
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、
前記基板上に設けられた複数のゲート線と、
前記ゲート線と交叉する複数のデータ線と、
前記ゲート線とデータ線の交叉部に設けられ、ゲート線とデータ線に接続されたスイッチ
ング素子と、
前記スイッチング素子に接続された画素電極と、
前記画素電極の一部と対向することにより保持容量を形成する保持容量線と、
前記ゲート線と画素電極間に形成されるゲート・電極間容量と、
を含むアレイ基板を検査するための検査装置であって、
前記保持容量およびゲート・電極間容量に電荷を蓄積するときに、前記スイッチング素子
をオンにするために、該スイッチング素子に第１電圧を印加する手段と、
前記保持容量およびゲート・電極間容量に蓄積された電荷を読み取るときに、前記スイッ
チング素子をオンにするために、該スイッチング素子に対して前記第１電圧とは電圧値が
異なる第２電圧を印加する手段と、
を含む検査装置。
【請求項２】
前記第２電圧が第１電圧よりも高い請求項１に記載の検査装置。
【請求項３】
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前記第２電圧が第１電圧の２倍である請求項２に記載の検査装置。
【請求項４】
前記第１電圧が印加されたときに前記電荷を蓄積するための電圧を前記データ線に印加す
る手段を含む請求項１乃至３に記載の検査装置。
【請求項５】
前記第２電圧が印加されたときに前記蓄積された電荷を読み取るための手段を含む請求項
１乃至４に記載の検査装置。
【請求項６】
前記データ線の電圧と画素電極の電圧とが異なるように調節する手段を含む請求項１乃至
５に記載の検査装置。
【請求項７】
基板と、
前記基板上に設けられた複数のゲート線と、
前記ゲート線と交叉する複数のデータ線と、
前記ゲート線とデータ線の交叉部に設けられ、ゲート線とデータ線に接続されたスイッチ
ング素子と、
前記スイッチング素子に接続された画素電極と、
前記画素電極の一部と対向することにより保持容量を形成する保持容量線と、
前記ゲート線と画素電極間に形成されるゲート・電極間容量と、
を含むアレイ基板を検査するための方法であって、
前記保持容量およびゲート・電極間容量に電荷を蓄積するときに、該スイッチング素子に
第１電圧を印加するステップと、
前記保持容量およびゲート・電極間容量に蓄積された電荷を読み取るときに、該スイッチ
ング素子に対して前記第１電圧と電圧値が異なる第２電圧を印加して、該スイッチング素
子をオンにするステップと、
を含む検査方法。
【請求項８】
前記第２電圧が第１電圧よりも高い請求項７に記載の検査方法。
【請求項９】
前記第２電圧が第１電圧の２倍である請求項８に記載の検査方法。
【請求項１０】
前記第１電圧を印加するステップと同時に、前記電荷を蓄積するための電圧を前記データ
線に印加するステップを含む請求項７乃至９に記載の検査方法。
【請求項１１】
前記第２電圧を印加したときに、前記蓄積された電荷を読み取るステップを含む請求項７
乃至１０に記載の検査方法。
【請求項１２】
前記データ線の電圧と画素電極の電圧とが異なるように調節するステップを含む請求項７
乃至１１に記載の検査方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶ディスプレイに使用されるアレイ基板の検査装置および検査方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
図３に示すように、液晶ディスプレイのアレイ基板は、周知のアレイ基板であり、基板と
、基板上に設けられた複数本のゲート線１２と、ゲート線１２と絶縁層を介して交叉する
複数本のデータ線１４と、ゲート線１２とデータ線１４の交叉部に設けられ、ゲート線１
２とデータ線１４に接続されたスイッチング素子１６と、スイッチング素子１６に接続さ
