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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のゲートライン及び複数のデータラインにより区分された各領域に形成され、対応
するゲートライン上の信号により選択され、対応するデータライン上の画素電圧と共通電
極上の電圧との差電圧によって駆動される複数の液晶画素を備える液晶パネルと、
　前記複数のゲートラインを駆動するゲートドライバと、
　前記画素データストリームに応答して複数のデータラインを駆動するデータドライバと
、
　前記ゲートドライバ及びデータドライバを制御するタイミングコントローラと、
　外部からの入力電圧を利用し、前記液晶パネル上の共通電極、前記ゲートドライバ、前
記データドライバ、及び前記タイミングコントローラに必要な電圧を供給するワンチップ
化された駆動電圧生成部とを備え、
　前記駆動電圧生成部が、
　前記入力電圧をＤＣ－ＤＣ変換して高電位の第１供給電圧及び基底電位の第２供給電圧
を発生するＤＣ－ＤＣ変換器と、
　前記第１及び第２供給電圧を利用して、前記ゲートドライバが前記ゲートラインを選択
的に駆動することを可能にするゲートハイ電圧を発生するゲートハイ電圧生成部と、
　前記第１及び第２供給電圧を利用して、前記ゲートドライバが前記ゲートラインを選択
的にディセーブルすることを可能にするゲートロー電圧を発生するゲートロー電圧生成部
と、
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　前記第１供給電圧をレベルシフトして、前記ゲートドライバ、前記データドライバ、及
び前記タイミングコントローラの駆動するのに使用される第３供給電圧を発生するレベル
シフタと、
　前記第１及び第２供給電圧を利用して、前記液晶パネルの前記共通電極に供給される前
記共通電圧を発生する共通電圧生成部とを備え、
　前記ゲートハイ電圧生成部は、制御信号に応答するゲートハイ電圧制御部と、前記ゲー
トハイ電圧制御部の出力端子に共通に接続された第１及び第２トランジスタを含み、
　前記駆動電圧生成部が、前記第１及び第２供給電圧間の電位差を少なくとも２つに分圧
してガンマ電圧を発生し、前記データドライバに供給されるガンマ電圧を発生するガンマ
電圧生成部をさらに備え、
　前記共通電圧生成部が、前記第１及び第２供給電圧間の電位差を分圧する分圧器と、前
記分圧器からの分圧電圧をバッファリングしてバッファリングされた電圧を前記共通電圧
として提供するバッファとを含み、
　前記ゲートハイ電圧生成部が、前記タイミングコントローラからの制御信号に応答し、
前記ゲートハイ電圧を発生し、
　前記ゲートロー電圧生成部が、前記タイミングコントローラからの制御信号に応答し、
前記ゲートロー電圧を発生し、
　前記第１トランジスタが、前記ゲートハイ電圧制御部の出力端子に接続されたゲート電
極と、前記第１供給電圧が供給されるソース電極と、前記第２トランジスタのソース電極
に接続されたドレイン電極とを含み、
　前記第２トランジスタが、前記ゲートハイ電圧制御部の出力端子に接続されたゲート電
極と、前記第２供給電圧が供給されるドレイン電極と、前記第１トランジスタのドレイン
電極に接続された前記ソース電極とを含む、ことを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はフラットパネルディスプレイに関し、特にサイズを減少させて部品の数を減ら
すことのできる液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報化社会が発展するにつれて、表示装置に対する要求も次第に多様な形態になってき
ている。これに応じて液晶表示装置、ＰＤＰ、ＥＬＤなど、様々なフラットパネルディス
プレイが研究されており、一部は既に様々な装備において表示装置として活用されている
。
【０００３】
　現在では、その中でも高画質、軽量、薄型、低消費電力などの利点を持つため、移動型
画像表示装置用として陰極線管に代わって液晶表示装置が最も広く使用されている。液晶
表示装置はノートブックコンピュータのモニタなどの移動型用としてだけでなく、テレビ
