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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ピクセルを当該マトリクス・ディスプレイの行ラインおよび列ラインに各々連結する複数
の薄膜トランジスタを含むアクティブ・マトリクス・ディスプレイの製造方法であって、
第１基材上で上記ディスプレイ・マトリクスに近接し、第１抵抗器を各々有する少なくと
も第１組の内側短絡バー部材を形成し、上記第１組の内側短絡バー部材のうち第１内側短
絡バー部材を全ての行ラインに並列に接続し、且つ、上記第１組の内側短絡バー部材のう
ち第２内側短絡バー部材を全ての列ラインに並列に接続する工程と、
上記第１抵抗器の少なくとも100倍の大きさの抵抗を有する抵抗器により上記第１組の内
側短絡バー部材を相互に接続する工程と、
上記第１組の内側短絡バー部材の近傍に少なくとも第２組の外側短絡バー部材を形成し、
上記第２組の外側短絡バー部材の各々を、上記第１組の内側短絡バー部材のそれぞれ１つ
に接続する工程と、
を含むアクティブ・マトリクス・ディスプレイの製造方法。
【請求項２】
前記第１組の内側短絡バー部材を前記行ラインと共に形成する工程を含む請求項１記載の
方法。
【請求項３】
前記第２内側短絡バー部材に接続された金属から前記列ラインを形成する工程を含む請求
項２記載の方法。
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【請求項４】
前記列ラインの金属を前記第１組の内側短絡バー部材上に析出して該内側短絡バー部材の
抵抗を減少する工程を含む請求項３記載の方法。
【請求項５】
列および行ラインの各交差部に対してトランジスタおよびピクセルパッドを形成し、且つ
、上記トランジスタおよび上記ピクセルを前記内側及び外側短絡バー部材により試験する
工程を含む請求項３記載の方法。
【請求項６】
前記第１基材に対して第２基材上のバックプレーンを接続してそれらの間に液晶材料を含
める工程と、
上記バックプレーンを前記第１組の内側短絡バー部材に接続してESD保護を提供する工程
とを含む請求項５記載の方法。
【請求項７】
ディスプレイ駆動用電子機器を用意すると共に該ディスプレイ駆動用電子機器を前記第１
基材に結合することにより上記駆動用電子機器を上記基材に接続して上記駆動用電子機器
接続を試験する工程を含む請求項６記載の方法。
【請求項８】
前記駆動用電子機器接続が試験された後で前記第１組の内側短絡バー部材を前記バックプ
レーン、前記行ラインおよび前記列ラインから分離する工程を含む請求項７記載の方法。
【請求項９】
前記第１組の内側短絡バー部材を試験して上記内側短絡バー部材が分離されたのを確かな
ものとする工程を含む請求項８記載の方法。
【請求項１０】
前記内側短絡バー部材と前記行ラインおよび前記列ラインとの間の接続を開裂すべくレー
ザを利用することにより上記行ラインおよび上記列ラインから上記内側短絡バー部材を分
離する工程を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１１】
前記内側短絡バー部材を相互に分離する工程を含む請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
前記第１基材上に少なくとも一個の連結パッドを形成すると共に前記バックプレーンを上
記連結パッドに接続する工程を含む請求項６記載の方法。
【請求項１３】
前記第１基材上に感知パッドを形成すると共に前記バックプレーンを上記感知パッドに別
個に接続する工程を含む請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
前記連結パッドから前記バックプレーンを特定電圧まで駆動すると共に上記感知パッドか
らの実際のバックプレーン電圧を試験する工程を含む請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
前記行ラインの各々および前記列ラインの各々に対し前記第１基材上で別個のドライバ接
点パッドを形成する工程を含む請求項６記載の方法。
【請求項１６】
ディスプレイ駆動用電子機器を用意すると共に上記ディスプレイ駆動用電子機器を前記ド
ライバ接点パッドに結合することにより上記ディスプレイ用電子機器を上記パッドに接続
して上記ディスプレイ用電子機器接続を試験する工程を含む請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
前記内側及び外側短絡バー部材とは逆側で前記基材上に前記ドライバ接点パッドを形成す
る工程を含む請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
前記内側短絡バー部材を物理的に除去することにより前記行ラインおよび前記列ラインか
ら上記内側短絡バー部材を分離する工程を含む請求項１７記載の方法。
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【請求項１９】
