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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のゲート線を含むゲート線群と、複数のソース線を含むソース線群とが行列状に配
置され、前記ゲート線と前記ソース線とに接続された画素電極が配置された表示領域を有
し、
　前記表示領域の外側にある額縁領域の一辺に設けられ、前記ソース線群にデータ信号を
供給する第１端子部と、
　前記第１端子部と同じ辺に設けられ、制御信号を供給する第２端子部と、
　前記ゲート線毎に前記表示領域内に形成され、前記制御信号に応じて、前記ゲート線を
選択又は非選択の状態に切り替える選択信号を出力するゲート線駆動部と、を備え、
　前記ゲート線群のうち、少なくとも一部のゲート線群は、前記表示領域において前記ゲ
ート線が延伸する第１方向の幅の最大長より短く、
　前記表示領域を前記第１方向又は前記第２方向に沿って分割してなる複数の分割領域に
おいて、前記分割領域ごとに前記ゲート線群が形成され、
　前記複数の分割領域のうちの一部の分割領域に配置されている前記ゲート線駆動部は、
前記制御信号に応じて第１の駆動周波数で前記選択信号を出力し、他の分割領域に配置さ
れている前記ゲート線駆動部は、前記制御信号に応じて前記第１の駆動周波数より低い第
２の駆動周波数で前記選択信号を出力し、
　前記一部の分割領域における前記ソース線には、前記第１の駆動周波数で前記データ信
号が供給され、前記他の分割領域における前記ソース線には、前記第２の駆動周波数で前
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記データ信号が供給され、
　前記表示領域内に非表示領域を有し、
　前記ソース線群のうち一部のソース線は、前記非表示領域が配置されている列の前記第
１端子部側の第１表示領域において前記第１端子部から延伸し、その延伸する第２方向の
端部は、前記第１表示領域における前記非表示領域側の端部近傍に位置し、
　他の列に配置されているソース線群の一部は、前記第１端子部から延伸し、前記非表示
領域に対して前記第１表示領域とは反対側の第２表示領域まで延設されている、アクティ
ブマトリクス基板。
【請求項２】
　前記表示領域内に非表示領域を有し、
　前記非表示領域が配置されている列の表示領域のうち、前記非表示領域に対し前記第１
端子部側の第１表示領域に配置されている前記ソース線は、前記第１端子部から延伸し、
その延伸する第２方向の端部が、前記第１表示領域における前記非表示領域側の端部近傍
に位置し、
　前記非表示領域に対し前記第１表示領域とは反対側の第２表示領域に配置されている前
記ソース線は、前記第２表示領域における前記非表示領域側の端部近傍から延伸し、前記
第２方向の端部が、前記非表示領域に対し前記第１端子部とは反対側の前記第２表示領域
の端部近傍に位置し、
　前記第１表示領域に配置されている前記ソース線と、前記第２表示領域に配置されてい
る前記ソース線とは、前記非表示領域の外周に沿うように前記第１表示領域から前記第２
表示領域まで形成された迂回配線によって接続されている、請求項１に記載のアクティブ
マトリクス基板。
【請求項３】
　前記ソース線と略平行となるように前記第２端子部から延伸し、前記ゲート線駆動部と
接続された配線群を備え、
　同じ行の前記画素電極と接続された前記ゲート線の少なくとも一部は、不連続な部分ゲ
ート線で構成され、
　前記部分ゲート線は、互いに異なる前記ゲート線駆動部が接続されており、
　前記配線群のうち一部の配線は、前記第１表示領域において前記第２端子部から延伸し
、その延伸方向の端部は、前記第１表示領域における前記非表示領域側の端部近傍に位置
し、
　他の列に配置されている配線群のうちの一部は、前記第２端子部から延伸し、前記第２
表示領域まで延設されている、請求項１に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項４】
　前記迂回配線は、前記ゲート線駆動部が形成されていない画素領域に配設されている、
請求項２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項５】
　前記一部の分割領域に配置されている前記ゲート線駆動部は、前記表示領域の外周部の
一部に配置されている、請求項１から４のいずれか一項に記載のアクティブマトリクス基
板。
【請求項６】
　前記一部の分割領域における前記ゲート線群と、前記他の分割領域における前記ゲート
線群との境界が非直線状となるように、前記他の分割領域における前記ゲート線群が、前
記一部の分割領域まで形成されている、請求項５に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項７】
　前記ゲート線駆動部は、前記制御信号に応じて、少なくとも一部のフレームにおいて前
記ゲート線を非選択の状態にする前記選択信号を出力する、請求項１から６のいずれか一
項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項８】
　前記ソース線群のうち、少なくとも一部のソース線群は、他のソース線群よりも短く、
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　前記一部のゲート線群は、前記他のソース線群が配置された領域において、前記一部の
ソース線群が配置された列と交差しない行に配置されており、
　前記第１端子部は、前記一部のゲート線群が選択状態に切り替えられる期間において、
前記一部のソース線群に対し、振幅が最小となるデータ信号を供給する、請求項１に記載
のアクティブマトリクス基板。
【請求項９】
　前記ゲート線ごとに複数の前記ゲート線駆動部が設けられ、
　前記表示領域において、前記複数のゲート線駆動部の間に非表示領域を有し、
　前記額縁領域において、前記第１端子部が設けられた辺に対向する一辺に設けられ、前
記データ信号が供給される第３端子部をさらに備え、
　前記ソース線群のうち前記非表示領域において分断された前記ソース線は、前記第１端
子部と反対側から前記第３端子部を介して前記データ信号が供給される、請求項１に記載
のアクティブマトリクス基板。
【請求項１０】
　前記表示領域において前記非表示領域を複数有し、
　前記非表示領域の各々は、当該非表示領域において交差する前記ゲート線と前記ソース
線とが互いに異なる、請求項９に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１１】
　略同じ長さを有し、一定間隔に配置された複数のゲート線を生成する工程と、
　略同じ長さを有し、前記ゲート線と交差するように一定間隔に配置された複数のソース
線を生成する工程と、
　前記ゲート線と前記ソース線とが配置された表示領域に設けられ、前記ゲート線を選択
又は非選択の状態に切り替える選択信号を出力するゲート線駆動部を生成する工程と、を
含む第１のアクティブマトリクス基板を形成する形成工程と、
　前記第１のアクティブマトリクス基板における前記複数のゲート線のうち、少なくとも
一部のゲート線が、前記ゲート線が延伸する方向における前記表示領域の幅の最大長より
短くなるように、前記第１のアクティブマトリクス基板の一部を除去して第２のアクティ
ブマトリクス基板を生成する除去工程と、
　を含むアクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記ゲート線駆動部を生成する工程は、
　前記ゲート線ごとに設けられ、前記ゲート線に前記選択信号を出力する第１のゲート線
駆動回路を生成する工程と、
　前記ゲート線群のうち、互いに隣接する一部のゲート線ごとに設けられ、前記ゲート線
に前記選択信号を出力する第２のゲート線駆動回路を生成する工程とを含み、
　前記第１のアクティブマトリクス基板において前記第２のゲート線駆動回路が形成され
ている部分と、前記第２のゲート線駆動回路が形成されていない部分との間を前記ゲート
線に沿って切断する切断工程をさらに含み、
　前記除去工程は、前記切断工程の後に行う、請求項１１に記載のアクティブマトリクス
基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記ゲート線駆動部を生成する工程は、前記第１のゲート線駆動回路及び前記第２のゲ
ート線駆動回路の組を複数生成する工程を含み、
　前記複数の組の間を前記ソース線に沿って切断する工程をさらに含み、
　前記除去工程は、前記切断工程及び前記切断する工程の後に行う、請求項１２に記載の
アクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記ゲート線駆動部を生成する工程は、前記ゲート線ごとに複数の前記ゲート線駆動部
を生成し、
　前記複数のゲート線駆動部の間を前記ソース線に沿って切断する切断工程をさらに含み
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、
　前記除去工程は、前記切断工程の後に行う、請求項１１に記載のアクティブマトリクス
基板の製造方法。
【請求項１５】
　領域ごとに、略同じ長さを有し、一定間隔に配置された複数のゲート線を生成する工程
と、
　前記領域ごとに、略同じ長さを有し、前記ゲート線と交差するように一定間隔に配置さ
れた複数のソース線を生成する工程と、
　前記領域ごとに、当該領域における前記ソース線にデータ信号を供給する端子部を生成
する工程と、
　前記領域において前記ゲート線と前記ソース線とが配置された表示領域に設けられ、前
記ゲート線を選択又は非選択の状態に切り替える選択信号を出力するゲート線駆動部を生
成する工程と、を含む第１のアクティブマトリクス基板を形成する形成工程と、
　前記形成工程により形成された第１のアクティブマトリクス基板においていずれかの前
記領域と前記領域の間を前記ソース線に沿って切断する切断工程と、
　前記切断工程による切断によって得られるアクティブマトリクス基板において、少なく
とも一部のゲート線が、前記ゲート線が延伸する方向における前記表示領域の幅の最大長
より短くなるように、前記アクティブマトリクス基板の一部を除去して第２のアクティブ
マトリクス基板を生成する除去工程と、
　を含むアクティブマトリクス基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリクス基板、アクティブマトリクス基板の製造方法、及び表
示パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、アクティブマトリクス基板の隣接する２つの辺にゲートドライバとソースド
ライバとが形成された表示パネルが知られている。特開２０１２－１０３３３５号公報に
は、矩形のコーナー部がカットされた異形６角形の表示領域を有する表示装置が開示され
ている。この表示装置のＴＦＴ基板において隣接する２つの辺の額縁領域に、ゲートドラ
イバとソースドライバとが配置されている。ＴＦＴ基板において、ゲートドライバが配置
された１辺の側から横方向に複数の走査線が延在し、ソースドライバが配置された１辺の
側から縦方向に複数の映像信号線が延在している。各走査線は、ＴＦＴ基板の額縁領域に
沿うように形成された配線を介してゲートドライバと接続されている。
【発明の開示】
【０００３】
　特開２０１２－１０３３３５号公報のように、ＴＦＴ基板の外形に応じた長さの走査線
を形成することで、従来の矩形状のディスプレイとは異なる形状のディスプレイを設計す
ることができる。しかしながら、特開２０１２－１０３３３５号公報のように、ＴＦＴ基
板において、ソースドライバが配置される辺とは異なる辺の額縁領域にゲートドライバを
配置すると、走査線とゲートドライバとを接続する配線等をＴＦＴ基板の額縁領域に沿っ
て引き回すことになるため、狭額縁化を図ることが困難となり、ディスプレイの外形のデ
ザインも制約を受ける。
【０００４】
　本発明は、アクティブマトリクス基板の狭額縁化を図り、アクティブマトリクス基板の
デザイン等の設計の自由度を向上させる技術を提供することを目的とする。
【０００５】
　第１の発明に係るアクティブマトリクス基板は、複数のゲート線を含むゲート線群と、
複数のソース線を含むソース線群とが行列状に配置され、前記ゲート線と前記ソース線と



(5) JP 6230074 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

に接続された画素電極が配置された表示領域を有し、前記表示領域の外側にある額縁領域
の一辺に設けられ、前記ソース線群にデータ信号を供給する第１端子部と、前記第１端子
部と同じ辺に設けられ、制御信号を供給する第２端子部と、前記ゲート線毎に前記表示領
域内に形成され、前記制御信号に応じて、前記ゲート線を選択又は非選択の状態に切り替
える選択信号を出力するゲート線駆動部と、を備え、前記ゲート線群のうち、少なくとも
一部のゲート線群は、前記表示領域において前記ゲート線が延伸する第１方向の幅の最大
長より短い。つまり、第１の発明に係るアクティブマトリクス基板は、少なくとも一部の
ゲート線群が、表示領域の第１方向の幅より短く構成されていればよく、例えば、矩形以
外の表示領域を有するものや、矩形の表示領域であってゲート線が分断されているもの等
が含まれる。
【０００６】
　第２の発明は、第１の発明において、前記表示領域内に非表示領域を有し、前記ソース
線群のうち一部のソース線は、前記非表示領域が配置されている列の前記第１端子部側の
第１表示領域において前記第１端子部から延伸し、その延伸する第２方向の端部は、前記
第１表示領域における前記非表示領域側の端部近傍に位置し、他の列に配置されているソ
ース線群の一部は、前記第１端子部から延伸し、前記非表示領域に対して前記第１表示領
域とは反対側の第２表示領域まで延設されている。
【０００７】
　第３の発明は、第１の発明において、前記表示領域内に非表示領域を有し、前記非表示
領域が配置されている列の表示領域のうち、前記非表示領域に対し前記第１端子部側の第
１表示領域に配置されている前記ソース線は、前記第１端子部から延伸し、その延伸する
第２方向の端部が、前記第１表示領域における前記非表示領域側の端部近傍に位置し、前
記非表示領域に対し前記第１表示領域とは反対側の第２表示領域に配置されている前記ソ
ース線は、前記第２表示領域における前記非表示領域側の端部近傍から延伸し、前記第２
方向の端部が、前記非表示領域に対し前記第１端子部とは反対側の前記第２表示領域の端
部近傍に位置し、前記第１表示領域に配置されている前記ソース線と、前記第２表示領域
に配置されている前記ソース線とは、前記非表示領域の外周に沿うように前記第１表示領
域から前記第２表示領域まで形成された迂回配線によって接続されている。
【０００８】
　第４の発明は、第２発明において、前記ソース線と略平行となるように前記第２端子部
から延伸し、前記ゲート線駆動部と接続された配線群を備え、同じ行の前記画素電極と接
続された前記ゲート線の少なくとも一部は、不連続な部分ゲート線で構成され、前記部分
ゲート線は、互いに異なる前記ゲート線駆動部が接続されており、前記配線群のうち一部
の配線は、前記第１表示領域において前記第２端子部から延伸し、その延伸方向の端部は
、前記第１表示領域における前記非表示領域側の端部近傍に位置し、他の列に配置されて
いる配線群のうちの一部は、前記第２端子部から延伸し、前記第２表示領域まで延設され
ている。
【０００９】
　第５の発明は、第３の発明において、前記迂回配線は、前記ゲート線駆動部が形成され
ていない画素領域に形成されている。
【００１０】
　第６の発明は、第１から第５のいずれかの発明において、前記表示領域の外周部の少な
くとも一部に配置された前記ゲート線駆動部は、他のゲート線駆動部の駆動周波数より高
い駆動周波数で前記選択信号を出力する。
【００１１】
　第７の発明は、第２から第５のいずれかの発明において、前記表示領域を前記第１方向
又は前記第２方向に沿って分割してなる複数の分割領域において、前記分割領域ごとに前
記ゲート線群が形成され、前記複数の分割領域のうちの一部の分割領域に配置されている
前記ゲート線駆動部は、前記制御信号に応じて第１の駆動周波数で前記選択信号を出力し
、他の分割領域に配置されている前記ゲート線駆動部は、前記制御信号に応じて前記第１
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の駆動周波数より低い第２の駆動周波数で前記選択信号を出力し、前記一部の分割領域に
おける前記ソース線には、前記第１の駆動周波数で前記データ信号が供給され、前記他の
分割領域における前記ソース線には、前記第２の駆動周波数で前記データ信号が供給され
る。
【００１２】
　第８の発明は、第７の発明において、前記一部の分割領域における前記ゲート線群と、
前記他の分割領域における前記ゲート線群との境界が非直線状となるように、前記他の分
割領域における前記ゲート線群が、前記一部の分割領域まで形成されている。
【００１３】
　第９の発明は、第１から第８のいずれかの発明において、前記ゲート線駆動部は、前記
制御信号に応じて、少なくとも一部のフレームにおいて前記ゲート線を非選択の状態にす
る前記選択信号を出力する。
【００１４】
　第１０の発明は、第１の発明において、前記ソース線群のうち、少なくとも一部のソー
ス線群は、他のソース線群よりも短く、前記一部のゲート線群は、前記他のソース線群が
配置された領域において、前記一部のソース線群が配置された列と交差しない行に配置さ
れており、前記第１端子部は、前記一部のゲート線群が選択状態に切り替えられる期間に
おいて、前記一部のソース線群に対し、振幅が最小となるデータ信号を供給する。
【００１５】
　第１１の発明は、第１の発明において、前記ゲート線ごとに複数の前記ゲート線駆動部
が設けられ、前記表示領域において、前記複数のゲート線駆動部の間に非表示領域を有し
、前記額縁領域において、前記第１端子部が設けられた辺に対向する一辺に設けられ、前
記データ信号が供給される第３端子部をさらに備え、前記ソース線群のうち前記非表示領
域において分断された前記ソース線は、前記第１端子部と反対側から前記第３端子部を介
して前記データ信号が供給される。
【００１６】
　第１２の発明は、第１１の発明において、前記表示領域において前記非表示領域を複数
有し、前記非表示領域の各々は、当該非表示領域において交差する前記ゲート線と前記ソ
ース線とが互いに異なる。
【００１７】
　第１３の発明に係るアクティブマトリクス基板の製造方法は、略同じ長さを有し、一定
間隔に配置された複数のゲート線を生成する工程と、略同じ長さを有し、前記ゲート線と
