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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査線と、
　前記複数の走査線に直交する複数の信号線と、
　前記複数の走査線と前記複数の信号線との交点近傍に形成された複数の画素と、
　前記複数の走査線の奇数ラインを駆動する複数の単位シフトレジスタが縦続接続して成
る奇数ドライバと、前記複数の走査線の偶数ラインを駆動する複数の単位シフトレジスタ
が縦続接続して成る偶数ドライバとを有する走査線駆動回路を備える電気光学装置であっ
て、
　前記走査線駆動回路は、
　信号のシフト方向が前段の単位シフトレジスタから後段の単位シフトレジスタへ向かう
第１のシフト方向のときには、第１電圧信号として高電位側電源電位、第２電圧信号とし
て低電位側電源電位が入力され、信号のシフト方向が後段の単位シフトレジスタから前段
の単位シフトレジスタへ向かう第２のシフト方向のときには、前記第２電圧信号として前
記高電位側電源電位、前記第１電圧信号として前記低電位側電源電位が入力され、
　前記奇数および偶数ドライバは、
　前記複数の画素および前記複数の走査線と同じ基板上に、互いに前記画素を挟む位置に
形成されており、
　前記奇数および偶数ドライバの単位シフトレジスタの各々は、
　信号のシフト方向が前記第１のシフト方向のときには、２ライン前段の単位シフトレジ
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スタの出力信号の活性期間から２ライン分の走査期間だけ遅れて自己の出力信号を活性化
させるよう動作し、
　信号のシフト方向が前記第２のシフト方向のときには、２ライン後段の単位シフトレジ
スタの出力信号の活性期間から２ライン分の走査期間だけ遅れて自己の出力信号を活性化
させるよう動作し、
　前記奇数ドライバの出力信号と前記偶数ドライバの出力信号とは、１ライン分の走査期
間だけ位相が異なるよう動作し、
　前記奇数および偶数ドライバの単位シフトレジスタの各々は、
　クロック信号を入力し、前記走査線に出力信号を供給する出力部と、
　前記走査線を放電する放電部と、
　前記出力部の制御ノードを充放電する第１ノード制御回路と、
　前記放電部の制御ノードを充放電する第２ノード制御回路とを備え、
　前記第１ノード制御回路は、前記２ライン前段の単位シフトレジスタの出力信号に基づ
いて、前記第１電圧信号を前記出力部の制御ノードに供給し、前記２ライン後段の単位シ
フトレジスタの出力信号に基づいて、前記第２電圧信号を前記出力部の制御ノードに供給
し、
　前記出力部の制御ノードは、
　信号のシフト方向が前記第１のシフト方向のときには、前記２ライン前段の単位シフト
レジスタの出力信号に基づいて前記高電位側電源電位に充電され、前記２ライン後段の単
位シフトレジスタの出力信号に基づいて前記低電位側電源電位に放電され、
　信号のシフト方向が前記第２のシフト方向のときには、前記２ライン後段の単位シフト
レジスタの出力信号に基づいて前記高電位側電源電位に充電され、前記２ライン前段の単
位シフトレジスタの出力信号に基づいて前記低電位側電源電位に放電され、
　前記第２ノード制御回路は、
　信号のシフト方向が前記第１のシフト方向のときには、前記２ライン前段の単位シフト
レジスタの出力信号に基づいて前記高電位側電源電位を入力して、前記放電部の制御ノー
ドを放電し、
　信号のシフト方向が前記第２のシフト方向のときには、前記２ライン後段の単位シフト
レジスタの出力信号に基づいて前記高電位側電源電位を入力して、前記放電部の制御ノー
ドを放電する、
電気光学装置。
【請求項２】
　前記第２ノード制御回路は、
　信号のシフト方向が前記第１のシフト方向のときには、前記２ライン後段の単位シフト
レジスタの出力信号に基づいて前記低電位側電源電位を入力して、前記放電部の制御ノー
ドを充電し、
　信号のシフト方向が前記第２のシフト方向のときには、前記２ライン前段の単位シフト
レジスタの出力信号に基づいて前記低電位側電源電位を入力して、前記放電部の制御ノー
ドを充電する、
請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記第２ノード制御回路は、それぞれ出力が前記放電部の制御ノードに接続された第１
のトランジスタと第２のトランジスタとを備え、
　前記第１のトランジスタと前記第２のトランジスタは、その制御電極にそれぞれ異なる
プルアップ用トランジスタおよびプルダウン用トランジスタが接続されている、
請求項１または請求項２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　前記出力部および放電部を構成するトランジスタのドレイン領域およびソース領域は、
酸化物半導体により形成されている、
請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の電気光学装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置および撮像装置等の電気光学装置に関するものであり、特に、
同一導電型の電界効果トランジスタのみを用いて構成される走査線駆動回路、並びにそれ
に用いられるシフトレジスタ回路に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　走査線に接続した画素を走査する走査線駆動回路を備える電気光学装置は広く知られて
いる。例えば、液晶表示装置等の画像表示装置（以下「表示装置」）では、複数の画素が
行列状（マトリクス状）に配列された表示素子（表示パネル）の画素行（画素ライン）ご
とにゲート線（走査線）が設けられ、表示信号の１水平期間の周期でそのゲート線を順次
選択して駆動することにより表示画像の更新が行われる。そのように画素ラインすなわち
ゲート線を順次選択して駆動するためのゲート線駆動回路（走査線駆動回路）としては、
表示信号の１フレーム期間で一巡するシフト動作を行うシフトレジスタを用いることがで
きる。
【０００３】
　また、撮像装置に用いられる撮像素子の画素もマトリクス状に配設されており、それら
の画素がゲート線駆動回路により走査されることで撮影した画像のデータが抽出される。
撮像装置のゲート線駆動回路にも、シフトレジスタを用いることができる。
【０００４】
　ゲート線駆動回路に使用されるシフトレジスタは、表示装置の製造プロセスにおける工
程数を少なくするために、同一導電型の電界効果トランジスタのみで構成されることが望
ましい。このため、Ｎ型またはＰ型の電界効果トランジスタのみで構成されたシフトレジ
スタおよびそれを搭載する表示装置が種々提案されている（例えば下記の特許文献１－４
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３４７６２８号公報
【特許文献２】特開２００４－７８１７２号公報
【特許文献３】特開２００７－２５７８１３号公報
【特許文献４】特開２００８－２８７７５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ゲート線駆動回路としてのシフトレジスタは、１つの画素ラインすなわち１つのゲート
線ごとに設けられたシフトレジスタ回路が複数個縦続接続（カスケード接続）して構成さ
れる。本明細書では、ゲート線駆動回路を構成するシフトレジスタ回路の各々を「単位シ
フトレジスタ」と称する。
【０００７】
　特許文献１においては、多段のシフトレジスタのうち奇数行の画素を走査する段（奇数
ドライバ）と偶数行の画素を走査する段（偶数ドライバ）とを、表示素子あるいは撮像素
子を挟むように配置したゲート線駆動回路が開示されている。奇数ドライバと偶数ドライ
バとをそのように配設することにより、ゲート線駆動回路のための領域を効率よく利用す
ることができる。
【０００８】
　同文献の図３および図４には、そのゲート線駆動回路に使用される単位シフトレジスタ
およびその信号波形がそれぞれ示されている。同図３において、奇数ドライバ２ｏの第１
段目の単位シフトレジスタＲＳ１ｏ（１）に入力されたスタート信号ＩＮは、当該単位シ
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フトレジスタＲＳ１ｏ（１）により時間的にシフトされ、液晶表示素子の第１行目のゲー
ト線ＧＬ１の選択信号ＯＵＴ１として出力される。その選択信号ＯＵＴ１は、ゲート線Ｇ
Ｌ１を通して偶数ドライバ２ｅの第１段目の単位シフトレジスタＲＳ１ｅ（１）に入力さ
れ、当該単位シフトレジスタＲＳ１ｅ（１）により時間的にシフトされ、第２行目のゲー
ト線ＧＬ２の選択信号ＯＵＴ２として出力される。以降の段の単位シフトレジスタでも同
様の動作が行われ、それによって各ゲート線が順次選択される。
【０００９】
　同文献の図３に示されるように、各段の単位シフトレジスタはどれも同じ回路構成であ
るが、ここで、偶数ドライバ２ｅの第１段目の単位シフトレジスタＲＳ１ｅ（１）に注目
する。単位シフトレジスタＲＳ１ｅ（１）が出力する選択信号ＯＵＴ２は、前段（単位シ
フトレジスタＲＳ１ｏ（１））の選択信号ＯＵＴの活性化に応じてオン状態になるトラン
ジスタ２０４によって、クロック信号／ＣＫが出力端子に伝達されることにより活性化さ
れる。
【００１０】
　トランジスタ２０４は、その制御電極の配線容量Ｃ２，Ｃ４が選択信号ＯＵＴ１によっ
て充電されることでオンするが、前段が出力した選択信号ＯＵＴ１は、ゲート線ＧＬ１を
通して単位シフトレジスタＲＳ１ｅ（１）に供給されるため、当該ゲート線ＧＬ１の抵抗
成分および容量成分の影響を受ける。すなわち、選択信号ＯＵＴ１の立ち上がり速度が、
抵抗成分の総和と容量成分の総和との積に基づく時定数に比例して遅くなる（このことは
特許文献２の段落００４３でも説明されている）。
【００１１】
　それによりトランジスタ２０４の制御電極の充電速度が遅くなるので、シフトレジスタ
を高速に動作させる場合にはトランジスタ２０４の制御電極の充電が不充分になることが
懸念される。トランジスタ２０４の制御電極が充分に充電されなければ、当該トランジス
タ２０４のオン抵抗が高くなり、出力端子の充電速度すなわち選択信号ＯＵＴ２の立ち上
がり速度が低下する。
【００１２】
　この選択信号ＯＵＴ２は、ゲート線ＧＬ２を通して次段（奇数ドライバ２ｏの第２段目
の単位シフトレジスタＲＳ１ｏ（２））に供給されるが、このときゲート線ＧＬ２の抵抗
成分および容量成分の影響を受けるため、その立ち上がり速度はさらに低下する。
【００１３】
　選択信号が各段の単位シフトレジスタに順次伝達される度にこの現象が繰り返されると
、後段に進むほど選択信号の立ち上がり速度が低下し、場合によっては途中の段で選択信
号が活性化されなくなり、最終段まで選択信号が伝達されなくなる。この問題は、例えば
大画面の表示装置など、ゲート線の長い電気光学装置で顕著に起こる。
【００１４】
　本発明は以上のような課題を解決するためになされたものであり、ゲート線駆動回路の
領域を効率よく利用できると共に、ゲート線選択信号の立ち上がり速度の低下（立ち上が
り遅延）を防止できる電気光学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】
【００１５】
　本発明に係る半導体装置は、複数の走査線と、前記複数の走査線に直交する複数の信号
線と、前記複数の走査線と前記複数の信号線との交点近傍に形成された複数の画素と、前
記複数の走査線の奇数ラインを駆動する複数の単位シフトレジスタが縦続接続して成る奇
数ドライバと、前記複数の走査線の偶数ラインを駆動する複数の単位シフトレジスタが縦
続接続して成る偶数ドライバとを有する走査線駆動回路を備える電気光学装置であって、
前記走査線駆動回路は、信号のシフト方向が前段の単位シフトレジスタから後段の単位シ
フトレジスタへ向かう第１のシフト方向のときには、第１電圧信号として高電位側電源電
位、第２電圧信号として低電位側電源電位が入力され、信号のシフト方向が後段の単位シ
フトレジスタから前段の単位シフトレジスタへ向かう第２のシフト方向のときには、前記
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第２電圧信号として前記高電位側電源電位、前記第１電圧信号として前記低電位側電源電
位が入力され、前記奇数および偶数ドライバは、前記複数の画素および前記複数の走査線
と同じ基板上に、互いに前記画素を挟む位置に形成されており、前記奇数および偶数ドラ
イバの単位シフトレジスタの各々は、信号のシフト方向が前記第１のシフト方向のときに
は、２ライン前段の単位シフトレジスタの出力信号の活性期間から２ライン分の走査期間
だけ遅れて自己の出力信号を活性化させるよう動作し、信号のシフト方向が前記第２のシ
フト方向のときには、２ライン後段の単位シフトレジスタの出力信号の活性期間から２ラ
イン分の走査期間だけ遅れて自己の出力信号を活性化させるよう動作し、前記奇数ドライ
バの出力信号と前記偶数ドライバの出力信号とは、１ライン分の走査期間だけ位相が異な
るよう動作し、前記奇数および偶数ドライバの単位シフトレジスタの各々は、クロック信
号を入力し、前記走査線に出力信号を供給する出力部と、前記走査線を放電する放電部と
、前記出力部の制御ノードを充放電する第１ノード制御回路と、前記放電部の制御ノード
を充放電する第２ノード制御回路とを備え、前記第１ノード制御回路は、前記２ライン前
段の単位シフトレジスタの出力信号に基づいて、前記第１電圧信号を前記出力部の制御ノ
ードに供給し、前記２ライン後段の単位シフトレジスタの出力信号に基づいて、前記第２
電圧信号を前記出力部の制御ノードに供給し、前記出力部の制御ノードは、信号のシフト
方向が前記第１のシフト方向のときには、前記２ライン前段の単位シフトレジスタの出力
信号に基づいて前記高電位側電源電位に充電され、前記２ライン後段の単位シフトレジス
タの出力信号に基づいて前記低電位側電源電位に放電され、信号のシフト方向が前記第２
のシフト方向のときには、前記２ライン後段の単位シフトレジスタの出力信号に基づいて
前記高電位側電源電位に充電され、前記２ライン前段の単位シフトレジスタの出力信号に
基づいて前記低電位側電源電位に放電され、前記第２ノード制御回路は、信号のシフト方
向が前記第１のシフト方向のときには、前記２ライン前段の単位シフトレジスタの出力信
号に基づいて前記高電位側電源電位を入力して、前記放電部の制御ノードを放電し、信号
のシフト方向が前記第２のシフト方向のときには、前記２ライン後段の単位シフトレジス
タの出力信号に基づいて前記高電位側電源電位を入力して、前記放電部の制御ノードを放
電する。

