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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラーレジストが成膜された第１フィルタ領域と、
　前記第１フィルタ領域よりも光の透過率の高い高透過率領域を含み、前記第１フィルタ
領域よりも応答速度の遅い第２フィルタ領域と、
　前記第１フィルタ領域を透過する光の透過量を印加される電圧により制御する第１画素
電極と、
　前記第２フィルタ領域を透過する光の透過量を印加される電圧により制御する第２画素
電極と、
　前記第１画素電極への階調電圧の印加を制御する第１画素トランジスタと、
　前記第２画素電極への階調電圧の印加を制御する第２画素トランジスタと、
　明るい画面表示を行なうことを優先する輝度優先モード、及び、画面の書換え時の液晶
組成物の応答を優先する応答速度優先モードのいずれかの設定に基づいて、前記第１画素
トランジスタ及び前記第２画素トランジスタの動作を異ならせて制御し、前記輝度優先モ
ードと前記応答速度優先モードとでは、前記第１画素電極及び前記第２画素電極に印加す
る電圧を異ならせる駆動回路と、を備える、ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記駆動回路は、前記応答速度優先モードでは、前記第２画素電極に、常に黒を表示す
るための階調電圧を印加する、ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
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　前記応答速度優先モードでは、前記駆動回路が前記第２画素電極に設定する電圧範囲は
、前記輝度優先モードに設定する前記電圧範囲より狭い範囲である、ことを特徴とする請
求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記駆動回路は、前記第１トランジスタ及び前記第２トランジスタに、高い周波数のゲ
ート信号を印加し、
　前記駆動回路は、前記輝度優先モードでは、前記第２画素電極に対して２回連続で同じ
階調電圧を印加し、前記応答速度優先モードでは、前記第２画素電極に、黒を表示するた
めの階調電圧と、画像表示のための階調電圧とを順に印加する、ことを特徴とする請求項
１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記高透過率領域は、前記第１フィルタ領域に成膜された前記カラーレジストと同じ前
記カラーレジストが、前記第１フィルタ領域の前記カラーレジストよりも薄く成膜される
ことにより形成されている、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の液
晶表示装置。
【請求項６】
　前記第２フィルタ領域は、表示面と平行な面に投影した視野において、前記第１フィル
タ領域に成膜された前記カラーレジストと同じカラーレジストが、前記高透過率領域を囲
むように、前記第１フィルタ領域と同じ厚さで成膜されることにより形成されている、こ
とを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第２フィルタ領域は、ブラックマトリクスを介して、前記第１フィルタ領域に隣接
して配置されている、ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の液晶表示
装置。
【請求項８】
　前記第２フィルタ領域の数は、前記第１フィルタ領域の数と同数であり、すべての前記
第１フィルタ領域は対応する前記第２フィルタ領域を有している、ことを特徴とする請求
項１乃至７のいずれか一項に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ等の情報通信端末やテレビ受像機の表示デバイスとして、液晶表示装置が
広く用いられている。液晶表示装置は、液晶層内の電界を変化させることにより液晶組成
物の配向を変え、バックライトから照射された光が液晶表示パネルを透過する度合いを制