交差するように一定間隔に配置された複数のソース線を生成する工程と、前記ゲート線と
前記ソース線とが配置された表示領域に設けられ、前記ゲート線を選択又は非選択の状態
に切り替える選択信号を出力するゲート線駆動部を生成する工程と、を含む第１のアクテ
ィブマトリクス基板を形成する形成工程と、前記第１のアクティブマトリクス基板におけ
る前記複数のゲート線のうち、少なくとも一部のゲート線が、前記ゲート線が延伸する方
向における前記表示領域の幅の最大長より短くなるように、前記第１のアクティブマトリ
クス基板の一部を除去して第２のアクティブマトリクス基板を生成する除去工程と、を含
む。
【００１８】
　第１４の発明は、第１３の発明において、前記ゲート線駆動部を生成する工程は、前記
ゲート線ごとに設けられ、前記ゲート線に前記選択信号を出力する第１のゲート線駆動回
路を生成する工程と、前記ゲート線群のうち、互いに隣接する一部のゲート線ごとに設け
られ、前記ゲート線に前記選択信号を出力する第２のゲート線駆動回路を生成する工程と
を含み、前記第１のアクティブマトリクス基板において前記第２のゲート線駆動回路が形
成されている部分と、前記第２のゲート線駆動回路が形成されていない部分との間を前記
ゲート線に沿って切断する切断工程をさらに含み、前記除去工程は、前記切断工程の後に
行う。
【００１９】
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　第１５の発明は、第１４の発明において、前記ゲート線駆動部を生成する工程は、前記
第１のゲート線駆動回路及び前記第２の駆動回路の組を複数生成する工程を含み、前記複
数の組の間を前記ソース線に沿って切断する工程をさらに含み、前記除去工程は、前記切
断工程及び前記切断する工程の後に行う。
【００２０】
　第１６の発明は、第１３の発明において、前記ゲート線駆動部を生成する工程は、前記
ゲート線ごとに複数の前記ゲート線駆動部を生成し、前記複数のゲート線駆動部の間を前
記ソース線に沿って切断する切断工程をさらに含み、前記除去工程は、前記切断工程の後
に行う。
【００２１】
　第１７の発明に係るアクティブマトリクス基板の製造方法は、領域ごとに、略同じ長さ
を有し、一定間隔に配置された複数のゲート線を生成する工程と、前記領域ごとに、略同
じ長さを有し、前記ゲート線と交差するように一定間隔に配置された複数のソース線を生
成する工程と、前記領域ごとに、当該領域における前記ソース線にデータ信号を供給する
端子部を生成する工程と、前記領域において前記ゲート線と前記ソース線とが配置された
表示領域に設けられ、前記ゲート線を選択又は非選択の状態に切り替える選択信号を出力
するゲート線駆動部を生成する工程と、を含む第１のアクティブマトリクス基板を形成す
る形成工程と、前記形成工程により形成された第１のアクティブマトリクス基板において
いずれかの前記領域と前記領域の間を前記ソース線に沿って切断する切断工程と、前記切
断工程による切断によって得られるアクティブマトリクス基板において、少なくとも一部
のゲート線が、前記ゲート線が延伸する方向における前記表示領域の幅の最大長より短く
なるように、前記アクティブマトリクス基板の一部を除去して第２のアクティブマトリク
ス基板を生成する除去工程と、を含む。
【００２２】
　第１８の発明に係る表示パネルは、第１から第１２のいずれかの発明に係るアクティブ
マトリクス基板と、カラーフィルタと共通電極とを備える対向基板と、前記アクティブマ
トリクス基板と、前記対向基板との間に挟持された液晶層と、を備える。
【００２３】
　本発明の構成によれば、アクティブマトリクス基板の狭額縁化を図り、アクティブマト
リクス基板のデザイン等の設計の自由度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、第１実施形態に係る液晶表示装置の概略構成を示した図である。
【図２】図２は、第１実施形態に係るアクティブマトリクス基板の概略構成図である。
【図３】図３は、第１実施形態に係るアクティブマトリクス基板の概略構成図である。
【図４】図４は、第１実施形態におけるゲートドライバの等価回路の一例を示す図である
。
【図５Ａ】図５Ａは、第１実施形態におけるゲートドライバの配置例を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、第１実施形態におけるゲートドライバの配置例を示す図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、第１実施形態におけるゲートドライバの配置例を示す図である。
【図６】図６は、図５Ｂに示したＴＦＴ－Ａが形成されている画素領域を拡大した平面図
である。
【図７Ａ】図７Ａは、図６におけるＴＦＴ－ＰＩＸの部分をＩ－Ｉ線で切断した断面図で
ある。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図６におけるコンタクト部ＣＨ１をＩＩ－ＩＩ線で切断した断面図
である。
【図７Ｃ】図７Ｃは、図６におけるＴＦＴ－Ａの部分をＩＩＩ－ＩＩＩ線で切断した断面
図である。
【図７Ｄ】図７Ｄは、図６におけるコンタクト部ＣＨ２をＩＶ‐ＩＶ線で切断した断面図
である。
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【図８Ａ】図８Ａは、図５Ｂに示した画素領域２０４Ｒを拡大した平面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図５Ｂに示した画素領域２０５Ｒを拡大した平面図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、図５Ａに示した画素領域２０３Ｇを拡大した平面図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、図５Ｃに示した画素領域２０５Ｂを拡大した平面図である。
【図８Ｅ】図８Ｅは、図５Ｂに示した画素領域２０３Ｂを拡大した平面図である。
【図８Ｆ】図８Ｆは、図５Ａに示した画素領域２０１Ｒ及び２０１Ｇを拡大した平面図で
ある。
【図９】図９は、図４に示すゲートドライバがゲート線を走査する際のタイミングチャー
トである。
【図１０】図１０は、第２実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概略構成図であ
る。
【図１１】図１１は、図１０に示すアクティブマトリクス基板の駆動タイミングを示す図
である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、第３実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概略構成図
である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、第３実施形態における表示パネルにおける非表示領域部分の断
面の一例を示す模式図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、第３実施形態における表示パネルにおける非表示領域部分の断
面の一例を示す模式図である。
【図１３】図１３は、図１２Ａに示すアクティブマトリクス基板の駆動タイミングを示す
図である。
【図１４】図１４は、第４実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概略構成図であ
る。
【図１５】図１５は、図１４に示すアクティブマトリクス基板の一部を拡大した模式図で
ある。
【図１６】図１６は、図１５に示す画素領域の一部を拡大した模式図である。
【図１７】図１７は、第５実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概略構成図であ
る。
【図１８】図１８は、第６実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概略構成図であ
る。
【図１９】図１９は、第７実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概略構成図であ
る。
【図２０】図２０は、第７実施形態におけるゲートドライバの等価回路の一例を示す図で
ある。
【図２１Ａ】図２１Ａは、図２０に示すゲートドライバがゲート線を走査する際のタイミ
ングチャートである。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、図２０に示すゲートドライバがゲート線を走査する際のタイミ
ングチャートである。
【図２２Ａ】図２２Ａは、図２０に示すゲートドライバの配置例を示す図である。
【図２２Ｂ】図２２Ｂは、図２０に示すゲートドライバの配置例を示す図である。
【図２３Ａ】図２３Ａは、図１９に示すアクティブマトリクス基板に表示する動画データ
の一例を示す図である。
【図２３Ｂ】図２３Ｂは、図１９に示すアクティブマトリクス基板に動画を表示する際の
駆動タイミングを示す図である。
【図２４Ａ】図２４Ａは、図１９に示すアクティブマトリクス基板に表示する静止画デー
タの一例を示す図である。
【図２４Ｂ】図２４Ｂは、図１９に示すアクティブマトリクス基板に静止画を表示する際
の１フレーム目の駆動タイミングを示す図である。
【図２４Ｃ】図２４Ｃは、図１９に示すアクティブマトリクス基板に静止画を表示する際
の２～６０フレーム目の駆動タイミングを示す図である。
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【図２５】図２５は、図１９に示すアクティブマトリクス基板において動画を表示させる
一部の表示領域を示す図である。
【図２６】図２６は、図２５に示すアクティブマトリクス基板に表示するデータの一例を
示す図である。
【図２７Ａ】図２７Ａは、図２５に示すアクティブマトリクス基板における領域Ｐの２～
６０フレームの駆動タイミングを示す図である。
【図２７Ｂ】図２７Ｂは、図２５に示すアクティブマトリクス基板における領域Ｐ以外の
領域の２～６０フレームの駆動タイミングを示す図である。
【図２８Ａ】図２８Ａは、第８実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概略構成図
である。
【図２８Ｂ】図２８Ｂは、図２８Ａに示されるアクティブマトリクス基板の一部を拡大し
た模式図である。
【図２９】図２９は、第８実施形態の応用例に係るアクティブマトリクス基板の概略構成
図である。
【図３０Ａ】図３０Ａは、第９実施形態における第２の製造方法を説明する図である。
【図３０Ｂ】図３０Ｂは、第９実施形態における第２の製造方法を説明する図である。
【図３０Ｃ】図３０Ｃは、第９実施形態における第２の製造方法を説明する図である。
【図３０Ｄ】図３０Ｄは、第９実施形態における第２の製造方法を説明する図である。
【図３１Ａ】図３１Ａは、第９実施形態における応用例１の第１のアクティブマトリクス
基板の概略構成図である。
【図３１Ｂ】図３１Ｂは、図３１Ａに示される第１のアクティブマトリクス基板を切断し
た図である。
【図３１Ｃ】図３１Ｃは、図３１Ｂに示される、切断された第１のアクティブマトリクス
基板の一方から生成された第２のアクティブマトリクス基板の概略構成図である。
【図３１Ｄ】図３１Ｄは、図３１Ｂに示される、切断された第１のアクティブマトリクス
基板の他方から生成された第２のアクティブマトリクス基板の概略構成図である。
【図３１Ｅ】図３１Ｅは、図３１Ａに示される、第１のアクティブマトリクス基板をディ
スプレイに用いる場合の概略構成図である。
【図３２】図３２は、第９実施形態の応用例２に係る第１のアクティブマトリクス基板の
概略構成図である。
【図３３Ａ】図３３Ａは、第９実施形態の応用例３に係る第１のアクティブマトリクス基
板の概略構成図である。
【図３３Ｂ】図３３Ｂは、図３３Ａに示される第１のアクティブマトリクス基板を切断し
た図である。
【図３４Ａ】図３４Ａは、第９実施形態の応用例１に係る第１のアクティブマトリクス基
板の概略構成図である。
【図３４Ｂ】図３４Ｂは、図３４に示される第１のアクティブマトリクス基板を切断した
図である。
【図３５Ａ】図３５Ａは、変形例１におけるアクティブマトリクス基板の概略構成図であ
る。
【図３５Ｂ】図３５Ｂは、変形例１におけるソース線の他の配線例を示す図である。
【図３６Ａ】図３６Ａは、変形例２におけるアクティブマトリクス基板の概略構成図であ
る。
【図３６Ｂ】図３６Ｂは、変形例２におけるソース線の他の配線例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の一実施形態に係るアクティブマトリクス基板は、複数のゲート線を含むゲート
線群と、複数のソース線を含むソース線群とが行列状に配置され、前記ゲート線と前記ソ
ース線とに接続された画素電極が配置された表示領域を有し、前記表示領域の外側にある
額縁領域の一辺に設けられ、前記ソース線群にデータ信号を供給する第１端子部と、前記
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第１端子部と同じ辺に設けられ、制御信号を供給する第２端子部と、前記ゲート線毎に前
記表示領域内に形成され、前記制御信号に応じて、前記ゲート線を選択又は非選択の状態
に切り替える選択信号を出力するゲート線駆動部と、を備え、前記ゲート線群のうち、少
なくとも一部のゲート線群は、前記表示領域において前記ゲート線が延伸する第１方向の
幅の最大長より短い（第１の構成）。
【００２６】
　第１の構成によれば、アクティブマトリクス基板には、アクティブマトリクス基板の第
１方向の幅の最大長より短い長さのゲート線を含むゲート線群と、ゲート線と交差するソ
ース線群が形成されている。つまり、アクティブマトリクス基板には、例えば、矩形以外
の表示領域を有するものや、矩形の表示領域であってゲート線が分断されているもの等が
含まれる。各ゲート線は、表示領域内に形成されているゲート線駆動部により、額縁領域
の１辺に設けられた第２端子部から供給される制御信号に応じて順次選択され、各ソース
線には、第２端子部と同じ辺に設けられた第１端子部からデータ信号が供給される。従っ
て、アクティブマトリクス基板の第１方向の幅の最大長より短いゲート線が形成されてい
る部分があっても、ゲート線駆動部とゲート線とを接続するための配線等を額縁領域に沿
って形成する必要がない。また、額縁領域の１辺からデータ信号と制御信号がソース線と
ゲート線駆動部にそれぞれ供給されるため、他の辺について狭額縁化を図ることができる
。その結果、アクティブマトリクス基板のデザイン等の設計の自由度を向上させることが
できる。
【００２７】
　第２の構成は、第１の構成において、前記表示領域内に非表示領域を有し、前記ソース
線群のうち一部のソース線は、前記非表示領域が配置されている列の前記第１端子部側の
第１表示領域において前記第１端子部から延伸し、その延伸する第２方向の端部は、前記
第１表示領域における前記非表示領域側の端部近傍に位置し、他の列に配置されているソ
ース線群の一部は、前記第１端子部から延伸し、前記非表示領域に対して前記第１表示領
域とは反対側の第２表示領域まで延設されている、こととしてもよい。
【００２８】
　第２の構成によれば、非表示領域が形成されている列の第１表示領域のソース線は、第
１端子部から第１表示領域の非表示領域側の端部まで形成され、第２表示領域には、他の
列のソース線が延設されることによりソース線が形成される。そのため、非表示領域が形
成されている列の表示領域に対してもデータ信号を供給することができる。
【００２９】
　第３の構成は、第１の構成において、前記表示領域内に非表示領域を有し、前記非表示
領域が配置されている列の表示領域のうち、前記非表示領域に対し前記第１端子部側の第
１表示領域に配置されている前記ソース線は、前記第１端子部から延伸し、その延伸する
第２方向の端部が、前記第１表示領域における前記非表示領域側の端部近傍に位置し、前
記非表示領域に対し前記第１表示領域とは反対側の第２表示領域に配置されている前記ソ
ース線は、前記第２表示領域における前記非表示領域側の端部近傍から延伸し、前記第２
方向の端部が、前記非表示領域に対し前記第１端子部とは反対側の前記第２表示領域の端
部近傍に位置し、前記第１表示領域に配置されている前記ソース線と、前記第２表示領域
に配置されている前記ソース線とは、前記非表示領域の外周に沿うように前記第１表示領
域から前記第２表示領域まで形成された迂回配線によって接続されている、こととしても
よい。
【００３０】
　第３の構成によれば、非表示領域が形成された列の第１表示領域と第２表示領域には、
迂回配線を介して接続されたソース線が形成される。そのため、非表示領域が形成された
列の表示領域に対してもデータ信号を供給することができる。
【００３１】
　第４の構成は、第２の構成において、前記ソース線と略平行となるように前記第２端子
部から延伸し、前記ゲート線駆動部と接続された配線群を備え、同じ行の前記画素電極と
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接続された前記ゲート線の少なくとも一部は、不連続な部分ゲート線で構成され、前記部
分ゲート線は、互いに異なる前記ゲート線駆動部が接続されており、前記配線群のうち一
部の配線は、前記第１表示領域において前記第２端子部から延伸し、その延伸方向の端部
は、前記第１表示領域における前記非表示領域側の端部近傍に位置し、他の列に配置され
ている配線群のうちの一部は、前記第２端子部から延伸し、前記第２表示領域まで延設さ
れている、こととしてもよい。
【００３２】
　第４の構成によれば、同じ行のゲート線の少なくとも一部は、不連続な部分ゲート線で
構成され、各部分ゲート配線は異なるゲート線駆動部と接続される。また、非表示領域が
形成されている列の第１表示領域の配線は、第２端子部から第１表示領域の非表示領域側
の端部まで形成され、第２表示領域には、他の列の配線が延設される。そのため、第１表
示領域に配置される部分ゲート線と接続されるゲート線駆動部には、第１表示領域におい
て第２端子部から延伸された配線により制御信号を供給することができる。また、第２表
示領域に配置される部分ゲート線と接続されるゲート線駆動部は、非表示領域が形成され
ていない他の列の配線によって制御信号を供給することができる。
【００３３】
　第５の構成は、第３の構成において、前記迂回配線は、前記ゲート線駆動部が形成され
ていない画素領域に形成されている、こととしてもよい。
【００３４】
　第５の構成によれば、ゲート線駆動部が形成されていない画素領域に迂回配線が形成さ
れる。そのため、ゲート線駆動部が形成された画素領域と迂回配線が形成された画素領域
