
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行方向に配列された複数の走査線と列方向に配列された複数のデータ線との交差に対応
して設けられるとともに、異なる色を表示する画素に対応した複数の画素電極が、各行毎
に略半ピッチずつシフトして配列された液晶表示装置であって、
　前記異なる色が、第１の色と第２の色と第３の色とからなり、前記複数の画素電極が、
前記第１の色に対応する第１の画素電極と前記第２の色に対応する第２の画素電極と前記
第３の色に対応する第３の画素電極とからなり、
　前記走査線もしくは前記データ線のいずれか一方からなる導通ラインが、前記複数の画
素電極において列方向で共用されるとともに、同一色に対応する画素電極に接続され、
　前記画素電極の少なくとも３辺が、当該画素電極に接続された前記導通ラインによって
囲まれており、
　列方向に隣接する前記第１の画素電極と前記第２の画素電極との間の領域に、前記第１
の画素電極を囲む導通ラインの一部と、前記第２の画素電極を囲む導通ラインの一部と、
前記第３の画素電極において共用される導通ラインの一部とからなる３本の導通ラインが
配設され、
　列方向に隣接する前記第２の画素電極と前記第３の画素電極との間の領域に、前記第２
の画素電極を囲む導通ラインの一部と、前記第３の画素電極を囲む導通ラインの一部とか
らなる２本の導通ラインが配設されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
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　前記画素電極の全ての辺が、当該画素電極に接続された導通ラインによって囲まれてい
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】
　前記画素電極の３辺が、当該画素電極に接続された導通ラインによって囲まれており、
前記画素電極の残りの１辺が、同一色に対応する全ての画素電極において当該画素電極に
対応する色とは異なる１つの色に対応する画素電極で共用される導通ラインに対向してい
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】
　前記列方向で共用される導通ラインが前記データ線であり、前記データ線がスイッチン
グ素子を介して前記画素電極に接続されていることを特徴とする請求項１ないし３のいず
れか一項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記スイッチング素子が、導電体／絶縁体／導電体からなる薄膜ダイオード素子である
ことを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、いわゆるスジムラを目立たなくした液晶表示装置の配線パターン、液晶表示装
置、および、この液晶表示装置を用いた電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、アクティブマトリクス方式のカラー液晶表示装置は、複数の画素電極や、これら
の画素電極の各々に非線形（スイッチング）素子などが設けられた素子基板と、画素電極
と対向する対向電極や、カラーフィルタなどが形成された対向基板と、これら両基板との
間に充填された液晶とから構成されて、各画素がＲ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブ
ルー）の３原色のいずれかに対応している。
【０００３】
このような構成において、走査線に選択信号が印加されると、スイッチング素子が導通状
態となる。この導通状態の際に、データ線にデータ信号が印加されると、画素電極、対向
電極および両電極間の液晶からなる液晶層に所定の電荷が蓄積される。電荷蓄積後、当該
スイッチング素子をオフ状態としても、液晶層の抵抗が十分に高ければ、当該液晶層にお
ける電荷の蓄積が維持される。このように、各スイッチング素子を駆動して蓄積させる電
荷の量を制御すると、画素毎に液晶の配向状態が変化して、所定の情報を表示することが