モニタなどに多様に開発されている。
【０００４】
　液晶表示装置は液晶の光学的異方性と分極特性を利用して画像を表示する。液晶に含ま
れる液晶分子は所定の（又は一定の）方向に配列される。また、液晶分子の配列方向は液
晶に電場を印加することによって制御できる。従って、液晶分子の配列方向を任意に調節
すると、液晶分子の配列が変化し、光学的異方性により液晶分子の配列方向に光の偏光状
態を変化させて画像情報を表現することができる。
【０００５】
　液晶表示装置は、画像を表示する液晶パネルと、この液晶パネルを駆動するための駆動
部とを備える。駆動部は、液晶パネル上の複数のゲートラインを駆動するゲートドライバ
と、液晶パネル上の複数のデータラインを駆動するデータドライバとを備える。駆動部に
は、ゲートドライバ及びデータドライバを制御するタイミングコントローラと、液晶パネ
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ル、ゲートドライバ、データドライバ、及びタイミングコントローラに必要な駆動電圧を
生成する電圧生成部とをさらに含む。
【０００６】
　電圧生成部は、ゲートラインの駆動のためのゲートロー電圧ＶＧＬ及びゲートハイ電圧
ＶＧＨを生成してゲートドライバに供給する。電圧生成部は回路素子の駆動に必要な少な
くとも２つの駆動電圧（例えば、Ｖｄｄ及びＶｃｃ）をゲートドライバ、データドライバ
、及びタイミングコントローラに供給する。さらに、電圧生成部は基準電圧として使用さ
れる共通電圧Ｖｃｏｍを液晶パネルに供給する。このために、電圧生成部はタイミングコ
ントローラと共にプリント基板上に実装される。
【０００７】
　つまり、タイミングコントローラが搭載されたプリント基板には、ゲートロー電圧ＶＧ
Ｌを発生するゲートロー電圧生成回路、ゲートハイ電圧ＶＧＨを生成するゲートハイ電圧
生成回路、少なくとも２つの駆動電圧を発生する駆動電圧生成回路、及び共通電圧を生成
する共通電圧生成回路が個別に備えられる。また、これら電圧生成回路からの電圧を液晶
パネル、ゲートドライバ、データドライバ、及びタイミングコントローラと電気的に接続
させる配線がプリント基板上に形成される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述したように、液晶パネル、ゲートドライバ、データドライバ、及びタイミングコン
トローラに必要な電圧を発生する電圧生成回路がプリント基板上に個別の形態で実現され
るために、プリント基板上には多くの回路素子が搭載されざるを得ない。これにより、プ
リント基板のサイズも大きくならざるを得ない。従って、従来の液晶表示装置のサイズ又
は厚さが大きくならざるを得ないだけでなく、製作時間及びコストも増加せざるを得ない
。
【０００９】
　従って、本発明はサイズ及び部品数を減少させることのできる液晶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】
【００１０】
　目的を達成するための本発明の一態様による液晶表示装置は、複数のゲートライン及び
複数のデータラインにより区分された各領域に形成され、対応するゲートライン上の信号
によって選択され、対応するデータライン上の画素電圧と共通電極上の電圧との差電圧に
よって駆動される複数の液晶画素を備える液晶パネルと、複数のゲートラインを駆動する
ゲートドライバと、画素データストリームに応答して複数のデータラインを駆動するデー
タドライバと、ゲートドライバ及びデータドライバを制御するタイミングコントローラと
、外部からの入力電圧を利用し、液晶パネル上の共通電極、ゲートドライバ、データドラ
イバ、及びタイミングコントローラに必要な電圧を供給するワンチップ化された駆動電圧
生成部とを備える。
【００１１】
　駆動電圧生成部が、入力電圧をＤＣ－ＤＣ変換して高電位を一定に維持する第１供給電
圧及び基底電位の第２供給電圧を発生するＤＣ－ＤＣ変換器と、第１及び第２供給電圧を
利用してゲートドライバがゲートラインの選択に使用するゲートハイ電圧を発生するゲー
トハイ電圧生成部と、第１及び第２供給電圧を利用してゲートドライバがゲートラインの
