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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
データ線及び走査線が交差して定まる複数の画素のうち、各走査線に沿って配置したＮ個
（Ｎは２以上）の連続した画素からなる複数の画素群を含むディスプレイユニットと、
　複数の画素データ信号を前記データ線に提供するデータ駆動ユニットとからなり、
　当該走査線の少なくとも一つに沿って、隣接して連続配置した画素群において、１つの
当該画素群を構成する複数の画素のデータ線に対応する画素データ信号は、同一の極性で
あり、且つ、第一極性と第二極性間で入れ替わるようにした薄膜トランジスタ液晶ディス
プレイであって、
　前記複数の画素に対応するデータ線のうち、隣接して配置した当該画素群の間に配置さ
れるデータ線の幅が、前記画素群中の各画素の間に配置されるデータ線の幅より広いこと
を特徴とする薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ。
【請求項２】
フレーム期間で、前記走査線に垂直な一行上で、連続した前記画素群の前記画素データ信
号の極性は、前記第一極性と前記第二極性間で入れ替わる請求項１に記載の薄膜トランジ
スタ液晶ディスプレイ。
【請求項３】
連続した前記フレーム期間で、前記画素群の前記画素データ信号の極性は、前記第一極性
と前記第二極性間で入れ替わる請求項２に記載の薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ。
【請求項４】
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前記Ｎは３である請求項１に記載の薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ。
【請求項５】
前記Ｎは６である請求項１に記載の薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ。
【請求項６】
前記Ｎは９である請求項１に記載の薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ。
【請求項７】
前記走査線に沿って隣接して連続配置した画素群において、１つの当該画素群を構成する
複数の画素のデータ線に対応する画素データ信号の極性は、その画素群に隣接する画素群
を構成する複数の画素の画素データ信号の極性と相反するものである請求項１に記載の薄
膜トランジスタ液晶ディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ液晶ディスプレイに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶ディスプレイＬＣＤは、ビデオ信号に基づいて、各液晶セルの光線透過率
を制御し、画像を表示している。言い換えると、ＬＣＤは、液晶セルからなる複数の画像
素子又は画素を有し、液晶セルは、ビデオ信号の電圧に基づいて、光の偏向方向（ｐｏｌ
ａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）を変更させる。液晶セルに提供される電圧を
制御することにより、ＬＣＤが発射する光の量を変更させる。様々な駆動方法において、
アクティブマトリクスＬＣＤは、好ましいディスプレイ品質を有する。アクティブマトリ
クスＬＣＤの各画素は、例えば、薄膜トランジスタ等のスイッチ素子を有し、電圧を液晶
に与えるのを制御する。よって、近年来、アクティブマトリクスＬＣＤは非常に発達し、
パーソナルコンピュターのモニターに幅広く応用されている。
【０００３】
　図１は、従来のＬＣＤを示す図である。図１のＬＣＤは、上パネル１１０、下パネル１
２０及び上パネル１１０と下パネル１２０間の液晶材料１３０からなる。上パネル１１０
は、上基板１１２、上偏向板１１４、カラーフィルター片１１６及びコモン電極１１８を
有する。下パネル１２０は、下基板１２２及び下偏向板１２４を有する。下基板１２２の
