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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の表示領域に複数の走査ラインと複数のデータラインとがマトリクス状に設けら
れ、前記走査ラインと前記データラインとで囲まれた領域内に画素電極がスイッチング素
子を介して前記走査ラインおよび前記データラインに接続されて設けられ、前記基板上の
表示領域に前記画素電極との間で補助容量部を形成するための補助容量ラインが前記画素
電極と重ね合わされて設けられた表示装置において、
　前記各スイッチング素子は、半導体薄膜と、オーミックコンタクト層と、ソース電極お
よびドレイン電極を有し、
　前記補助容量ラインと前記データラインとは、前記オーミックコンタクト層と同一の部
材と、前記ソース電極および前記ドレイン電極と同一の金属材料とが積層された同一の積
層構造を有して形成され、
　前記補助容量ラインは、前記表示領域内において、前記データラインと同一の平面に該
データラインと平行するように設けられ、前記表示領域外において、前記補助容量ライン
と同一の平面に設けられた引き回し線を介して、前記基板上の表示領域の外側に設けられ
たドライバ搭載領域内に設けられた接続パッドに接続されていることを特徴とする表示装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の発明において、前記補助容量ラインは前記走査ライン上に設けられた
絶縁膜上に設けられ、前記画素電極は前記補助容量ライン上に設けられた絶縁膜上に設け
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られ、前記補助容量ラインは、前記データラインに沿う方向において互いに隣接する前記
画素電極の相対向する辺部と重ね合わされ、且つ、前記走査ラインの一部を覆う引出電極
部を有することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の発明において、前記基板上の表示領域の前記補助容量ラインに沿う方
向の両外側に引き回し線が設けられ、これらの引き回し線に前記補助容量ラインが１本お
きに接続されていることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の発明において、前記データラインに沿う方向に連続して配置された３
つの前記画素電極によりＲＧＢまたはＹＭＣからなる１画素が構成されていることを特徴
とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の発明において、前記データラインに沿う方向に連続して配置された４
つの前記画素電極によりＲＧＢＷまたはＹＭＣＷからなる１画素が構成されていることを
特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の発明において、前記画素電極は前記走査ラインに沿ってスト
ライプ状に配置され、且つ、該画素電極のサイズは前記走査ラインに沿う方向の長さが前
記データラインに沿う方向の長さよりも長くなっていることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の発明において、前記補助容量ラインと同一の平面において前記画素電
極と対向する領域に透明導電材料からなる補助容量電極層が前記補助容量ラインに接続さ
れて設けられ、前記画素電極と前記補助容量電極層とのうちの少なくとも一方は櫛歯状で
あることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は液晶表示装置等の表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、従来のアクティブマトリクス型の液晶表示装置には、アクティブ基板上の表示
領域に複数の走査ラインおよび複数のデータラインが行方向および列方向に延びてつまり
互いに直交して設けられ、走査ラインとデータラインとで囲まれた領域内に画素電極がス
イッチング素子としての薄膜トランジスタを介して走査ラインおよびデータラインに接続