選択に使用するゲートロー電圧を発生するゲートロー電圧生成部と、第１供給電圧をレベ
ルシフトしてゲートドライバ、データドライバ、及びタイミングコントローラの駆動に必
要な第３供給電圧を発生するレベルシフタと、第１及び第２供給電圧を利用して液晶パネ
ルの共通電極に供給される共通電圧を発生する共通電圧生成部とを備える。
【００１２】
　駆動電圧生成部は、第１及び第２供給電圧間の電位差を少なくとも２つに分圧し、デー
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タドライバに供給されるガンマ電圧を発生するガンマ電圧生成部をさらに備える。
【００１３】
　ゲートハイ電圧発生部は、タイミングコントローラからのクロックに応答し、ポジティ
ブ電圧ポンピング動作を行ってゲートハイ電圧を発生する。
【００１４】
　ゲートロー電圧発生部は、タイミングコントローラからのクロックに応答し、ネガティ
ブ電圧ポンピング動作を行ってゲートロー電圧を発生する。
【００１５】
　共通電圧生成部は、第１及び第２供給電圧間の電位差を分圧する分圧器と、分圧器から
の分圧電圧をバッファリングしてバッファリングされた電圧を共通電圧として提供するバ
ッファとを備える。
【発明の効果】
【００１６】
　前述した構成によれば、本発明による液晶表示装置においては、液晶パネル及びその駆
動回路に必要な駆動電圧がワンチップ化された駆動電圧生成ＩＣチップで生成される。こ
のようなワンチップ型の駆動電圧生成部は、プリント基板上の占有面積を小さくすること
ができる上に、共に実装されるタイミングコントローラと隣接して配置することができる
。さらに、ワンチップ型の駆動電圧生成部はプリント基板上の配線の長さを短くする。こ
れにより、プリント基板上の回路素子の数が少なくなると共に、プリント基板の大きさも
小さくなる。その結果、液晶表示装置の大きさ及び／又は厚さも小さくなる。
【００１７】
　目的以外にも、本発明の他の目的、利点、及び特徴が添付図面を参照した実施形態の詳
細な説明により明白になるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１９】
　図１は本発明の実施形態による液晶表示装置を説明するブロック図である。図１に示す
ように、本発明の実施形態による液晶表示装置は、液晶パネル１０２を駆動するための駆
動部１３０を備える。
【００２０】
　液晶パネル１０２はビデオデータに該当する画像を表示する。このために、液晶パネル
１０２は、複数の薄膜トランジスタＴＦＴが形成された第１基板と、カラーフィルタが形
成された第２基板と、これら基板間に位置する液晶層とを備える。第１基板は、交差する
ように配列された複数のゲートラインＧＬと、複数のデータラインＤＬとを備える。複数
のゲートラインＧＬ及び複数のデータラインＤＬにより、第１基板は複数の単位画素領域
に区分される。これら各単位画素領域には薄膜トランジスタ及び画素電極が形成される。
また、第１及び第２基板のいずれか一方に共通電極を形成される。薄膜トランジスタＴＦ
Ｔは、対応するゲートラインＧＬが高電位にイネーブルされるとき、対応するデータライ
ン上の画素データ電圧が対応する画素電極と共通電極間に充電されるようにする。液晶層
は、共通電極と画素電極間に充電された電圧レベルによって単位画素領域を通過する光量
を調節し、画像が表示されるようにする。
【００２１】
　駆動部１３０は、複数のゲートラインＧＬを駆動するゲートドライバ１０４と、複数の
データラインＤＬを駆動するデータドライバ１０６と、ゲートドライバ１０４及びデータ
ドライバ１０６を制御するタイミングコントローラ１０８とを備える。駆動部１３０は、
データドライバ１０６に必要なガンマ電圧を供給するガンマ電圧生成部１１２と、液晶パ
ネル１０２の共通電極、ゲートドライバ１０４、データドライバ１０６、タイミングコン
トローラ１０８、及びガンマ電圧生成部１１２に必要な複数の電圧を発生する駆動電圧生
成部とをさらに含む。
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【００２２】
　ゲートドライバ１０４は、タイミングコントローラ１０８から供給されたゲート制御信
