
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＯＬＥＤ (Organic Light Emitting Diode)形成前におけるアクティブマトリックスパネル
を検査するアクティブマトリックスパネルの検査装置であって、
前記アクティブマトリックスパネルを構成する駆動ＴＦＴ (Thin Film Transistor)の検査
用配線に対して電圧を変化させる電圧変化手段と、
前記電圧変化手段により前記検査用配線に対して電圧を変化させた際に、当該駆動ＴＦＴ
のソース側配線に流れる過渡電流を測定し、当該駆動ＴＦＴにおけるＯＦＦ状態とＯＮ状
態での寄生容量の変化を測定する測定手段と
を備えたことを特徴とするアクティブマトリックスパネルの検査装置。
【請求項２】
前記測定手段は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する全ての画素における寄生
容量の変化を測定し、前記駆動ＴＦＴがオープン /ショート欠陥である画素数を求めるこ
とを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリックスパネルの検査装置。
【請求項３】
前記測定手段により測定された前記寄生容量の変化に基づいて、前記アクティブマトリッ
クスパネルを構成する画素回路を生成する際のばらつきを推定するばらつき推定手段を更
に備えたことを特徴とする請求項１記載のアクティブマトリックスパネルの検査装置。
【請求項４】
前記測定手段は、前記ソース側配線に接続された積分回路を用いて前記過渡電流を測定し
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、当該積分回路の出力をデジタルデータに変換した後に計算機に取り込むことを特徴とす
る請求項１記載のアクティブマトリックスパネルの検査装置。
【請求項５】
ＯＬＥＤ (Organic Light Emitting Diode)形成前におけるアクティブマトリックスパネル
を検査するアクティブマトリックスパネルの検査装置であって、
前記アクティブマトリックスパネルを構成する駆動ＴＦＴ (Thin Film Transistor)のＯＦ
Ｆ状態にて、画素電極を介した寄生容量を測定するＯＦＦ状態寄生容量測定手段と、
前記駆動ＴＦＴのＯＮ状態にて、前記画素電極を介した寄生容量を測定するＯＮ状態寄生
容量測定手段と、
前記ＯＦＦ状態寄生容量測定手段により測定された寄生容量と、前記ＯＮ状態寄生容量測
定手段により測定された寄生容量とに基づいて、前記駆動ＴＦＴのオープン /ショートを
検査する検査手段と
を備えたことを特徴とするアクティブマトリックスパネルの検査装置。
【請求項６】
前記ＯＮ状態寄生容量測定手段は、前記駆動ＴＦＴのゲート電圧が低い初期電圧を有する
場合に、寄生容量を介してチャージポンプを行うことを特徴とする請求項５記載のアクテ
ィブマトリックスパネルの検査装置。
【請求項７】
前記ＯＮ状態寄生容量測定手段は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する個々の
検査用配線について、当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦＴ
をＯＮ状態にして寄生容量を推定し、
前記検査手段は、推定された寄生容量の最大値と個々の寄生容量との差からオープン欠陥
となっている駆動ＴＦＴの画素数を推定することを特徴とする請求項５記載のアクティブ
マトリックスパネルの検査装置。
【請求項８】
前記ＯＦＦ状態寄生容量測定手段は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する個々
の検査用配線について、当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦ
ＴをＯＦＦ状態にして寄生容量を推定し、
前記検査手段は、推定された寄生容量の最小値と個々の寄生容量との差からショート欠陥
となっている駆動ＴＦＴの画素数を推定することを特徴とする請求項５記載のアクティブ
マトリックスパネルの検査装置。
【請求項９】
前記ＯＦＦ状態寄生容量測定手段は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する個々
の検査用配線について、当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦ
ＴをＯＦＦ状態にして寄生容量を推定し、
前記ＯＮ状態寄生容量測定手段は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する個々の
検査用配線について、当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦＴ
をＯＮ状態にして寄生容量を推定し、
前記検査手段は、推定された寄生容量の最小値および最大値と各検査用配線の寄生容量と
の差から、各検査用配線におけるオープン /ショート欠陥の数を推定することを特徴とす
る請求項５記載のアクティブマトリックスパネルの検査装置。
【請求項１０】
ＯＬＥＤ (Organic Light Emitting Diode)形成前のアクティブマトリックスパネルを検査
するアクティブマトリックスパネルの検査方法であって、
前記アクティブマトリックスパネルを構成する駆動ＴＦＴ (Thin Film Transistor)のＯＦ
Ｆ状態にて、画素電極を介した寄生容量に基づく値を測定する第１のステップと、
前記駆動ＴＦＴのＯＮ状態にて、前記画素電極を介した寄生容量に基づく値を測定する第
２のステップと、
前記第１のステップにより測定された値と前記第２のステップにより測定された値とに基
づいて、前記駆動ＴＦＴのオープン /ショートを検査する検査ステップとを含むアクティ
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ブマトリックスパネルの検査方法。
【請求項１１】
前記第１のステップおよび前記第２のステップにおける前記画素電極を介した前記寄生容
量に基づく値は、当該寄生容量を介して当該画素電極側からソース側に流れる過渡電流で
あることを特徴とする請求項１０記載のアクティブマトリックスパネルの検査方法。
【請求項１２】
前記第１のステップは、前記アクティブマトリックスパネルを構成する個々の検査用配線
について、当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている全ての画素の駆動ＴＦＴを同
時にＯＦＦ状態にして前記寄生容量に基づく値を測定することを特徴とする請求項１０記
載のアクティブマトリックスパネルの検査方法。
【請求項１３】
前記第２のステップは、前記アクティブマトリックスパネルを構成する個々の検査用配線
について、当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている全ての画素の駆動ＴＦＴを同
時にＯＮ状態にして前記寄生容量に基づく値を測定することを特徴とする請求項１０記載
のアクティブマトリックスパネルの検査方法。
【請求項１４】
基板上にＴＦＴ (Thin Film Transistor)アレイを形成してアクティブマトリックスパネル
を生成するアレイ工程と、
