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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の配線を繰り返し形成した第一の配線と、第一の配線に直交した複数の配線を繰り
返し形成した第二の配線と、第一の配線と第二の配線の組み合わせで形成される電極パタ
ーンが形成されている電子回路基板の製造装置であって、
　複数の第一の配線と複数の第二の配線それぞれについて電気的に短絡の有無を検査し、
短絡している配線の組み合わせで欠陥位置を特定する欠陥位置特定部と、
　前記欠陥位置特定部で短絡のあった配線の組み合わせから欠陥種類を特定する欠陥種類
特定部と、
　前記欠陥位置特定部で抽出した短絡がある電極パターンを周辺の電極パターンを含めて
撮影した画像から欠陥座標を特定する欠陥座標特定部と、
　欠陥の種類と関連づけて欠陥存在領域情報記憶部に予め記憶されている欠陥存在領域情
報と前記欠陥種類を比較することで、修正すべき欠陥を特定する修正欠陥特定部と、
　前記欠陥存在領域情報と前記欠陥種類から、あらかじめ記憶してある切断位置を選択す
る切断位置特定部と、
　前記切断位置特定部で特定した切断位置で切断することで結果を修正する欠陥修正部を
備え、
　前記第一の配線がデータ信号線、前記第二の配線が走査信号線であり、
　前記欠陥種類特定部は短絡しているデータ信号線または走査信号線から欠陥種類を特定
し、前記欠陥存在領域情報は、欠陥種類毎に欠陥が存在する可能性がある電極パターン内
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の領域を１つまたは複数定義し、欠陥種類と関連付けられて記憶された情報であり、
　前記切断位置特定部で選択する切断位置は、欠陥種類毎に定義された切断位置をテーブ
ルとして記憶されていることを特徴とする電気回路基板の製造装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記欠陥は、絶縁膜の絶縁特性低下による短絡を含むことを特徴とする電気回路基板の
製造装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記欠陥存在領域情報は、欠陥種類毎に定義された欠陥が存在する可能性がある電極パ
ターン内の領域に優先度を付与するテーブルを有することを特徴とする電気回路基板の製
造装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記欠陥座標特定部は、電極パターン内に定義した基準点からの相対座標を特定するこ
とを特徴とする電気回路基板の製造装置。
【請求項５】
　請求項１において、
　前記修正後に取得した画像を用いて修正が完了したかどうかを判定する修正完了判定部
を備えることを特徴とする電子回路基板の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子回路基板の製造装置に係り、特に繰り返し配線／電極パターンが形成さ
れた電子回路基板のショート欠陥の修正技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示パネル市場の拡大に伴い、低価格化に対する要求が厳しくなっている。一方、
液晶表示パネルの製造に使用されるガラス基板は年々大型化している。そのため、プロセ
ス改善だけではショート欠陥のない液晶表示パネルを製造することが難しく、コスト増大
の大きな原因の一つとなっている。従って、このような欠陥を修正する工程は必須である
。
【０００３】
　液晶表示パネルは、画素回路や駆動回路等を形成した薄膜トランジスタ基板（ＴＦＴ基
板）と赤，青，緑の樹脂膜等をマトリクス状に配置したカラーフィルタ基板（対向基板）
の間に液晶を挟み込んだ構造をしている。カラーフィルタや回路にパターン欠陥が発生す
ると、表示異常となり、その液晶表示パネルは不良品となる。表示異常には、例えば，カ
ラーフィルタに塗布された樹脂が隣の画素にはみ出したために生じる色不良や、樹脂膜の
膜厚が均一でないために生じる塗布むら、配線、電極などを含む回路のショートや断線な
どがある。特に、回路のショート欠陥は、ショートした部分の配線や電極を切断すること
により良品に修正することが容易である。
【０００４】
　回路のショート欠陥の修正技術としては、検査装置で検出された欠陥座標をもとに、シ
ョート部分にレーザを照射することにより切断する技術や、マイクロマニピュレータによ
り削り取る技術が知られている。また、光学式検査装置で検出された欠陥座標と欠陥画像
をもとに、欠陥部を自動認識し、予め設定した切断パターンを用いて欠陥部を除去する自
