができるので、絵素電極とソース配線４２との間の短絡のような、木目細かい不良を検出
することができる。
【００５２】
　さらに、本実施形態に係るアクティブマトリクス基板２によれば、ゲート用右側第１検
査配線６６は、右側束配線６５２、６５４のそれぞれと接続されており、ゲート用右側第
２検査配線６７は、右側束配線６５１、６５３のそれぞれと接続されている。このため、
アクティブマトリクス基板２にて発生した静電気を、ゲート用右側第１検査配線６６およ
びゲート用右側第２検査配線６７から除去または分散することができる。アクティブマト
リクス基板２にて発生した静電気を除去または分散することができるので、当該静電気に
よる配線の短絡や断線、ＴＦＴやＭＩＭの特性の変化等を抑制することができる。
【００５３】
　なお、後述するゲート用左側接続配線７５１～７５７、左側束配線７６１～７６４、ゲ
ート用左側第１検査配線７７、およびゲート用左側第２検査配線７８についても、上記と
同様の効果が得られる。
【００５４】
　図１に戻り、額縁配線領域６には、第２ゲート配線４１１～４１７の他端側に有するゲ
ート信号の入力端４４１～４４７と、ゲート端子５１とをそれぞれ接続するゲート用左側
引出配線７２１～７２７が形成されている。すなわち、ゲート用左側引出配線７２１～７
２７は、ゲート信号の入力端４４１～４４７から第２辺Ｓ２側に引き出され、第２辺Ｓ２

に沿って額縁配線領域６に形成され、そしてゲート端子５１へ接続される。
【００５５】
　ここで、ゲート用左側引出配線７２１～７２７は、ゲート用左側第１引出配線７２１，
７２３，７２５，７２７と、ゲート用左側第２引出配線７２２，７２４，７２６とを含む
。ゲート用左側第１引出配線７２１，７２３，７２５，７２７は、第１層に形成された引
出配線である。また、ゲート用左側第２引出配線７２２，７２４，７２６は、第２層に形
成された引出配線である。
【００５６】
　ここで、ゲート用左側第２引出配線７２２，７２４，７２６には、ゲート信号の入力端
４４２，４４４，４４６側に形成された配線層第５切替部７３２，７３４，７３６と、ゲ
ート端子５１側に形成された配線層第６切替部７４２，７４４，７４６とをそれぞれ有し
ている。本実施形態においては、ゲート用左側第２引出配線７２２，７２４，７２６のう
ち、ゲート信号の入力端４４２，４４４，４４６と配線層第５切替部７３２，７３４，７
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３６との間の配線は第１層に形成されており、配線層第５切替部７３２，７３４，７３６

と配線層第６切替部７４２，７４４，７４６との間の配線は第２層に形成されており、配
線層第６切替部７４２，７４４，７４６とゲート端子５１との間の配線は第１層に形成さ
れている。すなわち、配線層第５切替部７３２，７３４，７３６および配線層第６切替部
７４２，７４４，７４６のそれぞれにおいて、第１層に形成された配線と第２層に形成さ
れた配線とが電気的に接続されることになる。
【００５７】
　図４は、図１中のＥ２の部分を拡大した図である。図４に示すように、ゲート用左側引
出配線７２１～７２７が接続された複数のゲート端子５１のそれぞれには、ゲート用左側
接続配線７５１～７５７がさらに接続されている。すなわち、ゲート用左側接続配線７５