号に応答し、駆動電圧生成部１１０からのゲートハイ電圧ＶＧＨ及びゲートロー電圧ＶＧ
Ｌを選択的に液晶パネル１０２上の複数の各ゲートラインＧＬに供給する。このゲートド
ライバ１０４により、液晶パネル１０２上のゲートラインＧＬは一定の期間（例えば、水
平同期信号の期間）毎に順次イネーブルされる。
【００２３】
　データドライバ１０６は、タイミングコントローラ１０８から供給されたデータ制御信
号に応答し、液晶パネル１０２上の複数の各データラインＤＬに画素データ電圧を供給す
る。このために、データドライバ１０６はタイミングコントロール１０８から１ライン分
のＲ、Ｇ、Ｂ画素データを入力する。データドライバ１０６は、ガンマ電圧生成部１１２
からのガンマ電圧を利用し、入力された１ライン分の画素データをアナログ形態の画素デ
ータ電圧に変換する。このように変換された１ライン分の画素データ電圧は、液晶パネル
１０２上の複数のデータラインＤＬにそれぞれ供給される。
【００２４】
　タイミングコントローラ１０８は、図示していない外部のシステム（例えば、コンピュ
ータシステムのグラフィックモジュール又はテレビジョン受信機の映像復調モジュール）
から供給される垂直／水平同期信号（Vsync/Hsync）、データイネーブル信号ＤＥ、及び
クロック信号を用い、ゲートドライバ１０４を制御するためのゲート制御信号、及びデー
タドライバ１０６を制御するためのデータ制御信号を生成する。さらに、タイミングコン
トローラ１０８は、外部のシステムから供給される画像単位のＲ、Ｇ、Ｂ画素データを１
ライン分ずつデータドライバ１０６の方向に伝達する。
【００２５】
　ガンマ電圧生成部１１２は、駆動電圧生成部１１０で発生する第１及び第２供給電圧Ｖ
ｄｄ、Ｖｓｓを利用してレベルが異なる複数のガンマ電圧を生成する。このために、ガン
マ電圧生成部１１２は、第１及び第２供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓ間に直列接続される抵抗分
圧器（図示せず）を含む。この抵抗分圧器によって分圧された電圧がガンマ電圧としてデ
ータドライバ１０６に供給される。
【００２６】
　駆動電圧生成部１１０は、ゲートラインＧＬの駆動に必要なゲートハイ電圧ＶＧＨ及び
ゲートロー電圧ＶＧＬを発生する。また、駆動電圧生成部１１０は、液晶パネル１０２の
共通電極に供給される共通電圧Ｖｃｏｍを発生する。さらに、駆動電圧生成部１１０はゲ
ートドライバ１０４、データドライバ１０６、タイミングコントローラ１０８、及びガン
マ電圧生成部１１２の駆動に必要な第１～第３供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓ、Ｖｃｃを発生す
る。これらゲートハイ及びロー電圧ＶＧＨ、ＶＧＬ、共通電圧Ｖｃｏｍ、及び第１～第３
供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓ、Ｖｃｃを発生する回路が１つのチップの形態で駆動電圧生成部
１１０に含まれる。つまり、駆動電圧生成部１１０は１つのチップの形態に製作される。
ワンチップ型の駆動電圧生成部１１０はタイミングコントローラ１０８及びガンマ電圧生
成部１１２と共にプリント基板（図示せず）に実装される。
【００２７】
　このようなワンチップ型の駆動電圧生成部は、プリント基板上で小さい面積しか占有し
ない上に、共に実装されるタイミングコントローラ１０８及びガンマ電圧生成部１１２と
隣接して配置することができる。さらに、ワンチップ型の駆動電圧生成部１１０はプリン
ト基板における配線の長さを短くする。これにより、プリント基板上の回路素子の数が少
なくなると共に、プリント基板の大きさも小さくなる。その結果、液晶表示装置の大きさ
及び／又は厚さも小さくなる。
【００２８】
　図２は図１に示す駆動電圧生成部１１０を詳細に説明する詳細回路図である。図２の駆
動電圧生成部１１０は、図示していない外部のシステム（例えば、コンピュータシステム
の電源装置又はテレビの電源装置）からの入力電圧Ｖｉｎを入力するＤＣ－ＤＣ変換部１
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１４と、このＤＣ－ＤＣ変換部１１４からの第１供給電圧Ｖｄｄを共通に入力するゲート