回路は、複数の走査線１４０、走査線と垂直な複数のデータ線１４２、複数の薄膜トラン
ジスタＴＦＴ１４４及び複数の画素電極１４６からなる。
【０００４】
　図２中、データ駆動回路２１０は、ビデオデータ信号２１２及び配置制御信号２１４を
受信し、且つ、画素データ信号をデータ線Ｄ１～ＤＮに提供する。画素データ信号は、赤
、緑、青のグレイレベル（ｇｒａｙ　ｌｅｖｅｌ）を表示する。走査駆動回路２２０は、
走査制御信号２２２を受信し、且つ、走査線Ｓ１～ＳＮに電気的に接続される。電圧が走
査線に提供される時、この走査線に接続されるＴＦＴは導通する。よって、画素データ信
号は、この走査線のＴＦＴにより、画素電極に伝送され、且つ、電圧は画素電極に提供さ
れる。一方、定電圧Ｖｃｏｍはコモン電極に提供される。コモン電極と画素電極間の電圧
差は、電界を生成し、液晶分子の電界での旋回と特定のグレイレベルを生じる。
【０００５】
　一般に、画素データ信号は、画素データ信号の電圧がコモン電極電圧Ｖｃｏｍより高い
か低いかに基づいて正極又は負極を有する。画素データ信号の電圧がコモン電極電圧Ｖｃ
ｏｍより低い時、画素データ信号は負極である。画素データ信号の電圧がコモン電極電圧
Ｖｃｏｍより高い時、画素データ信号は正極である。液晶材料からの光の量（画素のグレ
イレベル）は、画素データ信号の電圧とコモン電極電圧Ｖｃｏｍの差に関係し、画素デー
タ信号の極性とは無関係である。しかし、正極の画素データ信号が生成する液晶分子の配
向は互いに相反する。ＬＣＤの寿命を延長するため、ある従来の駆動形態、例えば、ドッ
ト反転（ｄｏｔ　ｉｎｖｅｒｓｉｏｎ）、ライン反転（ｌｉｎｅ　ｉｎｖｅｒｓｉｏｎ）
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及びカラム反転（ｃｏｌｕｍｎ　ｉｎｖｅｒｓｉｏｎ）により、画素データ信号の極性を
変更する。
【０００６】
　図３及び図４は、ライン反転形態により駆動する画素データ信号の極性を示す図で、各
走査線の画素データ信号の極性は互いに相反する。図５及び図６のカラム反転形態の駆動
において、各データ線の画素データ信号の極性は互いに相反する。図７及び図８のドット
反転形態の駆動において、各走査線及び各データ線の画素データ信号の極性は互いに相反
する。図３、図５、図７は、フレーム期間の極性状態を示し、図４、図６、図８は、次の
フレーム期間の極性状態を示す。よって、ある画素にとって、画素を走査する時ごとに、
その極性が変化する。
【０００７】
　あるフレーム期間において、隣接する画素の画素データ信号は、相違する極性を有し、
漏光を生じる。これは、隣接する画素の一つが、エッジ電界効果（ｅｄｇｅ　ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃ　ｆｉｅｌｄ　ｅｆｆｅｃｔ）を生成するからである。図９は、画素電極６３２及
び６３４を有する隣接する画素を示す図である。図１０は、図９の直線６Ｂ－６Ｂに沿っ
た断面図である。データ線６２５を有するＴＦＴ層６２０は、基板６１０上に配置される
。画素電極６３２及び６３４は、ＴＦＴ層６２０上に配置される。液晶材料６３０は、コ
モン電極６４０下方に充填される。カラーフィルター片６５０は、コモン電極６４０上に
配置される。画素電極６３２の電極と画素電極６３４の極性は異なるので、エッジ電界効
果を生成して、液晶分子の電界での旋回を生じる。これにより、光線を阻止するのに充分
なデータ線６２５の幅がない場合、漏光６６０を生じる。幅の広いデータ線を使用して漏
光を防止すれば、ＬＣＤの開口比（ａｐｅｒｔｕｒｅ　ｒａｔｉｏ）を犠牲にしてしまう
。
【０００８】
　ドット反転形態の駆動方法は、低開口比又は漏光の重大な欠点を有する。走査線に連接
される画素電極の総電圧値は高いので、ライン反転形態の駆動方法は、高いシステムロー
ドを有する。カラム反転形態は、ドット反転形態と同一の欠点を有する。よって、上述の
問題を改善する駆動方法が必要である。
【０００９】
　特許文献１（特開２００４－２７１７１９号公報）には、画素領域に印加される電圧の