生成された前記アクティブマトリックスパネルの機能検査を行う検査工程と、前記検査工
程を経た前記アクティブマトリックスパネルに対してＯＬＥＤ (Organic Light Emitting 
Diode)を実装するセル工程とを含み、前記検査工程は、前記アレイ工程により生成された
前記アクティブマトリックスパネルを構成する駆動ＴＦＴをＯＮしたときとＯＦＦしたと
きとの画素電極を介した寄生容量の変化を測定し、当該駆動ＴＦＴのオープン /ショート
を検査することを特徴とするアクティブマトリックスＯＬＥＤパネルの製造方法。
【請求項１５】
前記検査工程は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する画素における寄生容量変
化を測定し、前記駆動ＴＦＴがオープン /ショート欠陥である画素数を求めることを特徴
とする請求項１４記載のアクティブマトリックスＯＬＥＤパネルの製造方法。
【請求項１６】
前記検査工程は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する画素における寄生容量変
化のばらつきから、当該アクティブマトリックスを構成する画素回路を生成する際のばら
つきを推定することを特徴とする請求項１４記載のアクティブマトリックスＯＬＥＤパネ
ルの製造方法。
【請求項１７】
前記検査工程は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する個々の検査用配線につい
て当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦＴをＯＮ状態にして寄
生容量を推定し、推定された寄生容量の最大値と個々の寄生容量との差からオープン欠陥
となっている駆動ＴＦＴの画素数を推定することを特徴とする請求項１４記載のアクティ
ブマトリックスＯＬＥＤパネルの製造方法。
【請求項１８】
前記検査工程は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する個々の検査用配線につい
て当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦＴをＯＦＦ状態にして
寄生容量を推定し、推定された寄生容量の最小値と個々の寄生容量との差からショート欠
陥となっている駆動ＴＦＴの画素数を推定することを特徴とする請求項１４記載のアクテ
ィブマトリックスＯＬＥＤパネルの製造方法。
【請求項１９】
前記検査工程は、前記アクティブマトリックスパネルを構成する個々の検査用配線につい
て、当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦＴをＯＦＦ状態にし
た場合とＯＮ状態にした場合とで寄生容量を推定し、推定された寄生容量の最小値および
最大値と各検査用配線の寄生容量との差から、各検査用配線におけるオープン /ショート
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欠陥の数を推定することを特徴とする請求項１４記載のアクティブマトリックスＯＬＥＤ
パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アクティブマトリックスＯＬＥＤ (Organic Light Emitting Diode)パネルの検
査装置等に係り、より詳しくは、ＯＬＥＤ形成プロセス工程前にＴＦＴアレイの機能検査
を行う検査装置等に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＯＬＥＤ (または有機ＥＬ (Electro Luminescence)とも呼ばれる )は、電場を加えることに
よって励起する蛍光性の有機化合物に直流電流を流して発光させるものであり、薄型、高
視野角、広いガミュート (Gamut)等の点から次世代ディスプレイデバイスとして注目され
ている。このＯＬＥＤの駆動方式にはパッシブ型とアクティブ型が存在するが、大画面、
高精細のディスプレイを実現するには、材料、寿命、クロストークの面でアクティブ型が
適している。このアクティブ型では、ＴＦＴ (Thin Film Transistor)駆動が必要とされて
おり、このＴＦＴアレイには、例えば低温ポリシリコンを使用したものとａ -Ｓｉ (アモル
ファスシリコン )を使用したもの等が注目されている。
【０００３】
従来、例えば液晶表示装置 (ＬＣＤ )におけるＴＦＴアレイの検査方法として、画素容量へ
の電圧の書き込みを行った後、画素容量に蓄えられた電荷を積分回路により観測し、書き
込みが正しく行われたかどうかを検査するものがある (例えば、特許文献１参照。 )。また
、電界－光変換素子を使用して、光学的に画素容量への書き込みを検査する手法が開示さ
れている (例えば、特許文献２参照。 )。更に、画素電極がパターニングされる前に共通画
素電極に電源を接続して検査することにより、ＥＬ素子を形成する前に画素部が正常に動
作するか否かを検査する技術が存在する (例えば、特許文献３参照。 )。
【０００４】
【特許文献１】
米国特許 (ＵＳＰ )第５ ,１７９ ,３４５号 (Page３－５、 Fig.２ )
【特許文献２】
米国特許 (ＵＳＰ )第４ ,９８３ ,９１１号 (Page２－４、 Fig.１～３ )
【特許文献３】
特開２００２－１０８２４３号公報 (第９頁、図２ )
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、アクティブマトリックスＯＬＥＤ (ＡＭＯＬＥＤ )とアクティブマトリックス液晶
ディスプレイ (ＡＭＬＣＤ )とを比較して説明する。図１４ (ａ ),(ｂ )は、ＡＭＯＬＥＤと
ＡＭＬＣＤとの画素回路を比較説明するための図である。図１４ (ａ )はＡＭＯＬＥＤの画
素回路、図１４ (ｂ )はＡＭＬＣＤの画素回路を示している。図１４ (ｂ )において、データ
線 (Data)とゲート線 (Gate)とに接続されたＴＦＴ３１０によってＴＦＴアレイの画素回路
が形成される。一方、図１４ (ａ )に示すＡＭＯＬＥＤでは、図１４ (ｂ )に示すものと同様
な回路の画素容量の横に、オープン・ドレインのドライブ駆動用トランジスタである駆動
ＴＦＴ３０２が接続され、発光素子であるＯＬＥＤ３０１が駆動ＴＦＴ３０２に接続され
ている。
【０００６】
ところで、図１４ (ｂ )に示すようなＡＭＬＣＤの場合は、ＴＦＴアレイ基板だけで画素回
路が完結しているが、図１４ (ａ )に示すようなＡＭＯＬＥＤの場合は、ＯＬＥＤ３０１が
存在しないＴＦＴアレイ基板のみでは画素回路が完結しない。そのために、駆動ＴＦＴ３
０２は、ドレイン側 (或いはソース側 )が画素電極に直結したままオープン・ドレイン (或
いはオープン・ソース )となっている。ＡＭＯＬＥＤにおけるＴＦＴアレイ基板の画素回
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路には、少なくとも２つ以上のＴＦＴが存在しているが、パネルインタフェース端子から
の入出力だけでは駆動ＴＦＴに電流が流せない。
【０００７】
このとき、現状のＡＭＯＬＥＤパネルの製造コストを削減するためには、ＴＦＴアレイ単
体での機能テストを行い、良品だけを次工程に流すことが要求される。ＡＭＯＬＥＤパネ
ルの製造では、現状のＡＭＯＬＥＤ用ＴＦＴアレイの歩留まりが十分に高くないこと、Ｏ