１～７５７は、複数のゲート端子５１のそれぞれから第１辺Ｓ１側（後述する検査配線７
７，７８側）へ引き出されている。
【００５８】
　ここで、ゲート用左側接続配線７５１～７５７は、ゲート用左側第１接続配線７５１，
７５３，７５５，７５７と、ゲート用左側第２接続配線７５２，７５４，７５６とを含む
。ゲート用左側第１接続配線７５１，７５３，７５５，７５７は、ゲート用左側第１引出
配線７２１，７２３，７２５，７２７が接続されたゲート端子５１に接続される接続配線
である。また、ゲート用左側第２接続配線７５２，７５４，７５６は、ゲート用左側第２
引出配線７２２，７２４，７２６が接続されたゲート端子５１に接続される接続配線であ
る。
【００５９】
　また、額縁配線領域６には、互いに隣接する２本のゲート用左側第１接続配線およびゲ
ート用左側第２接続配線を１本に束ねる左側束配線７６１～７６４が形成されている。本
実施形態においては、左側束配線７６１は、２本のゲート用左側第１接続配線７５１およ
びゲート用左側第２接続配線７５２を１本に束ねている。また、左側束配線７６２は、２
本のゲート用左側第１接続配線７５３およびゲート用左側第２接続配線７５４を１本に束
ねている。さらに、左側束配線７６３は、２本のゲート用左側第１接続配線７５５および
ゲート用左側第２接続配線７５６を１本に束ねている。なお、左側束配線７６４は、ゲー
ト用左側第１接続配線７５７の１本にのみ接続されている。
【００６０】
　また、左側束配線７６２，７６４には、ゲート用左側第１検査配線７７がさらに接続さ
れている。また、左側束配線７６１，７６３には、ゲート用左側第１検査配線７７を挟ん
で、ゲート用左側第２検査配線７８が接続されている。すなわち、ゲート用左側第１検査
配線７７は、左側束配線７６１～７６４のうちで互いに隣接しない左側束配線７６２，７
６４へ検査信号を入力可能な検査配線である。また、ゲート用左側第２検査配線７８は、
左側束配線７６１～７６４のうちゲート用左側第１検査配線７７が接続されておらずかつ
互いに隣接しない左側束配線７６１，７６３へ検査信号を入力可能な検査配線である。
【００６１】
　なお、左側束配線７６１，７６３には、ゲート用左側第１検査配線７７を跨いで、ゲー
ト用左側第２検査配線７８が接続されているので、左側束配線７６１，７６３には、配線
層第７切替部７９１，７９３と、配線層第８切替部８０１，８０３とをそれぞれ有してい
る。すなわち、配線層第８切替部８０１，８０３のそれぞれにおいて、左側束配線７６１

，７６３とゲート用左側第２検査配線７８とが電気的に接続されることになる。
【００６２】
　また、ゲート用左側第１検査配線７７には、ゲート用左側第１検査パッド８１がさらに
接続されている。ゲート用左側第１検査パッド８１は、検査信号が入力可能なパッドであ
る。これにより、左側束配線７６２，７６４、およびゲート用左側接続配線７５３，７５

４，７５７を介して、ゲート用左側引出配線７２３，７２４，７２７には、ゲート用左側
第１検査パッド８１から検査信号を入力することが可能となる。さらに、ゲート用左側第
２検査配線７８には、ゲート用左側第２検査パッド８２がさらに接続されている。ゲート
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用左側第２検査パッド８２も、検査信号が入力可能なパッドである。これにより、左側束
配線７６１，７６３、およびゲート用左側接続配線７５１，７５２，７５５，７５６を介
して、ゲート用左側引出配線７２１，７２２，７２５，７２６には、ゲート用左側第２検
査パッド８２から検査信号を入力することが可能となる。
【００６３】
　図１に戻り、額縁配線領域６には、ソース配線４２１，４２２，４２３，・・・４２ｉ

の一端側に有するソース信号の入力端４５１，４５２，４５３，・・・４５ｉと、ソース
端子５２とをそれぞれ接続するソース用引出配線８３１，８３２，８３３，・・・８３ｉ

が形成されている。すなわち、ソース用引出配線８３は、ソース信号の入力端４５から第
１辺Ｓ１側に引き出され、そしてソース端子５２へ接続される。
【００６４】
　ここで、ソース用引出配線８３１，８３２，８３３，・・・８３ｉが接続された複数の
ソース端子５２のそれぞれには、ソース用接続配線８４１，８４２，８４３，・・・８４

ｉがさらに接続されている。すなわち、ソース用接続配線８４１，８４２，８４３，・・
・８４ｉは、複数のソース端子５２のそれぞれから第１辺Ｓ１側（後述する検査配線８５
，８６側）へ引き出されている。
【００６５】
　また、ソース用接続配線８４１，８４３，８４５，・・・８４ｉには、ソース用第１検
査配線８５がさらに接続されている。また、ソース用接続配線８４２，８４４，８４６，
・・・８４ｉ－１には、ソース用第２検査配線８６がさらに接続されている。すなわち、
ソース用第１検査配線８５は、ソース用接続配線８４１，８４２，８４３，・・・８４ｉ