の開口率の差を小さくすることができ、輝度むらを軽減することができる。
【００３５】
　第６の構成は、第１から第５のいずれかの構成において、前記表示領域の外周部の少な
くとも一部に配置された前記ゲート線駆動部は、他のゲート線駆動部の駆動周波数より高
い駆動周波数で前記選択信号を出力する、こととしてもよい。
【００３６】
　第６の構成によれば、表示領域の外周部の少なくとも一部に配置されたゲート線駆動部
は、他のゲート線駆動部の駆動周波数より高い駆動周波数で選択信号を出力する。そのた
め、液晶層を封止するシール材の不純物が表示領域の外周付近に混入されている場合であ
っても、シール材の不純物の影響による表示むらを軽減することができる。
【００３７】
　第７の構成は、第２から第５のいずれかの構成において、前記表示領域を前記第１方向
又は前記第２方向に沿って分割してなる複数の分割領域において、前記分割領域ごとに前
記ゲート線群が形成され、前記複数の分割領域のうちの一部の分割領域に配置されている
前記ゲート線駆動部は、前記制御信号に応じて第１の駆動周波数で前記選択信号を出力し
、他の分割領域に配置されている前記ゲート線駆動部は、前記制御信号に応じて前記第１
の駆動周波数より低い第２の駆動周波数で前記選択信号を出力し、前記一部の分割領域に
おける前記ソース線には、前記第１の駆動周波数で前記データ信号が供給され、前記他の
分割領域における前記ソース線には、前記第２の駆動周波数で前記データ信号が供給され
る、こととしてもよい。
【００３８】
　第７の構成によれば、分割領域ごとに、分割領域におけるソース線に対して第１の駆動
周波数又は第２の駆動周波数でデータ信号が供給される。また、分割領域ごとに設けられ
たゲート線駆動部は、第１の駆動周波数又は第２の駆動周波数で選択信号を出力する。そ
のため、例えば、分割領域に動画を表示させる場合には第１の駆動周波数でその分割領域
にデータを書き込み、静止画を表示させる場合には第２の駆動周波数でその分割領域にデ
ータを書き込むことが可能となり、静止画表示領域におけるデータの書き込みを動画表示
領域と同様の駆動周波数で行う場合と比べて消費電力を軽減させることができる。
【００３９】
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　第８の構成は、第７の構成において、前記一部の分割領域における前記ゲート線群と、
前記他の分割領域における前記ゲート線群との境界が非直線状となるように、前記他の分
割領域における前記ゲート線群が、前記一部の分割領域まで形成されている、こととして
もよい。
【００４０】
　第８の構成によれば、第１の駆動周波数でゲート線駆動部が動作する分割領域と、第２
の駆動周波数でゲート線駆動部が動作する分割領域とにおけるゲート線群の境界が非直線
状となるようにゲート線群が形成される。そのため、駆動周波数が異なる領域の境界を視
認されにくくすることができる。
【００４１】
　第９の構成は、第１から第８のいずれかの構成において、前記ゲート線駆動部は、前記
制御信号に応じて、少なくとも一部のフレームにおいて前記ゲート線を非選択の状態にす
る前記選択信号を出力する、こととしてもよい。
【００４２】
　第９の構成によれば、少なくとも一部のフレームにおいて、ゲート線を非選択状態にす
ることができる。そのため、例えば、静止画を表示する場合、一部のフレームの間はゲー
ト線を選択状態に切り替え、他のフレームの間はゲート線を非選択の状態に切り替えるこ
とにより、ゲート線を選択する状態に切り替える際の消費電力を軽減することができる。
【００４３】
　第１０の構成は、第１の構成において、前記ソース線群のうち、少なくとも一部のソー
ス線群は、他のソース線群よりも短く、前記一部のゲート線群は、前記他のソース線群が
配置された領域において、前記一部のソース線群が配置された列と交差しない行に配置さ
れており、前記第１端子部は、前記一部のゲート線群が選択状態に切り替えられる期間に
おいて、前記一部のソース線群に対し、振幅が最小となるデータ信号を供給する、ことと
してもよい。
【００４４】
　第１０の構成によれば、ソース線群のうち、少なくとも一部のソース線群は他のソース
線群よりも短く、一部のゲート線群は、一部のソース線群が配置される列と交差しない行
に配置される。つまり、他のソース線群が配置される領域におけるゲート線は、一部のソ
ース線群が配置される領域よりも多いため、一部のソース線群が配置される領域は、他の
ソース線群が配置される領域よりもゲート線が選択状態に切り替えられる期間が短くなる
。一部のゲート線群が選択状態に切り替えられる期間において、一部のソース線群に対し
て振幅が最小となるデータ信号が供給されるため、一部のソース線群が配置される領域の
消費電力を軽減することができる。
【００４５】
　第１１の構成は、第１の構成において、前記ゲート線ごとに複数の前記ゲート線駆動部
が設けられ、前記表示領域において、前記複数のゲート線駆動部の間に非表示領域を有し
、前記額縁領域において、前記第１端子部が設けられた辺に対向する一辺に設けられ、前
記データ信号が供給される第３端子部をさらに備え、前記ソース線群のうち前記非表示領
域において分断された前記ソース線は、前記第１端子部と反対側から前記第３端子部を介
して前記データ信号が供給される、こととしてもよい。
【００４６】
　第１１の構成によれば、アクティブマトリクス基板は、ゲート線ごとに複数のゲート線
駆動部を有し、当該複数のゲート線駆動部の間に非表示領域を有する。また、額縁領域に
おいて第１端子部が設けられた辺に対向する一辺に第３端子部を備える。非表示領域によ
って分断されたソース線は、第３端子部を介して第１端子部と反対側からデータ信号が供
給される。非表示領域が形成されることによりソース線が分断されても、分断されたソー
ス線に対しては第３端子部を介してデータ信号を供給することができる。また、非表示領
域に他の列のソース線を引き回したり、非表示領域において分断されたソース線を接続す
る迂回配線を設ける必要がないため、ソース線の寄生容量を低減することができる。また
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、ゲート線ごとの複数のゲート線駆動部の間に非表示領域が設けられるため、非表示領域
において分断されたゲート線は、複数のゲート線駆動部のいずれかによって選択状態又は
非選択状態に切り替えることができる。従って、非表示領域においてゲート線及びソース
線が分断されても適切に画像を表示することができる。
【００４７】
　第１２の構成は、第１１の構成において、前記表示領域において前記非表示領域を複数
有し、前記非表示領域の各々は、当該非表示領域において交差する前記ゲート線と前記ソ
ース線とが互いに異なる、こととしてもよい。
【００４８】
　第１２の構成によれば、アクティブマトリクス基板において、表示領域内に複数の非表
示領域を有し、各々の非表示領域において交差するゲート線とソース線とが互いに異なる
。従って、各々の非表示領域において分断されたゲート線は、当該ゲート線に対して設け
られた複数のゲート線駆動回路のいずれかによって選択状態又は非選択状態に切り替えら
れ、各々の非表示領域において分断されたソース線は、第１端子部又は第３端子部からデ
ータ信号が供給されるので、非表示領域近傍の表示領域にも確実に画像を表示することが
できる。
【００４９】
　本発明の一実施形態に係るアクティブマトリクス基板の製造方法は、略同じ長さを有し
、一定間隔に配置された複数のゲート線を生成する工程と、略同じ長さを有し、前記ゲー
ト線と交差するように一定間隔に配置された複数のソース線を生成する工程と、前記ゲー
ト線と前記ソース線とが配置された表示領域に設けられ、前記ゲート線を選択又は非選択
の状態に切り替える選択信号を出力するゲート線駆動部を生成する工程と、を含む第１の
アクティブマトリクス基板を形成する形成工程と、前記第１のアクティブマトリクス基板
における前記複数のゲート線のうち、少なくとも一部のゲート線が、前記ゲート線が延伸
する方向における前記表示領域の幅の最大長より短くなるように、前記第１のアクティブ
マトリクス基板の一部を除去して第２のアクティブマトリクス基板を生成する除去工程と
、を含む (第１３の構成)。なお、形成工程における工程の順序はこれに限定されず、順
序不同でもよい。
【００５０】
　第１３の構成によれば、形成工程によって略矩形状の表示領域を有する第１のアクティ
ブマトリクス基板が生成される。除去工程において、第１のアクティブマトリクス基板の
一部を除去することにより、少なくとも一部のゲート線が、ゲート線が延伸する方向の表
示領域の幅の最大長より短い第２のアクティブマトリクス基板が生成される。表示領域内
にゲート線駆動部が設けられているため、ゲート線の長さが互いに異なっていても各ゲー
ト線を選択又は非選択の状態に切り替えることができる。そのため、ゲート線駆動部とゲ
ート線との間の配線の引き回しを考慮することなく、略矩形状の表示領域を有する第１の
アクティブマトリクス基板からデザイン性の高い第２のアクティブマトリクス基板を容易
に生成することができる。
【００５１】
　第１４の構成は、第１３の構成において、前記ゲート線駆動部を生成する工程は、前記
ゲート線ごとに設けられ、前記ゲート線に前記選択信号を出力する第１のゲート線駆動回
路を生成する工程と、前記ゲート線群のうち、互いに隣接する一部のゲート線ごとに設け
られ、前記ゲート線に前記選択信号を出力する第２のゲート線駆動回路を生成する工程と
を含み、前記第１のアクティブマトリクス基板において前記第２のゲート線駆動回路が形
成されている部分と、前記第２のゲート線駆動回路が形成されていない部分との間を前記
ゲート線に沿って切断する切断工程をさらに含み、前記除去工程は、前記切断工程の後に
行う、こととしてもよい。
【００５２】
　第１４の構成によれば、ゲート線駆動部を生成する工程において、ゲート線ごとに設け
られる第１のゲート線駆動回路が生成され、互いに隣接する一部のゲート線ごとに設けら
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れる第２のゲート線駆動回路が生成される。切断工程により、第２のゲート線駆動回路が
形成された部分と第２のゲート線駆動回路が形成されていない部分の間をゲート線に沿っ
て切断した後、除去工程が行われる。従って、必要に応じて第１のアクティブマトリクス
基板を切断工程によって切断することにより、第１のアクティブマトリクス基板よりも画
素数が小さい第２のアクティブマトリクス基板を生成することができるので、ディスプレ
イのサイズ（画素数）ごとにアクティブマトリクス基板を製造する場合と比べ、製造ライ
ンの効率化を図り、製造コストを低減することができる。また、第１のアクティブマトリ
クス基板を切断することで、表示装置に有用な複数の第２のアクティブマトリクス基板を
得ることができる。
【００５３】
　第１５の構成は、第１４の構成において、前記ゲート線駆動部を生成する工程は、前記
第１のゲート線駆動回路及び前記第２の駆動回路の組を複数生成する工程を含み、前記複
数の組の間を前記ソース線に沿って切断する工程をさらに含み、前記除去工程は、前記切
断工程及び前記切断する工程の後に行う、こととしてもよい。
【００５４】
　第１５の構成によれば、ゲート線駆動部を生成する工程において、第１のゲート線駆動
回路及び第２のゲート線駆動回路の組が複数生成される。そして、第１のアクティブマト
リクス基板において、複数の組の間をソース線に沿って切断し、当該切断及び前記切断工
程の後に除去工程を行う。これにより、第１のアクティブマトリクス基板から少なくとも
４つの第２のアクティブマトリクス基板を生成することができる。
【００５５】
　第１６の構成は、第１３の構成において、前記ゲート線駆動部を生成する工程は、前記
ゲート線ごとに複数の前記ゲート線駆動部を生成し、前記複数のゲート線駆動部の間を前
記ソース線に沿って切断する切断工程をさらに含み、前記除去工程は、前記切断工程の後
に行う、こととしてもよい。
【００５６】
　第１６の構成によれば、ゲート線駆動部を生成する工程において、ゲート線ごとに複数
のゲート線駆動部が生成され、切断工程により複数のゲート線駆動部の間をソース線に沿
って切断した後、除去工程が行われる。従って、必要に応じて第１のアクティブマトリク
ス基板を切断工程によって切断することにより、第１のアクティブマトリクス基板よりも
画素数が小さい第２のアクティブマトリクス基板を生成することができる。そのため、デ
ィスプレイのサイズ（画素数）ごとにアクティブマトリクス基板を製造する場合と比べ、
製造ラインの効率化を図り、製造コストを低減することができる。
【００５７】
　本発明の一実施形態に係るアクティブマトリクス基板の製造方法は、基板における領域
ごとに、略同じ長さを有し、一定間隔に配置された複数のゲート線を生成する工程と、前
記領域ごとに、略同じ長さを有し、前記ゲート線と交差するように一定間隔に配置された
複数のソース線を生成する工程と、前記領域ごとに、当該領域における前記ソース線にデ
ータ信号を供給する端子部を生成する工程と、前記領域において前記ゲート線と前記ソー
ス線とが配置された表示領域に設けられ、前記ゲート線を選択又は非選択の状態に切り替
える選択信号を出力するゲート線駆動部を生成する工程と、を含む第１のアクティブマト
リクス基板を形成する形成工程と、前記形成工程により形成された第１のアクティブマト
リクス基板においていずれかの前記領域と前記領域の間を前記ソース線に沿って切断する
切断工程と、前記切断工程による切断によって得られるアクティブマトリクス基板におい
て、少なくとも一部のゲート線が、前記ゲート線が延伸する方向における前記表示領域の
幅の最大長より短くなるように、前記アクティブマトリクス基板の一部を除去して第２の
アクティブマトリクス基板を生成する除去工程と、を含む（第１７の構成）。
【００５８】
　第１７の構成によれば、形成工程によって、基板における領域ごとに、ゲート線及びソ
ース線と、ソース線にデータ信号を供給する端子部と、ゲート線を駆動するゲート線駆動
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部とが形成された第１のアクティブマトリクス基板が生成される。また、切断工程により
第１のアクティブマトリクス基板におけるいずれかの領域と領域の間を切断して得られた
アクティブマトリクス基板の一部を、少なくとも一部のゲート線がゲート線の延伸方向に
おける表示領域の幅の最大長より短くなるように除去工程によって除去する。第１のアク
ティブマトリクス基板のいずれかの領域と領域の間を切断することにより、切断後のアク
ティブマトリクス基板におけるゲート線は、当該ゲート線に設けられたゲート線駆動部に
よって選択又は非選択の状態に切り替えられ、切断後のアクティブマトリクス基板におけ
るソース線には、当該ソース線に対して設けられた端子部を介してデータ信号が供給され
る。従って、切断後のアクティブマトリクス基板における各画素に画像を表示させること
ができる。また、切断後のアクティブマトリクス基板の表示領域内に、ゲート線ごとにゲ
ート線駆動部が設けられているため、ゲート線の長さが互いに異なっていても各ゲート線
を選択又は非選択の状態に切り替えることができる。そのため、ゲート線駆動部とゲート
線との間の配線の引き回しを考慮することなく、切断後のアクティブマトリクス基板から
デザイン性の高い第２のアクティブマトリクス基板を容易に生成することができる。
【００５９】
　本発明の一実施形態に係る表示パネルは、第１から第１２のいずれかの構成のアクティ
ブマトリクス基板と、カラーフィルタと共通電極とを備える対向基板と、前記アクティブ
マトリクス基板と、前記対向基板との間に挟持された液晶層と、を備える（第１８の構成
）。
【００６０】
　第１８の構成によれば、アクティブマトリクス基板には、アクティブマトリクス基板の
第１方向の幅の最大長より短い長さのゲート線を含むゲート線群と、ゲート線と交差する
ソース線群が形成されている。各ゲート線は、表示領域内に形成されているゲート線駆動
部により、額縁領域の１辺に設けられた第２端子部から供給される制御信号に応じて順次
選択され、各ソース線には、第２端子部と同じ辺に設けられた第１端子部からデータ信号
が供給される。従って、アクティブマトリクス基板の第１方向の幅の最大長より短いゲー
ト線が形成されている部分があっても、ゲート線駆動部とゲート線とを接続するための配
線等を額縁領域に沿って形成する必要がない。また、額縁領域の１辺からデータ信号と制
御信号がソース線とゲート線駆動部にそれぞれ供給されるため、他の辺について狭額縁化
を図ることができる。その結果、アクティブマトリクス基板のデザイン等の設計の自由度
を向上させることができる。
【００６１】
　以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳しく説明する。図中同一又は相当部分に
は同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００６２】
＜第１実施形態＞
　（液晶表示装置の構成）
　図１は、本実施形態に係る液晶表示装置の概略構成を示した上面図である。液晶表示装
置１は、表示パネル２、ソースドライバ３、表示制御回路４、及び電源５を有する。表示
パネル２は、アクティブマトリクス基板２０ａと、対向基板２０ｂと、これら基板に挟持
された液晶層（図示略）とを有する。図１において図示を省略しているが、アクティブマ
トリクス基板２０ａの下面側と対向基板２０ｂの上面側には、偏光板が設けられている。
対向基板２０ｂには、ブラックマトリクスと、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３色のカ
ラーフィルタと、共通電極（いずれも図示略）が形成されている。
【００６３】
　図１に示すように、表示パネル２は、紙面において左右の上端部分が円弧状に形成され
ている。表示パネル２のアクティブマトリクス基板２０ａは、ソースドライバ３と電気的
に接続されている。表示制御回路４は、表示パネル２、ソースドライバ３、及び電源５と
電気的に接続されている。表示制御回路４は、ソースドライバ３と、アクティブマトリク
ス基板２０ａに形成されている後述のゲートドライバ（ゲート線駆動部の一例）とに制御
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信号を出力する。制御信号には、表示パネル２に画像を表示するためのリセット信号（Ｃ
ＬＲ）、クロック信号（ＣＫＡ，ＣＫＢ）、データ信号等が含まれる。電源５は、表示パ
ネル２、ソースドライバ３、及び表示制御回路４と電気的に接続されており、各々に電源