動修正技術がある。この例として，特許文献１に自動化技術が開示されている。
【特許文献１】特開２０００－２０８９０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら，光学式検査では電気的なショートが発生しているか判定できないため、
例えば、回路を形成したＴＦＴ基板上に付着しただけの異物がショート欠陥と誤判定され
る場合がある。このような誤判定した欠陥部分を除去するためにレーザ等を照射すると，
正常な回路を切断して不良を発生させ、また除去不要な欠陥に対してレーザ照射するため
、修正時間が増大する。また、電気式検査装置では配線や電極の間のショートやオープン
の有無を検出するのみで，ショートやオープンを発生させている欠陥の基板上での位置（
座標）を特定することができない。
【０００６】
　本発明の目的は、修正対象を適切に選別することにより、真に除去が必要な欠陥のみ修
正することで修正効率を向上させるとともに、誤判定による正常回路の切断等の不良発生
を防止することを可能とした電子回路基板の製造装置を提供することにある。

                                                                                
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、電気式検査で検出した欠陥位置と欠陥種類を用い、欠陥種
類毎にあらかじめ登録した欠陥存在領域と比較することによって、修正すべき結果を特定
することにより誤判定を防止するとともに、欠陥存在領域と欠陥種類に関連づけられて記
憶している切断位置を選択することにより、適切な修正を実施できるようにした。
【０００８】
　本発明の代表的構成は以下のとおりである。すなわち、電子回路基板の回路の電極間シ
ョートの欠陥を検出し、検出された欠陥の位置と欠陥の種類を特定後、前記欠陥の種類に
関連づけて予め記憶されている欠陥存在領域情報を用いて修正対象の欠陥を特定し、欠陥
種類と欠陥存在領域情報に関連づけて予め記憶されている切断位置情報を用いてショート
欠陥部を切断して修正する工程を含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明を用いることにより、欠陥の自動修正が可能となり、省人効果がある。また、真
に除去が必要な欠陥のみ修正することができるため、修正装置の利用効率を大幅に向上さ
せることができるとともに、レーザの誤照射による不良発生を防止することができ、製造
コスト削減効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の最良の実施形態について、実施例の図面を参照して詳細に説明する。以
下の各実施例では、液晶表示パネルの配線や電極の修正を例として説明するが、本発明は
、一般的に、平面上に繰り返しパターンが形成された電子回路基板の修正に適用可能であ
って、液晶表示パネルに限定されるものではない。
【実施例１】
【００１１】
　図１～図６により本発明の実施例１を説明する。図２は、一般的な液晶表示パネルの断
面図である。液晶表示パネルは，２枚のガラスを好適とする基板９ａ，９ｂの間に液晶４
０を挟み込んだ構造となっている。画素電極３４と対向電極４１で形成されるコンデンサ
内の電界によって液晶４０を構成する液晶分子の向き（配向）を制御し、バックライト４
５の光の透過率を制御するものである。基板９ａ上に画素電極３４の印加電圧を制御する
回路を形成し、基板９ｂ上にカラーフィルタを形成することで，カラー画像を表示する。
【００１２】
　基板９ａには画素回路や駆動回路等、薄膜トランジスタで構成した回路が形成されるの
で、この基板を薄膜トランジスタ基板（ＴＦＴ基板）と称する。また、基板９ｂは対向基
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板あるいはカラーフィルタ基板と称する。図２の液晶表示パネルでは、対向基板９ｂの内
面に図示しない対向電極（共通電極）が形成された、所謂ＴＮ型である。しかし、本発明
はＴＮ型に限るものではなく、ＴＦＴ基板９ａ側に対向電極を設けたＩＰＳ型にも適用で
きることはいうまでもない。
【００１３】
　図３Ａは、ＴＦＴ基板上にもうける一般的な画素回路の構成例を説明する要部平面図で
ある。また、図３Ｂは、図３ＡのＡ－Ｂ線に沿った断面図である。ＴＦＴ基板９aに形成
する回路は、複数のパターンを積層して形成される。ＴＦＴ基板９a上に形成される薄膜
多層回路には、ゲート電極３１、シリコン半導体膜（ここでは、ａ－Ｓｉ）３２、データ
