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明 細 苫

表示装置
ま支術分野

０００1 本発明は、周囲光センザを備えた表示装置に関するものである。

背月 支術

０００2 液晶ディスプレイを備えた携帯電話やP などの携帯端末として、周囲の明るさに

応じで液晶ディスプレイのバックライト輝度を調節する周囲光センザ (Amb en gh

enso )システムを備えたものが普及している。周囲光センザシステムでは、透過型液

品モード動作が可能なディスプレイに対して、パネル周囲に設けられた周囲光セン

ザで周囲光の強度を検出し、周囲光強度が弱いときにはバックライト輝度を 、さくし、

周囲光強度が強いときにはバックライト輝度を大きくする制御を行うことにより、使用者

に視認の快適性を提供する。また、このバックライト輝度の調節は、当該携帯端末に

備えられたキーボードの透過光へも適用される。

０００3 周囲光センザとしては、液品パネル上に低温多結品シリコンプロセスによって表示

用素子とモノリシックに作り込むことのできるP フォトダイオードが一般的に用いられ

る。図8に、非特許文献 に記載された、P フォトダイオードを用いる周囲光センザ

の構成を示す。

０００4 この周囲光センザでは、2つのP フォトダイオード ０ ０2が逆バイアス状態に

直列接続されている。P フォトダイオード ０ の力ソードは 4 の電源に接続され

ており、P フォトダイオード ０2のアノードはG に接続されている。これにより、P

フォトダイオード ０ ０2のそれぞれに、2 ずつの逆バイアスが印加された状態

となっている。P フォトダイオード ０ は周囲光 を検出し、その周囲光 の強

度に応じた光電流 を出力する。P フォトダイオード ０2は参照用フォトダイオード

であって、周囲光 が受光部に照射されるのを防止する光シールド ０3を備えてお

り、暗電流 dを出力する。光電流 にも暗電流 dが含まれており、P フォトダイオー

ド ０ のアノードとP フォトダイオード ０2の力ソードとの接続点Q ( )からは、A

二 の差分電流が出力され、このA から、周囲光 の強度を検出することが



できる。

特許文献 1 : 日本回公開特許公報 「特開2００4 9 7 9号公報 (公開日 : 2００4年4

月 5 日) 」

特許文献2 : 日本回公開特許公報 「特開昭6 3 ０7 8 3号公報 (公開日 : 988 年8

月 2 6 日) 」

特許文献3 :WO2 ００6 ０4 2０4 (2００6年 ０月 5 日国際公開)

非特許文献 1 o d e e a TP Amb en gh e nso w h Tempe a u e C o pe

nsa on DW ０6 pp 689 69０(2００6 )

発明の開示

０００5 上述した非特許文献 の構成は、図9 に示す、P フォトダイオードの出力電流とバ

イアス電圧との関係に某づいている。曲線 は周囲光 が無い場合の曲線であり、

曲線c 2 は所定強度の周囲光 が有る場合の曲線である。両曲線とも０ 付近の開

放電圧よりも 、さなバイアス電圧では、P フォトダイオードの逆方向に電流が流れ、

開放電圧よりも大きなバイアス電圧では、P フォトダイオードの順方向に電流が流

れることを示している。また、マイナス符号のバイアス電圧は、逆バイアスが印加され

ていることを示している。

０００6 図8の周囲光センザでは、P フォトダイオード ０ が、ある周囲光 の強度で曲

線c 2のバイアス電圧が である点の電流を出力し、P フォトダイオード ０2が

曲線 のバイアス電圧が である点の電流を出力する状態に相当している。この

場合に、図9ではバイアス電圧が である点での両曲線の電流の差が、周囲光

の検出電流 A となる。

０００7 しかし、図9の曲線c c 2のように、互いに接近している曲線上のあるバイアス点で

差分電流 A を求めようとすると、暗電流 dを示す曲線 の出力電流が差分電流 A

に比して非常に大きいため、差分電流 A を周囲光 の強度に正確に対応させるの

が難しい。すなわち、差分電流 A のS 比が悪いことと、P フォトダイオードの製造

ばらつきによって曲線c c 2 がばらつくこととにより、差分電流 A が安定しづらい。

０００8 そこで、図 ０に示すような周囲光センザの構成が考えられる。図 ０の構成では、検

に、それ



ぞれ 個 ( ノ ) のP フォトダイオード( 光電変換素子工レメント) を直列に接続した

ものを用いる。 は例えば ０や ００などで、大きさに制限はない。検出用素子2 ０ は

周囲光 を検出するとともに、液品表示装置のバックライト光 が迷光となって

照射されるのを防止する光シールド2 ０4 を備えている。光シールド2 ０4 は、検出用素

子2 ０ と参照用素子2 ０2 とのそれぞれに対して、表示パネル ( 図 4 では表示パネル

2 5 に相当 ) の背面側に設けられている。参照用素子2 ０2 は、周囲光 が照射され

るのを防止する光シールド2 ０3 と、上記バックライト光 が迷光となって照射され

るのを防止する光シールド2 ０4 とを備えており、某準の明るさの環境下に置かれてい

る。そして、検出用素子2 ０ および参照用素子2 ０2 のアノード端 ( 電流出力端子) は

、それぞれ、某準電位 の電源配線である配線 、配線 3 に接続されている。検

出用素子2 ０ のヵソード端 ( 電流出力端子) は配線 2 を介して演算増幅器 2 ０5 の反

伝入力端子に接続されており、参照用素子2 ０2 のヵソード端 ( 電流出力端子) は配

線 4 を介して演算増幅器 2 ０5 の非反伝入力端子に接続されている。また、演算増

幅器 2 ０5 の出力端子と反伝入力端子との間には積分コンデンザ 2 ０6 が接続されてい

る。積分コンデンザ 2 ０6 に並列に、スイッチ2 ０7 が接続されている。

０００9 演算増幅器 2 ０5 の出力端子には、スイッチ2 ０8 の一端が接続されている。スイッチ

2 ０8 の他端は、ホールドコンデンザ 2 ０9 の一端に接続されている。ホールドコンデン

ザ 2 ０9 の他端はG に接続されている。ホールドコンデンザ 2 ０9 の電圧は、

変換器 2 ０の入力となっている。 変換器 2 ０の出力はインタフェース 2 を介

して P やマイクロコントローうで制御されるコンピュータシステムへと接続される。

００1 ０ 上記の構成の周囲光センザでは、参照用素子2 ０2 に流れる電流がゼロとなるよぅ、

参照用素子2 ０2 には、周囲光 およびバックライト光 が遮光された暗状態で

開放電圧 o c を印加する。なお開放電圧 o c を印加する理由については、後述する

。このよぅに開放電圧 o c が印加されるよぅに、参照用素子2 ０2 のアノード端の電位

を 、ヵソード端の電位が ocとなるよぅに設定する。従って、検出用素子2 ０

のヵソード端の電位も ocとなり、検出用素子2 ０ には上記開放電圧 o c に等

しいバイアス電圧が印加される。

００1 1 これにより、検出用素子2 ０ にはヵソードからアノードに向かって開放電圧 o c に



等しいバイアス電圧が印加されているときの周囲光 の強度に対応した電流が流

れ、スイッチ2 ０7 をO 、スイッチ2 ０8 を とした状態では、積分コンデンザ 2 ０6 に

時間とともに電荷が蓄積された結果の出力電圧 o が現れ、所定時間後にスイッチ2

０8 をO とすることで、ホールドコンデンザ 2 ０9 に出力電圧 o がホールドされる。こ

のときの積分コンデンザ 2 ０6 の電圧変化の様子を図 7 に直線c 3 で示す。積分期間

中、例えば s e c でスイッチ2 ０8 をO とすれば、点P の電圧 がホールド

されることになる。このホールド電圧を 変換器 2 ０で 変換してインタフェ
ース 2 を介してコンピュータシステムに出力する。また、スイッチ2 ０7 2 ０8 を同時に