電圧信号を供給する。
【００６４】
　（アクティブマトリクス基板の構成）
　図２は、アクティブマトリクス基板２０ａの概略構成を示す上面図である。図２に示す
ように、アクティブマトリクス基板２０ａにおけるＹ軸正方向の左右の端部は、円弧状に
形成されている。アクティブマトリクス基板２０ａにおいて、Ｘ軸方向の一端から他端ま
でゲート線１３Ｇ群が一定の間隔で略平行に形成されている。ゲート線１３Ｇ群のうち、
円弧状の部分に形成された一部のゲート線群１３Ｇ＿ａは、アクティブマトリクス基板２
０ａにおけるＸ軸方向の幅の最大長ｌｍａｘより短く、他のゲート線１３Ｇ＿ｂ群は、最
大長ｌｍａｘと略同じ長さに形成されている。
【００６５】
　また、図２に示すように、ゲート線１３Ｇ群と交差するようにソース線１５Ｓ群が形成
されている。ゲート線１３Ｇとソース線１５Ｓとで囲まれる領域が１つの画素を形成し、
全画素領域が表示パネル２の表示領域となる。
【００６６】
　図３は、ソース線１５Ｓの図示を省略したアクティブマトリクス基板２０ａと、アクテ
ィブマトリクス基板２０ａと接続されている各部の概略構成を示す上面図である。図３の
例に示すように、ゲート線１３Ｇの間、つまり、表示領域内には、ゲートドライバ１１が
形成されている。この例では、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｋ）のゲート線１３Ｇには、４つのゲ
ートドライバ１１がそれぞれ接続されており、ＧＬ（ｎ－ｍ）～ＧＬ（ｎ）のゲート線１
３Ｇには、２つのゲートドライバ１１がそれぞれ接続されている。
【００６７】
　アクティブマトリクス基板２０ａの表示領域のうち、ソースドライバ３が設けられてい
る辺の側の額縁領域には、端子部１２ｇ（第２端子部）が形成されている。端子部１２ｇ
は、制御回路４及び電源５と接続されている。端子部１２ｇは、制御回路４及び電源５か
ら出力される制御信号（ＣＫＡ、ＣＫＢ）や電源電圧信号等の信号を受け取る。端子部１
２ｇに入力された制御信号（ＣＫＡ、ＣＫＢ）及び電源電圧信号等の信号は、配線１５Ｌ
１を介して各ゲートドライバ１１に供給される。ゲートドライバ１１は、供給される信号
に応じて、接続されているゲート線１３Ｇに対し、選択又は非選択の状態を示す選択信号
を出力するとともに、次段のゲート線１３Ｇにセット信号を出力する。以下の説明では、
一のゲート線１３Ｇに選択信号を出力する動作を、ゲート線１３Ｇの駆動と呼ぶことがあ
る。
【００６８】
　また、アクティブマトリクス基板２０ａにおいて、ソースドライバ３が設けられている
辺の側の額縁領域には、ソースドライバ３と各ソース線１５Ｓとを接続する端子部１２ｓ
（第１端子部）が、形成されている。ソースドライバ３は、表示制御回路４から入力され
る制御信号に応じて、各ソース線１５Ｓ（図２参照）にデータ信号を出力する。
【００６９】
　図３に示すように、本実施形態では、表示領域内において、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）の
各ゲート線１３Ｇに対し、複数のゲートドライバ１１が接続されている。同一のゲート線
１３Ｇに接続されているゲートドライバ１１は同期しており、これらゲートドライバ１１
から出力されるセット信号によって、１本のゲート線１３Ｇが同時に駆動される。本実施
形態では、ゲートドライバ１１の各々が１本のゲート線１３Ｇを駆動する負荷が略均等と
なるように、略等間隔にゲート線１３Ｇに接続されている。
【００７０】
　（ゲートドライバ１１の構成）
　ここで、本実施形態におけるゲートドライバ１１の構成について説明する。図４は、Ｇ
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Ｌ（ｎ－１）とＧＬ（ｎ－２）のゲート線１３Ｇ間に配置され、ＧＬ（ｎ－１）のゲート
線１３Ｇを駆動する１つのゲートドライバ１１の等価回路の一例を示す図である。図４に
示すように、ゲートドライバ１１は、スイッチング素子として薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
：Thin Film Transistor）で構成されたＴＦＴ－Ａ～ＴＦＴ－Ｊと、キャパシタＣｂｓｔ
と、端子１１１～１２０と、ローレベルの電源電圧信号が入力される端子群とを有する。
【００７１】
　端子１１１、１１２は、前段のＧＬ（ｎ－２）のゲート線１３Ｇを介してセット信号（
Ｓ）を受け取る。なお、ＧＬ（１）のゲート線１３Ｇに接続されているゲートドライバ１
１の端子１１１、１１２は、表示制御回路４から出力されるゲートスタートパルス信号（
Ｓ）を受け取る。端子１１３～１１５は、表示制御回路４から出力されるリセット信号（
ＣＬＲ）を受け取る。端子１１６、１１７は、入力されるクロック信号（ＣＫＡ）を受け
取る。端子１１８、１１９は、入力されるクロック信号（ＣＫＢ）を受け取る。端子１２
０は、セット信号（ＯＵＴ）を後段のゲート線１３Ｇに出力する。
【００７２】
　クロック信号（ＣＫＡ）とクロック信号（ＣＫＢ）は、一水平走査期間毎に位相が反転
する２相のクロック信号である（図９参照）。図４は、ＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇ
を駆動するゲートドライバ１１を例示しているが、ＧＬ（ｎ）を駆動する後段のゲートド
ライバ１１の場合、端子１１６、１１７は、クロック信号（ＣＫＢ）を受け取り、そのゲ
ートドライバ１１の端子１１８、１１９は、クロック信号（ＣＫＡ）を受け取る。つまり
、ゲートドライバ１１の端子１１６及び１１７と端子１１８及び１１９は、隣接する行の
ゲートドライバ１１が受け取るクロック信号と逆位相のクロック信号を受け取る。
【００７３】
　図４において、ＴＦＴ－Ｂのソース端子と、ＴＦＴ-Ａのドレイン端子と、ＴＦＴ－Ｃ
のソース端子と、ＴＦＴ－Ｆのゲート端子とが接続されている配線をｎｅｔＡと称する。
また、ＴＦＴ－Ｃのゲート端子と、ＴＦＴ－Ｇのソース端子と、ＴＦＴ－Ｈのドレイン端
子と、ＴＦＴ－Ｉのソース端子と、ＴＦＴ－Ｊのソース端子とが接続されている配線をｎ
ｅｔＢと称する。
【００７４】
　ＴＦＴ－Ａは、２つのＴＦＴ（Ａ１，Ａ２）を直列に接続して構成されている。ＴＦＴ
－Ａの各ゲート端子は端子１１３と接続され、Ａ１のドレイン端子はｎｅｔＡと接続され
、Ａ２のソース端子は電源電圧端子ＶＳＳに接続されている。
【００７５】
　ＴＦＴ－Ｂは、２つのＴＦＴ（Ｂ１，Ｂ２）を直列に接続して構成されている。ＴＦＴ
－Ｂの各ゲート端子とＢ１のドレイン端子は端子１１１と接続され（ダイオード接続）、
Ｂ２のソース端子はｎｅｔＡに接続されている。
【００７６】
　ＴＦＴ－Ｃは、２つのＴＦＴ（Ｃ１，Ｃ２）を直列に接続して構成されている。ＴＦＴ
－Ｃの各ゲート端子はｎｅｔＢと接続され、Ｃ１のドレイン端子はｎｅｔＡと接続され、
Ｃ２のソース端子は電源電圧端子ＶＳＳに接続されている。
【００７７】
　キャパシタＣｂｓｔは、一方の電極がｎｅｔＡと接続され、他方の電極が端子１２０と
接続されている。
【００７８】
　ＴＦＴ－Ｄは、ゲート端子が端子１１８と接続され、ドレイン端子は端子１２０と接続
され、ソース端子は電源電圧端子ＶＳＳに接続されている。
【００７９】
　ＴＦＴ－Ｅは、ゲート端子が端子１１４と接続され、ドレイン端子は端子１２０と接続
され、ソース端子は電源電圧端子ＶＳＳに接続されている。
【００８０】
　ＴＦＴ－Ｆは、ゲート端子がｎｅｔＡと接続され、ドレイン端子は端子１１６と接続さ
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れ、ソース端子が出力端子１２０と接続されている。
【００８１】
　ＴＦＴ－Ｇは、２つのＴＦＴ（Ｇ１，Ｇ２）を直列に接続して構成されている。ＴＦＴ
－Ｇの各ゲート端子とＧ１のドレイン端子は端子１１９と接続され（ダイオード接続）、
Ｇ２のソース端子はｎｅｔＢに接続されている。
【００８２】
　ＴＦＴ－Ｈは、ゲート端子が端子１１７と接続され、ドレイン端子はｎｅｔＢと接続さ
れ、ソース端子は電源電圧端子ＶＳＳに接続されている。
【００８３】
　ＴＦＴ－Ｉは、ゲート端子が端子１１５と接続され、ドレイン端子はｎｅｔＢと接続さ
れ、ソース端子は電源電圧端子ＶＳＳに接続されている。
【００８４】
　ＴＦＴ－Ｊは、ゲート端子が端子１１２と接続され、ドレイン端子はｎｅｔＢと接続さ
れ、ソース端子は電源電圧端子ＶＳＳに接続されている。
【００８５】
　（ゲートドライバの全体レイアウト）
　次に、表示領域におけるゲートドライバ１１の各素子の配置について説明する。図５Ａ
～図５Ｃは、ＧＬ（ｎ）とＧＬ（ｎ－１）、ＧＬ（ｎ－１）とＧＬ（ｎ－２）のゲート線
１３Ｇ間に配置されている１つのゲートドライバ１１の配置例を示す図である。図５Ａ～
図５Ｃでは、便宜上、ＧＬ（ｎ）とＧＬ（ｎ－１）の間の画素領域２１１Ｒ～２１７Ｂと
、ＧＬ（ｎ－１）とＧＬ（ｎ－２）の間の画素領域２０１Ｒ～２０７Ｂとが分離されて記
載されているが、実際はＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇにおいて重ね合わされ、上下の
画素領域は連続している。なお、画素領域を示す符号に含まれるＲ、Ｇ、Ｂは、対向基板
２０ｂに形成されているカラーフィルタ（図示略）の色を示している。
【００８６】
　図５Ａ～図５Ｃに示すように、画素領域２１１Ｒ～２１７Ｂ（以下、上段画素領域と称
する）と画素領域２０１Ｒ～２０７Ｂ（以下、下段画素領域と称する）には、ソース線１
５Ｓとゲート線１３Ｇとが交差する近傍において、画像を表示するための画像表示用ＴＦ
Ｔ（以下、ＴＦＴ－ＰＩＸと称する）が形成されている。
【００８７】
　また、上段画素領域と下段画素領域において、１つのゲートドライバ１１を構成する素
子（ＴＦＴ－Ａ～ＴＦＴ－Ｊ、キャパシタＣｂｓｔ）が分散して配置されている。これら
画素領域のうち、クロック信号（ＣＫＡ，ＣＫＢ）、リセット信号（ＣＬＲ）、電源電圧
信号のいずれかの信号を受け取るスイッチング素子（ＴＦＴ－Ａ，Ｃ～Ｆ，Ｈ～Ｊ，Ｃｂ
ｓｔ）が配置される画素領域には、これら信号を供給するための配線１５Ｌ１が形成され
ている。配線１５Ｌ１は、ソース線１５Ｓと略平行となるように上段画素領域及び下段画
素領域にわたって形成されている。また、上段画素領域と下段画素領域において、ｎｅｔ
Ａ及びｎｅｔＢの配線１３Ｎが形成されている。配線１３Ｎは、上段画素領域及び下段画
素領域において、ゲート線１３Ｇと略平行となるように、ｎｅｔＡ及びｎｅｔＢに接続さ
れる素子（ＴＦＴ－Ａ～Ｃ，Ｆ，Ｇ～Ｊ，Ｃｂｓｔ）が配置される画素領域にわたって形
成されている。
【００８８】
　なお、本実施形態では、ゲートドライバ１１のうち、ＴＦＴ－Ｄ、ＴＦＴ－Ｆ、ＴＦＴ
－Ｈ、及びＴＦＴ－Ｇのそれぞれに供給されるクロック信号が、隣接する行のゲートドラ
イバ１１のこれらＴＦＴのそれぞれに供給されるクロック信号と逆位相となるように配置
される。つまり、ＴＦＴ－Ｄ、ＴＦＴ－Ｆ、ＴＦＴ－Ｈ、及びＴＦＴ－Ｇは、隣接する行
のこれらＴＦＴが形成される画素領域と水平方向にずれた画素領域に配置される。
【００８９】
　具体的には、図５Ａに示すように、上段画素領域のＴＦＴ－Ｄは、画素領域２１１Ｒと
２１１Ｇに形成されているのに対し、下段画素領域のＴＦＴ－Ｄは、画素領域２０１Ｂと
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２０２Ｒとに形成されている。上段画素領域のＴＦＴ－Ｆは、画素領域２１３Ｇに形成さ
れているのに対し、下段画素領域のＴＦＴ－Ｆは、画素領域２０３Ｒに形成されている。
また、図５Ｃに示すように、上段画素領域のＴＦＴ－Ｈは、画素領域２１５Ｇ及び２１５
Ｂに形成されているのに対し、下段画素領域のＴＦＴ－Ｈは、画素領域２０６Ｒ及び２０
６Ｇに形成されている。上段画素領域のＴＦＴ－Ｇは、画素領域２１６Ｇに形成されてい
るのに対し、下段画素領域のＴＦＴ－Ｇは、画素領域２０５Ｂに形成されている。このよ
うに構成することで、上段画素領域のＴＦＴ－Ｄにはクロック信号（ＣＫＡ）が供給され
、下段画素領域のＴＦＴ－Ｄには、クロック信号（ＣＫＡ）とは逆位相となるクロック信
号（ＣＫＢ）が供給される。ＴＦＴ－Ｆ、ＴＦＴ－Ｈ、ＴＦＴについても、図５Ａ及び図
５Ｃに示すように上段画素領域と下段画素領域とで逆位相のクロック信号（ＣＫＡ又はＣ
ＫＢ）が供給される。
【００９０】
　また、上段画素領域のＴＦＴ－Ｂ及びＴＦＴ－Ｊは、ＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇ
と接続され、下段画素領域のＴＦＴ－Ｂ及びＴＦＴ－Ｊは、ＧＬ（ｎ－２）のゲート線１
３Ｇと接続されている。また、上段画素領域のＴＦＴ－Ｄ及びＴＦＴ－Ｆは、ＧＬ（ｎ）
のゲート線１３Ｇと接続され、下段画素領域のＴＦＴ－Ｄ及びＴＦＴ－Ｆは、ＧＬ（ｎ－
１）のゲート線１３Ｇと接続されている。下段画素領域に配置されたゲートドライバ１１
は、ＧＬ（ｎ－２）のゲート線１３Ｇを介してセット信号（Ｓ）を受け取り、ＧＬ（ｎ）
のゲート線１３Ｇにセット信号（Ｓ）を出力してＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇを駆動
する。上段画素領域に配置されたゲートドライバ１１は、ＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３
Ｇを介してセット信号（Ｓ）を受け取り、ＧＬ（ｎ＋１）のゲート線１３Ｇにセット信号
（Ｓ）を出力してＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇを駆動する。
【００９１】
　次に、ゲートドライバ１１を構成する各素子の具体的な接続方法について説明する。図
６は、図５Ｂに示したＴＦＴ－Ａが形成されている画素領域２０４Ｇ及び２０４Ｂの部分
を拡大した平面図である。ＴＦＴ－ＡとＴＦＴ－Ｈ、Ｉ、Ｊは、２つの画素領域を用いて
構成され、接続方法が共通しているため、ＴＦＴ－Ａを用いて説明を行う。なお、図６に
おいて、二点鎖線で示す領域ＢＭは、対向基板２０ｂに形成されているブラックマトリク
ス（図示略）によって遮光される領域（以下、遮光領域ＢＭ）である。遮光領域ＢＭは、
ゲート線１３Ｇ、ゲートドライバ１１を構成する各素子、及びソース線１５Ｓが形成され
ている領域を含む。
【００９２】
　図６に示すように、ゲート線１３Ｇとソース線１５Ｓとが交差する近傍には、画像表示
用のＴＦＴ－ＰＩＸが形成されている。ＴＦＴ－ＰＩＸと画素電極１７とはコンタクト部
ＣＨ１において接続されている。また、各画素領域には、ソース線１５Ｓと略平行であり
、ゲート線１３Ｇと交差するように配線１５Ｌ１が形成されている。画素領域２０４Ｇに
おける配線１５Ｌ１には電源電圧信号（ＶＳＳ）が供給され、画素領域２０４Ｂにおける
配線１５Ｌ１にはリセット信号（ＣＬＲ）が供給される。
【００９３】
　図６に示すように、ＴＦＴ－Ａのゲート端子１３ｇは、画素領域２０４Ｂから画素領域
２０４Ｇにわたって形成されている。画素領域２０４Ｇ及び２０４Ｂには、ソース線１５
Ｓ及び配線１５Ｌ１と交差し、ゲート線１３Ｇと略平行に配線１３Ｎが形成されている。
配線１３Ｎは、上述したｎｅｔＡ及びｎｅｔＢの配線である。ＴＦＴ－Ａは、画素領域２
０４Ｂのコンタクト部ＣＨ２において配線１５Ｌ１と接続され、画素領域２０４Ｇのコン
タクト部ＣＨ２において配線１３Ｎと接続されている。また、本実施形態では、画素電極
１７と、ＴＦＴ－Ａと配線１３Ｎ及び１５Ｌ１との間にはシールド層１６が形成されてい
る。
【００９４】
　ここで、図６におけるＴＦＴ－ＰＩＸの部分をＩ－Ｉ線で切断した断面図を図７Ａに示
し、コンタクト部ＣＨ１をＩＩ－ＩＩ線で切断した断面図を図７Ｂに示す。また、図６に
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おけるＴＦＴ－Ａの部分をＩＩＩ－ＩＩＩ線で切断した断面図を図７Ｃに示し、コンタク
ト部ＣＨ２をＩＶ‐ＩＶ線で切断した断面図を図７Ｄに示す。
【００９５】
　図７Ａ、７Ｃ、及び７Ｄに示すように、基板２０上にゲート配線層１３が形成されるこ
とで、ゲート線１３Ｇと、ＴＦＴ－Ａのゲート端子１３ｇと、配線１３Ｎとが形成される
。図７Ａ及び図７Ｃに示すように、ゲート配線層１３の上層において、ＴＦＴ－ＰＩＸが
形成される部分とＴＦＴ－Ａが形成される部分には、ゲート絶縁膜２１を介して酸化物半
導体からなる半導体層１４が形成されている。また、半導体層１４が形成された基板２０
上には、半導体層１４の上部で離間するようにソース配線層１５が形成されている。これ
により、図７Ａ～図７Ｃに示すように、ソース線１５ＳとＴＦＴ－ＰＩＸのソース－ドレ
イン端子１５ＳＤと、ＴＦＴ－Ａのソース－ドレイン端子１５ｓｄ（１５ｓｄ１，１５ｓ
ｄ２含む）と、配線１５Ｌ１とが形成される。
【００９６】
　図７Ｄに示すように、画素領域２０４Ｂのコンタクト部ＣＨ２においては、ゲート配線
層１３の表面まで貫通するコンタクトホールＨ２がゲート絶縁膜２１に形成されている。
ソース配線層１５（１５Ｌ１）は、コンタクトホールＨ２においてゲート配線層１３（１
３ｇ）と接するようにゲート絶縁膜２１上に形成されている。これにより、画素領域２０
４Ｂのコンタクト部ＣＨ２において、ＴＦＴ－Ａのゲート端子１３ｇと配線１５Ｌ１とが
接続される。また、画素領域２０４Ｇのコンタクト部ＣＨ２においても同様に、ソース配
線層１５で構成されたＴＦＴ－ＡのＡ１側のドレイン端子１５ｓｄ１と、ゲート配線層１
３で構成された配線１３Ｎとが接続される。これにより、ＴＦＴ－Ａは、ｎｅｔＡと接続
され、配線１５Ｌ１を介してリセット信号（ＣＬＲ）が供給される。
【００９７】
　また、図７Ａ～図７Ｄに示すように、ソース配線層１５の上層には、ソース配線層１５
を覆うように保護層２２と保護層２３とが積層されている。保護層２２は、例えばＳｉＯ
２等の無機絶縁膜で構成されている。保護層２３は、例えばポジ型の感光性樹脂膜等の有
機絶縁膜で構成されている。さらに、図７Ａ～図７Ｄに示すように、保護層２３の上層に
はシールド層１６が形成されている。シールド層１６は、例えばＩＴＯ等の透明導電膜で
構成されている。そして、シールド層１６の上層には、例えばＳｉＯ２などの無機絶縁膜
で構成されている層間絶縁層２４が形成されている。層間絶縁層２４の上層には、図７Ｃ
及び図７Ｄに示すように、ＩＴＯ等の透明導電膜からなる画素電極１７が形成されている
。
【００９８】
　図７Ｂに示すように、コンタクト部ＣＨ１においては、ＴＦＴ－ＰＩＸのドレイン端子
１５Ｄの上部において、層間絶縁層２４とシールド層１６と保護層２２、２３とを貫通す
るコンタクトホールＨ１が形成されている。画素電極１７は、コンタクトホールＨ１にお