配線３３、ソース電極３３a、ドレイン電極３３b、画素電極３４，ゲート絶縁膜３５、保
護膜３８等がある。画素電極３４はスルーホール３７を通してソース電極３３ａと接続さ
れる。
【００１４】
　シリコン半導体膜３２で構成される薄膜トランジスタの部分が半導体スイッチとなって
おり、ゲート電極３１ａに所定の電圧を印加すると、半導体スイッチがオンとなり、デー
タ配線３３からドレイン電極３３ｂに印加された電圧がソース電極３３ａから画素電極３
４に印加されることによって液晶が駆動される。この後、ゲート電極３１の印加電圧を下
げると、半導体スイッチがオフとなり、画素電極３４と対向電極４１で構成されるコンデ
ンサの電圧が保持される。絶縁膜３５は，ゲート電極３１ａとシリコン半導体膜３２の間
とゲート配線３１/ゲート電極３１ａとデータ配線３３/ドレイン電極３３ｂ/ソース電極
３３ａの間に形成され、これらの配線/電極の間のショートを防止する機能をもつ。
【００１５】
　図４は、液晶表示パネル上における一般的な画素回路の配置図である。図４では、説明
の簡単化のため、シリコン半導体膜３２と絶縁膜３５は図示を省略してある。ＴＦＴ基板
９ａ上にゲート配線３１とデータ配線３３が直交して配置されており、それぞれ複数の配
線が等間隔に配置されてマトリクスを構成している。図４では、それぞれの配線を区別す
るため，ゲート配線３１にＧ１からＧ４を、データ配線３３にＳ１からＳ９の番号を付け
て説明する。ゲート配線３１にはゲート電極が接続し、データ配線３３にはドレイン電極
が接続していることは前記したとおりである。
【００１６】
　液晶表示パネルは１本のゲート配線３１と１本のデータ配線３３で一つの画素電極３４
に印加する電圧を制御する。例えば、ゲート配線３１のＧ４とデータ配線３３のＳ５で画
素電極３４ａを制御する。ゲート電極３１とデータ配線３３の終端には抵抗測定器６２の
プローブ６１ａ，６１ｂを接触させるためのパッド３６が形成されている。ショート検査
方法として、例えばゲート配線３１のＧ１とデータ配線３３のＳ１の各パッド３６にそれ
ぞれプローブ６１ａ，６１ｂを接触させて抵抗測定器６２で電気抵抗値を測定する。測定
で得られた抵抗値が予め測定した値より小さい場合にショートと判定することができる。
同様に、例えばゲート配線３１のＧ１とＧ２間のショートやデータ配線３３のＳ１とＳ２
間のショートを検出することができる。
【００１７】
　図５は、ゲート電極とドレイン電極との間に形成されている絶縁膜に異物を挟み込んで
ショート不良となった例を示す要部平面図である。なお，本実施例では異物によるショー
ト不良の例しか述べないが、絶縁膜３５の欠損や同一層でのショート等、異物以外の原因
で発生するショート不良にも適用できる。ゲート電極３１ａとドレイン電極３３ｂには異
なる電圧が印加されるため、このようなショートが発生すると回路が正常に動作しない。
そこで、切断位置５２にレーザを照射してドレイン電極３３ｂを切断してデータ配線３３
から切り離すことによりショート不良を修正する。
【００１８】
　しかし，一般的に電気式検査では、ショートしているゲート電極３１aとドレイン電極
３３ｂを特定するのみで、どの部分にショート不良を発生させる欠陥が存在しているのか



(5) JP 5352066 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

分からない。また、切断位置５２は欠陥の種類と回路パターンによって異なるため、オペ
レータが欠陥箇所を特定し，欠陥毎に切断位置５２を判断して欠陥部を除去する必要があ
った。
【００１９】
　図１は、本発明にかかる実施例１の電子回路基板製造方法を説明する工程図である。図
１に示すように、電気式検査によって検出されたショートしているゲート電極３１ａとド
レイン電極３３ｂあるいは複数のゲート電極３１ａあるいは複数のドレイン電極３３ａの
位置と欠陥種類についての情報を利用する。これによりショートを発生させている欠陥の
位置と種類を特定するとともに、自動で切断位置５２を選択して欠陥を修正することを可
能とした。
【００２０】
　図１において、電気式のショート欠陥検出ステップ１０１を実施後、欠陥位置特定工程
１０２を実施するとともに、欠陥種類特定ステップ１０３を実施する。ここで欠陥位置と
はショート不良が発生している画素電極３４を特定するものであり，ショートしている２
本の電極に付与された番号，または動作不良となっている画素電極３４に付与された番号
を使用する。
【００２１】
　液晶表示パネルの画素回路は複数のゲート電極３１とソース電極３３が直交して配置さ
れており、一つの画素を制御するために一組のゲート電極３１aとドレイン電極３３ｂを