ＬＥＤ３０１の材料自体が高価であること、製造工程の中でＯＬＥＤ３０１の形成プロセ
スの工程占有時間が長いこと、等の理由により、ＯＬＥＤ３０１を実装する前に、駆動Ｔ
ＦＴ３０２の良否を測定することが望まれる。
【０００８】
しかしながら、ＴＦＴアレイ単体では、前述のように画素回路の構成要素であるＯＬＥＤ
が未実装であり、駆動ＴＦＴ３０２はオープン・ドレイン (或いはオープン・ソース )状態
となっている。即ち、ＯＬＥＤの実装前の工程では、図１４ (ａ )の破線で示されるＯＬＥ
Ｄ３０１が接続されておらず、正常な回路を構成していないことから、パネルインタフェ
ース端子からの入出力だけでは駆動ＴＦＴ３０２に対するオープン /ショート検査欠陥の
検査を行うことができない。
【０００９】
上述した特許文献１や特許文献２は、図１４ (ｂ )に示すようなＡＭＬＣＤ用ＴＦＴアレイ
の画素回路を検査する手法が示されているに過ぎず、図１４ (ａ )に示す駆動ＴＦＴ３０２
に電流を供給する機構を備えていない。その結果、特許文献１や特許文献２を利用してオ
ープン・ドレイン (或いはオープン・ソース )となった駆動ＴＦＴ３０２のオープン /ショ
ート測定を行うことができない。
【００１０】
また、特許文献３では、画素ごとの抵抗成分のばらつきを測定することが可能であるが、
画素電極をパターニングした後に検査するものではなく、パターニングによる不具合につ
いて検査することができない。更に、駆動ＴＦＴ３０２の不良については検査することが
可能であるが、不良の種類 (オープン /ショート )を特定することができない。その結果、
ＯＬＥＤ３０１形成後の表示装置としての欠陥である明点・暗点 (滅点 )の数などを調べる
ことができず、例えば検査者により設けられる評価基準に対応するデータを得ることがで
きない。
【００１１】
本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的と
するところは、ＯＬＥＤ未実装のＴＦＴアレイに対し、駆動ＴＦＴに対するオープン /シ
ョート欠陥の判定を行うことにある。
また他の目的は、ＯＬＥＤ未実装のＴＦＴアレイの段階にて、ディスプレイの評価項目で
ある明点・暗点 (滅点 )の数を把握し、パネルの良・不良判定をＯＬＥＤ形成工程前に行う
ことにある。
更に他の目的は、正常動作している画素におけるＶ on－Ｖ off値のパネル内ばらつきを算
出し、画素回路生成の精度を推測することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
かかる目的のもと、本発明では、電気的にオープンとなっている画素電極と画素回路との
間にある寄生容量に着目し、駆動ＴＦＴをＯＮ /ＯＦＦしたときの寄生容量変化を検査す
ることで、駆動ＴＦＴのオープン /ショートを高速に検査している。また、パネルを構成
する画素の全体に対してこの検査を行うことで、欠陥の種類と数とを同時に推定し、ＡＭ
ＯＬＥＤの明点欠陥 /暗点 (滅点 )欠陥の数を推定している。即ち、本発明は、ＯＬＥＤ形
成前におけるアクティブマトリックスパネルを検査するアクティブマトリックスパネルの
検査装置であって、このアクティブマトリックスパネルを構成する駆動ＴＦＴの検査用配
線に対し、電圧変化手段により電圧を変化させ、この電圧変化手段により検査用配線に対
して電圧を変化させた際に、測定手段によって駆動ＴＦＴのソース側配線に流れる過渡電
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流を測定し、駆動ＴＦＴにおけるＯＦＦ状態とＯＮ状態での寄生容量の変化を測定してい
る。また、測定手段により測定された寄生容量の変化に基づいて、アクティブマトリック
スパネルを構成する画素回路を生成する際のばらつきをばらつき推定手段によって推定し
ている。
【００１３】
ここで、この測定手段は、アクティブマトリックスパネルを構成する全ての画素における
寄生容量の変化を測定し、駆動ＴＦＴがオープン /ショート欠陥である画素数を求めるこ
とを特徴とすることができる。また、この測定手段は、ソース側配線に接続された積分回
路を用いて過渡電流を測定し、この積分回路の出力をＡ /Ｄ変換器によってデジタルデー
タに変換した後に計算機に取り込むことを特徴とすることができる。
【００１４】
他の観点から把えると、本発明が適用されるアクティブマトリックスパネルの検査装置は
、駆動ＴＦＴのＯＦＦ状態にて、ＯＦＦ状態寄生容量測定手段によって画素電極を介した
寄生容量を測定し、この駆動ＴＦＴのＯＮ状態にて、ＯＮ状態寄生容量測定手段によって
画素電極を介した寄生容量を測定し、このＯＦＦ状態寄生容量測定手段により測定された
寄生容量と、ＯＮ状態寄生容量測定手段により測定された寄生容量とに基づいて、検査手
段によって駆動ＴＦＴのオープン /ショートを検査している。ここで、このＯＮ状態寄生
容量測定手段は、駆動ＴＦＴのゲート電圧が低い初期電圧を有する場合に、寄生容量を介
してチャージポンプを行うことを特徴とすることができる。
【００１５】
また、このＯＮ状態寄生容量測定手段は、アクティブマトリックスパネルを構成する個々
の検査用配線について、当該検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦ
ＴをＯＮ状態にして寄生容量を推定し、ＯＦＦ状態寄生容量測定手段は、アクティブマト
リックスパネルを構成する個々の検査用配線について、検査用配線と直接ＡＣカップリン
グしている画素の駆動ＴＦＴをＯＦＦ状態にして寄生容量を推定する。そして、検査手段
は、推定された寄生容量の最大値 /最小値と個々の寄生容量との差からオープン欠陥 /ショ
ート欠陥となっている駆動ＴＦＴの画素数を推定することを特徴とすることができる。
【００１６】
一方、本発明は、ＯＬＥＤ形成前のアクティブマトリックスパネルを検査するアクティブ
マトリックスパネルの検査方法であって、アクティブマトリックスパネルを構成する駆動
ＴＦＴのＯＦＦ状態にて、画素電極を介した寄生容量に基づく値を測定する第１のステッ
プと、この駆動ＴＦＴのＯＮ状態にて、画素電極を介した寄生容量に基づく値を測定する
第２のステップと、この第１のステップにより測定された値と第２のステップにより測定
された値とに基づいて、駆動ＴＦＴのオープン /ショートを検査する検査ステップとを含
む。
【００１７】
ここで、この第１のステップおよび第２のステップにおける画素電極を介した寄生容量に
基づく値は、この寄生容量を介して画素電極側からソース側に流れる過渡電流であること
を特徴とすることができる。また、この第１のステップは、アクティブマトリックスパネ
ルを構成する個々の検査用配線について、この検査用配線と直接ＡＣカップリングしてい
る全ての画素の駆動ＴＦＴを同時にＯＦＦ状態にして寄生容量に基づく値を測定すること
を特徴とすることができる。更に、この第２のステップは、アクティブマトリックスパネ
ルを構成する個々の検査用配線について、検査用配線と直接ＡＣカップリングしている全
ての画素の駆動ＴＦＴを同時にＯＮ状態にして寄生容量に基づく値を測定することを特徴
とすることができる。
【００１８】
また、本発明は、アクティブマトリックスＯＬＥＤパネルの製造方法として把握すること
ができる。この製造方法は、基板上にＴＦＴアレイを形成してアクティブマトリックスパ
ネルを生成するアレイ工程と、生成されたアクティブマトリックスパネルの機能検査を行