O とすることにより、積分コンデンザ 2 ０6 が初期化されるとともに、ホールドコンデン

ザ 2 ０9 に電圧 をホールドすることができるので、この電圧の 変換結果

を、前記検出光電流の積分時のホールド電圧の 変換結果から差し引けば、光

電流による正味の電圧増加分を求めることができる。ホールド電圧 自身の差を

変換する構成にすればなお正確な結果が得られる。

００1 2 図 に、 つのP フォトダイオードの出力電流 a c とバイアス電圧 b との関係を示

す曲線を、光末照射の場合 (実線 ) と光照射の場合 (点線 ) とのそれぞれについて示

す。これらの曲線は、図9 の曲線c c 2 のバイアス電圧 b 二０ の付近を拡大したも

のに相当する。図 に o c で示すように、光末照射の場合の開放電圧 o c はほぼ

０ であり、光照射の場合は、末照射の場合よりも正側にシフトする。

００1 3 従って、光検出用素子2 ０ に開放電圧 o c が印加された状態で出力電流を引き出

せば、このバイアス状態での暗電流はほとんどゼロに近い非常に 、さな値であるので

、光電流のみによる積分結果が得られ、出力電圧 o のS 比が非常に良好になる。

また、微弱光から強度の大きい止まで検出可能であるので、検出のダイナミックレン

００1 4 そして、さらに、 個のP フォトダイオードの直列接続により構成することにより、図

2 に示すように、光末照射の場合の直列接続全体の開放電圧は、 個の場合の開

放電圧 o cを 倍した o c になる。図 2 では表されていないが、光照射の場合の直

列接続企体の開放電圧も つの場合の開放電圧 o の 倍になる。図 2 では 二

００の場合が示されている。この場合には、出力電流 a c とバイアス電圧 b との関係を



示す曲線が水平方向に引き伸ばされた状態となるので、開放電圧 oc付近の出力

電流 a c の変化が緩やかであり、出力電流 a c が 、さい値となるバイアス電圧 bの範

囲が広がる。従って、この直列接続の構成を図 ０のように適用することにより、参照

用素子2０2に開放電圧 ocが現れ、光検出用素子2０ にこの開放電圧 ocに等

しいバイアス電圧 bが印加される。この開放電圧 ocは、図 3 に示すように 二 7

で約０・ であり、光検出用素子2０ にはこの0 ・ のバイアス電圧に対応した電流

が流れる。

００15 このようにすると、P フォトダイオードおよび演算増幅器2０5などに特性ばらつき

があることによって、図 2から分かるように光照射状態での曲線が当該バイアス電圧

付近では十分に平坦であるので、光検出用素子2０ の出力電流はほとんど変化しな

い。また、当該バイアス電圧付近では光検出素子2０ の暗電流の変化がほとんどな

く、 、さいため、出力電圧 oのS 比は非常に良好な状態に保たれる。図 ０では、

このような、光検出用素子2０側と参照用素子2０2側との状態の誤差をe として非反

伝入力に含ませてある。P フォトダイオードの直列接続構成を用いれば、誤差e が

あっても、これを吸収して正確な周囲光 の強度の検出が可能になる。なお、P

フォトダイオードの直列接続構成を複数並列に接続した構成も可能であり、光検出用

素子2０2から得ようとする出力電流に応じて並列数が設定される。

００16 次に、図 4 に、このような構成の周囲光センザを備えた液品表示装置2 5０の構成

例を示す。

００17 液品表示装置2 5０は、例えば携帯電話の表示装置であり、表示パネル2 5 、コント

ロール某板 252 、および、バックライト253 を備えている。

００18 表示パネル2 5 は、マトリクス表示部2 6 、ゲートドライバ 262 、ソースドライバ 263

および、図 ０で説明した周囲光センザを備えている。マトリクス表示部2 6 は縦長画

面であって、ゲートドライバ 262 は縦方向の額縁領城の一方に配置されており、ソー

スドライバ 263 は横方向の額縁領城の一方に配置されている。ゲートドライバ 262 お

よびソースドライバ 263 としては、C実装、COG 実装、表示パネル2 5 へのモノリシッ

クによる作り込みなど種々の実現形態が可能である。この他に、ゲートドライバ 262 お

よびソースドライバ 263 を、フレキシブルプリント某板などの外部某板上に実装して、



表示パネル25 と接続する形態も可能てある。

００19 また、横方向の額縁領城の他方には、周囲光センザの検出用素子2０ と参昭用素

子2０2とか横方向に隣接して配置されている。検出用素子2０ およひ参昭用素子2

０2は表示パネル25 に配置されている。また、縦方向の額縁領城の他方には、周囲

光センザの偵算増幅器2０5、積分コンテンザ2０6、スイノチ2０7 2０8、ホールトコン

テンザ2０9、およひ、 変換器2 ０か、ソーストライハ263 に近接するように設け

られているか、これらはソーストライハ263 と同し横方向の額縁領城に設けられている

場合もある。これらはCOGを含めたティスクリート素子や Cの実装や、表示パネル25

へのモノリシノクによる作り込みか可能てあるか、トライハと同様に外部某板上に実

装する方怯も可能てある。

００2０ コントロール某板252 は、ティスプレイコントローラ27 、ハノクライトコントローラ272

、およひ、 Sコントローラ273 を備えている。ティスプレイコントローラ27 は、表示

パネル25 のケートトライハ262 およひソーストライハ263 の動作を制御する。ハノク

ライト253 は や伶陰極管なとて構成される。ハノクライトコントローラ272 は、ハノ

クライト253 の点灯駆動を制御する。 Sコントローラ273 は、表示パネル25 の周

囲光センザから迭られた周囲光の検出強度に某ついて、ハノクライトコントローラ272

にハノクライト253 の輝度を燗節する制御信号を出力する。例えはハノクライト253 か

てある場合には、 に流す電流や、 の点灯個数を変える。また、ハノク

ライト253 か伶陰極管てある場合には、伶陰極管の点灯本数を変える。なお、周囲光

センザのインタフェース2 は、 変換器2 ０に併設して設けられていてもよいし

Sコントローラ273 側に設けられていてもよく、テシタルテータを伝迭するハスの

敷設範囲に応して適宜決められる。

００2 1 図 5に、マトリクス表示部26 の断面構成を示す。

００22 マトリクス表示部26 は、アクティフマトリクス某板 3０2、対向某板 3０3、およひ、アク

ティフマトリクス某板 3０2と対向某板 3０3とに扶持された表示媒体 (被品) 3０4を備え

ている。

００23 アクティフマトリクス某板 3０2は、ヵラス某板 3 4上に、へ一スコート3 2 3０6

、屑間絶縁膜 32０、およひ、画素電極3０7を備えている。 3０6は、へ一スコート



3 2 上に、多結品シリコン膜 3 3 、ゲート絶縁膜 3 5 (酸化シリコン膜、空化シリコン

膜など) 、ゲート電極 3 6 ( o 、W 、それらの合金など) 、屑間絶縁膜 3 7 (

酸化シリコン膜、空化シリコン膜など) 、ソース電極 3 8 ( o 、W 、それらの合

金など) 、および、ドレイン電極 3 9 ( o 、W 、それらの合金など) が順次、積

層およびパターン形成された構成となっている。

００2 4 多結品シリコン膜 3 3 は、チヤネル領城と、その両側に不純物が高濃度にド一プさ

れた ・屑からなるソース領城およびドレイン領城とからなる。ソース電極 3 8 およびド

レイン電極 3 9 は、ゲート絶縁膜 3 5 および屑間絶縁膜 3 7 に設けられたコンタクト

ホールを介して屑間絶縁膜 3 7 上に引き出されている。屑間絶縁膜 3 2 ０(アクリル、

ボリイミド、 C (Benzo C c o B e ne) 、といった感光性を有する有機絶縁膜など) は

3０6 を覆ぅよぅに形成されている。画素電極 3 ０7 ( ( n d T n x d e 、Z O

( n d u m Z nc Ox de)など) は屑間絶縁膜 3 2 ０上に形成されており、屑間絶縁膜 3 2 ０

に設けられたコンタクトホールを介してドレイン電極 3 9 に接続されている。また、この

他に補助容呈なども設けられる。

００2 5 対向某板 3 ０3 は、ガラス某板 3 3 ０上に、カラーフィルタ3 3 および対向電極 332 を

順次積層されるよぅに有する構成である。この他にブラックマトリクスなども適宜設けら

れる。

００2 6 図 6 に、周囲光センザの検出用素子2０ および参照用素子2 ０2 に用いられるP

フォトダイオードの構成を示す。

００2 7 この構成はアクティブマトリクス某板 3 ０2 上に形成されており、ガラス某板 3 4 上に、

光シールド2０4 、べ一スコート3 2 フォトダイオード4 3 、絶縁膜4 5 、屑間絶

縁膜4 7 、アノード電極4 8 、カソード電極4 9 、屑間絶縁膜4 2０、および、シールド

(電界に対するシールド) 4 ０7 が順次積層およびパターン形成されたものである。参

照用素子2０2 の場合には、さらに、光シールド2０3 をシールド4 ０7 上に備えていても

よい。

００2 8 光シールド2０4 は、P フォトダイオード4 3 に対して表示パネルの背面側に設け

られており、アニール工程、活性化工程を考慮して、高融点の金属である o、W な

どが適しているが、ゲート電極やソース電極およびドレイン電極と同じ金属材料とレ㌧



た、透過率の低い状態に形成された導電体膜で形成可能である。P フォトダイオ

ード4 3は多結品シリコン膜からなるラテラル構造のフォトダイオードであり、中央の

屑領城の両側に、高濃度にド一プされた "屑領城および "屑領城を備えている。こ

の多結品シリコン膜は、 3０6の多結品シリコン膜 3 3と同じ屑から形成可能であ

る。

００29 絶縁膜4 5は酸化シリコン膜や空化シリコン膜からなり、 3 6のゲート絶縁膜 3

5と同じ層を使用することが可能である。屑間絶縁膜4 7ほ酸化シリコン膜や空化シ

リコン膜からなり、 3０6の屑間絶縁膜4 7と同じ屑を使用することが可能である。

アノード電極4 8およびカソード電極4 9は屑間絶縁膜4 7上から、屑間絶縁膜4

7および絶縁膜4 5に形成されたコンタクトホールを介して、順に、P フォトダイオ

ード4 3の "屑領城、 "屑領城にコンタクトしている。屑間絶縁膜4 2０は有機絶縁

膜などからなり、マトリクス表示部26 の屑間絶縁膜 32０と同じ屑を使用することが可

能である。

００3０ シールド4０7は導電体膜からなり、マトリクス表示部26 の画素電極3０7と同じ屑を

使用することが可能である。シールド4０7は一定電位の電源に接続されており、対向

電極332 の電位変動駆動による電界の影響がP フォトダイオード4 3に及ぶのを

防止する。光シールド2０3は、検出用素子2０ のP フォトダイオード4 3 …へ被品

表示装置25０の笛体の窓を通して照射される周囲光 が、参照用素子2０2のP

フォトダイオード4 3 …へ反射・拡散によって届くのを防止する遮光膜であり、透過率

の低い状態に形成された導電体膜で形成可能である。または、対向某板側にブラッ

クマトリクスでも形成可能である。

００3 1 図 9に、特許文献 に記載された光センザ用ダイオードの断面構成を示す。

００32 ガラス某板 ０ 上にシリコン膜 ０2が形成されており、シリコン膜 ０2上に多結品シ

リコンによる半導体屑 ０が形成されている。半導体屑 ０は、 領城 と領城

2と 領城 3とが順に隣接配置された構成である。シリコン膜 ０2上には酸化シリコ

ン膜 ０3が形成されており、酸化シリコン膜 ０3上にゲート電極 4が形成されてい

る。また、ゲート電極 4が形成された酸化シリコン膜 ０3上に酸化シリコン膜 ０4が

形成されている。酸化シリコン膜 ０4上には、 領城 に対応する位置にアノード



電極 5、 領城に対応する位置にカソード電極 6がそれぞれ形成されている。ア

ノード電極 5、カソード電極 6は、酸化シリコン膜 ０3 ０4に空けられたコンタク

トホールを介して 領城 、 領城 3にそれぞれ接触している。カソード電極 6

は接地されている。アノード電極 5およびカソード電極 6が形成された酸化シリ

コン膜 ０4上には空化シリコン膜 ０5が形成されている。

００33 上記図 9の構成は、ゲート電極 4にゲート電圧を供給することにより、光センザ

用ダイオードの電流電圧特性を変えるものである。このゲート電圧は、光センザ用ダ

イオードに光を照射ない場合と光を照射した場合とで電流電圧特性が典なることを補

償し、適切なゲート電圧を設定すれば、光を照射した場合に発生するリーク電流を抑

制することができる。従って、受光部への光照射経路外であって受光分に対する遮

光とも関係のない位置に設けられたゲート電極 4からは、光センザ用ダイオードの

内部に、絶縁膜 ０3を介した静電容呈を用いて電界作用が及ぶよぅになっている。

００34 図2０に、特許文献2に記載されたフォトセンザの断面構成を示す。

００35 このフォトセンザは、絶縁墓板 上に、 "型半導体領城2、P"型半導体領城3、お

よび、 "型半導体領城2とP"型半導体領城3との間の部分上に形成された1型半導

体領城4を備えている。半導体領城4上には絶縁屑5が形成されており、絶縁屑5上

には分光特性制御用の制御電極6が形成されている。 "型半導体領城2には正の

電位 ( ) が与えられ、P"型半導体領城3は接地される。分光特性制御用の制御

電極6には分光特性制御用電圧 が印加される。

００36 制御電極6に分光特性制御用電圧 を印加することにより、フォトセンザの内部に

及ぶ電界の作用が変化するため、これによってフォトセンザ内部のボテンシヤル分布

を変えて分光特性を変ィヒさせる。特許文献2の技術も、受光部への光照射経路外で

あって受光分に対する遮光とも関係のない位置に設けられた制御電極6によって、1

型半導体領城4を用いた静電容呈を介した電界の作用を利用するものである。

００37 図2 の (a) (b) に、特許文献3に記載された光センザの断面構成を示す。

００38 この光センザ は、 が形成されている某板と共通の某板であるガラス某板 4

上に多結品S 膜2 によるP ダイオードが形成されたものである。P 接合は、・
屑である領城2 bと、 屑である領城2 cと、屑である領城2 aとによって形成され