御することにより画像を表示させる装置である。近年、省電力化の要請から、液晶表示装
置においてもバックライトの消費電力を抑えるために、高透過率の液晶表示パネルが求め
られている。一般に液晶層の厚さ（以下、「セルギャップ」という。）を小さくすると、
液晶の応答性が上がるが、透過率が低下することが知られている。
【０００３】
　特許文献１には、染色法カラーフィルタが光が照射されることにより劣化することから
、カラーフィルタに透明部又は半透明部を設けることについて開示されている。特許文献
２には、カラーフィルタの色ごとに液晶層の厚さを変化させた液晶表示装置が開示されて
いる。特許文献３には、透過率を向上するためにフィルタ内に開口部を設けている液晶表
示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開昭６１－２３０１０１号公報
【特許文献２】特開平７－３６０２７号公報
【特許文献３】特許第３４８５９９７号公報
【特許文献４】特開平８－２３４０１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　昨今、３次元映像を表示可能とする液晶表示装置が出現し、液晶表示装置は更なる高速
駆動が求められている。一方で、上述したような省電力化の要請もある。
【０００６】
　本発明は、上述の事情に鑑みてされたものであり、高い応答速度が要求される画像の表
示に対応しつつ、高透過率で低消費電力の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】
【０００７】
　本発明の液晶表示装置は、カラーレジストが成膜された第１フィルタ領域と、前記第１
フィルタ領域よりも光の透過率の高い高透過率領域を含む第２フィルタ領域と、前記第１
フィルタ領域を透過する光の透過量を印加される電圧により制御する第１画素電極と、前
記第２フィルタ領域を透過する光の透過量を印加される電圧により制御する第２画素電極
と、前記第１画素電極への階調電圧の印加を制御する第１画素トランジスタと、前記第２
画素電極への階調電圧の印加を制御する第２画素トランジスタと、を備え、前記第１画素
電極と前記第２画素電極とは、それぞれ前記第１画素トランジスタ及び前記第２画素トラ
ンジスタにより独立に階調電圧の印加が制御される、ことを特徴とする液晶表示装置であ
る。
【０００８】
　また、本発明の液晶表示装置において、前記第１画素トランジスタ及び前記第２画素ト
ランジスタの制御において、明るい画面表示を行なうことを優先する輝度優先モードと、
画面の書換時の液晶組成物の応答を優先する応答速度優先モードとを有し、前記第２画素
電極に印加される電圧の制御は、前記応答速度優先モードと、前記輝度優先モードとで異
なる、とすることができる。
【０００９】
　また、本発明の液晶表示装置において、前記応答速度優先モードでは、前記第２画素電
極には、常に黒を表示するための階調電圧が印加される、とすることができる。
【００１０】
　また、本発明の液晶表示装置において、前記応答速度優先モードでは、前記第２画素電
極に設定される電圧範囲は、前記輝度優先モードで設定される前記電圧範囲より狭い範囲
である、とすることができる。
【００１１】
　また、本発明の液晶表示装置では、前記第１トランジスタ及び前記第２トランジスタの
ゲート信号には、高い周波数のゲート信号が印加され、前記輝度優先モードでは、前記第
２画素電極に対して２回連続で同じ階調電圧を印加し、前記応答速度優先モードでは、前
記第２画素電極には、黒を表示するための階調電圧と、画像表示のための階調電圧とが順
に印加される、としてもよい。ここで、「高い周波数」とは、具体的には、１２０Ｈｚ以
上を意味し、例えば６０Ｈｚの２倍である１２０Ｈｚ、４倍である２４０Ｈｚである。
【００１２】
　また、本発明の液晶表示装置において、前記高透過率領域は、前記第１フィルタ領域に
成膜された前記カラーレジストと同じ前記カラーレジストが、前記第１フィルタ領域の前
記カラーレジストよりも薄く成膜されることにより形成されている、とすることができる
。
【００１３】