いてドレイン端子１５Ｄと接するように層間絶縁層２４の上層に形成されている。シール
ド層１６の形成によって、画素電極１７とシールド層１６との間に容量Ｃｓが形成され、
容量Ｃｓによって画素電極１７の電位が安定化される。
【００９９】
　このように、ＴＦＴ－Ａと、ＴＦＴ－Ａと接続される配線１３Ｎ及び配線１５Ｌ１とが
２つの画素領域にわたって形成されることで、１つの画素領域に形成する場合と比べて開
口率の低下が抑制される。また、画素電極１７とＴＦＴ－Ａと配線１３Ｎ及び配線１５Ｌ
１との間にシールド層１６が形成されているため、ＴＦＴ－Ａ等と画素電極１７との間の
干渉が低減される。
【０１００】
　（ＴＦＴ－Ｂ）
　次に、ＴＦＴ－Ｂの接続方法について説明する。図８Ａは、図５Ｂに示した画素領域２
０４Ｒを拡大した平面図である。図８Ａにおいて遮光領域ＢＭの図示は省略されている。
図８Ａに示すように、画素領域２０４Ｒには、上述した画素領域２０４Ｇと同様に、コン
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タクト部ＣＨ１においてＴＦＴ－ＰＩＸと画素電極１７とが接続されている。また、ソー
ス配線層１５によって、ＴＦＴ－Ｂのソース－ドレイン端子１５ｓｄ（１５ｓｄ１，１５
ｓｄ２含む）が形成されている。ゲート配線層１３によって、ＴＦＴ－Ｂのゲート端子１
３ｇと、ＧＬ（ｎ－２）のゲート線１３Ｇ及び配線１３Ｎが形成されている。
【０１０１】
　Ｂ１側のドレイン端子１５ｓｄ１は、ＧＬ（ｎ－２）のゲート線１３Ｇ及び配線１３Ｎ
と交差するように形成されている。コンタクト部ＣＨ３及びＣＨ４には、上述のコンタク
ト部ＣＨ２と同様、ゲート配線層１３とソース配線層１５とを接続するためのコンタクト
ホールＨ２がゲート絶縁膜２１に形成されている。
【０１０２】
　ドレイン端子１５ｓｄ１は、コンタクト部ＣＨ３において、ＧＬ（ｎ－２）のゲート線
１３Ｇと接続され、コンタクト部ＣＨ４において、ゲート端子１３ｇと接続されている。
また、Ｂ２側のソース端子１５ｓｄ２は、コンタクト部ＣＨ２において配線１３Ｎと接続
されている。これにより、ＴＦＴ－Ｂは、ｎｅｔＡに接続され、ＧＬ（ｎ－２）のゲート
線１３Ｇを介してセット信号（Ｓ）を受け取る。
【０１０３】
（ＴＦＴ－Ｃ）
　次に、ＴＦＴ－Ｃの接続方法について説明する。図８Ｂは、図５Ｂに示した画素領域２
０５Ｒを拡大した平面図である。図８Ｂにおいて遮光領域ＢＭの図示は省略されている。
図８Ｂに示すように、画素領域２０５Ｒには、上述した画素領域２０４Ｇ及び２０４Ｂと
同様に、コンタクト部ＣＨ１においてＴＦＴ－ＰＩＸと画素電極１７とが接続されている
。また、ゲート配線層１３により、ＴＦＴ－Ｃのゲート端子１３ｇと、ゲート線１３Ｇ及
び配線１３Ｎ（１３Ｎａ，１３Ｎｂ）とが形成されている。ソース配線層１５により、Ｔ
ＦＴ－Ｃのソース－ドレイン端子１５ｓｄ（１５ｓｄ１，１５ｓｄ２含む）と配線１５Ｌ
１とが形成されている。コンタクト部ＣＨ２において、Ｃ１側のドレイン端子１５ｓｄ１

と配線１３Ｎａは接続されている。ＴＦＴ－Ｃは、配線１３ＮａによりｎｅｔＡと接続さ
れ、配線１３ＮｂによりｎｅｔＢと接続される。また、ＴＦＴ－Ｃは、配線１５Ｌ１を介
して電源電圧信号（ＶＳＳ）が供給される。
【０１０４】
（ＴＦＴ－Ｆ）
　次に、ＴＦＴ－Ｆの接続方法について説明する。図８Ｃは、図５Ａに示した画素領域２
０３Ｒを拡大した平面図である。図８Ｃにおいて遮光領域ＢＭの図示は省略されている。
図８Ｃに示すように、画素領域２０３Ｒには、画素領域２０４Ｇ及び２０４Ｂと同様に、
コンタクト部ＣＨ１においてＴＦＴ－ＰＩＸと画素電極１７とが接続されている。また、
ゲート配線層１３により、ＴＦＴ－Ｃのゲート端子１３ｇと、ゲート線１３Ｇ及び配線１
３Ｎとが形成されている。ソース配線層１５により、ＴＦＴ－Ｆのソース端子１５ｓ及び
ドレイン端子１５ｄと配線１５Ｌ１とが形成されている。
【０１０５】
　コンタクト部ＣＨ５には、上述したコンタクト部ＣＨ２と同様、ゲート配線層１３とソ
ース配線層１５とを接続するコンタクトホールＨ２が形成されている。コンタクト部ＣＨ
５において、ＴＦＴ－Ｆのソース端子１５ｓとＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇとが接続
され、ＴＦＴ－Ｆのゲート端子はｎｅｔＡと接続される。ＴＦＴ－Ｆのドレイン端子は、
配線１５Ｌ１を介してクロック信号（ＣＫＡ）が供給される。また、ＴＦＴ－Ｆは、コン
タクト部ＣＨ５を介してＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇにセット信号を出力する。
【０１０６】
（ＴＦＴ－Ｇ）
　次に、ＴＦＴ－Ｇの接続方法について説明する。図８Ｄは、図５Ｃに示した画素領域２
０５Ｂを拡大した平面図である。図８Ｄにおいて遮光領域ＢＭの図示は省略されている。
図８Ｄに示すように、画素領域２０５Ｂには、画素領域２０４Ｇ及び２０４Ｂと同様に、
コンタクト部ＣＨ１においてＴＦＴ－ＰＩＸと画素電極１７とが接続されている。また、
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ゲート配線層１３により、ＴＦＴ－Ｇのゲート端子１３ｇと、ゲート線１３Ｇ及び配線１
３Ｎが形成されている。ソース配線層１５により、ＴＦＴ－Ｇのソース－ドレイン端子１
５ｓｄ（１５ｓｄ１，１５ｓｄ２含む）と配線１５Ｌ１とが形成されている。コンタクト
部ＣＨ２において、ＴＦＴ－ＧのＧ２側のソース端子１５ｓｄ２は配線１３Ｎと接続され
ている。また、ＴＦＴ－Ｇのゲート端子１３ｇは、コンタクト部ＣＨ４において、Ｇ１側
のドレイン端子１５ｓｄ１及び配線１５Ｌ１と接続されている。これにより、ＴＦＴ－Ｇ
は、ｎｅｔＢと接続され、配線１５Ｌ１を介してクロック信号（ＣＫＢ）が供給される。
【０１０７】
（Ｃｂｓｔ）
　次に、キャパシタＣｂｓｔの接続方法について説明する。図８Ｅは、図５Ｂに示した画
素領域２０３Ｂを拡大した平面図である。図８Ｅにおいて遮光領域ＢＭの図示は省略され
ている。画素領域２０３Ｂには、上述した画素領域２０４Ｇ及び２０４Ｂと同様に、コン
タクト部ＣＨ１においてＴＦＴ－ＰＩＸと画素電極１７とが接続されている。また、ゲー
ト配線層１３により、キャパシタＣｂｓｔを構成する一方の電極１３ｃと、ゲート線１３
Ｇ及び配線１３Ｎとが形成されている。ソース配線層１５により、キャパシタＣｂｓｔの
他方の電極１５ｃと、接続部１５Ｌｃと、配線１５Ｌ２とが形成されている。図８Ｅに示
すように、接続部１５Ｌｃは、配線１３Ｎと略同じ幅を有し、電極１５ｃからコンタクト
部ＣＨ２まで延伸されて形成され、コンタクト部ＣＨ２において配線１３Ｎと接続されて
いる。また、配線１５Ｌ２は、接続部１５Ｌｃのコンタクト部ＣＨ２側の端部からコンタ
クト部ＣＨ１の近傍まで延伸されて形成されている。本実施形態では、配線１５Ｌ２を形
成することにより、キャパシタＣｂｓｔが形成される画素領域の開口率と他の画素領域と
の開口率を合わせるようにしている。コンタクト部ＣＨ２において、電極１５ｃは接続部
１５Ｌｃによって配線１３Ｎと接続されている。これにより、キャパシタＣｂｓｔは、ｎ
ｅｔＡと接続される。
【０１０８】
　（ＴＦＴ－Ｄ，Ｅ）
　次に、ＴＦＴ－Ｄ及びＴＦＴ－Ｅの接続方法について説明する。ＴＦＴ－ＤとＴＦＴ－
Ｅは、上述したＴＦＴ－Ａと同様、隣接する２つの画素領域にわたってゲート端子１３ｇ
が形成され、一方の画素領域に形成された配線１５Ｌ１とゲート端子１３ｇが接続されて
いる。ＴＦＴ－Ｄ及びＴＦＴ－Ｅは、ゲート端子に供給される信号がリセット信号（ＣＬ
Ｒ）であるかクロック信号（ＣＫＡ）であるかの違いであるため、以下、ＴＦＴ－Ｄの接
続方法について説明する。
【０１０９】
　図８Ｆは、図５Ａに示した画素領域２０１Ｂ及び２０２Ｒを拡大した平面図である。図
８Ｆにおいて遮光領域ＢＭの図示は省略されている。画素領域２０１Ｂ及び２０２Ｒは、
上述した画素領域２０４Ｇ及び２０４Ｂと同様、ソース配線層１５により、ＴＦＴ－Ｄの
ソース端子１５ｓ及びドレイン端子１５ｄと配線１５Ｌ１とが形成されている。ドレイン
端子１５ｄは、画素領域２０１Ｂにおけるコンタクト部ＣＨ５において、ＧＬ（ｎ－１）
のゲート線１３Ｇと接続されている。ＴＦＴ－Ｄは、画素領域２０１Ｂ及び２０２Ｒにお
ける配線１５Ｌ１を介して電源電圧信号（ＶＳＳ）、クロック信号（ＣＫＡ）が供給され
、クロック信号（ＣＫＡ）がＨレベルになるタイミングでコンタクト部ＣＨ５を介してＧ
Ｌ（ｎ－１）のゲート線１３ＧにＬレベルの電位（ＶＳＳ）を出力する。
【０１１０】
　以上が、ゲートドライバ１１の構成及び各素子の接続例である。なお、ＴＦＴ－Ｂ～Ｔ
ＦＴ－Ｅ、ＴＦＴ－Ｆ、ＴＦＴ－Ｇ、キャパシタＣｂｓｔ、ＴＦＴ－Ｄが形成される画素
領域において説明を省略したが、ＴＦＴ－Ａが形成される画素領域と同様、これら画素領
域についてもソース配線層１５の上層に、保護層２２及び２３、シールド層１６、層間絶
縁膜２４、画素電極１７が積層されている。
【０１１１】
（ゲートドライバ１１の動作）
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　次に、図４及び図９を参照しつつ、１つのゲートドライバ１１の動作について説明する
。図９は、ゲートドライバ１１がゲート線１３Ｇを走査する際のタイミングチャートであ
る。図９において、ｔ３からｔ４の期間がＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇが選択されている
期間である。表示制御回路４から供給される、一水平走査期間毎に位相が反転するクロッ
ク信号（ＣＫＡ）とクロック信号（ＣＫＢ）とが端子１１６～１１９を介してゲートドラ
イバ１１に入力される。また、図９では図示を省略しているが、一垂直走査期間毎に一定
期間Ｈ（High）レベルとなるリセット信号（ＣＬＲ）が表示制御回路４から端子１１３～
１１５を介してゲートドライバ１１に入力される。リセット信号（ＣＬＲ）が入力される
と、ｎｅｔＡ、ｎｅｔＢ、ゲート線１３ＧはＬ（Low）レベルに遷移する。
【０１１２】
　図９の時刻ｔ０からｔ１において、Ｌレベルのクロック信号（ＣＫＡ）が端子１１６、
１１７に入力され、Ｈレベルのクロック信号（ＣＫＢ）が端子１１８、１１９に入力され
る。これにより、ＴＦＴ－Ｇがオン状態となり、ＴＦＴ－Ｈがオフ状態となるためｎｅｔ
ＢはＨレベルに充電される。また、ＴＦＴ－ＣとＴＦＴ－Ｄがオン状態となり、ＴＦＴ－
Ｆがオフ状態となるためｎｅｔＡはＬレベルの電源電圧（ＶＳＳ）に充電され、端子１２
０からＬレベルの電位が出力される。
【０１１３】
　次に、時刻ｔ１において、クロック信号（ＣＫＡ）がＨレベルとなり、クロック信号（
ＣＫＢ）がＬレベルになると、ＴＦＴ－Ｇがオフ状態となり、ＴＦＴ－Ｈがオン状態とな
るため、ｎｅｔＢはＬレベルに充電される。そして、ＴＦＴ－ＣとＴＦＴ－Ｄがオフ状態
となるためｎｅｔＡの電位はＬレベルに維持され、端子１２０はＬレベルの電位を維持す
る。
【０１１４】
　時刻ｔ２において、クロック信号（ＣＫＡ）がＬレベル、クロック信号（ＣＫＢ）がＨ
レベルとなり、ＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇを介してセット信号（Ｓ）が端子１１１
、１１２に入力される。これにより、ＴＦＴ－Ｂがオン状態となり、ｎｅｔＡがＨレベル
に充電される。また、ＴＦＴ－Ｊがオン状態となり、ＴＦＴ－Ｇがオン状態、ＴＦＴ－Ｈ
がオフ状態となるためｎｅｔＢがＬレベルに維持された状態となる。ＴＦＴ－ＣとＴＦＴ
－Ｆはオフ状態となるため、ｎｅｔＡの電位は下がらずに維持される。この間、ＴＦＴ－
Ｄはオン状態となっているため、端子１２０からＬレベルの電位が出力される。
【０１１５】
　時刻ｔ３において、クロック信号（ＣＫＡ）がＨレベルとなり、クロック信号（ＣＫＢ
）がＬレベルとなると、ＴＦＴ－Ｆがオン状態となり、ＴＦＴ－Ｄがオフ状態となる。ｎ
ｅｔＡと端子１２０の間にはキャパシタＣｂｓｔが設けられているため、ＴＦＴ－Ｆの端
子１１６の電位の上昇に伴って、ｎｅｔＡはクロック信号（ＣＫＡ）のＨレベルより高い
電位まで充電される。この間、ＴＦＴ－ＧとＴＦＴ－Ｊがオフ状態、ＴＦＴ－Ｈがオン状
態となるため、ｎｅｔＢの電位はＬレベルで維持される。ＴＦＴ－Ｃはオフ状態であるた
めｎｅｔＡの電位は下がらず、クロック信号（ＣＫＡ）のＨレベルの電位が端子１２０か
ら出力される。これにより、端子１２０と接続されているＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇは
Ｈレベルに充電され、選択された状態となり、ＧＬ（ｎ＋１）の端子１１１、１１２にセ
ット信号（Ｓ）が出力される。
【０１１６】
　時刻ｔ４において、クロック信号（ＣＫＡ）がＬレベルとなり、クロック信号（ＣＫＢ
）がＨレベルになると、ＴＦＴ－Ｇがオン状態となり、ＴＦＴ－Ｈがオフ状態となるため
ｎｅｔＢはＨレベルに充電される。これによりＴＦＴ－Ｃはオン状態となりｎｅｔＡはＬ
レベルに充電される。この間、ＴＦＴ－Ｄがオン状態、ＴＦＴ－Ｆがオフ状態となるため
、端子１２０からＬレベルの電位が出力され、ＧＬ（ｎ）のゲート線１３ＧはＬレベルに
充電される。
【０１１７】
　このように、ゲートドライバ１１の端子１２０からセット信号（Ｓ）がゲート線１３Ｇ



(24) JP 6230074 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

に出力されることにより、そのゲート線１３Ｇが選択された状態となる。液晶表示装置１
は、各ゲート線１３Ｇに接続されている複数のゲートドライバ１１によってゲート線１３
Ｇを順次走査し、ソースドライバ３によって各ソース線１５Ｓにデータ信号を供給するこ
とにより表示パネル２に画像を表示する。
【０１１８】
　上述した第１実施形態では、表示領域内において、１本のゲート線１３Ｇを駆動する複
数のゲートドライバ１１がゲート線１３Ｇ間に形成されている。そのため、表示パネル２
の外形の幅に応じて、ゲート線１３Ｇの長さが決められている場合でも、各々のゲート線
１３Ｇは、表示領域内のゲートドライバ１１から出力されるセット信号によって順次選択
される。
【０１１９】
　また、各ゲートドライバ１１に対して供給されるクロック信号や電源電圧信号等の制御
信号は、表示パネル２において、ソースドライバ３が設けられている１辺の側から入力さ
れる。そのため、ソースドライバ３が設けられていない他の３辺の額縁領域について狭額
縁化を図ることができ、ゲートドライバ１１の配置によって表示パネル２の外形のデザイ
ンが制限されず、設計の自由度を向上させることができる。
【０１２０】
＜第２実施形態＞
　図１０は、本実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概略構成を示す上面図であ
る。この図において、第１実施形態と同様の構成には、第１実施形態と同じ符号を付して
いる。以下、第１実施形態と異なる構成について説明する。本実施形態に係るアクティブ
マトリクス基板１２０ａは、図１０に示すように、アクティブマトリクス基板１２０ａに
おいて、ゲート線１３Ｇの延伸方向（Ｘ軸方向）に平行な辺のうち、ソースドライバ３と
は反対側の辺が凹凸形状に形成されている。そして、アクティブマトリクス基板１２０ａ
における凹部と凸部のＸ軸方向の幅と略同じ長さのゲート線１３Ｇ群が、その幅の各列（
以下、列Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４）に形成されている。すなわち、図１０の例では、各ゲ
ート線１３Ｇは、アクティブマトリクス基板１２０ａにおけるゲート線１３Ｇの延伸方向
（Ｘ軸方向）の幅の最大長ｌｍａｘより短い長さに形成されている。
【０１２１】
　ゲート線１３Ｇ群は、各列においてＹ軸方向に一定の間隔で略平行に配列されている。
列Ｓ１と列Ｓ３は、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ＋ａ）行のゲート線１３Ｇが配列されている。
列Ｓ２と列Ｓ４は、Ｇ（１）～Ｇ（ｎ）行のゲート線１３Ｇが配列されている。また、図
１０において図示を省略しているが、アクティブマトリクス基板１２０ａには、ゲート線
１３Ｇ群と交差するようにＹ軸に平行なソース線１５Ｓ群が形成され、また、ソースドラ
イバ３側の額縁領域には端子部１２ｓが形成されている。
【０１２２】
　また、図１０では簡略化して記載しているが、表示領域内には、第１実施形態と同様、
Ｓ１～Ｓ４の各列に配列されたゲート線１３Ｇの間にゲートドライバ１１が形成され、各
列に配置されているゲートドライバ１１は、配線１５Ｌ１（図３等参照）によって接続さ
れている。各列に配列されたゲートドライバ１１は、配線１５Ｌ１を介してクロック信号
や電源電圧信号等の制御信号が端子部１２ｇから供給される。従って、この例では、列Ｓ
１に配列された各ゲート線１３Ｇは、ゲートドライバ群１１＿ｓ１によって順次走査され
、列Ｓ２に配列された各ゲート線１３Ｇは、ゲートドライバ群１１＿ｓ２によって順次走
査される。また、列Ｓ３に配列された各ゲート線１３Ｇは、ゲートドライバ群１１＿ｓ３
によって順次走査され、列Ｓ４に配列された各ゲート線１３Ｇは、ゲートドライバ群１１
＿ｓ４によって順次走査される。
【０１２３】
　なお、図１０の例では、１つのゲート線１３Ｇに対し、１つのゲートドライバ１１が接
続されている例を示しているが、１つのゲート線１３Ｇに対し、複数のゲートドライバ１
１が接続されていてもよい。また、１つのゲート線１３Ｇは、少なくとも１つのゲートド
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ライバ１１のスイッチング素子が形成可能な長さであればよい。
【０１２４】
　図１１は、アクティブマトリクス基板１２０ａの駆動タイミングを例示した図である。
Ｓ１とＳ３の列のゲートドライバ群１１＿ｓ１，１１＿ｓ３は、制御信号に応じて、ＧＬ
（１）～ＧＬ（ｎ＋ａ）行までゲート線１３Ｇを順次駆動してセット信号を出力する。Ｓ
２とＳ４の列のゲートドライバ群１１＿ｓ２，１１＿ｓ４は、制御信号に応じて、ＧＬ（
１）～ＧＬ（ｎ）行までゲート線１３Ｇを順次駆動してセット信号を出力する。これによ
り、図１１に示すように、列Ｓ２とＳ４は、走査開始時ｔ０からｔ１のタイミングで走査
が終了され、列Ｓ１とＳ３は、ｔ２のタイミングで走査が終了される。
【０１２５】
　ソースドライバ３は、列Ｓ１及びＳ３に形成されているソース線１５Ｓ（図示略）に対
し、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ＋ａ）のゲート線１３Ｇの走査期間ｔ０～ｔ２まで、映像信号