ている。さらに、多結品S 膜2 を覆うように、ケート絶縁膜 5と第 屑間絶縁膜 7と

か形成されている。また、第 屑間絶縁膜 7上には、第 屑間絶縁膜 7およひケー

ト絶縁膜 5を貫通するコンタクトホールを介して、多結品S 2 の ・領城2 bに電気

的に接続された 側電極33と、上記コンタクトホールを介して ・領城2 cに電気的に

接続された 側電極34とか形成されている。

００39 そして、図2 の (a) ては、光センザ の上層、すなわち 側電極33およひ 側電極

34とそれらの近傍の第 屑間絶縁膜 7の表面とを覆うように、保護膜24か設けられ

ている。保護膜24は、光センザ か受光する波長城に対する透明性と、紫外線に

対する耐性とを有しており、フノ素系樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹

脂なとの材科か使用可能てある。また、図2 の (b)ては、保護膜24は、光センザ

に対して光か人射する位置を少なくとも覆うように形成されている。

００4０ このように、特井文献3には、光センザの電極上に、センザの特性劣化を防止する

絶縁性保護膜を形成する技術か開示されている。

００4 1 以上の構成の被品表示装置25０においては、以下のような問題点か生しる。

００42 ( ) 図 6の構成の検出用素子2０ およひ参照用素子2０2ては、シールト4０7か設

けられているため、表示面側から発生されるノイスに対してはシールトされているか、

対向電極332 の電位やテータ信号電位の変動なと、被品表示装置25０の動作に関

わるものを主体として発生する電界か、検出用素子2０ およひ参照用素子2０2の周

囲から回り込んて、ヵラス某板 3 4側からもP フォトタイオート4 3に到達して誘導

ノイスを発生させる。また、ハノクライトから発生されるノイス (電磁波、輻射、うなり音な

と)も、ヵラス某板 3 4側からP フォトタイオート4 3に到達する誘導ノイス源として

挙けられる。さらにP フォトタイオート4 3の背面側に形成される光シールト2０4の

電位かフローティンクになっていると、P フォトタイオート4 3の出力電流か安定し

ない原因となる。

００43 これらの誘導ノイスはコモンモートノイスとして配線 2 4を介して偵算増幅器2０5

に伝達される。しかし、配線 2 4を含む配線265 は、某板間配線とは典なり、薄膜

プロセスて製造される上に、図 4に示すように表示パネル2 5 の額縁領城を通る長

い経路として形成されているために抵抗値か大きい。また、周辺との寄生容最も存在



する。すなわち、図 ０に記載した回路素子以外の寄生素子が存在し、これらのイン

ピーダンスが周波数によって典なるため、前記電位変動が基本波成分とその高調波

成分とからなることを考慮すると、コモンモードノイズを各周波数に対して減衰させる

ための平衡回路の条件を設定することが難しい。また、Cチップなどと比較すると相

当大きな面積の某板上にフォトリソグラフィプロセスで製造されるために、パターン寸

法や膜質の面内ばらつきや製造ロットばらつきも加わって、平衡回路の条件設定がさ

らに困難となる。さらに、演算増幅器2０5の同相信号除去比C が高周波成分に

対して低くなることを、コモンモードノイズ除去において考慮する必要があり、対策が

複雑になる。

００44 この結果、周囲光センザが備える演算増幅器2０5の出力電圧 oは、図 7に示す

曲線c4のように、主としてコモンモードノイズによる振動誤差を受けながら変ィヒするこ

とにより、積分がリニアに行えず、積分時間の終了時に、誤差を含んだ点P2の電圧

をホールドしてしまう。 変換器2 ０が内部に備える比較器が、ある呈子ィヒレベ

ルを判別するのに例えば の閾値を有しているとすると、点P のホールド電圧と

点P2のホールド電圧とでは呈子ィヒ結果が相違する。この結果、周囲光 の強度の

検出誤差が発生する。このように、P フォトダイオード4 3 …に誘導ノイズが発生し

た場合には、周囲光 の強度を正確に検出することができないとレぢ問題がある。

００45 (2)配線265 についても、P フォトダイオード4 3 …と同じようにマトリクス表示部2

6 の画素電極3０7と同じ屑を用いた電界に対するシールドを施したとしても、ガラス

某板 3 4側からの誘導ノイズが生じた場合には、周囲光 の強度を正確に検出す

ることができないとレぢ問題がある。

００46 (3) 図 6に示すように、検出用素子2０ および参照用素子2０2の各P フォトダイ

オード4 3には光シールド2０4が設けられているが、光シールド2０4によってバックラ

イト光 の遮光を完全に行うことは困難であり、いくらかの迷光がP フォトダイオ

ード4 3に届いてしまう。図 4に示す検出用素子2０ と参照用素子2０2との配置は

、表示パネル2 5 の縦中心線に対して対称であるので、上記迷光は検出用素子2０

と参照用素子2０2とに等しく届きやすいが、P フォトダイオード4 3 …の特性に面

内ばらつきや製造ロットばらつきが存在するため、等しい迷光が届いても、検出用素



子2０ と参照用素子2０2とでバイアス条件が揃いにくい。

００47 図 ０の構成では、検出用素子2０ および参照用素子2０2をP フォトダイオード4

3の直列接続とすることにより、ある程度のP フォトダイオードの製造ばらつきを吸

収することができるが、直列接続数や並列接続数を増やすことによりP フォトダイオ

ードの数が増えると、その分、P フォトダイオードの占有面積が増加して特性ばら

つきが大きくなる。従って、P フォトダイオードの特性ばらつきが非常に大きいとき

には、直列接続を増加させることによっても特性ばらつきを十分吸収しきれず、図 7

の直線。5に示すよぅに演算増幅器2０5の出力電圧 oが直線。3からずれて点P3の

電圧でホールドされてし 、刊 、周囲光 の強度の正確な検出が困難になるといぅ問

題がある。

００48 本発明は、上記 (3) の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、光電変換

素子を構成する光電変換素子工レメントの表示パネル上における特性ばらつきが大

きくても、周囲光の強度を正確に検出することのできる表示装置を実現することにある

００49 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、表示パネルに配置された光電

変換素子を用いて表示面側の周囲光の強度を光電変換して検出する周囲光センザ

を備え、前記周囲光センザによって検出された周囲光の強度に応じて前記表示面で

の表示の輝度を調節する表示装置であって、前記周囲光センザは、前記光電変換

素子として、周囲光が照射される第 光電変換素子と、某準の明るさの環境下に置か

れた、前記第 光電変換素子と同じ構成の第2光電変換素子とを備えているとともに

、前記第2光電変換素子の出力を某準に用いて前記第 光電変換素子の出力から

前記周囲光の強度を検出し、前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそ

れぞれの形成領城が、前記表示パネル面内で交互に繰り返して並ぶよぅに分割配置

されていることを特徴としている。

００5０ 上記の発明によれば、第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの

形成領城が、表示パネル面内で交互に繰り返して並ぶよぅに分割配置されているの

で、光電変換素子を構成する光電変換素子工レメントの特性に大きな面内ばらつき

が生じていても、第 光電変換素子の全領城と第2光電変換素子の全領城とのそれ



ぞれについて平均化された特性が第 光電変換素子および第2光電変換素子の特

性となるために、第 光電変換素子の特性と第2光電変換素子の特性とをほぼ等しく

することができる。そして、第 光電変換素子の各領城間で、到達する迷光に差があ

り、また、第2光電変換素子の各領城間で、到達する迷光に差があっても、第 光電

変換素子の全体と第2光電変換素子の全体とでは、迷光から受ける影響がほぼ等し

くなるため、迷光の差による周囲光の検出誤差を 、さくすることができる。

００5 1 以上により、光電変換素子を構成する光電変換素子工レメントの表示パネル上に

おける特性ばらつきが大きくても、周囲光の強度を正確に検出することのできる表示

装置を実現することができるといぅ効果を奏する。

００5 2 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城が、前記表示パネルの額縁領城で額縁

に沿って交互に繰り返して並ぶよぅに分割配置されていることを特徴としている。

００5 3 上記の発明によれば、光電変換素子工レメントの特性を平均化する第 光電変換

素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏

する。

００54 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城が、前記表示パネルの額縁領城で額縁

に直交する方向に沿って交互に繰り返して並ぶよぅに分割配置されていることを特徴

００5 5 上記の発明によれば、光電変換素子ェレメントの特性を平均化する第 光電変換

素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏

する。

００56 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において、額縁に直交する方向は、複数

の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された つの直列回路からなり、前記第

光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間とのそれ

ぞれで、前記直列回路が並列に接続されていることを特徴としている。

００5 7 上記の発明によれば、光電変換素子ェレメントの特性を平均化する第 光電変換



素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏

する。

００58 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において、額縁に直交する方向は、複数

の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された複数の直列回路からなるとともに

、額縁に沿ぅ方向は、前記複数の直列回路が互いに並列に接続された並列回路か

らなり、前記第 光電変換素子の各形成領域問と前記第2光電変換素子の各形成領

城間とのそれぞれで、前記並列回路が互いに並列に接続されていることを特徴とし

ている。

００59 上記の発明によれば、光電変換素子ェレメントの特性を平均化する第 光電変換

素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏

する。

００6０ 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において、額縁に沿ぅ方向は、複数の同

じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された つの直列回路からなり、前記第 光

電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間とのそれぞれ

で、前記直列回路どぅしが直列に接続されていることを特徴としている。

００6 1 上記の発明によれば、光電変換素子ェレメントの特性を平均化する第 光電変換

素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏

する。

００62 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において、額縁に沿ぅ方向は、複数の同

じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された複数の直列回路からなるとともに、額

縁に直交する方向は、前記複数の直列回路が互いに並列に接続された並列回路か

らなり、前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領

城間とのそれぞれで。前記並列回路どぅしが直列に接続されていることを特徴として

いる。

００63 上記の発明によれば、光電変換素子ェレメントの特性を平均化する第 光電変換



素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏

する。

００64 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において、額縁に沿ぅ方向は、複数の同

じ光電変換素子ェレメントが並列に接続された つの並列回路からなり、前記第 光

電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間とのそれぞれ

で、前記並列回路が直列に接続されていることを特徴としている。

００65 上記の発明によれば、光電変換素子ェレメントの特性を平均化する第 光電変換

素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏

する。

００66 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において、額縁に直交する方向は、複数

の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された複数の直列回路からなるとともに

、額縁に沿ぅ方向は、前記複数の直列回路が互いに並列に接続された並列回路か

らなり、

前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間

とのそれぞれで、前記並列回路が互いに直列に接続されていることを特徴としてレ巧

００67 上記の発明によれば、光電変換素子ェレメントの特性を平均化する第 光電変換

素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏

する。

００68 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において、額縁に沿ぅ方向に、複数の同

じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された つの直列回路からなり、前記第 光

電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間とのそれぞれ

で、前記直列回路どぅしが並列に接続されていることを特徴としている。

００69 上記の発明によれば、光電変換素子ェレメントの特性を平均化する第 光電変換

素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏



する。

００7０ 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において、額縁に沿ぅ方向は、複数の同

じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された複数の直列回路からなるとともに、額

縁に直交する方向は、前記複数の直列回路が互いに並列に接続された並列回路か
らなり、前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領