【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る電気光学装置によれば、奇数および偶数ドライバが互いに画素を挟む位置
に配設させて走査線駆動回路の領域の効率化を図る場合でも、ゲート線を通さずに出力信
号のシフト動作が可能である。よってゲート線の抵抗成分および容量成分の影響による選
択信号の立ち上がり遅延を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る表示装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図２】実施の形態１に係るゲート線駆動回路の構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図４】実施の形態１に係る単位シフトレジスタの動作を説明するためのタイミング図で
ある。
【図５】実施の形態１に係る奇数ドライバが備えるダミーの単位シフトレジスタ（第１ダ
ミー段）の回路図である。
【図６】実施の形態１に係る偶数ドライバが備えるダミーの単位シフトレジスタ（第２ダ
ミー段）の回路図である。
【図７】実施の形態１に係るゲート線駆動回路を、エンドパルスを用いて制御した場合の
動作を示すタイミング図である。
【図８】実施の形態１の第２の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図９】実施の形態１の第３の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
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【図１０】実施の形態１の第４の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図１１】実施の形態１の第５の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図１２】実施の形態２に係るゲート線駆動回路の構成を示すブロック図である。
【図１３】実施の形態２に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図１４】実施の形態３に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図１５】実施の形態３の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図１６】実施の形態４に係るＭＯＳ容量素子であるトランジスタの構造を示す図である
。
【図１７】実施の形態４に係るＭＯＳトランジスタを用いた単位シフトレジスタの例を示
す回路図である。
【図１８】実施の形態５に係るゲート線駆動回路の構成を示すブロック図である。
【図１９】実施の形態６に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図２０】実施の形態６に係る単位シフトレジスタの動作を説明するためのタイミング図
である。
【図２１】実施の形態７に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図２２】実施の形態８に係るゲート線駆動回路の構成を示すブロック図である。
【図２３】実施の形態８に係るゲート線駆動回路の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。なお、説明が重複して冗長
になるのを避けるため、各図において同一または相当する機能を有する要素には同一符号
を付してある。
【００１９】
　また、各実施の形態に用いられるトランジスタは、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ
である。絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、ゲート絶縁膜中の電界により半導体層内
のドレイン領域とソース領域との間の電気伝導度が制御される。ドレイン領域およびソー
ス領域が形成される半導体層の材料としては、ポリシリコン、アモルファスシリコン、ペ
ンタセン等の有機半導体、単結晶シリコンあるいはＩＧＺＯ（In-Ga-Zn-O）等の酸化物半
導体などを用いることができる。
【００２０】
　よく知られているように、トランジスタは、それぞれ制御電極（狭義にはゲート（電極
））と、一方の電流電極（狭義にはドレイン（電極）またはソース（電極））と、他方の
電流電極（狭義にはソース（電極）またはドレイン（電極））とを含む少なくとも３つの
電極を有する素子である。トランジスタはゲートに所定の電圧を印加することによりドレ
インとソース間にチャネルが形成されるスイッチング素子として機能する。トランジスタ
のドレインとソースは、基本的に同一の構造であり、印加される電圧条件によって互いに
その呼称が入れ代わる。例えば、Ｎ型トランジスタであれば、相対的に電位（以下「レベ
ル」とも称する）の高い電極をドレイン、低い電極をソースと呼称する（Ｐ型トランジス
タの場合はその逆となる）。
【００２１】
　特に示さない限り、それらのトランジスタは半導体基板上に形成されるものであっても
よく、またガラスなどの絶縁性基板上に形成される薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）であって
もよい。トランジスタが形成される基板としては、単結晶基板あるいはＳＯＩ、ガラス、
樹脂などの絶縁性基板であってもよい。
【００２２】
　本発明のゲート線駆動回路は、単一導電型のトランジスタのみを用いて構成される。例
えばＮ型トランジスタは、ゲート・ソース間電圧が当該トランジスタのしきい値電圧より
も高いＨ（ハイ）レベルになると活性状態（オン状態、導通状態）となり、同しきい値電
圧よりも低いＬ（ロー）レベルで非活性状態（オフ状態、非導通状態）となる。そのため
Ｎ型トランジスタを用いた回路においては信号のＨレベルが「活性レベル」、Ｌレベルが
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「非活性レベル」となる。また、Ｎ型トランジスタを用いて構成した回路の各ノードは、
充電されてＨレベルになることで、非活性レベルから活性レベルへの変化が生じ、放電さ
れてＬレベルになることで、活性レベルから非活性レベルへの変化が生じる。
【００２３】
　逆にＰ型トランジスタは、ゲート・ソース間電圧がトランジスタのしきい値電圧（ソー
スを基準として負の値）よりも低いＬレベルになると活性状態（オン状態、導通状態）と
なり、同しきい値電圧よりも高いＨレベルで非活性状態（オフ状態、非導通状態）となる
。そのためＰ型トランジスタを用いた回路においては信号のＬレベルが「活性レベル」、
Ｈレベルが「非活性レベル」となる。また、Ｐ型トランジスタを用いて構成した回路の各
ノードは、充電・放電の関係がＮ型トランジスタの場合と逆になり、充電されてＬレベル
になることで、非活性レベルから活性レベルへの変化が生じ、放電されてＨレベルになる
ことで、活性レベルから非活性レベルへの変化が生じる。
【００２４】
　本明細書では、非活性レベルから活性レベルへの変化を「プルアップ」、活性レベルか
ら非活性レベルへの変化「プルダウン」と定義する。つまり、Ｎ型トランジスタを用いた
回路では、ＬレベルからＨレベルへの変化が「プルアップ」、ＨレベルからＬレベルの変
化が「プルダウン」と定義され、Ｐ型トランジスタを用いた回路では、ＨレベルからＬレ
ベルへの変化が「プルアップ」、ＬレベルからＨレベルの変化が「プルダウン」と定義さ
れる。
【００２５】
　また本明細書においては、二つの素子間、二つのノード間あるいは一の素子と一のノー
ドとの間の「接続」とはその他の要素（素子やスイッチなど）を介しての接続であるが実
質的に直接接続されているのと等価な状態を含むものとして説明する。例えば二つの素子
がスイッチを介して接続している場合であっても、それらが直接接続されているときと同
一に機能できるような場合には、その二つの素子が「接続している」と表現する。
【００２６】
　本発明においては、互いに位相の異なるクロック信号（多相クロック信号）が用いられ
る。以下では説明の簡単のため、一のクロック信号の活性期間とその次に活性化するクロ
ック信号の活性期間との間に一定の間隔を設けている（図４の例えば時刻ｔ2とｔ3の間隔
）。しかし本発明では各クロック信号の活性期間が実質的に重ならなければよく、上記の
間隔は無くてもよい。例えば活性レベルをＨレベルとすると、一のクロック信号の立ち下
がりタイミングとその次に活性化するクロック信号の立ち上がりタイミングとが同時であ
ってもよい。
【００２７】
　＜実施の形態１＞
　図１は、本発明に係る表示装置の構成を示す概略ブロック図であり、表示装置の代表例
として液晶表示装置の全体構成を示している。なお、本発明は、液晶表示装置への適用に
限定されるものではなく、電気信号を光の輝度に変換する表示装置であるエレクトロルミ
ネッセンス（ＥＬ）、有機ＥＬ、プラズマディスプレイ、電子ペーパ等、あるいは光の強
度を電気信号に変換する撮像装置（画像センサ）などの電気光学装置に広く適用可能であ
る。
【００２８】
　液晶表示装置１００は、液晶アレイ部１０と、ゲート線駆動回路３０と、ソースドライ
バ４０とを備える。液晶アレイ部１０は、行列状に配設された複数の画素１５を含む。画
素の行（以下「画素ライン」とも称する）の各々にはそれぞれゲート線ＧＬ1，ＧＬ2…（
総称「ゲート線ＧＬ」）が配設され、また、画素の列（以下「画素列」とも称する）の各
々にはそれぞれデータ線ＤＬ1，ＤＬ2…（総称「データ線ＤＬ」）がそれぞれ設けられる
。つまり画素１５は、ゲート線ＧＬとそれに直行するデータ線ＤＬとの各交点の近傍に形
成される。図１には、第１行の第１列および第２列の画素１５、並びにこれに対応するゲ
ート線ＧＬ1、ＧＬ2およびデータ線ＤＬ1，ＤＬ2が代表的に示されている。
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【００２９】
　各画素１５は、対応するデータ線ＤＬと画素ノードＮｐとの間に設けられる画素スィッ
チ素子１６と、画素ノードＮｐおよび共通電極ノードＮｃの間に並列に接続されるキャパ
シタ１７および液晶表示素子１８とを有している。画素ノードＮｐと共通電極ノードＮｃ
との間の電圧差に応じて、液晶表示素子１８中の液晶の配向性が変化し、これに応答して
液晶表示素子１８の表示輝度が変化する。これにより、データ線ＤＬおよび画素スイッチ
素子１６を介して画素ノードＮｐへ伝達される表示電圧によって、各画素の輝度をコント
ロールすることが可能となる。即ち、最大輝度に対応する電圧差と最小輝度に対応する電
圧差との間の中間的な電圧差を、画素ノードＮｐと共通電極ノードＮｃとの間に印加する
ことによって、中間的な輝度を得ることができる。従って、上記表示電圧を段階的に設定
することにより、階調的な輝度を得ることが可能となる。
【００３０】
　ゲート線駆動回路３０は、奇数行のゲート線ＧＬ1，ＧＬ3，ＧＬ5…を駆動する奇数ゲ
ート線駆動回路（奇数ドライバ）３０ａと、偶数行のゲート線ＧＬ2，ＧＬ4，ＧＬ6…を
駆動する偶数ゲート線駆動回路（偶数ドライバ）とから構成されており、所定の走査周期
に基づき、ゲート線ＧＬを順に選択して活性化させる。画素スイッチ素子１６のゲート電
極は、それぞれ対応するゲート線ＧＬと接続される。特定のゲート線ＧＬが選択されてい
る間は、それに接続する各画素において、画素スイッチ素子１６が導通状態になり画素ノ
ードＮｐが対応するデータ線ＤＬと接続される。そして、画素ノードＮｐへ伝達された表
示電圧がキャパシタ１７によって保持される。一般的に、画素スイッチ素子１６は、液晶
表示素子１８と同一の絶縁体基板（ガラス基板、樹脂基板等）上に形成されるＴＦＴで構
成される。
【００３１】
　ソースドライバ４０は、Ｎビットのデジタル信号である表示信号ＳＩＧによって段階的
に設定される表示電圧を、データ線ＤＬへ出力するためのものである。ここでは一例とし
て、表示信号ＳＩＧは６ビットの信号であり、表示信号ビットＤＢ０～ＤＢ５から構成さ
れるものとする。６ビットの表示信号ＳＩＧに基づくと、各画素において、２6＝６４段
階の階調表示が可能となる。さらに、Ｒ（Red）、Ｇ（Green）およびＢ（Blue）の３つの
画素により１つのカラー表示単位を形成すれば、約２６万色のカラー表示が可能となる。
【００３２】
　また、図１に示すように、ソースドライバ４０は、シフトレジスタ５０と、データラッ
チ回路５２，５４と、階調電圧生成回路６０と、デコード回路７０と、アナログアンプ８
０とから構成されている。
【００３３】
　表示信号ＳＩＧにおいては、各々の画素１５の表示輝度に対応する表示信号ビットＤＢ
０～ＤＢ５がシリアルに生成される。すなわち、各タイミングにおける表示信号ビットＤ
Ｂ０～ＤＢ５は、液晶アレイ部１０中のいずれか１つの画素１５における表示輝度を示し
ている。
【００３４】
　シフトレジスタ５０は、表示信号ＳＩＧの設定が切り換わる周期に同期したタイミング
で、データラッチ回路５２に対して、表示信号ビットＤＢ０～ＤＢ５の取り込みを指示す
る。データラッチ回路５２は、シリアルに生成される表示信号ＳＩＧを順に取り込み、１
つの画素ライン分の表示信号ＳＩＧを保持する。
【００３５】
　データラッチ回路５４に入力されるラッチ信号ＬＴは、データラッチ回路５２に１つの
画素ライン分の表示信号ＳＩＧが取り込まれるタイミングで活性化する。データラッチ回
路５４はそれに応答して、そのときデータラッチ回路５２に保持されている１つの画素ラ
イン分の表示信号ＳＩＧを取り込む。
【００３６】
　階調電圧生成回路６０は、高電圧ＶＤＨおよび低電圧ＶＤＬの間に直列に接続された６
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３個の分圧抵抗で構成され、６４段階の階調電圧Ｖ１～Ｖ６４をそれぞれ生成する。
【００３７】
　デコード回路７０は、データラッチ回路５４に保持されている表示信号ＳＩＧをデコー
ドし、当該デコード結果に基づいて各デコード出力ノードＮｄ1，Ｎｄ2…（総称「デコー
ド出力ノードＮｄ」）に出力する電圧を、階調電圧Ｖ１～Ｖ６４のうちから選択して出力
する。
【００３８】
　その結果、デコード出力ノードＮｄには、データラッチ回路５４に保持された１つの画
素ライン分の表示信号ＳＩＧに対応した表示電圧（階調電圧Ｖ１～Ｖ６４のうちの１つ）
が同時に（パラレルに）出力される。なお、図１においては、第１列目および第２列目の
データ線ＤＬ1，ＤＬ2に対応するデコード出力ノードＮｄ1，Ｎｄ2が代表的に示されてい
る。
【００３９】
　アナログアンプ８０は、デコード回路７０からデコード出力ノードＮｄ1，Ｎｄ2…に出
力された各表示電圧に対応したアナログ電圧を電流増幅して、それぞれデータ線ＤＬ1，
ＤＬ2…に出力する。
【００４０】
　ソースドライバ４０が、所定の走査周期に基づいて、一連の表示信号ＳＩＧに対応する
表示電圧を１画素ライン分ずつデータ線ＤＬへ繰り返し出力し、ゲート線駆動回路３０が
その走査周期に同期してゲート線ＧＬ1，ＧＬ2…を順に駆動することにより、液晶アレイ
部１０に表示信号ＳＩＧに基づいた画像の表示が成される。
【００４１】
　なお、図１には、ゲート線駆動回路３０およびソースドライバ４０が液晶アレイ部１０
と一体的に形成された液晶表示装置１００の構成を例示したが、ゲート線駆動回路３０と
液晶アレイ部１０とを一体的に形成し、ソースドライバ４０については液晶アレイ部１０
の外部回路として設ける、あるいはゲート線駆動回路３０およびソースドライバ４０の両
方を液晶アレイ部１０の外部回路として設けることも可能である。
【００４２】
　図２は、本発明に係るゲート線駆動回路３０の構成を示す図である。ゲート線駆動回路
３０は、１つの画素ラインすなわち１つのゲート線ＧＬごとに設けられた単位シフトレジ
スタＳＲ1，ＳＲ2，ＳＲ3…を備えている（以下、単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ2，Ｓ
Ｒ3…を「単位シフトレジスタＳＲ」と総称することもある）。
【００４３】
　先に述べたようにゲート線駆動回路３０は、奇数ドライバ３０ａと偶数ドライバ３０ｂ
とから構成されている。奇数ドライバ３０ａは、奇数行のゲート線ＧＬ1，ＧＬ3，ＧＬ5

…をそれぞれ駆動する単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ3，ＳＲ5…が縦続接続（カスケー
ド接続）して成っている。偶数ドライバ３０ｂは、偶数行のゲート線ＧＬ2，ＧＬ4，ＧＬ

6…をそれぞれ駆動する単位シフトレジスタＳＲ2，ＳＲ4，ＳＲ6…が縦続接続して成って
いる。つまり、奇数ドライバ３０ａおよび偶数ドライバ３０ｂのそれぞれにおいては、第
ｋ段目の単位シフトレジスタＳＲkから見て、「前段」は２行前の単位シフトレジスタＳ
Ｒk-2であり、「次段」は２行後の単位シフトレジスタＳＲk+2である。
【００４４】
　本実施の形態の奇数ドライバ３０ａでは、その最後段である単位シフトレジスタＳＲn-

1のさらに次段に、画素を駆動しないダミーのゲート線ＤＭＬに接続されたダミーの単位
シフトレジスタＳＲＤ１（以下「第１ダミー段」）が設けられる。一方、偶数ドライバ３
０ｂでは、その最後段である単位シフトレジスタＳＲnのさらに次段に、ゲート線に接続
されないダミーの単位シフトレジスタＳＲＤ２（以下「第２ダミー段」）が設けられてい
る。基本的に第１および第２ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２も他の単位シフトレジスタＳＲ
と同様の回路構成を有しているが、その詳細については後に説明する。
【００４５】
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　また図２に示すクロック信号発生器３１は、各々位相が異なる３相のクロック信号ＣＬ
Ｋ１，ＣＬＫ２，ＣＬＫ３をゲート線駆動回路３０の単位シフトレジスタＳＲに供給する
ものである。クロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３は、互いにその活性期間が重ならず、表示
装置の走査周期に同期したタイミングで、ＣＬＫ１，ＣＬＫ２，ＣＬＫ３，ＣＬＫ１，Ｃ
ＬＫ２…の順番で繰り返し活性化するよう制御される。
【００４６】
　各単位シフトレジスタＳＲは、第１入力端子ＩＮ１、第２入力端子ＩＮ２、出力端子Ｏ
ＵＴ、クロック端子ＣＫおよびリセット端子ＲＳＴを有している。図２のように、各単位
シフトレジスタＳＲのクロック端子ＣＫには、クロック信号発生器３１が出力するクロッ
ク信号ＣＬＫ１，ＣＬＫ２，ＣＬＫ３のうち所定の１つが供給される。
【００４７】
　具体的には、クロック信号ＣＬＫ１は、第［３ｍ－２］行目（ｍは自然数、以下同じ）
のゲート線ＧＬ3m-2を駆動する単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ4，ＳＲ7…に供給される
。クロック信号ＣＬＫ２は、第［３ｍ－１］行目のゲート線ＧＬ3m-1を駆動する単位シフ
トレジスタＳＲ2，ＳＲ5，ＳＲ8…に供給される。クロック信号ＣＬＫ３は、第［３ｍ］
行目のゲート線ＧＬ3mを駆動する単位シフトレジスタＳＲ3，ＳＲ6，ＳＲ9…に供給され
る。クロック信号ＣＬＫ１，ＣＬＫ２，ＣＬＫ３は、この順番で繰り返し活性化するので
、シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ2，ＳＲ3…のクロック端子ＣＫはその順番で活性化される
こととなる。
【００４８】
　なお、一般的な表示装置の走査線数は３の倍数ではないので、３相のクロック信号ＣＬ
Ｋ１～ＣＬＫ３により制御されるシフトレジスタでは、最終行である第ｎ行目の単位シフ
トレジスタＳＲn（偶数ドライバ３０ｂの最後段）のクロック端子ＣＫに供給されるクロ
ック信号は、表示装置の走査線数によって変わる。図２の例では、単位シフトレジスタＳ
Ｒnのクロック端子ＣＫにはクロック信号ＣＬＫ２が供給されている。よって、第１ダミ
ー段ＳＲＤ１および第２ダミー段ＳＲＤ２のクロック端子ＣＫには、それぞれクロック信
号ＣＬＫ３，ＣＬＫ１が供給される。
【００４９】
　第１行目の単位シフトレジスタＳＲ1（奇数ドライバ３０ａの第１段目）の第１および
第２入力端子ＩＮ１，ＩＮ２には、それぞれ第１および第２スタートパルスＳＰ１，ＳＰ
２が入力される。本実施の形態において、第１および第２スタートパルスＳＰ１，ＳＰ２
は共に画像信号の各フレーム期間の先頭に対応するタイミングで活性化する（Ｈレベルに
なる）信号であるが、第２スタートパルスＳＰ２は第１スタートパルスＳＰ１よりも１水
平期間（１Ｈ）、即ち１ライン分の走査期間だけ位相が遅れている。
【００５０】
　従って、第１スタートパルスＳＰ１は第２スタートパルスＳＰ２よりも早いタイミング
でＨレベルになり、第２スタートパルスＳＰ２は第１スタートパルスＳＰ１がＬレベルに
戻った後にＨレベルに遷移するよう制御される。ここでは、第１スタートパルスＳＰ１は
クロック信号ＣＬＫ２と同位相のパルスであり、第２スタートパルスＳＰ２はクロック信
号ＣＬＫ３と同位相であるとする（図４参照）。
【００５１】
　また第２行目の単位シフトレジスタＳＲ2（偶数ドライバ３０ｂの第１段目）において
は、第１入力端子ＩＮ１に上記の第２スタートパルスＳＰ２が入力される。またその第２
入力端子ＩＮ２には、第２スタートパルスＳＰ２から１水平期間遅れて活性化するクロッ
ク信号ＣＬＫ１が入力される。
【００５２】
　第３行目以降の単位シフトレジスタＳＲkにおいては、第１入力端子ＩＮ１はその２行
前（奇数ドライバ３０ａ内あるいは偶数ドライバ３０ｂ内では１段前）の単位シフトレジ
スタＳＲk-2の出力端子ＯＵＴに接続される。また第２入力端子ＩＮ２には、第１入力端
子ＩＮ１に入力される信号（単位シフトレジスタＳＲk-2の出力信号）に対して１水平期
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間だけ位相が遅れたクロック信号（これはクロック端子ＣＫに供給されるものに対しては
１水平期間位相が進んだものとなる）が供給される。
【００５３】
　第１および第２ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２においても同様であり、第１ダミー段ＳＲ
Ｄ１の第１入力端子ＩＮ１には、その２行前に相当する単位シフトレジスタＳＲn-1の出
力信号Ｇn-1が入力され、第２入力端子ＩＮ２にはこの出力信号Ｇn-1に対して１水平期間
だけ位相が遅れたクロック信号ＣＬＫ２が入力される。また第２ダミー段ＳＲＤ２の第１
入力端子ＩＮ１には、その２行前に相当する単位シフトレジスタＳＲnの出力信号Ｇnが入
力され、第２入力端子ＩＮ２にはこの出力信号Ｇnに対して１水平期間だけ位相が遅れた
クロック信号ＣＬＫ３が入力される。
【００５４】
　各単位シフトレジスタＳＲkのリセット端子ＲＳＴは、その２行後（奇数ドライバ３０
ａ内あるいは偶数ドライバ３０ｂ内では１段後）の単位シフトレジスタＳＲk+2の出力端
子ＯＵＴに接続される（リセット端子ＲＳＴは、１行後の単位シフトレジスタＳＲk+1の
出力端子ＯＵＴに接続させてもよいが、２行後の単位シフトレジスタＳＲk+2の出力端子
ＯＵＴに接続させる方が好ましい。この理由については後述する）。
【００５５】
　終わりから２行目の単位シフトレジスタＳＲn-1（奇数ドライバ３０ａの最後段）のリ
セット端子ＲＳＴは、その２行後に相当する第１ダミー段ＳＲＤ１の出力端子ＯＵＴに接
続される。また最終行の単位シフトレジスタＳＲn（偶数ドライバ３０ｂの最後段）のリ
セット端子ＲＳＴは、第２ダミー段ＳＲＤ２の出力端子ＯＵＴに接続される。
【００５６】
　なお、第１ダミー段ＳＲＤ１のリセット端子ＲＳＴには、クロック端子ＣＫに供給され
るクロック信号ＣＬＫ３よりも位相が２水平期間遅れたクロック信号ＣＬＫ２が入力され
る。第２ダミー段ＳＲＤ２のリセット端子ＲＳＴには、クロック端子ＣＫに供給されるク
ロック信号ＣＬＫ１よりも位相が２水平期間遅れたクロック信号ＣＬＫ３が入力される。
【００５７】
　以上のように、各単位シフトレジスタＳＲkの出力端子ＯＵＴから出力される出力信号
Ｇkは、選択信号（垂直（又は水平）走査パルス）としてそれぞれ対応するゲート線ＧＬk

へと供給されると共に、２行後の単位シフトレジスタＳＲk+2の第１入力端子ＩＮ１並び
に２行前の単位シフトレジスタＳＲk-2のリセット端子ＲＳＴへも供給される。以下では
単位シフトレジスタＳＲの出力信号Ｇを「選択信号」と称する。
【００５８】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る単位シフトレジスタの構成を示す回路図である。
ゲート線駆動回路３０の各単位シフトレジスタＳＲの構成は実質的にどれも同じであるの
で、代表的に第ｋ行目の単位シフトレジスタＳＲkを示している。本実施の形態の単位シ
フトレジスタＳＲkを構成するトランジスタは、全て同一導電型の電界効果トランジスタ
であるが、以下に示す実施の形態および変更例においては全てＮ型ＴＦＴであるものとす
る。
【００５９】
　図３の単位シフトレジスタＳＲkは、本願発明者の考案に係る特許文献３の図６の回路
を、本発明に適用したものである。単位シフトレジスタＳＲkは、図２にも示した第１お
よび第２入力端子ＩＮ１，ＩＮ２、出力端子ＯＵＴ、クロック端子ＣＫおよびリセット端
子ＲＳＴの他に、低電位側電源電位（ロー側電源電位）ＶＳＳが供給される第１電源端子
Ｓ１、高電位側電源電位（ハイ側電源電位）ＶＤＤ１，ＶＤＤ２がそれぞれ供給される第
２および第３電源端子Ｓ２，Ｓ３を有している。
【００６０】
　ハイ側電源電位ＶＤＤ１，ＶＤＤ２は、互いに同一レベルであってもよい。以下の説明
ではロー側電源電位ＶＳＳを回路の基準電位（ＶＳＳ＝０Ｖ）として説明するが、実使用
では、画素に書き込まれるデータの電圧を基準にして基準電位が設定され、例えばハイ側
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電源電位ＶＤＤ１，ＶＤＤ２は１７Ｖ、ロー側電源電位ＶＳＳは－１２Ｖなどと設定され
る。
【００６１】
　単位シフトレジスタＳＲkは、出力回路２０、プルアップ駆動回路２１、プルダウン駆
動回路２２から構成されている。出力回路２０は、当該単位シフトレジスタＳＲkが出力
する選択信号Ｇkの活性化および非活性化を行うものであり、ゲート線ＧＬkの選択期間に
選択信号Ｇkを活性状態（Ｈレベル）にするトランジスタＱ１（出力プルアップトランジ
スタ）と、ゲート線ＧＬkの非選択期間に選択信号Ｇkを非活性状態（Ｌレベル）に維持す
るためのトランジスタＱ２（出力プルダウントランジスタ）とを含んでいる。
【００６２】
　トランジスタＱ１は、出力端子ＯＵＴとクロック端子ＣＫとの間に接続しており、クロ
ック端子ＣＫに入力されるクロック信号を出力端子ＯＵＴに供給することによって選択信
号Ｇkを活性化させる。またトランジスタＱ２は、出力端子ＯＵＴと第１電源端子Ｓ１と
の間に接続しており、出力端子ＯＵＴを放電して電位ＶＳＳにすることで、選択信号Ｇk

を非活性レベルに維持する。ここで、トランジスタＱ１のゲート（制御電極）が接続する
ノードを「ノードＮ１」、トランジスタＱ２のゲートが接続するノードを「ノードＮ２」
とそれぞれ定義する。
【００６３】
　トランジスタＱ１のゲート・ソース間（即ち出力端子ＯＵＴとノードＮ１との間）には
容量素子Ｃ１が設けられている。この容量素子Ｃ１は、出力端子ＯＵＴとノードＮ１との
間を容量結合し、出力端子ＯＵＴのレベル上昇に伴うノードＮ１の昇圧効果を高めるため
のものである。但し、容量素子Ｃ１は、トランジスタＱ１のゲート・チャネル間容量が充
分大きい場合にはそれで置き換えることができるので、そのような場合には省略してもよ
い。
【００６４】
　通常、１つの半導体集積回路内においては、容量素子の誘電体層となる絶縁膜の厚さは
、トランジスタのゲート絶縁膜の厚さと同じになるので、容量素子をトランジスタのゲー
ト容量に置き換える場合には、その容量素子と同一ゲート面積のトランジスタで代替する
ことができる。よって図３の容量素子Ｃ１をトランジスタＱ１のゲート・チャネル間容量
で置き換える場合、トランジスタＱ１のゲート幅を相当分だけ広くすればよい。
【００６５】
　プルアップ駆動回路２１は、トランジスタＱ１（出力プルアップトランジスタ）を駆動
する回路であり、トランジスタＱ１を、ゲート線ＧＬkの選択期間はオンにし、非選択期
間はオフにするよう動作する。プルアップ駆動回路２１は、第１入力端子ＩＮ１に入力さ
れる２行前の選択信号Ｇk-2（あるいは、第１または第２スタートパルスＳＰ１，ＳＰ２
）と第２入力端子ＩＮ２に入力されるクロック信号（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２またはＣＬＫ３
）の活性化に応じてノードＮ１（トランジスタＱ１のゲート）を充電し、リセット端子Ｒ
ＳＴに供給されるリセット信号としての２行後の選択信号Ｇk+2（あるいは、第１ダミー
段ＳＲＤ１または第２ダミー段ＳＲＤ２の出力信号Ｄ１，Ｄ２）の活性化に応じてノード
Ｎ１を放電する。
【００６６】
　プルアップ駆動回路２１は、以下のトランジスタＱ３～Ｑ５，Ｑ８～Ｑ１０により構成
される。トランジスタＱ３は、ノードＮ１と第２電源端子Ｓ２との間に接続し、第２電源
端子Ｓ２の電位をノードＮ１に供給するものである。ここで、トランジスタＱ３のゲート
が接続するノードを「ノードＮ３」と定義する。
【００６７】
　トランジスタＱ４は、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続し、そのゲートはノ
ードＮ２に接続する。トランジスタＱ８は、ノードＮ３と第２電源端子Ｓ２との間に接続
し、ゲートは第１入力端子ＩＮ１に接続される。なお、トランジスタＱ８のドレインは第
１入力端子ＩＮ１に接続されていてもよい（つまりトランジスタＱ８は、第１入力端子Ｉ