可能となる。この際、各液晶層毎に電荷を蓄積させるのは、一部の期間で良いため、走査
線を時分割に選択することにより、走査線およびデータ線を複数の画素について共通化し
た時分割マルチプレックス駆動が可能となっている。
【０００４】
ここで、非線形素子としては、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ： Thin Film Transistor）など
の三端子型非線形素子と、薄膜ダイオード（ＴＦＤ： Thin Film Diode）などの二端子型
非線形素子とに大別されるが、後者の二端子型非線形素子の方が、配線の交差部分がない
ために配線間の短絡不良が原理的に発生しない点、さらに、成膜工程およびフォトリソグ
ラフィ工程を短縮できる点において有利とされている。そこで、非線形素子として二端子
型非線形素子を採用すると、この二端子型非線形素子については、走査線、データ線のど
ちらの側に接続しても良いが、ここでは、データ線に接続される構成を考えることとする
。
【０００５】
一方、液晶表示装置におけるカラーフィルタの配列は、一般的には図１０（ａ）～（ｄ）
に示されるものが知られている。このうち、同図（ａ）に示される配列は、ＲＧＢストラ
イプ配列あるいはトリオ配列と呼ばれるものであり、文字や直線などを表示するコンピュ
ータ用ディスプレイに適した配列とされている。しかし、同図（ｂ）～（ｄ）に示される
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配列と比較すると、実質的な解像度はそれほど高くない。
【０００６】
次に、同図（ｂ）に示される配列は、ＲＧＧＢモザイク配列と呼ばれ、視感度の高いＧの
画素数をより多く有するため、一般に、解像度が高いと言われているが、主観評価実験で
は必ずしも評価が高くない。さらに、このＲＧＧＢモザイク配列では、Ｂ、Ｒの画素数が
少ないために、視認距離が短いと、画像のざらつき感が目立つ、という欠点がある。
【０００７】
また、同図（ｃ）に示される配列は、ＲＧＢモザイク配列と呼ばれるものである。この配
列では、右上がりの斜線と左上がりの斜線とに表示品位の差が生じるため、画像全体に斜
線状のノイズが現れ、特に、画面の画素数が少ない場合に顕著になる。
【０００８】
そして、同図（ｄ）に示される配列は、ＲＧＢデルタ配列と呼ばれるものであり、その水
平解像度はモザイク配列の１．５倍とされている。また、このＲＧＢデルタ配列は、画像
の輪郭などに難があるとされるが、主観評価実験では、一般に評価が高いため、カラー液
晶表示装置について高精細化・高画質化を図る際に適した配列とされる。そこで、以降に
ついては、このＲＧＢデルタ配列を採用する場合における問題点について論ずることとす
る。
【０００９】
さて、カラーフィルタの配列をＲＧＢデルタ配列とする場合、これら画素の基礎となる画
素電極に接続される導通ライン（データ線あるいは走査線の一方をいい、以下、単にライ
ンと称する）の配線パターンについて検討してみると、この配線パターンは、まず、図１
１（ａ）あるいは（ｂ）に示されるように、１本のラインについて、ＲＧＢの３色のうち
、２色を共用する方式が考えられる。すなわち、ライン▲１▼（▲１▼’）はＲＧを、ラ
イン▲２▼（▲２▼’）はＧＢを、ライン▲３▼（▲３▼’）はＢＲを、それぞれ共用す
る方式である。しかし、この方式では、ＲＧＢの各色に対して補色の関係にあるＣ（シア
ン）、Ｍ（マゼンタ）、Ｙ（イエロー）のベタパターンを表示する場合、すなわち、比較
的広い領域において同一色を表示する際に、いわゆるスジムラが発生する、という問題が
ある。
【００１０】
このスジムラの発生原理についてシアンを表示する場合を例にとって検討する。なお、こ
こでは、電圧無印加状態で白（オフ）を表示するノーマリーホワイトモードの液晶表示装
置として説明する。まず、シアンを表示する場合、Ｒの画素については黒（オン）、Ｇお
よびＢの画素については白とする必要があるので、Ｒの画素についてのみ書き込みをする
必要がある。ここで、偶数行におけるＧの画素はライン▲１▼（▲１▼’）に接続されて