ロー電圧生成部１１８と、レベルシフタ１２０と、ゲートハイ電圧生成部１２３と、共通
電圧生成部１２５とを備える。
【００２９】
　ＤＣ－ＤＣ変換部１１４は、外部のシステムの電源装置からの入力電圧Ｖｉｎを利用し
て高電位の第１供給電圧Ｖｄｄ及び低電位の第２供給電圧Ｖｓｓを発生する。より詳しく
は、ＤＣ－ＤＣ変換部１１４は入力電圧Ｖｉｎを交流に変換した後、その交流電圧を再び
直流に再変換し、要求されたレベルを安定して維持する高電位の第１供給電圧Ｖｄｄ及び
低電位の第２供給電圧Ｖｓｓを発生する。高電位の第１供給電圧ＶｄｄはＭＯＳトランジ
スタのように比較的容量が大きい回路素子を駆動するために使用されるが、低電位の第２
供給電圧Ｖｓｓは基底電圧（例えば、ＧＮＤ）として使用される。ＤＣ－ＤＣ変換部１１
４で発生した第１供給電圧Ｖｄｄは、図１に示すデータドライバ１０６及びガンマ電圧生
成部１１２に供給される。第２供給電圧Ｖｓｓはゲートドライバ１０４、データドライバ
１０６、タイミングコントローラ１０８、及びガンマ電圧生成部１１２に供給される。
【００３０】
　レベルシフタ１２０は、ＤＣ－ＤＣ変換部１１４からの第１供給電圧Ｖｄｄのレベルを
ダウンシフトし、第３供給電圧Ｖｃｃを生成する。第３供給電圧Ｖｃｃは第１供給電圧Ｖ
ｄｄよりは低く、第２供給電圧Ｖｓｓよりは高い高電位レベルを一定に維持する。この第
３供給電圧Ｖｃｃは比較的低い電圧を要求する論理素子を駆動するために使用される。こ
れにより、レベルシフタ１２０で発生した第３供給電圧Ｖｃｃは、図１に示すゲートドラ
イバ１０４、データドライバ１０６、及びタイミングコントローラ１０８に供給される。
【００３１】
　ゲートハイ電圧生成部１２３は、制御信号ＣＴＬに応答するゲートハイ電圧制御部１１
６と、このゲートハイ電圧制御部１１６の出力端子に共通に接続された第１及び第２トラ
ンジスタＴ１、Ｔ２とを備える。ゲートハイ電圧制御部１１６にはＤＣ－ＤＣ変換部１１
４からの第１及び第２供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓも供給される。第１トランジスタＴ１のソ
ース端子はＤＣ－ＤＣコンバータ１１４の第１供給電圧Ｖｄｄの出力ラインに接続され、
第１トランジスタＴ１のドレイン端子は第２トランジスタＴ２のソース端子と共に、図１
に示すゲートドライバ１０４に接続される。第２トランジスタＴ２のドレイン端子はＤＣ
－ＤＣコンバータ１１４の第２供給電圧Ｖｓｓの出力端子に接続される。ゲートハイ電圧
制御部１１６は外部のシステム又はタイミングコントローラ１０８からの制御信号ＣＴＬ
によってイネーブルされ、第１及び第２トランジスタＴ１、Ｔ２を駆動する。これら第１
及び第２トランジスタＴ１、Ｔ２は、第１及び第２供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓの切替により
ゲートドライバ１０４の入力端子上の電圧がゲートハイ電圧ＶＧＨであることを可能にす
る。ゲートハイ電圧ＶＧＨは、図１のゲートドライバ１０４に供給されるようにする。ゲ
ートハイ電圧ＶＧＨは、ゲートドライバ１０４を介して液晶パネル１０２上の複数のゲー
トラインＧＬに選択的に供給され、複数のゲートラインＧＬが選択的にイネーブルされる
ようにする。選択的にイネーブルされたゲートラインＧＬ上の薄膜トランジスタＴＦＴが
ターンオンする。 
【００３２】
　ゲートロー電圧生成部１１８は、ゲートハイ電圧制御部１１６と同様に、外部のシステ
ム又は図１のタイミングコントローラ１０８からの制御信号ＣＴＬによってイネーブルさ
れる。イネーブルされたとき、ゲートロー電圧生成部１１８は、ＤＣ－ＤＣ変換部１１４
からの第１及び第２供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓの切替によりゲートドライバ１０４の入力端
子上の電圧がゲートロー電圧ＶＧＬであることを可能にする。これにより、ゲートロー電
圧生成部１１８で、図１のゲートドライバ１０４に供給されるゲートロー電圧ＶＧＬが発
生する。ゲートロー電圧ＶＧＬは、ゲートドライバ１０４を介して液晶パネル１０２の複