されて設けられたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この場合、アクティブ基板上の表示領域には、画素電極との間で補助容量部を形成する
ための複数の補助容量ラインが行方向に延びてつまり走査ラインと平行するように設けら
れている。すなわち、補助容量ラインは、走査ラインと同一の平面に設けられ、それとは
異なる平面に設けられたデータラインと交差するように配置されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平７－１７５４５３号公報
【０００５】
　ところで、上記従来の液晶表示装置の駆動方法では、１本の走査ラインを選択し、この
選択された走査ラインの電位をハイレベルとし、当該走査ラインに薄膜トランジスタを介
して接続されたすべての画素電極に画像信号を書き込むために、すべてのデータラインに
画像信号を供給し、一定の選択時間経過後に当該走査ラインの電位をローレベルとし、次
いで次の１本の走査ラインを選択して同様の書き込みを行ない、以下このような書き込み
の繰り返しにより一画面の画像情報を書き込んでいる。したがって、一画面の画像情報を
書き込むためには、各走査ラインは１回だけ選択（駆動）されるが、各データラインは走
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査ラインの本数分だけ駆動される。
【０００６】
　一方、一画面の画像情報を書き込むためのデータラインの消費電力は、電圧振幅×書き
込む容量×書き込み回数で決まる。データラインの電圧振幅（例えば５Ｖ）は走査ライン
の電圧振幅（例えば３０Ｖ）の数分の１であるが、データラインの書き込み回数は走査ラ
インの本数分（例えば数百本）であるので、データラインの消費電力は走査ラインの消費
電力よりもかなり大きい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記従来の液晶表示装置では、補助容量ラインがデータラインと交差してい
るので、補助容量ラインとデータラインとの交差部に寄生容量が発生し、この寄生容量が
データラインの消費電力をより一層増加させる要因の一つになっているという問題があっ
た。
【０００８】
　そこで、この発明は、データラインの消費電力を低減することができる表示装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、基板上の表示領域に複数の走査ラインと複数のデータライン
とがマトリクス状に設けられ、前記走査ラインと前記データラインとで囲まれた領域内に
画素電極がスイッチング素子を介して前記走査ラインおよび前記データラインに接続され
て設けられ、前記基板上の表示領域に前記画素電極との間で補助容量部を形成するための
補助容量ラインが前記画素電極と重ね合わされて設けられた表示装置において、前記各ス
イッチング素子は、半導体薄膜と、オーミックコンタクト層と、ソース電極およびドレイ
ン電極を有し、前記補助容量ラインと前記データラインとは、前記オーミックコンタクト
層と同一の部材と、前記ソース電極および前記ドレイン電極と同一の金属材料とが積層さ
れた同一の積層構造を有して形成され、前記補助容量ラインは、前記表示領域内において
、前記データラインと同一の平面に該データラインと平行するように設けられ、前記表示
領域外において、前記補助容量ラインと同一の平面に設けられた引き回し線を介して、前
記基板上の表示領域の外側に設けられたドライバ搭載領域内に設けられた接続パッドに接
続されていることを特徴とするものである。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記補助容量ラインは前記
走査ライン上に設けられた絶縁膜上に設けられ、前記画素電極は前記補助容量ライン上に
設けられた絶縁膜上に設けられ、前記補助容量ラインは、前記データラインに沿う方向に
おいて互いに隣接する前記画素電極の相対向する辺部と重ね合わされ、且つ、前記走査ラ
インの一部を覆う引出電極部を有することを特徴とするものである。
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記基板上の表示領域の前