使用するため、不良となっている画素からそれに関係するゲート電極３１とソース電極３
３を特定することが可能である。また、検査するときにプローブ６１を接触させた電極の
番号から、例えばゲート電極３１ａとドレイン電極３３ｂのショート不良かゲート電極３
１ａと別のゲート電極３１ａとのショート不良等の欠陥種類を特定することが可能である
。
【００２２】
　予め記憶した回路の設計情報と検査装置から取得したゲート電極３１ａとドレイン電極
３３ｂの位置を用いて基準点座標算出ステップ１０４を実施する。基準点としてゲート電
極３１ａとドレイン電極３３ｂの交点を使用する場合、ゲート電極３１aとドレイン電極
３３bは等間隔に配置されているため、第１本目の電極の座標と電極間隔をあらかじめ記
憶しておけば容易に算出できる。また、ゲート電極３１aとドレイン電極３３bの交点から
所定量ずらした位置を基準点としてもよい。また、ゲート電極３１aとドレイン電極３３b
の番号に関連づけて記憶した基準点座標を使用してもよい。
【００２３】
　次に、基準点座標補正ステップ１０５を実施する。算出した基準点座標で画像を取得し
、パターンマッチング等の方法で基準点を検出する。基準点座標で取得した画像では基準
点が画像の所定の位置に映るよう調整されているため、検出した基準点座標の所定位置か
らのずれ量が補正値となる。補正した基準点座標を基準にショート欠陥が発生している画
素の画像取得ステップ１０６を実施し、欠陥抽出ステップ１０７を実施する。欠陥抽出１
０７は正常回路の画像との比較や設計データとの比較等の方法を用いることができる。
【００２４】
　次に、修正欠陥特定１０８を実施する。図６Ａは、ショート欠陥発生時の別の切断位置
を説明する図５と同様の要部平面図である。また、図６Ｂは、図６ＡのＣ－Ｄ線に沿った
断面図である。欠陥抽出ステップ１０７で抽出した欠陥には、図６Ａ、図６Ｂに示すよう
にショートの原因である異物５１ａの他、基板上（ここでは、画素電極３４上）に付着し
ただけでショートを引き起こさない異物５１ｂも検出される。異物５１ｂは、これを除去
してもショート欠陥の修正にならないだけでなく、画素電極３４にダメージを与えるため
、異物５１ｂは除去しないようにする必要がある。
【００２５】
　配線や電極の配置によってショートとなる欠陥が存在する領域は欠陥種類毎に決まる。
ここで、ショートとなる欠陥が存在する可能性がある範囲を欠陥存在領域と定義する。例
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えば、図６Ａにおいて、ゲート電極３１とドレイン電極３３bのショートは一点鎖線で示
す欠陥存在領域６０ａ，６０ｂ内でしか発生しない。そこで，あらかじめ欠陥種類毎に欠
陥存在領域６０ａ，６０ｂを後述する記憶部に記憶しておき、検出した異物５１ａ，５１
ｂの位置と比較することにより、ショートの原因となった異物５１ａを特定することがで
きる。異物５１ａの座標が欠陥座標である。
【００２６】
　修正欠陥特定ステップ１０８では、異物５１の位置だけではなく、色情報も利用するこ
とができる。例えば、絶縁膜３５が薄くなり十分な絶縁特性が得られないためにショート
不良となっている場合、絶縁膜３５が薄くなっている部分には照明光による干渉縞が発生
する。白色照明を照射すると波長により干渉縞が発生する位置が異なるため虹色状の干渉
縞が発生するため、この干渉色を検出することで修正欠陥特定１０８を実施することもで
きる。
【００２７】
　次に、切断位置選択ステップ１０９を実施する。欠陥種類毎と欠陥存在領域６０ａ，６
０ｂ毎に切断位置５２ａ，５２ｂを後述する記憶部に予め記憶しておく。例えば、図６Ａ
、図６Ｂに示すゲート電極３１とソース電極３３のショート不良では、欠陥存在領域６０
ａに修正対象欠陥が存在するため、切断位置５２ａを選択する。次に、切断ステップ１１
０を実施する。ここでは、切断箇所が一カ所の例を示したが、複数箇所の切断を実施して
もよい。切断方法として、レーザやマイクロマニピュレータ、マイクロプラズマ等の方法
を用いることができる。
【００２８】
　次に、切断完了判定ステップ１１１を実施する。切断位置５２ａで画像を取得し、切断
が完了したか判定する。切断が未完了と判定された場合には再度切断１１０を実施する。
切断完了判定１１１として光学式検査や電気式検査を実施することで判定可能である。こ
れを所定回数繰り返して切断が完了しない場合は動作を中断する。このとき、警報を発生
する構成とすることができる。
【００２９】
　本実施例により，検出された異物のうちレーザ照射不要な異物にレーザを照射すること
なく、修正対象欠陥のみ修正できるため、レーザの誤照射による不良発生を防止すること