前記第１組の内側短絡バー部材の各々を２０オームのオーダーの抵抗を有すべく形成する
と共に前記抵抗器は少なくとも2,000オームの抵抗を有すべく形成する工程を含む請求項
１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は改良されたアクティブ・マトリクス・ディスプレイおよび該ディスプレイの製作
方法に関する。より詳細には、本発明は、ESD保護を強化する工程と、試験および修復を
行うことにより完成ディスプレイの歩留りを高める工程とを含むディスプレイ製作方法に
関している。
背景技術
最近、薄膜トランジスタ、および、斯かる薄膜トランジスタを取入れたメモリアレイ、全
てのタイプの集積回路、ならびに、機械的スイッチおよびリレーの代替物などのデバイス
に対する関心が高まっている。例えば、リードリレーは脆弱であり得ると共にMOSスイッ
チは漏出電流が大きすぎる。
薄膜トランジスタの特に代表的な用途は、従来の陰極線管（CRT）の代替物として液晶、
電界放出、プラズマ、エレクトロクロミックまたはエレクトロルミネッセンスを採用した
平面パネルディスプレイである。平面パネルディスプレイでは確実に、重量が少なくなり
、嵩張らず、且つ、CRTよりも相当に電力消費が少なくなる。同様に、それらの作用様式
の結果としてCRTでは殆ど定常的に一定の歪みが生ずる。CRTは、発光体が被覆された画面
に対して電子ビームを発射することにより機能する。該ビームは焦点が合わせられたスポ
ットを該ビームの強度に比例した強度で発光せしめる。画面表示は、画面上の種々のスポ
ットを種々の強度で発光せしめるべく定常的に移動するビームにより行われる。画面の縁
部に対して電子ビームはその固定源から画面の中央までよりも長い距離を進むことから、
ビームは画面の種々のスポットに対して異なる角度で衝当し、スポットのサイズおよび形
状の変動（すなわち歪み）に帰着する。
然るに平面パネルディスプレイには本質的に斯かる歪みが無い、と言うのも、CRT電子ビ
ームが画面上の発光体に衝当する箇所により形成されるピクセルとは対照的に、平面パネ
ルディスプレイのピクセルの各々は基材上にフォトリソグラフによりパターン化されるか
らである。平面パネルディスプレイの製造において回路要素は、一般的にはガラスなどの
基材上にフォトリソグラフにより析出されてパターン化される。上記回路要素は種々の工
程で析出かつ食刻され、制御ラインの行および列の間にピクセル接点および制御要素を備
えた回路制御ラインの直交行列マトリクスを有するデバイスを構築する。ピクセル接点は
自身上に媒体を有するが、該媒体は、媒体制御要素に亙りスレッショルド電圧が印加され
たときに発光する（発光性）か又は周囲光の透過を変化させる（非発光性の）物質である
。上記媒体は、液晶、硫化亜鉛などのエレクトロルミネッセンス性またはエレクトロクロ
ミック性材料、例えばネオンおよびアルゴンのガスプラズマ、二色性染料、または、電圧
の印加に応じて発光しさもなくば光学特性が変化する適切な材料またはデバイスであり得
る。上記媒体に印加された適切な電圧に応じ、光が生成されまたは他の光学的変化が生ず
る。各接点上の光学的活性媒体は一般的に画素または“ピクセル”と称される。
平面パネルディスプレイに対する回路は一般的に、全ての列ライン上でデータが所定電圧
まで略々シフトインされる如く設計される。次にひとつの行が励起され、その行の全ての
トランジスタが作動される（ひとつの行が一度に書き込まれる）。その行は次に遮断され
ると共に、次の行に対するデータは全ての列ラインにシフトインされ、その後に第2行が
励起されて書き込まれる。このプロセスは、全ての行がアドレス指定されるまで反復され
る。全ての行は一般的には、典型的には約1／60秒すなわち約16.7msの1フレーム期間で書
き込まれる。そのとき、データを表す電圧が特定の列に選択的に供給され、行が書き込ま
れるときに選択ピクセルは発光しまたはその光学特性が変化する。ピクセルは、大きな電
圧もしくは電流、または、電圧もしくは電流の長パルスを印加することにより、強度を変
化することも可能である。ツイスティッド・ネマティック活性材料を有する液晶ディスプ
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レイ（LCD）を活用すると、起動されていないときにディスプレイは実質的に透明である
が、起動されたときは光を吸収し、或いは、極性配向に依ってはこの逆となる。従って、
ディスプレイに亙り行毎に順次にピクセルを起動することにより、ディスプレイ上には画
像が生成される。CRTに関して上述した幾何学的歪みは平面パネルディスプレイにおける
要因では無い、と言うのも、各ピクセル位置はフォトリソブラフ的に決定されて固定され
ているからである。
（例えば各ピクセルにて薄膜トランジスタを採用するなど、）アクティブ・マトリクス・
ディスプレイの構造を製造する先行技術の方法に関して生ずる主な問題のひとつは、集積
回路と同様にそれらの製造歩留りである。即ち、製造されたデバイスの歩留りは100％で