城間とのそれぞれで。前記並列回路どぅしが並列に接続されていることを特徴として

いる。

００7 1 上記の発明によれば、光電変換素子ェレメントの特性を平均化する第 光電変換

素子および第2光電変換素子の配置を容易に実現することができるといぅ効果を奏

する。

００72 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記周囲光センザは、前記第

光電変換素子に、前記第2光電変換素子が発生する開放電圧がバイアス電圧とし

て印加され、前記第 光電変換素子の出力電流から周囲光の強度を検出することに

より、前記第2光電変換素子の出力を某準に用いて前記第 光電変換素子の出力か
ら前記周囲光の強度を検出することを特徴としている。

００73 上記の発明によれば、第2光電変換素子が発生する開放電圧は微弱であって、こ

の開放電圧が第 光電変換素子にバイアス電圧として印加されて出力電流に影響を

与えるので、第 光電変換素子および第2光電変換素子の特性を平均化することが、

周囲光の正確な検出に大きく寄与するといぅ効果を奏する。

００74 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とが形成された前記表示パネルの額縁辺において、レーザアニー

ル方向が前記表示パネルの額縁に沿ぅ方向に設定されていることを特徴としている。

００75 上記の発明によれば、レーザアニール方向が前記表示パネルの額縁に沿ぅ方向に

設定されているので、第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれのチ

ャネル方向に、額縁に沿ぅ方向が含まれている場合に、その部分の第 光電変換素

子と第2光電変換素子とに電流が流れやすくなるといぅ効果を奏する。

００76 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記



第2光電変換素子とが形成された前記表示パネルの額縁辺において、レーザアニー

ル方向が前記表示パネルの額縁に直交する方向に設定されていることを特徴として

いる。

００77 上記の発明によれば、レーザアニール方向が前記表示パネルの額縁に直交する

方向に設定されているので、第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞ

れのチャネル方向に、額縁に直交する方向が含まれている場合に、その部分の第

光電変換素子と第2光電変換素子とに電流が流れやすくなるといぅ効果を奏する。

００78 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子と前記

第2光電変換素子とのそれぞれのチャネル方向が、レーザアニール方向と平行にな

るよぅに、前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とが前記表示パネルの額

縁辺に配置されていることを特徴としている。

００79 上記の発明によれば、第 光電変換素子と第2光電変換素子とのそれぞれのチャ
ネル方向がレーザアニール方向と平行であるので、第 光電変換素子と第2光電変

換素子とに電流が流れやすくなるといぅ効果を奏する。

００8０ 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子の各形

成領城と前記第2光電変換素子の各形成領城との間で、それぞれのバックライトから

の平均距離が互いに等 亡とを特徴としている。

００8 1 上記の発明によれば、バックライトからの迷光が第 光電変換素子と第2光電変換

素子とに等しく届くので、それぞれの開放電圧を容易に等しくすることができるれづ

効果を奏する。

００82 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子に複数

の光電変換素子ェレメントが直列接続された箇所と、前記第2光電変換素子に前記

第 光電変換素子の前記光電変換素子ェレメントと同数の前記光電変換素子ェレメ

ントが直列接続された箇所とが、それぞれ形成されており、前記第 光電変換素子と

前記第2光電変換素子とのそれぞれについて、前記直列接続された箇所のそれぞ

れにおける初段から最終段までの各前記光電変換素子ェレメントのバックライトから

の距離が互いに等 亡とを特徴としている。

００83 上記の発明によれば、直列接続された箇所のそれぞれにおける初段から最終段ま



での各光電変換素子工レメントに、バックライトからの迷光が等しく届くので、各光電

変換素子工レメントの開放電圧を揃えることができるとレぢ効果を奏する。

００84 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記第 光電変換素子に複数

の光電変換素子工レメントが並列接続された箇所と、前記第2光電変換素子に前記

第 光電変換素子の前記光電変換素子工レメントと同数の前記光電変換素子工レメ

ントが並列接続された箇所とが、それぞれ形成されており、前記第 光電変換素子と

前記第2光電変換素子とのそれぞれについて、前記並列接続された箇所のそれぞ

れにおける初段から最終段までの各前記光電変換素子工レメントのバックライトから

の距離が互いに等 亡とを特徴としている。

００85 上記の発明によれば、並列接続された箇所のそれぞれにおける初段から最終段ま

での各光電変換素子工レメントの両端部に、バックライトからの迷光が等しく届くので

、当該光電変換素子工レメントどぅしで開放電圧を揃えることができるといぅ効果を奏

する。

００86 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記光電変換素子は、P フ

ォトダイオードからなる光電変換素子工レメントを つ以上細み合わせた構成であるこ

とを特徴としている。

００87 上記の発明によれば、表示パネルにモノリシックに形成しやすいP フォトダイオー

ドを用いた周囲光センザに対して、P フォトダイオードへの誘導ノイズを低減するこ

とができるといぅ効果を奏する。

００88 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記P フォトダイオードはラ

テラルP フォトダイオードであることを特徴としている。

００89 上記の発明によれば、表示パネルへのモノリシック形成に特にプロセスが適してい

るラテラルP フォトダイオードを用いた周囲光センザに対して、ラテラルP フォトダ

イオードへの誘導ノイズを低減することができるといぅ効果を奏する。

００9０ 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記光電変換素子は、フォトト

ランジスタからなる光電変換素子工レメントを つ以上細み合わせた構成であることを

特徴としている。

００9 1 上記の発明によれば、フォトトランジスタを用いた周囲光センザに対して、フォトトラ



ンジスタへの誘導ノイズを低減することができるといぅ効果を奏する。

００92 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、前記表示パネルは液品パネ

ルであり、前記周囲光センザによって検出された前記周囲光の強度に応じて、バック

ライト光源の輝度を調節することにより、前記表示面での表示の輝度を調節すること

を特徴としている。

００93 上記の発明によれば、周囲光の強度に応じてバックライト光源の輝度を調節する表

示装置において、光電変換素子への誘導ノイズを低減することができるといぅ効果を

奏する。

００94 本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分か

るであろぅ。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明によって明白にな

るであろぅ。

図面の簡単な説明

００95 図 本発明の実施形態を示すものであり、表示装置に備えられる周囲光センザの

フォトダイオードおよびその周辺の構成を示す断面図である。

図3 本発明の実施形態を示すものであり、表示装置の第 の構成を示すブロック図

である。

図4 周囲光センザの構成を示す回路ブロック図である。

図5 本発明の実施形態を示すものであり、表示装置の第2の構成を示すブロック図

である。

図6 本発明の実施形態における比較例を示すものであり、表示装置の第3の構成を

図7 周囲光センザの配置とP フォトダイオードの向きとの細み合わせ例を示す平

面図であり、(a) ないし(d)のそれぞれは典なる細み合わせを示している。

図8 従来技術を示すものであり、周囲光センザの第 の構成を示す回路図である。

図9 つのP フォトダイオードの出力電流とバイアス電圧との関係を示す第 のグ

ラフである。

図1０従来技術を示すものであり、周囲光センザの第2の構成を示す回路図である。



図11 つのP フォトダイオードの出力電流とバイアス電圧との関係を示す第2のグ

ラフである。

図12 複数個のP フォトダイオードが直列接続された構成の出力電流とバイアス電

圧との関係を示す第 のグラフである。

図13 複数個のP フォトダイオードが直列接続された構成の出力電流とバイアス電

圧との関係を示す第2のグラフである。

図14 従来技術を示すものであり、表示装置の構成を示すブロック図である。

図15 図 4の表示装置に備えられるマトリクス表示部の構成を示す断面図である。

図16 図 4の表示装置に備えられる周囲光センザのP フォトダイオードおよびそ

の周辺の構成を示す断面図である。

図17 図 ０の周囲光センザの出力電圧の時間変化を示すグラフである。

図18 図 の周囲光センザの変形例の構成を示す断面図である。

図19 従来技術を示すものであり、光センザ用ダイオードの構成を示す断面図である

図2０従来技術を示すものであり、フォトセンザの構成を示す断面図である。

図21 従来技術を示すものであり、光センザの構成を示す断面図である。

図22 周囲光センザの配置とP フォトダイオードの向きとの細み合わせ例を詳細に

示す平面図であり、(a) ないし(d)のそれぞれは典なる細み合わせを示している。

符号の説明

～3 表示装置

2０ 検出用素子 (光電変換素子、第 光電変換素子)

2０2 参照用素子 (光電変換素子、第2光電変換素子)

2０4 光シールド

266a 電源電圧発生素子 (第3光電変換素子)

4 3 フォトダイオード(光電変換素子工レメント)

5 6 第 シールド電極 (シールド電極 )

52 第2シールド電極 (シールド電極)

5０7 第3シールド電極 (シールド電極 )



6０ 第4シールド電極 (シールド電極 )