記補助容量ラインに沿う方向の両外側に引き回し線が設けられ、これらの引き回し線に前
記補助容量ラインが１本おきに接続されていることを特徴とするものである。
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記データラインに沿う方
向に連続して配置された３つの前記画素電極によりＲＧＢまたはＹＭＣからなる１画素が
構成されていることを特徴とするものである。
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記データラインに沿う方
向に連続して配置された４つの前記画素電極によりＲＧＢＷまたはＹＭＣＷからなる１画
素が構成されていることを特徴とするものである。
　請求項６に記載の発明は、請求項４または５に記載の発明において、前記画素電極は前
記走査ラインに沿ってストライプ状に配置され、且つ、該画素電極のサイズは前記走査ラ
インに沿う方向の長さが前記データラインに沿う方向の長さよりも長くなっていることを
特徴とするものである。
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　請求項７に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記補助容量ラインと同一
の平面において前記画素電極と対向する領域に透明導電材料からなる補助容量電極層が前
記補助容量ラインに接続されて設けられ、前記画素電極と前記補助容量電極層とのうちの
少なくとも一方は櫛歯状であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、補助容量ラインをデータラインと同一の平面にデータラインと平行
するように設けているので、補助容量ラインがデータラインと交差することがなく、この
交差に起因する寄生容量が発生することがなく、ひいてはデータラインの消費電力を低減
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（第１実施形態）
　図１はこの発明の第１実施形態としての液晶表示装置におけるアクティブ基板上に形成
されたものの一部を省略した全体的な等価回路的平面図を示す。アクティブ基板１上にお
いて一点鎖線で示す方形状の表示領域２には複数の走査ライン３および複数のデータライ
ン４がマトリクス状に設けられている。この場合、複数の走査ライン３は行方向に延びて
設けられ、複数のデータライン４は列方向に延びて設けられている。
【００１２】
　アクティブ基板１上の表示領域２において走査ライン３とデータライン４とで囲まれた
領域内には画素電極５が設けられている。画素電極５はスイッチング素子としての薄膜ト
ランジスタ６を介して走査ライン３およびデータライン４に接続されている。アクティブ
基板１上の表示領域２には複数の補助容量ライン７が列方向に延びて設けられている。補
助容量ライン７は画素電極５との間で補助容量部Ｃｓを形成するためのものである。アク
ティブ基板１上の表示領域２の下側において点線で示す領域はドライバ搭載領域８となっ
ている。
【００１３】
　下側から数えて奇数列の走査ライン３の右端部は、表示領域２の右側から下側に引き回
して設けられた引き回し線９ａを介して、ドライバ搭載領域８内に設けられた接続パッド
１０ａに接続されている。下側から数えて偶数列の走査ライン３の左端部は、表示領域２
の左側から下側に引き回して設けられた引き回し線９ｂを介して、ドライバ搭載領域８内
に設けられた接続パッド１０ｂに接続されている。データライン４の下端部は、表示領域
２の下側に設けられた引き回し線１１を介して、ドライバ搭載領域８内に設けられた接続
パッド１２に接続されている。
【００１４】
　補助容量ライン７の上端部は、表示領域２の上側に設けられた共通引き回し線１３に接
続されている。共通引き回し線１３の右端部は、表示領域２の右側および下側に設けられ
た共通引き回し線１４ａを介して、ドライバ搭載領域８内に設けられた接続パッド１５ａ
に接続されている。共通引き回し線１５の左端部は、表示領域２の左側および下側に設け
られた共通引き回し線１４ｂを介して、ドライバ搭載領域８内に設けられた接続パッド１