はないのが一般的であり、歩留り（欠陥の無いデバイスの百分率）は最悪の場合で0％に
もなり得る。高品質のディスプレイは、欠陥トランジスタまたは他の構成要素を殆ど許容
しない。同様に、大型ディスプレイは一般的に小型ディスプレイよりも望ましいものであ
る。故に製造業者は、大型且つ／又は高解像度のディスプレイを製造したいが、もし数個
のトランジスタに欠陥があり故に数個のピクセルが欠陥を有すれば製品全体を廃棄せねば
ならない、というジレンマに陥る。換言すると、使用可能な製品の歩留りが低下すると製
造業者はユニット当たりで極めて大きな製造コストを蒙るのである。
ディスプレイを製作する上で遭遇するひとつの問題は、製造の間に複数のラインおよびト
ランジスタが静電荷を蓄積してデバイス要素を損傷または破壊し得ることである。ESD問
題を防止すれば製品歩留りは高くなる。
また、ディスプレイ製造工程の間に各要素の欠陥を試験して修復することにより製品歩留
りは更に高くなる。先行技術におけるひとつの試験技術は、全てのラインを個別に物理的
に精査することである。
これらのコスト増大および歩留り低下の問題は、1995年7月31日に出願されると共に“ア
クティブ・マトリクスのESD保護および試験体系”と称された係属中の米国特許出願第08/
497,372号中に開示かつ権利請求された先行関連発明において、欠陥の個数を相当に減少
するアクティブ・マトリクス・ディスプレイの製造方法を提供することにより劇的に改善
されているが、該出願は言及したことにより援用する。本発明は、上記アクティブ・マト
リクスのESD保護および試験体系を更に改良するものである。
発明の開示
完成ディスプレイにおける欠陥を排除するアクティブ・マトリクス・ディスプレイの改良
構造および製作方法が提供される。複数の短絡バー部材が提供されると共に、相互に対し
且つ全ての行列ラインに連結され、ESD保護を行う。行列ラインの試験を許容する為には
、少なくとも第1短絡バー部材が全ての行ラインに連結されると共に少なくとも第2短絡バ
ー部材が全ての列ラインに連結される。2本の短絡バー部材は、第1組の短絡バー部材を形
成する各短絡バー部材の抵抗の100倍のオーダーの大きさの抵抗により直列に接続される
。第2組の短絡バー部材は、第1組の短絡バー部材に並列に接続して配備され得る。一方の
組の短絡バー部材は、バックプレーン（backplane）に薄膜トランジスタ基材が組付けら
れるときに接続されたままとされて更なる試験オプションおよび組立に対するESD保護を
提供する。
【図面の簡単な説明】
図１は、先行発明のESDおよび試験技術を取入れたアクティブ・マトリクス・ディスプレ
イの概略平面図である。
図２は、本発明のディスプレイで活用され得るトランジスタおよび蓄電コンデンサの一実
施例の交互配置断面図である。
図３は、図２のトランジスタ実施例の第2の断面である。
図４は、完成ディスプレイの部分的概略図である。
図５は、先行発明のESD保護および試験技術の概略図である。
図６は、先行発明のバックプレーンおよび基材の間の連結部の概略平面図である。
図７は、本発明のESD技術を取入れたアクティブ・マトリクス・ディスプレイの概略平面
図である。
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図８は、本発明のESD技術の代替実施例を取入れたアクティブ・マトリクス・ディスプレ
イの概略平面図である。
発明を実施する為の最良形態
前述の如く、薄膜トランジスタ（TFT）を活用して多くのデバイスが形成され得るが、ひ
とつの特定用途は、アクティブ・マトリクス液晶ディスプレイ（AMLCD）におけるもので
あり、本発明のTFTはAMLCDの一部として記述される。図１を参照すると、先行発明である
米国特許出願第08/497,372号のAMLCDの概略が参照番号10により示されている。
AMLCD10は、選択的な一群の外側短絡バー部材12、14、16および18を含んでいる。以下に
更に十分に記述される如く、外側短絡バー部材12、14、16および18は、刻線20に沿ってそ
れらを分離または破断することによりプロセス間に除去される。
AMLCD10はまた、一群の内側短絡バー部材22、24、26および28を含んで示される。以下に
更に十分に記述される如く、これらの内側短絡バー部材22、24、26および28もまたプロセ
スの間に活用される。但し、内側短絡バー部材22、24、26および28はレーザなどによりラ
イン30に沿ってAMLCD10から電子的に分離されるが、AMLCD10の物理的部分として残存する
。
AMLCD10は、上述の如く刻線20に沿って破断されるガラスパネルから通常的に形成された
基材32上に析出される。基材32はまた、光非透過用途に対する絶縁被覆を備えた金属パネ
ルなどの、他のタイプの絶縁材料からも形成され得る。AMLCD10には複数の行ライン34お
よび複数の列ライン36が形成されて大寸マトリクスを形成しているが、その僅かな部分だ
けが示されている。行ライン34は該ライン34の各々に接続された複数のドライバ接点パッ