いるため、そのＧの画素の電位は、Ｒの画素に対する書き込み時の電位に引き込まれる一
方、奇数行におけるＧの画素はライン▲２▼（▲２▼’）に接続されているため、そのＧ
の画素の電位は、Ｒの画素に対する書き込み時の電位とはほとんど無関係となる。同様に
、奇数行におけるＢの画素はライン▲３▼（▲３▼’）に接続されているため、そのＢの
画素の電位は、Ｒの画素に対する書き込み時の電位に引き込まれる一方、偶数行における
Ｂの画素はライン▲２▼（▲２▼’）に接続されているため、そのＢの画素の電位は、Ｒ
の画素に対する書き込み時の電位とはほとんど無関係となる。
【００１１】
この結果、偶数行におけるＧの画素に印加される電圧実効値と奇数行におけるＧの画素に
印加される電圧実効値とは互いに異なるので、さらに、奇数行におけるＢの画素に印加さ
れる電圧実効値と偶数行におけるＢの画素に印加される電圧実効値とは互いに異なるので
、これにより１行おきに濃度の差が生じることになる。マゼンタ、イエローを表示する場
合についても同様であり、奇数行および偶数行で濃度の差が生じることとなる。
【００１２】
また、この濃度の差は見方を変えれば、列方向のスジムラになる。すなわち、Ｒの画素に
対する書き込みの影響を受けるＢ、Ｇの画素は、画素の半ピッチだけ交互にシフトして列
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方向に連続する一方、Ｒの画素に対する書き込みの影響を受けないＢ、Ｇの画素は、同じ
く半ピッチだけ交互にシフトして列方向に連続する。このため、前者の画素からなる列方
向のシアンと、後者の画素からなる列方向のシアンとは、濃度に差が生じることになるの
で、列方向にスジムラを発生させることとなる。
【００１３】
このようなスジムラの発生を防止するためには、ある色の画素に対する書き込み時の電位
が他色の画素の電位に影響を与えないような配線パターンとすれば良いはずである。この
ため、図１２に示されるように、１本のラインについて１色についてのみ単純に共用する
方式が考えられる。すなわち、ライン▲４▼はＧのみを、ライン▲５▼はＢのみを、ライ
ン▲６▼はＲのみを、それぞれ共用する方式である。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この配線パターンにあっては、ＲＧＢの各色において補色の関係にあるシ
アン、マゼンタ、イエローのベタパターンを表示した際に、今度は、上述した理由とは異
なる理由によりスジムラが発生する、という問題が生じた。そこで、このスジムラの発生
原理について検討する。まず、配線パターンについて着目すると、奇数行のＧの画素につ
いては、Ｂの画素を書き込むライン▲５▼によって「コ」の字状に囲まれる一方、偶数行
のＧの画素については、Ｒの画素を書き込むライン▲６▼によって同じく「コ」の字状に
囲まれている。すなわち、Ｇの画素においては、ライン▲５▼に容量的に結合するものと
、ライン▲６▼に容量的に結合するものとの２種類が存在する。同様に、Ｂの画素につい
ても、ライン▲４▼に容量的に結合するものと、ライン▲６▼に容量的に結合するものと
の２種類が存在する。
【００１５】
ここで、上述した場合と同様に、ノーマリーホワイトモードにおいてシアンを表示する場
合を例にとると、Ｒの画素については黒、ＧおよびＢの画素については白とする必要があ
るので、Ｒの画素についてのみ書き込みを行う必要がある。そこで、Ｒの画素に対して書
き込みを行うべく、ライン▲６▼に書き込み電圧を印加すると、偶数行のＧの画素および
奇数行のＢの画素は、ライン▲６▼によって容量的に結合しているため、その濃度が変動
するのに対し、奇数行のＧの画素および偶数行のＢの画素は、ライン▲６▼の電位とはほ
とんど無関係であるため、その濃度が変動しない。この結果、偶数行のＧの画素および奇
数行のＢの画素における濃度と、奇数行のＧの画素および偶数行のＢの画素における濃度
とに差が生じて、スジムラが発生することとなる。マゼンタ、イエローを表示する場合に
ついても同様である。
【００１６】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、上述