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れた画素電極１８と、画素電極１８の一部と絶縁層を介して対向することにより保持容量
２６を形成する保持容量（Ｃｓ）線２０と、ゲート線１２と画素電極１８間に形成される
ゲート・電極間容量２４と、を含む。なお、明細書では画素電極１８としてＩＴＯ（ Indi
um tin oxide）を使用する。
【０００３】
液晶ディスプレイのアレイ基板は、各種材料の積層およびエッチングを繰り返して製造さ
れる。アレイ基板の製造後、アレイ基板を検査し、良品を液晶ディスプレイに使用する。
検査装置１１は、図３のように、ゲート線１２のパッド３４にプローブ３８を介して接続
するゲート電圧発生回路２９と、データ線１４に書き込み電圧を印加する書き込み回路３
０と、ゲート・電極間容量２４と保持容量２６の電荷を読み取る読み取り回路３２と、を
含む。書き込み回路３０と読み取り回路３２を選択するスイッチ４２と、データ線１４の
パッド３６に接続するプローブ４０と、を含む。
【０００４】
一般に、画素電極１８に電圧を印加したとき、保持容量２６や液晶容量によって、画素電
極１８の電圧が印加した電圧よりもΔＶ下がる。このΔＶを突き抜け電圧と呼ぶ。全ての
画素において、突き抜け電圧ΔＶが一定であれば、画素電極１８に印加する電圧をΔＶ高
くすることによって、全ての画素が正常に動作する。
【０００５】
アレイ基板への異物の付着や欠陥により、ゲート・電極間容量２４の容量が大きくなると
、突き抜け電圧ΔＶが正常な画素と比較して大きくなり、液晶ディスプレイが駆動された
際に不良となる。不良としては、ゲート・電極間容量２４と保持容量２６に電荷を蓄積し
た後、スイッチング素子１６をオフにすると、保持容量２６の電荷がゲート・電極間容量
２４に移動し、保持容量２６で所望の電荷が保持できなくなる問題が生じる。
【０００６】
ゲート電位変化量をΔＶｇ＝（ＶＧＨ－ＶＧＬ）、液晶容量をＣｌｃとすると突き抜け電
圧ΔＶは、ΔＶ＝ΔＶｇ×Ｃｇｄ／（Ｃｇｄ＋Ｃｌｃ＋Ｃｓ）となる。なお、本明細書中
の式でＣｓとＣｇｄは、それぞれ保持容量２６とゲート・電極間容量２４の容量とする。
また、ＶＧＨ、ＶＧＬはゲート線１２に印加される電圧で、ＶＧＨはＶＧＬより大きく、
スイッチング素子１６をオンにする。
【０００７】
電荷量Ｑの測定は以下のように行われる。検査装置は図４（ａ）に示すようなゲート電圧
ＶＧＨを印加する。電荷の書き込み時（Ｔ１）の電荷状態は、Ｑｇｄ＝Ｃｇｄ（ＶＤ－Ｖ
ＧＨ）、Ｑｃｓ＝Ｃｓ（ＶＤ－ＶＣｓ）となる。なお、電荷の書き込みは、画素のゲート
・電極間容量２４と保持容量２６にそれぞれ電荷ＱｇｄとＱｃｓを蓄積することである。
また、ＶＤは、図４（ｂ）に示すデータ線１４に印加される書き込み電圧である。ＶＣｓ
は共通線２０の電圧である。
【０００８】
電荷の保持時間中（Ｔ２）、電荷状態は、Ｑｇｄ＝Ｃｇｄ（ＶＩＴＯ－ＶＧＬ）、Ｑｃｓ
＝Ｃｓ（ＶＩＴＯ－ＶＣｓ）となる。ＶＩＴＯは、画素電極１８の電圧である。
【０００９】
電荷の読み出し時（Ｔ３）の電荷状態は、Ｑｇｄ＝Ｃｇｄ（ＧＮＤ－ＶＧＨ）、Ｑｃｓ＝
Ｃｓ（ＧＮＤ－ＶＣｓ）となる。ＧＮＤはアース電位である。
【００１０】
アレイ基板の検査において検出される電荷量Ｑは、書き込み時の電荷の合計から読み出し
時の電荷の合計を引いたものであるから、Ｑ＝ＶＤ（Ｃｓ＋Ｃｇｄ）となる。なお、上記
の内容は図５で示されるデータ・電極間容量４４は無視する。
【００１１】
仮にＣｓを０．１ｐＦ、Ｃｇｄを０．０１ｐＦとし、書き込み電圧ＶＤを１０Ｖにした場
合に正常画素で検出される電荷量Ｑは１．１ｐＣとなる。
【００１２】
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突き抜け電圧不良によりＣｇｄが正常画素の倍の０．０２ｐＦである不良画素で検出され