　また、本発明の液晶表示装置において、前記第２フィルタ領域は、表示面と平行な面に
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投影した視野において、前記第１フィルタ領域に成膜された前記カラーレジストと同じカ
ラーレジストが、前記高透過率領域を囲むように、前記第１フィルタ領域と同じ厚さで成
膜されることにより形成されている、とすることができる。
【００１４】
　また、本発明の液晶表示装置において、前記第２フィルタ領域は、ブラックマトリクス
を介して、前記第１フィルタ領域に隣接して配置されている、とすることができる。
【００１５】
　また、本発明の液晶表示装置において、前記第２フィルタ領域の数は、前記第１フィル
タ領域の数と同数であり、すべての前記第１フィルタ領域は対応する前記第２フィルタ領
域を有している、とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置を示す図である。
【図２】図１の液晶表示パネルの構成を示す図である。
【図３Ａ】図２のカラーフィルタ基板のフィルタの配置の様子を示す部分拡大図である。
【図３Ｂ】図３Ａと同じ視野によるＴＦＴ基板の配線の様子を示す図である。
【図４】図３ＡのIV－IV線で切断された液晶表示パネルの一部断面を概略的に示す図であ
る。
【図５】図４の低レジスト領域の変形例を示す図である。
【図６】第１の表示制御の例を示す表である。
【図７】第２の表示制御の例を示す表である。
【図８】第３の表示制御の例を示す表である。
【図９Ａ】第２実施形態に係るカラーフィルタ基板のフィルタの配置の様子を示す部分拡
大図である。
【図９Ｂ】図９Ａと同じ視野によるＴＦＴ基板の配線の様子を示す図である。
【図１０】図９ＡのＸ－Ｘ線で切断された液晶表示パネルの一部断面を概略的に示す図で
ある。
【図１１】図１０の低レジスト領域の変形例を示す図である。
【図１２】ＴＦＴ基板の別の配線例について示す図である。
【図１３Ａ】第３実施形態に係るカラーフィルタ基板のフィルタの配置の様子を示す部分
拡大図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａと同じ視野によるＴＦＴ基板の配線の様子を示す図である。
【図１４】図１３ＡのXIV－XIV線で切断された液晶表示パネルの一部断面を概略的に示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面において、
同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１８】
［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置１００を示す図である。この図に示
すように、液晶表示装置１００は、液晶表示パネル２００と、液晶表示パネル２００を挟
むように固定する上フレーム１０１及び下フレーム１０２と、表示する情報を生成する回
路素子を備える不図示の回路基板等と、により構成される。
【００１９】
　図２には、図１の液晶表示パネル２００の構成が示されている。液晶表示パネル２００
は、薄膜トランジスタ基板（以下、単に「ＴＦＴ基板」という。）２３０とカラーフィル
タ基板２２０の２枚の基板を有し、これらの基板の間には液晶組成物が封止されている。
ＴＦＴ基板２３０には、走査信号駆動回路２４０により制御される走査信号線２３１、及
びデータ信号駆動回路２５０により制御されるデータ信号線２３２が張り巡らされ、これ
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らの信号線は、液晶表示装置１００の画素２６０を形成している。なお、走査信号駆動回
路２４０やデータ信号駆動回路２５０は、複数のＩＣチップとしてフレキシブル基板上に
形成され、ＴＦＴ基板２３０上に貼り付けられる。データ信号駆動回路２５０は、ＴＦＴ
基板２３０の片側１辺のみに貼り付けられる場合もあれば、ＴＦＴ基板２３０の両側２辺
に貼り付けられる場合もある。また、液晶表示パネル２００は、その表示の解像度に対応