発明を実施するための最良の形態

００9 7 本発明の一実施形態にっいて図 ないし図7および図2 2 に某づいて説明すると以

下の通りである。

００9 8 図3 に、本実施形態に係る液品表示装置 の構成を示す。

００9 9 液品表示装置 は、図 4 の液品表示装置2 5０において、周囲光センザが備える検

出用素子 (第 光電変換素子) 2０ および参照用素子 (第2光電変換素子) 2０2の構

造および配置を変えるとともに、検出用素子2０ に接続されている配線および参照

用素子2０2 に接続されている配線からなる配線265 の構造を変え、さらに、電源回路

266 を迫加した構成である。マトリクス表示部2 6 の画素構成は、図 5 と同様である

０1００ 図4 に、上記液品表示装置2 5０の周囲光センザの構成を示す。

０1０1 この周囲光センザは、図 ０の周囲光センザにおいて、まず、光シールド(迷光に対

する光シールド) 2０4を、導電体膜で形成するとともに某準電位 ocを出力す

る電源回路 266 に接続して、電界に対するシールドとしても機能させるよぅにした構

成である。そして、さらに、検出用素子2０ のアノード端 (電流出力端子) に接続され

ている某準電位 o cの配線 、検出用素子2０ のヵソード端 (電流出力端子

) に接続されている配線 2、参照用素子2０2のアノード端 (電流出力端子) に接続さ

れている某準電位 o cの配線 3、および、参照用素子2０2のヵソード端 (電

流出力端子) に接続されている配線 4からなる配線265 全体の周囲に導電体膜を

配置して、これを上記電源回路 266 に接続して電界に対するシールドとした構成で

ある。

０1０2 図 に、検出用素子2０ および参照用素子2０2の 線断面図を示す。

０1０3 図 の構成は、図 6 の構成において、光シールド2０4を透過率の低い状態に形成

された導電体膜で形成したものである。このよぅな導電体膜としては、アニール工程、

活性化工程を考慮して、高融点の金属である o、W などが適している。図 5 に示し

た 3０6 のゲート電極 3 6やソース電極 3 8およびドレイン電極 3 9などに用レ屯

れている材料と同じ材料の導電体膜も使用可能である。また、絶縁膜4 5上には、べ



一スコート3 2および絶縁膜4 5に形成されたコンタクトホールを介して光シールド2

０4に接続された第 接続電極4 6が設けられている。この第 接続電極4 6は、

3０6のゲート電極3 6と同じ屑からパターン形成可能である。さらに、屑間絶縁膜4

7上には、屑間絶縁膜4 7に形成されたコンタクトホールを介して第 接続電極4 6

に接続された第2接続電極4 2 が設けられている。第2接続電極4 2 は、 3０6

のソース電極3 8およびドレイン電極3 9と同じ屑からパターン形成可能である。こ

の第2接続電極4 2 ほ、後述の電源回路266 に接続されている。

０1０4 また、アノード端となるアノード電極4 8は電位 の配線 または 3に接続されて

おり、ヵソード端となるヵソード電極4 9は偵算増幅器2０5の入力端子に接続される

配線 2または 4に接続されている。

０1０5 電源回路266 は、例えば図3に示すよぅに検出用素子2０ および参照用素子2０2

の形成領城および配線265 に近接して設けられている。電源回路266 は、某準電位

ocを生成して第2接続電極4 2 に与える。

０1０6 このよぅに、光シールド2０4を所定の電位とすることにより、光シールド2０4を電界に

対するシールドとしても機能させることができる。この場合に、P フォトダイード4 3

…にガラス某板 3 4側から、すなわち表示パネルの背面側から到達しよぅとする電界

ついては光シールド2０4で電気力線を終端させることができる。また、光シールド2０

4に、電界に対するシールドの機能を持たせたので、電磁シールドの効果もある程度

は見込める。

０1０7 また、光シールド2０4がフローティングとなって検出用素子2０ および参照用素子

2０2のダイオード特性が不安定になることを防ぐことができる。

０1０8 また、光シールド2０4の電位は必ずしもP フォトダイオード4 3のヵソード電位と

同じでなくてもよいが、上記のよぅに同じ ocとすることにより、ヵソードと光シー

ルド2０4との間の寄生容最が低減されるので、ヵソード電位が光シールド2０4から全

く影響を受けなくすることができる。

０1０9 また、上記のよぅに電源回路266 を設ける代わりに、図 8に示すよぅに、第2接続電

極4 2 を参照用素子2０2のヵソード電極4 9に接続することにより、光シールド2０4

に電位 ocを与えるよぅにしてもよい。



０11０ 図2に、図3の 線断面図を示す。

０111 この断面構成は、ガラス某板 3 4上に、べ一スコート3 2、第 シールド電極 5 6

屑間絶縁膜4 7、配線265 ( 2 3 4)、第2シールド電極 5 2 、屑間絶縁膜

4 2０、および、第3シールド電極 5０7が順次積層されてパターン形成されたものであ

る。また、液品表示装置25０が反射型モードでの表示をも行ぅことのできる構成であ

る場合には、第4シールド電極6０ が設けられていてもよい。

０112 第 シールド電極 5 6ほ、少なくとも配線265 の下方、すなわち配線265 に対して

表示パネルの背面側に位置する領城に設けられており、図 5に示した の

ゲート電極3 6と同じ屑から形成可能である。また、第 シールド電極 5 6は、前述し

た電源回路 266 から某準電位 ocを与えられている。配線265 および第2シ

ールド電極 5 2 は、 3０6のソース電極3 8およびドレイン電極3 9と同じ屑から

形成可能である。配線265 は両側を第2シールド電極 5 2 で挟まれるよぅに配置され

ている。また、ここでは、配線265 の中で、配線 2 4を外側に配置し、配線 を配

線 2の内側隣に、配線 3を配線 4の内側隣に、それぞれ配置している。また、第2

シールド電極 5 2 は、屑間絶縁膜4 7に形成されたコンタクトホールを介して第 シ

ールド電極 5 6に接続されている。

０113 第3シールド電極 5０7は、少なくとも配線265 の上方に位置する領城に設けられて

おり、図 5に示した画素電極3０7と同じ屑から形成可能である。また、第3シールド

電極 5０7は、屑間絶縁膜4 2０に形成されたコンタクトホールを介して第2シールド電

極 5 2 に接続されている。第4シールド電極6０ が設けられる場合には、第4シール

ド電極6０ は、極力広い面積で第3シールド電極 5０7と接するよぅに設けられ、第3シ

ールド電極 5０7上に反射電極と同じ屑から形成可能である。

０114 上記の構成とすることにより、配線265 は、第 シールド電極 5 6と第3シールド電

極 5０7 (および第4シールド電極6０ ) とによって上下を挟まれ、第2シールド電極 5 2

によって両側方を挟まれた状態となる。特に、第 シールド電極 5 6が設けられてい

ることにより、配線265 にガラス某板 3 4側から到達しよぅとする電界による電気力線

を第 シールド電極 5 6で終端させることができる。これらのシールド電極は全て電源

回路 266 によって電位 ocとなっているので、シールド効果は大きく、電界に



よる配線265 への誘導ノイズはかなり低減される。さらに、第2シールド電極 52 を第

シールド電極 5 6に接続するためのコンタクトホール、および、第3シールド電極 5０

7を第2シールド電極 52 に接続するためのコンタクトホールを、極力、配線265 の側

方にあるシールド間隙を埋めるように設ければ、配線265 は周囲を全てシールド電極

で囲まれた状態となり、シールド効果は非常に高まる。

０115 シールド電極の電位を配線 2 4の電位と等しくなるようにしたので、配線 2 4

とシールド電極との間に形成された寄生容呈は低減される。

０116 また、上記のように電源回路266 を設ける代わりに、図 8に示したのと同様に、第

シールド電極 5 6～第4シールド電極6０ に、参照用素子2０2の力ソード電極4 9

から電位 ocを与えるようにしてもよい。

０117 次に、被品表示装置 における検出用素子2０ および参照用素子2０2の配置に

ついて説明する。

０118 図3に示すように、被品表示装置 では、検出用素子2０ が設けられている領城と、

参照用素子2０2が設けられている領城とが、額縁に沿って交互に繰り返し並ぶように

分割配置されている。各領城において、P フォトダイオード4 3 …は所定数だけ直

列接続および並列接続され、検出用素子2０ の全領城と、参照用素子2０2の全領

城とのそれぞれで、 個の直列接続および規定数の並列接続による構成とされる。こ

の場合の は でもよいし、2以上でもよい。また、並列接続の数も または複数でよい

。これにより、P フォトダイオード4 3の特性に大きな面内ばらつきが生じていても、

検出用素子2０ の全領城と検出用素子2０ の全領城とのそれぞれについて平均化

された特性が検出用素子2０ および参照用素子2０2の特性となるために、検出用素

子2０ の特性と参照用素子2０2の特性とをほぼ等しくすることができる。そして、検出

用素子2０ の各領城間で、到達する迷光に差があり、また、参照用素子2０2の各領

城間で、到達する迷光に差があっても、検出用素子2０ の全体と参照用素子2０2の

全体とでは、迷光から受ける影響がほぼ等しくなるため、迷光の差による周囲光

の検出誤差を、図 4の場合よりも 、さくすることができる。

０119 図5に、検出用素子2０ および参照用素子2０2の他の配置をとる被品表示装置2

の構成を示す。



０12０ 液品表示装置2では、検出用素子2０ が設けられている領城と、参照用素子2０2

が設けられている領城とが、額縁に直交する方向に沿って交互に繰り返し並ぶよぅに

分割配置されている。この場合においても、各領城において、P フォトダイオード4

3 …は所定数だけ直列接続および並列接続され、検出用素子2０ の全領城と、参

照用素子2０2の全領城とのそれぞれで、 個の直列接続および規定数の並列接続

による構成とされる。 は でもよい。これによっても、検出用素子2０ の特性と参照用

素子2０2の特性とをほぼ等しくすることができる。そして、同様に、迷光の差による周

囲光 の検出誤差を、図 4の場合よりも 、さくすることができる。

０12 1 図6に、比較例として、検出用素子2０ および参照用素子2０2のさらに他の配置を

とる液品表示装置3の構成を示す。

０122 液品表示装置3では、検出用素子2０ が設けられている領城と、参照用素子2０2

が設けられている領城とが、 つずつ、額縁に直交する方向に沿って並ぶよぅに配置

されている。この場合には、額縁に沿ぅ方向の長い距離に対しては検出用素子2０

の領城と参照用素子2０2の領城とが並行して設けられているために、図 4の場合よ

りも検出用素子2０ の特性と参照用素子2０2の特性との差が縮 体れ、迷光の差に

よる周囲光 の検出誤差も縮小する。しかし、額縁に直交する方向には領城が分

割されないので、図4および図5の構成の方が、これらの効果は大きい。

０123 図7の (a) および (b) に、図3の構成におけるP フォトダイオード4 3 …の形成お

よび接続方向の例を示す。ここでは特に が2以上である場合の利点を考慮している

が 二 も可能である。図7の (a) では、アノードとカソードとを結ぶ方向が額縁に直交

する方向であり、 個の直列接続もこの方向に行われる。並列接続は、各領城および

全領城で、額縁に沿ぅ方向に、 個の直列接続を つの並列枝路とする並列接続とし

て行われる。図7の (b)でほ、アノードとカソードとを結ぶ方向が額縁に沿ぅ方向であり

、各領城での直列接続および全領城での 個の直列接続もこの方向に行われる。並

列接続は、各領城で額縁に直交する方向に、各直列接続を つの並列枝路とする並

列接続として行われる。

０124 図7の (c) および (d) に、図5の構成におけるP フォトダイオード4 3 …の形成お
よび接続方向の例を示す。図7の (c) では、アノードとカソードとを結ぶ方向が額縁に