極性は２フレーム毎に反転し、かつ偶数行目の走査線は偶数フレームで反転し、奇数行目
の走査線は奇数フレームで反転する工程、または偶数行目の走査線は奇数フレームで反転
し、奇数行目の走査線は偶数フレームで反転する工程を含む液晶装置の表示方法が開示さ
れ、この駆動方法によって動画画質改善効果を最大限にし、フリッカを防ぐことができる
と記載されている。
【００１０】
　しかし、特許文献１に記載されているような駆動方法においても、上述の問題を改善す
るものではない。
【００１１】
【特許文献１】特開２００４－２７１７１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って、本発明は、上述の問題を解決し、ドット反転形態又はカラム反転形態の駆動方
法の課題である低開口比及び漏光やライン反転形態の駆動方法の課題である高システムロ
ードを改善することができる薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ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】
【００１３】
　本発明の前記目的は、以下に示す薄膜トランジスタ液晶ディスプレイによって達成され
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る。
【００１４】
　すなわち、本発明は、データ線及び走査線が交差して定まる複数の画素のうち、各走査
線に沿って配置したＮ個（Ｎは２以上）の連続した画素からなる複数の画素群を含むディ
スプレイユニットと、複数の画素データ信号を前記データ線に提供するデータ駆動ユニッ
トとからなり、当該走査線の少なくとも一つに沿って、隣接して連続配置した画素群にお
いて、１つの当該画素群を構成する複数の画素のデータ線に対応する画素データ信号は、
同一の極性であり、且つ、第一極性と第二極性間で入れ替わるようにした薄膜トランジス
タ液晶ディスプレイであって、前記複数の画素に対応するデータ線のうち、隣接して配置
した当該画素群の間に配置されるデータ線の幅が、前記画素群中の各画素の間に配置され
るデータ線の幅より広いことを特徴とする薄膜トランジスタ液晶ディスプレイを提供する
ものである。
【００１５】
　本発明に係る前記薄膜トランジスタ液晶ディスプレイは、フレーム期間で、前記走査線
に垂直な一行上で、連続した前記群の前記画素データ信号の極性は、前記第一極性と前記
第二極性間で入れ替わる。
【００１６】
　本発明に係る前記薄膜トランジスタ液晶ディスプレイは、連続した前記フレーム期間で
、前記群の前記画素データ信号の極性は、前記第一極性と前記第二極性間で入れ替わる。
【００１７】
　本発明に係る前記薄膜トランジスタ液晶ディスプレイにおいて、前記Ｎは３、６又は９
である。
【００１８】
　また、本発明は、前記走査線に沿って隣接して連続配置した画素群において、１つの当
該画素群を構成する複数の画素のデータ線に対応する画素データ信号の極性は、その画素
群に隣接する画素群を構成する複数の画素の画素データ信号の極性と相反するものである
薄膜トランジスタ液晶ディスプレイを提供するものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、ドット反転形態又はカラム反転形態の駆動方法の重大な欠点であった低
開口比及び漏光やライン反転形態の駆動方法の欠点であった高システムロードを改善する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１１を参照すると、本発明の実施形態であるＬＣＤは、複数の走査線Ｓ１～ＳＮ、複
数のデータ線Ｄ１～ＤＮ、データ反転駆動回路７１０及び走査駆動回路７２０からなる。
走査線Ｓ１～ＳＮとデータ線Ｄ１～ＤＮは交差し、複数の画素を形成する。データ反転駆
動回路７１０は、ビデオデータ信号７１２及び配置制御信号７１４を受信して、データ線
Ｄ１～ＤＮに提供する画素データ信号を生成する。
【００２１】
　ビデオデータ信号７１２は、赤、緑、青のグレイレベルを表示する。データ反転駆動回
路７１０は、配置制御信号７１４を使用し、所定の反転駆動形態に基づいてビデオデータ