う検査工程と、この検査工程を経たアクティブマトリックスパネルに対してＯＬＥＤを実
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装するセル工程とを含み、検査工程は、アレイ工程により生成されたアクティブマトリッ
クスパネルを構成する駆動ＴＦＴをＯＮしたときとＯＦＦしたときとの画素電極を介した
寄生容量の変化を測定し、駆動ＴＦＴのオープン /ショートを検査することを特徴として
いる。
【００１９】
ここで、この検査工程は、アクティブマトリックスパネルを構成する画素における寄生容
量変化を測定し、駆動ＴＦＴがオープン /ショート欠陥である画素数を求めることができ
る。また、アクティブマトリックスパネルを構成する画素における寄生容量変化のばらつ
きから、アクティブマトリックスを構成する画素回路を生成する際のばらつきを推定する
ことができる。
【００２０】
更に、この検査工程は、アクティブマトリックスパネルを構成する個々の検査用配線につ
いて検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦＴをＯＮ状態にして寄生
容量を推定し、推定された寄生容量の最大値と個々の寄生容量との差からオープン欠陥と
なっている駆動ＴＦＴの画素数を推定することができる。また、個々の検査用配線につい
て検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦＴをＯＦＦ状態にして寄生
容量を推定し、推定された寄生容量の最小値と個々の寄生容量との差からショート欠陥と
なっている駆動ＴＦＴの画素数を推定することができる。更に、この検査工程は、個々の
検査用配線について、検査用配線と直接ＡＣカップリングしている画素の駆動ＴＦＴをＯ
ＦＦ状態にした場合とＯＮ状態にした場合とで寄生容量を推定し、推定された寄生容量の
最小値および最大値と各検査用配線の寄生容量との差から、各検査用配線におけるオープ
ン /ショート欠陥の数を推定することを特徴としている。これによれば、より高速に欠陥
の数を推定することができる点で好ましい。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に示す実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明する。
図１は、本実施の形態が適用されるＯＬＥＤ (Organic Light Emitting Diode)パネルの製
造工程を説明するための図である。本実施の形態が適用されるＯＬＥＤパネルの製造方法
は、ＯＬＥＤの駆動回路であるＴＦＴ (Thin Film Transistor)アレイ (アクティブマトリ
ックスパネル )を生成するアレイ工程１と、生成されたＴＦＴアレイ単体で機能テストを
行う検査工程２を有している。この検査工程２では、配線のオープン /ショートが所定条
件以下であり、またＴＦＴアレイを構成する駆動ＴＦＴの特性がパネル全体で均一である
ことの検査が行われる。この検査工程２で不良品であると判断されるＴＦＴアレイは、次
工程に移行させずに排除される。良品であると判断されるＴＦＴアレイについては、ＴＦ
Ｔアレイ上にＯＬＥＤを形成するセル工程３を経て、最終検査工程４に移行する。この最
終検査工程４によって、最後に、良品と不良品とが振り分けられる。本実施の形態では、
セル工程３の前に検査工程２を設けることで、ＯＬＥＤを載せる前に、画素回路のオープ
ン /ショート検査、特に駆動ＴＦＴの周囲の検査を行うことが可能となる。検査対象とし
ては、例えばＰＨＳや携帯電話などの表示画面に用いられるアクティブマトリックス (Ａ
Ｍ )パネルの他、各種ＡＭＯＬＥＤパネルが挙げられる。
【００２２】
以下に、検査工程２について詳述する。
図２は、検査工程２において用いられるテスト装置１０の構成を説明するための図である
。本実施の形態が適用されるテスト装置１０は、記憶装置 (Data Base)１１、計算機 (PC)
１２、測定制御回路 (Control Circuits)１３、信号生成・信号測定回路 (Drive/sense cir
cuits)１４、プローブ (Data probes)１５、信号生成・信号測定回路 (Drive/sense circui
ts)１６、プローブ (Gate probes)１７を有している。これらの構成によって、検査対象で
あるＴＦＴアレイ (アクティブマトリックスパネル )１００における駆動ＴＦＴのオープン
/ショートを検査している。
【００２３】
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テスト装置１０の記憶装置１１には、検査対象となるＴＦＴアレイ１００の良 /不良判定
に必要な情報や測定に必要な情報が格納されている。計算機１２は、例えばＰＣ等によっ
て構成され、入力されたデータに基づき、記憶装置１１に格納された情報に基づいて判定
処理を実行する。測定制御回路１３は、後述する検査法の測定シーケンスを管理している
。また、信号生成・信号測定回路１４ ,１６は、ＡＭＯＬＥＤの駆動信号を生成すると共
に、ＴＦＴアレイ１００からの出力波形を取得するアナログ回路である。この信号生成・
信号測定回路１４ ,１６には、後述する積分回路が実装される。プローブ１５ ,１７は、信
号生成・信号測定回路１４ ,１６で生成されたＡＭＯＬＥＤ駆動信号を測定対象であるＴ
ＦＴアレイ１００に供給し、また、ＴＦＴアレイ１００から測定波形を取得している。
【００２４】
テスト装置１０では、後述する検査法の測定シーケンスが測定制御回路１３で管理され、
ＡＭＯＬＥＤ駆動信号は信号生成・信号測定回路１４ ,１６にて生成されて、プローブ１
５ ,１７を通してＴＦＴアレイ１００に供給される。また、ＴＦＴアレイ１００の測定波
形は、プローブ１５ ,１７を通して信号生成・信号測定回路１４ ,１６に入力されて観測さ
れる。観測された信号は、測定制御回路１３によりデジタルデータに変換されて計算機１
２に入力される。計算機１２では、記憶装置１１に格納された情報を参照しながら、測定
データの処理と良・不良判定が行われる。尚、テスト装置１０の各構成要素、例えば、測
定制御回路１３および信号生成・信号測定回路１４ ,１６は、電圧変化手段、測定手段の
一つとして機能すると共に、オフ状態寄生容量測定手段、オン状態寄生容量測定手段の一
つとして機能する。また、例えば計算機１２は、ばらつき推定手段、検査手段の一つとし
て機能している。
【００２５】
以下に、検査工程２においてテスト装置１０を用いて実行される駆動ＴＦＴの検査方法に
ついて説明する。
まず、測定対象となるＡＭＯＬＥＤの画素回路について説明する。
図３ (ａ ),(ｂ )は、ＡＭＯＬＥＤ画素回路を説明するための図である。図３ (ａ )は、最も
簡単な２ＴＦＴ構成のＡＭＯＬＥＤ画素回路が示されており、ＯＬＥＤ実装前では、破線
で示されるＯＬＥＤ１２０は実装されていない。図３ (ｂ )は、ＴＦＴのガラス基板側に光
を取り出す所謂ボトムエミッション式のＡＭＯＬＥＤ画素回路の断面図が示されている。
ＡＭＯＬＥＤ画素回路は、図３ (ｂ )に示すように、ガラス基板等からなる基板１３１上に
、ゲート電極１３２、ゲートメタル配線１３５が形成され、ゲート絶縁膜１３３に覆われ
ている。更にその上にチャネル１３４が形成され、チャネル１３４は、絶縁膜１３６に覆
われている。絶縁膜１３６の上にはソースメタル配線１３７が形成され、これらは保護膜