直交する方向であり、各領城での直列接続および全領城での 個の直列接続もこの

方向に行われる。並列接続は、各領城で額縁に沿う方向に、各直列接続を つの並

列枝路とする並列接続として行われる。図7の (d)では、アノードとカソードとを結ぶ方

向が額縁に沿う方向であり、 個の直列接続もこの方向に行われる。並列接続は、各

領城および全領城で額縁に直交する方向に、各直列接続を つの並列枝路とする

並列接続として行われる。

０125 特に、図7の (b)では、参照用素子2０2の各領城において、P フォトダイオード4

3 …の各直列接続のアノード端とカソード端とで到達する迷光がほぼ等しく、またP

フォトダイオード4 3の特性はほぼ揃っているため、各P フォトダイオード4 3で

の発生キヤリア数が揃い、個々の開放電圧 ocが揃う。従って、図7の (b)の構成は、

この点で、図7の (a) (c) (d)の構成よりも好ましい。

０126 なお、図7の (a) ～(d)で、直列接続の方向と並列接続の方向とが上記のように定

められていれば、P フォトダイオード4 3 …の個々のアノードとカソードとを結ぶ方

向は、上述したものと直交する方向など、他の任意の方向でもよい。

０127 また、図 および図2で説明した電源電圧発生素子266a についても、形成領城を

参照用素子2０2と同じ位置に分割配置すれば、参照用素子2０2と電源電圧発生素

子266a とで開放電圧 ocがほぼ同じになる。

０128 また、レーザアニール方向はチヤネル方向と同じになるほうが電流が流れやすい。

従って、図7の (a) (b) (c) (d) においてレーザアニール方向が額縁に沿う方向で

ある場合には、チヤネル方向が額縁に沿っている図7の (b) (d)の構成のほうが、チ

ヤネル方向が額縁に直交する図7の (a) (c) の構成よりも好ましい。逆に、レーザア

ニール方向が額縁に直交する場合には、図7の (a) (c) の構成のほうが、チヤネル

方向が額縁に直交する図7の (b) (d)の構成よりも好ましい。

０129 図7をさらに詳細に記載した図を図22に示す。図22の (a) (b)ではP フォトダイ

オード4 3が、横方向に直列接続、縦方向に並列接続されている。図22の (c) (d)

では、P フォトダイオード4 3が、縦方向に直列接続、横方向に並列接続されてい
る。

０13０ 図22の ( ) において、検出用素子2０ が設けられている領城、およ



び、参照用素子2０2が設けられている領城の、バックライト253 からの離間方向が、

表示パネル2 5 のパネル面への投影において額縁に直交する方向である場合には

、図2 2の (a) (b)では、検出用素子2０ が設けられている領城に到達する迷光と、

参照用素子2０2が設けられている領城に到達する迷光とが、全体で互 、いに等 の

で、検出用素子2０ と参照用素子2０2とで開放電圧 ocが互いに等 、。特に、

図2 2 (b)では、検出用素子2０ と参照用素子2０2とのそれぞれについて、直列接続

された箇所のそれぞれにおける初段から最終段までの各P フォトダイオード4 3の

バックライト 3からの距離が互いに等 、。この場合には、直列接続された箇所の

それぞれにおける初段から最終段までの各P フォトダイオード4 3に、バックライト

253 からの迷光が等しく届くので、各P フォトダイオード4 3の開放電圧 ocを揃

えることができる。

０13 1 さらに図2 2の (c) (d)でも、検出用素子2０ が設けられている領城に到達する迷

光と、参照用素子2０2が設けられている領城に到達する迷光とが、全体で互いに等

しいので、検出用素子2０ と参照用素子2０2とで開放電圧 o cが互 、いに等 。

特に図2 2の (d)では、検出用素子2０ と参照用素子2０2とのそれぞれについて、並

列接続された箇所のそれぞれにおける初段から最終段までの各P フォトダイオー

ド4 3のバックライト253 からの距離が互いに等 、。この場合には、並列接続された

箇所のそれぞれにおける初段から最終段までの各P フォトダイオード4 3のアノー

ド端またはカソード端に、バックライト253 からの迷光が等しく届くので、並列接続され

るP フォトダイオード4 3どうしのアノード端とカソード端とに迷光が等しく届くことに

なる。検出用素子2０ と参照用素子2０2との各領城において、P フォトダイオード

4 3の特性はほぼ揃っているため、各P フォトダイオード4 3での発生キヤリア数

が揃い、個々の開放電圧Vocが揃う。

０132 従って、(b) ノ (a) (d) ノ (c) の順に好ましい構成となる。

０133 逆に、図2 2の (a) (b) (c) (d) において、検出用素子2０ が設けられている領城

、および、参照用素子2０2が設けられている領城の、バックライト253 からの離間方向

が、表示パネル2 5 のパネル面への投影において額縁に沿う方向である場合には、

図2 2の (c) (d)では、検出用素子2０ が設けられている領城に到達する迷光と、参



照用素子2０2が設けられている領城に到達する迷光とが、全体で互いに等しいので

、検出用素子2０ と参照用素子2０2との間で開放電圧 o cがほぼ同じになる。

０134 さらに図2 2の (a) (b)でも、検出用素子2０ が設けられている領城に到達する迷

光と、参照用素子2０2が設けられている領城に到達する迷光とが、全体で互いに等

しいので、検出用素子2０ と参照用素子2０2とで開放電圧 ocが互いに等しい。

特に図2 2 (a) では、検出用素子2０ と参照用素子2０2とのそれぞれについて、並列

接続された箇所のそれぞれにおける初段から最終段までの各P フォトダイオード4

3のバックライト253 からの距離が互いに等しい。この場合には、並列接続された箇

所のそれぞれにおける初段から最終段までの各P フォトダイオード4 3のアノード

端とカソード端とに、バックライト253 からの迷光が等しく届くので、並列接続されるP

フォトダイオード4 3どうしのアノード端とカソード端とに迷光が等しく届くことになる

。検出用素子2０ と参照用素子2０2との各領城において、P フォトダイオード4 3

の特性はほぼ揃っているため、各P フォトダイオード4 3での発生キヤリア数が揃

い、個々の開放電圧 ocが揃う。従って、(c) ノ (a) (d) ノ (b)の順に好ましい構成

となる。

０135 以上、本実施形態について説明した。

０136 なお、本実施形態では、周囲光センザの構成の一例として図4の構成を挙げたが、

P フォトダイオード4 3のアノードとカソードとの位置を入れ替えても同様の検出が

行えることは自明である。また、この場合にカソード端を基準電位としてのG に接

続するなど、配線 3の電位を適正選択することができることはもちろんである。

偵算増幅器を用いた積分偵算なども、積分とともに出力電圧 oを減少させる方向に

変化させたり、後段にさらに反転増幅器・非反転増幅器などの増幅器や、加算回路・

減算回路などを接続したりするなど、構成は自由に設計することができる。

０137 また、本実施形態では、検出用素子2０ および参照用素子2０2を表示パネルにモ

ノリシックに形成したが、これに限らず、COG の形態などで表示パネルに配置しても

よい。そして、この場合に、光シールド2０3 2０4を検出用素子2０ および参照用素

子2０2のチップ上やチップ内部に形成するようにしてもよい。

０138 また、光電変換素子工レメントとして、P フォトダイオードの他に、フォトトランジス



タなども使用可能である。

０139 また、図 の光シールド2０4を、図8の周囲光センザの光シールド ０3などを初めと

する、一般の参照用P フォトダイオードの光シールドに適用することも可能である。

従って、周囲光を、積分せずに、電流増幅を行ったり、電流一電圧変換したりするこ

とにより検出するなど、検出方法も任意である。

０14０ また、表示装置としては液品表示装置に限らず、周囲光センザを用いて表示の明

るさを調節することのできるものであれば任意でよく、例えば 表示装置やブラズマ

ディスプレイなどに適用可能である。また、携帯電話やP などの携帯端末に限ら

ず、小型から大型まであらゆるザイズの表示パネルを備えた表示装置が可能である。

・なお、表示装置としては以下のよぅなものも可能である。

( )

表示パネルに配置された光電変換素子を用いて表示面側の周囲光の強度を光電

変換して検出する周囲光センザを備え、前記周囲光センザによって検出された周囲

光の強度に応じて前記表示面での表示の輝度を調節する表示装置であって、前記

光電変換素子に対して前記表示パネルの背面側に、導電体からなる、迷光に対する

光シールドを備え、前記迷光に対する光シールドに所定の電位が与えられることを特

徴とする表示装置。

０14 1 上記の発明によれば、光電変換素子に対して表示パネルの背面側に備えられた、

導電体からなる、迷光に対する光シールドに、所定の電位を与えるので、迷光に対

する光シールドは電界に対するシールドとしても機能する。従って、光電変換素子に

表示パネルの背面側からノイズが誘導されることを防止することができる。また、光シ

ールドがフローティングとなって光電変換素子の特性、例えばダイオード特性が不安

定になることを防ぐことができる。

０142 以上により、周囲光センザに用いられる光電変換素子への誘導ノイズをさらに低減

することのできる表示装置を実現することができるといぅ効果を奏する。

０143 また、上記電界に対するシールドを迷光に対する光シールドが兼ねるので、電界に

対するシールドを設けるための迫加部材の数を抑制することができるといぅ効果を奏

する。



(2)

前記周囲光センザにおいて、前記光電変換素子の2つの電流出力端子のぅちの一

方の前記電流出力端子は某準電位の電源に接続されており、前記所定の電位は、

他方の前記電流出力端子の電位と同じに設定されていることを特徴とする表示装置

０144 上記の発明によれば、光電変換素子の一方の電流出力端子が某準電位の電源に

接続されているので、他方の電流出力端子が光電変換素子の出力に応じて上記某

準電位を某準にした電位を取るときに、迷光に対する光シールドと同じ電位となること

により、迷光に対する光シールドと他方の電流出力端子との間の寄生容呈を介した

電位変動を受けずに済む。従って、光電変換素子の他方の電流出力端子の電位が

安定するれづ効果を奏する。

(3)

前記周囲光センザは、前記光電変換素子として、周囲光が照射される第 光電変

換素子と、某準の明るさの環境下に置かれた、前記第 光電変換素子と同じ構成の

第2光電変換素子とを備えており、前記第 光電変換素子に、前記第2光電変換素

子が発生する開放電圧がバイアス電圧として印加され、前記第 光電変換素子の出

力電流から、周囲光の強度を検出することを特徴とする表示装置。

０145 上記の発明によれば、第2光電変換素子に発生する開放電圧、および、第 光電

変換素子に印加される上記開放電圧に等しいバイアス電圧を、迷光に対する光シー

ルドを他方の電流出力端子と同じ電位とすることが、周囲光の強度の検出を精度よく

行ぅことに大きく寄与するれづ効果を奏する。

(4 )