(13) JP 6498327 B2 2019.4.10

10

20

30

40

50

Ｎ１とノード３との間にダイオード接続させてもよい）。
【００６８】
　トランジスタＱ１０は、ゲートがノードＮ３に接続され、２つの電流電極（ソースおよ
びドレイン）は共に第２入力端子ＩＮ２に接続される。電界効果トランジスタは、ゲート
電極にしきい値電圧以上の電圧が印加されたときに、半導体基板内におけるゲート絶縁膜
を介したゲート電極の直下に形成される導電性チャネルによりドレイン・ソース間が電気
的に接続されることにより導通する素子である。従って、導通状態の電界効果トランジス
タは、ゲート・チャネル間に一定の静電容量（ゲート容量）を有することとなる。即ち、
半導体基板内のチャネルおよびゲート電極を両端子とし、ゲート絶縁膜を誘電体層とする
容量素子としても機能することができる。従って、トランジスタＱ１０は、ノードＮ３と
第２入力端子ＩＮ２との間の電圧に応じて選択的に容量素子として働く（ノードＮ３がＨ
レベルの期間のみ容量素子として機能する）。
【００６９】
　なお、第１行目の単位シフトレジスタＳＲ1の第２入力端子ＩＮ２に供給される第２ス
タートパルスＳＰ２は１フレーム期間に一回しか活性化されないため、選択的に容量素子
として働く必要がない（常に容量素子として機能してもよい）。よって、単位シフトレジ
スタＳＲ1ではＭＯＳ容量素子（トランジスタＱ１０）の替わりに通常の容量素子を用い
てもよい。
【００７０】
　またトランジスタＱ５は、ノードＮ３と第１電源端子Ｓ１との間に接続し、ゲートはリ
セット端子ＲＳＴに接続される。トランジスタＱ９は、ノードＮ３と第１電源端子Ｓ１と
の間に接続し、ゲートがノードＮ２に接続される。
【００７１】
　一方、プルダウン駆動回路２２は、トランジスタＱ２（出力プルダウントランジスタ）
を駆動する回路であり、ノードＮ３を入力端、ノードＮ２（トランジスタＱ２のゲート）
を出力端としている。つまりプルダウン駆動回路２２は、ノードＮ３のレベル変化に応じ
てノードＮ２を充放電する。具体的には、ノードＮ３がＨレベルになるとノードＮ２を放
電し、ノードＮ３がＬレベルになるとノードＮ２を充電するように動作する。それにより
トランジスタＱ２は、ゲート線ＧＬkの選択期間にはオフになり、非選択期間にはオンに
なる。また、先に述べたように、プルダウン駆動回路２２の出力端であるノードＮ２には
プルアップ駆動回路２１のトランジスタＱ４，Ｑ９のゲートも接続されている。
【００７２】
　プルダウン駆動回路２２は、第３電源端子Ｓ３と第１電源端子Ｓ１との間に直列接続し
たトランジスタＱ６，Ｑ７から構成されている。トランジスタＱ６は、ノードＮ２と第３
電源端子Ｓ３との間に接続し、そのゲートは第３電源端子Ｓ３に接続されている（即ちト
ランジスタＱ６はダイオード接続されている）。トランジスタＱ７はノードＮ２と第１電
源端子Ｓ１との間に接続し、そのゲートはノードＮ３に接続している。
【００７３】
　トランジスタＱ７は、トランジスタＱ６よりもオン抵抗が充分小さく（つまり駆動能力
が大きく）設定されている。よって、トランジスタＱ７のゲート（ノードＮ３）がＨレベ
ルになりトランジスタＱ７がオンするとノードＮ２は放電されてＬレベルになり、逆にノ
ードＮ３がＬレベルになりトランジスタＱ７がオフするとノードＮ２はＨレベルになる。
【００７４】
　即ちプルダウン駆動回路２２は、トランジスタＱ６およびトランジスタＱ７のオン抵抗
値の比によってその動作が規定されるレシオ型インバータを構成している。当該インバー
タにおいて、トランジスタＱ６は負荷素子、トランジスタＱ７は駆動素子として機能する
。
【００７５】
　以下、本実施の形態に係る単位シフトレジスタＳＲの具体的な動作を説明する。ゲート
線駆動回路３０を構成する各単位シフトレジスタＳＲおよびダミー段ＳＲＤの動作は実質
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的にどれも同じであるので、代表的に第ｋ行目の単位シフトレジスタＳＲkの動作を説明
する。単位シフトレジスタＳＲkでは、クロック端子ＣＫにクロック信号ＣＬＫ１が入力
されているものとする（例えば図２における３ｍ－２段の単位シフトレジスタＳＲ1，Ｓ
Ｒ4…がこれに該当する）。
【００７６】
　また説明の簡単のため、以下では特に示さない限り、クロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３
、第１および第２スタートパルスＳＰ１，ＳＰ２のＨレベルの電位は全て等しいと仮定し
、そのレベルをＶＤＤとする。またＶＤＤはハイ側電源電位ＶＤＤ１，ＶＤＤ２のレベル
とも等しいとする（即ち、ＶＤＤ＝ＶＤＤ１＝ＶＤＤ２）。またクロック信号ＣＬＫ１～
ＣＬＫ３、第１および第２スタートパルスＳＰ１，ＳＰ２のＬレベルの電位はロー側電源
電位ＶＳＳと等しいものとし、その電位を０Ｖとする（ＶＳＳ＝０）。さらに、各トラン
ジスタのしきい値電圧は全て等しいと仮定し、その値をＶｔｈとする。なおクロック信号
ＣＬＫ１～ＣＬＫ３は、図４に示されるように、互いに１水平期間（１Ｈ）の位相差を持
つ繰り返し信号である。
【００７７】
　図４は、実施の形態１に係る単位シフトレジスタの動作を説明するためのタイミング図
である。単位シフトレジスタＳＲkの動作を、同図を参照しつつ説明する。
【００７８】
　まず初期状態として、ノードＮ１，Ｎ３がＬレベル（ＶＳＳ）、ノードＮ２がＨレベル
（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）であると仮定する（以下、この状態を「リセット状態」と称す）。ま
た第１入力端子ＩＮ１（２行前の選択信号Ｇk-2）、第２入力端子ＩＮ２（クロック信号
ＣＬＫ３）、クロック端子ＣＫ（クロック信号ＣＬＫ１）およびリセット端子ＲＳＴ（２
行後の選択信号Ｇk+2）は何れもＬレベルであるとする。
【００７９】
　リセット状態では、トランジスタＱ１がオフ（遮断状態）、トランジスタＱ２がオン（
導通状態）であるので、クロック端子ＣＫ（クロック信号ＣＬＫ１）のレベルに関係なく
、出力端子ＯＵＴ（選択信号Ｇk）はＬレベルに保たれる。即ち、この初期状態では、単
位シフトレジスタＳＲkに対応するゲート線ＧＬkは非選択状態にある。
【００８０】
　その状態から、時刻ｔ1で２行前の選択信号Ｇk-2（第１行目の単位シフトレジスタＳＲ

1の場合には第１スタートパルスＳＰ１）がＨレベルになると、当該単位シフトレジスタ
ＳＲkのトランジスタＱ８がオンになる。このときノードＮ２はＨレベルなのでトランジ
スタＱ９もオンしているが、トランジスタＱ８はトランジスタＱ９よりもオン抵抗が充分
低く設定されており、ノードＮ３はトランジスタＱ８を通して供給される電荷により充電
され、そのレベルが上昇する。つまりトランジスタＱ８は、第１入力端子ＩＮ１に入力さ
れる信号に基づいて、トランジスタＱ３のゲートが接続するノードＮ３を充電する充電回
路として機能する。
【００８１】
　ノードＮ３のレベルが上昇するとトランジスタＱ７が導通し始め、ノードＮ２のレベル
は下降する。そうなるとトランジスタＱ９の抵抗が高くなり、ノードＮ３のレベルが急速
に上昇する。それに応じてトランジスタＱ７が充分にオンになる。その結果ノードＮ２は
Ｌレベル（ＶＳＳ）になり、トランジスタＱ９がオフになってノードＮ３がＨレベルにな
る。
【００８２】
　ノードＮ３のレベルを上昇させるにはトランジスタＱ１０およびトランジスタＱ３のゲ
ート・チャネル間容量（ゲート容量）を充電する必要があるが、それらの容量値は出力回
路２０のトランジスタＱ１および容量素子Ｃ１の約１／５～１／１０程度と小さいため、
ノードＮ３は高速に充電可能である。そのため、トランジスタＱ８が高速充電の不得手な
ソースフォロアモードで動作するにも関わらず、ノードＮ３のレベルは高速に理論値にま
で上昇する。即ち、トランジスタＱ８による充電後のノードＮ３の電位Ｖ３ａは、
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Ｖ３ａ＝ＶＤＤ－Ｖｔｈ　…（１）
となる。
【００８３】
　ノードＮ３がＨレベルになると、それに応じてトランジスタＱ３がオンする。このとき
ノードＮ２はＬレベルになっているのでトランジスタＱ４はオフしており、ノードＮ１の
レベルが上昇する。
【００８４】
　ノードＮ１のレベルを上昇させるためには、容量素子Ｃ１およびトランジスタＱ１のゲ
ート容量を充電する必要があるが、前述のとおりそれらの容量値は比較的大きいため、ノ
ードＮ１の高速充電は困難である。さらにトランジスタＱ３はソースフォロアモードで動
作するため、短時間でノードＮ１のレベルを理論値（ＶＤＤ－２×Ｖｔｈ）まで上昇させ
ることは難しい。従って、２行前の選択信号Ｇk-2のパルス幅が充分広くなければ、この
ときのノードＮ１のレベルは、理論値よりも低いレベルまでしか上昇しない。
【００８５】
　時刻ｔ2で、２行前の選択信号Ｇk-2がＬレベルに戻るとトランジスタＱ８はオフするが
、ノードＮ１，Ｎ３はフローティング状態になり、またトランジスタＱ７，Ｑ９がフリッ
プフロップの働きをするので、ノードＮ１，Ｎ３のレベルは維持される。
【００８６】
　そして時刻ｔ3でクロック信号ＣＬＫ３（第１行目の単位シフトレジスタＳＲ1の場合に
は第２スタートパルスＳＰ２）がＨレベルになると、単位シフトレジスタＳＲkの第２入
力端子ＩＮ２がＨレベルになる。このときノードＮ３はＨレベルになっているのでトラン
ジスタＱ１０のソース／ドレイン側（ＩＮ２側）にはチャネルが形成される。従って、ト
ランジスタＱ１０は容量素子として働き、それを介する容量結合によりノードＮ３が昇圧
される。即ち、トランジスタＱ１０は、第１入力端子ＩＮ１に入力される信号に基づいて
、充電されたノードＮ３を昇圧する昇圧回路として機能する。
【００８７】
　トランジスタＱ１０のＭＯＳ容量素子としての容量値に比べ、ノードＮ３の寄生容量が
充分小さいと仮定すると、トランジスタＱ１０による昇圧後のノードＮ３は、昇圧前の電
位Ｖ３ａから、クロック信号ＣＬＫ３の振幅ＶＤＤだけ上昇する。即ち、昇圧後のノード
Ｎ３の電位Ｖ３ｂは、
Ｖ３ｂ＝２×ＶＤＤ－Ｖｔｈ　…（２）
となる。しかも立ち上がり速度の速い外部信号であるクロック信号ＣＬＫ３に応じて昇圧
されるため、ノードＮ３の電位の上昇速度は、クロック信号ＣＬＫ３の立ち上がり速度と
ほぼ同じ程度に高速である。
【００８８】
　ノードＮ３が昇圧されると、トランジスタＱ３のゲート（ノードＮ３）・ソース（ノー
ドＮ１）間の電圧が充分高くなるので、トランジスタＱ３は、ソースフォロワモードでは
なく非飽和領域で動作してノードＮ１を充電する。よってノードＮ１は高速に充電され、
且つ、トランジスタＱ３のしきい値電圧（Ｖｔｈ）の損失もなく、ノードＮ１は電位ＶＤ
Ｄに到達する。このようにしてノードＮ１，Ｎ３がＨレベル、ノードＮ２がＬレベルの状
態（以下、この状態を「セット状態」称す）になると、トランジスタＱ１がオン、トラン
ジスタＱ２がオフになる。
【００８９】
　時刻ｔ4でクロック信号ＣＬＫ３がＬレベルに戻ると、ＭＯＳ容量素子としてのトラン
ジスタＱ１０により、ノードＮ３の電位は引き下げられ、昇圧前のＶＤＤ－Ｖｔｈに戻る
。このときノードＮ１は電位ＶＤＤなのでトランジスタＱ３はオフになるが、ノードＮ１
はフローティング状態で電位ＶＤＤに維持される。従って単位シフトレジスタＳＲkのセ
ット状態は維持される。
【００９０】
　時刻ｔ5でクロック信号ＣＬＫ１がＨレベルになると、その電位変化がオン状態のトラ
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ンジスタＱ１を通して出力端子ＯＵＴへと伝達され、選択信号Ｇkのレベルが上昇する。
このとき容量素子Ｃ１およびトランジスタＱ１のゲート容量を介する容量結合により、ノ
ードＮ１のレベルが特定の電圧だけ昇圧される（このためノードＮ１は「昇圧ノード」と
称されることもある）。
【００９１】
　そのため、選択信号Ｇkのレベルが上昇する過程においても、トランジスタＱ１のゲー
ト・ソース間電圧は大きく保たれ、当該トランジスタＱ１は非飽和領域で動作する。よっ
て出力端子ＯＵＴは高速に充電され、選択信号Ｇkのレベルはクロック信号ＣＬＫ１の立
ち上がりに追随して高速に上昇する。その結果、選択信号Ｇkのレベルは、トランジスタ
Ｑ１のしきい値電圧Ｖｔｈ分の損失を伴わず、クロック信号ＣＬＫ１と同じＶＤＤに達す
る。
【００９２】
　なお、トランジスタＱ１のゲート容量と容量素子Ｃ１との容量値の和に比べ、ノードＮ
１の寄生容量値が充分小さいと仮定すると、このときのノードＮ１の昇圧幅は、クロック
信号ＣＬＫ１および選択信号Ｇkの振幅と同じＶＤＤとなる。よって昇圧後のノードＮ１
の電位は、２×ＶＤＤになる。
【００９３】
　その後クロック信号ＣＬＫ１がＨレベルである間（時刻ｔ5～ｔ6）、選択信号ＧkはＨ
レベルに維持される。よってその間、ゲート線ＧＬkは活性化されて選択状態となる。
【００９４】
　そして時刻ｔ6でクロック信号ＣＬＫ１がＬレベルに戻ると、出力端子ＯＵＴがトラン
ジスタＱ１を通して放電され、選択信号ＧkはＬレベルになる。よってゲート線ＧＬkは非
活性化され、非選択状態に戻る。このときノードＮ１のレベルも昇圧前のＶＤＤに戻る。
【００９５】
　その後、時刻ｔ7～ｔ8の間、クロック信号ＣＬＫ２がＨレベルになるが、クロック信号
ＣＬＫ２は単位シフトレジスタＳＲkには供給されていないので、当該単位シフトレジス
タＳＲkの各ノードのレベルに変化はない。
【００９６】
　但し、このとき１行後の単位シフトレジスタＳＲk+1が出力する選択信号Ｇk+1が活性化
されるため、２行後の単位シフトレジスタＳＲk+2はセット状態に移行する。よって続く
時刻ｔ9で、クロック信号ＣＬＫ３がＨレベルになると、２行後の選択信号Ｇk+2がＨレベ
ルになる。
【００９７】
　よって単位シフトレジスタＳＲkでは、時刻ｔ9でリセット端子ＲＳＴがＨレベルになり
トランジスタＱ５がオンする。それによりノードＮ３は放電されてＬレベルになり、それ
によりトランジスタＱ７がオフするので、ノードＮ２がＨレベルになる。応じてトランジ
スタＱ４，Ｑ９がオンになり、ノードＮ１，Ｎ３はＬレベルになる。つまり単位シフトレ
ジスタＳＲkはリセット状態に戻り、トランジスタＱ１がオフ、トランジスタＱ２がオン
となる。
【００９８】
　なお、時刻ｔ9でクロック信号ＣＬＫ３が立ち上がるとき、ＭＯＳ容量素子であるトラ
ンジスタＱ１０を介してノードＮ３のレベルが上昇しようとするが、それとほぼ同時にト
ランジスタＱ５がオンになるため、そのレベルの上昇は瞬時的でありノードＮ３はほぼＬ
レベルに維持される。
【００９９】
　時刻ｔ9以降は、トランジスタＱ７，Ｑ９がフリップフロップの働きをしてノードＮ２
をＨレベル、ノードＮ３をＬレベルに維持する。なお、ノードＮ３がＬレベルに期間、ト
ランジスタＱ１０はチャネルが形成されず容量素子として機能しないので、その後に第２
入力端子ＩＮ２のクロック信号ＣＬＫ３が活性化してもノードＮ３は昇圧されずにＬレベ
ルに維持される。従って、次のフレーム期間で２行前の選択信号Ｇk-2が活性化するまで
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、単位シフトレジスタＳＲkはリセット状態に維持される。
【０１００】
　以上の動作をまとめると、単位シフトレジスタＳＲkは、第１入力端子ＩＮ１の信号が
活性化されるまではリセット状態にあり、選択信号ＧkをＬレベルに維持する。そして第
１入力端子ＩＮ１の信号がＨレベルになると、ノードＮ３が充電されるので、トランジス
タＱ３がオンしてノードＮ１を充電し、単位シフトレジスタＳＲkはセット状態に移行す
る。続いて第２入力端子ＩＮ２の信号がＨレベルになると、ノードＮ３が昇圧され、トラ
ンジスタＱ３が非飽和領域で動作するのでノードＮ１の電位はＶＤＤにまで上昇する。続
いてクロック端子ＣＫの信号がＨレベルになると、オン状態のトランジスタＱ１を通して
出力端子ＯＵＴが充電され、選択信号Ｇkが活性化される。そして、リセット端子ＲＳＴ
の信号がＨレベルになると、単位シフトレジスタＳＲkはリセット状態に戻り、再び選択
信号ＧkをＬレベルに維持する。
【０１０１】
　また図２のように奇数ドライバ３０ａおよび偶数ドライバ３０ｂを構成すると、各単位
シフトレジスタＳＲkおいては、第１入力端子ＩＮ１には２行前の選択信号Ｇk-2が入力さ
れ、第２入力端子ＩＮ２には２行前の選択信号Ｇk-2から１水平期間遅れて活性化するク
ロック信号（１行前の選択信号Ｇk-1と同相のクロック信号（１行前の単位シフトレジス
タＳＲk-1のクロック端子ＣＫと同じもの））が入力され、クロック端子ＣＫには２行前
の選択信号Ｇk-2から２水平期間遅れて活性化するクロック信号が入力される。またリセ
ット端子ＲＳＴには、２行後の選択信号Ｇk+2が入力される。
【０１０２】
　よって、奇数ドライバ３０ａおよび偶数ドライバ３０ｂの各単位シフトレジスタＳＲk