に応じた列Ｓ１及びＳ３のデータ信号Ｓ１＿Ｄ，Ｓ３＿Ｄを出力する。そして、列Ｓ２及
びＳ４に形成されているソース線１５Ｓ（図示略）に対しては、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）
のゲート線１３Ｇの走査期間ｔ０～ｔ１まで、映像信号に応じた列Ｓ２及びＳ４のデータ
信号Ｓ２＿Ｄ，Ｓ４＿Ｄを出力し、走査終了後のｔ１～ｔ２の間は、信号の振幅が最小と
なるデータ信号を出力する。例えば、アクティブマトリクス基板１２０ａがノーマリブラ
ックの表示モードであれば、ｔ１以降は、黒を示すデータ信号を出力するようにしてもよ
い。
【０１２６】
　上述した第２実施形態のように、アクティブマトリクス基板１２０ａの１辺が凹凸形状
を有する場合、凹凸部分の幅に応じた長さのゲート線１３Ｇをアクティブマトリクス基板
１２０ａに形成し、ゲート線１３Ｇの間にゲートドライバ１１を形成することで、凹凸部
分の幅に応じた表示領域ごとに表示を制御することができる。また、凹部が形成された列
（Ｓ２、Ｓ４）のゲート線１３Ｇの走査時間は、凸部が形成された列（Ｓ１、Ｓ３）のゲ
ート線１３Ｇの走査時間より短くなる。上述した第２実施形態では、凹部が形成された列
のゲート線の走査が終了した後は、凸部が形成された列の走査が終了するまで、信号の振
幅が最小となるデータ信号を出力するため、凹部が形成された列のソース線１５Ｓを駆動
する消費電力を低減させることができる。
【０１２７】
＜第３実施形態＞
　本実施形態では、表示領域内に非表示領域が形成されているアクティブマトリクス基板
の例について説明する。図１２Ａは、本実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概
略構成を示す上面図である。図１２Ａにおいて、第１実施形態と同様の構成には、第１実
施形態と同じ符号を付している。以下、第１実施形態と異なる構成について説明する。
【０１２８】
　本実施形態に係るアクティブマトリクス基板２２０ａは、図１２Ａに示すように、破線
で示す表示領域２００内に非表示領域３００が形成されている。
【０１２９】
　図１２Ｂは、図１２Ａに示すＩ－Ｉ線で切断した場合の表示パネル２の断面を表す図で
ある。図１２Ｂに示すように、本実施形態では、アクティブマトリクス基板２２０ａの基
板２０上の表示領域２００には、ゲート配線層１３、ソース配線層１５、半導体層１４等
からなる素子層１０が形成され、非表示領域３００には素子層１０は形成されていない。
アクティブマトリクス基板２０ａと対向基板２０ｂの間の液晶層４０は、非表示領域３０
０と表示領域２００に形成されている。対向基板２０ｂ側の偏光板３０Ａとアクティブマ
トリクス基板２０ａ側の偏光板３０Ｂは、表示領域２００に形成され、非表示領域３００
の部分には孔３００Ｈが形成されている。このように、本実施形態における表示パネル２
は、基板２０と対向基板２０ｂにおいて非表示領域３００の部分に孔３００Ｈが形成され
ておらず、非表示領域３００の部分には、素子層１０と偏光板３０Ａ、３０Ｂとが形成さ
れていない構成となっている。
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【０１３０】
　なお、非表示領域３００が設けられた表示パネル２の構成は、図１２Ｂに示した構成に
限らず、例えば、図１２Ｃに示す構成であってもよい。図１２Ｃでは、基板２０と対向基
板２０ｂにおいて非表示領域３００の部分に孔３００Ｈが形成されている。また、対向基
板２０ｂとアクティブマトリクス基板２０ａとの間において、非表示領域３００と表示領
域２００との境界部分には、液晶層４０を封止するシール材５０が形成されている。この
ように、表示パネル２の表示領域の内側に非表示領域が形成されていれば、図１２Ｂ及び
図１２Ｃのいずれの構成であってもよい。
【０１３１】
　図１２Ａに戻り、説明を続ける。アクティブマトリクス基板２２０ａにおいて、非表示
領域３００が形成された列Ｓ３と、非表示領域３００が形成されていない列Ｓ１、Ｓ２、
Ｓ４に、各列の幅と略同じ長さのゲート線１３Ｇ群が形成されている。すなわち、各ゲー
ト線１３Ｇは、アクティブマトリクス基板２２０ａにおけるゲート線１３Ｇの延伸方向（
Ｘ軸方向）の幅の最大長ｌｍａｘより短い長さに形成されている。ゲート線１３Ｇ群は、
各列においてＹ軸方向に一定の間隔で略平行に配列されている。列Ｓ１とＳ２とＳ４は、
ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ＋ａ）のゲート線１３Ｇが配列されている。列Ｓ３において、非表
示領域３００を挟む、端子部１２ｇ側の領域Ｓ３２には、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｋ）のゲー
ト線１３Ｇが配列され、額縁領域３０１側の領域Ｓ３１には、ＧＬ（ｎ）～ＧＬ（ｎ＋ａ
）のゲート線１３Ｇが配列されている。なお、図１２Ａの例では、列Ｓ１～Ｓ４における
ゲート線は、隣接する列との境界近傍で分断されているが、領域Ｓ３１におけるゲート線
以外のゲート線は分断されていなくてもよい。
【０１３２】
　また、便宜上、図示を省略しているが、アクティブマトリクス基板２２０ａの各列には
、第１実施形態と同様に、Ｙ軸に平行なソース線１５Ｓ群が形成され、ソースドライバ３
側の額縁領域には端子部１２ｓが形成されている。また、ゲート線１３Ｇの間には、配線
１５Ｌ１（図３、５Ａ～５Ｃ等参照）によって各々接続されたゲートドライバ１１が形成
されている。
【０１３３】
　なお、列Ｓ３において、領域Ｓ３１に配置されたゲートドライバ１１は、領域Ｓ３２に
配置されたゲートドライバ１１と接続されず、額縁領域３０１に引き回された配線１５Ｌ
１を介して、列Ｓ２におけるＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇに接続されたゲートドライバ１
１と接続されている。領域Ｓ３１に配列されたゲートドライバ１１は、列Ｓ２と額縁領域
３０１に形成された配線１５Ｌ１を介してクロック信号や電源電圧信号等の制御信号が端
子部１２ｇから供給される。そして、領域Ｓ３１のＧＬ（ｎ＋ａ）のゲート線１３Ｇに接
続されたゲートドライバ１１は、列Ｓ２におけるＧＬ（ｎ＋ａ）のゲート線１３Ｇに接続
されたゲートドライバ１１からセット信号（Ｓ）を受ける。つまり、領域Ｓ３１における
ゲート線１３Ｇの走査方向は他の領域の走査方向とは逆方向となる。
【０１３４】
　また、列Ｓ３における領域Ｓ３１には、列Ｓ２及びＳ４に形成され、額縁領域３０１ま
で引き回されたソース線１５Ｓが形成されている。そのため、領域Ｓ３１に形成されてい
るソース線１５Ｓと領域Ｓ３２のソース線１５Ｓとは接続されていない。従って、領域Ｓ
３２には、ソースドライバ３側からゲート線１３Ｇの走査方向に沿ってデータ信号が供給
されるが、領域Ｓ３１には、列Ｓ２、Ｓ４のソース線１５Ｓを介して額縁領域３０１側か
らデータ信号が供給される。つまり、領域Ｓ３１は、ゲート線１３Ｇの走査方向が他の領
域の走査方向とは逆方向となるため、ＧＬ（ｎ＋ａ）からＧＬ（ｎ）の順にデータが書き
込まれる。そのため、ソースドライバ３は、領域Ｓ３１におけるＧＬ（ｎ）からＧＬ（ｎ
＋ａ）の各行に書き込むべきデータを、領域Ｓ３１におけるＧＬ（ｎ＋ａ）からＧＬ（ｎ
）のゲート線１３Ｇの各駆動タイミングで、ＧＬ（ｎ＋ａ）からＧＬ（ｎ）の順に書き込
むように並び替えたデータ信号を送出する。
【０１３５】
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　図１３は、図１２のアクティブマトリクス基板２２０ａの駆動タイミングを例示した図
である。列Ｓ１の各ゲートドライバ１１は、制御信号に応じて、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ＋
ａ）行のゲート線１３Ｇを順次走査する。列Ｓ３における領域Ｓ３２の各ゲートドライバ
１１は、制御信号に応じて、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｋ）行のゲート線１３Ｇを順次走査する
。列Ｓ２の各ゲートドライバ１１は、制御信号に応じて、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ＋ａ）行
のゲート線１３Ｇを順次走査する。そして、列Ｓ３における領域Ｓ３１の各ゲートドライ
バ１１は、列Ｓ２におけるＧＬ（ｎ＋ａ）行のゲート線１３Ｇを走査するゲートドライバ
１１からのセット信号（Ｓ）を受け、額縁領域３０１に形成された配線１５Ｌ１を介して
供給される制御信号に応じて、ＧＬ（ｎ＋ａ）～ＧＬ（ｎ）行のゲート線１３Ｇを順次走
査する。
【０１３６】
　これにより、図１３に示すように、領域Ｓ３２におけるＧＬ（１）～ＧＬ（ｋ）のゲー
ト線１３Ｇの走査は、走査開始ｔ０からｔ１のタイミングで終了し、列Ｓ１、Ｓ２、Ｓ４
におけるＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ＋ａ）のゲート線１３Ｇの走査は、ｔ２（＞ｔ１）のタイ
ミングで終了する。そして、領域Ｓ３１におけるＧＬ（ｎ＋ａ）～ＧＬ（ｎ）のゲート線
１３Ｇの走査は、列Ｓ２の走査が終了するｔ２から開始され、ｔ３（＞ｔ２）のタイミン
グで終了する。
【０１３７】
　ソースドライバ３は、領域Ｓ３２に形成されているソース線１５Ｓに対し、ＧＬ（１）
～ＧＬ（ｋ）の走査期間ｔ０～ｔ１まで、映像信号に応じた領域Ｓ３２のデータ信号Ｓ３
２＿Ｄを出力し、ｔ１以降は、信号の振幅が最小となるデータ信号を出力する。また、列
Ｓ１に形成されているソース線１５Ｓに対しては、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ＋ａ）の走査期
間ｔ０～ｔ２まで、映像信号に応じた列Ｓ１のデータ信号Ｓ１＿Ｄを出力し、ｔ２以降は
、信号の振幅が最小となるデータ信号を出力する。信号の振幅が最小となるデータ信号と
しては、例えば、アクティブマトリクス基板２２０ａがノーマリブラックの表示モードで
あれば、黒を示すデータ信号を出力するようにしてもよい。そして、列Ｓ２及びＳ４に形
成されているソース線１５Ｓに対しては、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ＋ａ）の走査期間ｔ０～
ｔ２まで、映像信号に応じた列Ｓ２、Ｓ４のデータ信号Ｓ２＿Ｄ、Ｓ４＿Ｄを出力し、ｔ
２以降は、映像信号に応じた領域Ｓ３１のデータ信号Ｓ３１＿Ｄを出力する。
【０１３８】
　上述した第３実施形態のように、表示領域内に非表示領域が形成されている場合であっ
ても、非表示領域が形成されている列の表示領域（Ｓ３１，Ｓ３２）に対してゲート線１
３Ｇとソース線１５Ｓとを形成し、他の列の表示領域と同様に駆動させることができる。
そのため、ゲートドライバ１１の配置や、ソース線１５Ｓ及びゲート線１３Ｇの引き回し
による制約を受けることなく表示パネル２を設計することができる。
【０１３９】
＜第４実施形態＞
　上述した第３実施形態では、非表示領域３００が形成されていない列のソース線１５Ｓ
を額縁領域３０１まで引き回し、非表示領域３００が形成された列に折り返すことで、非
表示領域３００が形成された列のソースドライバ３と反対側の領域Ｓ３１にソース線１５
Ｓを形成する例であった。本実施形態では、非表示領域３００が形成されていない列のソ
ース線１５Ｓを額縁領域３０１まで引き回すことなく、非表示領域３００が形成されてい
る列にソース線１５Ｓを形成する例を説明する。図１４は、本実施形態におけるアクティ
ブマトリクス基板の概略構成を示す上面図である。図１４において、第１実施形態及び第
３実施形態と同様の構成には、第１実施形態及び第３実施形態と同じ符号を付している。
以下、第３実施形態と異なる構成について説明する。
【０１４０】
　図１４に示すように、本実施形態におけるアクティブマトリクス基板３２０ａは、第３
実施形態と同様、表示領域２００内に非表示領域３００が形成されている。アクティブマ
トリクス基板３２０ａにおける列Ｓ１、Ｓ４は、列の幅と略同じ長さのゲート線１３Ｇ群
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が形成され、列Ｓ１、Ｓ４における各ゲート線１３Ｇの間にはゲートドライバ１１が形成
されている。また、この例では、列Ｓ２において、非表示領域３００が形成されているＧ
Ｌ(ｋ＋１)～ＧＬ（ｎ）までの各行は、列Ｓ２の幅と略同じ長さのゲート線１３Ｇが形成
されている。そして、列Ｓ２、Ｓ３において、非表示領域３００が形成されている行以外
の部分は、列Ｓ２及び列Ｓ３にわたってゲート線１３Ｇが形成されている。列Ｓ２及び列
Ｓ３における各ゲート線１３Ｇの間には、列Ｓ２においてゲートドライバ１１が形成され
ている。従って、この例では、非表示領域３００が形成されている列Ｓ３の領域Ｓ３１，
Ｓ３２には、ゲートドライバ１１は形成されていない。なお、図１４の例では、列Ｓ１と
Ｓ２との境界近傍、列Ｓ３とＳ４との境界近傍、及び非表示領域３００が形成されている
部分においてゲート線１３Ｇが分断されているが、非表示領域３００が形成されている部
分以外は分断されていなくてもよい。
【０１４１】
　また、図１４に示すように、列Ｓ３には、領域Ｓ３２における端子部１２ｇ側の端部か
ら領域Ｓ３１における額縁領域３０１側の端部近傍まで、非表示領域３００の外周に沿う
ように迂回する迂回配線１５ＳＬ，１３ｎ（図１５参照）を介して接続されたソース線１
５Ｓが形成されている。以下、領域Ｓ３２におけるソース線１５Ｓの接続について具体的
に説明する。
【０１４２】
　図１５は、非表示領域３００のＸ軸方向の長さが６画素分（ＲＧＢ×２）に相当する長
さであり、非表示領域３００のＹ軸方向の長さが３画素分に相当する長さである場合の例
を示している。なお、図１５では、便宜上、ゲートドライバ１１の記載を省略しているが
、ゲート線１３Ｇの間にはゲートドライバ１１が形成されている。
【０１４３】
　図１５に示すように、列Ｓ３の領域Ｓ３２と領域Ｓ３１に形成されているソース線１５
Ｓは、列Ｓ２、Ｓ４の画素領域まで形成された迂回配線１３ｎと、その画素領域に形成さ
れた迂回配線１５ＳＬを介して接続されている。迂回配線１５ＳＬが形成される画素領域
は、ゲートドライバ１１のスイッチング素子が形成されていない画素領域である。ここで
、図１５における画素領域２５０を拡大した模式図を図１６に示す。
【０１４４】
　図１６に示すように、画素領域２５０は、ゲートドライバ１１が形成されていない画素
領域である。画素領域２５０には、画素領域２５０を構成するソース線１５Ｓの間に、ソ
ース配線層１５からなる迂回配線１５ＳＬがソース線１５Ｓと略平行に形成されている。
そして、コンタクト部ＣＨ２を介して迂回配線１５ＳＬと接続される迂回配線１３ｎが、
ゲート線１３Ｇと略平行に形成されている。迂回配線１３ｎは、ゲート配線層１３からな
り、コンタクト部ＣＨ２は、第１実施形態の図７Ｄと同様に形成されている。迂回配線１
３ｎは、図１５に示す列Ｓ３の画素領域２５１に形成されているソース線１５Ｓまで形成
されており、画素領域２５１のソース線１５Ｓとコンタクト部ＣＨ２（図示略）を介して
接続されている。迂回配線１５ＳＬ、１３ｎは、ゲートドライバ１１のスイッチング素子
が形成されている画素領域の開口率と略同じ開口率となるように、クロック信号や電源電
圧信号の配線１５Ｌ１と同様の位置及び大きさに形成されている。
【０１４５】
　このように、ゲートドライバ１１が形成されていない画素領域に迂回配線１５ＳＬ、１
３ｎを形成することにより、非表示領域３００が形成された列にソース線１５Ｓを引き回
し、ソースドライバ３からのデータ信号を供給することができる。また、第４実施形態で
は、非表示領域３００が形成されている列にはゲートドライバ１１が形成されないので、
第３実施形態のように、非表示領域３００が形成されている列の領域Ｓ３１，３２のゲー
トドライバ１１に制御信号を供給する配線１５Ｌ１を額縁領域３０１に折り返して引き回
す必要がなく、第３実施形態と比べて狭額縁化を図ることができる。また、ゲートドライ
バ１１が形成されている画素領域の開口率と略同じ開口率となるように、迂回配線１５Ｓ
Ｌ、１３ｎが形成されるため、輝度むら等を抑制することができる。
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【０１４６】
＜第５実施形態＞
　本実施形態では、表示領域の一部の領域を第１の駆動周波数で駆動し、他の領域を第１
の駆動周波数より低い第２の駆動周波数で駆動させる例について説明する。以下、前述し
た実施形態と同様の構成については同じ符号を用い、前述した実施形態と異なる構成につ
いて説明を行う。
【０１４７】
　表示パネル２の液晶層は、対向基板２０ｂとアクティブマトリクス基板２０ａの間に、
樹脂からなるシール材を用いて封入される。液晶層をシール材によって封入する際、シー
ル材近傍の液晶層に、シール材の不純物が混入する場合がある。その結果、液晶層のシー
ル材近傍の部分は、他の部分と比べて実効電圧が低くなることがある。低消費電力化を図
るため、表示パネル２の表示を６０Ｈｚで駆動させず、１Ｈｚで駆動させるようとすると
、シール材近傍の部分の表示速度が遅くなる現象が生じる。
【０１４８】
　本実施形態では、表示領域２００の外周の一部を他の領域の駆動周波数（例えば、１Ｈ
ｚ）より高い駆動周波数（例えば、６０Ｈｚ）で駆動させる例について説明する。図１７
は、本実施形態におけるアクティブマトリクス基板４２０ａの概略構成を示す上面図であ
る。アクティブマトリクス基板４２０ａにおいて、矩形領域５０１、５０２は、シール材
が形成されている額縁領域（以下、シール材領域５０１、５０２と称する。）を示してい
る。シール材領域５０１、５０２と表示領域２００との境界から予め定められた幅の領域
Ｓ１，Ｓ２（以下、シール材近傍領域と称する）には、その幅の長さを有するゲート線１
３Ｇ群が形成されている。また、表示領域２００において、シール材近傍領域Ｓ１、Ｓ２
を除いた領域Ｓ３には、領域Ｓ３の幅を有するゲート線１３Ｇ群が形成されている。そし
て、シール材近傍領域Ｓ１，Ｓ２と領域Ｓ３における各ゲート線１３Ｇの間には、１つの
ゲート線１３Ｇを駆動する少なくとも１つのゲートドライバ１１が形成されている。
【０１４９】
　図１７の例では、簡略化して記載されているが、領域ごとのゲートドライバ１１は、配
線１５Ｌ１（図３、５Ａ～５Ｃ等参照）を介して接続され、配線１５Ｌ１によって端子部
１２ｇからの制御信号が各ゲートドライバ１１に供給される。また、図１７の例では図示
を省略しているが、表示領域２００には、ゲート線１３Ｇと交差するようにソース線１５