ができ製造コスト削減に効果があるだけでなく、レーザ照射の要・不要を自動的に判定で
きるためオペレータ操作を必要とせず、省人化を図ることができる。
【実施例２】
【００３０】
　図７～図１５を用いて本発明の実施例２を説明する。図７は、本発明にかかる電子回路
基板の製造装置に備える修正装置の一実施例を説明する構成図である。この実施例を本発
明の実施例２として説明する。本発明の製造装置に備える修正装置は、検査部２００、修
正部２３０、記憶部２５０で構成される。検査部２００はショート欠陥を検出するユニッ
トであり、ショート欠陥検出部２０１と欠陥位置特定部２０２、欠陥種類特定部２０３で
構成される。
【００３１】
　ショート欠陥検査部２０１は、例えば全てのゲート配線３１とデータ配線３３のパッド
にプローブ６１（図４の６１ａ、６１ｂ）を接触させ、ゲート配線３１とデータ配線３３
の間の電気抵抗値を測定する手段である。欠陥位置特定部２０２は、測定した電気抵抗値
が予め設定した値より小さくなったときにショート欠陥と判定するとともに、ショートし
ているゲート配線３１とデータ配線３３が、例えば基板原点から何番目の電極であるかを
特定する手段である。
【００３２】
　欠陥種類特定部２０３は、電気抵抗値を測定するときに使用した２本の電極の選択方法
から欠陥種類を特定する手段である。例えば、ゲート配線３１とデータ配線３３の電気抵
抗値を測定した場合にはゲート電極３１とソース電極３３間のショートと判定し、データ
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配線３３と別のデータ配線３３間の電気抵抗値を測定した場合にはデータ配線３３とデー
タ配線３３間のショートと判定する。電気抵抗値を測定する電極やショートと判定する抵
抗値など、検査に必要な値は記憶部２５０内の検査条件情報記憶部２５１に予め記憶され
ている。欠陥位置特定部２０２と欠陥種類特定部２０３で得られた検査結果は検査結果情
報記憶部２５５に記憶される。
【００３３】
　修正部２３０は、検査部２００の検査結果に基づき欠陥部を修正するユニットである。
基準点座標算出部２３１は、記憶部２５０の検査結果情報記憶部２５５から欠陥位置を、
また回路設計情報記憶部２５２から回路設計情報を読み出し、欠陥位置から基準点座標を
算出する手段である。例えば、ゲート配線３１とデータ配線３３の交点を基準点とする場
合、回路設計情報記憶部２５２には、例えばゲート配線３１の一番目の電極の基板座標と
ゲート配線３１間距離が予め記憶されており，任意の番号のゲート配線３１の位置を基板
座標に変換することができる。同様に、データ配線３３も基板座標に変換し、交点座標を
算出する。
【００３４】
　また、基準点としてゲート配線３１とデータ配線３３の交点からオフセット量分ずらし
た位置を基準点としてもよい。例えば、図１４に示すように、ゲート配線３１とデータ配
線３３の交点７１から予め記憶したオフセット量分ずらした基準点７２ａを設定すること
もできる。
【００３５】
　ショートが発生した位置の近傍は欠陥が存在し、次に述べる基準点座標補正で誤認識す
る可能性があるため、欠陥座標から十分離れた位置に基準点を設定する方がよい。例えば
、図１５に示すように、ゲート配線３１のＧ３とデータ配線線３３のＳ４の間にショート
７３が発生している場合、ゲート配線３１のＧ３とデータ配線線３３のＳ４の交点近傍に
基準点を設定するのではなく、例えばゲート配線３１のＧ４とデータ配線線３３のＳ５の
近傍に基準点を設定するとよい。ゲート配線３１とデータ配線線３３の間隔は予め記憶し
ているので、数本分離れたゲート配線３１とデータ配線線３３の交点座標を容易に算出す
ることができる。
【００３６】
　基準点座標補正部２３２は基準点の補正値を算出する手段である。一般的に、基板を移
動する搬送手段には位置決め誤差があるため、基準点座標算出部２３１で算出した座標に
移動しても基準点がカメラ視野の所定位置に映るとは限らない。そこで，移動後に基準点
の画像を取得し，パターンマッチング等の一般的な手法を用いて基準点を検出後，基準点
座標の補正値を算出する。
【００３７】
　欠陥近傍画像取得部２３３は、ショートしていると特定したゲート配線３１とデータ配
線線３３が影響を及ぼす範囲の画像を取得する手段である。画像取得範囲としては、例え
ば図６Ａに示す範囲であれば十分である。欠陥抽出部２３４は、欠陥近傍画像取得部２３
３で取得した画像から欠陥部を抽出する手段である。欠陥抽出方法として、正常回路の画
像との比較や設計データとの比較等の方法を用いることができる。基準点座標は既に算出
されているので、取得した画像から欠陥の座標も算出することができる。
【００３８】