は、２行前の選択信号Ｇk-2の活性化に応じてセット状態になり、その１水平期間後にノ
ードＮ１の電位がＶＤＤにまで高められ、２水平期間後に選択信号Ｇkを活性化する。つ
まり各単位シフトレジスタＳＲkは、２行前の選択信号Ｇk-2に対して２水平期間だけ遅れ
て自己の選択信号Ｇkを活性化させるように動作する。
【０１０３】
　従って、奇数ドライバ３０ａは、奇数ドライバ３０ａの最前段である単位シフトレジス
タＳＲ1に入力される第１スタートパルスＳＰ１の活性化を切っ掛けにして、２水平期間
ごとに奇数行の選択信号Ｇ1，Ｇ3，Ｇ5…を順次活性化する。一方、偶数ドライバ３０ｂ
は、偶数ドライバ３０ｂの最前段である単位シフトレジスタＳＲ2に入力される第２スタ
ートパルスＳＰ２の活性化を切っ掛けにして、２水平期間ごとに偶数行の選択信号Ｇ2，
Ｇ4，Ｇ6…を順次活性化する。
【０１０４】
　第２スタートパルスＳＰ２は第１スタートパルスＳＰ１に対し１水平期間だけ位相が遅
れているので、偶数ドライバ３０ｂは奇数ドライバ３０ａよりも１水平期間だけ遅れて動
作を開始する。従って、奇数ドライバ３０ａおよび偶数ドライバ３０ｂから成るゲート線
駆動回路３０の全体では、第１および第２スタートパルスＳＰ１，ＳＰ２の活性化に続い
て、１水平期間ごとに選択信号Ｇ1，Ｇ2，Ｇ3，Ｇ4…がこの順に活性化され、ゲート線Ｇ
Ｌ1，ＧＬ2，ＧＬ3，ＧＬ4…が順次選択されることになる。
【０１０５】
　上記したように、本実施の形態の各単位シフトレジスタＳＲkのリセット端子ＲＳＴに
は、１行後の選択信号Ｇk+1を入力させてもよいが、２行後の選択信号Ｇk+2を入力するの
が好ましい。ここではその理由を説明する。
【０１０６】
　シフトレジスタを用いたゲート線駆動回路を備える表示装置において、表示パネルの解
像度を高くするためには、シフトレジスタを駆動させるクロック信号の周波数を高くして
シフトレジスタの動作速度を速くする必要がある。しかしクロック信号が高周波数になる
と、そのパルス幅が狭くなりシフトレジスタの動作マージンが減少する。よってそのマー
ジン減少を抑えるために、クロック信号のパルス幅は限界まで広く設定される。つまり各
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クロック信号の活性期間同士の間隔（図４の例えば時刻ｔ2～ｔ3の間隔）が非常に短く設
定される。
【０１０７】
　出力端子ＯＵＴの放電には一定の時間を要するため、各クロック信号の活性期間同士の
間隔が非常に短くなると、単位シフトレジスタＳＲkの選択信号Ｇkのレベルが充分に下が
る前に、その１行後の選択信号Ｇk+1のレベルが上昇し始めることがある。リセット端子
ＲＳＴに１行後の選択信号Ｇk+1が入力されていると、そのような場合、出力端子ＯＵＴ
が充分に放電される前にトランジスタＱ５がオンして、ノードＮ３のレベルが低下する。
そうなるとトランジスタＱ７の抵抗値が高くなり、ノードＮ２のレベルが上昇し、応じて
トランジスタＱ４がオンになり、ノードＮ１のレベルが下がってトランジスタＱ１の抵抗
値が上がる。それにより選択信号Ｇkの立ち下がり速度（出力端子ＯＵＴの放電速度）が
低下する問題が生じる（この問題は後述の実施の形態１の第４の変更例ではより顕著に起
こる）。
【０１０８】
　その対策の一つとしては、トランジスタＱ２のオン抵抗値を低く設定し、１行後の選択
信号Ｇk+1の立ち上がりに応じて出力端子ＯＵＴが速やかに放電されるようにすることが
挙げられる。しかしトランジスタＱ２のオン抵抗を下げるには、そのゲート幅を広くする
必要があり、回路面積の増大を伴う点で好ましくない。
【０１０９】
　この点、リセット端子ＲＳＴに２行後の選択信号Ｇk+2を入力させれば、出力端子ＯＵ
Ｔの放電開始からノードＮ３の放電開始までの間に約１水平期間のマージンが確保される
ので、上記の問題の発生を回避できる。
【０１１０】
　次に、奇数ドライバ３０ａに設けられた第１ダミー段ＳＲＤ１、並びに偶数ドライバ３
０ｂに設けられた第２ダミー段ＳＲＤ２について説明する。
【０１１１】
　図５は、第１ダミー段ＳＲＤ１の回路図である。基本的な回路構成は図３に示した単位
シフトレジスタＳＲkと同じであるが、ノードＮ３を放電するためのトランジスタＱ５の
ソースに、１行前に相当するゲート線ＧＬnの選択信号Ｇnが供給される。また上記したよ
うに、第１ダミー段ＳＲＤ１においては、第１入力端子ＩＮ１には選択信号Ｇn-1が供給
され、第２入力端子ＩＮ２にはクロック信号ＣＬＫ２が供給され、クロック端子ＣＫには
クロック信号ＣＬＫ３が供給され、リセット端子ＲＳＴにはクロック信号ＣＬＫ２が供給
される。
【０１１２】
　図５の第１ダミー段ＳＲＤ１の動作は、上で説明した図３の単位シフトレジスタＳＲk

と同様である。但し、リセット端子ＲＳＴ（トランジスタＱ５のゲート）にクロック信号
ＣＬＫ２が供給されるため、トランジスタＱ５はクロック信号ＣＬＫ２の活性期間の度に
オンになる。そのため、もし第１ダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ５のソースが図３の
回路のように電位ＶＳＳに固定されていれば、第２入力端子ＩＮ２のクロック信号ＣＬＫ
２を用いてノードＮ３を昇圧させることができない。そこで第１ダミー段ＳＲＤ１では、
ノードＮ３を昇圧させるときに限り、選択信号ＧnによってトランジスタＱ５のソースを
Ｈレベルにして、トランジスタＱ５がオンしないようにしている。
【０１１３】
　また図６は、第２ダミー段ＳＲＤ２の回路図である。第２ダミー段ＳＲＤ２も基本的な
回路構成は図３に示した単位シフトレジスタＳＲkと同じであるが、トランジスタＱ５の
ソースに、１行前に相当する第１ダミー段ＳＲＤ１の出力信号Ｄ１が供給される。また上
記したように、第２ダミー段ＳＲＤ２においては、第１入力端子ＩＮ１には選択信号Ｇn

が供給され、第２入力端子ＩＮ２にはクロック信号ＣＬＫ３が供給され、クロック端子Ｃ
Ｋにはクロック信号ＣＬＫ１が供給され、リセット端子ＲＳＴにはクロック信号ＣＬＫ３
が供給される。
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【０１１４】
　図６の第１ダミー段ＳＲＤ１の動作は、図３の単位シフトレジスタＳＲkと同様であり
、トランジスタＱ５のソースに第１ダミー段ＳＲＤ１の出力信号Ｄ１が供給されている理
由は第２ダミー段ＳＲＤ２のトランジスタＱ５の理由と同じである。即ち、第２ダミー段
ＳＲＤ２では、トランジスタＱ５がクロック信号ＣＬＫ３の活性期間の度にオンするので
、ノードＮ３を昇圧させるときに限り、第１ダミー段ＳＲＤ１の出力信号Ｄ１によってト
ランジスタＱ５のソースをＨレベルにし、トランジスタＱ５がオンしないようにしている
。
【０１１５】
　以上のように、本実施の形態に係るゲート線駆動回路３０においては、奇数ドライバ３
０ａに属する複数の単位シフトレジスタＳＲと、偶数ドライバ３０ｂに属する複数の単位
シフトレジスタＳＲとは、それぞれ別々に縦続接続している。奇数ドライバ３０ａと偶数
ドライバ３０ｂとを互いに液晶アレイ部１０を挟んで配設する場合でも、次段の単位シフ
トレジスタＳＲにゲート線ＧＬを通して選択信号Ｇを供給する必要がない。よって選択信
号Ｇの立ち上がり速度が、ゲート線ＧＬの抵抗成分および容量成分の影響により低下する
ことは防止される。
【０１１６】
　なお、以上の説明では、奇数ドライバ３０ａおよび偶数ドライバ３０ｂそれぞれの最後
段（単位シフトレジスタＳＲn-1，ＳＲn）をリセット状態にする手段として、第１および
第２ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２を用いたが、それらの出力信号Ｄ１，Ｄ２にそれぞれ相
当する第１および第２エンドパルスＥＰ１，ＥＰ２を外部から単位シフトレジスタＳＲn-

1，ＳＲnのそれぞれのリセット端子ＲＳＴに供給してもよい。
【０１１７】
　図７は、本実施の形態に係るゲート線駆動回路３０を、エンドパルスを用いて制御した
場合の動作を示すタイミング図である。第１エンドパルスＥＰ１は、最終行の選択信号Ｇ

nより１水平期間遅れて活性化するパルス信号であり、第２エンドパルスＥＰ２はそれよ
りもさらに１水平期間遅れて活性化するパルス信号である。第１エンドパルスＥＰ１を単
位シフトレジスタＳＲn-1のリセット端子ＲＳＴに供給し、第２エンドパルスＥＰ２を単
位シフトレジスタＳＲnのリセット端子に供給することによって、第１および第２ダミー
段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２を設けずとも図２のゲート線駆動回路３０と同様の動作を行うこと
ができる。
【０１１８】
　ゲート線駆動回路３０に第１および第２ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２を設ける必要が無
くなるが、代わりに第１および第２エンドパルスＥＰ１，ＥＰ２の生成回路を別途設ける
必要が生じる。
【０１１９】
　［第１の変更例］
　図３の単位シフトレジスタＳＲkにおいて、プルダウン駆動回路２２のトランジスタＱ
６は、インバータの負荷素子として働く。インバータの負荷素子は、ゲート線ＧＬkの非
選択期間にノードＮ２をＨレベルに保持する働きができるものであればよい。よってトラ
ンジスタＱ６に替えて、例えば定電流素子や抵抗素子などの電流駆動素子を用いてもよい
。
【０１２０】
　また図３では、トランジスタＱ６のゲートに一定のハイ側電源電位ＶＤＤ２を供給して
いたが、それに代えて、リセット端子ＲＳＴに供給される２行後の選択信号Ｇk+2（ある
いは１行後の選択信号Ｇk+1）と同相のクロック信号ＣＬＫ３（あるいはＣＬＫ２）を供
給してもよい。単位シフトレジスタＳＲkが選択信号Ｇkを活性化させるのに際し、トラン
ジスタＱ７は４水平期間（図４の時刻ｔ1～時刻ｔ9）（あるいは３水平期間）オンになる
。図３の回路ではその期間、終始トランジスタＱ６，Ｑ７を通して貫通電流が流れるが、
トランジスタＱ７のゲートにクロック信号ＣＬＫ３（あるいはＣＬＫ２）を供給した場合
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には、そのうち４分の３（３分の２）の期間はトランジスタＱ６がオフになるので、貫通
電流を４分の１（３分の１）にすることができる。あるいは、トランジスタＱ６のゲート
とドレインの両方に、リセット端子ＲＳＴに供給される２行後の選択信号Ｇk+2（あるい
は１行後の選択信号Ｇk+1）と同相のクロック信号ＣＬＫ３（あるいはＣＬＫ２）を供給
してもよい。
【０１２１】
　本変更例は、以下の全ての実施の形態およびその変更例についても適用できる。
【０１２２】
　［第２の変更例］
　図８は、実施の形態１の第２の変更例に係る単位シフトレジスタＳＲkの回路図である
。当該単位シフトレジスタＳＲkは、図３の回路に対し、プルダウン駆動回路２２にトラ
ンジスタＱ１１を設けたものである。トランジスタＱ１１は、第１入力端子ＩＮ１に接続
したゲートを有し、ノードＮ２と第１電源端子Ｓ１との間に接続される。またトランジス
タＱ１１は、トランジスタＱ６よりもオン抵抗が充分小さく設定されている。
【０１２３】
　図８の回路では、２行前の選択信号Ｇk-2が活性化されてトランジスタＱ８がノードＮ
３を充電し始めた時点では、トランジスタＱ９はオン状態である。トランジスタＱ９は、
ノードＮ３の充電が進んでトランジスタＱ７がオンになり、応じてノードＮ２がＬレベル
になったときにオフになる。そのためトランジスタＱ８はトランジスタＱ９よりもオン抵
抗が充分小さいことが必要である。
【０１２４】
　これに対し、図８の単位シフトレジスタＳＲkでは、２行前の選択信号Ｇk-2が活性化し
た時点でトランジスタＱ１１がオンになり、ノードＮ２をＬレベルにする。そのためトラ
ンジスタＱ９は、トランジスタＱ８がオンになるのとほぼ同時にオフになり、その状態で
ノードＮ３の充電が行われる。よって、トランジスタＱ８，Ｑ９のオン抵抗値と無関係に
、ノードＮ３のプリチャージを行うことが可能になる。つまり、トランジスタＱ８の駆動
能力を大きくしなくてもプルダウン駆動回路２２の出力を反転させることができるので、
ノードＮ３に接続されるトランジスタＱ８のソースに起因する寄生容量を小さくできる。
よって、トランジスタＱ１０（ＭＯＳ容量素子）によるノードＮ３の昇圧幅を大きくする
ことができる。
【０１２５】
　［第３の変更例］
　図９は、実施の形態１の第３の変更例に係る単位シフトレジスタＳＲkの回路図である
。当該単位シフトレジスタＳＲkは、図３の回路に対し、プルアップ駆動回路２１のトラ
ンジスタＱ９のソースを第１入力端子ＩＮ１に接続させたものである。つまり当該トラン
ジスタＱ９のソースには２行前の選択信号Ｇk-2が入力される。
【０１２６】
　図９の単位シフトレジスタＳＲkでは、２行前の選択信号Ｇk-2が活性化したとき、トラ
ンジスタＱ９はそのソース電位が高くなるためオフになる。つまり、トランジスタＱ８が
オンになるのとほぼ同時にトランジスタＱ８がオフになり、その状態でノードＮ３の充電
が行われる。よって、トランジスタＱ８，Ｑ９のオン抵抗値と無関係に、ノードＮ３のプ
リチャージを行うことができる。このため回路設計が容易になる。またトランジスタＱ８
，Ｑ９を通して第２電源端子Ｓ２から第１電源端子Ｓ１へと流れる貫通電流を無くすこと
ができ、消費電力を低減する効果も得られる。
【０１２７】
　［第４の変更例］
　図１０は実施の形態１の第４の変更例に係る単位シフトレジスタＳＲkの回路図である
。当該単位シフトレジスタＳＲkは、図３の回路に対し、プルダウン駆動回路２２を構成
するインバータの入力端をノードＮ１に接続させると共に、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ
１との間に接続したトランジスタＱ１２を設けたものである。トランジスタＱ１２のゲー
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トはリセット端子ＲＳＴに接続される。
【０１２８】
　図１０の単位シフトレジスタＳＲkの動作は、図３の回路の動作（図４）とほぼ同様で
ある。但し、トランジスタＱ５が、プルダウン駆動回路２２（インバータ）の入力端を放
電できないため、代わりにその放電を行い当該単位シフトレジスタＳＲkをリセット状態
にするためのトランジスタＱ１２が設けられている。
【０１２９】
　本変更例によれば、プルダウン駆動回路２２（インバータ）の入力端がノードＮ３から
分離されるので、図３の回路に比べてノードＮ３の寄生容量が減少する。よって、トラン
ジスタＱ１０（ＭＯＳ容量素子）によるノードＮ３の昇圧幅を大きくすることができる。
【０１３０】
　但し、ノードＮ１の寄生容量は大きくなるので、図３の回路に比べて容量素子Ｃ１によ
るノードＮ１の昇圧幅は小さくなる。図３と図１０のどちらの構成の方が、選択信号Ｇk

の立ち上がり速度が高速化されるかは、例えば各トランジスタ寸法や回路レイアウトなど
の条件にもよる。それらの条件に応じて選択信号Ｇkが高速化される方を採用すればよい
。さらに、本変更例に上記の第１～第３の変更例を適用してもよい。
【０１３１】
　［第５の変更例］
　図１１は実施の形態１の第５の変更例に係る単位シフトレジスタの構成を示す回路図で
ある。本変更例では、実施の形態１の単位シフトレジスタＳＲkに対し、トランジスタＱ
３のドレインに所定の電位ＶＤＤ４を生成する電圧発生回路３３の出力端子ＶＴを接続さ
せる。本変更例は、上記の第１～第４変更例に係る単位シフトレジスタＳＲkのいずれに
も適用可能であるが、図１１では、図３の単位シフトレジスタＳＲkを適用した例を示し
ている。
【０１３２】
　電圧発生回路３３は、クロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３のＨレベル（ＶＤＤ）よりも高
い電位ＶＤＤ４を生成するものである。電圧発生回路３３の例としては、任意のクロック
信号により駆動され、所定の電源電位ＶＤＤ３を昇圧することで電源電位ＶＤＤ３よりも
高い出力電位ＶＤＤ４を生成するチャージポンプ回路が挙げられる（図１１には、電源電
位ＶＤＤ３が供給される第４電源端子Ｓ４と、クロック信号ＣＬＫ１が供給されるクロッ
ク入力端子ＣＫＴが代表的に示されている）。なお、チャージポンプ回路の具体的は構成
例は、例えば上記特許文献３の図１７～図２０に開示されている。
【０１３３】
　電圧発生回路３３の出力電位ＶＤＤ４が、トランジスタＱ１０（ＭＯＳ容量素子）によ
る昇圧後のノードＮ３の電位Ｖ３ｂ（式（２））よりもトランジスタＱ３のしきい値電圧
Ｖｔｈ以上高いと仮定する。この場合、ノードＮ３が昇圧されたときもトランジスタＱ３
は飽和領域で動作してノードＮ１を充電するので、充電後のノードＮ１の電位Ｖ１ａは、
Ｖ１ａ＝Ｖ３ｂ－Ｖｔｈ　…（３）
となる。通常、電位ＶＤＤは各トランジスタのしきい値電圧Ｖｔｈよりも充分大きく設定
されるので、電位Ｖ３ｂはＶＤＤよりもＶｔｈ以上高くなる。即ち、
Ｖ３ｂ＝２×ＶＤＤ－Ｖｔｈ＞ＶＤＤ＋Ｖｔｈ　…（４）
の関係が成り立つ。式（３），（４）より、
Ｖ１ａ＞ＶＤＤ　…（５）
の関係が得られる。つまり図１１の構成によれば、図３の回路よりもトランジスタＱ１の
ゲート電圧を高くなり、単位シフトレジスタＳＲkの駆動能力を高めることができる。
【０１３４】
　＜実施の形態２＞
　実施の形態２では、信号のシフト方向を変更可能なシフトレジスタを本発明に適用する
。そのようなシフトレジスタを用いて構成されたゲート線駆動回路３０は、双方向の走査
が可能である。前の行から後の行への向き（ゲート線ＧＬ1，ＧＬ2，ＧＬ3…の順）を「
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順方向」、後の行から前の行への向き（ゲート線ＧＬn，ＧＬn-1，ＧＬn-2…の順）を「
逆方向」と定義する。
【０１３５】
　図１２は、実施の形態２に係るゲート線駆動回路３０の構成を示す図である。このゲー
ト線駆動回路３０も、奇数行のゲート線ＧＬ1，ＧＬ3，ＧＬ5…を駆動する単位シフトレ
ジスタＳＲ1，ＳＲ3，ＳＲ5…が縦続接続して成る奇数ドライバ３０ａと、偶数行のゲー
ト線ＧＬ2，ＧＬ4，ＧＬ6…を駆動する単位シフトレジスタＳＲ2，ＳＲ4，ＳＲ6…が縦続
接続して成る偶数ドライバ３０ｂとから構成されている。
【０１３６】
　なお、本実施の形態の単位シフトレジスタＳＲのそれぞれには、信号のシフト方向（走
査方向）を決定するための制御信号（後述する第１および第２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒ）が供
給され、各単位シフトレジスタＳＲは、それを受けるための端子（第１および第２電圧信
号Ｖｎ，Ｖｒ）を備えているが、図１２ではそれらの図示を省略している。
【０１３７】
　図１２の如く、本実施の形態の単位シフトレジスタＳＲは、第１～第４入力端子ＩＮ１
～ＩＮ４、出力端子ＯＵＴ、クロック端子ＣＫ、第１電圧信号端子Ｔ１および第２電圧信
号端子Ｔ２を有している。単位シフトレジスタＳＲのクロック端子ＣＫには、図２と同じ
法則でクロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３うちの一つが供給される。即ち、クロック信号Ｃ
ＬＫ１は、第［３ｍ－２］行目の単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ4，ＳＲ7…に供給され
、クロック信号ＣＬＫ２は、第［３ｍ－１］行目の単位シフトレジスタＳＲ2，ＳＲ5，Ｓ
Ｒ8…に供給され、クロック信号ＣＬＫ３は、第［３ｍ］行目の単位シフトレジスタＳＲ3