のうちで互いに隣接しないソース用接続配線８４１，８４３，８４５，・・・８４ｉへ検
査信号を入力可能な検査配線である。また、ソース用第２検査配線８６は、ソース用接続
配線８４１，８４２，８４３，・・・８４ｉのうちソース用第１検査配線８５が接続され
ておらずかつ互いに隣接しないソース用接続配線８４２，８４４，８４６，・・・８４ｉ

－１へ検査信号を入力可能な検査配線である。
【００６６】
　また、ソース用第１検査配線８５には、ソース用第１検査パッド８７がさらに接続され
ている。ソース用第１検査パッド８７は、検査信号が入力可能なパッドである。これによ
り、ソース用第１検査配線８５、およびソース用接続配線８４１，８４３，８４５，・・
・８４ｉを介して、ソース用引出配線８３１，８３３，８３５，・・・８３ｉには、ソー
ス用第１検査パッド８７から検査信号を入力することが可能となる。さらに、ソース用第
２検査配線８６には、ソース用第２検査パッド８８がさらに接続されている。ソース用第
２検査パッド８８も、検査信号が入力可能なパッドである。これにより、ソース用第２検
査配線８６、およびソース用接続配線８４２，８４４，８４６，・・・８４ｉ－１を介し
て、ソース用引出配線８３２，８３４，８３６，・・・８３ｉ－１には、ソース用第２検
査パッド８８から検査信号を入力することが可能となる。
【００６７】
　さらに、額縁配線領域６には、ゲート用右側引出配線６１１～６１７、およびゲート用
左側引出配線７２１～７２７を囲むように、共通検査配線８９が形成されている。共通検
査配線８９には、共通電極パッド９０，９１が接続されている。また、共通検査配線８９
には、トランスファーパッド９２，９３がさらに接続されている。トランスファーパッド
９２，９３は、対向基板３に形成されている図示しない共通電極に接続されている。これ
により、対向基板３に形成されている共通電極には、共通電極パッド９０，９１から共通
電圧を印加することが可能となる。
【００６８】
　次に、本実施形態に係る液晶パネル１の製造方法について説明する。なお、以下では、
特に液晶パネル１の電気的な接続状態を検査する検査工程について、詳細に説明する。
【００６９】
　すなわち、透明なガラス基板上に、導電膜、絶縁膜、保護膜等の薄膜を積層し、アクテ
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ィブマトリクス基板２として切り出されるべきアクティブマトリクス基板領域が複数形成
されるアクティブマトリクス基板用のベース基板を製造する。また、透明なガラス基板上
に、ブラックマトリクス、カラーフィルタ、導電膜、配向膜等の薄膜を積層し、対向基板
３として切り出されるべき対向基板領域が複数形成される対向基板用のベース基板を製造
する。両ベース基板のうちの一方のベース基板にシール剤を塗布する。そして、シール剤
を塗布した後、両ベース基板を貼り合わせる。
【００７０】
　貼り合わされた両ベース基板は、アクティブマトリクス基板２と対向基板３とを有する
液晶パネル１が所定の枚数（例えば、左右方向に４枚）形成されるマザー基板として切断
する。すなわち、図１に示す液晶パネル１は、液晶材料を注入した後のマザー基板として
切断した液晶パネルの１つを示している。したがって、図示は省略したが、図１の液晶パ
ネル１の例えば左右には他の液晶パネルが存在している。そして、マザー基板として切断
された液晶パネル１の個々に、アクティブマトリクス基板２と対向基板３との間に形成さ
れる注入口を介して、例えば、真空注入方式を用いることにより液晶材料を注入する。な
お、真空注入方式に代えて、滴下注入方式を用いることにより液晶材料を注入してもよい
。この場合、注入口は不要であり、注入口部分を封止する工程も不要である。
【００７１】
　そして、端子配置領域５にドライバを取り付ける前に、液晶パネル１の電気的な接続状
態を検査する検査工程が行われる。すなわち、検査工程は、液晶パネル１のアクティブマ
トリクス基板２における配線の断線・短絡や絵素電極の欠陥を検査する。
【００７２】
　検査方法として、各検査パッド７０，７１，８１，８２，８７，８８，９０，９１に、
例えば、検査用プローブを接触させ、所定の電圧を印加する。なお、検査用プローブを各
検査パッド７０，７１，８１，８２，８７，８８，９０，９１に接触させる順番について
は、ここでは特に限定されない。これにより、ゲート配線４０，４１に、走査信号として
機能する検査信号が入力される。なお、この検査信号は、各絵素が有するスイッチング素
子を一定期間オンさせる信号である。また、ソース配線４２に、ソース信号として機能す
る検査信号が入力される。なお、この検査信号は、各絵素領域の液晶を所望の方向に配向
させる信号である。
【００７３】
　このため、各絵素のスイッチング素子がオン状態になり、各絵素電極にソース信号とし
て機能する検査信号が入力されることで、液晶の分子配列方向が制御され、例えば、液晶
パネル１の背面からバックライトのような照射手段にて照射すると、アクティブマトリク
ス基板２の表示領域４に対応する液晶パネル１の表示画面（以下、「液晶パネル１の表示
画面」と称する）に画像が表示されるようになる。したがって、液晶パネル１の表示画面
上で、例えば、検査員の目視検査により、液晶パネル１のアクティブマトリクス基板２に
おける配線の断線・短絡を検査することが可能となる。なお、検査員の目視検査に代えて
または加えて、画像認識装置を用いてもよいし、配線の断線・短絡を電気的に検出する検
出装置等を用いて検査してもよい。
【００７４】
　ここで、ゲート用右側引出配線６１１～６１７の短絡の検出方法について説明する。具
体的には、まず、ソース用第１検査パッド８７、ソース用第２検査パッド８８、および共
通電極パッド９０，９１に、検査用プローブを接触させておく。この状態で、ゲート用右
側第１検査配線６６およびゲート用右側第２検査配線６７に互いに独立した検査信号を入
力する。例えば、ゲート用右側第１検査パッド７０のみに検査用プローブを接触させ、ゲ
ート用右側第２検査パッド７１には検査用プローブを接触させないようにする。このよう
にすると、右側束配線６５２，６５４、およびゲート用右側接続配線６４１，６４２，６
４５，６４６を介して、ゲート用右側引出配線６１１，６１２，６１５，６１６には、ゲ
ート用右側第１検査パッド７０から検査信号が入力されることになる。一方、ゲート用右
側第２検査パッド７１には検査用プローブを接触させていないので、ゲート用右側引出配
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線６１３，６１４，６１７には、ゲート用右側第２検査パッド７１から検査信号は入力さ
れない。
【００７５】
　すなわち、第１層において、ゲート用右側第１引出配線６１１，６１３，６１５，６１