数のゲートラインＧＬに選択的に供給され、複数のゲートラインＧＬが選択的にディセー
ブルされる。ディセーブルされたゲートラインＧＬ上の薄膜トランジスタＴＦＴはターン
オフする。
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【００３３】
　共通電圧生成部１２５は、ＤＣ－ＤＣ変換部１１４からの第１及び第２供給電圧Ｖｄｄ
を入力する電圧分圧部１２６と、その電圧分圧部１２６に接続されたバッファ部１２２と
を備える。電圧分圧部１２６はＤＣ－ＤＣ変換部１１４の第１及び第２供給電圧Ｖｄｄ、
Ｖｓｓの出力ライン間に直列接続された２つの抵抗を備える。２つの抵抗は第１及び第２
供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓ間の差電圧を分圧し、その分圧された電圧をバッファ部１２２に
供給する。バッファ部１２２の非反転（＋）入力端子には電圧分圧部１２６からの分圧電
圧が入力され、バッファ部１２２の反転（－）入力端子には基準電圧Ｖｒｅｆが入力され
る。このバッファ部１２２は電圧分圧部１２６からの分配電圧をバッファリングし、その
バッファリングされた電圧を共通電圧Ｖｃｏｍとして図１の液晶パネル１０２上の共通電
極に供給する。
【００３４】
　ＤＣ－ＤＣ変換部１１４、ゲートロー電圧生成部１１８、レベルシフタ１２０、及びゲ
ートハイ電圧生成部１２３は１つのチップに含まれるように製作される。つまり、駆動電
圧生成部１１０はワンチップ型に製作され、ゲートハイ及びロー電圧ＶＧＨ、ＶＧＬ、共
通電圧Ｖｃｏｍ、並びに第１～第３供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓ、Ｖｃｃを発生する。このよ
うなワンチップ型の駆動電圧生成部１１０は、プリント基板上で小さい面積しか占有しな
い上に、共に実装されるタイミングコントローラ１０８及びガンマ電圧生成部１１２と隣
接して配置することができる。さらに、ワンチップ型の駆動電圧生成部１１０はプリント
基板における配線の長さを短くする。これにより、プリント基板上の回路素子の数が少な
くなると共に、プリント基板の大きさも小さくなる。その結果、液晶表示装置の大きさ及
び／又は厚さも小さくなる。
【００３５】
　図３は本発明の他の実施形態による液晶表示装置を説明するブロック図である。図３の
液晶表示装置は、駆動電圧生成部２００がガンマ電圧生成部１１２を含み、データドライ
バ１０６が駆動電圧生成部２００内のガンマ電圧生成部１１２からガンマ電圧を受信する
ことを除いては、図１に示す液晶表示装置と同じ構成を有する。図１に示す構成要素と同
じ名称、機能、及び作用効果を有する図３の構成要素には同じ符号を引用する。また、そ
れらについての詳細な説明は図１のものと同一であるので省略する。
【００３６】
　ガンマ電圧生成部１１２を内蔵する駆動電圧生成部２００は、図１に示す駆動電圧生成
部１１０と同様に、ゲートハイ及びロー電圧ＶＧＨ、ＶＧＬ、並びに第１～第３供給電圧
Ｖｄｄ、Ｖｓｓ、Ｖｃｃを発生する。さらに、駆動電圧生成部２００は、自体内に内蔵さ
れたガンマ電圧生成部１１２で発生したガンマ電圧をデータドライバ１０６に供給する。
【００３７】
　このように、駆動電圧生成部２００は、ゲートハイ及びロー電圧ＶＧＨ、ＶＧＬ、共通
電圧Ｖｃｏｍ、並びに第１～第３供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓ、Ｖｃｃを発生する回路以外に
もガンマ電圧を生成する回路をさらに含む。また、駆動電圧生成部２００は１つのチップ
の形態で製作される。ワンチップ型の駆動電圧生成部２００は、タイミングコントローラ
１０８と共にプリント基板に実装される。
【００３８】
　このようなワンチップ型の駆動電圧生成部２００はプリント基板上で占有面積をさらに
小さくできる上に、共に実装されるタイミングコントローラ１０８と隣接して配置するこ
とができる。さらに、ワンチップ型の駆動電圧生成部２００はプリント基板上の配線の長
さを短くする。これにより、プリント基板上の回路素子の数がさらに少なくなると共に、