，ＳＲ6，ＳＲ9…に供給される。
【０１３８】
　最終行である第ｎ行目の単位シフトレジスタＳＲn（偶数ドライバ３０ｂの最後段）の
クロック端子ＣＫに供給されるクロック信号は、表示装置の走査線数によって変わるが、
図１２の例では、単位シフトレジスタＳＲnのクロック端子ＣＫにはクロック信号ＣＬＫ
２が供給されている。
【０１３９】
　本実施の形態のクロック信号発生器３１は、それが出力するクロック信号ＣＬＫ１，Ｃ
ＬＫ２，ＣＬＫ３の活性化する順番（位相の関係）を、スイッチやプログラムあるいは配
線の接続変更により、信号のシフト方向に応じて変更可能になっている。即ち、クロック
信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３は、順方向シフトの場合にはＣＬＫ１，ＣＬＫ２，ＣＬＫ３，Ｃ
ＬＫ１…の順に活性化し、逆方向シフトの場合にはＣＬＫ３，ＣＬＫ２，ＣＬＫ１，ＣＬ
Ｋ３…の順に活性化する。よってシフトレジスタＳＲ1，ＳＲ2，ＳＲ3…のクロック端子
ＣＫは、順方向シフト時にはその順番で活性化され、逆方向シフト時にはその逆の順番に
なる。
【０１４０】
　クロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３の活性化順を変更する手段を、配線の接続変更とする
と、電気光学装置の製造前にシフト方向を一方向に固定するような場合に有効である。ま
たスイッチやプログラムによる手段は、電気光学装置の製造後にシフト方向を一方向に固
定する、あるいは電気光学装置の使用中にシフト方向を変更可能なようにする場合に有効
である。
【０１４１】
　本実施の形態では、ダミー段の単位シフトレジスタを設けずに、スタートパルスおよび
エンドパルスとして機能する第１～第４制御パルスＳＴｎ１，ＳＴｎ２，ＳＴｒ１，ＳＴ
ｒ２を用いてゲート線駆動回路３０の動作が制御される構成例を示している。第１～第４
制御パルスＳＴｎ１，ＳＴｎ２，ＳＴｒ１，ＳＴｒ２は、スタート・エンドパルス発生器
３４により生成される。もちろんエンドパルスに相当する信号を出力するダミー段を設け
てもよく、その場合は第１～第４制御パルスＳＴｎ１，ＳＴｎ２，ＳＴｒ１，ＳＴｒ２は
スタートパルスとしてのみ機能すればよい。
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【０１４２】
　順方向シフトの場合は、第１および第２制御パルスＳＴｎ１，ＳＴｎ２がスタートパル
スとして機能し、第３および第４制御パルスＳＴｒ１，ＳＴｒ２がエンドパルスとして機
能する。第１および第２制御パルスＳＴｎ１，ＳＴｎ２は、スタートパルスとして機能す
るとき、第２制御パルスＳＴｎ２が第１制御パルスＳＴｎ１に対し１水平期間遅れて活性
化する（それぞれ図７の第１および第２スタートパルスＳＰ１，ＳＰ２の如く振る舞う）
。また第３および第４制御パルスＳＴｒ１，ＳＴｒ２は、エンドパルスとして機能すると
き、第３制御パルスＳＴｒ１が第４制御パルスＳＴｒ２に対し１水平期間遅れて活性化す
る（それぞれ図７の第１および第２エンドパルスＥＰ１，ＥＰ２の如く振る舞う）。
【０１４３】
　一方、逆方向シフトの場合は、第３および第４制御パルスＳＴｒ１，ＳＴｒ２がスター
トパルスとして機能し、第１および第２制御パルスＳＴｎ１，ＳＴｎ２がエンドパルスと
して機能する。但し、それらの位相の関係は、順方向シフト時と逆になる。即ち、第１お
よび第２制御パルスＳＴｎ１，ＳＴｎ２は、エンドパルスとして機能するとき、第１制御
パルスＳＴｎ１が第２制御パルスＳＴｎ２に対し１水平期間遅れて活性化する。また第３
および第４制御パルスＳＴｒ１，ＳＴｒ２は、スタートパルスとして機能するとき、第４
制御パルスＳＴｒ２が第３制御パルスＳＴｒ１に対し１水平期間遅れて活性化する。
【０１４４】
　本実施の形態のように双方向シフトレジスタが画像表示装置のゲート線駆動回路３０を
構成している場合、スタートパルスは、画像信号の各フレーム期間の先頭に対応するタイ
ミングで活性化される。そしてエンドパルスは、各フレーム期間の末尾に対応するタイミ
ングで活性化される。
【０１４５】
　第１行目の単位シフトレジスタＳＲ1（奇数ドライバ３０ａの第１段目）の第１および
第２入力端子ＩＮ１，ＩＮ２には、それぞれ第１および第２制御パルスＳＴｎ１，ＳＴｎ
２が入力される。また第２行目の単位シフトレジスタＳＲ2（偶数ドライバ３０ｂの第１
段目）においては、第１入力端子ＩＮ１に上記の第２制御パルスＳＴｎ２が入力される。
またその第２入力端子ＩＮ２には、順方向シフト時に第２制御パルスＳＴｎ２から１水平
期間遅れて活性化するクロック信号ＣＬＫ１が入力される。
【０１４６】
　第３行目以降の単位シフトレジスタＳＲkにおいては、第１入力端子ＩＮ１はその２行
前（奇数ドライバ３０ａ内あるいは偶数ドライバ３０ｂ内では１段前）の単位シフトレジ
スタＳＲk-2の出力端子ＯＵＴに接続される。また第２入力端子ＩＮ２には、順方向シフ
ト時に２行前の選択信号Ｇk-2に対し位相が１水平期間遅れるクロック信号（つまり１行
前の選択信号Ｇk-1と同相のクロック信号（１行前の単位シフトレジスタＳＲk-1のクロッ
ク端子ＣＫと同じもの））が入力される。この第２入力端子ＩＮ２のクロック信号は、順
方向シフト時にクロック端子ＣＫに供給されるものに対して１水平期間位相が進んだもの
となる。
【０１４７】
　一方、最終行の単位シフトレジスタＳＲn（偶数ドライバ３０ｂの最後段）の第３およ
び第４入力端子ＩＮ３，ＩＮ４には、それぞれ第３および第４制御パルスＳＴｒ１，ＳＴ
ｒ２が入力される。また終わりから第２行目の単位シフトレジスタＳＲn-1（奇数ドライ
バ３０ａの最後段）においては、第３入力端子ＩＮ３に上記の第４制御パルスＳＴｒ２が
入力される。またその第４入力端子ＩＮ４には、逆方向シフト時に第４制御パルスＳＴｒ
２から１水平期間遅れて活性化するクロック信号ＣＬＫ２が入力される。
【０１４８】
　終わりから第３行目以前の単位シフトレジスタＳＲkにおいては、第１入力端子ＩＮ１
はその２行後（奇数ドライバ３０ａ内あるいは偶数ドライバ３０ｂ内では１段後）の単位
シフトレジスタＳＲk+2の出力端子ＯＵＴに接続される。また第４入力端子ＩＮ４には、
逆方向シフト時に２行後の選択信号Ｇk+2に対し位相が１水平期間遅れるクロック信号（
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つまり１行後の選択信号Ｇk+1と同相のクロック信号（１行前の単位シフトレジスタＳＲk

-1のクロック端子ＣＫと同じもの））が入力される。この第４入力端子ＩＮ４のクロック
信号は、逆方向シフト時にクロック端子ＣＫに供給されるものに対して１水平期間位相が
進んだものとなる。
【０１４９】
　このように各単位シフトレジスタＳＲkのクロック端子ＣＫには、順方向シフト時には
第２入力端子ＩＮ２のクロック信号よりも位相が１水平期間遅れ、逆方向シフト時には第
４入力端子ＩＮ４のクロック信号よりも位相が１水平期間遅れるクロック信号が供給され
ることになる。この切り換えは、クロック信号発生器３１が、上記のように順方向シフト
時と逆方向シフト時とでクロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３の活性化の順番を逆にすること
によって成される。
【０１５０】
　図１３は本実施の形態に係る単位シフトレジスタＳＲkの回路図である。当該単位シフ
トレジスタＳＲkは、図３の回路に対し、信号のシフト方向を切り換えるための切換回路
２４，２５を設けたものである。
【０１５１】
　本実施の形態に係る単位シフトレジスタＳＲkには、信号のシフト方向（走査方向）を
決定するための制御信号である第１および第２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒが供給される第１およ
び第２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒを備えている。単位シフトレジスタＳＲkに順方向シフトの動
作を行わせる場合、第１電圧信号Ｖｎは活性レベル（Ｈレベル）、第２電圧信号Ｖｒは非
活性レベル（Ｌレベル）に設定される。また逆方向シフトの動作を行わせる場合には、第
１電圧信号ＶｎはＬレベル、第２電圧信号ＶｒはＨレベルに設定される。
【０１５２】
　図３の回路においては、トランジスタＱ８のゲート（第１入力端子ＩＮ１）に２行前の
選択信号Ｇk-2が入力され、トランジスタＱ５のゲート（リセット端子ＲＳＴ）に２行後
の選択信号Ｇk+2が入力されるように固定されていたが、図１３の回路では、切換回路２
４が、その２つの信号を、第１および第２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒのレベルに応じて入れ換え
ることが可能になっている。つまり切換回路２４は、トランジスタＱ５，Ｑ８のゲートに
それぞれ、第１および第３入力端子ＩＮ１，ＩＮ３に接続させると共に、その接続関係を
入れ換えることができる。
【０１５３】
　同様に、図３の回路においてはトランジスタＱ１０のドレイン／ソースの接続先は第２
入力端子ＩＮ２に固定されていたが、図１３の回路では、切換回路２５が、第１および第
２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒのレベルに応じて、トランジスタＱ１０のドレイン／ソースの接続
先を第２入力端子ＩＮ２または第４入力端子ＩＮ４に切り換え可能になっている。
【０１５４】
　図１３に示されるように、切換回路２４は、トランジスタＱ１５ｒ，Ｑ１５ｎ，Ｑ１６
ｒ，Ｑ１６ｎ、Ｑ１７ｒ、Ｑ１７ｎから成っている。
【０１５５】
　また切換回路２４は、２行前の選択信号Ｇk-2および２行後の選択信号Ｇk+2をそれぞれ
受ける第１および第３入力端子ＩＮ１，ＩＮ３を入力端とし、２つの出力端を有している
。切換回路２４の２つの出力端をそれぞれ「ノードＮ６」、「ノードＮ７」と定義する。
ここではトランジスタＱ８のゲートをノードＮ６に接続させ、トランジスタＱ５のゲート
をノードＮ７に接続させている。ノードＮ６は、図３の回路の第１入力端子ＩＮ１に相当
し、ノードＮ７は図３の回路のリセット端子ＲＳＴに相当する。つまり切換回路２４は、
２行前の選択信号Ｇk-2と２行後の選択信号Ｇk+2のうち、どちらを図３の第１入力端子Ｉ
Ｎ１（ノードＮ６）に供給し、どちらを図３のリセット端子ＲＳＴ（ノードＮ７）に供給
するかを切り換えるものと言うことができる。
【０１５６】
　図１３の如く、トランジスタＱ１５ｎは第１入力端子ＩＮ１とノードＮ６との間に接続
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し、トランジスタＱ１５ｒは第３入力端子ＩＮ３とノードＮ６との間に接続する。トラン
ジスタＱ１５ｎ，Ｑ１５ｒのゲートが接続するノードをそれぞれ「ノードＮ８」、「ノー
ドＮ９」と定義すると、ノードＮ８と第１電圧信号端子Ｔ１との間にはトランジスタＱ１
７ｎが接続され、ノードＮ９と第２電圧信号端子Ｔ２との間にはトランジスタＱ１７ｎが
接続される。トランジスタＱ１７ｎ，Ｑ１７ｒのゲートは共に第２電源端子Ｓ２に接続さ
れる。
【０１５７】
　またトランジスタＱ１６ｎは、第３入力端子ＩＮ３とノードＮ７との間に接続し、その
ゲートは第１電圧信号端子Ｔ１に接続する。トランジスタＱ１６ｒは、第３入力端子ＩＮ
３とノードＮ７との間に接続し、そのゲートは第２電圧信号端子Ｔ２に接続する。
【０１５８】
　切換回路２５は、トランジスタＱ１８ｒ，Ｑ１８ｎ，Ｑ１９ｒ，Ｑ１９ｎから成ってい
る。切換回路２５は、所定のクロック信号が供給される第２および第４入力端子ＩＮ２，
ＩＮ４を入力端とし、トランジスタＱ１０のゲートを出力端としている。
【０１５９】
　図１３の如く、トランジスタＱ１０のゲートが接続するノードを「ノードＮ１０」と定
義すると、トランジスタＱ１８ｎはノードＮ１０と第２入力端子ＩＮ２との間に接続され
、トランジスタＱ１８ｒはノードＮ１０と第４入力端子ＩＮ４との間に接続される。また
トランジスタＱ１８ｎ，Ｑ１８ｒのゲートが接続するノードをそれぞれ「ノードＮ１１」
、「ノードＮ１２」と定義すると、トランジスタＱ１９ｎはノードＮ１１と第１電圧信号
端子Ｔ１との間に接続され、トランジスタＱ１９ｒはノードＮ１２と第２電圧信号端子Ｔ
２との間に接続される。トランジスタＱ１９ｒ，Ｑ１９ｎのゲートは共に第２電源端子Ｓ
２に接続される。
【０１６０】
　以下、図１３の単位シフトレジスタＳＲが備える切換回路２４、２５の動作を説明する
。ここで、第１および第２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒおよび２行前の選択信号Ｇk-2および２行
後の選択信号Ｇk+2のＨレベル（即ちクロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３のＨレベル）の電
位は全て等しくＶＤＤであるとする。またハイ側電源電位ＶＤＤ１，ＶＤＤ２もそれと同
じＶＤＤであるとする。
【０１６１】
　第１電圧信号ＶｎがＨレベル（ＶＤＤ）、第２電圧信号ＶｒがＬレベル（ＶＳＳ）であ
るとき、切換回路２４において、トランジスタＱ１６ｎはオン状態、トランジスタＱ１６
ｒはオフ状態になる。またトランジスタＱ１７ｎ，Ｑ１７ｒはゲート電位がＶＤＤのＨレ
ベルに固定されているため、共にオン状態である。単位シフトレジスタＳＲkおよび２行
前および２行後の選択信号Ｇk，Ｇk-2，Ｇk+2が何れもＬレベルと仮定すると、ノードＮ
８は電位ＶＤＤ－ＶｔｈのＨレベル、ノードＮ９は電位ＶＳＳのＬレベルになる。よって
トランジスタＱ１５ｎはオン状態、トランジスタＱ１５ｒはオフ状態である。
【０１６２】
　従って、第１入力端子ＩＮ１に入力された２行前の選択信号Ｇk-2はノードＮ６に供給
され、第２入力端子ＩＮ２に入力された２行後の選択信号Ｇk+2はノードＮ７に供給され
る。
【０１６３】
　切換回路２５では、トランジスタＱ１９ｎ，Ｑ１９ｒはゲート電位がＶＤＤのＨレベル
に固定されているため共にオン状態である。従って、第１電圧信号ＶｎがＨレベル（ＶＤ
Ｄ）、第２電圧信号ＶｒがＬレベル（ＶＳＳ）であれば、ノードＮ１１は電位ＶＤＤ－Ｖ
ｔｈのＨレベル、ノードＮ１２は電位ＶＳＳのＬレベルになる。よってトランジスタＱ１
８ｎはオン状態、トランジスタＱ１８ｒはオフ状態であり、ノードＮ１０には第２入力端
子ＩＮ２のクロック信号（図１３の例ではクロック信号ＣＬＫ３）が供給される。
【０１６４】
　この場合、図１３の単位シフトレジスタＳＲkは図３と等価になる。そのため図１３の
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単位シフトレジスタＳＲkが複数個縦続接続して構成された奇数ドライバ３０ａおよび偶
数ドライバ３０ｂから成るゲート線駆動回路３０では、前の行から後の行への向き（順方
向）に選択信号Ｇをシフト可能になる。
【０１６５】
　また順方向シフトの場合は、第１および第２制御パルスＳＴｎ１，ＳＴｎ２がスタート
パルスとして機能し、このとき第２制御パルスＳＴｎ２は第１制御パルスＳＴｎ１に対し
１水平期間遅れて活性化する。よって、最前行（ゲート線ＧＬ1）が属さない偶数ドライ
バ３０ｂは、最前行が属する偶数ドライバ３０ｂよりも１ライン分の走査期間だけ遅れて
動作を開始する。従って、当該ゲート線駆動回路３０では、選択信号Ｇ1，Ｇ2，Ｇ3…の
順に活性化される。
【０１６６】
　図１３の切換回路２４では、２行前の選択信号Ｇk-2が立ち上がると共にノードＮ６の
電位が上昇するとき、トランジスタＱ１５ｎのゲート・チャネル間容量を介した結合によ
りノードＮ８が昇圧される。このときトランジスタＱ１７ｎはオフになるため、ノードＮ
８はトランジスタＱ２５ｎを非飽和領域で動作させるのに充分なレベルにまで上昇する。
よってノードＮ６の電位は２行前の選択信号Ｇk-2のＨレベルと同じＶＤＤになる。つま
り２行前の選択信号Ｇk-2は、トランジスタＱ１５ｎのしきい値電圧分の損失を伴わずに
、ノードＮ６に伝達される。
【０１６７】
　同様に切換回路２５では、第２入力端子ＩＮ２のクロック信号（クロック信号ＣＬＫ３
）が立ち上がると共にノードＮ１０の電位が上昇するとき、トランジスタＱ１８ｎのゲー
ト・チャネル間容量を介した結合によりノードＮ１１が昇圧される。このときトランジス
タＱ１９ｎはオフになるため、ノードＮ１１はトランジスタＱ１８ｎを非飽和領域で動作
させるのに充分なレベルにまで上昇する。よってノードＮ１０の電位はクロック信号ＣＬ
Ｋ３のＨレベルと同じＶＤＤになる。つまり第２入力端子ＩＮ２のクロック信号は、トラ
ンジスタＱ１８ｎのしきい値電圧分の損失を伴わずに、ノードＮ１０に伝達される。
【０１６８】
　対して、第１電圧信号ＶｎがＬレベル（ＶＳＳ）、第２電圧信号ＶｒがＨレベル（ＶＤ
Ｄ）であるとき、切換回路２４において、トランジスタＱ１６ｎはオフ状態、トランジス
タＱ１６ｒはオン状態である。またトランジスタＱ１７ｎ，Ｑ１７ｒはオン状態なので、
単位シフトレジスタＳＲkおよび２行前および２行後の選択信号Ｇk，Ｇk-2，Ｇk+2が何れ
もＬレベルと仮定すると、ノードＮ８は電位ＶＳＳのＬレベル、ノードＮ９は電位ＶＤＤ
－ＶｔｈのＨレベルになる。よってトランジスタＱ１５ｎはオフ状態、トランジスタＱ１
５ｒ状態はオンである。
【０１６９】
　従って、第１入力端子ＩＮ１に入力された２行前の選択信号Ｇk-2はノードＮ７に供給
され、第２入力端子ＩＮ２に入力された２行後の選択信号Ｇk+2はノードＮ６に供給され
る。この場合、図１３の単位シフトレジスタＳＲkは、２行後の選択信号Ｇk+2の活性化に
応じてセット状態になり、２行前の選択信号Ｇk-2の活性化に応じてリセット状態になる
ように動作する。
【０１７０】
　また、切換回路２５では、第１電圧信号ＶｎがＬレベル（ＶＳＳ）、第２電圧信号Ｖｒ
がＨレベル（ＶＤＤ）であれば、ノードＮ１１は電位ＶＳＳのＬレベル、ノードＮ１２は
電位ＶＤＤ－ＶｔｈのＨレベルになる。よってトランジスタＱ１８ｎはオフ状態、トラン
ジスタＱ１８ｒはオン状態であり、ノードＮ１０には第４入力端子ＩＮ４のクロック信号
（図１３の例ではクロック信号ＣＬＫ２）が供給される。
【０１７１】
　その結果、図１３の単位シフトレジスタＳＲkが複数個縦続接続して構成された奇数ド
ライバ３０ａおよび偶数ドライバ３０ｂから成るゲート線駆動回路３０では、後の行から
前の行への向き（逆方向）すなわち選択信号Ｇn，Ｇn-1，Ｇn-2…の順に活性化される。
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【０１７２】
　その結果、図１３の単位シフトレジスタＳＲkが複数個縦続接続して構成された奇数ド
ライバ３０ａおよび偶数ドライバ３０ｂから成るゲート線駆動回路３０では、後の行から
前の行への向き（逆方向）に選択信号Ｇをシフト可能になる。
【０１７３】
　逆方向シフトの場合は、第３および第４制御パルスＳＴｒ１，ＳＴｒ２がスタートパル
スとして機能し、このとき第４制御パルスＳＴｒ２は第３制御パルスＳＴｒ１に対し１水
平期間遅れて活性化する。よって、最終行（ゲート線ＧＬn）が属さない奇数ドライバ３
０ａは、最終行が属する偶数ドライバ３０ｂよりも１ライン分の走査期間だけ遅れて動作
を開始する。従って、当該ゲート線駆動回路３０では、選択信号Ｇn，Ｇn-1，Ｇn-2…の
順に活性化される。
【０１７４】
　また各単位シフトレジスタＳＲkでは、２行後の選択信号Ｇk+2が立ち上がるとき、トラ
ンジスタＱ１５ｒのゲート・チャネル間容量を介した結合によりノードＮ９が昇圧される
ため、トランジスタＱ１５ｒは非飽和領域で動作する。よって２行後の選択信号Ｇk+2は
、トランジスタＱ１５ｒのしきい値電圧分の損失を伴わずに、ノードＮ７に伝達される。
【０１７５】
　同様に第４入力端子ＩＮ４のクロック信号（クロック信号ＣＬＫ２）が立ち上がるとき
、トランジスタＱ１８ｒのゲート・チャネル間容量を介した結合によりノードＮ１２が昇
圧されるため、トランジスタＱ１８ｒは非飽和領域で動作する。よって第４入力端子ＩＮ
４のクロック信号は、トランジスタＱ１８ｒのしきい値電圧分の損失を伴わずに、ノード
Ｎ１０に伝達される。
【０１７６】
　なお、図１３の出力回路２０、プルアップ駆動回路２１およびプルダウン駆動回路２２
の動作は、図３のものと同様であるため、本実施の形態の単位シフトレジスタＳＲkにお
いても実施の形態１と同様の効果が得られる。但し、単位シフトレジスタＳＲkのプルア
ップ駆動回路２１に、切換回路２４，２５を通して各信号が供給されるため、図３の回路
よりも入力信号に対する応答が若干遅くなる。
【０１７７】
　なお本実施の形態は、上記の実施の形態１およびその変更例に係る単位シフトレジスタ
ＳＲkの何れにも適用可能である。
【０１７８】
　＜実施の形態３＞
　実施の形態３では、本発明を、切換回路を用いずとも双方向走査可能な単位シフトレジ
スタＳＲにより構成されるゲート線駆動回路に適用する。各単位シフトレジスタにおいて
切換回路による信号遅延が生じないため、通常の（一方向のシフトのみを行う）単位シフ
トレジスタと同等の応答速度が得られる。本発明者の考案に係る上記の特許文献４に、そ
のような単位シフトレジスタが開示されている。
【０１７９】
　図１４は、実施の形態３に係る単位シフトレジスタＳＲkの回路図であり、特許文献４
の図３の回路に本発明を適用したものである。本実施の形態の単位シフトレジスタＳＲk