７のうち、ゲート用右側第１引出配線６１１、６１５のみに検査信号が入力されることに
なる（図２参照）。このため、第１層に形成されたゲート用右側第１引出配線６１１，６
１３，６１５，６１７間が短絡していた場合には、液晶パネル１の表示画面には、検査信
号が入力されているゲート用右側第１引出配線６１１，６１５に接続された第１ゲート配
線４０１，４０５に対応するラインだけでなく、検査信号が入力されていないゲート用右
側第１引出配線６１３，６１７に接続された第１ゲート配線４０３，４０７に対応するラ
インまでも表示されることになる。そのため、検査員は、第１層に形成されたゲート用右
側第１引出配線６１１，６１３，６１５，６１７間の短絡を検出することができる。
【００７６】
　また、第２層において、ゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，６１６のうち、ゲ
ート用右側第２引出配線６１２，６１６のみに検査信号が入力されることになる（図２参
照）。このため、第２層に形成されたゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，６１６

間が短絡していた場合には、液晶パネル１の表示画面には、検査信号が入力されているゲ
ート用右側第２引出配線６１２，６１６に接続された第１ゲート配線４０２，４０６に対
応するラインだけでなく、検査信号が入力されていないゲート用右側第２引出配線６１４

に接続された第１ゲート配線４０４に対応するラインまでも表示されることになる。その
ため、検査員は、第２層に形成されたゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，６１６

間の短絡を検出することができる。
【００７７】
　また、上記と同様に、例えば、ゲート用左側第１検査パッド８１のみに検査用プローブ
を接触させ、ゲート用左側第２検査パッド８２には検査用プローブを接触させないように
する。これにより、検査員は、第１層に形成されたゲート用左側第１引出配線７２１，７
２３，７２５，７２７間の短絡、および、第２層に形成されたゲート用左側第２引出配線
７２２，７２４，７２６間の短絡を検出することができる。
【００７８】
　なお、ゲート用右側引出配線６１１～６１７が断線していた場合には、液晶パネル１の
表示画面には、断線したゲート用右側引出配線に接続された第１ゲート配線に対応するラ
イン全てが表示されなくなる。また、これと同様に、ゲート用左側引出配線７２１～７２