ド38のひとつを含むと共に、列ライン36もまた該ライン36の各々に接続された複数のドラ
イバ接点パッド40のひとつを含んでいる。
上記AMLCD10は行ライン34および列ライン36の間に形成された複数の同一ピクセルを含む
ことから、単一個のピクセル42のみを詳細に記述する。行ライン34および列ライン36が交
差するマトリクス交差箇所44の各々においては、両ラインをピクセル接点48に接続するTF
T46が形成される。少なくとも接点48上にはアクティブ液晶媒体が形成されるが、該媒体
はピクセル42に印加されたバックプレーン電圧およびデータ電圧に応じて特性が変化する
。AMLCD10の全体マトリクスにおいて上記ピクセル42上の媒体は、略々正方形、矩形また
はドットの様に見える。トランジスタ46および接点48の実際のサイズは一定割合で記述さ
れておらず、例示の為だけにのみ概略的に示されている。
尚、使用され得る行ライン34および列ライン36の本数、および、AMLCD10の外側寸法に関
する理論的制約は無いことを銘記されたい。プロセス設備は外側寸法に対して実際的な制
限を課すが、この制限は設備が改良されるにつれて継続的に変化して行く。
AMLCDを製造する上で遭遇する問題は、もしAMLCD10が欠陥のあるTFTまたは他の回路要素
を含んで数個のピクセルが作動しないとしても通常はディスプレイが廃棄されねばならな
いことである。欠陥のあるピクセル42を隠蔽するひとつの技術は、ピクセル42を近傍の行
R1に連結すべくピクセル42と共に付加的（選択的）トランジスタ49を採用することである
。而して、行R1が書き込まれたときにデータは先行ピクセル42’だけでなくトランジスタ
49を介してピクセル42にも印加される。次に行R2が書き込まれるとき、ピクセル42に対す
るデータはトランジスタ46を介して先行ピクセルからのデータ上に書き込まれる。しかし
乍ら、もしトランジスタ46に欠陥があったとしてもピクセル42は作動しない様には見えず
、その代わりに先行行R1からのデータを保持する。これは、ピクセル42が正しく作動しな
いという事実を隠蔽する。ピクセル42はまた行R1に連結された蓄電コンデンサ50を含むが
、該蓄電コンデンサは各フレームの間でピクセル42に書き込まれた電圧を維持かつ安定化
する。
本発明のトランジスタ46およびAMLCD10は、アクティブ・ピクセルの歩留りを高めるべく
形成される。トランジスタ46を図２を参照して説明する。トランジスタ46には、行ライン
34として最初に析出されるゲート52が形成される。完成TFT46は図２および図３に示され
るが、種々のプロセス工程は、1995年7月31日に出願されると共に“改良TFTおよび該TFT
を取入れたマトリクス・ディスプレイの製作方法”と称された係属中の米国特許出願第08
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/497,371号に更に十分に記述されており、該出願は言及したことにより援用する。発明に
対して種々の層の厚みは重要では無いが、TFT46およびAMLCD10の好適実施例を形成すべく
好適な厚みおよび材料が記述される。
ゲート52は好適には２つの金属層から形成される。好適にはアルミニウム合金である第1
のアルミニウム層は、ライン要素54を形成すべく析出かつパターン化される。冗長行ライ
ン34を形成するタンタルの第2ゲート層は、アルミニウム要素54上に析出されると共に、
要素54を覆うライン要素56を形成すべくパターン化される。要素56はまた、個々のTFT46
に対する実際のゲートを形成するフィンガ58も有している。ライン要素54は好適には、ア
ルミニウムまたはアルミニウム合金から形成される。アルミニウムはその高導電性の故に
長寸ラインに活用されるが、小型ディスプレイでは重要でなく、所望であれば小型ディス
プレイでは省略され得る。アルミニウムは約1,200オングストロームまで析出されて導電
性を提供するが、依然として、要素54上の段状被覆問題を防止するに十分な薄さである。
タンタル要素56または他の陽極耐火金属は好適には冗長性の為に約2,000オングストロー
ムまで別個に析出される。TFT46に対するゲートを形成するフィンガ58はアルミニウム層
を必要とせず、典型的にはタンタルのみから形成される。
次に、露出されたタンタル要素56を陽極処理することにより第1ゲート絶縁層60が形成さ
れるが、該要素56は、硬質陽極処理されて酸化タンタルTa2O3から上記絶縁層60を形成す
るものである。硬質陽極処理は、脱イオン水中で約0.1乃至4.0％のクエン酸溶液を利用す
ることで実施され得る。極めて精密で均一な酸化物層60を、ボルト当たり約15オングスト
ローム、即ち約900オングストロームまでの厚みで形成すべく、約60ボルトの電圧が利用
され得る。上記パッド38および40はフォトレジストにより覆われて該パッドの陽極化を防
止し、または、陽極化された後で食刻することが可能である。
代替的に、第1ゲート絶縁層60は析出誘電層により形成され得る。次に、好適には窒化ケ
イ素Si3N4である第2のまたは冗長ゲート絶縁体62が約3,000オングストロームの厚みに析