１３８に覆われている。この保護膜１３８の上には、画素電極１３９が形成されている。
基板１３１の上部から光を取り出す所謂トップエミッション方式の場合には画素電極１３
９とチャネル１３４とは対向配置されるが、図３ (ｂ )に示すボトムエミッション式では、
画素電極１３９とチャネル１３４とは対向配置されていない。図３ (ｂ )に示されるように
、画素電極１３９の面積は画素の殆どを占め、また、非常に短い距離の内部に画素回路が
形成されることから、その間に寄生容量が発生する。
【００２６】
図４ (ａ ),(ｂ )は、図３ (ａ )に示したような最も単純な２ＴＦＴによる電圧プログラミン
グ方式の画素回路例を示している。図４ (ａ )では、ＯＬＥＤ１２０が実装された状態が示
され、図４ (ｂ )では、ＯＬＥＤ１２０が形成される前の状態が示されている。図４ (ｂ )で
は、駆動ＴＦＴ (Ｔｒ .ｄ )に対するデータ線 (Data)、セレクト線 (Select)、ゲート線、グ
ランド (ＧＮＤ )の各配線と画素電極１３９との間に、寄生容量が発生している様子が示さ
れている。この寄生容量の大きさは、画素回路構成やレイアウト毎に異なるが、同一仕様
のパネル内であれば、ほぼ同じ寄生容量が各画素に発生する。この全ての画素回路におけ
る寄生容量のばらつきを検査することで、画素回路生成の良・不良を判断することができ
る。
【００２７】
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次に、検査工程２において実行される検査処理の流れについて説明する。
図５は、寄生容量の測定の流れを示したフローチャートである。ここでは、駆動ＴＦＴを
ＯＦＦ (オフ )した状態と駆動ＴＦＴをＯＮ (オン )した状態とで、検査用配線、例えばデー
タ線 (Data)に電圧変化を与えることで、寄生容量を介した画素電極１３９とＧＮＤとの間
の容量変化を測定する。
図６は、駆動ＴＦＴがＯＦＦのときとＯＮのときの寄生容量を記述した等価回路が示され
ている。図６ (ａ )には駆動ＴＦＴがＯＦＦである状態が示され、図６ (ｂ )には駆動ＴＦＴ
がＯＮである状態が示されている。図６ (ｂ )に示すように、駆動ＴＦＴが正しくＯＮされ
ると、ＧＮＤと画素電極１３９とは直結されて、ＴＦＴと並列に存在していた寄生容量は
消滅し、データ線 (Data)とＧＮＤとの間にある寄生容量は大きくなる。従って、データ線
(Data)に電圧を印加すると、ＯＮ状態のときの方がより多く電荷が流れる。図５に示す測
定処理では、この両者の状態における寄生容量の変化を測定している。
【００２８】
図５のフローチャートに基づいて詳述すると、かかる測定処理では、まず、全ての配線を
ＧＮＤにし、駆動ＴＦＴをＯＦＦにする (ステップ１０１ )。より具体的には、図４ (ｂ )に
示す基本的な２ＴＦＴ回路にて、セレクト線 (Select)、データ線 (Data)をＧＮＤにした後
、全てのセレクト線 (Select)を選択し、データ線 (Data)に駆動ＴＦＴをＯＦＦできる電圧
を印加することで、全ての駆動ＴＦＴをＯＦＦ状態にする。そして、データ線に所定の電
圧を印加する。このとき、寄生容量を介して画素電極１３９側からＧＮＤに過渡電流が流
れる。これを、ソース側配線であるＧＮＤ側に接続された積分回路 (後述 )で測定する。即
ち、駆動ＴＦＴをＯＦＦした状態にて、積分回路出力Ｖ offを取得する (ステップ１０２ )
。
【００２９】
図７は、駆動ＴＦＴから出力される電流の観測に用いられる積分回路の例を示した図であ
る。ここでは、図４ (ｂ )に示す回路に積分回路１５０が接続された場合が示されており、
このような積分回路１５０は、図２に示す信号生成・信号測定回路１４ ,１６に設けられ
る。図７に示す積分回路１５０は、オペレーショナル・アンプ (Operational Amplifier)
１５１、キャパシタＣｉ、リセットスイッチＳＷ resetが備えられている。ここでは、駆
動ＴＦＴである Tr.dのソース側は、積分回路１５０のイマジナリ・ショート (仮想的短絡 )
によりＧＮＤ電位となる。積分回路１５０は、他の画素回路に対しても同様に接続するこ
とが可能である。積分回路１５０からの出力は、図２に示す測定制御回路１３に設けられ
るＡ /Ｄ変換回路によってデジタルデータに変換され、計算機１２に取り込まれることに
より、以降の推定処理が可能となる。
【００３０】
図５のステップ１０２によって積分回路出力Ｖ offが取得された後、積分回路１５０に接
続される駆動ＴＦＴがＯＮできるか否かが判断される (ステップ１０３ )。このとき、例え
ば４ＴＦＴ回路などのように駆動ＴＦＴを簡単にＯＮできないときには、寄生容量を介し
てチャージポンプ (後述 )が行われ、駆動ＴＦＴのゲート電圧を高くして (ステップ１０４ )
、次のステップ１０５へ移行する。駆動ＴＦＴをＯＮできるときには、そのまま次のステ
ップ１０５へ移行する。
【００３１】
図８ (ａ ),(ｂ )は、４ＴＦＴ構成の画素回路を説明するための図である。図８ (ａ )は基本
的な４ＴＦＴ構成のＡＭＯＬＥＤ画素回路を示しており、図８ (ｂ )はＯＬＥＤ１２０形成
前のアレイ基板の回路を説明するための図である。図８ (ａ ),(ｂ )に示すＳＷ１は、階調
電圧を画素容量Ｃｓ１に書き込むときにセレクト線 (Select)によりＯＮとなる。ＳＷ２は
Ｖ th補正制御線 (Vth cnt.)によって制御され、ＳＷ３は電流スイッチ制御線 (Current cnt
.)によって制御されて、画素容量Ｃｓ２に電荷が蓄えられる。ＯＬＥＤ１２０形成前では
、図８ (ｂ )に示すように、画素電極１３９と各配線との間に寄生容量が発生している。尚
、ここでは、寄生容量として主なものだけが記載されている。
【００３２】
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図９ (ａ ),(ｂ )は、チャージポンプ動作を説明するための図である。チャージポンプ動作
手順では、まず、測定画素のＳＷ３をＯＮにする。他の画素である非測定画素のＳＷ３は
ＯＦＦにする。また、ＳＷ１とＳＷ２とはＯＦＦにする。ここで、データ線 (Data)に駆動
電位Ｖを書き込むと、寄生容量を介して駆動ＴＦＴ (Tr.d)のドレイン電位が上昇する。そ
して、一定期間、図９ (ａ )に示すように、ＳＷ２をＯＮにする。このとき寄生容量とＣｓ
２およびＣｓ１を通して電位が再分配され、 Tr.dのゲート電位が少し上昇する。図９ (ｂ )
に示すように、ＳＷ２がＯＦＦになったままでＳＷ１をＯＮにすると、 Dataに駆動電位Ｖ
がかかっているので、もし、このとき Tr.dのゲート電位が閾値電圧Ｖ thを超えていれば、
Tr.dがＯＮして電流が確認され、チャージポンプ動作が終了する。一方、 Tr.dがＯＮしな
い場合でも、 Tr.dはＳＷ２に比べてチャネル幅が十分に大きいことから、そのリーク電流
により Tr.dのドレイン電位はＧＮＤ電位となる。その後、ＳＷ１をＯＦＦにし、 DataをＧ
ＮＤ電位にする。更に、再びＳＷ１をＯＮにする。以上の手順を、 Tr.dがＯＮして電流が
確認されるまで繰り返すことで、チャージポンプ動作が実行される。
【００３３】
図５のステップ１０５では、検査したい画素が選択され、データ線 (Data)から駆動ＴＦＴ
をＯＮできる電圧を印加して、駆動ＴＦＴがＯＮ状態にされる。例えば４つのＴＦＴを用