７が断線していた場合には、液晶パネル１の表示画面には、断線したゲート用左側引出配
線に接続された第２ゲート配線に対応するライン全てが表示されなくなる。これにより、
検査員は、ゲート用右側引出配線６１１～６１７、およびゲート用左側引出配線７２１～
７２７の断線を検出することができる。
【００７９】
　また、ゲート配線４０，４１が断線していた場合には、液晶パネル１の表示画面には、
断線した箇所以降のゲート配線に対応するラインが表示されなくなる。また、これと同様
に、ソース配線４２が断線していた場合には、液晶パネル１の表示画面には、断線した箇
所以降のソース配線に対応するラインが表示されなくなる。これにより、検査員は、ゲー
ト配線４０，４１、およびソース配線４２の断線を検出することができる。また、ソース
用第１検査配線８５およびソース用第２検査配線８６に互いに独立した検査信号を入力す
ることにより、検査員は、ソース配線４２およびソース用引出配線８３の短絡を検出する
ことができる。
【００８０】
　さらに、ゲート配線４０，４１、およびソース配線４２へ、検査員の所望するパルス波
形の検査信号を入力させることにより、絵素電極とソース配線４２との間の短絡等も検出
することができる。すなわち、ゲート配線４０，４１、ソース配線４２、ゲート用右側引
出配線６１、およびゲート用左側引出配線７２の短絡・断線の検査だけでなく、絵素電極
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の欠陥等の検査も行うことができる。
【００８１】
　そして、上記の検査工程が終了すれば、ゲート用右側接続配線６４１～６４７、および
ゲート用左側接続配線７５１～７５７を切断する切断工程が行われる。具体的には、ゲー
ト用右側接続配線６４１～６４７を例えば図３に示すカットラインＣに沿ってレーザーに
より切断する。これにより、ゲート用右側第１引出配線６１１，６１３，６１５，６１７

のそれぞれが接続されたゲート端子５１と、ゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，
６１６のそれぞれが接続されたゲート端子５１とが、電気的に導通しなくなる。また、ゲ
ート用左側接続配線７５１～７５７を例えば図４に示すカットラインＣに沿ってレーザー
により切断する。これにより、ゲート用左側第１引出配線７５１，７５３，７５５，７５

７のそれぞれが接続されたゲート端子５１と、ゲート用左側第２引出配線７５２，７５４

，７５６のそれぞれが接続されたゲート端子５１とが、電気的に導通しなくなる。
【００８２】
　なお、上記では、接続配線をカットラインＣに沿ってレーザーにより切断する例につい
て説明したが、例えば、図５に示すような液晶パネル１ａであれば、接続配線を分断ライ
ンＤに沿って例えばホイールカッターにより基板とともに分断するようにしてもよい。こ
の場合、接続配線をカットラインＣに沿ってレーザーにより切断する必要がないので、液
晶パネルの製造工程を簡略化することができる。また、各検査パッド７０，７１，８１，
８２，８７，８８，９０，９１が形成された、図５中のＡの部分の基板が切り離されるの
で、表示装置に搭載されるべき液晶パネルの外形を小さくすることができる。
【００８３】
　そして、上記の切断工程が終了すれば、端子配置領域５に、ゲート配線４０，４１およ
びソース配線４２を駆動制御するドライバを実装する実装工程が行われる。その後、マザ
ー基板から個々の液晶パネル１を切り出す。そして、切り出した液晶パネル１に偏光板な
どの光学フィルムを貼り付ける。これにより、液晶パネル１が製造される。なお、液晶パ
ネル１を製造する方法は、上記の方法に限定されるものではない。例えば、モノクロ用の
液晶パネルでは、対向基板にはカラーフィルタを積層しなくともよい。また、個々の液晶
パネルを切り出した後に検査工程、実装工程を行ってもよい。
【００８４】
　以上に述べたように、本実施形態におけるアクティブマトリクス基板２によれば、引出
配線が複数の層のそれぞれに形成された場合において、同じ層に形成された隣接する引出
配線間（ゲート用右側第１引出配線間、ゲート用右側第２引出配線間、ゲート用左側第１
引出配線間、ゲート用左側第２引出配線間）の短絡を簡易な構成で確実に検出することが
できる。
【００８５】
　[実施の形態２]
　図６は、図１中に示したＥ１の部分と同じ部分を拡大した図である。図６に示すように
、本実施形態に係るゲート用右側接続配線６４１～６４７のそれぞれには、抵抗素子Ｒが
さらに接続されている。ここで、抵抗素子Ｒは、例えば、画素電極として用いられるＩＴ
ＯやＩＺＯ等で形成したパターン、ＴＦＴの半導体膜で形成したパターン、ダイオード、
トランジスタ、任意のパターン等から構成される。なお、本実施形態に係るゲート用左側
接続配線７２１～７２７のそれぞれにも、抵抗素子Ｒがさらに接続されている。
【００８６】
　以下では、ゲート用右側接続配線６４１～６４７、および右側束配線６５１～６５４そ
れぞれの場合について説明するが、ゲート用左側接続配線７５１～７５７、および左側束
配線７６１～７６４それぞれの場合であっても同様である。
【００８７】
　すなわち、ゲート用右側接続配線６４１～６４７のそれぞれには抵抗素子Ｒが接続され
ているため、切断工程において、ゲート用右側接続配線６４１～６４７の代わりに、右側
束配線６５１～６５４を切断することが可能となる。具体的には、右側束配線６５１～６