出される。ふたつの付加層が順次に析出されるが、これは、非晶質シリコン64の層および
次のN+添加された非晶質シリコン66の層である。N+層66および非晶質シリコン層64は選択
的に食刻され、窒化物層62上でゲート部分58に亙り独立領域70を残す。非晶質シリコン層
64は約1,500オングストロームの厚みまで析出されると共に、N+層66は約300オングストロ
ームの厚みまで析出される。パターン化の後、残存するN+層は抵抗性接点部分68を形成す
る。
次の金属層が析出される前に再陽極化が実施され、特にゲート金属上にドレンまたはソー
ス金属が被さる一切の箇所における潜在的短絡を防止する。斯かる再陽極化は、ソースラ
インおよびゲートラインの間に通常的に印加される最大電圧の少なくとも２倍の電圧で実
施される。再陽極化はタンタルまたは下側のアルミニウム層に新たな酸化物を形成し、後
で析出された金属が、ゲート金属を露出したピンホールを介してゲートラインに短絡する
のを防止する。
次に、大型ディスプレイに対する複数の金属層から好適に形成されたソース－ドレン（S-
D）層72が析出される。小型ディスプレイに対して層72はアルミニウムまたはモリブデン
などの単一金属層とされ得る。好適な大寸デバイス多重層72は、モリブデンの第1防壁層
を500オングストロームのオーダーの厚みまで析出することで形成される。次に、アルミ
ニウムまたはアルミニウム合金の第2導電性強化層が約5,000オングストロームの厚みに析
出される。次に、モリブデンまたはモリブデン合金の第3防壁層が約300オングストローム
の厚みに析出される。代替的に、最初のふたつの層のみが析出される必要がある。
S-D層72は次にパターン化され、ソース部分74、ドレン部分76および頂部コンデンサ接点
部分78を形成する。次に、接点部分68間のN+添加層を除去することにより、ソースおよび
ドレン部分74、76の間にトランジスタ・チャネル領域80が形成されるが;接点部分68はS-D
金属部分74および76の下方に残存する。この時点においてトランジスタ46は電気的に機能
する。
今や蓄電コンデンサ50もまた電気的に機能すると共に、接点部分78ならびに下側の、窒化
物層62、酸化物層60およびゲート52の部分により形成される。所望であれば、今やトラン
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ジスタ46およびコンデンサ50は両者ともに電気的に試験され得る。
次に、好適にはSi3N4から形成された第1不導態化層82が約7,000オングストロームの厚み
に析出される。この誘電層もまた、析出SiO2、ガラス上スピン（SOG）または他の有機誘
電材料から形成され得る。上記層82はパターン化され、ドレン接点開口84およびコンデン
サ接点開口86を形成する。冗長列ラインが形成されるべき場合は、通路88が（図３）が形
成されて下側の列ライン36への接点を提供する。
次にピクセルITO層90が析出されると共にパターン化され、開口84にドレン接点を形成し
、開口86にコンデンサ接点を形成し、且つ、（該当する場合に）通路88およびピクセル48
を通じて接触させることにより冗長列ラインを形成する。ピクセル48は一定の縮尺で示さ
れておらず、且つ、その断面は相互に交互配置されたトランジスタ46およびコンデンサ構
造50の両者を含めるべくオフセットされている。この断面は、列ITOおよびピクセルITO48
の間の電気的分離を完全に示してはいない。付加的トランジスタ49（図１）は示されてい
ないが、トランジスタ構造46と同様にして形成される。
次に、最終不導態化層92を形成することにより上記TFT構造は完成される。不導態化層92
は、層82と同一の手法により約2,000乃至3,000オングストロームの厚みに形成される。層
92はカラーフィルタ基材上に形成しても良く、または、両者上に形成され得る。
図４は、完成AMLCD10の一部と、蓄電コンデンサ50を利用する理由を示している。コンデ
ンサ50は、ここでは行3であるピクセル行がアドレス指定されていないフレーム期間の間
にピクセル42における液晶材料に亙る電圧を安定化する。フレーム期間の間において一度
にアドレス指定されるのは所定のピクセル行のみであり、このフレームは一般的に1/60秒
即ち16.7ミリ秒である。480行のAMLCD10に対しては、所定行はフレーム期間の僅かに1/48
0即ち約34.7ミリ秒のみでアドレス指定される。ピクセル行がアドレス指定されないフレ
ーム時間の間、TFT46はオフとされる。しかし乍ら、ピクセル電圧は液晶材料上で一定に
残存せねばならない。液晶材料は静電容量CLCおよび有限抵抗RLCを有している。トランジ
スタ46はドライバとソースとの間および／または液晶材料抵抗RLCを通して漏電する可能
性がある。液晶材料に亙る電圧降下（データ劣化）を最小化すべく、静電容量CSを有する
蓄電コンデンサ50はCLCと並列に形成される。行3からのトランジスタ46により駆動される
ピクセル42は、コンデンサ50により先行行2と連結される。これは、行2が行3の直前に駆