る電荷量Ｑは１．２ｐＣとなる。すなわち、Ｃｇｄの大きさが正常画素の倍となるケース
でも、検出される差は１０％以下となる。検査装置自体のノイズなどを考慮すると、不良
と判定するのは困難である。
【００１３】
また、上記の方法であれば、図５に示すデータ・電極間容量４４の検出も困難である。こ
れは、データ・電極間容量４４には、上記の書き込み時（Ｔ１）において電荷はチャージ
されず、読み出し時（Ｔ３）においても電荷が残らないためである。
【００１４】
詳しく述べると、電荷の書き込みおよび読み出しにおけるゲート線１２およびデータ線１
４に印加する電圧は図４と同様である。ゲート・電極間容量２４を無視すると、書き込み
電荷量Ｑｗは、Ｃｓ（ＶＩＴＯ－ＶＣｓ）＋Ｃｄｄ（ＶＩＴＯ－ＶＤ）となる。読み出し
電荷量Ｑｒは、Ｃｓ（ＧＮＤ－ＶＣｓ）＋Ｃｄｄ（ＧＮＤ－ＧＮＤ）となる。Ｃｄｄは、
データ・電極間容量４４の容量である。したがって、検出される電荷量Ｑは、Ｃｓ（ＶＩ
ＴＯ－ＧＮＤ）＋Ｃｄｄ（ＶＩＴＯ－ＶＤ）となる。
【００１５】
ＶＧＨが充分に高く、例えばＶＤ＋５Ｖ以上であるとＶＩＴＯ＝ＶＤとなる。したがって
、検出される電荷量Ｑは、Ｃｓ（ＶＩＴＯ－ＧＮＤ）となり、Ｃｄｄが含まれていない。
したがって、検査時にデータ・電極間容量４４が検出できず、データ・電極間容量４４が
正常値からはずれていても、アレイ基板を不良と判定できない。
【００１６】
特開平１１－１８３５５０号公報にアレイ基板の検査装置が開示されている。画素に電荷
を蓄積し、一定時間後に電荷を読み取る。画素電極と共通電極間にシリコンエッチング残
がある場合に有効である。しかし、この公報には、本発明のように電荷の書き込みと読み
取りでゲート電圧を変えるようにすることは示されていない。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、従来のアレイ基板の検査装置では検出できない突き抜け電圧に関連する
画素の不良を検出するための検査装置および検査方法を提供することにある。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本発明の検査装置の要旨は、アレイ基板の保持容量およびゲート・電極間容量に電荷を蓄
積するときに、スイッチング素子をオンにするために、スイッチング素子に第１電圧を印
加する手段と、保持容量およびゲート・電極間容量に蓄積された電荷を読み取るときに、
スイッチング素子をオンにするために、スイッチング素子に対して第１電圧と電圧値が異
なる第２電圧を印加する手段と、を含む。
【００１９】
本発明の検査方法の要旨は、保持容量およびゲート・電極間容量に電荷を蓄積するために
、スイッチング素子をオンにするために、スイッチング素子に第１電圧を印加するステッ
プと、保持容量およびゲート・電極間容量に蓄積された電荷を読み取るために、スイッチ
ング素子に対して第１電圧と電圧値が異なる第２電圧を印加して、該スイッチング素子を
オンにするステップと、を含む。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明のアレイ基板の検査装置および検査方法の実施の形態について図面を用いて説明す
る。
【００２１】
本発明で検査される液晶ディスプレイのアレイ基板は、周知のアレイ基板である。図１で
示すように、アレイ基板は、基板と、基板上に設けられた複数本のゲート線１２と、ゲー
ト線１２と絶縁層を介して交叉する複数本のデータ線１４と、ゲート線１２とデータ線１
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４の交叉部に設けられ、ゲート線１２とデータ線１４に接続されたスイッチング素子１６
と、スイッチング素子１６に接続された画素電極１８と、画素電極１８の一部と絶縁層を
介して対向することにより保持容量２６を形成する共通線２０と、ゲート線１２と画素電