する数の画素２６０を有するが、図が煩雑になるのを避けるため、図２では簡略化して示
している。
【００２０】
　図３Ａは、カラーフィルタ基板２２０のフィルタの配置の様子を示す部分拡大図である
。この図に示されるように、カラーフィルタ基板２２０は、カラーレジストが成膜された
フィルタ域の間からの漏れる光を遮るためのブラックマトリクス２２１と、青のカラーレ
ジストが成膜された青フィルタ域２２３と、緑のカラーレジストが成膜された緑フィルタ
域２２４と、赤のカラーレジストが成膜された赤フィルタ域２２５と、これらの各フィル
タ域２２３～２２５内で、光の透過率を上げるために、カラーレジストが薄く成膜されて
いる低レジスト領域２２７～２２９とを有している。ここで、図３Ａの２点鎖線に示され
るように、この低レジスト領域２２７～２２９を含みレジストが成膜されている領域のう
ち、低レジスト領域を含まない均一にレジストが成膜されている領域を第１フィルタ領域
２４１、低レジスト領域を含む領域を第２フィルタ領域２４２と定義することとする。
【００２１】
　図３Ｂには、図３Ａと同じ視野によるＴＦＴ基板２３０の配線の様子が示されている。
図３Ｂに示されるように、ＴＦＴ基板２３０には、第１フィルタ領域２４１に対応する領
域の画素電極である第１画素電極２３７と、第２フィルタ領域２４２に対応する領域の画
素電極である第２画素電極２３８と、第１画素電極２３７に階調電圧を供給するデータ信
号線２３２と、第２画素電極２３８に階調電圧を供給するデータ信号線２３３と、データ
信号線２３２と第１画素電極２３７とを導通させるスイッチである第１画素トランジスタ
２３５と、データ信号線２３３と第２画素電極２３８とを導通させるスイッチである第２
画素トランジスタ２３６と、各画素トランジスタのゲートに接続される走査信号線２３１
と、を有している。
【００２２】
　図４は、図３ＡのIV－IV線で切断された液晶表示パネル２００の一部断面が概略的に示
す図である。この図に示されるように、低レジスト領域２２７は青フィルタ域２２３に囲
まれ、ガラス基板２４４上に形成されている。低レジスト領域２２７及び青フィルタ域２
２３は、オーバーコート層２４３により覆われているが、低レジスト領域２２７の部分は
、凹んでいるため、液晶層５０１は他の部分に比べて厚くなる。なお、この図において配
向膜は省略されている。
【００２３】
　図５には、図４の低レジスト領域２２７の変形例が示されている。図５の低レジスト領
域２４８は、カラーレジストを成膜しない領域となっている。このようにした場合であっ
ても、図４の場合と同様に、後述する表示制御を適用することができる。
【００２４】
　次に、第１画素電極２３７と第２画素電極２３８とを用いた表示制御の例について説明
する。本実施形態では、液晶表示装置１００は、低消費電力で明るい画面を表示する輝度
優先モードと、動画像の表示をより明確に行なう応答速度優先モードの２種類を有してい
る。
【００２５】
　図６には、第１の表示制御の例が示されている。第１の表示制御の例では、輝度優先モ
ードにおいて、第１画素電極２３７及び第２画素電極２３８には、共に２５６階調で通常
の書込みが行なわれる。一方、応答速度優先モードでは、第１画素電極２３７には、輝度
優先モードと同様に２５６階調での通常の書込みが行なわれるが、第２画素電極２３８に
は、常に０階調の書込み、つまり黒表示を行なうための書込みが行なわれる。これにより
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、３次元画像表示等の応答速度が要求される応答速度優先モードの場合には、応答速度の
遅い第２フィルタ領域２４２を使用することなく、クリアな動画表示を行なうことができ
る。
【００２６】
　図７には、第２の表示制御の例が示されている。第２の表示制御の例では、第１の表示
制御の例と同様に、輝度優先モードにおいて、第１画素電極２３７及び第２画素電極２３
８には、共に２５６階調で通常の書込みが行なわれる。一方、応答速度優先モードでは、
第１画素電極２３７には、輝度優先モードと同様に２５６階調での通常の書込みが行なわ