動されることを前提としている。所定行に対するトランジスタ46が作動するとき、該トラ
ンジスタ46はCLCおよびCSを充電する、と言うのも、合計静電容量はCLC＋CSだからである
。トランジスタ46および液晶材料の両者の漏れ電流は、高い作動温度で高くなる（悪化す
る）。上記液晶材料はTFT基材32と、カラーフィルタまたはモノクロバックプレーン94の
間に収納される。バックプレーン94は基材32から（不図示の）スペーサにより離間される
。
前述の如く、AMLCD10は製造の間にESD損傷を蒙り得る。更に、行（ゲート）34および列（
ソース）36ラインならびにTFT46および49は、破砕粒子などの種々の製造上の問題により
引き起こされた欠陥を含み得る。AMLCD10の製造の間にESD保護を提供すると共に欠陥を試
験して修復するのが望ましい。
図１および図５を参照すると、ESD保護および試験技術が最も良く示されている。ESD保護
および試験技術の全体概念100は図５に示されている。外側短絡バー部材12、14、16およ
び18は複数のライン102（図１）により夫々の内側短絡バー部材22、24、26および28と接
続される。各短絡バー部材は図５においては単一バー部材12、22；14、24；16、26および
18、28として示されている。
先行技術のディスプレイ製造において短絡バー部材が利用されては来たが、物理的に除去
されない抵抗接続短絡バー部材および内側短絡バー部材がこれまで活用されていたとは思
われない。上記バー部材12、22；14、24；16、26および18、28は15乃至20オームのオーダ
ーの抵抗を有している。これらのバー部材は、これらのバー部材の抵抗の100倍のオーダ
ーの抵抗、例えば2.3キロオームである複数の抵抗器104（R1）、106（R5）、108（R6）お
よび110（R3）により直列に接続される。抵抗器104、106、108および110の大きさは製造
工程の間においてESD保護も提供する一方でディスプレイの試験も許容する、と言うのも
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、上記バー部材は相互に対して且つ全ての行および列ライン34および36に対して連結され
ているからである。
奇数番目および偶数番目の行および列ライン34、36は共にバー部材12、14、16および18の
ひとつに接続されることから、夫々のバー部材12、14、16および18上の単一試験ポイント
を活用することにより全ての奇数番目または偶数番目の行または列ライン34、36の試験が
達成され得る。同様に、２組の短絡バー部材が連結されることから、外側の組の短絡バー
部材12、14、16および18は排除されて製造間におけるディスプレイの充填密度を増大し得
る。典型的には、単一基材上で複数のAMLCDが同時に製造される。もし外側短絡バー部材1
2、14、16および18が排除されれば、接点箇所は好適に試験精査に活用される。
図２を参照すると、バー部材12、22；14、24；16、26および18、28は、全体デバイス構造
において金属層からそれらを析出して形成される。バー部材12、22；14、24；16、26およ
び18、28並びに抵抗器104、106、108および110は、ふたつの金属層54および56のゲート（
行）ライン34により形成される。各ゲートライン34が形成されると、それらは、偶数行を
ひとつの極性で且つ奇数行を逆の極性で駆動すべくバー部材12、22および16、26を精査す
ることにより断線または短絡に関して処理され得る。断線に対するひとつの試験方法は、
製造工程用テスタ（IPT）を活用して各ラインの電圧を感知することである。ラインの断
線またはライン間の短絡は、レーザ析出工程または短絡部分のレーザ切断により矯正され
得る。
ふたつの付加的バックプレーン抵抗112（R2）および114（R4）は、抵抗器104、106、108
および110、並びに、一対のバックプレーン試験パッド116および118と共に形成される。
これらの抵抗器112および114もまたこの工程において試験して修復され得る。図４に示さ
れた如く、AMLCD10が完成されたときに試験パッド116および118はバックプレーン94に接
続される。
複数のバックプレーン駆動パッド120、122、124、126、128および130はゲートライン34お
よび／または列ライン36と共に析出される。これらのパッドは次に、AMLCD10に対してバ
ックプレーン94が組付けられるときに該バックプレーンに接続される。
列ライン36が析出されるとき、ソース金属74もまた外側短絡バー部材12、14、16および18
上に析出されてこれらのバー部材の抵抗を減少する。更に、奇数番目の列ライン36は内側
および外側列の短絡バー部材14、24に接続されると共に、偶数番目の列ライン36は内側お
よび外側列の短絡バー部材18、28に接続される。行ライン34は再度試験され得ると共に、
列ライン36もまた前述の如く試験され得る。更に、行ライン34および列ライン36は行およ