Ｓ群と、ソースドライバ３側の額縁領域に端子部１２ｓが形成されている。
【０１５０】
　例えば、６０Ｈｚ相当の動画を表示する場合、領域Ｓ３を１Ｈｚで駆動し、シール材近
傍領域Ｓ１、Ｓ２を６０Ｈｚで駆動するとき、表示制御回路４は、シール材近傍領域Ｓ１
，Ｓ２のゲートドライバ１１に対しては、シール材近傍領域Ｓ１，Ｓ２の各ゲート線１３
Ｇを６０Ｈｚで駆動させる制御信号を端子部１２ｇを介して入力する。領域Ｓ３のゲート
ドライバ１１に対しては、領域Ｓ３のゲート線１３Ｇを１Ｈｚで駆動させる制御信号を端
子部１２ｇを介して入力する。ソースドライバ３は、シール材近傍領域Ｓ１，Ｓ２と領域
Ｓ３のソース線１５Ｓ（図示略）に対し、外部から入力される映像信号のフレーム毎に、
そのフレームにおける各領域に表示すべき動画データを示すデータ信号を供給する。この
場合、領域Ｓ３におけるゲート線１３Ｇは１Ｈｚで駆動されるが、シール材近傍領域Ｓ１
、Ｓ２におけるゲート線１３Ｇは６０Ｈｚで駆動されるため、シール材近傍領域Ｓ１、Ｓ
２の表示速度が領域Ｓ３より遅くなる現象を抑制することができる。
【０１５１】
　また、例えば、１Ｈｚ相当の画像や静止画を表示する場合には、上記と同様、表示制御
回路４は、シール材近傍領域Ｓ１，Ｓ２のゲートドライバ１１に対しては、シール材近傍
領域Ｓ１，Ｓ２のゲート線１３Ｇを６０Ｈｚで駆動させる制御信号を、端子部１２ｇを介
して入力する。領域Ｓ３のゲートドライバ１１に対しては、領域Ｓ３のゲート線１３Ｇを
１Ｈｚで駆動させる制御信号を端子部１２ｇを介して入力する。
【０１５２】
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　この場合、ソースドライバ３は、ソース線１５Ｓ（図示略）毎のバッファ回路（図示略
）を有する。ソースドライバ３は、外部から入力される１Ｈｚ相当の画像データのうち、
シール材近傍領域Ｓ１，Ｓ２のソース線１５Ｓに対して送出すべき画像データをバッファ
回路（図示略）に保持しておく。そして、シール材近傍領域Ｓ１，Ｓ２のソース線１５Ｓ
（図示略）に対しては、バッファ回路（図示略）に保持されている画像データを読出し、
１／６０秒毎にその画像データを示すデータ信号を供給する。これにより、シール材近傍
領域Ｓ１，Ｓ２には、同じ画像が６０回書き込まれる。一方、領域Ｓ３のソース線１５Ｓ
（図示略）に対しては、１秒毎に、領域Ｓ３のソース線１５Ｓに対して送出すべき画像デ
ータを供給する。この場合、ソースドライバ３は、１Ｈｚ相当の駆動周波数でデータ信号
を送出し、領域Ｓ３におけるゲートドライバ１１は、ゲート線１３Ｇを１Ｈｚ相当の駆動
周波数で駆動することができる。そのため、上記した６０Ｈｚ相当の動画を表示する場合
と比べ、領域Ｓ３の表示制御にかかる消費電力を低減させることができる。
【０１５３】
　なお、上述した第５実施形態では、シール材近傍領域として、表示領域２００において
Ｙ軸に平行な２辺近傍の領域を例に挙げて説明したが、表示領域２００においてＸ軸に平
行な２辺近傍の領域であってもよいし、表示領域２００の４辺近傍の領域であってもよい
。
【０１５４】
＜第６実施形態＞
　上述した第５実施形態の図１７では、領域Ｓ１～Ｓ３のゲート線１３Ｇは、領域の幅と
略同じ長さとなるように形成されている例を説明した。図１７の例では、１Ｈｚ相当で駆
動される領域Ｓ１、Ｓ２と、６０Ｈｚ相当で駆動される領域Ｓ３との境界が直線状である
ため、その境界部分が人の目に感知されやすい。そのため、本実施形態では、駆動周波数
が異なる領域の境界が非直線状となるようにゲート線１３Ｇを形成する例を説明する。
【０１５５】
　図１８は、本実施形態におけるアクティブマトリクス基板４２１ａの概略構成を示す上
面図である。図１８において、第５実施形態と同様の構成については同じ符号を付してい
る。第５実施形態と同様、シール材近傍領域Ｓ１、Ｓ２におけるソース線１５Ｓ（図示略
）は、６０Ｈｚ相当の駆動周波数でデータ信号が供給され、領域Ｓ３におけるソース線１
５Ｓ（図示略）は、１Ｈｚ相当の駆動周波数でデータ信号が供給される。
【０１５６】
　図１８に示すように、領域Ｓ３におけるゲート線群１３Ｇ＿３は、領域Ｓ３を含み、シ
ール材近傍領域Ｓ１、Ｓ２の一部に重なるように形成されている。シール材近傍領域Ｓ１
、Ｓ２におけるゲート線群１３Ｇ＿１、１３Ｇ＿２は、シール材領域５０１、５０２の境
界からゲート線群１３Ｇ＿３の端部の間に形成されている。
【０１５７】
　ゲート線群１３Ｇ＿１，１３Ｇ＿２と、ゲート線群１３Ｇ＿３との境界が非直線状とな
るように、ゲート線群１３Ｇ＿１、１３Ｇ＿２、１３Ｇ＿３の各ゲート線１３Ｇの長さは
決められている。つまり、駆動周波数が低い領域（以下、第１領域）と、その領域より駆
動周波数が高い隣接領域（以下、第２領域）のゲート線群の境界が非直線状となるように
、第１領域に形成されるゲート線が、第２領域の一部まで形成されている。
【０１５８】
　ゲート線群１３Ｇ＿１、１３Ｇ＿２に接続されているゲートドライバ１１に対しては、
ゲート線群１３Ｇ＿１、１３Ｇ＿２を６０Ｈｚ相当の駆動周波数で駆動させる制御信号が
、端子部１２ｇを介して表示制御回路４から供給される。また、ゲート線群１３Ｇ＿３に
接続されているゲートドライバ１１に対しては、ゲート線群１３Ｇ＿３を１Ｈｚ相当の駆
動周波数で駆動させる制御信号が、端子部１２ｇを介して表示制御回路４から供給される
。
【０１５９】
　これにより、領域Ｓ３においてゲート線群１３Ｇ＿３が形成された部分の画素領域は、
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１Ｈｚ相当の駆動周波数でゲート線１３Ｇが駆動され、１Ｈｚ相当の駆動周波数でデータ
信号が送出されるため、１／６０回だけデータが書き込まれる。領域Ｓ１においてゲート
線群１３Ｇ＿３が形成された部分の画素領域は、６０Ｈｚ相当の駆動周波数でデータ信号
が送出されるが、１Ｈｚ相当の駆動周波数でゲート線１３Ｇが駆動されるため、１／６０
回しかデータの書き込みはなされず、５９／６０回はデータの書き込みがなされない。
【０１６０】
　なお、上記とは逆に、ゲート線群１３Ｇ＿１，１３Ｇ＿２と、ゲート線群１３Ｇ＿３と
の境界が非直線状となるように、ゲート線群１３Ｇ＿１、１３Ｇ＿２が、領域Ｓ３の一部
まで形成されている場合、領域Ｓ３においてゲート線群１３Ｇ＿１、１３Ｇ＿２が形成さ
れた部分の画素領域は、１Ｈｚ相当の駆動周波数でデータ信号が送出されるにも関わらず
、６０Ｈｚ相当の駆動周波数でゲート線１３Ｇが駆動される。その結果、データ信号が送
出されていない期間に、共通電極の電圧等が意に反して書き込まれることが生じうる。そ
のため、第２領域を駆動するためのゲート線が、第１領域の一部にまで形成されないよう
に構成すればよい。
【０１６１】
＜第７実施形態＞
　上述した第６実施形態では、表示領域における列に応じて異なる駆動周波数で駆動させ
る例について説明した。本実施形態では、表示領域における列及び行に応じて異なる駆動
周波数で駆動させる例について説明する。
【０１６２】
　図１９は、本実施形態におけるアクティブマトリクス基板の概略構成を示す上面図であ
る。図１９の例では、アクティブマトリクス基板５２０ａの表示領域２００をＸ軸方向に
沿って４分割し、分割した各領域の幅に相当するＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）のゲート線１３
Ｇ群が領域毎に形成されている。以下、これら各領域を構成する列を、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３
、Ｓ４と称する。この例では、各列におけるゲート線１３Ｇは、アクティブマトリクス基
板５２０ａのＸ軸方向の幅（最大長ｌｍａｘ）より短い長さを有する。
【０１６３】
　また、図１９の例では簡略化して記載されているが、各列におけるゲート線１３Ｇとゲ
ート線１３Ｇの間には、少なくとも１つのゲートドライバ１１’が形成されており、各列
におけるゲートドライバ１１’は、第１実施形態と同様、配線１５Ｌ１（図３，５Ａ～５
Ｃ等参照）によって接続されている。各列におけるゲートドライバ１１’は、表示制御回
路４からの制御信号を、配線１５Ｌ１を介して受け取る。各列におけるゲート線１３Ｇ群
は、各列のゲートドライバ１１’によって、一定の駆動周波数でＧＬ（１）からＧＬ（ｎ
）の順に走査される。
【０１６４】
　また、図１９の例では、図示を省略しているが、表示領域２００には、ゲート線１３Ｇ
群と交差するように、Ｙ軸方向に平行なソース線１５Ｓ群が形成され、ソースドライバ３
側の額縁領域には、ソースドライバ３からのデータ信号をソース線１５Ｓに供給する端子
部１２ｓが形成されている。ソースドライバ３は、各ソース線１５Ｓ（図示略）に対する
データ信号を一定の駆動周波数で入力する。
【０１６５】
　次に、本実施形態におけるゲートドライバ１１’の構成について説明する。図２０は、
ゲートドライバ１１’の等価回路の一例を示す図である。この例において、ゲートドライ
バ１１’は、ＧＬ（ｎ－１）とＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇの間に形成されている。ゲー
トドライバ１１’は、ＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇを走査するゲートドライバ１１’
（前段のゲートドライバ）からセット信号（Ｓ）を受け取り、制御信号に応じてＧＬ（ｎ
）のゲート線１３Ｇを駆動し、ＧＬ（ｎ＋１）のゲート線１３Ｇを駆動するゲートドライ
バ１１’（次段のゲートドライバ）にセット信号（Ｓ）を出力する。
【０１６６】
　図２０に示すように、ゲートドライバ１１’は、ＴＦＴで構成されたＴＦＴ－Ａ～ＴＦ
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Ｔ－Ｍのスイッチング素子と、キャパシタＣｂｓｔと、端子１１１～１２４と、ローレベ
ルの電源電圧信号（ＶＳＳ）が入力される端子群とを有する。つまり、ゲートドライバ１
１’は、図９に示す第１実施形態のゲートドライバ１１のスイッチング素子に加え、ＴＦ
Ｔ－Ｋ、ＴＦＴ－Ｌ、ＴＦＴ－Ｍと、端子１２１～１２４を備える。
【０１６７】
　端子１２１は、表示制御回路４から出力される行選択信号（ＥＮ）を受け取る。行選択
信号（ＥＮ）は、ＶＤＤ（Ｈレベル）又はＶＳＳ（Ｌレベル）を示す電源電圧信号である
。端子１２２は、表示制御回路４から出力されるリセット信号（ＣＬＲ）を受け取る。端
子１２３は、次段のゲートドライバ１１’の端子１２４から、ＴＦＴ－Ｍのオンオフを切
り替える信号（Ｒ）を受け取る。
【０１６８】
　図２０において、ＴＦＴ－Ｋは、ゲート端子がｎｅｔＡに接続され、ドレイン端子は、
端子１２１に接続されている。また、ＴＦＴ－Ｋのソース端子は、ＴＦＴ－Ｌ及びＴＨＴ
－Ｍのドレイン端子と、端子１２０とに接続されている。端子１２０は、ＧＬ（ｎ）のゲ
ート線１３Ｇと接続されている。
【０１６９】
　ＴＦＴ－Ｌは、ゲート端子が端子１２２と接続され、ドレイン端子はＴＦＴ－Ｋ、ＴＦ
Ｔ－Ｍのソース端子と、端子１２０と接続され、ソース端子は電源電圧端子ＶＳＳに接続
されている。ＴＦＴ－Ｍは、ゲート端子が端子１２３と接続され、ドレイン端子はＴＦＴ
－Ｋ、ＴＦＴ－Ｌのソース端子と端子１２０と接続され、ソース端子は電源電圧端子ＶＳ
Ｓに接続されている。
【０１７０】
　この例において、キャパシタＣｂｓｔの一方の電極と、ＴＦＴ－Ｅ、ＴＦＴ－Ｄのドレ
イン端子と、ＴＦＴ－Ｆのソース端子とが接続されている配線をｎｅｔＣと称する。
【０１７１】
　行選択信号（ＥＮ）は、ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇの駆動のオン／オフを制御する信
号である。例えば、ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇの走査時に、ＶＤＤ（Ｈレベル）を示す
行選択信号（ＥＮ）がゲートドライバ１１’に入力されると、ＧＬ（ｎ）のゲート線１３
Ｇは、クロック信号（ＣＫＡ、ＣＫＢ）に応じて、ＬレベルからＨレベルに遷移し駆動す
る。ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇの走査時に、ＶＳＳ（Ｌレベル）を示す行選択信号（Ｅ
Ｎ）がゲートドライバ１１’に入力されると、ＧＬ（ｎ）のゲート線１３ＧはＬレベルを
維持する。以下、ゲートドライバ１１’の具体的な動作について説明する。
【０１７２】
　図２１Ａは、ＶＤＤ（Ｈレベル）を示す行選択信号（ＥＮ）がゲートドライバ１１’に
入力された場合のゲート線１３Ｇの走査を示すタイミングチャートである。図２１Ａにお
いて、ｔ３からｔ４の期間がＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇが選択されている期間である。
表示制御回路４から供給される、一水平走査期間毎に位相が反転するクロック信号（ＣＫ
Ａ）とクロック信号（ＣＫＢ）とが端子１１６～１１９を介してゲートドライバ１１’に
入力される。また、図２１Ａでは図示を省略しているが、一垂直走査期間毎に一定期間Ｈ
レベルとなるリセット信号（ＣＬＲ）が表示制御回路４から端子１１３～１１５、１２２
を介してゲートドライバ１１’に入力される。リセット信号（ＣＬＲ）が入力されると、
ｎｅｔＡ、ｎｅｔＢ、ｎｅｔＣ及びゲート線１３ＧはＬレベルに遷移する。
【０１７３】
　図２１Ａの時刻ｔ０からｔ１において、Ｌレベルのクロック信号（ＣＫＡ）が端子１１
６、１１７に入力され、Ｈレベルのクロック信号（ＣＫＢ）が端子１１８、１１９に入力
される。これにより、ＴＦＴ－Ｇがオン状態となり、ＴＦＴ－Ｈがオフ状態となるため、
ｎｅｔＢはＨレベルに充電される。また、ＴＦＴ－ＣとＴＦＴ－Ｄがオン状態となり、Ｔ
ＦＴ－Ｆがオフ状態となるためｎｅｔＡはＬレベルの電源電圧（ＶＳＳ）に充電され、端
子１２０からＬレベルの電位が出力される。
【０１７４】
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　次に、時刻ｔ１において、クロック信号（ＣＫＡ）がＨレベルとなり、クロック信号（
ＣＫＢ）がＬレベルになると、ＴＦＴ－Ｇがオフ状態となり、ＴＦＴ－Ｈがオン状態とな
るため、ｎｅｔＢはＬレベルに充電される。そして、ＴＦＴ－ＣとＴＦＴ－Ｄがオフ状態
となるためｎｅｔＡ、ｎｅｔＣの電位はＬレベルに維持される。ＴＦＴ－ＬとＴＦＴ－Ｍ
がオフ状態であるため、端子１２０はＬレベルの電位を維持する。
【０１７５】
　時刻ｔ２において、クロック信号（ＣＫＡ）がＬレベル、クロック信号（ＣＫＢ）がＨ
レベルとなり、ｎｅｔＣ（ｎ－１）を介してセット信号（Ｓ）が端子１１１、１１２に入
力される。これにより、ＴＦＴ－Ｂがオン状態となり、ｎｅｔＡがＨレベルに充電される
。また、ＴＦＴ－Ｊがオン状態となり、ＴＦＴ－Ｇがオン状態、ＴＦＴ－Ｈがオフ状態と
なるため、ｎｅｔＢはＬレベルに維持される。また、ＴＦＴ－ＣとＴＦＴ－Ｆはオフ状態
となるため、ｎｅｔＡの電位は下がらずに維持される。そして、ＴＦＴ－ＬとＴＦＴ－Ｍ
がオフ状態であるため、端子１２０からＧＬ（ｎ）のゲート線１３ＧにｎｅｔＡのＨレベ
ルの電位が出力される。この間、ＴＦＴ－Ｄはオン状態となっているため、ｎｅｔＣのＬ
レベルの電位が、次段のゲートドライバ１１’の端子１１１、１１２と前段のゲートドラ
イバ１１’の端子１２３に端子１２４から出力される。
【０１７６】
　時刻ｔ３において、クロック信号（ＣＫＡ）がＨレベルとなり、クロック信号（ＣＫＢ
）がＬレベルとなると、ＴＦＴ－Ｆがオン状態となり、ＴＦＴ－Ｄがオフ状態となる。ｎ
ｅｔＡと端子１２４の間にはキャパシタＣｂｓｔが設けられているため、ＴＦＴ－Ｆの端
子１１６の電位の上昇に伴って、ｎｅｔＡはクロック信号（ＣＫＡ）のＨレベルより高い
電位まで充電され、ｎｅｔＣもＨレベルに充電される。この間、ＴＦＴ－ＧとＴＦＴ－Ｊ
がオフ状態、ＴＦＴ－Ｈがオン状態となるため、ｎｅｔＢの電位はＬレベルで維持される
。ＴＦＴ－Ｃはオフ状態であるため、ｎｅｔＡの電位は下がらない。その結果、ＴＦＴ－
ＬとＴＦＴ－Ｍがオフ状態であるため、クロック信号（ＣＫＡ）のＨレベルの電位がＧＬ
（ｎ）のゲート線１３Ｇに端子１２０から出力される。また、ｎｅｔＣのＨレベルの電位
が、次段のゲートドライバ１１’のセット信号（Ｓ）として、端子１２４から次段のゲー
トドライバ１１’の端子１１１、１１２に入力される。また、ｎｅｔＣのＨレベルの電位
は、前段のゲートドライバ１１’の信号（Ｒ）として、端子１２４から前段のゲートドラ
イバ１１’の端子１２３に出力される。これにより、前段のゲートドライバ１１’のＴＦ
Ｔ－Ｍがオン状態となり、ＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇの電位がＨレベルからＬレベ
ルに遷移する。ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇは、Ｈレベルに充電されて選択された状態と
なる。
【０１７７】
　時刻ｔ４において、クロック信号（ＣＫＡ）がＬレベルとなり、クロック信号（ＣＫＢ
）がＨレベルになると、ＴＦＴ－Ｇがオン状態となり、ＴＦＴ－Ｈがオフ状態となるため
、ｎｅｔＢはＨレベルに充電される。これにより、ＴＦＴ－Ｃはオン状態となり、ｎｅｔ
Ａの電位は、ＨレベルからＬレベルに遷移する。また、ＴＦＴ－Ｄがオン状態、ＴＦＴ－
Ｆがオフ状態となるため、ｎｅｔＣの電位はＨレベルからＬレベルに遷移する。端子１２
３には、ｎｅｔＣ（ｎ＋１）のＨレベルの電位（ＶＤＤ）が与えられ、ＴＦＴ－Ｍがオン
状態となる。これにより、ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇに、端子１２０からＬレベルの電
位が出力され、ＧＬ（ｎ）のゲート線１３ＧはＬレベルに充電される。また、ｎｅｔＣの
Ｌレベルの電位は、次段のゲートドライバ１１’と前段のゲートドライバ１１’に端子１
２４から出力される。
【０１７８】
　図２１Ｂは、ＶＳＳ（Ｌレベル）を示す行選択信号（ＥＮ）がゲートドライバ１１’に
入力された場合のゲート線１３Ｇの走査を示すタイミングチャートである。図２１Ｂにお
いて、時刻ｔ２までは図２１Ａと同様であるため説明を省略する。
【０１７９】
　時刻ｔ２において、クロック信号（ＣＫＡ）がＬレベル、クロック信号（ＣＫＢ）がＨ
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レベルとなり、ｎｅｔＣ（ｎ－１）を介してセット信号（Ｓ）が端子１１１、１１２に入
力される。これにより、ＴＦＴ－Ｂがオン状態となり、ｎｅｔＡがＨレベルに充電される
が、端子１２１にはＬレベルの行選択信号（ＥＮ）が入力されているため、端子１２０か