５ｂに接続されている。
【００１５】
　次に、この液晶表示装置の一部の具体的な構造について説明する。図２は図１に示すア
クティブ基板１の一部の透過平面図を示し、図３は図２のIII－III線に沿う断面図を示す
。ここで、図２を明確にする目的で、画素電極５の縁部に斜めの短い実線のハッチングが
記入されている（以下、同じ）。
【００１６】
　アクティブ基板１の上面の所定の箇所にはクロム等からなるゲート電極２１および該ゲ
ート電極２１に接続された走査ライン３が設けられている。ゲート電極２１および走査ラ
イン３を含むアクティブ基板１の上面には窒化シリコン等からなるゲート絶縁膜２２が設
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けられている。
【００１７】
　ゲート電極２１上におけるゲート絶縁膜２２の上面の所定の箇所には真性アモルファス
シリコンからなる半導体薄膜２３が設けられている。ゲート電極２１上における半導体薄
膜２３の上面の所定の箇所には窒化シリコンからなるチャネル保護膜２４が設けられてい
る。チャネル保護膜２４の上面両側およびその両側における半導体薄膜２３の上面にはｎ
型アモルファスシリコンからなるオーミックコンタクト層２５、２６が設けられている。
オーミックコンタクト層２５、２６の上面にはクロム等からなるソース電極２７およびド
レイン電極２８が設けられている。
【００１８】
　ここで、ゲート電極２１、ゲート絶縁膜２２、半導体薄膜２３、チャネル保護膜２４、
オーミックコンタクト層２５、２６、ソース電極２７およびドレイン電極２８により、薄
膜トランジスタ６が構成されている。
【００１９】
　ゲート絶縁膜２２の上面の所定の箇所にはデータライン４が設けられている。この場合
、データライン４は、下から順に、真性アモルファスシリコン層４ａ、ｎ型アモルファス
シリコン層４ｂおよびクロム等からなる金属層４ｃの３層構造となっている。そして、真
性アモルファスシリコン層４ａ、ｎ型アモルファスシリコン層４ｂおよび金属層４ｃは、
ドレイン電極２８形成領域における半導体薄膜２３、オーミックコンタクト層２６および
ドレイン電極２８に接続されている。
【００２０】
　ゲート絶縁膜２２の上面の他の所定の箇所には補助容量ライン７が設けられている。こ
の場合、補助容量ライン７は、データライン４と同一の材料からなり、下から順に、真性
アモルファスシリコン層７ａ、ｎ型アモルファスシリコン層７ｂおよびクロム等からなる
金属層７ｃの３層構造となっている。補助容量ライン７の平面的形状については後で説明
する。
【００２１】
　薄膜トランジスタ６、データライン４および補助容量ライン７を含むゲート絶縁膜２２
の上面には窒化シリコン等からなる層間絶縁膜２９が設けられている。ソース電極２７の
所定の箇所に対応する部分における層間絶縁膜２９にはコンタクトホール３０が設けられ
ている。層間絶縁膜２９の上面の所定の箇所にはＩＴＯ等の透明導電材料からなる画素電
極５が設けられている。画素電極５はコンタクトホール３０を介してソース電極２７に接
続されている。
【００２２】
　ここで、図２に示すように、画素電極５の左下角部は切り欠かれ、この切り欠かれた部
分に薄膜トランジスタ６のゲート電極２１が配置されている。そして、薄膜トランジスタ
６のゲート電極２１は、画素電極５の下側に配置された走査ライン３に接続されている。
薄膜トランジスタ６のドレイン電極２８は、画素電極５の左側に配置されたデータライン
４に接続されている。
【００２３】
　補助容量ライン７は、画素電極５の右辺部に対応する位置においてデータライン４と平
行するように設けられた共通電極部７Ａと、この共通電極部７Ａから画素電極５の上辺部
および下辺部に沿ってそれぞれ引き出された引出電極部７Ｂ、７Ｃと、上側の引出電極部
７Ｂの先端部からから画素電極５の左辺部に沿って引き出された引出電極部７Ｄとからな
っている。
【００２４】
　そして、共通電極部７Ａのうちの画素電極５と対応する部分の左側は画素電極５の右辺
部と重ね合わされている。上側の引出電極部７Ｂの下側は画素電極５の上辺部と重ね合わ
されている。下側の引出電極部７Ｃの上側は画素電極５の下辺部と重ね合わされている。