も、出力回路２０、プルアップ駆動回路２１、プルダウン駆動回路２２から構成されるが
、プルアップ駆動回路２１は、順方向シフト時にトランジスタＱ１を駆動する順方向プル
アップ駆動回路２１ｎと、逆方向シフト時にトランジスタＱ１を駆動する逆方向プルアッ
プ駆動回路２１ｒとを含んでいる。
【０１８０】
　出力回路２０は、図３と同様の構成であり、ゲート線ＧＬkの選択期間に選択信号Ｇkを
活性状態（Ｈレベル）にするトランジスタＱ１と、ゲート線ＧＬkの非選択期間に選択信
号Ｇkを非活性状態（Ｌレベル）に維持するためのトランジスタＱ２とから構成されてお
り、トランジスタＱ１のゲート・ソース間には容量素子Ｃ１が設けられている。ここでも
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トランジスタＱ１のゲート（制御電極）が接続するノードを「ノードＮ１」、トランジス
タＱ２のゲートが接続するノードを「ノードＮ２」とそれぞれ定義する。
【０１８１】
　プルアップ駆動回路２１は、トランジスタＱ４と、順方向プルアップ駆動回路２１ｎお
よび逆方向プルアップ駆動回路２１ｒから構成される。トランジスタＱ４は、図３と同様
に、ノードＮ２に接続したゲートを有し、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続す
る。
【０１８２】
　順方向プルアップ駆動回路２１ｎは、以下のトランジスタＱ３ｎ，Ｑ５ｎ，Ｑ８ｎ～Ｑ
１０ｎにより構成される。トランジスタＱ３ｎは、ノードＮ１と第１電圧信号端子Ｔ１と
の間に接続し、第１電圧信号ＶｎをノードＮ１に供給するものである。ここで、トランジ
スタＱ３ｎのゲートが接続するノードを「ノードＮ３ｎ」と定義する。トランジスタＱ８
ｎは、ノードＮ３ｎと第１電圧信号端子Ｔ１との間に接続し、ゲートが第１入力端子ＩＮ
１に接続される。トランジスタＱ１０ｎは、ゲートがノードＮ３ｎに接続され、２つの電
流電極（ソースおよびドレイン）は共に第２入力端子ＩＮ２に接続される。つまりトラン
ジスタＱ１０ｎは、ノードＮ３ｎと第２入力端子ＩＮ２との間の電圧に応じて選択的に容
量素子として働く。
【０１８３】
　またトランジスタＱ５ｎは、ノードＮ３ｎと第１電源端子Ｓ１との間に接続し、ゲート
は第３入力端子ＩＮ３に接続される。トランジスタＱ９ｎは、ノードＮ３ｎと第１電源端
子Ｓ１との間に接続し、ゲートがノードＮ２に接続される。
【０１８４】
　逆方向プルアップ駆動回路２１ｒは、以下のトランジスタＱ３ｒ，Ｑ５ｒ，Ｑ８ｒ～Ｑ
１０ｒにより構成される。トランジスタＱ３ｒは、ノードＮ１と第２電圧信号端子Ｔ２と
の間に接続し、第２電圧信号ＶｒをノードＮ１に供給するものである。ここで、トランジ
スタＱ３ｒのゲートが接続するノードを「ノードＮ３ｒ」と定義する。トランジスタＱ８
ｒは、ノードＮ３ｒと第２電圧信号端子Ｔ２との間に接続し、ゲートが第３入力端子ＩＮ
３に接続される。トランジスタＱ１０ｒは、ゲートがノードＮ３ｒに接続され、２つの電
流電極は共に第４入力端子ＩＮ４に接続される。つまりトランジスタＱ１０ｒは、ノード
Ｎ３ｒと第４入力端子ＩＮ４との間の電圧に応じて選択的に容量素子として働く。
【０１８５】
　またトランジスタＱ５ｒは、ノードＮ３ｒと第１電源端子Ｓ１との間に接続し、ゲート
は第３入力端子ＩＮ３に接続される。トランジスタＱ９ｒは、ノードＮ３ｒと第１電源端
子Ｓ１との間に接続し、ゲートがノードＮ２に接続される。
【０１８６】
　プルダウン駆動回路２２は、以下のトランジスタＱ６，Ｑ７ｎ，Ｑ７ｒから構成される
。トランジスタＱ６は、ノードＮ２と第３電源端子Ｓ３との間に接続し、そのゲートは第
３電源端子Ｓ３に接続されている（即ちトランジスタＱ６はダイオード接続されている）
。トランジスタＱ７ｎは、ノードＮ３ｎに接続したゲートを有し、ノードＮ２と第１電源
端子Ｓ１との間に接続する。トランジスタＱ７ｒは、ノードＮ３ｒに接続したゲートを有
し、ノードＮ２と第１電源端子Ｓ１との間に接続する。
【０１８７】
　トランジスタＱ７ｎ，Ｑ７ｒは、それぞれトランジスタＱ６よりもオン抵抗が充分小さ
く設定される。従ってノードＮ２は、ノードＮ３，Ｎ３ｒの両方がＬレベルのときはＨレ
ベルであるが、ノードＮ３ｎ，Ｎ３ｒの少なくとも片方がＨレベルになるとＬレベルにな
る。つまり本実施の形態のプルダウン駆動回路２２は、ノードＮ３ｎ，Ｎ３ｒを入力端と
し、ノードＮ２を出力端とするＮＯＲ回路を構成している。
【０１８８】
　以下、図１４の単位シフトレジスタＳＲkの動作について説明する。順方向シフト時に
は、第１電圧信号ＶｎがＨレベル（ＶＤＤ）、第２電圧信号ＶｒがＬレベル（ＶＳＳ）に
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設定される。この場合、第１電圧信号Ｖｎは活性レベルの電源として働き、順方向プルア
ップ駆動回路２１ｎは活性状態になる。トランジスタＱ３ｎ，Ｑ８ｎのドレイン（第１電
圧信号端子Ｔ１）がＨレベル（ＶＤＤ）に固定されるため、順方向プルアップ駆動回路２
１ｎとトランジスタＱ４とで、図３のプルアップ駆動回路２１と等価な回路が構成される
。
【０１８９】
　一方、逆方向プルアップ駆動回路２１ｒは、活性レベルの電源が供給されず、休止状態
になる。この場合、ノードＮ１にはトランジスタＱ３ｒを通して電荷が供給されることは
ない。トランジスタＱ８ｒはノードＮ３ｒを充電できず、またトランジスタＱ１０ｒ（Ｍ
ＯＳ容量素子）は、チャネルが形成されておらずノードＮ３ｒを昇圧できない。よってノ
ードＮ３ｒはＬレベルに維持され、トランジスタＱ３ｒ，Ｑ７ｒはオフ状態に維持される
。
【０１９０】
　その結果、図１４のプルアップ駆動回路２１およびプルダウン駆動回路２２は、それぞ
れ図３のプルアップ駆動回路２１およびプルダウン駆動回路２２と等価な回路となる。従
って、図１４の単位シフトレジスタＳＲは、図３の回路と同様の動作で、選択信号の順方
向シフトを行うことができる。
【０１９１】
　逆方向シフト時には、第１電圧信号ＶｎがＬレベル（ＶＳＳ）、第２電圧信号ＶｒがＨ
レベル（ＶＤＤ）に設定される。この場合、順方向プルアップ駆動回路２１ｎが休止状態
になり、逆方向プルアップ駆動回路２１ｒが活性状態になる。またノードＮ３ｎはＬレベ
ルに維持され、トランジスタＱ３ｎ，Ｑ７ｎはオフ状態に維持される。
【０１９２】
　その結果、図１４のプルアップ駆動回路２１およびプルダウン駆動回路２２は、それぞ
れ図３のプルアップ駆動回路２１およびプルダウン駆動回路２２と等価な回路となる。但
し、逆方向プルアップ駆動回路２１ｒは、当該単位シフトレジスタＳＲkを、第３入力端
子ＩＮ３に入力される２行後の選択信号Ｇk+2に応じてセット状態にし、第１入力端子Ｉ
Ｎ１に入力される２行前の選択信号Ｇk-2に応じてリセット状態にするよう動作する。従
って、図１４の単位シフトレジスタＳＲは、選択信号の逆方向シフトを行うことができる
。
【０１９３】
　このように本実施の形態に係る単位シフトレジスタＳＲkによれば、切換回路を用いる
ことなく双方向走査が可能であるので、通常の（一方向のシフトのみを行う）単位シフト
レジスタと同等の応答速度が得られる。
【０１９４】
　［変更例］
　図１５は実施の形態３の変更例に係る単位シフトレジスタＳＲkの回路図である。当該
単位シフトレジスタＳＲkは、図１４の回路に対し、実施の形態１の第４の変更例の技術
を適用したものである。
【０１９５】
　即ち、図１５の単位シフトレジスタＳＲkではプルダウン駆動回路２２は図１０と同様
にノードＮ１を入力端とするインバータであり、さらに、ノードＮ１と第２電圧信号端子
Ｔ２との間に接続したトランジスタＱ１２ｎおよびノードＮ１と第１電圧信号端子Ｔ１と
の間に接続したトランジスタＱ１２ｒを設けたものである。トランジスタＱ１２ｒのゲー
トは第３入力端子ＩＮ３に接続され、トランジスタＱ１２ｎのゲートは第１入力端子ＩＮ
１に接続される。
【０１９６】
　例えば順方向シフト時（第１電圧信号ＶｎがＨレベル、第２電圧信号ＶｒがＬレベル）
、図１５の構成ではトランジスタＱ５ｎがプルダウン駆動回路２２（インバータ）の入力
端を放電できない。またトランジスタＱ１０ｒ（ＭＯＳ容量素子）は、チャネルが形成さ
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れておらずノードＮ３ｒを昇圧できないので、トランジスタＱ３ｒによってもプルダウン
駆動回路２２の入力端は放電されない。そのため、代わりにその放電を行い当該単位シフ
トレジスタＳＲをリセット状態にするためのトランジスタＱ１２ｎが設けられている。
【０１９７】
　同様にトランジスタＱ１２ｒは、逆方向シフト時にプルダウン駆動回路２２（インバー
タ）の入力端を放電して単位シフトレジスタＳＲkをリセット状態にするためのものであ
る。
【０１９８】
　このように図１５のトランジスタＱ１２ｎ，Ｑ１２ｒは、それぞれ図１０のトランジス
タＱ１２と同様に機能するものである。但し、図１０のトランジスタＱ１２は、専らノー
ドＮ１を放電するものであったが、図１５のトランジスタＱ１２ｎ，Ｑ１２ｒはそれぞれ
ノードＮ１の充電にも寄与する。例えば順方向シフト時には、トランジスタＱ１２ｒが２
行前の選択信号Ｇk-2の活性化に応じてノードＮ１を最大ＶＤＤ－Ｖｔｈまで充電するこ
とができ、逆方向シフト時には、トランジスタＱ１２ｎが２行後の選択信号Ｇk+2の活性
化に応じてノードＮ１を最大ＶＤＤ－Ｖｔｈまで充電することができる。
【０１９９】
　本変更例によれば、プルダウン駆動回路２２がノードＮ３ｎ，Ｎ３ｒから分離されるの
で、図１４の回路に比べてノードＮ３ｎ，Ｎ３ｒの寄生容量が減少する。よって、トラン
ジスタＱ１０ｎ，Ｑ１０ｒ（ＭＯＳ容量素子）によるノードＮ３ｎ，Ｎ３ｒの昇圧幅を大
きくすることができる。
【０２００】
　但し、ノードＮ１の寄生容量は大きくなるので、図１４の回路に比べて容量素子Ｃ１に
よるノードＮ１の昇圧幅は小さくなる。図１４と図１５のどちらの構成の方が、選択信号
Ｇkの立ち上がり速度が高速化されるかは、例えば各トランジスタ寸法や回路レイアウト
などの条件にもよる。それらの条件に応じて選択信号Ｇkが高速化される方を採用すれば
よい。
【０２０１】
　＜実施の形態４＞
　実施の形態４では、上記の実施の形態１～３に係る単位シフトレジスタＳＲが備えるＭ
ＯＳ容量素子（トランジスタＱ１０，Ｑ１０ｎ，Ｑ１０ｒ）のより望ましい構造を提案す
る。
【０２０２】
　一般に、ａ－Ｓｉトランジスタは、そのゲートとドレイン間の重なり容量（オーバラッ
プ容量）が大きい。上記の各単位シフトレジスタＳＲが備えるＭＯＳ容量素子の何れにお
いても、そのドレインには周波数の高いクロック信号が供給されているので、当該単位シ
フトレジスタＳＲをａ－Ｓｉトランジスタを用いて実現すると、ＭＯＳ容量素子における
重なり容量に起因する交流消費電力が大きくなる。
【０２０３】
　トランジスタの重なり容量はそのゲート幅に比例する。またＭＯＳ容量素子の容量値と
なるトランジスタのゲート容量値はそのゲート面積に比例し、ゲート面積はゲート幅とゲ
ート長の積によって決まる。従ってＭＯＳ容量素子において、重なり容量に起因する交流
消費電力を抑制しつつ大きな容量値を得るためには、当該ＭＯＳ容量素子に用いるトラン
ジスタのゲート幅をより狭くし、且つゲート長をより長くするとよい。よってゲート長が
ゲート幅よりも長い構造のトランジスタを用いるとよい。
【０２０４】
　但し、ゲート長が長くなるとトランジスタのオン抵抗（チャネル抵抗）が大きくなるた
め、昇圧動作に要する時間が長くなる。そのためゲート幅およびゲート長は、昇圧速度お
よび消費電力を考慮して適切な値に設定することが好ましい。
【０２０５】
　トランジスタを用いてＭＯＳ容量素子を構成する場合、例えば図３に示すトランジスタ
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Ｑ１０のようにトランジスタの２つの電流電極（ドレインとソース）を互いに接続してそ
れをＭＯＳ容量素子の片方の端子とすると、当該トランジスタのオン抵抗を低くでき、昇
圧動作に要する時間を短くできる。しかし２つの電流電極の両方が重なり容量に寄与する
ことになるため、重なり容量が大きくなり消費電力が大きくなる。
【０２０６】
　また、トランジスタの２つの電流電極のうち一方だけをＭＯＳ容量素子の端子として使
用しもう一方をフローティングにしても、当該トランジスタは容量素子として機能するこ
とができる。その場合は、一方の電流電極だけが重なり容量に寄与するので、重なり容量
は小さくなるが、オン抵抗は大きくなる。
【０２０７】
　図１６は、実施の形態４に係るＭＯＳ容量素子としてのトランジスタの構造を示す図で
ある。図１６（ａ）は、当該トランジスタの上面図であり、図１６（ｂ）は図１６（ａ）
に示すＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【０２０８】
　図１６の如く、当該トランジスタは、ガラス基板１、ゲート電極２、ゲート絶縁膜３、
活性層（ｉ層）４、オーミック層（ｎ層）６、ソース電極７およびドレイン電極８から構
成されている。ゲート電極２は、ガラス基板１上に形成されており、その上方にはゲート
絶縁膜３および活性層４を介してオーミック層６が形成されている。オーミック層６はソ
ース領域６ｓの部分と、ドレイン領域６ｄの部分とに分離されており、ソース領域６ｓ上
にはソース電極７が、ドレイン領域６ｄ上にはドレイン電極８がそれぞれ形成されている
。
【０２０９】
　本実施の形態のＭＯＳ容量素子では、２つの電流電極のうちドレイン電極８だけを当該
ＭＯＳ容量素子の端子として使用しており、ソース電極７はフローティング状態にされて
いる。つまり当該ＭＯＳ容量素子は、ゲート電極２を一方の端子とし、ドレイン電極８を
他方の端子としている。
【０２１０】
　図１６のＭＯＳ容量素子では、ソース電極７をフローティングにしているため、交流電
力を消費する重なり容量はゲート電極２とドレイン領域６ｄ（ドレイン電極８）とが重な
った領域のみに存在する。当該ＭＯＳ容量素子では、ドレイン領域６ｄをソース領域６ｓ
（ソース電極７）よりも小さく形成しており、それにより重なり容量を小さくしている。
ドレイン領域６ｄの寸法を、製造工程で形成可能な寸法の最小値にすれば、重なり容量を
もっとも小さくできる。
【０２１１】
　図１６のＭＯＳ容量素子において、容量素子として機能する部分は、活性層４とゲート
電極２とが重なった領域すなわちチャネルが形成される領域（チャネル領域）である。図
１６のＭＯＳ容量素子では、チャネル領域をほぼ正方形にすることでその面積を稼いでい
る。それにより、チャネル抵抗が低くなるので当該ＭＯＳ容量素子が昇圧に要する時間は
短縮され、伝達遅延は殆ど生じなくなる。
【０２１２】
　以上のように、本実施の形態に係るトランジスタは、ＭＯＳ容量素子の一方の端子とな
るドレイン電極８が、フローティング状態のソース電極７よりも狭い幅で形成される。ド
レイン電極８が小さいため重なり容量は小さく抑えられる。またソース電極７およびゲー
ト電極２が大きいことでチャネル領域の面積が広くなり、チャネル抵抗を小さくできると
共に大きな容量値を確保できる。従って、当該トランジスタで構成されたＭＯＳ容量素子
は、昇圧速度および消費電力の両方で優れた特性が得られる。
【０２１３】
　ドレイン電極８が形成される位置は任意であり、例えば、ドレイン電極８を、ゲート電
極２の角部に形成しても良い。しかしチャネル抵抗を小さくすることを容易する観点から
は、図１６のようにゲート電極２の１辺の中央部にドレイン電極８を配置することが好ま
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しい。またドレイン電極８は複数個でもよく、例えばゲート電極２の１組の対辺（向かい
合った２つの辺）の両方の中央部のそれぞれに形成してもよい。また例えばゲート電極２
の４つの辺全ての中央部のそれぞれに形成してもよい。但し、ゲート配線（ゲート電極２
から外側へ延び出る部分）の形成位置は、ドレイン電極８の位置に応じて変える必要があ
る。ドレイン電極８を複数個設けることによりチャネル抵抗をさらに低減できるが、ゲー
ト・ドレインの重なり容量はドレイン電極８の数に応じて増える点に留意が必要である。
【０２１４】
　図１６のトランジスタの製造方法について説明する。まずガラス基板１上に、スパッタ
法によりＣｒを０．３μｍ成膜し、それをフォトレジストマスクを用いてパターニングし
てゲート電極２およびゲート配線を形成する。次にＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition
）法でＳｉＮ膜を０．２μｍ成膜してゲート絶縁層３を形成する。
【０２１５】
　続いてＣＶＤ法により活性層４となるｉ型アモルファスシリコン層を０．１μｍ成膜し
、さらにＣＶＤ法でオーミック層６となるｎ型アモルファスシリコン層を０．０５μｍ成
膜する。そしてそれらをパターニングすることで、オーミック層６及び活性層４を形成す
る。
【０２１６】
　次にスパッタ法によりＣｒ等の金属層を０．１μｍ成膜し、これをパターニングしてソ
ース電極７及びドレイン電極８を形成する。そしてこのソース電極７及びドレイン電極８
をマスクにして、ソース電極７とドレイン電極８との間のオーミック層６をエッチング除
去する。それにより、オーミック層６はソース領域６ｓとドレイン領域６ｄとに分離され
る。
【０２１７】
　図１６のＭＯＳ容量素子を構成するトランジスタでは、ソース電極７はフローティング
である。これを例えば図３の単位シフトレジスタＳＲkのトランジスタＱ１０として使用
した場合、ドレイン電極８が第２入力端子ＩＮ２に接続され、ゲート電極２がノードＮ３
に接続される。この場合、第２入力端子ＩＮ２に供給されるクロック信号がＨレベルにな
るとき、ドレイン電極８からのリーク電流によりソース電極７に正電荷が徐々に蓄積され
る。そのため単位シフトレジスタＳＲkの動作が長時間に渡ると、ソース電極７の電位が
高くなり、ノードＮ３がＨレベルになったときにゲート電極２とソース電極７との間の領
域にチャネルが形成されなくなることが懸念される。従って、ソース電極７はＬレベルの
電位に固定されることが好ましい。
【０２１８】
　図１７は実施の形態４に係るＭＯＳトランジスタを用いた単位シフトレジスタＳＲkの
例である。当該単位シフトレジスタＳＲkは、図３の回路に対し、トランジスタＱ１０の
ソース（図１６のソース電極７に相当）を、トランジスタＱ２０を介して第１電源端子Ｓ
１に接続させている。トランジスタＱ２０のゲートはノードＮ２に接続される。ここでト
ランジスタＱ１０のソースが接続するノードを「ノードＮ１３」と定義する。
【０２１９】
　図１７の構成では、当該単位シフトレジスタＳＲkの非選択期間（リセット状態にある
期間）、トランジスタＱ１０のリーク電流によりノードＮ１３に流れ込んだ電荷はトラン
ジスタＱ２０を通して第１電源端子Ｓ１へと放出されるので、ノードＮ１３はＬレベルに
維持される。従って、トランジスタＱ１０における上記の問題の発生が解決される。
【０２２０】
　なお、単位シフトレジスタＳＲkの選択期間（セット状態にある期間）では、トランジ
スタＱ２０はオフするのでノードＮ１３はフローティング状態になる。これにより、ノー
ドＮ３の昇圧時にトランジスタＱ１０，Ｑ２０に貫通電流が生じることは防止される。
【０２２１】
　図１７に示したＭＯＳ容量素子（トランジスタＱ１０）は、実施の形態１～３およびそ
の変更例に係る各単位シフトレジスタＳＲの何れにも適用可能である。また図１６ではチ
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ャネルエッチ型のａ－Ｓｉトランジスタの例を示したが、もちろん本実施の形態は、エッ
チストッパ型、トップゲート型のａ－Ｓｉトランジスタに対しても適用可能である。
【０２２２】
　＜実施の形態５＞
　実施の形態５では、本発明に係る電気光学装置における撮像画像あるいは表示画像の質
を改善するための技術を提案する。
【０２２３】
　例えば図２のゲート線駆動回路３０におけるクロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３の配線経
路では、クロック信号発生器３１が出力したクロック信号ＣＬＫ１は、最初に単位シフト
レジスタＳＲn-1を駆動し、最後（第１および第２ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２を除く）
に単位シフトレジスタＳＲn-4（不図示）を駆動する。同様に、クロック信号ＣＬＫ２は
、最初に単位シフトレジスタＳＲn-3を駆動し、最後に単位シフトレジスタＳＲnを駆動す
る。またクロック信号ＣＬＫ３は、最初に単位シフトレジスタＳＲn-5（不図示）を駆動
し、最後に単位シフトレジスタＳＲn-2を駆動する。クロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３の
いずれにおいても、最初と最後に駆動する単位シフトレジスタＳＲ間で、クロック信号発
生器３１からの配線長に大きな差（ほぼ表示パネルの３辺の長さ分）がある。
【０２２４】
　通常、配線は寄生抵抗成分と寄生容量成分を有しており、それらは配線長に比例して大
きくなる。そのためクロック信号の配線長が長いとそれら寄生成分の影響により、クロッ
ク信号の立ち上がり及び立ち下がり時間が増大する。それは、ゲート線の選択信号の立ち
上がり及び立ち下がり時間の増大を招く。
【０２２５】
　この現象は同一のクロック配線上においても現れ、クロック信号発生器３１からの距離
が長い位置ほど、クロック信号の立ち上がり及び立ち下がり時間が遅くなる。従って図２
の配線経路では、単位シフトレジスタＳＲn-1，ＳＲn-3，ＳＲn-5と、単位シフトレジス
タＳＲn-4，ＳＲn-2，ＳＲnとでは、出力する選択信号Ｇの立ち上がり及び立ち下がり速
度に差が生じることになる。その結果、ゲート線ＧＬn-1，ＧＬn-3，ＧＬn-5に接続した
画素と、ゲート線ＧＬn-4，ＧＬn-2，ＧＬnに接続した画素とで、書き込まれる信号電圧
にも一定の差が生じることになる。
【０２２６】
　図２から分かるように、ゲート線ＧＬn-1，ＧＬn-3，ＧＬn-5とゲート線ＧＬn-4，ＧＬ