したスジムラをできるだけ目立たなくして、表示画像の高品位化を図った液晶表示装置の
配線パターン、液晶表示装置、および、この液晶表示装置を用いた電子機器を提供するこ
とにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本件の第１の発明は、異なる色を表示する画素に対応した画
素電極が各行毎に略半ピッチずつシフトして配列する液晶表示装置の配線パターンであっ
て、前記画素電極において列方向で共用される導通ラインは、同一色に対応する画素電極
に接続され、かつ、前記画素電極の寄生容量が、各画素にわたって均等化されていること
を特徴としている。
【００１８】
ここで、画素電極の寄生容量を各画素電極にわたって均等化させるには、画素電極の周辺
を、その画素電極に接続される導通ラインによって囲んで形成することや、画素電極にお
いて、隣接する導通ラインに対向する辺以外の周辺を、その画素電極に接続される導通ラ
インによって囲んで形成することなどが考えられる。このような構成によれば、偶数行の

10

20

30

40

50

(4) JP 3777893 B2 2006.5.24



画素と奇数行の画素とにおいて、ある色の画素に対する書き込み電位が他色の画素の電位
に影響を与えず、かつ、画素の濃度が行毎に変動することもないので、高品位の画像表示
が可能となる。
【００１９】
次に、本件の第２の発明は、行方向に配列する複数の走査線と列方向に配列する複数のデ
ータ線との交差に対応して設けられるとともに、異なる色を表示する画素に対応した画素
電極が、各行毎に略半ピッチずつシフトして配列する液晶表示装置であって、前記画素電
極において列方向で共用される導通ラインは、同一色に対応する画素電極に接続され、か
つ、前記画素電極の寄生容量が、各画素にわたって均等化されていることを特徴としてい
る。この構成による液晶表示装置は、上述した配線パターンを用いているので、高品位の
画像表示が可能となる。
【００２０】
ここで、第２の発明において、前記データ線は、前記画素電極に対して、スイッチング素
子を介してそれぞれ接続されている構成が望ましく、そのスイッチング素子は、導電体／
絶縁体／導電体からなる薄膜ダイオード素子であることが望ましい。これにより、画素電
極と並列な蓄積容量を形成することが困難な薄膜ダイオード素子を用いる場合であっても
、均一な表示画像を得ることが可能となる。
【００２１】
また、本件の第３発明にあっては、行方向に配列する複数の走査線と列方向に配列する複
数のデータ線との交差に対応して設けられるとともに、異なる色を表示する画素に対応し
た画素電極が、各行毎に略半ピッチずつシフトして配列する液晶表示装置を備える電子機
器であって、前記画素電極において列方向で共用される導通ラインは、同一色に対応する
画素電極に接続され、かつ、前記画素電極の寄生容量が、各画素にわたって均等化されて
いることを特徴としている。このような電子機器としては、例えば、ノート型パーソナル
コンピュータや、ページャ、携帯電話などの携帯情報端末機器などが挙げられる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２３】
＜第１実施形態＞
まず、本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図１は、この液晶表
示装置の電気的構成を示すブロック図である。この図に示されるように、液晶パネル１０
０には、複数本の走査線３１２が行（Ｘ）方向に延在して形成され、また、複数本のデー
タ線２１２が列（Ｙ）方向に延在して形成されるとともに、走査線３１２とデータ線２１
２との各交差において画素１１６が形成されている。さらに、各画素１１６は、液晶表示
要素（液晶層）１１８と二端子型非線形素子たるＴＦＤ（ Thin Film Diode）素子２２０
との直列接続からなり、液晶層１１８が走査線３１２の側に、ＴＦＤ素子２２０がデータ
線２１２の側に、それぞれ接続されている。また、各走査線３１２は、走査線駆動回路３