び列の間の短絡に対して試験され得る。チャネル80を除去することによりTFT46および49
が完成したなら、これらのTFTもまた試験して修復され得る。
最終層92が基材32上に形成されると共に最終試験および修復が完了した後、外側短絡バー
部材12、14、16および18は刻線20に沿って除去され得る。次にバックプレーン94が基材32
上に組立てられて液晶材料が充填され得る。ESD保護は、バックプレーン接点116および11
8並びに抵抗器112および114によりバックプレーン94に接続されている内側短絡バー部材2
2、24、26および28により、依然として提供される。完成AMLCD10は次に、駆動電子モジュ
ールを行パッド38および列パッド40に接続する前に全ての要素に対して試験され得る。
次に（不図示の）駆動電子モジュールはパッド38および40に結合され得る一方、内側短絡
バー部材22、24、26および28は依然として接続されている。パッド38および40に対するモ
ジュール接続が一旦試験されたなら、ガラス基材32を貫通して集中されたレーザによりバ
ー部材22、24、26および28はレーザライン30に沿って分離される。そのときのESD保護は
電子モジュール自体により提供される。
図６を参照すると、基材32とバックプレーン94との連結部が最適に示されている。複数の
バックプレーン駆動パッド120、122、124、126、128および130に関して前述したが、本明
細書中では少なくとも１個のパッド116および118に関して連結部を記述する。バックプレ
ーン駆動パッド120、122、124、126、128および130は分離されたままであるが、パッド11
6および118に関して記述される如く接続されても良い。
パッド116および118は、夫々のライン144および146により夫々の接点パッド140および142



(9) JP 4294096 B2 2009.7.8

10

20

30

40

50

と各々連結されるが、これらは全てが基材32上に形成されている。パッド116および118は
夫々の抵抗器112および114を含むが、その一方のみが好適であり、両者共に省略され得る
。パッドおよびライン140、142、144および146はバックプレーンガラス94の下側にある。
バックプレーン94は、従来の銀エポキシなどの夫々の導電性エポキシ接続148および150に
よりパッド144および146に接続される。接続148および150は、基材およびバックプレーン
94が相互にプレスされるときに形成される。
基材32上には付加的な感知パッド152および154の対が形成されてライン156により接続さ
れ得る。パッド152および154は、接続148および150と同時にエポキシ接続158によりバッ
クプレーン94に接続され得る。尚、上記各パッドおよび各接続の縮尺および配置は説明の
便宜の為に示されている。
同様にITOパターン160も示されるが、説明の便宜の為に一定の縮尺とはされていない。IT
Oパターン160はバックプレーン94の自由縁部162から十分に離間されることにより、従来
通りに破線163により示された如くITOパターン160に接触せずに該ITOパターン160から離
間された縁部162の近傍においてバックプレーン94および基材32が同一縮尺とされるのを
許容している。上記ITOパターンは複数のフィンガ164、166および168を含み、その各々は
ITOパターン160を夫々の接続148、150および158に連結している。
次に図７を参照すると、本発明のESD改良はAMLCD実施例170により最適に示されている。
上記AMLCD170は、行ライン34、列ライン36およびピクセル関連構造を備えたピクセル42に
関して上記AMLCD10の電子機器的構造と実質的に同一である。従って、本発明の得ESD改良
の連結部を更に明確に示すべく、マトリクスの詳細は省略されている。
上記AMLCD170は実質的に同一の電子機器的マトリクスおよびESD保護を提供すべく設計さ
れるが、更に小寸の基材32上で行うものである。この一定割合の減少は、一定の相殺によ
り達成される。一群の列短絡バー部材が省略され、あくまで例示的にのみ、短絡バー部材
14および24が省略される。これは、（奇数番目および偶数番目の列ラインの両者に対する
）全ての列ドライバ接点パッド40が、残存する群の短絡バー部材18および28の近傍でこれ
らに対して連結されるべく一面側において形成されるべきことを必要とする。
同様にして、一群の行短絡バー部材が省略され、あくまで例示的にのみ、短絡バー部材16
および26が省略される。行ドライバ接点パッド38は全て、残存する群の短絡バー部材12お
よび22の近傍に形成されてそれらに連結される。この面積減少または寸法減少の取捨選択
は、上記AMLCD10により提供された偶数番目および奇数番目の行および列ラインの個々の
駆動を、故に個別の試験を省略することにより行われる。
２組の短絡バー部材12、22並びに18、28の間には唯一の抵抗器110が残存する。同様に図
６に示された如く、バックプレーン駆動パッド120、122および124は排除される一方、バ