左側の引出電極部７Ｄの右側は画素電極５の左辺部と重ね合わされている。そして、これ
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らの重ね合わされた部分により補助容量部Ｃｓが形成されている。
【００２５】
　ここで、図１を参照して説明すると、走査ライン３に接続された引き回し線９ａ、９ｂ
は、走査ライン３と同一の平面（アクティブ基板１の上面）に設けられ、この平面におい
てはいずれの配線とも交差していない。データライン４に接続された引き回し線１１は、
データライン４と同一の平面（ゲート絶縁膜２２の上面）に設けられ、この平面において
はいずれの配線とも交差していない。補助容量ライン７に接続された共通引き回し線１３
、１４ａ、１４ｂは、補助容量ライン７と同一の平面（ゲート絶縁膜２２の上面）に設け
られ、この平面においてはいずれの配線とも交差していない。
【００２６】
　以上のように、この液晶表示装置では、補助容量ライン７をデータライン４と同一の平
面（ゲート絶縁膜２２の上面）にデータライン４と平行するように設けているので、補助
容量ライン７がデータライン４と交差することがなく、この交差に起因する寄生容量が発
生することがなく、ひいてはデータライン４の消費電力を低減することができる。
【００２７】
　ところで、補助容量ライン７は、それとは異なる平面（アクティブ基板１の上面）に設
けられた走査ライン３と交差する。したがって、補助容量ライン７と走査ライン３との交
差部に寄生容量が発生し、この寄生容量が走査ライン３の消費電力を増加させる要因の一
つになる。
【００２８】
　しかしながら、上述の如く、データライン４の消費電力は走査ライン３の消費電力より
もかなり大きい。そこで、データライン４の補助容量ライン７との間の交差部寄生容量に
起因する消費電力の低減量から走査ライン３の補助容量ライン７との間の交差部寄生容量
に起因する消費電力の増加量を差し引くと、その差分だけ、全体としての消費電力を低減
することができる。
【００２９】
　また、この液晶表示装置では、補助容量ライン７をゲート絶縁膜２２の上面に設けてい
るので、走査ライン３と同一の平面（アクティブ基板１の上面）に設ける場合と比較して
、補助容量ライン７と画素電極５との間隔を小さくすることができる。したがって、補助
容量ライン７と画素電極５との間の単位面積当りの容量が増加し、必要な補助容量を得る
ための重合面積を少なくすることができ、ひいては開口率を向上することもできる。
【００３０】
（第２実施形態）
　図４はこの発明の第２実施形態としての液晶表示装置の図２同様の透過平面図を示す。
この液晶表示装置において、図２に示す液晶表示装置と異なる点は、補助容量ライン７の
うち、上側の引出電極部７Ｂの上側を画素電極５の上側に配置された走査ライン３の下側
半分に重ね合わせるとともに、下側の引出電極部７Ｃの下側を画素電極５の下側に配置さ
れた走査ライン３の上側半分に重ね合わせ、且つ、画素電極５の上辺をその上側に配置さ
れた走査ライン３の下辺に沿わせるとともに、画素電極５の下辺をその下側に配置された
走査ライン３の上辺に沿わせた点である。
【００３１】
　この場合、相隣接する上側の引出電極部７Ｂと下側の引出電極部７Ｃとは、走査ライン
３の幅方向中央部において互いに接続されている。したがって、この互いに接続された相
隣接する上側の引出電極部７Ｂおよび下側の引出電極部７Ｃにより、走査ライン３の一部
およびその幅方向両側が覆われ、この部分を完全に遮光することができ、且つ、走査ライ
ン３と画素電極５との間に寄生容量が発生しないようにすることができる。また、画素電
極５の上辺をその上側に配置された走査ライン３の下辺に沿わせるとともに、画素電極５
の下辺をその下側に配置された走査ライン３の上辺に沿わせているので、開口率を向上す
ることができる。
【００３２】
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（第３実施形態）
　図５はこの発明の第３実施形態としての液晶表示装置の図１同様の等価回路的平面図を
示す。この液晶表示装置において、図１に示す液晶表示装置と大きく異なる点は、ドライ