n-2，ＧＬnは、いずれも最終行付近に集中している。通常、複数の画素に同一色を表示さ
せた場合、それらの画素に小さな信号電圧の差があっても、各画素が互いに離れた位置で
あれば表示上の差異は肉眼で判別困難である。しかし各画素が近接した画素であればそれ
を判別できることがあるため、上記の選択信号Ｇの立ち上がり及び立ち下がりの速度差は
問題となる。
【０２２７】
　図１８は、実施の形態５に係るゲート線駆動回路３０の構成を示す図であり、図２の構
成に対し、クロック信号発生器３１からのクロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３が、奇数ドラ
イバ３０ａと偶数ドライバ３０ｂとにそれぞれ略同じ配線長で供給されるように、クロッ
ク配線をレイアウトしたものである。
【０２２８】
　図１８の如く、クロック信号発生器３１から延びるクロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３の
各配線は、単位シフトレジスタＳＲに接続されずに液晶アレイ部１０の上辺（最前行）ま
で引き出され、そこで奇数ドライバ３０ａ側と偶数ドライバ３０ｂ側に分岐される。奇数
ドライバ３０ａ側のクロック配線では、前の行の単位シフトレジスタＳＲから順に（単位
シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ3，ＳＲ5…の順）に、クロック配線の分岐点から近い位置に
接続される。偶数ドライバ３０ｂ側のクロック配線でも同様に、前の行の単位シフトレジ
スタＳＲから順に（単位シフトレジスタＳＲ2，ＳＲ2，ＳＲ6…の順）に、クロック配線
の分岐点から近い位置に接続される。その結果、互いに近接する行を駆動する単位シフト
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レジスタＳＲでは、クロック信号発生器３１からの配線距離がほぼ等しくなる。
【０２２９】
　もちろん図１８の配線レイアウトでも、配線距離に応じたクロック信号の立ち上がり及
び立ち下がり速度の低下は生じるが、互いに近接する行の単位シフトレジスタＳＲにはほ
ぼ同一の立ち上がり及び立ち下がり速度のクロック信号が供給される。よって近接する行
の画素同士では、クロック信号の立ち上がり及び立ち下がり速度の違いに起因する信号電
圧の差が生じない。従って、表示上の差異が肉眼で判別できるように現れることを防止で
きる。
【０２３０】
　なお図１８では、図１で説明したソースドライバ４０が、液晶アレイ部１０の下辺側（
最終行側）に配置されることを想定している。図１に示される通りにソースドライバ４０
が液晶アレイ部１０の上辺側（最前行側）に配置されたものであっても、図１８の配線レ
イアウトにすることも可能であるが、クロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３の配線とデータ線
ＤＬとが交差するため好ましくない。両配線が交差すると、データ線ＤＬの負荷容量が増
大するほか、その交差点で両配線が容量結合し、振幅の大きいクロック信号ＣＬＫ１～Ｃ
ＬＫ３のレベル変化がデータ線ＤＬの微小信号にノイズとして重畳するという問題が生じ
易いからである。
【０２３１】
　＜実施の形態６＞
　実施の形態１～４で示した単位シフトレジスタＳＲでは、ＭＯＳ容量素子であるトラン
ジスタＱ１０（あるいはＱ１０ｎ，Ｑ１０ｒ）を用いて、トランジスタＱ１のゲート（ノ
ードＮ１）を充電するトランジスタＱ３（あるいはＱ３ｎ，Ｑ３ｒ）のゲート（ノードＮ
３）を昇圧することによりトランジスタＱ３を非飽和領域で動作させている。それにより
ノードＮ１は電位ＶＤＤにまで充電（プリチャージ）される。
【０２３２】
　しかしＭＯＳ容量素子は、比較的大きなゲート面積を確保する必要があるため、その形
成面積が大きくなるという問題を有している。そこで本実施の形態では、単位シフトレジ
スタＳＲにおいて、ノードＮ１の充電の際にトランジスタＱ３のゲートが昇圧される構成
の単位シフトレジスタＳＲを、ＭＯＳ容量素子を用いずに実現した例を示す。これにより
、より形成面積の小さい表示装置を実現することができる。
【０２３３】
　図１９は、実施の形態６に係る単位シフトレジスタＳＲの構成を示す回路図である。こ
こでも代表的に、第ｋ段目の単位シフトレジスタＳＲkについて説明する。図１９の如く
当該単位シフトレジスタＳＲkは、図３の回路と同様に、第１入力端子ＩＮ１、第２入力
端子ＩＮ２、出力端子ＯＵＴ、クロック端子ＣＫおよびリセット端子ＲＳＴを有しており
、例えば図２の単位シフトレジスタＳＲ1～ＳＲnに用いることができる。
【０２３４】
　本実施の形態の単位シフトレジスタＳＲkも、出力回路２０、プルアップ駆動回路２１
、プルダウン駆動回路２２から構成される。出力回路２０は、ゲート線ＧＬkの選択期間
に選択信号Ｇkを活性状態（Ｈレベル）にするトランジスタＱ１（出力プルアップトラン
ジスタ）と、ゲート線ＧＬkの非選択期間に選択信号Ｇkを非活性状態（Ｌレベル）に維持
するためのトランジスタＱ２，Ｑ２５（出力プルダウントランジスタ）とを含んでいる。
【０２３５】
　トランジスタＱ１は、出力端子ＯＵＴとクロック端子ＣＫとの間に接続しており、クロ
ック端子ＣＫに入力されるクロック信号を出力端子ＯＵＴに供給することによって選択信
号Ｇkを活性化させる。またトランジスタＱ２，Ｑ２５は、出力端子ＯＵＴと第１電源端
子Ｓ１との間に接続しており、出力端子ＯＵＴを放電して電位ＶＳＳにすることで、選択
信号Ｇkを非活性レベルに維持する。ここで、トランジスタＱ１のゲート（制御電極）が
接続するノードを「ノードＮ１」と定義する。トランジスタＱ２のゲートは後述するプル
ダウン駆動回路２２の出力端（「ノードＮ２」と定義する）に接続される。
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【０２３６】
　トランジスタＱ１のゲート・ソース間（即ち出力端子ＯＵＴとノードＮ１との間）には
容量素子Ｃ１が設けられている。容量素子Ｃ１は、出力端子ＯＵＴのレベル上昇に伴うノ
ードＮ１の昇圧効果を高めるためのものである。容量素子Ｃ１は、トランジスタＱ１のゲ
ート・チャネル間容量が充分大きい場合にはそれで置き換えることができるので、そのよ
うな場合には省略してもよい。
【０２３７】
　プルアップ駆動回路２１は、トランジスタＱ１（出力プルアップトランジスタ）を駆動
する回路であり、トランジスタＱ１を、ゲート線ＧＬkの選択期間はオンにし、非選択期
間はオフにするよう動作する。そのためプルアップ駆動回路２１は、第１入力端子ＩＮ１
に入力される２行前の選択信号Ｇk-2（あるいは第１または第２スタートパルスＳＰ１，
ＳＰ２）と第２入力端子ＩＮ２に入力されるクロック信号（図１９の場合クロック信号Ｃ
ＬＫ３）の活性化に応じてノードＮ１（トランジスタＱ１）を充電し、リセット端子ＲＳ
Ｔに入力されるリセット信号としての２行後の選択信号Ｇk+2（またはダミー段ＳＲＤ１
、ＳＲＤ２の出力信号Ｄ１、Ｄ２）の活性化に応じてノードＮ１を放電する。
【０２３８】
　プルアップ駆動回路２１において、ノードＮ１と第２入力端子ＩＮ２との間には、第２
入力端子ＩＮ２のＨレベル電位ＶＤＤをノードＮ１に供給することで、ノードＮ１を充電
するトランジスタＱ３が接続する。またノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間には、第１
電源端子Ｓ１の電位ＶＳＳをノードＮ１に供給することで、ノードＮ１を放電するトラン
ジスタＱ４が接続する。トランジスタＱ４のゲートはノードＮ２に接続される。
【０２３９】
　トランジスタＱ３のゲートが接続するノードを「ノードＮ３」と定義する。プルアップ
駆動回路２１は、一方の電流電極がノードＮ３に接続し、ゲートが第２電源端子Ｓ２に接
続したトランジスタＱ２１を備える。トランジスタＱ２１の他方の電流電極を「ノードＮ
４」と定義する。
【０２４０】
　第２電源端子Ｓ２とノードＮ４との間には、ゲートが第１入力端子ＩＮ１に接続したト
ランジスタＱ８が接続される。トランジスタＱ８のドレインは、ゲートと共に第１入力端
子ＩＮ１に接続させてもよい。またノードＮ４と第１電源端子Ｓ１との間には、トランジ
スタＱ９，Ｑ２４が接続する。トランジスタＱ９のゲートはノードＮ２に接続される。ま
たトランジスタＱ２４のゲートを「ノードＮ５」と定義する。
【０２４１】
　ノードＮ５と第２電源端子Ｓ２との間には、ゲートがノードＮ１に接続したトランジス
タＱ２２が接続される。ノードＮ５と第１電源端子Ｓ１との間には、ゲートがノードＮ２
に接続したトランジスタＱ２３が接続される。
【０２４２】
　先に述べた出力回路２０のトランジスタＱ２５のゲートは、図１９のようにプルアップ
駆動回路２１のノードＮ４に接続される。
【０２４３】
　プルダウン駆動回路２２は、第３電源端子Ｓ３と第１電源端子Ｓ１との間に直列に接続
したトランジスタＱ６，Ｑ７から成るインバータを有しており、そのインバータの出力端
が、当該プルダウン駆動回路２２の出力端（ノードＮ２）となる。トランジスタＱ６は、
ノードＮ２と第３電源端子Ｓ３との間に接続し、そのゲートは第３電源端子Ｓ３に接続す
る。トランジスタＱ７はノードＮ２と第１電源端子Ｓ１との間に接続している。トランジ
スタＱ７のゲートが接続するノードが当該インバータの入力端であり、これを「ノードＮ
６」と定義する。
【０２４４】
　インバータの入力レベル（ノードＮ６のレベル）は、トランジスタＱ２６，Ｑ２７から
成る入力回路により制御される。トランジスタＱ２６は、ノードＮ６と第３電源端子Ｓ３
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との間に接続し、そのゲートは第１入力端子ＩＮ１に接続される。トランジスタＱ２７は
、ノードＮ６と第１電源端子Ｓ１との間に接続し、そのゲートはリセット端子ＲＳＴに接
続される。この入力回路は、２行前の選択信号Ｇk-2の活性化に応じてノードＮ６をＨレ
ベルにし、２行後の選択信号Ｇk+2の活性化に応じてノードＮ６をＬレベルに変化させる
。従ってインバータの出力レベル（ノードＮ２のレベル）は、２行前の選択信号Ｇk-2の
活性化に応じてＬレベルになり、２行後の選択信号Ｇk+2の活性化に応じてＨレベルにな
る。
【０２４５】
　またプルダウン駆動回路２２には、ノードＮ２に接続したゲートを有し、ノードＮ６と
第１電源端子Ｓ１との間に接続したトランジスタＱ２８が設けられている。トランジスタ
Ｑ２８は、ノードＮ２がＨレベルになるとオンし、ノードＮ６を低インピーダンスでＬレ
ベルに維持する。当該トランジスタＱ２８は、入力回路がノードＮ６をＬレベルに設定し
た後でノードＮ６がフローティング状態になるのを防止し、プルダウン駆動回路２２の誤
動作を防止するように機能する。なお、トランジスタＱ２８は、トランジスタＱ２６より
もオン抵抗が充分低く設定されている。
【０２４６】
　図２０は、実施の形態６に係る単位シフトレジスタＳＲkの動作を説明するためのタイ
ミング図である。以下、同図に基づいて単位シフトレジスタＳＲkの動作を説明する。
【０２４７】
　ここでは、単位シフトレジスタＳＲkのクロック端子ＣＫには、クロック信号ＣＬＫ１
が入力されるものとする。実施の形態１と同様に、第２入力端子ＩＮ２には、クロック端
子ＣＫに供給されるものに対し１水平期間位相が進んだクロック信号が供給されるので、
単位シフトレジスタＳＲkの第２入力端子ＩＮ２にはクロック信号ＣＬＫ３が供給される
。
【０２４８】
　単位シフトレジスタＳＲkの初期状態（時刻ｔ1の直前の状態）として、ノードＮ１，Ｎ
３，Ｎ４，Ｎ５，Ｎ６がＬレベル（ＶＳＳ）、ノードＮ２がＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）
であると仮定する（リセット状態）。この状態では、トランジスタＱ１がオフ、トランジ
スタＱ２がオンであるので、クロック信号ＣＬＫ１のレベルに関係なく、出力端子ＯＵＴ
（選択信号Ｇk）は低インピーダンスでＬレベルである。
【０２４９】
　また時刻ｔ1の直前では、単位シフトレジスタＳＲkのクロック端子ＣＫ（クロック信号
ＣＬＫ１）、第１入力端子ＩＮ１（２行前の選択信号Ｇk-2）、第２入力端子ＩＮ２（ク
ロック信号ＣＬＫ３）、リセット端子ＲＳＴ（２行後の選択信号Ｇk+2）は何れもＬレベ
ルであるとする。この場合、ノードＮ２がＨレベルなので、ノードＮ３はオン状態のトラ
ンジスタＱ９，Ｑ２１を通して、低インピーダンスでＬレベル（ＶＳＳ）になっている。
また、トランジスタＱ４，Ｑ２８はオン状態であり、ノードＮ１，Ｎ６も低インピーダン
スでＬレベル（ＶＳＳ）になっている。
【０２５０】
　その状態から、時刻ｔ1で２行前の選択信号Ｇk-2（第１段目の単位シフトレジスタＳＲ

1の場合にはスタートパルスＳＰ１）が活性化されたとする。それにより、プルダウン駆
動回路２２においてトランジスタＱ２６がオンする。トランジスタＱ２６のオン抵抗値は
トランジスタＱ２８のオン抵抗値よりも充分低く設定されているので、ノードＮ６のレベ
ルが上昇する。応じてトランジスタＱ７がオンし、ノードＮ２のレベルが低下する。これ
によりトランジスタＱ２８はオフになり、ノードＮ６は急速に充電されてＨレベル（ＶＤ
Ｄ－Ｖｔｈ）になる。ノードＮ２は、トランジスタＱ６，Ｑ７のオン抵抗比で決まる電位
（≒ＶＳＳ）のＬレベルになる。
【０２５１】
　他方、プルアップ駆動回路２１ではトランジスタＱ８がオンする。またノードＮ２のレ
ベルの低下により、トランジスタＱ９のオン抵抗値が高くなるので、ノードＮ４は充電さ
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れてＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）になる。ノードＮ４のレベル上昇は、トランジスタＱ２
１を通してノードＮ３に伝達され、ノードＮ３もＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）になる。
【０２５２】
　上記のようにノードＮ２がＬレベルになったことでトランジスタＱ１、Ｑ２の両方がオ
フ状態になるが、ノードＮ４がＨレベルになったことで出力回路２０のトランジスタＱ２
５がオンするため、出力端子ＯＵＴは低インピーダンスのＬレベルに維持される。後述す
るように、トランジスタＱ１，Ｑ２の両方がオフになる期間は、略１水平期間（１Ｈ）な
ので、この期間におけるゲート線ＧＬkのノイズが小さい場合はトランジスタＱ２５を省
略してもよい。
【０２５３】
　時刻ｔ2で、２行前の選択信号Ｇk-2はＬレベルになると、トランジスタＱ８，Ｑ２６が
オフになるが、ノードＮ３，Ｎ４，Ｎ６はフローティング状態でＨレベルに維持されるた
め、単位シフトレジスタＳＲkの各ノードにおけるレベル変化は無い。
【０２５４】
　時刻ｔ3で、クロック信号ＣＬＫ３が活性化すると、オン状態のトランジスタＱ３を通
してノードＮ１が充電され、ノードＮ１のレベルが上昇する。このとき第２入力端子ＩＮ
２およびノードＮ１とノードＮ３との間は、トランジスタＱ３の寄生容量（ゲート・チャ
ネル間容量、ゲートとソース・ドレインとの間のオーバラップ容量など）により容量結合
しており、第２入力端子ＩＮ２およびノードＮ１のレベル上昇に伴ってノードＮ３のレベ
ルも上昇する。ノードＮ３のレベルが上昇するとトランジスタＱ２１はオフになり（トラ
ンジスタＱ２１の動作の詳細は後述する）、ノードＮ３はトランジスタＱ３を非飽和領域
で動作させるレベルにまで上昇する。そのためノードＮ１は高速に充電（プリチャージ）
され、クロック信号ＣＬＫ３に追随して素早く電位ＶＤＤのＨレベルになる。応じてトラ
ンジスタＱ１がオンになる。
【０２５５】
　他方、ノードＮ１のレベルの立ち上がりに応じて、トランジスタＱ２２がオンになる。
トランジスタＱ２３はオフしているため、ノードＮ５は充電されてＨレベルになる。応じ
てトランジスタＱ２４がオンになり、ノードＮ４のレベルが低下する。ノードＮ４のレベ
ルが下がるとトランジスタＱ２１がオンするため、ノードＮ３はノードＮ４とほぼ同時に
放電されてＬレベルになる。これによりトランジスタＱ３がオフになる。図１９において
時刻ｔ3Dは、ノードＮ３がＬレベルに変化するタイミングを表している。
【０２５６】
　ここでノードＮ１のプリチャージ時におけるトランジスタＱ２１の動作に注目する。ノ
ードＮ１がプリチャージされる前は、ノードＮ４がＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）であり、
またトランジスタＱ２１のゲート電圧はＶＤＤ（＝ＶＤＤ１）に固定されているので、ト
ランジスタＱ２１はノードＮ４からノードＮ３へと電流を流し、ノードＮ３をＨレベル（
ＶＤＤ－Ｖｔｈ）に充電する。
【０２５７】
　そしてクロック信号ＣＬＫ３が立ち上がってトランジスタＱ３によるノードＮ１のプリ
チャージが開始されたとき、ノードＮ３が昇圧されるので、電位関係によりノードＮ４側
がトランジスタＱ２１のソースとなる。この時点ではノードＮ４の電位はＶＤＤ－Ｖｔｈ
であるので、トランジスタＱ２１のゲート（第２電源端子Ｓ２）・ソース（ノードＮ４）
間電圧はＶｔｈとなり、当該トランジスタＱ２１はオンとオフの境界状態になる。よって
トランジスタＱ２１にはノードＮ３からノードＮ４への方向にサブスレッシュホールド電
流が流れるが、これは微小な電流なので、ノードＮ３が昇圧されている短い期間（時刻ｔ