(17) JP 4982609 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

５４を例えば図６に示すカットラインＣ´に沿ってレーザーにより切断する。なお、実施
の形態１と同様、右側束配線６５１～６５４を分断ラインに沿って例えばホイールカッタ
ーにより基板とともに分断するようにしてもよい。
【００８８】
　このように、本実施形態においては、右側束配線６５１～６５４を切断するので、実施
の形態１のように、ゲート用右側接続配線６４１～６４７を切断する場合と比較して、切
断すべき配線の数が少なくなる。この結果、切断工程にかかる時間を削減することができ
る。
【００８９】
　また、本実施形態においては、右側束配線６５１～６５４を切断しても、ゲート用右側
第１引出配線６１１，６１３，６１５，６１７のそれぞれが接続されたゲート端子５１と
、ゲート用右側第２引出配線６１２，６１４，６１６のそれぞれが接続されたゲート端子
５１とが、電気的に導通することになる。しかしながら、ゲート用右側接続配線６４１～
６４７のそれぞれに接続される抵抗素子Ｒの値を十分に大きくしておけば、本実施形態に
係る液晶パネル１が電子機器に組み込まれた場合であっても、当該電子機器の動作には何
ら問題は生じない。また、液晶パネル１の電気的な接続状態を検査する検査工程において
も、各配線（ゲート配線、ソース配線、引出配線等）が所望の電位に到達するように検査
信号を各検査パッドから入力すればよいので、何ら問題なく検査を行うことができる。
【００９０】
　具体的には、抵抗素子Ｒの値が数１０～数１００ＭΩであれば、隣接する配線から受け
る電気的な影響は少なくなる。より具体的には、数％（例えば１％）以下の電位変動しか
受けないことになる。数％以下の電位変動であれば、絵素電極の充電率、表示に与える影
響はほとんどない。このため、抵抗素子Ｒの値が数１０～数１００ＭΩであれば、本実施
形態に係る液晶パネル１が電子機器に組み込まれた場合であっても、当該電子機器の動作
には何ら問題は生じない。また、仮に、抵抗素子Ｒの値が数１００ＭΩ以上であれば、検
査工程を行った後に配線や絵素電極に蓄積される電荷の除去が難くなる。この結果、配線
や絵素電極に蓄積された電荷によって、当該配線の短絡や断線、ＴＦＴやＭＩＭの特性の
変化等が生じ、表示品位が低下してしまう。よって、抵抗素子Ｒの値は、上記のように、
数１０～数１００ＭΩであることが好ましい。なお、表示領域４の大きさや画素数によっ
て、抵抗素子Ｒの値は、数１０～数１００ＭΩの中から適宜任意に選択される。
【００９１】
　また、ゲート用右側接続配線６４１～６４７のそれぞれに抵抗素子Ｒが接続されている
ため、仮に、ゲート用右側第１検査配線６６、およびゲート用右側第２検査配線６７から
静電気が侵入した場合であっても、当該抵抗素子Ｒが静電気に対する保護素子として機能
することにより、表示領域４への静電気の侵入を防ぐことができる。これにより、液晶パ
ネル１の表示品位が向上し、液晶パネルの歩留まりを向上することができる。
【００９２】
　なお、ゲート用右側第１接続配線６４１，６４３，６４５，６４７に接続される抵抗素
子Ｒの値と、ゲート用右側第２接続配線６４２，６４４，６４６に接続される抵抗素子Ｒ
の値とは、略同じ値であることが好ましい。すなわち、隣接する接続配線のそれぞれに接
続される抵抗素子Ｒの値が略同じ値であれば、隣接する接続配線に対応する引出配線、お
よび当該引出配線に対応するゲート配線へ入力されるべき検査信号の遅延量を、略同等に
することができる。このため、アクティブマトリクス基板２の配線が正常であれば、液晶
パネル１の表示画面では、略同等の表示をすることになる。つまり、略同等の表示をして
いない場合には、検査員は、断線には至らないが配線幅が極小になった場合等の不良が発
生したことを検出することができる。
【００９３】
　なお、実施の形態２においては、互いに隣接する２本の接続配線のそれぞれに抵抗素子
が接続されている例について説明したが、これに限定されない。すなわち、互いに隣接す
る接続配線のうち、少なくともいずれか一方の接続配線に抵抗素子が接続されていればよ