　修正欠陥特定部２３５は、修正すべき欠陥を抽出する手段である。修正欠陥特定部２３
５は、検査結果情報記憶部２５５に記憶されている欠陥種類に関連づけられた欠陥存在領
域情報を欠陥存在領域情報記憶部２５３から読み込む。欠陥存在領域は基準点からの相対
座標で記憶されており、基準点座標を用いて基板座標に変換することができる。修正欠陥
特定部２３５は、欠陥抽出部２３４で抽出した欠陥の座標と算出した欠陥存在領域を比較
することにより、修正すべき欠陥を特定することができる。
【００３９】
　切断位置特定部２３６は、切断位置を算出する手段である。切断位置特定部２３６は、
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修正すべき欠陥が存在する欠陥存在領域６０と欠陥種類から，切断位置情報記憶部２５４
にあらかじめ記憶してある切断位置を選択する。切断位置は欠陥存在領域６０と欠陥種類
に関連づけて記憶されているので、容易に選択することができる。また、切断位置は前述
の基準点７１からの相対座標で記憶されており、補正した基準点座標を用いて基板座標に
変換することができる。基準点７１は欠陥近傍に設定されるため、切断位置精度を高くす
ることができる。欠陥修正部２３７は欠陥部分を除去する手段であり、レーザやマイクロ
マニピュレータ等の手段を用いることができる。切断するときには、図９に示すように修
正箇所を映し出したモニタ上に切断箇所６５を重ねて表示することにより、オペレータに
よる切断箇所確認が可能となり、正常部を誤って切断することを防止することもできる。
【００４０】
　修正完了判定部２０６は検査部２００にあり、電気式検査の結果から切断の完了を判定
する手段である。修正が未完了と判定された場合は、通信部２０５ａを介して修正装置２
４０に信号を送り、再度修正する。警報発生部２０７は切断と切断完了判定を所定回数繰
り返しても切断完了と判定されなかった場合に警報を発生する手段である。
【００４１】
　図８は、実施例２において修正完了判定を光学式検査で行うときの構成図である。修正
部画像取得部２３８は欠陥修正部２３７で切断した箇所の画像を取得する手段である。修
正部画像取得部２３８は欠陥近傍画像取得部２３３を使用することもできる。修正完了判
定部２３９は取得した画像から切断が完了したかどうかを判定する手段である。
【００４２】
　図７には検査部と修正部、記憶部を備えた一つの装置を示したが、図１０、図１１に示
すように、検査装置２１０と修正装置２４０が独立した装置としてもよい。図１０の構成
において、検査装置２１０は、ショート欠陥検出部２０１と欠陥位置特定部２０２、欠陥
種類特定部２０３、検査条件情報記憶部２５１、検査結果情報記憶部２５５ａ、通信部２
０５ａ、修正完了判定部２０６、警報発生部２０７で構成される。修正装置２４０は、基
準点座標算出部２３１、基準点座標補正部２３２、欠陥近傍画像取得部２３３、欠陥抽出
部２３４、修正欠陥特定部２３５、切断位置特定部２３６、欠陥修正部２３７、回路設計
情報記憶部２５２、欠陥存在領域情報記憶部２５３、切断位置情報記憶部２５４、検査結
果情報記憶部２５５ｂ、通信部２０５ｂで構成される。通信部２０５ａ、２０５ｂは検査
装置２１０と修正装置２４０間で検査結果を送受信するための手段である。また、図１１
のように修正部画像取得部２３８と修正完了判定部２３９、警報発生部２０７が修正装置
２４０内にある構成でもよい。
【００４３】
　さらに、図１２，図１３に示すように、検査装置２１０と修正装置２４０と記憶装置２
６０が独立した装置構成でもよい。図１２の構成において，検査装置は、ショート欠陥検
出部２０１と欠陥位置特定部２０２、欠陥種類特定部２０３、通信部２０５ａ、修正完了
判定部２０６、警報発生部２０７で構成される。修正装置２４０は、基準点座標算出部２
３１、基準点座標補正部２３２、欠陥近傍画像取得部２３３、欠陥抽出部２３４、修正欠
陥特定部２３５、切断位置特定部２３６、欠陥修正部２３７、通信部２０５ｂで構成され
る。記憶装置２６０は、通信部２０５ｃと検査条件情報記憶部２５１、検査結果情報記憶
部２５５、回路設計情報記憶部２５２、欠陥存在領域情報記憶部２５３、切断位置情報記
憶部２５４で構成される。検査装置２１０が必要とする検査用情報や修正装置２４０が必
要とする修正用情報、検査結果は記憶装置２６０に記憶され、通信部２０５を介して取得
することができる。また、図１３のように、修正部画像取得部２３８と修正完了判定部２
３９、警報発生部２０７が修正装置２４０内にある構成でもよい。
【００４４】
　図１０，図１１，図１２，図１３の構成において、検査装置は静電容量センサや電子ビ
ームを用いた一般的なアレイ検査装置を用いてもよい。
【００４５】