3と時刻ｔ3Dの間）にノードＮ３から放出される電荷は無視できる程度である。
【０２５８】
　そしてノードＮ１がプリチャージされてＨレベル（ＶＤＤ）になった後、ノードＮ４が
Ｌレベルになると、トランジスタＱ２１はオンになり、ノードＮ３からノードＮ４へと電
流が流れ、ノードＮ３はＬレベル（ＶＳＳ）になる。その後も、ノードＮ４がＬレベルの
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間はトランジスタＱ２１はオン状態であり、ノードＮ３はＬレベルに維持される。
【０２５９】
　このようにトランジスタＱ２１は、ノードＮ１のプリチャージ前、ノードＮ４がＨレベ
ルになっている段階では、ノードＮ４の電位をノードＮ３に伝達する抵抗素子として働き
、ノードＮ１のプリチャージ開始時にノードＮ３が昇圧された段階では、ノードＮ３とノ
ードＮ４との間を遮断する遮断素子として働く。またノードＮ１のプリチャージが進みノ
ードＮ４のレベルが低下する段階およびそれ以降のノードＮ４がＬレベルに維持されてい
る段階では、トランジスタＱ２１はノードＮ３の電荷をノードＮ４に放電する抵抗素子と
して働く。つまりトランジスタＱ２１は、２行前の選択信号Ｇk-2が活性化してからクロ
ック信号ＣＬＫ３が活性化するまでの間にノードＮ３を充電し、その後クロック信号ＣＬ
Ｋ３が非活性化する前にノードＮ３を放電する充放電回路として機能する。
【０２６０】
　ここではトランジスタＱ２１のゲートに供給される電位（ＶＤＤ１）を、各段の選択信
号ＧのＨレベルの電位（クロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３のＨレベルの電位）と同じＶＤ
Ｄとして説明したが、そのトランジスタＱ２１のゲートに供給される電位は、ノードＮ４
がＨレベルのときにノードＮ３をＨレベルに充電することができ、且つ、ノードＮ３の昇
圧されるときにトランジスタＱ２１を通してノードＮ３からノードＮ４へ電流が流れない
電位であればよい。これはＶＤＤよりも低い電位であってもよいが、そうすると昇圧され
たときのノードＮ３のレベルが低くなるので、トランジスタＱ３がノードＮ１を充電する
速度が低下する点に留意すべきである。
【０２６１】
　再び図２０を参照する。時刻ｔ4では、クロック信号ＣＬＫ３がＬレベルになるが、ト
ランジスタＱ３は既に時刻ｔ3Dでオフになっているので、ノードＮ１は電位ＶＤＤのＨレ
ベルのまま変化しない。
【０２６２】
　そして時刻ｔ5でクロック信号ＣＬＫ１が立ち上がると、そのレベル変化がオン状態の
トランジスタＱ１を通して出力端子ＯＵＴへと伝達され、選択信号Ｇkのレベルが上昇す
る。このとき容量素子Ｃ１を介する結合によりノードＮ１が昇圧され、トランジスタＱ１
を非飽和領域で動作させる。よって選択信号Ｇkは、クロック信号ＣＬＫ１のＨレベルと
同じ電位ＶＤＤのＨレベルになる。
【０２６３】
　時刻ｔ6でクロック信号ＣＬＫ１が立ち下がると、オン状態のトランジスタＱ１を通し
て出力端子ＯＵＴからクロック端子ＣＫへと電流が流れ、出力端子ＯＵＴが放電される。
その結果、選択信号ＧkはＬレベルになる。このとき容量素子Ｃ１を介する結合により、
ノードＮ１は昇圧される前のレベル（ＶＤＤ）に戻る。
【０２６４】
　時刻ｔ７でクロック信号ＣＬＫ２が活性化され、その後時刻ｔ8でクロック信号ＣＬＫ
２が非活性化されるが、そのときの単位シフトレジスタＳＲkの各ノードのレベル変化は
ない。
【０２６５】
　時刻ｔ9で、クロック信号ＣＬＫ３が立ち上がると、２行後の選択信号Ｇk+2がＨレベル
になる。よって単位シフトレジスタＳＲkでは、トランジスタＱ２７がオンになり、ノー
ドＮ６がＬレベルになる。応じてトランジスタＱ７がオフになるため、ノードＮ２がトラ
ンジスタＱ６によって充電されＨレベルになる。
【０２６６】
　ノードＮ２がＨレベルになると、トランジスタＱ４がオンになりノードＮ１が放電され
Ｌレベルになる。応じてトランジスタＱ１はオフするが、トランジスタＱ２がオンになる
ため、出力端子ＯＵＴは低インピーダンスのＬレベルに維持される。またトランジスタＱ
２３がオン、トランジスタＱ２２がオフになるため、ノードＮ５は放電されＬレベルにな
る。応じてトランジスタＱ２４がオフになるが、このときトランジスタＱ９がオンになり
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ノードＮ４、Ｎ３は低インピーダンスのＬレベルに維持される。この結果、単位シフトレ
ジスタＳＲkは、トランジスタＱ１がオフ、トランジスタＱ２がオンのリセット状態に戻
る。
【０２６７】
　その後、時刻ｔ10で２行後の選択信号Ｇk+2はＬレベルに戻るが、単位シフトレジスタ
ＳＲkは、次のフレーム期間で２行前の選択信号Ｇk-2が活性化されるまでリセット状態に
維持される。トランジスタＱ６，Ｑ７，Ｑ２８から成るハーフラッチ回路が、ノードＮ２
，Ｎ６のレベルを保持するからである。またその間、トランジスタＱ２がオンしているの
で、出力端子ＯＵＴは低インピーダンスでＬレベルに維持される。
【０２６８】
　本実施の形態に係る単位シフトレジスタＳＲにおいては、トランジスタＱ３の寄生容量
（ゲート・チャネル間容量、ゲートとソース・ドレインとの間のオーバラップ容量など）
が、２行前の選択信号Ｇk-2が活性化した後、クロック信号ＣＬＫ３が活性化するときに
ノードＮ３を昇圧する昇圧手段として機能する。当該昇圧手段は、ノードＮ１のプリチャ
ージ時におけるトランジスタＱ３のゲート電位を上昇させ、トランジスタＱ３を非飽和領
域で動作させる。よってノードＮ３の昇圧させるためのＭＯＳ容量素子を別途設ける必要
がない。従って、より小面積のゲート線駆動回路を実現できる。
【０２６９】
　＜実施の形態７＞
　実施の形態７では、実施の形態６の技術を、信号のシフト方向を変更可能なシフトレジ
スタに適用する。図２１は、実施の形態７に係る単位シフトレジスタＳＲの構成を示す回
路図である。ここでも代表的に、第ｋ段目の単位シフトレジスタＳＲkについて説明する
。この単位シフトレジスタＳＲkは、例えば図１２の単位シフトレジスタＳＲ1～ＳＲnに
用いることができる。
【０２７０】
　当該単位シフトレジスタＳＲkは、図１３の回路と同様に、第１～第４入力端子ＩＮ１
～ＩＮ４、出力端子ＯＵＴ、クロック端子ＣＫ、第１電圧信号端子Ｔ１および第２電圧信
号端子Ｔ２を有している。これら各端子に供給される信号については、実施の形態２（図
１２）で説明したとおりである。
【０２７１】
　ここでは単位シフトレジスタＳＲkのクロック端子ＣＫには、クロック信号ＣＬＫ１が
入力され、第２入力端子ＩＮ２にはクロック信号ＣＬＫ３が入力され、第４入力端子ＩＮ
４にはクロック信号ＣＬＫ２が入力されるものとして説明する（図１２の単位シフトレジ
スタＳＲ4がこれに相当する）。
【０２７２】
　図２１の単位シフトレジスタＳＲkにおいて、出力回路２０は、図１９と同様の構成の
ものである。つまり出力回路２０は、出力端子ＯＵＴにクロック信号ＣＬＫ１を供給する
トランジスタＱ１と、非選択期間に出力端子ＯＵＴの放電を行うトランジスタＱ２，Ｑ２
５とから成る。
【０２７３】
　プルダウン駆動回路２２も、図１９と同様に、トランジスタＱ６，Ｑ７から成るインバ
ータ、トランジスタＱ２６，Ｑ２７から成る入力回路およびトランジスタＱ２８により構
成されるが、入力回路の構成が図１９の場合とは異なる。即ち、図２１の単位シフトレジ
スタＳＲkでは、トランジスタＱ２６は、第１電圧信号端子Ｔ１とノードＮ６（トランジ
スタＱ７のゲート）との間に接続され、そのゲートは第１入力端子ＩＮ１に接続される。
トランジスタＱ２７は、第２電圧信号端子Ｔ２とノードＮ６との間に接続され、そのゲー
トは第３入力端子ＩＮ３に接続される。トランジスタＱ２６，Ｑ２７は、トランジスタＱ
２８よりもオン抵抗が充分小さく設定される。
【０２７４】
　従って、この入力回路は、順方向シフト時（第１電圧信号ＶｎがＨレベル、第２電圧信



(40) JP 6498327 B2 2019.4.10

10

20

30

40

50

号ＶｒがＬレベル）には、２行前の選択信号Ｇk-2の活性化に応じてノードＮ６をＨレベ
ルにし、２行後の選択信号Ｇk+2の活性化に応じてノードＮ６をＬレベルに変化させる。
逆方向シフト時（第１電圧信号ＶｎがＬレベル、第２電圧信号ＶｒがＨレベル）には、２
行後の選択信号Ｇk+2の活性化に応じてノードＮ６をＨレベルにし、２行前の選択信号Ｇk

-2の活性化に応じてノードＮ６をＬレベルに変化させる。
【０２７５】
　出力回路２０のトランジスタＱ２のゲートは、図１９と同様に、トランジスタＱ６，Ｑ
７から成るインバータの出力端（プルダウン駆動回路２２の出力端）であるノードＮ２に
接続される。
【０２７６】
　一方、プルアップ駆動回路２１は、トランジスタＱ４，Ｑ９，Ｑ２２，Ｑ２３，Ｑ２４
から構成される部分は図１９と同じ回路であるが、その他の部分は以下のトランジスタＱ
３ｎ，Ｑ３ｒ，Ｑ２１ｎ、Ｑ２１ｒ、Ｑ２９ｎ，Ｑ２９ｒ、Ｑ８ｎ、Ｑ８ｒから成る回路
によって構成される。図１９の場合と同様に、トランジスタＱ２４，Ｑ９のドレインが接
続するノードを「ノードＮ４」と称す。出力回路２０のトランジスタＱ２５のゲートは、
このノードＮ４に接続される。
【０２７７】
　トランジスタＱ３ｎは、第２入力端子ＩＮ２とトランジスタＱ１のゲート（ノードＮ１
）との間に接続する。トランジスタＱ３ｎのゲートが接続するノードを「ノードＮ３ｎ」
と定義すると、トランジスタＱ２１ｎは、ノードＮ３ｎとノードＮ４との間に接続し、そ
のゲートは第１電圧信号端子Ｔ１に接続される。トランジスタＱ２９ｎは、ノードＮ３ｎ
と第１電圧信号端子Ｔ１との間に接続し、そのゲートは第２電圧信号端子Ｔ２に接続され
る。トランジスタＱ８ｎは第１電圧信号端子Ｔ１とノードＮ４との間に接続し、そのゲー
トは第１入力端子ＩＮ１に接続される。
【０２７８】
　トランジスタＱ３ｒは、第４入力端子ＩＮ４とノードＮ１との間に接続する。トランジ
スタＱ３ｒのゲートが接続するノードを「ノードＮ３ｒ」と定義すると、トランジスタＱ
２１ｒは、ノードＮ３ｒとノードＮ４との間に接続し、そのゲートは第２電圧信号端子Ｔ
２に接続される。トランジスタＱ２９ｒは、ノードＮ３ｒと第２電圧信号端子Ｔ２との間
に接続し、そのゲートは第１電圧信号端子Ｔ１に接続される。トランジスタＱ８ｒは第２
電圧信号端子Ｔ２とノードＮ４との間に接続し、そのゲートは第３入力端子ＩＮ３に接続
される。
【０２７９】
　順方向シフト時には、第１電圧信号ＶｎはＨレベル（ＶＤＤ）、第２電圧信号ＶｒはＬ
レベル（ＶＳＳ）なので、プルアップ駆動回路２１においては、トランジスタＱ２１ｎが
オン、トランジスタＱ２１ｒがオフ、トランジスタＱ２９ｎがオフ、トランジスタＱ２９
ｒがオンの状態となる。ノードＮ３ｎがトランジスタＱ２１ｎを通して充電されてＨレベ
ル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）になるので、トランジスタＱ３ｎはオンになる。またノードＮ３ｒ
がオン状態のトランジスタＱ２９ｒによりＬレベル（ＶＳＳ）に維持されるため、トラン
ジスタＱ３ｒはオフに維持される。
【０２８０】
　プルダウン駆動回路２２においては、トランジスタＱ２６のドレイン（第１電圧信号端
子Ｔ１）の電位はＶＤＤ、トランジスタＱ２７のソース（第２電圧信号端子Ｔ２）の電位
はＶＳＳとなる。
【０２８１】
　この状態では、図２１の単位シフトレジスタＳＲkは、図１９と等価な回路となる。即
ち、プルアップ駆動回路２１では、トランジスタＱ３ｎ，Ｑ８ｎ，Ｑ２１ｎが、それぞれ
図１９のトランジスタＱ３，Ｑ８，Ｑ２１と同様の動作を行い、トランジスタＱ３ｒ，Ｑ
２１ｒは当該単位シフトレジスタＳＲkの動作には寄与しない（トランジスタＱ３ｒ，Ｑ
２１ｒはオフ状態に維持される。トランジスタＱ８は、２行後の選択信号Ｇk+2の活性期
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間にオンするが、そのときノードＮ４はＬレベルである（図２０参照）。）。従って、ト
ランジスタＱ３ｎは、２行前の選択信号Ｇk-2の活性化に応じてノードＮ１を充電する第
１充電回路として機能する。またトランジスタＱ２１ｎは、２行前の選択信号Ｇk-2が活
性化してからクロック信号ＣＬＫ３が活性化するまでの間にノードＮ３ｎを充電し、その
後クロック信号ＣＬＫ３が非活性化する前にノードＮ３ｎを放電する第１充放電回路とし
て機能する。
【０２８２】
　またプルダウン駆動回路２２は、図１９のものと同様に動作する。つまりプルダウン駆
動回路２２は、２行前の選択信号Ｇk-2の活性化に応じてノードＮ２をＬレベルにし、２
行後の選択信号Ｇk+2の活性化に応じてノードＮ２をＨレベルに変化させる。またノード
Ｎ２をＨレベルにした後は、トランジスタＱ６，Ｑ７、Ｑ２８で構成されるハーフラッチ
回路により、次のフレームで２行前の選択信号Ｇk-2が活性化されるまでその状態を維持
する。
【０２８３】
　従って、順方向シフト時の単位シフトレジスタＳＲkは、第１入力端子ＩＮ１に供給さ
れる２行前の選択信号Ｇk-2とクロック信号ＣＬＫ３の活性化に応じてセット状態（トラ
ンジスタＱ１がオン、トランジスタＱ２がオフの状態）になり、第３入力端子ＩＮ３に供
給される２行後の選択信号Ｇk+2の活性化に応じてリセット状態（トランジスタＱ１がオ
フ、トランジスタＱ２がオン）になる。よって、当該単位シフトレジスタＳＲkは、順方
向シフトを行う単位シフトレジスタとして機能する。
【０２８４】
　逆方向シフト時には、第１電圧信号ＶｎはＬレベル（ＶＳＳ）、第２電圧信号ＶｒはＨ
レベル（ＶＤＤ）なので、プルアップ駆動回路２１においては、トランジスタＱ２１ｎが
オフ、トランジスタＱ２１ｒがオン、トランジスタＱ２９ｎがオン、トランジスタＱ２９
ｒがオフの状態となる。ノードＮ３ｒがトランジスタＱ２１ｒを通して充電されてＨレベ
ル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）になるので、トランジスタＱ３ｒはオンになる。またノードＮ３ｎ
がオン状態のトランジスタＱ２９ｎによりＬレベル（ＶＳＳ）に維持されるため、トラン
ジスタＱ３ｎはオフに維持される。
【０２８５】
　プルダウン駆動回路２２においては、トランジスタＱ２６のドレイン（第１電圧信号端
子Ｔ１）の電位はＶＳＳ、トランジスタＱ２７のソース（第２電圧信号端子Ｔ２）の電位
はＶＤＤとなる。
【０２８６】
　この状態では、単位シフトレジスタＳＲkのプルアップ駆動回路２１において、順方向
シフト時とは反対に、トランジスタＱ３ｒ，Ｑ８ｒ，Ｑ２１ｒが、それぞれ図１９のトラ
ンジスタＱ３，Ｑ８，Ｑ２１と同様の動作を行い、トランジスタＱ３ｎ，Ｑ８ｎ，Ｑ２１
ｎは当該単位シフトレジスタＳＲkの動作には寄与しない。つまり、トランジスタＱ３ｒ
は、２行後の選択信号Ｇk+2の活性化に応じてノードＮ１を充電する第２充電回路として
機能する。またトランジスタＱ２１ｒは、２行後の選択信号Ｇk+2が活性化してからクロ
ック信号ＣＬＫ２が活性化するまでの間にノードＮ３ｎを充電し、その後クロック信号Ｃ
ＬＫ２が非活性化する前にノードＮ３ｒを放電する第２充放電回路として機能する。
【０２８７】
　またプルダウン駆動回路２２も順方向シフト時とは反対に、２行後の選択信号Ｇk+2の
活性化に応じてノードＮ２をＬレベルにし、２行前の選択信号Ｇk-2の活性化に応じてノ
ードＮ２をＨレベルに変化させる。またノードＮ２をＨレベルにした後は、トランジスタ
Ｑ６，Ｑ７、Ｑ２８で構成されるハーフラッチ回路により、次のフレームで２行前の選択
信号Ｇk-2が活性化されるまでその状態を維持する。
【０２８８】
　従って、逆方向シフト時の単位シフトレジスタＳＲは、第３入力端子ＩＮ３に供給され
る２行後の選択信号Ｇk+2の活性化に応じてセット状態（トランジスタＱ１がオン、トラ
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Ｇk-2の活性化に応じてリセット状態（トランジスタＱ１がオフ、トランジスタＱ２がオ
ン）になる。よって、当該単位シフトレジスタＳＲkは、逆方向シフトを行う単位シフト
レジスタとして機能する。
【０２８９】
　本実施の形態に係る単位シフトレジスタＳＲにおいては、トランジスタＱ３ｎ，Ｑ３ｒ
の寄生容量（ゲート・チャネル間容量、ゲートとソース・ドレインとの間のオーバラップ
容量など）がノードＮ３ｎ，Ｎ３ｒの昇圧手段として機能する。それにより、トランジス
タＱ３ｎあるいはＱ３ｒがノードＮ１のプリチャージを行うとき、そのゲート電位が上昇
され、トランジスタＱ３ｎ，Ｑ３ｒは非飽和領域で動作する。よってノードＮ３ｎ，Ｎ３
ｒの昇圧させるためのＭＯＳ容量素子を別途設ける必要がない。従って、より小面積のゲ
ート線駆動回路を実現できる。よって、双方向シフトが可能なゲート線駆動回路を、実施
の形態２、３よりも小面積で実現できる。
【０２９０】
　＜実施の形態８＞
　以上の説明では、図２や図１２に示したように、奇数ドライバ３０ａと偶数ドライバ３
０ｂとを、互いに液晶アレイ部１０を挟んで配設する例を示した。それにより、基板上の
ゲート線駆動回路３０の形成領域を効率よく利用することができる。しかしゲート線駆動
回路３０の単位シフトレジスタＳＲへクロック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３を供給するための
配線（クロック配線）に必要な長さが長くなるので、クロック配線の寄生抵抗や寄生容量
が大きくなる。それによりクロック信号の遅延が生じると、ゲート線駆動回路３０の高速
動作化の妨げと成り得る。
【０２９１】
　そこで本実施の形態では、高速動作を重要視する場合を想定し、ゲート線駆動回路３０
（奇数ドライバ３０ａおよび偶数ドライバ３０ｂ）の単位シフトレジスタＳＲを全て液晶
アレイ部１０の片側に形成して、クロック配線の長さの短縮化を図る。特に、ゲート線駆
動回路３０を、液晶アレイ部１０の位置に対してクロック信号発生器３１に近い側に配置
すれば、クロック配線の長さをより短くすることができ効果的である。
【０２９２】
　図２２および図２３は、実施の形態８に係るゲート線駆動回路の構成を示すブロック図
である。例えば図１９のような順方向シフトのみを行う単位シフトレジスタＳＲを用いて
ゲート線駆動回路３０を構成する場合、図２２の構成となる（各要素の接続関係は図２と
同様である）。また例えば図２１のような双方向シフトを行う単位シフトレジスタＳＲを
用いてゲート線駆動回路３０を構成する場合、図２３の構成となる（各要素の接続関係は
図１２と同様である）。
【０２９３】
　本実施の形態によれば、クロック配線を短くできるため、その寄生抵抗や寄生容量を小
さくでき、クロック信号の遅延を抑えることができる。従って、ゲート線駆動回路３０の
高速動作化に寄与できる。
【符号の説明】
【０２９４】
　３０　ゲート線駆動回路、３０ａ　奇数ドライバ、３０ｂ　偶数ドライバ、ＳＲ　単位
シフトレジスタ、３１　クロック信号発生器、３２　スタートパルス発生器、３３　電圧
発生回路、３４　スタート・エンドパルス発生器。
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