信号７１２を画素データ信号に転換する。画素データ信号は、画素データ信号の電圧がコ
モン電極電圧Ｖｃｏｍより高いか低いかに基づいて正極又は負極を有する。画素データ信
号の電圧がコモン電極電圧Ｖｃｏｍより低い時、画素データ信号は負極である。画素デー
タ信号の電圧が、コモン電極電圧Ｖｃｏｍより高い時、画素データ信号は正極である。液
晶材料からの光の量（画素のグレイレベル）は、画素データ信号の電圧とコモン電極電圧
Ｖｃｏｍの差に関係し、画素データ信号の極性とは無関係である。しかし、正極の画素デ
ータ信号が生成する液晶分子の配向と負極の画素データ信号が生成する液晶分子配向は互
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いに相反する。
【００２２】
　図１２は、本発明に係る実施形態中のフレーム期間の極性を示す図である。各走査線の
画素は複数の群に分けられ、各群は、３個の連続した画素、赤、緑、青画素を有する。各
群中、複数のデータ線に対応する複数の画素データ信号は、同一の極性を有する。例えば
、第一走査線上で、画素Ｒ１、Ｇ１及びＢ１の画素データ信号の極性は同一で、すべて正
極である。走査線上で、各連続した群の画素データ信号の極性は、第一極性と第二極性間
で入れ替わる。例えば、第一走査線下で、画素Ｒ２、Ｇ２及びＢ２の画素データ信号の極
性は同一で、すべて負極であるが、画素Ｒ２、Ｇ２及びＢ２の極性と隣接する群中の画素
Ｒ１、Ｇ１及びＢ１の極性は相反する。画素Ｒ３、Ｇ３及びＢ３の画素データ信号の極性
は、互いに同一で、且つ、入れ替わって正極になる。
【００２３】
　実施形態中、本発明に係る反転駆動形態は、各群中、複数のデータ線に対応する複数の
画素データ信号が同一の極性を有し、同一の走査線上で、各連続した群の画素データ信号
の極性は、第一極性と第二極性間で入れ替わる。
【００２４】
　各フレーム期間中、連続した走査線上で、且つ、同一のデータ線の各連続した群の画素
データ信号の極性は、第一極性と第二極性間で入れ替わる。例えば、第一走査線上で、画
素Ｒ１、Ｇ１及びＢ１の画素データ信号は正極である。第二走査線上で、画素Ｒ１、Ｇ１
及びＢ１の画素データ信号は負極で、第一走査線上の極性と相反する。第三走査線上で、
画素Ｒ１、Ｇ１及びＢ１の画素データ信号は入れ替わって正極である。実施形態中、デー
タ反転駆動回路７１０は、連続した走査線上で、且つ、同一のデータ線の各連続した群の
画素データ信号の極性を第一極性と第二極性間で入れ替える。
【００２５】
　図１３は、図１２の次のフレーム期間の極性を示す図である。連続したフレーム期間中
、各群の画素データ信号の極性は、第一極性と第二極性間で入れ替わる。例えば、図１３
中、第一走査線上の画素Ｒ１、Ｇ１及びＢ１の画素データ信号は正極である。次の連続し
たフレーム期間で、図１３で示されるように、第一走査線上の画素Ｒ１、Ｇ１、及び、Ｂ
１の画素データ信号は負極で、図１２の極性と相反する。実施形態中、連続したフレーム
期間中、データ反転駆動回路７１０は、ある群の画素データ信号の極性を第一極性と第二
極性間で入れ替える。
【００２６】
　図１４は、本発明のもう一つの実施形態中のフレーム期間の極性を示す図である。各走
査線の画素は複数の群に分けられ、各群は、６個の連続した画素を有する。ある群中、複
数の画素のデータ信号は同一の極性を有する。例えば、第一走査線上で、画素Ｒ１、Ｇ１
、Ｂ１、Ｒ２、Ｇ２、Ｂ２（第一画素群）の画素データ信号の極性は同一で、すべて正極
である。走査線上で、各連続した群の画素データ信号の極性は、第一極性と第二極性間で
入れ替わる。例えば、第一走査線下で、画素Ｒ３、Ｇ３、Ｂ３、Ｒ４、Ｇ４、Ｂ４（第二
画素群）の画素データ信号の極性は同一で、すべて負極であるが、第一画素群と相反する
。
【００２７】
　あるフレーム期間中、連続した走査線上で、且つ、同一のデータ線の各連続した群の画
素データ信号の極性は、第一極性と第二極性間で入れ替わる。例えば、第一走査線上で、
画素Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｒ２、Ｇ２、Ｂ２の画素データ信号の極性は正極である。第二走