５０によって駆動される一方、各データ線２１２は、データ線駆動回路２５０によって駆
動される構成となっている。
【００２４】
ここで、液晶パネル１００は、素子基板と対向基板とが互いに一定の間隙を保った状態で
貼付されるとともに、この間隙に液晶が充填・封止された構成となっている。そこで、こ
の液晶パネル１００の平面的な構成について説明する。図２は、液晶パネルの平面的な構
成、特に、走査線３１２およびデータ線２１２の配線パターンを示す平面図である。
【００２５】
この図において実線で示される画素電極２３４およびＴＦＤ素子２２０は、それぞれ素子
基板に形成されるものである。このうち、画素電極２３４は、各画素に対応してＲＧＢデ
ルタ配列となっており、ＴＦＤ素子２２０を介してデータ線２１２に接続されている。一
方、図２において破線で示される走査線３１２は、対向基板に形成されるものであり、画
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素電極２３４と対向する電極として作用する。したがって、図１における液晶層１１８は
、画素電極２３４と、これに対向する電極として作用する走査線３１２と、両電極間に挟
持された液晶とにより構成されることとなる。
【００２６】
なお、対向基板において走査線３１２が形成される領域のうち、画素電極２３４との対向
領域にあっては、図２に示されるように、Ｒ、Ｇ、Ｂのうち、いずれかの色に対応するカ
ラーフィルタが形成されている。なお、それ以外の領域には、遮光層（ブラックマトリク
ス）が形成されて、光漏れによるコントラスト低下が防止されているが、図２では省略さ
れている。
【００２７】
さて、素子基板に形成されるデータ線２１２のうち、ある１本のデータ線２１２について
着目すると、ＲＧＢの３色のうちの１色で共用されている点において、図１２に示される
配線パターンと共通である。ただし、本実施形態では、画素電極２３４の周辺が、その画
素電極２３４に接続されるデータ線２１２自身によって囲まれているので、ある色の画素
電極２３４は、それに隣接するデータ線２１２に対し、容量的にほとんど結合しない。こ
のため、ある色に対応する画素には、奇数行、偶数行の区別がなくなることになる。
【００２８】
例えば、奇数行のＧの画素は、隣接するデータ線２１２（すなわち、Ｂの画素に接続され
るデータ２１２）とは容量的に結合しないので、その画素の濃度は、当該データ線２１２
の電位変動の影響を受けない。同様に、偶数行のＢの画素は、隣接するデータ線２１２（
すなわち、Ｇの画素に接続されるデータ２１２）とは容量的に結合しないので、その画素
の濃度は、当該データ線２１２の電位変動の影響を受けない。
【００２９】
このため、シアンを表示するためにＲの画素についてのみ書き込みを行う場合であっても
、偶数行のＧの画素および奇数行のＢの画素における濃度と、奇数行のＧの画素および偶
数行のＢの画素における濃度とに差が生じない。したがって、本実施形態では、従来技術
で述べたようなスジムラの発生は、防止されることとなる。なお、このことは、マゼンタ
、イエローを表示する場合についても同様であり、奇数行および偶数行で濃度の差が生じ
ないので、スジムラの発生が防止されることとなる。
【００３０】
なお、図２に示される配線パターンでは、画素電極２３４の４辺がデータ線２１２自身に
よって囲まれているために、画素電極２３４と画素電極２３４との間におけるＴＦＤ素子
２２０の接続位置についてはどの部分であっても良い。例えば、破線で示される２２０ｃ
のように反対側にＴＦＤ素子を設けても良い。
【００３１】
次に、各画素を駆動するＴＦＤ素子２２０などの詳細について説明する。図３は、液晶パ
ネル１００において、ＴＦＤ素子２２０を含む数画素分のレイアウトを示す平面図であり
、図４は、そのＡ－Ａ’線に沿って示す断面図である。
【００３２】
これらの図において、ＴＦＤ素子２２０は、第１のＴＦＤ素子２２０ａおよび第２のＴＦ
Ｄ素子２２０ｂからなり、素子基板２００の表面に形成された絶縁膜２０１上において、
第１金属膜２２２と、この第１金属膜２２２の表面に陽極酸化によって形成された絶縁体