れるが、第２画素電極２３８に印加される階調電圧は、通常使用する０～２５５階調の印
加電圧の範囲を、その１０～２４５階調に圧縮された電圧範囲に２５６階調が適用された
階調電圧を使用し、階調表示を行なうこととする。これにより、応答速度の遅い第２フィ
ルタ領域２４２であっても、第２画素電極に圧縮された電圧範囲を超えるより大きな電圧
を印加するオーバードライブ駆動を適用することができ、より高速に応答させることがで
きる。
【００２７】
　図８には、第３の表示制御の例が示されている。第３の表示制御の例では、駆動周波数
が通常の２倍（例えば１２０Ｈｚ）、又はそれ以上の周波数であり、第１画素電極２３７
と第２画素電極２３８には、輝度優先モードにおいて、共に、２回のゲート信号により、
２５６階調の階調電圧による２度の連続書込みが行なわれる。また、応答速度優先モード
では、第１画素電極２３７には、輝度優先モードと同様に２５６階調の階調電圧による２
度の連続書込みが行なわれるが、第２画素電極２３８は、１度目のゲート信号により０階
調の書込み、つまり黒書込みが行なわれた後、２度目のゲート信号で、階調電圧の書込み
が行なわれる。これにより、応答速度の遅い第２フィルタ領域２４２には、黒書込みによ
り、ホールド駆動による映像保持時間が短縮されるため、よりクリアな動画表示を行なう
ことができる。
【００２８】
　したがって、第１実施形態の液晶表示装置によれば、通常の光の透過率の第１フィルタ
領域と、より高い透過率の第２フィルタ領域とを有しているため、高透過率を維持し、消
費電力を低く抑えることができる。
【００２９】
　また、第１フィルタ領域に対応する第１画素電極への印加電圧の制御と、第２フィルタ
領域に対応する第２画素電極への印加電圧の制御とを表示させる画像の種類に応じて変え
ているため、高い応答速度が要求される３次元画像やクリアな動画像を表示することがで
きる。
【００３０】
［第２実施形態］
　図９Ａには、第２実施形態に係るカラーフィルタ基板３２０のフィルタの配置の様子を
示す部分拡大図である。なお、本実施形態の液晶表示装置及び液晶表示パネルの構成は、
第１実施形態の図１及び図２と同様であるため説明を省略する。この図に示されるように
、カラーフィルタ基板３２０は、カラーレジストが成膜されたフィルタ域の間からの漏れ
る光を遮るためのブラックマトリクス３２１と、青のカラーレジストが成膜された青フィ
ルタ域３２３と、緑のカラーレジストが成膜された緑フィルタ域３２４と、赤のカラーレ
ジストが成膜された赤フィルタ域３２５と、光の透過率を上げるために、青のカラーレジ
ストが薄く成膜されている低レジスト領域３２７と、緑のカラーレジストが薄く成膜され
ている低レジスト領域３２８と、赤のカラーレジストが薄く成膜されている低レジスト領
域３２９とを有している。ここで、図に示されるように、各色のフィルタ域３２３～３２
５と、低レジスト領域３２７～３２９とは、ほぼ同じ大きさの矩形をなしている。また、
本実施形態において、第１フィルタ領域に対応する部分は各フィルタ域３２３～３２５で
あり、第２フィルタ領域に対応する部分は各低レジスト領域３２７～３２９である。
【００３１】
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　図９Ｂには、図９Ａと同じ視野によるＴＦＴ基板３３０の配線の様子が示されている。
図９Ｂに示されるように、ＴＦＴ基板３３０には、第１フィルタ領域に対応する領域の画
素電極である第１画素電極３３７と、第２フィルタ領域に対応する領域の画素電極である
第２画素電極３３８と、第１画素電極３３７に階調電圧を供給するデータ信号線３３２と
、第２画素電極３３８に階調電圧を供給するデータ信号線３３３と、データ信号線３３２
と第１画素電極３３７とを導通させるスイッチである第１画素トランジスタ３３５と、デ
ータ信号線３３３と第２画素電極３３８とを導通させるスイッチである第２画素トランジ
スタ３３６と、各画素トランジスタのゲートに接続される走査信号線３３１と、を有して
いる。
【００３２】
　図１０には、図９ＡのＸ－Ｘ線で切断された液晶表示パネルの一部断面が概略的に示さ