極１８間に形成されるゲート・電極間容量２４と、を含む。本実施の形態では、画素電極
１８としてＩＴＯを使用する。また、スイッチング素子１６はＴＦＴ（ Thin Film Transi
stor）を使用する。
【００２２】
検査装置１０は、図１、図２（ａ）で示すように、保持容量２６およびゲート・電極間容
量２４に電荷を蓄積するときに、スイッチング素子１６に第１電圧ＶＧＨ１を印加する手
段を含む。
【００２３】
また検査装置１０は、保持容量２６およびゲート・電極間容量２４に蓄積された電荷を読
み取るときに、スイッチング素子１６をオンにするために、ゲート線１２からスイッチン
グ素子１６に対して第１電圧ＶＧＨ１と電圧値が異なる第２電圧ＶＧＨ２を印加する手段
と、を含む。
【００２４】
第１電圧ＶＧＨ１を印加する手段および第２電圧ＶＧＨ２を印加する手段は、ゲート電圧
発生回路２８に含まれ、電荷の書き込みと読み取りで使い分けられるように構成される。
またはゲート電圧発生回路２８が、電荷の書き込み時に第１電圧ＶＧＨ１を発生し、電荷
の読み取り時に第２電圧ＶＧＨ２を発生する構成であっても良い。
【００２５】
図２（ａ）で示すように、第２電圧ＶＧＨ２は第１電圧ＶＧＨ１よりも高い。例えば、第
２電圧ＶＧＨ２は第１電圧ＶＧＨ１の２倍にすると、後述するように正常画素と不良画素
とで検出される電荷の誤差が２０％となり、不良を判定できる。
【００２６】
検査装置１０は、第１電圧ＶＧＨ１が印加されたときに電荷を蓄積するために、図２（ｂ
）に示す書き込み電圧ＶＤをデータ線１４に印加する書き込み回路３０を含む。少なくと
も第１電圧ＶＧＨ１がゲート線１２に印加されている間、書き込み電圧ＶＤはデータ線１
４に印加される。
【００２７】
検査装置１０は、第２電圧ＶＧＨ２が印加されたときに蓄積された電荷を読み取るための
読み取り回路３２を含む。
【００２８】
ゲート電圧発生回路２８はプローブ３８を介してゲート線１２のパッド３４に接続される
。書き込み回路３０と読み出し回路３２はスイッチ４２によって、データ線１４への接続
が選択される。スイッチ４２はデータ線１４のパッド３６に接続される。
【００２９】
検査方法は、▲１▼データ線１４には、画素に電荷を蓄積するための電圧を印加する。▲
２▼保持容量２６およびゲート・電極間容量２４に電荷を蓄積するために、スイッチング
素子１６のゲートに第１電圧ＶＧＨ１を印加し、スイッチング素子１６をオンにする。ス
イッチング素子１６がオンになると、保持容量２６とゲート・電極間容量２４に電荷が蓄
積される。
【００３０】
▲３▼一定時間、画素の各容量２４、２６で電荷を保持する。
【００３１】
▲４▼保持容量２６およびゲート・電極間容量２４に保持された電荷を読み取るために、
スイッチング素子１６に対して第１電圧ＶＧＨ１と電圧値が異なる第２電圧ＶＧＨ２を印
加して、スイッチング素子１６をオンにする。▲５▼スイッチ４２を読み出し回路３２に
接続し、スイッチング素子１６がオンになっている間に、蓄積された電荷を読み取る。
【００３２】
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電荷の書き込み時（Ｔ１）の電荷状態は、Ｑｇｄ＝Ｃｇｄ（ＶＤ－ＶＧＨ１）、Ｑｃｓ＝
Ｃｓ（ＶＤ－ＶＣｓ）となる。なお、電荷の書き込みは、画素の容量に電荷を蓄積するこ
とである。
【００３３】
保持時間中（Ｔ２）の電荷状態は、Ｑｇｄ＝Ｃｇｄ（ＶＩＴＯ－ＶＧＬ）、Ｑｃｓ＝Ｃｓ
（ＶＩＴＯ－ＶＣｓ）となる。ＶＧＬは－５Ｖにする。
【００３４】
読み出し後（Ｔ３）の電荷状態は、Ｑｇｄ＝Ｃｇｄ（ＧＮＤ－ＶＧＨ２）、Ｑｃｓ＝Ｃｓ
（ＧＮＤ－ＶＣｓ）となる。
【００３５】
アレイ基板の検査において検出される電荷量Ｑは、書き込み時の電荷の合計から読み出し
後の電荷の合計を引いたものであるから、Ｑ＝ＶＤ（Ｃｓ＋Ｃｇｄ）＋Ｃｇｄ（ＶＧＨ２
－ＶＧＨ１）となる。