バ搭載領域８を表示領域２の右側に配置した点である。この場合、走査ライン３の右端部
は、表示領域２の右側に設けられた引き回し線９を介して、ドライバ搭載領域８内に設け
られた接続パッド１０に接続されている。
【００３３】
　左側から数えて奇数列のデータライン４の下端部は、表示領域２の下側から右側に引き
回して設けられた引き回し線１１ａを介して、ドライバ搭載領域８内に設けられた接続パ
ッド１２ａに接続されている。左側から数えて偶数列のデータライン４の上端部は、表示
領域２の上側から右側に引き回して設けられた引き回し線１１ｂを介して、ドライバ搭載
領域８内に設けられた接続パッド１２ｂに接続されている。
【００３４】
　補助容量ライン７の下端部は、表示領域２の下側から右側に引き回して設けられた共通
引き回し線１４ａを介して、ドライバ搭載領域８内に設けられた接続パッド１５ａに接続
されている。補助容量ライン７の上端部は、表示領域２の上側から右側に引き回して設け
られた共通引き回し線１４ｂを介して、ドライバ搭載領域８内に設けられた接続パッド１
５ｂに接続されている。
【００３５】
　そして、走査ライン３に接続された引き回し線９は、走査ライン３と同一の平面（アク
ティブ基板１の上面）に設けられ、この平面においてはいずれの配線とも交差していない
。データライン４に接続された引き回し線１１ａ、１１ｂは、データライン４と同一の平
面（ゲート絶縁膜２２の上面）に設けられ、補助容量ライン７に接続された共通引き回し
線１４ａ、１４ｂと交差している。このため、補助容量ライン７に接続された共通引き回
し線１４ａ、１４ｂは、走査ライン３と同一の平面（アクティブ基板１の上面）に設けら
れ、図示していないが、ゲート絶縁膜（２２）に設けられたコンタクトホールを介して、
補助容量ライン７の両端部に接続されている。
【００３６】
　次に、この液晶表示装置において、ライン反転駆動を行う場合の駆動方法の一例につい
て、図６を参照して説明する。この駆動方法では、図５において、走査ライン３を下側か
ら順に１本ずつ選択する走査を行い、その選択ごとに、補助容量ライン７に供給されるＣ
ｓ（補助容量）信号の電位をＨ、Ｌ、Ｈ、Ｌ……と反転させ、このタイミングに合わせデ
ータライン４に供給する画像信号に位相を切り換える。
【００３７】
　例えば、一番下の走査ライン３が選択された時にすべての補助容量ライン７に高電位Ｈ
を、すべてのデータライン４に反転画像信号を供給し、次に、下から二番目の走査ライン
３が選択された時にすべての補助容量ライン７に低電位Ｌを、すべてのデータライン４に
非反転画像信号を供給する。以下、走査ライン３が選択されるタイミングに同期して、す
べての補助容量ライン７に供給するＣｓ信号とすべてのデータライン４に供給する画像信
号の位相を、上述の通り切り換える。すると、１フレームの書き込みが完了した時点では
、図５に示すように、下側から数えて、奇数列の画素の電位はＨとなり、偶数列の画素の
電位はＬとなり、Ｈ（横）ライン反転駆動による表示となる。詳述はしないが、次のフレ
ームでは、各画素に供給するＣｓ信号および画像信号が、上記信号とは逆極性の信号とな
るようにする。
【００３８】
（第４実施形態）
　図７はこの発明の第４実施形態としての液晶表示装置の図５同様の等価回路的平面図を
示す。この液晶表示装置において、図５に示す液晶表示装置と異なる点は、左側から数え
て奇数列の補助容量ライン７の下端部を表示領域２の下側から右側に引き回して設けられ
た共通引き回し線１４ａを介してドライバ搭載領域８内に設けられた接続パッド１５ａに
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接続し、左側から数えて偶数列の補助容量ライン７の上端部を表示領域２の上側から右側
に引き回して設けられた共通引き回し線１４ｂを介して、ドライバ搭載領域８内に設けら
れた接続パッド１５ｂに接続した点である。
【００３９】
　すなわち、左側から数えて奇数列のデータライン４および補助容量ライン７は、表示領
域２の下側に設けられた引き回し線１１ａ、１４ａを介してドライバ搭載領域８内の接続
パッド１２ａ、１５ａに接続されている。左側から数えて偶数列のデータライン４および
補助容量ライン７は、表示領域２の上側に設けられた引き回し線１１ｂ、１４ｂを介して