いた電圧プログラミング方式などにおいて、駆動ＴＦＴのゲート電圧が低い初期電圧を持
っていた場合は、ステップ１０４に示したチャージポンプが行われる。また、電流プログ
ラミング方式では、電流をデータ線 (Data)に流すことで駆動ＴＦＴをＯＮ状態にする。こ
のときのゲート・ソース電圧は、画素容量Ｃｓに蓄えられる。このようにして駆動ＴＦＴ
がＯＮされた状態にて、選択された画素のセレクト線 (Select)をＯＦＦすることで非選択
にし、その後、データ線 (Data)もＧＮＤにする。
【００３４】
ステップ１０６の寄生容量測定処理では、かかる状態にて、ステップ１０２と同様な電圧
をデータ線 (Data)に印加する。このとき、再び寄生容量を介して画素電極１３９側からＧ
ＮＤに過渡電流が流れる。これをステップ１０２と同様に積分回路１５０で測定する。こ
こで得られた電圧が積分回路出力Ｖ onである。そして、検査している画素のセレクト線 (S
elect)をＯＮにし、データ線に駆動ＴＦＴをＯＦＦできる電荷を印加し、駆動ＴＦＴをＯ
ＦＦ状態にする。このステップ１０５とステップ１０６との処理を１つのデータ線 (Data)
で駆動できる全ての画素について行う。また、図５のステップ１０１～ステップ１０６を
全てのデータ線 (Data)について行う。以上の手順から、全ての画素について、駆動ＴＦＴ
をＯＮしたときに流れた電荷量を求めることができる。尚、積分回路１５０の反転入力に
接続されるＧＮＤ線が独立している場合には、画素毎の積分回路出力Ｖ onが得られるが、
束ねられている場合には、例えばライン単位での積分回路出力Ｖ onが得られる。
【００３５】
ステップ１０７では、検査結果の評価が行われる。検査画素の駆動ＴＦＴが正しくＯＮで
きていれば、駆動ＴＦＴをＯＮしたときに流れた電荷量と駆動ＴＦＴがＯＦＦ状態のとき
に流れた電荷量とは異なった値となる。即ち、１つの駆動ＴＦＴがＯＦＦ状態のときの値
Ｖ offと、１つの駆動ＴＦＴがＯＮ状態のときの値Ｖ onとを比較すると、駆動ＴＦＴが正
常に動作している場合には、Ｖ off≠Ｖ onとなる。差が生じていない場合、即ち、Ｖ off＝
Ｖ onである場合には、画素回路は故障しており、その駆動ＴＦＴはオープンあるいはショ
ートしていると判断することができる。このようにして、一連の検査を終了することがで
きる。
【００３６】
尚、全てのデータ線におけるＯＦＦ状態での電荷量の中から最小値 (Ｖ offの最小値：Ｖ of
f.min)を選べば、それが全ての画素が正常に動いている場合と仮定できる。したがって、
その値と各データ線 (Data)ごとのＯＦＦ状態での値との差から、ショートしている画素の
個数 (Ｎ short)が推定できる。これによって、ショート欠陥の画素とオープン欠陥の画素
の比率が推定できることになる。即ち、
Ｖ off－Ｖ off.min ＝  Ｎ short * (Ｖ on1－Ｖ off1)
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Ｎ fault ＝  Ｎ short ＋  Ｎ open
但し、Ｎ faultは全てのデータ線 (Data)について繰り返して測定された欠陥画素数であり
、Ｎ openはオープン欠陥画素数である。また、Ｖ on1は、１つの画素がＯＮ状態のときに
寄生容量を介して流れる１つの画素分の電荷量に相当し、Ｖ off1は、１つの画素がＯＦＦ
状態のときに寄生容量を介して流れる１つの画素分の電荷量に相当する。具体的に (Ｖ on1
－Ｖ off1)を求めるには、全ての画素から得られたＶ on－Ｖ offの中で最小値を選べばよい
。
【００３７】
次に、２ＴＦＴ電圧プログラミング方式画素回路において、更に具体的な実現例を用いて
本実施の形態を詳述する。
図１０は、画素回路が２個のＴＦＴで構成される電圧プログラミング方式パネルへの適用
例を示した図である。図１０に示す適用例では、パネルの一部として３×３の９画素が示
されている。図１０では、測定対象画素は中央の画素であり、各画素のＧＮＤ配線に積分
回路１５０が接続されている。実際の測定は、上述した測定法を全ての画素について繰り
返し行われる。尚、積分回路１５０では、反転入力に接続されるＧＮＤ線が各々独立した
状態で積分回路１５０に入力させることが可能であるが、図１０に示すように、幾つかの
ＧＮＤ配線 (または全てのＧＮＤ配線 )を束ねて共通にすることも可能である。このように
して束ねられたＧＮＤ配線のグループ数だけ積分回路１５０を用意すれば、グループ毎に
並行して測定することが可能となる。尚、Ｐチャネル駆動ＴＦＴを用いた場合には、ＧＮ
Ｄ配線が電源配線になる。
【００３８】
図１１は、測定で用いられる駆動波形を示した図である。図１０に示すような２ＴＦＴ電
圧プログラミング方式画素回路においては、駆動ＴＦＴを直接、データ線から駆動できる
ことから、前述したチャージポンプを用いることなく、駆動ＴＦＴをＯＮ状態にすること
ができる。
【００３９】
ここで、図１１の上段に示されるシーケンス (Sequence)に基づいて説明する。
・シーケンス１：全ての画素にＯＦＦ電圧を書き込み、パネルを消灯状態にする。
・シーケンス４：全ＯＦＦ状態で Data２にＯＮ電位を印加して、そのとき流れる電荷を測
定する。
・シーケンス８：再び全ての画素にＯＦＦ電圧を書き込み、パネルを消灯状態にする。
・シーケンス１１： Select２にＯＮ電位を印加し、同時に Data２にＯＮ電位を印加するこ
とで、測定対象画素の駆動ＴＦＴをＯＮ状態にする。
・シーケンス１５：シーケンス４で印加した電圧と同じ電圧を Data２に印加し、そのとき
流れる電荷を測定する。
・シーケンス１８：測定を終了する。
このシーケンス８からシーケンス１８を同じデータ線で駆動できる全ての画素について繰
り返し、かつ、上記シーケンス０からシーケンス１８をすべてのデータ線について繰り返
す。
【００４０】
以上のような手順により得られた積分回路１５０の出力波形より、計算機１２にて、以下
の計算が行われる。
図１２ (ａ ),(ｂ )は、図１０に示したＡＭＯＬＥＤに対する検査結果の一例を示した図で
ある。図１２ (ａ )では、図１０に示す各画素に対応して、正常、オープン、ショートの画
素状態が例示されている。図１２ (ｂ )では、全ＯＦＦ状態と、各画素だけをＯＮさせた状
態とにおいて、積分回路１５０で検出される値が示されている。１つのデータ線 (Data)に
よって縦方向の画素は全て電圧の影響を受けるので、全ＯＦＦ状態での電荷量は、データ
線 (Data1～ Data4)ごとに得られる。積分回路１５０で測定しているので、電荷量は積分回
路１５０の出力電圧として換算される。１つの画素の駆動ＴＦＴがＯＦＦ状態のときの値
をＶ off、１つの画素の駆動ＴＦＴがＯＮ状態のときの値をＶ onとすると、図１２ (ａ )に
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あるような欠陥が生じている場合、図１２ (ｂ )に示す表のような出力値となる。オープン
欠陥の場合は、常に駆動ＴＦＴはＯＦＦ状態であり、ショート欠陥の場合は、常にＯＮ状
態となる。
【００４１】
各画素の駆動ＴＦＴをＯＮ状態にして得られた出力と全ＯＦＦ状態での出力とを比較し、
値が変化していない画素は、欠陥画素と判定できる。値が変化している画素は正常に動作
しており、その変化分Ｖ on－Ｖ offは、常にＶ on1－Ｖ off1となる。具体的にＶ on－Ｖ off