たる酸化膜２２４と、この表面に形成されて相互に離間した第２金属膜２２６ａ、２２６
ｂとから構成されている。また、第２金属膜２２６ａは、そのままデータ線２１２となる
一方、第２金属膜２２６ｂは、画素電極２３４に接続されている。
【００３３】
ここで、第１のＴＦＤ素子２２０ａは、データ線２１２の側からみると順番に、第２金属
膜２２６ａ／酸化膜２２４／第１金属膜２２２となって、金属（導電体）／絶縁体／金属
（導電体）のサンドイッチ構造を採るため、正負双方向のダイオードスイッチング特性を
有することになる。一方、第２のＴＦＤ素子２２０ｂは、データ線２１２の側からみると
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順番に、第１金属膜２２２／酸化膜２２４／第２金属膜２２６ｂとなって、第１のＴＦＤ
素子２２０ａとは、反対のダイオードスイッチング特性を有することになる。したがって
、ＴＦＤ素子２２０は、２つのダイオードを互いに逆向きに直列接続した形となっている
ため、１つのダイオードを用いる場合と比べると、電流－電圧の非線形特性が正負の双方
向にわたって対称化されることになる。なお、このように非線形特性を厳密に対称化する
必要がないのであれば、１つのＴＦＤ素子のみを用いても良い。
【００３４】
一方、第２金属膜２２６ｂに接続される画素電極２３４は、透過型として用いられる場合
には、ＩＴＯ（ Indium Tin Oxide）などの透明性金属膜から形成される一方、反射型とし
て用いられる場合には、アルミニウムや銀などの反射率の大きな反射性金属膜から形成さ
れる。なお、画素電極２３４は、反射型であってもＩＴＯなどの透明性金属から形成され
る場合もある。この場合には、反射層としての反射性金属が形成された後に、層間絶縁膜
を介して、透明性金属からなる画素電極２３４が形成される。一方、半透過・半反射型と
して用いられる場合には、反射層を極く薄く形成して半透過鏡とするか、あるいは、スリ
ットが設けられる構成となる。
【００３５】
また、素子基板２００自体は、例えば、石英やガラスなどの絶縁性を有するものが用いら
れる。なお、透過型として用いる場合には、透明であることも素子基板２００の要件とな
るが、反射型として用いる場合には、透明であることが要件にならない。また、図４にお
いて、素子基板２００の表面に絶縁膜２０１が設けられる理由は、熱処理により、第１金
属膜２２２が下地から剥離しないようにするため、および、第１金属膜２２２に不純物が
拡散しないようにするためである。したがって、これが問題とならない場合には、絶縁膜
２０１は省略可能である。
【００３６】
なお、ＴＦＤ素子２２０は、ダイオード素子としての一例であり、他に、酸化亜鉛（Ｚｎ
Ｏ）バリスタや、ＭＳＩ（ Metal Semi-Insulator）などを用いた素子や、これらの素子を
、単体、または、逆向きに直列接続もしくは並列接続したものなどが適用可能である。
【００３７】
このように、第１実施形態の液晶表示装置によれば、各画素電極２３４の４辺が、そこに
接続されるデータ線２１２自身によって囲まれているので、隣接するデータ線２１２との
結合容量による影響を受けない結果、スジムラの発生を抑えた高品位化の画像表示が可能
となる。
【００３８】
＜第２実施形態＞
次に、本発明の第２実施形態に係る液晶表示装置について説明する。上述した第１実施形
態にあっては、画素電極２３４の周辺が、そこに接続されるデータ線２１２自身によって
囲まれるので、隣接するデータ線による容量的な結合が問題とならない。このため、表示
画像の均一化の点では優れている、と言える。しかしながら、図３に示されるように、互
いに行方向で隣接する画素電極２３４の間には、２本のデータ線２１２、詳細には、デー
タ線２１２における画素電極を囲むラインＬ１と、それに隣接するデータ線２１２として
のラインＬ２とが配設される結果、パターニング工程において短絡の可能性が高まる点、
さらに、画素電極２３４の占める面積比率（開口率）が低下して、画面全体が暗くなって
しまう点などの問題もある。
【００３９】
そこで、画素電極２３４の寄生容量が均等となるようにした上で、第１実施形態における