　本実施例により、検出された異物のうちレーザ照射不要な異物にレーザを照射すること
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なく、修正対象欠陥のみ修正できる。そのため、誤照射による不良発生を防止することが
でき製造コスト削減に効果があるだけでなく、レーザ照射の要/不要を自動的に判定でき
るためオペレータ操作を必要とせず、省人化を図ることができる。
【実施例３】
【００４６】
　本発明の別の実施例を図１６～図１７を用いて説明する。図１６は、本発明の実施例３
を説明するための欠陥存在領域の説明図である。ここでは、欠陥存在領域が６０ａ，６０
ｂ，６０ｃと複数定義されている。図１７は、切断位置を関連づけるテーブルの説明図で
ある。図１７において、テーブルには一つの欠陥種類に関連づけて切断位置が記憶されて
いる例である。
【００４７】
　図１６のように欠陥存在領域６０は複数定義することができるため、欠陥が複数の領域
にまたがって存在する場合が発生する。切断位置５２は欠陥存在領域６０に関連づけられ
て記憶されているが、各欠陥存在領域６０に定義された優先度を参照することにより、最
も優先度の高い欠陥存在領域６０ａを選択することができ、切断位置５２ａが決まる。切
断位置５２は一つの欠陥存在領域６０に対して複数定義することが可能である。本実施例
では欠陥存在領域６０が矩形の例を示したが、必ずしも矩形である必要はなく、多角形で
指定できることが望ましい。また、同じ優先度が複数存在してもよく、優先度が同じ欠陥
存在領域６０に定義された切断５２を全て切断する。
【実施例４】
【００４８】
　本発明のさらに別の実施例を図１８～図１９を用いて説明する。図１８は、本発明の実
施例４を説明するための欠陥存在領域の説明図である。図１９は、切断位置を関連ずける
テーブルの説明図である。ショートは２つの電極に欠陥がまたがって存在するときに発生
するが、欠陥近傍画像では２つの電極間に欠陥がまたがっている場合と２つの電極の交差
部に欠陥が存在する場合がある。そこで、２つの電極それぞれに欠陥存在領域６０ａ，６
０ｂを定義し、一つの欠陥が２つの欠陥存在領域にまたがっている場合にショートと判定
する。
【００４９】
　例えば、ゲート配線３１とゲート電極３１a上に欠陥存在領域６０ｂを定義し、データ
配線線３３とドレイン電極３３b上に欠陥存在領域６０ａを定義すると、一つの欠陥が欠
陥存在領域６０ａと６０ｂの両方に存在する場合には、ゲート配線３１とデータ配線線３
３間でショートしていると判定できる。ショート判定ルールは図１９に示すようなテーブ
ルで定義され、予め記憶されているものとする。ショート判定ルールを定義することによ
り、例えば同じデータ配線３３上に定義された欠陥存在領域６０ａと６０ｃ間に欠陥がま
たがっていてもショートと誤判定されることはない。ゲート配線３１とデータ配線線３３
の交差部で発生したショートを判定するためには、例えば図１９のＮｏ．３のように欠陥
存在領域６０ｄのみ定義すればよい。実施例３と同様にショート判定ルールには優先度が
定義されており、優先度が高いルールを選択する。
【実施例５】
【００５０】
　本発明のさらにまた別の実施例を図２０～図２２を用いて説明する。図２０は、本発明
の実施例５の装置構成の説明図である。図２０において、繰り返しパターンが形成された
電子回路基板９を修正装置に搬送した後、所定の検査位置３０５に電子回路基板９を位置
決めする。プローブ６１ａ，６１ｂ，６１ｃ，６１ｄのうち２本を検査する配線のパッド
３６に接触させ、検査部コントローラ３１１に付属している抵抗測定器６２（図示せず）
で電気抵抗値を測定する。このとき、使用するショート判定しきい値等の測定条件は統合
コントローラ３１０または検査部コントローラ３１１に記憶されている。測定した電気抵
抗値がしきい値より小さい場合にはショートが発生していると判定し、欠陥種類と欠陥が
発生している電極の番号を統合コントローラ３１０に記憶する。
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【００５１】
　所定の組み合わせで電極間のショートを検査した後、搬送装置３０９で電子回路基板９
を修正位置３５１へ移動する。修正部コントローラ３２１は統合コントローラ３１０から
ショート欠陥データを取得し、撮像素子３２３を欠陥近傍の基準点位置に移動して画像を
取得後、画像データを修正部コントローラ３２１に送る。修正部コントローラ３２１では
基準点位置を検出した後、欠陥存在領域６０を設定し、修正すべき欠陥を特定するととも
に切断位置５２を求める。
【００５２】
　修正ツール３２２として、例えばレーザやマイクロマニピュレータ、マイクロプラズマ