に相当する容量としては、数フェムト・ファラドから数十フェムト・ファラドのオーダー
となる。駆動ＴＦＴが正常に動作している画素におけるＶ on－Ｖ offのばらつきは、設計
寸法のばらつきとみなせるので、そのような設計品質の判定にも用いることができる。こ
のようにして、全ての画素について検査することで、その画素の欠陥を判定することがで
きる。
【００４２】
また、前述のように、１つのデータ線で測定される全ＯＦＦ状態に含まれる画素数は、Ｇ
ＮＤ線に束ねられた数に依存し、例えばＶＧＡ (Video Graphics Array：６４０×４８０
ドットの解像度 )のパネルで全ての画素のＧＮＤを束ねると、１つのデータ線で４８０個
分を同時に計測することになる。しかしながら、ＡＭＯＬＥＤは電流駆動であり、一般に
電流集中を避けるため全ての画素を束ねず、幾つかの束ごとにＧＮＤ線に引き出すことが
一般に行われる。この場合は、さらに少ない数となり、画素ごとにＧＮＤ線を設けている
パネルでは、単一画素ごとの測定が行える。
【００４３】
図１２に示す例では３ラインごとにＧＮＤ線を共通化している。この場合、各データ線の
ＯＦＦ状態の出力値を比較し、その中での最小値が、全ての画素が正常に動作しているも
のと推定できる。図１２ (ｂ )に示す例では、右端 (Data４ )のカラムで、出力値は３Ｖ off
である。即ち、全ＯＦＦ状態で最小値は３Ｖ offとなり、右端 (Data４ )のラインが全て正
常であると考えられる。この値と欠陥のあるカラムの出力値の差を、変化分であるＶ on1
－Ｖ off1で除した値が、ショート欠陥の数に相当する。
【００４４】
例えば、図１２に示す場合は、カラム毎に測定すると、
Data１： (3Voff1 －  3Voff1)/(Von1－ Voff1) = ０　：ショート欠陥なし
Data２： (1Von1+2Voff1 －  3Voff1)/(Von1－ Voff1) = １：ショート欠陥は１つ
Data３： (2Von1+1Voff1 －  3Voff1)/(Von1－ Voff1) = ２：ショート欠陥は２つ
総欠陥画素数 (全ＯＦＦ状態と変化がなかった画素数 )：６
ショート欠陥数：オープン欠陥数  = ３  : ３
となる。本実施の形態によれば、ショート欠陥とオープン欠陥の数の比率が推定できるこ
とになる。
【００４５】
尚、上述の検査手法を応用して、更なる高速な検査が可能となる。
例えば、アクティブマトリックスＯＬＥＤパネルを構成する個々の検査用配線について、
検査用配線と直接ＡＣカップリングしている全ての画素 (例えば、データ線 (Data)の場合
はそのカラムに属する画素 )につき、その駆動ＴＦＴを同時にＯＦＦ状態にした場合と同
時にＯＮ状態にした場合とで、前述のように寄生容量を推定する。そして、それぞれの最
小値および最大値と各検査用配線の寄生容量との差から、各検査用配線におけるオープン
/ショート欠陥の数を推定する。更に、この推定の後に、オープン /ショート欠陥がある検
査用配線だけについて、前述のようにして各画素を検査し、欠陥画素のオープン /ショー
トを推定する。このように、段階的な測定手順を採用することで、より高速な検査が可能
となる。
【００４６】
図１３は、図４ (ｂ )に示すような基本的な２ＴＦＴ回路において、この段階的な検査手法
を示したフローチャートである。この検査手法では、まず最初に、セレクト線 (Select)、
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データ線 (Data)をＧＮＤにする (ステップ２０１ )。次に、全てのセレクト線を選択し、デ
ータ線に駆動ＴＦＴをＯＦＦできる電圧を印加して、全ての駆動ＴＦＴをＯＦＦ状態にす
る (ステップ２０２ )。そして、セレクト線、データ線を全てＧＮＤにした状態で、データ
線に電圧を印加する (ステップ２０３ )。このとき、寄生容量を介して画素電極側からＧＮ
Ｄに過渡電流が流れる。これを図７に示したように、ＧＮＤ線に接続した積分回路１５０
で測定する (ステップ２０４ )。積分回路１５０の出力は、測定制御回路１３に設けられた
Ａ /Ｄ変換回路を使用してデジタルデータに変換され、計算機１２に取り込まれて、この
計算機１２に設けられた所定のメモリに各データ線での電圧値Ｖ offとして記憶される (ス
テップ２０５ )。この測定結果が全駆動ＴＦＴオフ状態での寄生容量値を意味する電圧値
となる。但し、データ線に電圧を印加しているので、データ線方向の画素の全てについて
の和となっていることに注意する。
【００４７】
次に、全ての画素を選択し、データ線から駆動ＴＦＴをＯＮできる電圧を印加して、全て
の画素の駆動ＴＦＴをＯＮ状態にする (ステップ２０６ )。但し、図８に示したような、４
つのＴＦＴを用いた電圧プログラミング方式などにおいて、駆動ＴＦＴのゲート電圧が低
い初期電圧を持っていた場合は、寄生容量を介してチャージポンプを行う。また、電流プ
ログラミング方式では電流をデータ線に流すことで駆動ＴＦＴをＯＮ状態にする。このと
きのゲート・ソース電圧は画素容量Ｃｓに蓄えられる。そして、全ての画素のセレクト線
をＯＦＦにすることで非選択とする。その後、データ線もＧＮＤにする (ステップ２０７ )
。更に、ステップ２０３で印加したものと同じ電圧をデータ線に印加する (ステップ２０
８ )。このとき、再び寄生容量を介して画素電極側からＧＮＤに過渡電流が流れる。これ
をステップ２０４と同様に積分回路１５０で測定する (ステップ２０９ )。そして、測定結
果をデジタルデータに変換し、各データ線での電圧値Ｖ onを計算機１２に設けられた所定
のメモリに記憶する (ステップ２１０ )。
【００４８】
このようにして、ステップ２０５とステップ２１０とで得られたＶ offとＶ onのうち、Ｖ o
ffの最小値とＶ onの最大値が、正常に駆動ＴＦＴが動作しているデータ線と推定できる。
そこで、この最小値と最大値とをＶ off.minおよびＶ on.maxとすると、各データ線内のシ
ョート欠陥の数とオープン欠陥の数を推定できる (ステップ２１１ )。
即ち、
Ｖ on.max －  Ｖ off.min ＝  Ｎ  * Ｖ diff
Ｖ off －  Ｖ off.min ＝  Ｎ short * Ｖ diff
Ｖ on.max －  Ｖ on ＝  Ｎ open * Ｖ diff
但し、Ｎはデータ線上の画素数で、Ｎ shortがこのデータ線内のショート欠陥の数、Ｎ ope
nがこのデータ線内のオープン欠陥の数を表している。
【００４９】
そして、このようにして欠陥のあるデータ線が特定できた後、その特定できたデータ線に
ついて、画素ごとに駆動ＴＦＴをＯＮ状態にし (ステップ２１２ )、図５のステップ１０６
と同様に、寄生容量を介して画素電極側からＧＮＤに流れる過渡電流を積分回路で測定す
る (ステップ２１３ )。このようにして、電圧値Ｖ onを得て、その結果から、欠陥画素の位
置を特定する (ステップ２１４ )。以上の手順によって、高速にショート欠陥とオープンの
欠陥の数を検査することができ、欠陥画素の場所を高速に特定することができる。
【００５０】
以上のように、本実施の形態では、アクティブマトリックスＯＬＥＤパネル (ＡＭＯＬＥ
Ｄパネル )における駆動ＴＦＴの片電極が接続されている電源線 (ＧＮＤ )と、電源線 (ＧＮ
Ｄ )とＤＣカップリングしていない検査用配線 (例えばデータ線 (Data))との間の寄生容量