ックプレーン駆動パッド126、128および130は分離されて示されている。所望であれば、
これらの駆動パッドのひとつ以上のものがパッド118に関して記述された如く接続され得
、または、付加パッドが利用され得る。図６に関して記述された感知パッド152および154
並びに接続158は好適には試験目的で含められるが、図示されていない。
ITOパターン160は、図６に関して前述した如くパッド118に接続されたフィンガ166上の単
一連結部150のみを備えて示される。更に、接点パッドROおよび短絡バー部材12、22並び
に18、28の対の露出端または自由端は移動および／または終端されて、対応バックプレー
ン縁部162の内側に整列し、完成AMLCD170の面積を更に減少している。同様に、バックプ
レーン抵抗114は好適であるが必要では無く、排除可能である。接点パッド142および連結
部150は、２組の短絡バー部材12、22並びに18、28の間の角部においてITOフィンガ166と
共に形成されて示されている。連結部150は、パッドROの近傍、または、バックプレーン
パッド130の近傍の角隅部に形成され、該バックプレーンパッド130に接続され得る。代替
的に、所望であれば上記連結部の２個または全ての３個が形成され得る。
AMLCD170は、完成AMLCDのサイズに関して上記AMLCD10よりも減少すべく利用され得る。し
かし乍ら、（不図示の）駆動電子モジュールをパッド38および40に結合するときに引き起
こされ得る潜在的問題が残っている。斯かるモジュールは従来は（不図示の）結合テープ
を利用して結合されていた。テープは、各導体間の一切の側方導電性経路なしに垂直接続
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を提供することが意図される。しかし乍らテープは圧縮されるとパッド38または40のひと
つ以上から内側短絡バー部材22または28上に向けて押し潰され得る。そのときにテープは
、短絡バー部材22または28と近傍パッド38または40との間のライン30をレーザが除去また
は切断するのを阻止し得る。この問題を排除するひとつの手法は、駆動モジュールを結合
する前にライン30に沿ってレーザ切断することである。しかし乍らこれは、モジュールと
パッド38および40とを結合するときにESD問題を引き起こし得る。
レーザ分離に関する問題を排除する第2の手法は、図８におけるAMLCD実施例180により示
される。完成AMLCD180において、AMLCDが必要とする面積はAMLCD170よりも小さい。行ラ
イン34は短絡バー部材12および22に接続されたままであるが、行ラインパッド38はバック
プレーン94に関して逆側（opposite side）に載置されている。同様にして、列ライン36
が短絡バー部材18および28に接続されたままとされ、列ラインパッド40もまたバックプレ
ーン94に関して逆側に載置され得る。此処でも、ひとつの連結部150のみが示されている
が、所望であれば、これは再配置可能されまたは一個以上の連結部とされ得る。図示され
た如くパッド118はAMLCD180の角隅部に移動されて完成AMLCD180のサイズを更に減少し得
る。この場合、短絡バー部材28の近傍の縁部162は短絡バー部材22の近傍の縁部162の如く
更に近接して配置され得る。今やパッド38および40は短絡バー部材12、22並びに18、28の
近傍に配置されたことから、電子モジュールに対する結合テープは問題とならない。
同様に、パッド38および40は今やバックプレーン94の逆の面に配置されたことから、内側
短絡バー部材22および28は物理的に除去され得る。AMLCD液晶シール163は自由縁部162とI
TOパターン160との間に配置される。短絡バー部材22および28は、レーザにより、物理的
切断により、基材の頂部の研削により、または、基材32の縁部を、短絡バー部材22および
28の近傍のAMLCD180の側部上の自由縁部162まで研削することにより、除去され得る。切
断または研削によれば短絡バー部材22および28は電子的に確実に分離される、と言うのも
、それらが物理的に除去されるからである。更に、基材32のこの付加的除去は完成AMLCD1
80の全体サイズを更に減少し得る。
従って、奇数番目および偶数番目の行または列ラインの間の暫定的（interim）な試験機
能が低下した見返りとして、上記AMLCDのサイズは減少され得る。行および列ラインは相
互に側方に離間されることから、斯かる試験は好都合であるが上記短絡バー部材により提
供される試験ほど本質的なものではない。但し、隣接する行または列ラインの間に短絡が
存在したとしても、最終試験の為にパッド38および40に対して電子的ドライバが結合され
るまでエラーは発見されない。
上述の教示に鑑みれば本発明の多くの改変および変更が可能である。故に、添付の請求の
範囲の範囲内で、上記発明は詳細に記述されたのとは別の様に実施され得ることは理解さ
れよう。
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