れている。この図に示されるように、低レジスト領域３２７と青フィルタ域３２３とは、
ブラックマトリクス３２１を挟んで、ガラス基板３４４上に形成されている。低レジスト
領域３２７、ブラックマトリクス３２１及び青フィルタ域３２３は、オーバーコート層３
４３により覆われているが、低レジスト領域３２７の部分は、凹んでいるため、他の部分
に比べて液晶層５０１は厚くなる。なお、この図において配向膜は省略されている。
【００３３】
　図１１には、図１０の低レジスト領域３２７の変形例が示されている。図１１の低レジ
スト領域３４８は、カラーレジストを成膜しない領域となっている。
【００３４】
　図９Ｂに示したＴＦＴ基板３３０と、図３Ｂに示したＴＦＴ基板２３０とは同じ構成で
あり、表示制御においては、第１実施形態と同様に、図６～図８に示した第１の表示制御
の例～第３の表示制御の例を適用することができる。
【００３５】
　従って、第２実施形態の液晶表示装置によれば、第１実施形態と同様に、通常の光の透
過率の第１フィルタ領域と、より高い透過率の第２フィルタ領域とを有しているため、高
透過率を維持し、消費電力を低く抑えることができる。
【００３６】
　また、第１フィルタ領域に対応する第１画素電極への印加電圧の制御と、第２フィルタ
領域に対応する第２画素電極への印加電圧の制御とを表示させる画像の種類に応じて変え
ているため、高い応答速度が要求される３次元画像やクリアな動画像を表示することがで
きる。
【００３７】
　なお、図９Ｂに示したＴＦＴ基板３３０及び図３Ｂに示したＴＦＴ基板２３０では、デ
ータ信号線３３２又は２３２にはそれぞれ第１画素電極３３７又は２３７が接続され、デ
ータ信号線３３３又は２３３にはそれぞれ第２画素電極３３８又は２３８が接続されてい
るが、図１２のＴＦＴ基板６３０に示されるように、１つのデータ信号線６３２に第１画
素電極６３７と第２画素電極６３８との両方が接続されるような構成としても、上述の第
１の表示制御の例～第３の表示制御の例を適用することができる。
【００３８】
［第３実施形態］
　図１３Ａには、第３実施形態に係るカラーフィルタ基板４２０のフィルタの配置の様子
を示す部分拡大図である。なお、本実施形態の液晶表示装置及び液晶表示パネルの構成は
、第１実施形態の図１及び図２と同様であるため説明を省略する。この図に示されるよう
に、カラーフィルタ基板４２０は、カラーレジストが成膜されたフィルタ域の間からの漏
れる光を遮るためのブラックマトリクス４２１と、青のカラーレジストが成膜された青フ
ィルタ域４２３と、緑のカラーレジストが成膜された緑フィルタ域４２４と、赤のカラー
レジストが成膜された赤フィルタ域４２５と、光の透過率を上げるために、カラーレジス
トが成膜されていないレジスト無領域４２７とを有している。ここで、図に示されるよう
に、各色のフィルタ域４２３～４２５と、レジスト無領域４２７とは、ほぼ同じ大きさの
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矩形をなしている。また、本実施形態において、第１フィルタ領域に対応する部分は各フ
ィルタ域４２３～４２５であり、第２フィルタ領域に対応する部分はレジスト無領域４２
７である。
【００３９】
　図１３Ｂには、図１３Ａと同じ視野によるＴＦＴ基板４３０の配線の様子が示されてい
る。図１３Ｂに示されるように、ＴＦＴ基板４３０には、第１フィルタ領域に対応する領
域の画素電極である第１画素電極４３７と、第２フィルタ領域に対応する領域の画素電極
である第２画素電極４３８と、第１画素電極４３７に階調電圧を供給するデータ信号線４
３２と、第２画素電極４３８に階調電圧を供給するデータ信号線４３３と、データ信号線
４３２と第１画素電極４３７とを導通させるスイッチである第１画素トランジスタ４３５
と、データ信号線４３３と第２画素電極４３８とを導通させるスイッチである第２画素ト
ランジスタ４３６と、各画素トランジスタのゲートに接続される走査信号線４３１と、を
有している。
【００４０】
　図１４には、図１３ＡのXIV－XIV線で切断された液晶表示パネルの一部断面が概略的に
示されている。この図に示されるように、カラーフィルタ基板４２０のレジスト無領域４