ドライバ搭載領域８内の接続パッド１２ｂ、１５ｂに接続されている。換言すれば、デー
タライン４および補助容量ライン７は、１本おきに、引き回し線１１ａ、１１ｂおよび引
き回し線１４ａ、１４ｂに接続されている。
【００４０】
　次に、この液晶表示装置において、ライン反転駆動を行う場合の駆動方法の一例につい
て、図８を参照して説明する。この場合の駆動方法は、走査ライン３を下側から順に１本
ずつ選択する走査を行い、その走査ライン３の選択ごとに、図７において左側から数えて
奇数列の補助容量ライン７に供給するＣｓ信号と、図７において左側から数えて偶数列の
補助容量ライン７に供給するＣｓ信号との位相を逆とし、このＣｓ信号の極性に対応して
奇数列のデータライン４と偶数列のデータライン４に供給する画像信号の位相も逆にする
ものである。
【００４１】
　例えば、最初のフレームにおいては、一番下の走査ライン３が選択された時に、奇数列
の補助容量ライン７に高電位Ｈを、奇数列のデータライン４に反転画像信号を供給し、偶
数列の補助容量ライン７に低電位Ｌを、偶数列のデータライン４に非反転画像信号を供給
する。以下、走査ライン３が選択される都度、奇数列の補助容量ライン７に高電位Ｈを、
奇数列のデータライン４に反転画像信号を供給し、偶数列の補助容量ライン７に低電位Ｌ
を、偶数列のデータライン４に非反転画像信号を供給する。すると、１フレームの書き込
みが完了した時点では、図７に示すように、左側から数えて、奇数列の画素の電位はＨと
なり、偶数列の画素の電位はＬとなり、Ｖ（縦）ライン反転駆動による表示となる。そし
て、次のフレームでは、各画素に供給されるＣｓ信号および画像信号が、上記信号とは逆
極性の信号となるようにする。
【００４２】
　この場合、Ｃｓ信号Ａ、Ｂの電位はフレーム単位で反転するので、この部分の駆動はフ
レーム反転駆動と言える。すなわち、この駆動方法は、フレーム反転のＣｓ信号でライン
反転の表示が得られる。この場合、データライン４の消費電力は通常のライン反転と同等
のままで補助容量ライン７の消費電力を大幅に削減することができるので、ライン反転の
表示品位を維持したままで全体としての消費電力を低減することができる。
【００４３】
　なお、Ｃｓ信号Ａ、Ｂを走査ライン３の周波数に合わせて駆動し、ドット反転駆動とす
ることもできる。この場合、データライン４の電圧振幅は、ライン反転相当の振幅でよく
、通常のドット反転駆動（Ｃｓ＝ＤＣ、データライン４の電圧振幅＝ＶＬＣＤ×２）と比
較して半減することができる。
【００４４】
（第５実施形態）
　図９はこの発明の第５実施形態としての液晶表示装置の図４同様の透過平面図を示す。
この液晶表示装置において、図４に示す液晶表示装置と大きく異なる点は、ストライプ配
列と言われるカラー液晶表示装置とした点である。この場合、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（
青）の各色表示用の画素電極５Ｒ、５Ｇ、５Ｂは、走査ライン３に沿ってストライプ状に
配置されている。また、画素電極５Ｒ、５Ｇ、５Ｂのサイズは、横長であり、走査ライン
３に沿う方向の長さがデータライン４に沿う方向の長さよりも長くなっている。
【００４５】
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　この場合、データライン４に沿う方向に連続して配置された３つの画素電極５Ｒ、５Ｇ
、５ＢによりＲＧＢからなる基本的には正方形状の１画素を構成するので、１画素に対し
て、走査ライン３が３本、データライン４が１本となる。これに対して、図示していない
が、走査ライン３に沿う方向に連続して配置された３つの画素電極によりＲＧＢからなる
基本的には正方形状の１画素を構成する場合には、１画素に対して、走査ライン３が１本
、データライン４が３本となる。
【００４６】
　この両者を比較すると、本実施形態の場合には、走査ライン３の駆動負荷が３倍増加す
るが、補助容量ライン７とデータライン４との交差による寄生容量が発生しない上、デー
タライン４の本数を１／３と少なくすることができるので、全体としての消費電極を低減
することができる。また、図５あるいは図７に示すように、ドライバ搭載領域８を表示領