査線上で、画素Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｒ２、Ｇ２、Ｂ２の画素データ信号は負極で、第一走
査線上の極性と相反する。第三走査線上で、画素Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｒ２、Ｇ２、Ｂ２の
画素データ信号は入れ替わって正極になる。
【００２８】
　図１５は、図１４の次のフレーム期間の極性を示す図である。連続したフレーム期間中
、各群の画素データ信号の極性は、第一極性と第二極性間で入れ替わる。例えば、図１４
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中、第一走査線上の画素Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｒ２、Ｇ２、Ｂ２の画素データ信号は正極で
ある。次のフレーム期間中、図１５で示されるように、第一走査線上の画素Ｒ１、Ｇ１、
Ｂ１、Ｒ２、Ｇ２、Ｂ２の画素データ信号は負極で、図１４の極性と相反する。
【００２９】
　図１６は、本発明のもう一つの実施形態中のフレーム期間の極性を示す図で、各走査線
の画素は複数の群に分けられ、各群中、９個の連続した画素を有する。同様に、図１７は
、本発明のもう一つの実施例中、フレーム期間の極性を示す図である。各走査線の画素は
、複数の群に分けられ、各群は、２個の連続した画素を有する。走査線の画素は、Ｎ群の
連続した画素に分けられ、Ｎは２以上であれば、走査線上の画素の総数量はＮの倍数であ
る必要はない。
【００３０】
　図１８において、信号ＰＯＬ１及びＰＯＬ２は、配置制御信号７１４となり、反転駆動
形態を生成する。当業者であるならば、その他の方式により反転駆動形態にすることもで
きる。
【００３１】
　図１９は、本発明に係るＬＣＤを示す図である。二つの連続した画素群間のデータ線は
各画素群の各画素の間のデータ線より幅が広い。この実施形態は、図１２の反転駆動形態
により駆動する。データ線１３３０、１３３２、１３３４、１３３６及び１３３８を有す
るＴＦＴ層１３２０は、基板１３１０上に配置される。画素電極１３５０、１３５２、１
３５４、１３５６及び１３５８は、ＴＦＴ層１３２０上に配置される。液晶材料１３４０
は、コモン電極１３６０下に充填される。カラーフィルター片１３７０は、コモン電極１
３６０上に配置される。３個の連続した画素を一つの群とするので、画素電極１３５０、
１３５２及び１３５４は正極で、画素電極１３５６、１３５８及び１３５９は負極である
。画素電極１３５０と１３５２間及び画素電極１３５２と１３５４間には、エッジ電界が
ないが、画素電極１３５４と１３５６間のエッジ電界は、漏光を生じる。よって、データ
線１３３４は広く漏光を減少させる。
【００３２】
　図１９において、各第三データ線の幅は広く、図１２及び図１３中の３個の画素により
構成される群に適用される。各群中、Ｎ個の画素が同一の極性を有し、且つ、連続した群
の極性は、相互に入れ替わり、この他、各第Ｎデータ線は幅が広く漏光を減少させること
が理解される。これにより、Ｎを２以上にすることにより、開口比を大幅に減少させなく
ても漏光を減少させることができる。
【００３３】
　本発明では好ましい実施形態を前述の通り開示したが、これらは決して本発明に限定す
るものではなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本発明の精神と領域を脱しない範囲
内で各種の変動、変形、付加及び改善を加えることができ、従って本発明の保護範囲は、
特許請求の範囲で指定した内容を基準とする。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明に係る薄膜トランジスタ液晶ディスプレイによって、ドット反転形態又はカラム
反転形態の駆動方法の課題である低開口比及び漏光やライン反転形態の駆動方法の課題で
ある高システムロードが改善される。従って、本発明に係る薄膜トランジスタ液晶ディス