【００３６】
仮にＣｓを０．１ｐＦ、Ｃｇｄを０．０１ｐＦとし、書き込み電圧ＶＤを１０Ｖ、ＶＧＨ
１を１５Ｖ、ＶＧＨ２を３０Ｖにした場合に正常画素で検出される電荷量Ｑは１．２５ｐ
Ｃとなる。
【００３７】
Ｃｇｄが倍の０．０２ｐＦである不良画素で検出される電荷量Ｑは１．５ｐＣとなる。す
なわち、Ｃｇｄの大きさが正常画素の倍となるケースで、検出される差は２０％となる。
従来と比較して不良を判定することが可能である。
【００３８】
従来ではゲート・電極間容量２４の不良を検出するのが困難であったが、本発明によって
検出が可能になった。ゲート電圧を調節することによって、簡単に検出が可能である。
【００３９】
また、図２（ｃ）に示すように、ＶＧＨ１をＶＧＨ２よりも大きくしても良い。この場合
、検出される電荷量は、Ｑ＝ＶＤ（Ｃｓ＋Ｃｇｄ）－Ｃｇｄ（ＶＧＨ２－ＶＧＨ１）とす
る。
【００４０】
なお、以上の説明はデータ・電極間容量４４を無視している。
【００４１】
次に、図５で示すデータ・電極間容量４４について説明する。図２（ａ）に示すＶＧＨ１
を充分低く、例えばＶＤ－５Ｖ以下にすることによって、ＶＩＴＯとＶＤが異なるように
する。すなわち、ゲート電圧発生回路２８に、ＶＩＴＯとＶＤが異なるように第１電圧Ｖ
ＧＨ１を調節する手段を設け、ＶＩＴＯとＶＤが異なるようにする。その結果、検出され
る電荷量Ｑは、Ｃｓ（ＶＩＴＯ－ＧＮＤ）＋Ｃｄｄ（ＶＩＴＯ－ＶＤ）となる。したがっ
て、ＶＩＴＯとＶＤが異なるようにしたことによって、データ・電極間容量４４に電荷が
蓄積されて、データ・電極間容量４４の影響を含めた検査が可能となる。
【００４２】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定される
ことはない。その他、本発明は、主旨を逸脱しない範囲で当業者の知識に基づき種々の改
良、修正、変更を加えた態様で実施できるものである。
【００４３】
【発明の効果】
本発明によると、電荷の書き込み時および読み出し時のゲート電圧を変化させることによ
って、従来では困難であったゲート・電極間容量を検出しやすくなり、突き抜け電圧に関
する画素の不良を検出することができる。また、ゲート電圧を調節することによって、デ
ータ・電極間容量を検出することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の検査の実施形態を示す検査装置および液晶ディスプレイの画素の回路図
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である。
【図２】検査時にゲート線やデータ線に印加する電圧の図であり、（ａ）はゲート線に印
加する電圧ＶＧＨ２をＶＧＨ１よりも大きくしたときの電圧の図であり、（ｂ）はデータ
線の電圧ＶＤの図であり、（ｃ）ＶＧＨ１をＶＧＨ２よりも大きくしたときの電圧の図で
ある。
【図３】従来の検査の実施形態を示す検査装置および液晶ディスプレイの画素の回路図で
ある。
【図４】従来の検査時にゲート線やデータ線に印加する電圧の図であり、（ａ）はゲート
線に印加する電圧の図であり、（ｂ）はデータ線の電圧ＶＤの図である。
【図５】データ・電極間容量を示す図である。
【符号の説明】
１０，１１：検査装置
１２：ゲート線
１４：データ線
１６：スイッチング素子
１８：画素電極（ＩＴＯ）
２０：保持容量（Ｃｓ）線
２２：メタルまたはアモルファス・シリコン残り
２４：ゲート・電極間容量
２６：保持容量
２８，２９：ゲート電圧発生回路
３０：書き込み回路
３２：読み取り回路
３４，３６：パッド
３８，４０：プローブ
４２：スイッチ
４４：データ・電極間容量
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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