前記光電変換素子は、少なくとも、複数の同じ光電変換素子工レメントが直列に接

続された構成であることを特徴とする表示装置。

０146 上記の発明によれば、第2光電変換素子に発生する開放電圧を個々の光電変換

素子工レメントの開放電圧の和とすることで、第 光電変換素子の出力電流の検出に

誤差が生じにくくなるため、迷光に対する光シールドを他方の電流出力端子と同じ電

位とすることにより開放電圧を安定して第 光電変換素子に印加することが、周囲光



の強度の検出を精度よく行ぅことに大きく寄与するといぅ効果を奏する。

(5)

前記光電変換素子は、同じ光電変換素子工レメントが つ以上の同じ数だけ直列

接続された直列回路が複数並列に接続された構成であることを特徴とする表示装置

０147 上記の発明によれば、光電変換素子工レメントの直列回路が複数並列に接続され

ているので、光電変換素子の単位照射光最当たりの出力電流が大きくなり、周囲光

の強度の検出精度が高まるとレぢ効果を奏する。

(6)

前記光電変換素子は、P フォトダイオードからなる光電変換素子工レメントを つ

以上細み合わせた構成であることを特徴とする表示装置。

０148 上記の発明によれば、表示パネルにモノリシックに形成しやすいP フォトダイオー

ドを用いた周囲光センザに対して、P フォトダイオードへの誘導ノイズを低減するこ

とができるといぅ効果を奏する。

(7)

前記P フォトダイオードはラテラルP フォトダイオードであることを特徴とする表

示装置。

０149 上記の発明によれば、表示パネルへのモノリシック形成に特にプロセスが適してい
るラテラルP フォトダイオードを用いた周囲光センザに対して、ラテラルP フォトダ

イオードへの誘導ノイズを低減することができるといぅ効果を奏する。

(8)

前記光電変換素子は、フォトトランジスタからなる光電変換素子工レメントを つ以

上細み合わせた構成であることを特徴とする表示装置。

０15０ 上記の発明によれば、フォトトランジスタを用いた周囲光センザに対して、フォトトラ

ンジスタへの誘導ノイズを低減することができるといぅ効果を奏する。

(9)

前記表示パネルは 液品パネルであり、前記光電変換素子は 某板の額縁

領城に、 の活性屑と同じ屑を用いて形成されていることを特徴とする表示装置。



０15 1 上記の発明によれば、光電変換素子を 液品パネルのプロセスを用いて容易に

製造することができるといぅ効果を奏する。

( ０)

前記迷光に対する光シールドは、前記額縁領城に のゲート電極の屑よりも積

層方向下方に形成されており、前記迷光に対する光シールドに接続されているととも

に、前記額縁領城に前記ゲート電極と同じ屑から形成された第 接続電極と、前記第

接続電極に接続されているとともに、前記額縁領域に のソース電極と同じ屑か
ら形成された第2接続電極とを備えており、前記第2接続電極は、前記所定の電位を

与える電源に接続されていることを特徴とする表示装置。

０152 上記の発明によれば、迷光に対する光シールドに所定の電位を与えるための配線。

を、 液品パネルのプロセスを用いて容易に製造することができるといぅ効果を奏

する。

( )

前記光電変換素子に対して、前記表示パネルの表示面側に、電界に対するシー

ルドを備えていることを特徴とする表示装置。

０153 上記の発明によれば、光電変換素子に対して、表示パネルの表示面側にも電界に

対するシールドを備えることにより光電変換素子への誘導ノイズを非常に 、さくするこ

とができるといぅ効果を奏する。

( 2)

前記光電変換素子に対して、前記表示パネルの表示面側に、画素電極と同じ屑か
ら形成した電界に対するシールドを備えていることを特徴とする表示装置。

０154 上記の発明によれば、光電変換素子に対して、表示パネルの表示面側に備えられ

る電界に対するシールドを、 液品パネルのプロセスを用いて容易に製造するこ

とができるといぅ効果を奏する。

( 3 )

前記周囲光センザによって検出された前記周囲光の強度に応じて、バックライト光

源の輝度を調節することにより、前記表示面での表示の輝度を調節することを特徴と

する表示装置。



０155 上記の発明によれば、周囲光の強度に応じてバックライト光源の輝度を調節する表

示装置において、光電変換素子への誘導ノイズを低減することができるといぅ効果を

奏する。

( 4 )

前記所定の電位は、他方の前記電流出力端子から与えられることを特徴とする表

示装置。

０156 上F の発明によれば、迷光に対する光シールドに、容易に所定の電位を与えること

ができるといぅ効果を奏する。

2・また、表示装置として、さらに以下のよぅなものが可能である。

( )

表示パネルに配置された光電変換素子を用いて表示面側の周囲光の強度を光電

変換して検出する周囲光センザを備え、前記周囲光センザによって検出された周囲

光の強度に応じて前記表示面での表示の輝度を調節する表示装置であって、前記

光電変換素子の出力を伝達する配線に対して前記表示パネルの背面側に、電界に

対するシールドとしての第 シールド電極を備えていることを特徴とする表示装置。

０157 上記の発明によれば、光電変換素子の出力を伝達する配線に対して表示パネル

の背面側に、電界に対するシールドとしての第 シールド電極を備えているので、光

電変換素子の出力を伝達する配線に表示パネルの表示面側と反対側からノイズが

誘導されることを防止することができる。

０158 以上により、周囲光センザに用いられる光電変換素子の出力を伝達する配線への

誘導ノイズをさらに低減することのできる表示装置を実現することができるといぅ効果

を奏する。

( )

前記配線の両側方に、電界に対するシールドとしての第2シールド電極を備えてい
ることを特徴とする表示装置。

０159 上記の発明によれば、第2シールド電極が電界に対するシールドとして加わるので

、配線への誘導ノイズをさらに低減することができるれ、ぅ効果を奏する。

( )



前記配線に対して前記表示面側に、電界に対するシールドとしての第3シールド電

極を備えていることを特徴とする表示装置。

０16０ 上記の発明によれば、第3シールド電極が電界に対するシールドとして加わるので

、配線への誘導ノイズをさらに低減することができるといぅ効果を奏する。

(4 )

前記配線の両側方に設けられるとともに、前記第 シールド電極に接続された第2

シールド電極と、前記配線に対して前記表示面側に設けられるとともに、前記第2シ

ールド電極に接続された第3シールド電極とを備えていることを特徴とする表示装置

０16 1 上記の発明によれば、第2シールド電極および第3シールド電極が電界に対するシ

ールドとして第 シールド電極に接続された状態で加わるので、配線の周囲が電界に

対するシールドで囲まれた状態に近くなり、あるいは囲まれた状態になり、配線への

誘導ノイズを特に大きく低減することができるといぅ効果を奏する。

(5)

前記周囲光センザにおいて、前記光電変換素子の2つの電流出力端子のぅちの一

方の前記電流出力端子は某準電位の電源に接続されており、前記第 シールド電

極に、他方の前記電流出力端子の電位と同じ電位が与えられることを特徴とする表

示装置。

０162 上記の発明によれば、光電変換素子の一方の電流出力端子が某準電位の電源に

接続されているので、他方の電流出力端子が光電変換素子の出力に応じて上記某

準電位を某準にした電位を取るときに、第 シールド電極と同じ電位となることにより、

第 シールド電極と他方の電流出力端子に接続されている配線との間の寄生容呈を

介した電位変動を受けずに済む。従って、光電変換素子の他方の電流出力端子に

接続されている配線の電位が安定するといぅ効果を奏する。

(6)

前記周囲光センザは、前記光電変換素子として、周囲光が照射される第 光電変

換素子と、某準の明るさの環境下に置かれた、前記第 光電変換素子と同じ構成の

第2光電変換素子とを備えており、前記第 光電変換素子に、前記第2光電変換素



子が発生する開放電圧がバイアス電圧として印加され、前記第 光電変換素子の出

力電流から、周囲光の強度を検出することを特徴とする表示装置。

０163 上記の発明によれば、第2光電変換素子に発生する開放電圧、および、第 光電

変換素子に印加される上記開放電圧に等しいバイアス電圧を、第 シールド電極を

他方の電流出力端子と同じ電位とすることが、周囲光の強度の検出を精度よく行ぅこ

とに大きく寄与するといぅ効果を奏する。

(7)

前記光電変換素子は、少なくとも、複数の同じ光電変換素子工レメントが直列に接

続された構成であることを特徴とする表示装置。

０164 上記の発明によれば、第2光電変換素子に発生する開放電圧を個々の光電変換

素子工レメントの開放電圧の和とすることで、第 光電変換素子の出力電流の検出に

誤差が生じにくくなるため、第 シールド電極を他方の電流出力端子と同じ電位とす

ることにより開放電圧を安定して第 光電変換素子に印加することが、周囲光の強度

の検出を精度よく行ぅことに大きく寄与するとレぢ効果を奏する。

(8)

前記光電変換素子は、同じ光電変換素子工レメントが つ以上の同じ数だけ直列

接続された直列回路が複数並列に接続された構成であることを特徴とする表示装置

０165 上記の発明によれば、光電変換素子工レメントの直列回路が複数並列に接続され

ているので、光電変換素子の単位照射光呈当たりの出力電流が大きくなり、周囲光

の強度の検出精度が高まるとレぢ効果を奏する。

(9)

前記光電変換素子は、P フォトダイオードからなる光電変換素子工レメントを つ

以上細み合わせた構成であることを特徴とする表示装置。

０166 上記の発明によれば、表示パネルにモノリシックに形成しやすいP フォトダイオー

ドを用いた周囲光センザに対して、P フォトダイオードへの誘導ノイズを低減するこ

とができるといぅ効果を奏する。

( )



前記P フォトダイオードはラテラルP フォトダイオードであることを特徴とする表

示装置。

０167 上記の発明によれば、表示パネルへのモノリシック形成に特にプロセスが適してい

るラテラルP フォトダイオードを用いた周囲光センザに対して、ラテラルP フォトダ

イオードへの誘導ノイズを低減することができるといぅ効果を奏する。

( )

前記光電変換素子は、フォトトランジスタからなる光電変換素子ェレメントを つ以

上細み合わせた構成であることを特徴とする表示装置。

０168 上記の発明によれば、フォトトランジスタを用いた周囲光センザに対して、フォトトラ

ンジスタへの誘導ノイズを低減することができるといぅ効果を奏する。

( 2)