短絡や開口率の問題点を解決した第２実施形態について説明することとする。図５は、こ
の液晶表示装置における素子基板のレイアウトを示す平面図である。この図に示される配
線パターンは、ＲＧＢの各色に対応する画素電極２３４がＲＧＢデルタ配列をとっている
点においては、第１実施形態（図２参照）と同様であるが、画素電極２３４の４辺のすべ
てがデータ線２１２によって囲まれるのではなく、隣接するデータ線２１２と対向する辺
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以外の三辺のみ「コ」の字状に囲まれている点において第１実施形態と相違している。
【００４０】
そこで、この相違点について図６を参照して説明することとする。図６は、本実施形態の
液晶パネル１００において、ＴＦＤ素子２２０を含む数画素分のレイアウトを示す平面図
である。この図に示されるように、この配線パターンでは、画素電極２３４の４辺を囲む
データ線２１２のうち、当該画素電極２３４に隣接するデータ線２１２と対向するライン
Ｌ１が削除されている。一方、画素電極２３４は、図において矢印で示されるように、ラ
インＬ１のあった部分にまで拡大されている。ここで、行方向に隣接する画素電極２３４
の間には、データ線２１２（ラインＬ２）のみが配設されるだけなので、パターニング工
程での短絡の可能性は低下する一方、画素間隔が維持された状態で画素電極２３４の面積
が拡大するので、開口率が向上することとなる。
【００４１】
さて、このような配線パターンでは、Ｂの画素電極２３４の１辺は、Ｒの画素電極２３４
に接続されるデータ線２１２と対向することになるので、Ｂの画素の濃度は、隣接するＲ
の画素に対する書き込みの影響を受けることになる。同様に、Ｇの画素の濃度は、隣接す
るＢの画素に対する書き込みの影響を受け、また、Ｒの画素の濃度は、隣接するＧの画素
に対する書き込みの影響を受けることになる。ただし、その書き込みによる影響は、共用
される列方向の画素において、奇数行、偶数行の区別なく一様に受ける。例えば、シアン
を表示するためにＲの画素についてのみ書き込みを行う場合、奇数行および偶数行におけ
るＢの画素では、Ｒの書き込みによる影響により、一様に濃度が変化する。一方、奇数行
および偶数行におけるＧの画素は、Ｂの書き込みによる影響を受けるが、シアン表示の場
合には、Ｂの書き込みが行われないので、Ｇの画素の濃度は変化しない。このため、濃度
が変化したＢの画素と、濃度が変化しないＧの画素とによりシアン表示が行われることに
なるが、奇数行および偶数行でみると、濃度差が生じていないので、結果的にスジムラは
発生しないことになる。
【００４２】
また、画素電極２３４を囲むデータ線２１２の３辺は、各画素同士で比較すると、ほぼ同
一としているが、この理由は、次の通りである。すなわち、奇数行および偶数行に関係な
く、画素電極２３４の３辺は囲まれているが、データ線２１２の引き廻しについては、奇
数行と偶数行では異なっている。このため、囲まれる３辺のうち、一部の幅が異なってい
ると、その異なる幅の部分が、奇数行および偶数行に依存して発生する場合があり、この
場合には、画素電極２３４の寄生容量が、奇数行および偶数行で相違することになるから
である。
【００４３】
このように、第２実施形態の液晶表示装置によれば、各画素電極２３４の３辺が、そこに
接続されるデータ線２１２自身によって囲まれる一方、残り一辺のみが隣接するデータ線
２１２と容量的に結合するので、その寄生容量が互いに均等になる。このため、第２実施
形態に係る液晶表示装置によれば、パターンの短絡や開口率の低下を防止した上で、表示
画像の均一化を図ることが可能となる。
【００４４】
＜電子機器＞
次に、上述した液晶表示装置を電子機器に用いた例のいくつかについて説明する。
【００４５】
＜その１：モバイル型コンピュータ＞
まず、この液晶表示装置を、モバイル型のコンピュータに適用した例について説明する。
図７は、このコンピュータの構成を示す正面図である。図において、コンピュータ１２０
０は、キーボード１２０２を含む本体部１２０４と、液晶ディスプレイ１２０６とを備え