につき、測定対象の駆動ＴＦＴのＯＮ状態とＯＦＦ状態のそれぞれについて、検査用配線
の電圧を変化させたときに、ソース側配線である電源線 (ＧＮＤ )への電荷の出入りを観測
している。これによって、駆動ＴＦＴのＯＮ状態とＯＦＦ状態での寄生容量の変化を測定
することができる。そして、本実施の形態では、オープン欠陥あるいはショート欠陥の駆
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動ＴＦＴの場合、寄生容量変化が発生しないことに着目し、駆動ＴＦＴのオープン /ショ
ートを検査することを可能としている。
【００５１】
このとき、全ての画素における寄生容量変化を測定することにより、全画素のうち駆動Ｔ
ＦＴがオープン /ショート欠陥である画素数を求めることができる。また、全ての画素に
おける寄生容量変化のばらつきから、画素回路生成のばらつきを推定することもできる。
更に、パネルを構成する個々の検査用配線について、検査用配線と直接ＡＣカップリング
している全ての画素 (例えば、データ線の場合はそのカラムに属する画素 )の駆動ＴＦＴを
ＯＮ状態にして寄生容量を推定する。このとき、推定された寄生容量値の最大値と個々の
寄生容量値との差を取ることによって、オープン欠陥となっている駆動ＴＦＴを持つ画素
数を推定することが可能となる。　また更に、パネルを構成する個々の検査用配線につい
て、検査用配線と直接ＡＣカップリングしている全ての画素 (例えば、データ線の場合は
そのカラムに属する画素 )の駆動ＴＦＴをＯＦＦ状態にして、寄生容量を推定する。推定
された寄生容量値の最小値と個々の寄生容量値との差をとることによって、ショート欠陥
となっている駆動ＴＦＴを持つ画素数を推定することができる。尚、欠陥画素数に占める
オープン欠陥画素とショート欠陥画素の比率を推定するように構成することも可能である
。
【００５２】
一方、パネルを構成する個々の検査用配線について、検査用配線と直接ＡＣカップリング
している全ての画素 (例えば、データ線の場合はそのカラムに属する画素 )の駆動ＴＦＴを
同時にＯＦＦ状態にした場合とＯＮ状態にした場合とで、寄生容量を推定する。そして、
それぞれの最小値および最大値と各検査用配線の寄生容量との差から、各検査用配線にお
けるオープン /ショート欠陥の数を推定する。その後、オープン /ショート欠陥がある検査
用配線のみについて、各画素の寄生容量変化を検査し、欠陥画素のオープン /ショートを
高速に推定することが可能となる。
【００５３】
このように、本実施の形態では、ＯＬＥＤ未実装のＴＦＴアレイに対して、画素電極への
コンタクトを行うことなく、各画素における駆動ＴＦＴのオープン /ショート欠陥の判定
、パネル内のオープン欠陥とショート欠陥の数の計測、および画素回路の設計寸法ばらつ
きの評価を行うことが可能となる。即ち、駆動ＴＦＴのオープン /ショート欠陥の数が解
り、ディスプレイの評価項目である明点・暗点 (滅点 )の数をアレイの段階で検査すること
ができる。かかる結果を用いてパネルの良・不良の判定を行うことで、不良アレイに対す
る次工程への流出量を大幅に削減でき、パネル製作コストを削減することができる。また
、正常動作している画素のＶ on－Ｖ off値のパネル内ばらつきを算出することにより、画
素回路生成の精度を推測することができる。加えて、パネル間でのばらつき検査を行うこ
とで、ＴＦＴアレイプロセスの工程管理目的にも仕様することができる。加えて、寄生容
量を介して検査用配線によって駆動される全ての画素の駆動ＴＦＴを同時にＯＦＦ状態に
した場合とＯＮ状態にした場合とで寄生容量を推定するように構成すれば、オープン /シ
ョート欠陥の数を迅速に推定できる点で好ましい。また更に、パネル開発段階では、図２
に示したテスト装置１０を故障診断として利用することにより、開発期間の短縮が期待で
きる。
【００５４】
尚、本実施の形態では、ｎチャネル駆動ＴＦＴを使用した場合について説明したが、ｐチ
ャネル駆動ＴＦＴを使用した場合にも適用することができる。ｐチャネル駆動ＴＦＴを使
用した場合には、図７に示した積分回路１５０の非反転入力 (図７に示すオペレーショナ
ル・アンプ１５１の＋入力 )をＧＮＤから電源 (Ｖｄ )に変更すれば良い。即ち、ｎチャネ
ル駆動ＴＦＴのＧＮＤ側、ｐチャネル駆動ＴＦＴの電源 (Ｖｄ )側を含め、駆動ＴＦＴのソ
ース側配線に積分回路１５０が接続されているものとすることができる。
【００５５】
【発明の効果】
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以上説明したように、本発明によれば、ＯＬＥＤ形成工程の前に、ＡＭＯＬＥＤパネル用
ＴＦＴアレイにおける駆動ＴＦＴのオープン /ショート欠陥を迅速に判定することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施の形態が適用されるＯＬＥＤパネルの製造工程を説明するための図であ
る。
【図２】　検査工程において用いられるテスト装置の構成を説明するための図である。
【図３】　 (ａ ),(ｂ )は、ＡＭＯＬＥＤ画素回路を説明するための図である。
【図４】　 (ａ ),(ｂ )は、最も単純な２ＴＦＴによる電圧プログラミング方式の画素回路
例を示した図である。
【図５】　寄生容量の測定の流れを示したフローチャートである。
【図６】　駆動ＴＦＴがＯＦＦのときとＯＮのときの寄生容量を記述した等価回路を示し
た図である。
【図７】　駆動ＴＦＴから出力される電流の観測に用いられる積分回路の例を示した図で
ある。
【図８】　 (ａ ),(ｂ )は、４ＴＦＴ構成の画素回路を説明するための図である。
【図９】　 (ａ ),(ｂ )は、チャージポンプ動作を説明するための図である。
【図１０】　画素回路が２個のＴＦＴで構成される電圧プログラミング方式パネルへの適
用例を示した図である。
【図１１】　測定で用いられる駆動波形を示した図である。
【図１２】　 (ａ ),(ｂ )は、ＡＭＯＬＥＤに対する検査結果の一例を示した図である。
【図１３】　基本的な２ＴＦＴ回路において、この段階的な検査手法を示したフローチャ
ートである。
【図１４】　 (ａ ),(ｂ )は、ＡＭＯＬＥＤとＡＭＬＣＤとの画素回路を比較説明するため
の図である。
【符号の説明】
１…アレイ工程、２…検査工程、３…セル工程、４…最終検査工程、１０…テスト装置、
１１…記憶装置 (Data Base)、１２…計算機 (PC)、１３…測定制御回路 (Control Circuits
)、１４…信号生成・信号測定回路 (Drive/sense circuits)、１５…プローブ (Data probe
s)、１６…信号生成・信号測定回路 (Drive/sense circuits)、１７…プローブ (Gate prob
es)、１００…ＴＦＴアレイ (アクティブマトリックスパネル )、１０１…画素 (ピクセル )
、１０２…ＴＦＴ、１０３…画素電極、１１０…基板、１２０…ＯＬＥＤ、１５０…積分
回路
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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 】
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