前記表示パネルは 被品パネルであり、前記配線は、 某板の額縁領城に

のソース電極と同じ屑を用いて形成されており、前記第 シールド電極は、前記

額縁領城に のゲート電極と同じ屑を用いて形成されていることを特徴とする表示

装置。

０169 上記の発明によれば、配線および第 シールド電極を 被品パネルのプロセス

を用いて容易に製造することができるといぅ効果を奏する。

( 3 )

前記表示パネルは 被品パネルであり、前記配線および前記第2シールド電極

は、 某板の額縁領城に のソース電極と同じ屑を用いて形成されていること

を特徴とする表示装置。

０17０ 上記の発明によれば、配線および第2シールド電極を 被品パネルのプロセス

を用いて容易に製造することができるといぅ効果を奏する。

( 4 )

前記表示パネルは 被品パネルであり、前記配線は、 某板の額縁領城に

のソース電極と同じ屑を用いて形成されており、前記第3シールド電極は、前記

額縁領域に画索電極と同じ屑を用いて形成されていることを特徴とする表示装置。

０17 1 上記の発明によれば、配線および第3シールド電極を 被品パネルのプロセス



を用いて容易に製造することができるといぅ効果を奏する。

( 5 )

前記表示パネルは 被品パネルであり、前記配線は、 某板の額縁領城に

のソース電極と同じ屑を用いて形成されており、前記第 シールド電極は、前記

額縁領城に のゲート電極と同じ屑を用いて形成されており、前記第2シールド電

極は、前記額縁領城に のソース電極と同じ屑を用いて形成されており、前記第

3シールド電極は、前記額縁領域に画索電極と同じ屑を用いて形成されていることを

特徴とする表示装置。

０172 上記の発明によれば、配線および第 ～第3シールド電極を 被品パネルのプ

ロセスを用いて容易に製造することができるといぅ効果を奏する。

( 6 )

前記表示パネルは、前記画素電極上に直接積層された、反射型表示用の反射電

極を備えており、前記第3シールド電極上に、前記反射電極と同じ屑を用いて形成さ

れた第4シールド電極が設けられていることを特徴とする表示装置。

０173 上記の発明によれば、第3シールド電極と第4シールド電極とが積層されてシール

ド電極としてのシート抵抗が 、さくなるため、反射電極の屑といぅ既存の屑を用いて

電界に対するシールド効果を高めることができるといぅ効果を奏する。

( 7 )

前記周囲光センザによって検出された前記周囲光の強度に応じて、バックライト光

源の輝度を調節することにより、前記表示面での表示の輝度を調節することを特徴と

する表示装置。

０174 上記の発明によれば、周囲光の強度に応じてバックライト光源の輝度を調節する表

示装置において、光電変換素子への誘導ノイズを低減することができるといぅ効果を

奏する。

０175 本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種

々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段

を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。

０176 本発明の表示装置は、以上のよぅに、表示パネルに配置された光電変換素子を用



いて表示面側の周囲光の強度を光電変換して検出する周囲光センザを備え、前記

周囲光センザによって検出された周囲光の強度に応じて前記表示面での表示の輝

度を調節する表示装置であって、前記周囲光センザは、前記光電変換素子として、

周囲光が照射される第 光電変換素子と、某準の明るさの環境下に置かれた、前記

第 光電変換素子と同じ構成の第2光電変換素子とを備えているとともに、前記第2

光電変換素子の出力を某準に用いて前記第 光電変換素子の出力から前記周囲光

の強度を検出し、前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形

成領城が、前記表示パネル面内で交互に繰り返して並ぶよぅに分割配置されてレ巧

０177 以上により、光電変換素子を構成する光電変換素子工レメントの表示パネル上に

おける特性ばらつきが大きくても、周囲光の強度を正確に検出することのできる表示

装置を実現することができるれづ効果を奏する。

０178 発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あく

までも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのよぅな具体例にのみ限

定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範

囲内において、いろいろと変更して実施することができるものである。

産業上の禾 用可能，吐

０179 本発明は、携帯型の液品表示装置に特に好適に使用することができる。



請求の範囲

表示パネルに配置された光電変換素子を用いて表示面側の周囲光の強度を光電

変換して検出する周囲光センザを備え、前記周囲光センザによって検出された周囲

光の強度に応じて前記表示面での表示の輝度を調節する表示装置であって、

前記周囲光センザは、前記光電変換素子として、周囲光が照射される第 光電変

換素子と、某準の明るさの環境下に置かれた、前記第 光電変換素子と同じ構成の

第2光電変換素子とを備えているとともに、前記第2光電変換素子の出力を某準に用

いて前記第 光電変換素子の出力から前記周囲光の強度を検出し、

前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城が、前記

表示パネル面内で交互に繰り返して並ぶよぅに分割配置されていることを特徴とする

表示装置。

2 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城が、前記

表示パネルの額縁領城で額縁に沿って交互に繰り返して並ぶよぅに分割配置されて

いることを特徴とする請求の範囲第 項に記載の表示装置。

3 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城が、前記

表示パネルの額縁領城で額縁に直交する方向に沿って交互に繰り返して並ぶよぅに

分割配置されていることを特徴とする請求の範囲第 項に記載の表示装置。

4 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において

、額縁に直交する方向は、複数の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された

つの直列回路からなり、

前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間

とのそれぞれで、前記直列回路が並列に接続されていることを特徴とする請求の範

囲第2項に記載の表示装置。

5 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において

、額縁に直交する方向は、複数の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された

複数の直列回路からなるとともに、額縁に沿ぅ方向は、前記複数の直列回路が互い

に並列に接続された並列回路からなり、

前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間



とのそれぞれで、前記並列回路が互いに並列に接続されていることを特徴とする請

求の範囲第2項に記載の表示装置。

6 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において

、額縁に沿ぅ方向に、複数の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された つの

直列回路からなり、

前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間

とのそれぞれで、前記直列回路どぅしが直列に接続されていることを特徴とする請求

の範囲第2項に記載の表示装置。

7 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において

、額縁に沿ぅ方向は、複数の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された複数

の直列回路からなるとともに、額縁に直交する方向は、前記複数の直列回路が互い

に並列に接続された並列回路からなり、

前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間

とのそれぞれで。前記並列回路どぅしが直列に接続されていることを特徴とする請求

の範囲第2項に記載の表示装置。

8 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において

、額縁に沿ぅ方向は、複数の同じ光電変換素子ェレメントが並列に接続された つの

並列回路からなり、

前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間

とのそれぞれで、前記並列回路が直列に接続されていることを特徴とする請求の範

囲第3項に記載の表示装置。

9 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において

、額縁に直交する方向は、複数の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された

複数の直列回路からなるとともに、額縁に沿ぅ方向は、前記複数の直列回路が互い

に並列に接続された並列回路からなり、

前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間

とのそれぞれで、前記並列回路が互いに直列に接続されていることを特徴とする請

求の範囲第3項に記載の表示装置。



０ 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領城において

、額縁に沿ぅ方向に、複数の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された つの

直列回路からなり、

前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間

とのそれぞれで、前記直列回路どぅしが並列に接続されていることを特徴とする請求

の範囲第3項に記載の表示装置。

前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれの形成領域において

、額縁に沿ぅ方向は、複数の同じ光電変換素子ェレメントが直列に接続された複数

の直列回路からなるとともに、額縁に直交する方向は、前記複数の直列回路が互い

に並列に接続された並列回路からなり、

前記第 光電変換素子の各形成領城間と前記第2光電変換素子の各形成領城間

とのそれぞれで。前記並列回路どぅしが並列に接続されていることを特徴とする請求

の範囲第3項に記載の表示装置。

2 前記周囲光センザは、

前記第 光電変換素子に、前記第2光電変換素子が発生する開放電圧がバイアス

電圧として印加され、前記第 光電変換素子の出力電流から周囲光の強度を検出す

ることにより、前記第2光電変換素子の出力を某準に用いて前記第 光電変換素子

の出力から前記周囲光の強度を検出することを特徴とする請求の範囲第 項から第

項までのいずれか 項に記載の表示装置。

3 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とが形成された前記表示パネルの

額縁辺において、レーザアニール方向が前記表示パネルの額縁に沿ぅ方向に設定

されていることを特徴とする請求の範囲第 項から第 2項までのいずれか 項に記載

の表示装置。

4 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とが形成された前記表示パネルの

額縁辺において、レーザアニール方向が前記表示パネルの額縁に直交する方向に

設定されていることを特徴とする請求の範囲第 項から第 2項までのいずれか 項に

記載の表示装置。

5 前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれのチャネル方向が、



レーザアニール方向と平行になるよぅに、前記第 光電変換素子と前記第2光電変換

素子とが前記表示パネルの額縁辺に配置されていることを特徴とする請求の範囲第

項から第 2項までのいずれか 項に記載の表示装置。

6 前記第 光電変換素子の各形成領城と前記第2光電変換素子の各形成領城との

間で、それぞれのバックライトからの平均距離が互いに等 亡とを特徴とする請求

の範囲第 項から第 2項までのいずれか 項に記載の表示装置。

7 前記第 光電変換素子に複数の光電変換素子工レメントが直列接続された箇所と

、前記第2光電変換素子に前記第 光電変換素子の前記光電変換素子工レメントと

同数の前記光電変換素子工レメントが直列接続された箇所とが、それぞれ形成され

ており、

前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれについて、前記直列

接続された箇所のそれぞれにおける初段から最終段までの各前記光電変換素子工

レメントのバックライトからの距離が互いに等 亡とを特徴とする請求の範囲第 6項

に記載の表示装置。

8 前記第 光電変換素子に複数の光電変換素子工レメントが並列接続された箇所と

、前記第2光電変換素子に前記第 光電変換素子の前記光電変換素子工レメントと

同数の前記光電変換素子工レメントが並列接続された箇所とが、それぞれ形成され

ており、

前記第 光電変換素子と前記第2光電変換素子とのそれぞれについて、前記並列

接続された箇所のそれぞれにおける初段から最終段までの各前記光電変換素子工

レメントのバックライトからの距離が互いに等 亡とを特徴とする請求の範囲第 6項

に記載の表示装置。

9 前記光電変換素子は、P フォトダイオードからなる光電変換素子工レメントを つ

以上細み合わせた構成であることを特徴とする請求の範囲第 項に記載の表示装置

2０ 前記P フォトダイオードはラテラルP フォトダイオードであることを特徴とする請

求の範囲第 3項に記載の表示装置。

2 前記光電変換素子は、フォトトランジスタからなる光電変換素子工レメントを つ以



上細み合わせた構成であることを特徴とする請求の範囲第 項に記載の表示装置。

22 前記表示パネルは液品パネルであり、

前記周囲光センザによって検出された前記周囲光の強度に応じて、バックライト光

源の輝度を調節することにより、前記表示面での表示の輝度を調節することを特徴と

する請求の範囲第 項から第2 項までのいずれか 項に記載の表示装置。
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