プリント基板の大きさもさらに小さくなる。その結果、液晶表示装置の大きさ及び／又は
厚さもさらに小さくなる。
【００３９】
　図４は図３に示す駆動電圧生成部２００を詳細に説明する詳細回路図である。図４の駆
動電圧生成部２００は、ガンマ電圧生成部１１２をさらに含むことを除いては、図２の駆
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動電圧生成部１１０と同じ構成を有する。図２に示す構成要素と同じ名称、機能、及び作
用効果を有する図４の構成要素には同じ符号を引用する。また、それらについての詳細な
説明は図２のものと同一であるので省略する。
【００４０】
　図４の駆動電圧生成部２００に含まれるガンマ電圧生成部１１２は、ＤＣ－ＤＣ変換部
１１４からの第１及び第２供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓを入力する。ガンマ電圧生成部１１２
は、第１及び第２供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓを利用してレベルが異なる複数のガンマ電圧を
生成する。このために、ガンマ電圧生成部１１２は、ＤＣ－ＤＣ変換部１１４の第１及び
第２供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓの出力ライン間に直列接続される抵抗分圧器（図示せず）を
含む。この抵抗分圧器によって分圧された電圧がガンマ電圧ＧＭＡとしてデータドライバ
１０６に供給される。
【００４１】
　このように、駆動電圧生成部２００は、ゲートハイ及びロー電圧ＶＧＨ、ＶＧＬ、共通
電圧Ｖｃｏｍ、並びに第１～第３供給電圧Ｖｄｄ、Ｖｓｓ、Ｖｃｃを発生する回路以外に
も、ガンマ電圧を生成する回路をさらに含む。また、駆動電圧生成部２００は１つのチッ
プの形態に製作される。ワンチップ型の駆動電圧生成部２００は、タイミングコントロー
ラ１０８と共にプリント基板に実装される。
【００４２】
　このようなワンチップ型の駆動電圧生成部２００は、プリント基板上で占有面積をさら
に小さくできる上に、共に実装されるタイミングコントローラ１０８と隣接して配置する
ことができる。さらに、ワンチップ型の駆動電圧生成部２００は、プリント基板上の配線
の長さを短くする。これにより、プリント基板上の回路素子の数がさらに少なくなると共
に、プリント基板の大きさもさらに小さくなる。その結果、液晶表示装置の大きさ及び／
又は厚さもさらに小さくなる。
【００４３】
　以上のように、図１～図４を参照して本発明の実施形態について説明したが、これは例
示的なものに過ぎず、本発明が属する技術分野の通常の知識を有する者であれば、本発明
の技術的思想及び範囲を逸脱せずに多様な変形、変更、及び様々な実施形態が可能である
ということを明白に理解できるであろう。従って、本発明の技術的な範囲及び特徴は実施
形態の説明に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された事項によって定めら
れるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施形態による液晶表示装置を説明するブロック図である。
【図２】図１に示す駆動電圧生成部を詳細に説明する詳細回路図である。
【図３】本発明の他の実施形態による液晶表示装置を説明するブロック図である。
【図４】図３に示す駆動電圧生成部を詳細に説明する詳細回路図である。
【符号の説明】
【００４５】
１０２：液晶パネル
１０４：ゲートドライバ
１０６：データドライバ
１０８：タイミングコントローラ
１１０，２００：駆動電圧生成部
１１２：ガンマ電圧生成部
１１４：ＤＣ－ＤＣ変換部
１１６，２１６：ゲートハイ電圧制御部
１１８：ゲートロー電圧生成部
１２０：レベルシフタ
１２２：バッファ部
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１２３：ゲートハイ電圧生成部
１２５：共通電圧生成部
１２６：電圧分圧部
１３０：駆動部

【図１】 【図２】
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