域２の右側に配置した構成とする場合には、データライン４の本数が１／３と少なくなる
ので、その引き回し線１１ａ、１１ｂの配置領域の幅を小さくすることができ、ひいては
額縁面積を小さくすることができる。ところで、この液晶表示装置においても、図７に示
すような駆動方法で駆動し得ることはもちろんである。
【００４７】
　なお、データライン４に沿う方向に連続して配置された３つの画素電極によりＹ（イエ
ロー）Ｍ（マゼンタ）Ｃ（シアン）からなる１画素を構成するようにしてもよい。また、
データライン４に沿う方向に連続して配置された４つの画素電極によりＲＧＢＷ（白）ま
たはＹＭＣＷからなる１画素を構成するようにしてもよい。この場合、１画素に対して、
走査ライン３が４本、データライン４が１本となり、データライン４の本数を１／４と少
なくすることができる。
【００４８】
（第６実施形態）
　図１０はこの発明の第６実施形態としての液晶表示装置の図４同様の透過平面図を示し
、図１１は図１０のXI－XI線に沿う断面図を示す。この液晶表示装置において、図２に示
す液晶表示装置と大きく異なる点は、横電界モード液晶表示装置の一種であるＦＦＳ(Fri
nge Field Switch)構造とした点である。
【００４９】
　この場合、補助容量ライン７の上面およびその電極部７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄでほぼ囲
まれた領域におけるゲート絶縁膜２２の上面にはＩＴＯ等の透明導電材料からなる補助容
量電極層３１が設けられている。画素電極５は櫛歯状となっている。なお、この液晶表示
装置においても、図７に示すような駆動方法で駆動し得ることはもちろんである。
【００５０】
　なお、図１０および図１１では、画素電極５を櫛歯状としているが、画素電極５をベタ
状とし、補助容量電極層３１を櫛歯状としてもよく、また画素電極５および補助容量電極
層３１を共に櫛歯状としてもよい。すなわち、画素電極５と補助容量電極層３１とのうち
の少なくとも一方が櫛歯状であればよい。
【００５１】
（その他の実施形態）
　図５に示す液晶表示装置において、補助容量ライン７に接続された２本の引き回し線１
４ａ、１４ｂのうちのいずれか１本は省略してもよい。また、上記各実施形態では、この
発明を液晶表示装置に適用した場合について説明したが、これに限らず、有機ＥＬ等の他
の表示装置にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】この発明の第１実施形態としての液晶表示装置におけるアクティブ基板上に形成
されたものの一部を省略した全体的な等価回路的平面図。
【図２】図１に示すアクティブ基板の一部の透過平面図。
【図３】図２のIII－III線に沿う断面図。
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【図４】この発明の第２実施形態としての液晶表示装置の図２同様の透過平面図。
【図５】この発明の第３実施形態としての液晶表示装置の図１同様の等価回路的平面図。
【図６】図５に示す液晶表示装置の駆動方法の一例を説明するために示すタイミング図。
【図７】この発明の第４実施形態としての液晶表示装置の図５同様の等価回路的平面図。
【図８】図７に示す液晶表示装置の駆動方法の一例を説明するために示すタイミング図。
【図９】この発明の第５実施形態としての液晶表示装置の図４同様の透過平面図。
【図１０】この発明の第６実施形態としての液晶表示装置の図４同様の透過平面図。
【図１１】図１０のXI－XI線に沿う断面図。
【符号の説明】
【００５３】
　１　アクティブ基板
　２　表示領域
　３　走査ライン
　４　データライン
　５　画素電極
　６　薄膜トランジスタ
　７　補助容量ライン
　８　ドライバ搭載領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 4862777 B2 2012.1.25

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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