を用い、切断位置５２に位置決め後に切断する。切断箇所に撮像素子３２３を再度位置決
めし、取得した画像から切断が完了したかどうかを判定する。切断が完了したと判定され
た場合は、電子回路基板９を修正装置から搬出し、未完了と判定された場合は再度修正ツ
ール３２２にて切断を実施する。切断完了判定と再修正は修正が完了したと判断されるま
で繰り返すが、所定回数繰り返しても切断が完了しない場合は修正動作を中断し、警報を
発する。
【００５３】
　検査部３５０は図２１に示したように、全ての電極のパッド６２にプローブ６１を接触
させておき、検査部コントローラ３１１で測定する電極を順次切り替えて電気抵抗値を測
定する構成でもよい。また、検査部と修正部それぞれに電子回路基板を位置決めし、検査
と修正を並行して実施してもよい。
【００５４】
　図２２は、検査装置２１０と修正装置２４０が独立してシステムを構成している例を示
す。検査装置２１０で検査した結果は検査装置コントローラ３１５から記憶装置３１６に
送信される。検査装置としてプローブ６１を接触させて電気抵抗値を測定する方法を例に
挙げたが、静電容量センサや電子ビームを用いた一般的なアレイ検査装置を使用すること
もできる。また、検査に必要な検査条件を記憶装置３１６に記憶させておき、必要なとき
に読み込む構成でもよい。修正装置２３０は修正装置コントローラ３２５が記憶装置３１
６から検査結果を読み込み、修正を実施する。修正に必要な修正条件も記憶装置３１６に
記憶させておき、必要なときに読み込む構成でもよい。本構成は，検査に要する時間と修
正に要する時間が異なる場合に有効である。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明は，繰り返しパターンが形成された電子回路基板の修正技術であり，液晶表示パ
ネルやプラズマディスプレイパネル、有機ＥＬディスプレイ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉ
ｎｅｓｃｅｎｃｅ）パネル、ＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｄｉｓｐｌａｙ）パ
ネルなどの製作技術、その他の類似の電子装置にも利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施例１の電子回路基板製造方法の説明図である。
【図２】液晶表示パネルの断面図である。
【図３Ａ】液晶表示パネルの平面図である
【図３Ｂ】図３ＡのＡ－Ｂ線に沿った液晶表示パネルの断面図である
【図４】液晶表示パネルの別の平面図である。
【図５】ショート欠陥発生時の切断位置の説明図である。
【図６Ａ】ショート欠陥発生時の別の切断位置の説明図である。
【図６Ｂ】図６ＡのＣ－Ｄ線に沿ったショート欠陥発生時の別の切断位置を説明する断面
図である。
【図７】本発明の実施例２の装置構成の説明図である。
【図８】本発明の実施例２の別の装置構成の説明図である。
【図９】モニタ上に表示された切断位置の説明図である。



(11) JP 5352066 B2 2013.11.27

10

20

【図１０】本発明の実施例２の別の装置構成の説明図である。
【図１１】本発明の実施例２の別の装置構成の説明図である。
【図１２】本発明の実施例２の別の装置構成の説明図である。
【図１３】本発明の実施例２の別の装置構成の説明図である。
【図１４】基準点設定方法の説明図である。
【図１５】基準点設定方法の別の説明図である。
【図１６】本発明の実施例３の欠陥存在領域の説明図である。
【図１７】切断位置を関連づけるテーブルの説明図である。
【図１８】本発明の実施例４の欠陥存在領域の説明図である。
【図１９】切断位置を関連づける別のテーブルの説明図である。
【図２０】本発明の実施例５の装置構成の説明図である。
【図２１】本発明の実施例５の別の装置構成の説明図である。
【図２２】本発明の実施例５の別の装置構成の説明図である。
【符号の説明】
【００５７】
　９a・・・薄膜トランジスタ基板、９b・・・カラーフィルタ基板、３１…ゲート配線、
３１a…ゲート電極、３２・・・シリコン半導体膜、３３・・・データ配線、３３a・・・
ソース電極、３３b・・・ドレイン電極、３４・・・画素電極、３５・・・絶縁膜、５１
・・・異物、５２・・・切断位置、６０・・・欠陥存在領域、２００・・・検査部、２３
０・・・修正部、２５０・・・記憶部。

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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