ている。この液晶ディスプレイ１２０６は、先に述べた液晶パネル１００の背面にバック
ライトを付加することにより構成されている。
【００４６】
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＜その２：ページャ＞
次に、この液晶表示装置を用いたページャについて説明する。図８は、このページャの構
造を示す分解斜視図である。この図に示すように、ページャ１３００は、金属フレーム１
３０２において、液晶パネル１００を、バックライト１３０６ａを含むライトガイド１３
０６、回路基板１３０８、第１、第２のシールド板１３１０、１３１２とともに収容する
構成となっている。そして、この構成においては、液晶パネル１００と回路基板１３０８
との導通が、素子基板２００に対してはフィルムテープ１３１４によって、対向基板３０
０に対してはフィルムテープ１３１８によって、それぞれ図られている。
【００４７】
＜その３：携帯電話＞
さらに、この液晶表示装置を、携帯電話に適用した例について説明する。図９は、この携
帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話１４００は、複数の操作ボタン
１４０２のほか、受話口１４０４、送話口１４０６とともに、液晶パネル１００を備える
ものである。この電気光学装置１００にも、必要に応じてその背面にバックライトが設け
られる。
【００４８】
なお、電子機器としては、図７～図９を参照して説明した他にも、液晶テレビや、ビュー
ファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、電子手
帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパ
ネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器に対して、実施形
態に係る液晶表示装置が適用可能なのは言うまでもない。
【００４９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、画素の濃度差によるスジムラが抑えられるので、表
示画像の高品位化を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置の電気的な構成を示すブロック図で
ある。
【図２】　同実施形態における配線パターンを示す平面図である。
【図３】　同配線パターンの一部を部分拡大した平面図である。
【図４】　図３のＡ－Ａ’線で切断した断面図である。
【図５】　本発明の第２実施形態に係る液晶表示装置の配線パターンを示す平面図である
。
【図６】　同配線パターンの一部を示す平面図である。
【図７】　実施形態に係る液晶表示装置を適用した電子機器の一例たるパーソナルコンピ
ュータの構成を示す斜視図である。
【図８】　実施形態に係る液晶表示装置を適用した電子機器の一例たるページャの構成を
示す分解斜視図である。
【図９】　実施形態に係る液晶表示装置を適用した電子機器の一例たる携帯電話の構成を
示す斜視図である。
【図１０】　（ａ）～（ｄ）は、それぞれ一般的なカラーフィルタの配列を示す図である
。
【図１１】　（ａ）および（ｂ）は、それぞれＲＧＢデルタ配列における各画素へのライ
ンを引き廻す配線パターンを示す図である。
【図１２】　ＲＧＢデルタ配列における各画素へのラインを引き廻す配線パターンを示す
図である。
【符号の説明】
１００……液晶パネル
１１６……画素
１１８……液晶層

10

20

30

40

50

(9) JP 3777893 B2 2006.5.24



２１２……データ線
２２０……ＴＦＤ素子
２２２……第１金属膜
２２４……絶縁膜
２２６……第２金属膜
２３４……画素電極
２５０……データ線駆動回路
３１２……走査線
３５０……走査線駆動回路
Ｌ１、Ｌ２……ライン 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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