(18) JP 4982609 B2 2012.7.25

10

20

30

40

い。
【００９４】
　また、実施の形態１および２においては、対向基板に共通電極を形成し、対向基板の共
通電極に共通電圧を印加する例について説明したが、これに限定されない。例えば、共通
電極がアクティブマトリクス基板に形成されるＩＰＳ（In Plane Switching）モードの液
晶パネルにも本発明を適用できることは勿論である。ここで、ＩＰＳモードの液晶パネル
のアクティブマトリクス基板には、トランスファーパッドを形成しなくともよい。また、
ＭＶＡ（Multi-Domain Vertical Aligned）モードの液晶パネル、ＯＣＢ（Optically Com
pensated Bend）モードの液晶パネル等にも本発明を適用できることは勿論である。
【００９５】
　また、実施の形態１および２においては、Ｒ用のソース配線、Ｇ用のソース配線、Ｂ用
のソース配線が表示領域に形成されている例について説明したが、これに限定されない。
すなわち、Ｒ用のゲート配線、Ｇ用のゲート配線、Ｂ用のゲート配線が表示領域に形成さ
れるようにしてもよい。この場合、ソース配線は、ＲＧＢ毎に設ける必要はない。
【００９６】
　また、各ゲート配線に接続される画素に対応する色が複数であり、かつ、各ソース配線
に接続される画素に対応する色が複数であってもよい。
【００９７】
　また、表示領域内の各画素の配列は、ストライプ状に限定されない。例えば、１ライン
毎に配置ピッチがずれる、いわゆるデルタ配列であってもよい。
【００９８】
　また、ゲート配線やソース配線の検査信号の入力方法は、図１や図５に記載のものに限
られない。検査パッドからＴＦＴ等のスイッチング素子を介して、ゲート配線やソース配
線へ検査信号を入力してもよい。また、ゲート配線やソース配線の駆動回路が、アクティ
ブマトリクス基板上に直接形成されている態様であってもよい。また、検査時にこの駆動
回路を駆動させるようにしてもよい。
【００９９】
　さらに、実施の形態１および２においては、各検査パッドがアクティブマトリクス基板
上に形成されている例について説明したが、これに限定されない。例えば、アクティブマ
トリクス基板とは異なる基板上に各検査パッドを形成し、当該アクティブマトリクス基板
上には、各検査パッドから供給される検査信号が入力可能な検査配線のみが形成されてい
てもよい。
【０１００】
　すなわち、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能である。つまり、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組
み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　以上のように、本発明は、引出配線が複数の層のそれぞれに形成された場合において、
同じ層に形成された隣接する引出配線間の短絡を簡易な構成で確実に検出することができ
るアクティブマトリクス基板、表示装置、アクティブマトリクス基板の検査方法、および
表示装置の検査方法として有用である。
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