プレイは、当該技術分野で好適に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、従来のＬＣＤを示す図である。
【図２】図２は、図１中の下パネルを示す図である。
【図３】図３は、ライン反転形態で駆動する画素データ信号の極性を示す図である。
【図４】図４は、ライン反転形態で駆動する画素データ信号の極性を示す図である。
【図５】図５は、カラム反転形態で駆動する画素データ信号の極性を示す図である。
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【図６】図６は、カラム反転形態で駆動する画素データ信号の極性を示す図である。
【図７】図７は、ドット反転形態で駆動する画素データ信号の極性を示す図である。
【図８】図８は、ドット反転形態で駆動する画素データ信号の極性を示す図である。
【図９】図９は、走査線上の二つの隣接する画素を示す図である。
【図１０】図１０は、図９の６Ｂ－６Ｂに沿った断面図である。
【図１１】図１１は、本発明に係る反転駆動形態を使用した液晶ディスプレイを示す図で
ある。
【図１２】図１２は、本発明に係る液晶ディスプレイを用いた駆動方法により駆動し、且
つ、３個の画素を一つの群とする画素データ信号の極性を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明に係る液晶ディスプレイを用いた駆動方法により駆動し、且
つ、３個の画素を一つの群とする画素データ信号の極性を示す図である。
【図１４】図１４は、本発明に係る液晶ディスプレイを用いた駆動方法により駆動し、且
つ、６個の画素を一つの群とする画素データ信号の極性を示す図である。
【図１５】図１５は、本発明に係る液晶ディスプレイを用いた駆動方法により駆動し、且
つ、６個の画素を一つの群とする画素データ信号の極性を示す図である。
【図１６】図１６は、本発明に係る液晶ディスプレイを用いた駆動方法により駆動し、且
つ、９個の画素を一つの群とする画素データ信号の極性を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明に係る液晶ディスプレイを用いた駆動方法により駆動し、且
つ、２個の画素を一つの群とする画素データ信号の極性を示す図である。
【図１８】図１８は、配置制御信号を使用し、反転駆動形態を生成する実施形態を示す図
である。
【図１９】図１９は、本発明に係る液晶ディスプレイを示す図である。
【符号の説明】
【００３６】
１１０…上パネル
１１２…基板
１１４…上偏向板
１１６…カラーフィルター片
１１８…コモン電極
１２０…下パネル
１２２…下基板
１３０…液晶材料
１２４…下偏向板
１４０…走査線
１４２…データ線
１４４…薄膜トランジスタ
１４６…画素電極
２１０…データ駆動回路
２１２…ビデオデータ信号
２１４…配置制御信号
２２０…走査駆動回路
２２２…走査制御信号
Ｄ１～ＤＮ…データ線
Ｓ１～ＳＮ…走査線
６１０…基板
６２０…ＴＦＴ層
６２５…データ線
６３０…液晶材料
６３２、６３４…画素電極
６４０…コモン電極
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６５０…カラーフィルター片
６６０…漏光
７１０…データ反転駆動回路
７１２…ビデオデータ信号
７１４…配置制御信号
７２０…走査駆動回路
Ｒ１～Ｒ４、Ｇ１～Ｇ４、Ｂ１～Ｂ４…画素
ＰＯＬ１、ＰＯＬ２…配置制御信号
１３１０…基板
１３２０…ＴＦＴ層
１３３０、１３３２、１３３４、１３３６、１３３８…データ線
１３４０…液晶材料
１３５０、１３５２、１３５４、１３５６、１３５８…画素電極
１３６０…コモン電極
１３７０…カラーフィルター片

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(10) JP 4260771 B2 2009.4.30
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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