２７と青フィルタ域４２３とは、ブラックマトリクス４２１を間に挟んで、ガラス基板４
４４上に形成されている。レジスト無領域４２７、ブラックマトリクス４２１及び青フィ
ルタ域４２３は、オーバーコート層４４３により覆われているが、レジスト無領域４２７
の部分は、凹んでいるため、他の部分に比べて液晶層５０１は厚くなる。なお、この図に
おいて配向膜は省略されている。
【００４１】
　図１３Ｂに示したＴＦＴ基板４３０の場合であっても、第１画素電極４３７と第２画素
電極４３８とを第１実施形態と同様に制御することにより、図６～図８に示した第１の表
示制御の例～第３の表示制御の例を適用することができる。
【００４２】
　従って、第３実施形態の液晶表示装置によれば、第１実施形態と同様に、通常の光の透
過率の第１フィルタ領域と、より高い透過率の第２フィルタ領域とを有しているため、高
透過率を維持し、消費電力を低く抑えることができる。
【００４３】
　また、第１フィルタ領域に対応する第１画素電極への印加電圧の制御と、第２フィルタ
領域に対応する第２画素電極への印加電圧の制御とを表示させる画像の種類に応じて変え
ているため、高い応答速度が要求される３次元画像やクリアな動画像を表示することがで
きる。
【００４４】
　なお、図１３Ｂに示した第１画素トランジスタ４３５及び第２画素トランジスタ４３６
は、全てのデータ信号線４３２又は４３３において、データ信号線に対して図中右側の画
素電極に接続されているが、各データ信号線４３２又は４３３の左右の画素電極に行毎に
交互に接続されるような構成としても、上述の第１の表示制御の例～第３の表示制御の例
を適用することができる。
【００４５】
　なお、上述の実施形態においては２５６階調のＲＧＢのカラーフィルタを例に説明した
が、他の階調数で、他の色のカラーフィルタを使用する場合においても適用することがで
きる。
【００４６】
　また、上述の実施形態の液晶表示装置は、特に方式を指定していないが、いわゆるＩＰ
Ｓ（In-Plane Switching）方式、ＶＡ（Vertically Aligned）方式及びＴＮ（Twisted Ne
matic）方式、その他の方式の液晶表示装置であっても適用することができる。
【符号の説明】
【００４７】



(9) JP 5657286 B2 2015.1.21

10

　１００　液晶表示装置、１０１　上フレーム、１０２　下フレーム、２００　液晶表示
パネル、２２０，３２０，４２０　カラーフィルタ基板、２２１，３２１，４２１　ブラ
ックマトリクス、２２３，３２３，４２３　青フィルタ域、２２４，３２４，４２４　緑
フィルタ域、２２５，３２５，４２５　赤フィルタ域、２２７～２２９，３２７～３２９
　低レジスト領域、２３０，３３０，４３０，６３０　ＴＦＴ基板、２３１，３３１，４
３１　走査信号線、２３２，３３２，４３２，６３２　データ信号線、２３３，３３３，
４３３　データ信号線、２３５，３３５，４３５　第１画素トランジスタ、２３６，３３
６，４３６　第２画素トランジスタ、２３７，３３７，４３７，６３７　第１画素電極、
２３８，３３８，４３８，６３８　第２画素電極、２４０　走査信号駆動回路、２４１　
第１フィルタ領域、２４２　第２フィルタ領域、２４３，３４３，４４３　オーバーコー
ト層、２４４，３４４，４４４　ガラス基板、２４８　低レジスト領域、２５０　データ
信号駆動回路、２６０　画素、４２７　レジスト無領域、５０１　液晶層。

【図１】 【図２】
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【図６】
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【図９Ａ】

【図９Ｂ】 【図１０】
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【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】
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