らは、ｎｅｔＡのＬレベルの電位がＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇに出力される。
【０１８０】
　また、時刻ｔ３において、クロック信号（ＣＫＡ）がＨレベルとなり、クロック信号（
ＣＫＢ）がＬレベルになると、ＴＦＴ－Ｆがオン状態となり、ＴＦＴ－Ｄがオフ状態とな
る。ｎｅｔＡはクロック信号（ＣＫＡ）のＨレベルより高い電位まで充電され、ｎｅｔＣ
もＨレベルに充電されるが、端子１２１にはＬレベルの行選択信号（ＥＮ）が入力されて
いる。そのため、端子１２０からは、Ｌレベルの電位がＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇに出
力される。また、ｎｅｔＣのＨレベルの電位は、次段のゲートドライバ１１’のセット信
号（Ｓ）として端子１２４から出力され、前段のゲートドライバ１１’の信号（Ｒ）とし
て端子１２４から出力される。従って、ＶＳＳ（Ｌレベル）の行選択信号（ＥＮ）を入力
することにより、ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇは、Ｌレベルの電位が維持されるため駆動
されない。
【０１８１】
　このように、本実施形態におけるゲートドライバ１１’のＴＦＴ－Ｋ、ＴＦＴ－Ｌ、Ｔ
ＦＴ－Ｍからなる回路部分は、表示制御回路４から供給される行選択信号（ＥＮ）に応じ
てＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇを選択又は非選択の状態に切り替える信号を出力し、ゲー
トドライバ１１’における他の回路部分は、表示制御回路４からのスタートパルス又は前
段のゲートドライバ１１’からのセット信号（Ｓ）と、表示制御回路４からのクロック信
号とに基づいて次段のゲートドライバ１１’にセット信号を出力する。
【０１８２】
　次に、表示領域２００内におけるゲートドライバ１１’の配置例について説明する。図
２２Ａ、図２２Ｂは、ＧＬ（ｎ－１）～ＧＬ（ｎ＋１）のゲート線１３Ｇの間にゲートド
ライバ１１’を配置する場合の全体レイアウトを示す図である。便宜上、図２２Ａと２２
Ｂとに分けて記載しているが、実際は、図２２Ａの列２００ｘと、図２２Ｂの列２００ｘ
の部分において連続している。
【０１８３】
　図２２Ａ及び図２２Ｂにおいて、ソース線１５Ｓとゲート線１３Ｇとで構成される各画
素領域には、画素電極１７が形成されている。各ゲート線１３Ｇの間には、１つのゲート
ドライバ１１’を構成する素子群が形成されている。なお、図２２Ａ及び図２２Ｂでは、
便宜上、ドライバ１１’におけるスイッチング素子の”ＴＦＴ－”の文字は省略して記載
しているが、図２２Ａ及び図２２Ｂに示すＡ～Ｍは、図２０に示したゲートドライバ１１
’のＴＦＴ－Ａ～ＴＦＴ－Ｍを示している。ＧＬ（ｎ－１）とＧＬ（ｎ）のゲート線１３
Ｇの間に形成されているゲートドライバ１１’は、ＧＬ（ｎ－１）のゲート線１３Ｇを駆
動する前段のゲートドライバ１１’からセット信号（Ｓ）を受け取り、制御信号（ＣＫＡ
、ＣＫＢ、ＥＮ、ＣＬＲ、ＶＳＳ）に応じて、ＧＬ（ｎ）のゲート線を駆動し、ＧＬ（ｎ
＋１）のゲート線１３Ｇを駆動する次段のゲートドライバ１１’にセット信号（Ｓ）を出
力する。
【０１８４】
　図２０に示したゲートドライバ１１’の各素子は、各々異なる画素領域に分散して配置
されている。各行のゲートドライバ１１’は、スイッチング素子（ＴＦＴ－Ｄ、ＴＦＴ－
Ｆ、ＴＦＴ－Ｇ、ＴＦＴ－Ｈ）に入力されるクロック信号（ＣＫＡ、ＣＫＢ）が、前段及
び次段のこれらスイッチング素子に入力されるクロック信号（ＣＫＡ、ＣＫＢ）と逆位相
となるように配置されている。なお、図２２Ａ及び図２２Ｂにおいて、ゲートドライバ１
１’の各素子は、配置される画素領域における画素電極１７と重ならない位置に記載して
いるが、第１実施形態（図７Ａ～７Ｄ参照）で説明したように、画素電極１７と各素子と
の間にはシールド層１６が設けられているため、画素電極１７と重なって各素子を配置し
ても画素電極１７との干渉は防止される。
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【０１８５】
　クロック信号（ＣＫＡ，ＣＫＢ）、リセット信号（ＣＬＲ）、行選択信号（ＥＮ）、電
源電圧信号（ＶＳＳ）のいずれかの信号を受け取る素子が配置される画素領域には、これ
ら信号を供給するための配線１５Ｌ１が形成されている。配線１５Ｌ１は、ソース線１５
Ｓと略平行となるように、ＧＬ（ｎ－１）～ＧＬ（ｎ＋１）においてゲートドライバ１１
’が形成されている画素領域にわたって形成されている。
【０１８６】
　また、図９に示したゲートドライバ１１と同様、ゲートドライバ１１’におけるｎｅｔ
Ａ、ｎｅｔＢ、ｎｅｔＣの配線は、ゲート配線層１３からなる配線１３Ｎによって形成さ
れている。配線１３Ｎは、ゲート線１３Ｇと略平行となるように、ｎｅｔＡ、ｎｅｔＢ、
ｎｅｔＣに接続される素子が配置される画素領域にわたって形成されている。
【０１８７】
　次に、図１９に示す表示領域２００に動画（６０Ｈｚ相当）を表示する場合について説
明する。図２３Ａは、表示領域２００における列Ｓ１～Ｓ４の各領域に書き込むべき各フ
レームのデータを例示した図である。列Ｓ１の領域には、Ｖ１０１、Ｖ１０２・・・Ｖ１
６０のデータがＦ１～Ｆ６０のフレーム毎に書き込まれる。列Ｓ２の領域には、Ｖ２０１
、Ｖ２０２・・・Ｖ２６０のデータがＦ１～Ｆ６０のフレーム毎に書き込まれる。列Ｓ３
の領域には、Ｖ３０１、Ｖ３０２・・・Ｖ３６０のデータがＦ１～Ｆ６０のフレーム毎に
書き込まれる。列Ｓ４の領域には、Ｖ４０１、Ｖ４０２・・・Ｖ４６０のデータがＦ１～
Ｆ６０のフレーム毎に書き込まれる。
【０１８８】
　図２３Ｂは、表示領域２００を６０Ｈｚの駆動周波数で駆動する場合の駆動タイミング
を示す図である。列Ｓ１～Ｓ４の各領域に６０Ｈｚ相当の動画を表示する場合、各列の各
ゲートドライバ１１’の端子１２１には、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇを走
査する間、ＶＤＤ（Ｈレベル）を示す行選択信号（ＥＮ）が表示制御回路４から入力され
る。また、各列のゲート線１３Ｇを６０Ｈｚの駆動周波数で駆動するように、クロック信
号（ＣＫＡ、ＣＫＢ）が各ゲートドライバ１１’に供給される。これにより、列Ｓ１～Ｓ
４における各ゲートドライバ１１’は、クロック信号（ＣＫＡ、ＣＫＢ）に応じて、各列
におけるゲート線１３Ｇを駆動周波数６０Ｈｚで走査し、図２３Ｂに示すように、ＧＬ（
１）～ＧＬ（ｎ）の順にゲート線１３Ｇが駆動される。
【０１８９】
　また、各列の領域に形成されているソース線１５Ｓ（図２２参照）に対し、図２３Ａに
示した各フレームのデータ信号が６０Ｈｚの駆動周波数でソースドライバ３から入力され
る。これにより、図２３Ｂに示すように、１～６０フレームの各フレームにおいて、各列
のＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇが順次駆動されるタイミングで、各列のソー
ス線１５Ｓ（図２２参照）に出力された各フレームのデータ信号のデータが画素領域に書
き込まれる。
【０１９０】
　次に、図１９に示す表示領域２００に静止画を表示する場合のデータの書き込みについ
て説明する。図２４Ａは、表示領域２００における列Ｓ１～Ｓ４の各領域に書き込むべき
フレームのデータを例示した図である。本実施形態では、静止画データを書き込む場合、
１フレーム目だけ各列の領域にデータを書き込み、２～６０フレームはデータの書き込み
を行わないように制御する。そのため、列Ｓ１～Ｓ４の各領域の１フレーム目の走査が終
了するまで、ソースドライバ３は、フレームＦ１のＶ１０１、Ｖ２０１、Ｖ３０１、Ｖ４
０１の各データのデータ信号を出力し、２～６０フレームの間は、例えば、共通電極の電
位に相当するデータ信号を出力する。
【０１９１】
　図２４Ｂは、１フレーム目の駆動タイミングを示す図である。図２４Ｂに示すように、
１フレーム目では、各列におけるゲートドライバ１１’に対し、ＶＤＤ（Ｈレベル）を示
す行選択信号（ＥＮ）が表示制御回路４から入力される。また、各列のゲート線１３Ｇを
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６０Ｈｚの駆動周波数で駆動するように、各ゲートドライバ１１’にクロック信号（ＣＫ
Ａ、ＣＫＢ）が供給される。また、各列の領域に形成されているソース線１５Ｓ（図２２
参照）に対し、図２４Ａに示した１フレーム目のデータ信号が６０Ｈｚの駆動周波数でソ
ースドライバ３から入力される。これにより、図２４Ｂに示すように、ＧＬ（１）～ＧＬ
（ｎ）のゲート線１３Ｇが順次駆動されるタイミングで、各列におけるソース線１５Ｓ（
図２２Ａ、２２Ｂ参照）に出力された１フレーム目のデータ信号のデータが画素領域に書
き込まれる。
【０１９２】
　２フレーム目から６０フレーム目までは、表示制御回路４は、ＶＳＳ（Ｌレベル）を示
す行選択信号（ＥＮ）を各列におけるゲートドライバ１１’に出力し、ソースドライバ３
は、共通電極の電位を示すデータ信号をソース線１５Ｓ（図２２Ａ、２２Ｂ参照）に出力
する。これにより、図２４Ｃに示すように、各列におけるＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）のゲー
ト線１３Ｇは駆動されず、各列におけるソース線１５Ｓ（図２２Ａ、２２Ｂ参照）に出力
されたデータ信号のデータは書き込まれない。このように、静止画を表示する場合には、
１フレーム目だけゲート線１３Ｇを駆動させ、２～６０フレームの間はゲート線１３Ｇの
駆動を停止させることにより、省電力化を図ることができる。なお、２～６０フレーム目
までの間、ゲート線１３Ｇの駆動を停止させるため、表示制御回路４において、２～６０
フレーム目までの間は、クロック信号（ＣＫＡ，ＣＫＢ）の供給を停止させるようにして
もよい。このように構成することにより、より消費電力を低減させることができる。
【０１９３】
　次に、アクティブマトリクス基板５２０ａにおいて、図２５に示す表示領域２００にお
ける領域Ｐに６０Ｈｚ相当の動画を表示し、他の領域には静止画を表示させる場合につい
て説明する。図２５の例において、領域Ｐは、列Ｓ２、Ｓ３の領域におけるＧＬ（ｋ）～
ＧＬ（ｌ）のゲート線１３Ｇ群を含む。
【０１９４】
　図２６は、表示領域２００における列Ｓ１～Ｓ４の各領域に書き込むべき各フレームの
データを例示した図である。列Ｓ１及びＳ４の領域は静止画を表示するため、図２６に示
すように、１フレーム目だけ列Ｓ１、Ｓ４の領域にデータを書き込み、２～６０フレーム
はデータの書き込みを行わないように制御する。
【０１９５】
　ソースドライバ３は、列Ｓ１、Ｓ２の各領域のゲート線１３Ｇの１フレーム目の走査が
終了するまで、列Ｓ１、Ｓ２におけるソース線１５Ｓ（図２２Ａ、２２Ｂ参照）に対し、
フレームＦ１のＶ１０１、Ｖ４０１の各データのデータ信号を出力する。
【０１９６】
　列Ｓ２、Ｓ４において領域Ｐは動画を表示し、領域Ｐ以外の領域には静止画を表示する
ため、ソースドライバ３は、列Ｓ２、Ｓ３のゲート線１３Ｇの１フレーム目の走査が終了
するまで、列Ｓ２、Ｓ３におけるソース線１５Ｓ（図２２Ａ、２２Ｂ参照）に対し、列Ｓ
２、Ｓ３の各領域に表示すべきＶ２０１、Ｖ３０１を示すデータ信号を出力する。
【０１９７】
　表示制御回路４は、１フレーム目は、ＶＤＤ（Ｈレベル）を示す行選択信号（ＥＮ）を
列Ｓ１～Ｓ４におけるゲートドライバ１１’に入力し、６０Ｈｚの駆動周波数でゲート線
１３Ｇを駆動するようにクロック信号（ＣＫＡ、ＣＫＢ）を供給する。これにより、図２
３Ｂで示したように、各列におけるゲート線１３Ｇが順次駆動されるタイミングで、１フ
レーム目の各列に対するデータ（Ｖ１０１～Ｖ４０１）が表示領域２００に書き込まれる
。
【０１９８】
　２フレーム目以降は、列Ｓ１、Ｓ４におけるソース線１５Ｓ（図２２Ａ、２２Ｂ参照）
に対し、ソースドライバ３は、共通電極の電位に相当するデータ信号を出力する。また、
列Ｓ２、Ｓ３におけるソース線１５Ｓ（図２２Ａ、２２Ｂ参照）に対し、ソースドライバ
３は、列Ｓ２、Ｓ３の領域Ｐの部分に表示すべき各フレームのデータＶ２０２～Ｖ２６０
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、Ｖ３０２～Ｖ３６０を示すデータ信号を出力する。
【０１９９】
　表示制御回路４は、２フレーム目以降は、列Ｓ１、Ｓ４におけるゲートドライバ１１’
に対しては、ＶＳＳ（Ｌレベル）を示す行選択信号（ＥＮ）を供給する。また、列Ｓ２、
Ｓ３におけるゲートドライバ１１’に対しては、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｋ－１）のゲート線
１３Ｇの走査期間は、ＶＳＳ（Ｌレベル）を示す行選択信号（ＥＮ）を供給し、ＧＬ（ｋ
）～ＧＬ（ｌ）のゲート線１３Ｇの走査期間は、ＶＤＤ（Ｈレベル）を示す行選択信号（
ＥＮ）を供給する。そして、ＧＬ（ｌ＋１）～ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇの走査期間は
、ＶＳＳ（Ｌレベル）を示す行選択信号（ＥＮ）を供給する。
【０２００】
　これにより、２～６０フレーム目においては、列Ｓ２及び列Ｓ３の領域は、図２７Ａに
示すように、フレーム毎に、ＧＬ（ｋ）～ＧＬ（ｌ）のゲート線１３Ｇの走査期間だけ行
選択信号（ＥＮ）がＨレベルとなり、ＧＬ（ｋ）～ＧＬ（ｌ）のゲート線１３Ｇが順次駆
動されるタイミングで、領域Ｐにデータが書き込まれる。一方、列Ｓ１及び列Ｓ４の領域
は、２～６０フレーム目においては、図２７Ｂに示すように、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）の
ゲート線１３Ｇが走査される間、行選択信号（ＥＮ）がＬレベルとなるため、列Ｓ１及び
列Ｓ４におけるゲート線１３Ｇは駆動されず、データの書き込みがなされない。
【０２０１】
＜第８実施形態＞
　上述した第３実施形態及び第４実施形態では、額縁領域において端子部１２ｇが設けら
れた辺に端子部１２ｓを設け、端子部１２ｓを介してソース線１５Ｓにデータ信号を供給
する例を説明した。本実施形態では、第３実施形態及び第４実施形態と同様、表示領域内
に非表示領域を有する場合において、端子部１２ｓが設けられた辺に対向する辺にもデー
タ信号を供給する端子部を設け、両方の端子部からデータ信号をソース線１５Ｓに供給す
る例を説明する。
【０２０２】
　図２８Ａは、本実施形態におけるアクティブマトリクス基板と、アクティブマトリクス
基板に接続された各部とを模式的に表した概略構成図である。図２８Ａに例示するように
、アクティブマトリクス基板６２０ａは、第３実施形態と同様、複数のゲート線１３Ｇと
複数のソース線１５Ｓとが形成されている。この例では、表示領域２００に、ゲートドラ
イバ群１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃが設けられている。ゲートドライバ群の各々は、ゲート線
１３Ｇごとに設けられたゲートドライバ１１を含む。ゲートドライバ群における各ゲート
ドライバ１１は上述した配線１５Ｌ１を介して接続されている。
【０２０３】
　アクティブマトリクス基板６２０ａは、データ信号を供給する端子部１２ｓａ、１２ｓ
ｂを有する。端子部１２ｓａ、１２ｓｂは、額縁領域において、ゲート線１３Ｇの延伸方
向（ｘ軸方向）に略平行な２つの辺に設けられている。アクティブマトリクス基板６２０
ａの外側において、端子部１２ｓａが設けられた辺にソースドライバ３ａが設けられてい
る。端子部１２ｓａは、ソースドライバ３ａと接続されている。また、アクティブマトリ
クス基板６２０ａの外側において、端子部１２ｓｂが設けられた辺にはソースドライバ３
ｂが設けられている。端子部１２ｓｂは、ソースドライバ３ｂと接続されている。ソース
ドライバ３ａとソースドライバ３ｂは、同じデータ信号を同時に端子部１２ｓａ、１２ｓ
ｂに各々出力する。
【０２０４】
　なお、図２８Ａに示す例では、端子部１２ｇの図示を省略しているが、端子部１２ｇは
、端子部１２ｓａが設けられている額縁領域に設けられている。また、この例において、
電源５（図１４等参照）の図示を省略しているが、第３実施形態と同様、端子部１２ｇが
設けられた辺に電源５が設けられている。アクティブマトリクス基板６２０ａ、表示制御
回路４、及びソースドライバ３ａ，３ｂは、電源５から電源電圧信号が供給される。
【０２０５】
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　アクティブマトリクス基板６２０ａは、ゲートドライバ群１１Ａと１１Ｂの間に非表示
領域３００ａ、３００ｂと、ゲートドライバ群１１Ｂと１１Ｃの間に非表示領域３００ｃ
とを有する。非表示領域３００ａ、３００ｂ、３００ｃで交差するゲート線１３Ｇ及びソ
ース線１５Ｓは、非表示領域３００ａ、３００ｂ、３００ｃにおいて分断されている。
【０２０６】
　非表示領域３００ａ，３００ｂ，３００ｃが配置されていない部分のソース線１５Ｓは
、端子部１２ｓａから端子部１２ｓｂまで延伸され、端子部１２ｓａと端子部１２ｓｂに
接続される。従って、非表示領域３００ａ，３００ｂ，３００ｃが配置されていない部分
のソース線１５Ｓは、ソースドライバ３ａから出力されるデータ信号が端子部１２ｓａを
介して供給されるとともに、ソースドライバ３ｂから出力されるデータ信号が端子部１２
ｓｂを介して供給される。
【０２０７】
　非表示領域３００ａ，３００ｂ，３００ｃにおいて分断されたソース線１５Ｓのうち、
端子部１２ｓａ側のソース線１５Ｓは端子部１２ｓａと接続され、ソースドライバ３ａか
らデータ信号が供給される。また、端子部１２ｓｂ側のソース線１５Ｓは、端子部１２ｓ
ｂと接続され、ソースドライバ３ｂからデータ信号が供給される。
【０２０８】
　ここで、図２８Ａにおける非表示領域３００ａ、３００ｂが配置されている部分を拡大
した模式図を図２８Ｂに示す。図２８Ｂに例示するように、アクティブマトリクス基板６
２０ａにおいて、非表示領域３００ａのｘ軸方向の幅Ｒ１、非表示領域３００ｂのｘ軸方
向の幅Ｒ２に配置されているソース線１５Ｓは、非表示領域３００ａ，３００ｂの境界近
傍で途切れている。非表示領域３００ａにおいて分断されたソース線１５Ｓのうち、端子
部１２ｓａ側に配置されているソース線１５Ｓは、端子部１２ｓａを介してデータ信号が
供給され、端子部１２ｓｂ側に配置されているソース線１５Ｓは、端子部１２ｓｂを介し
てデータ信号が供給される。
【０２０９】
　また、非表示領域３００ａ、３００ｂが配置されている行のゲート線１３Ｇ（ＧＬ（ｋ
－３）～ＧＬ（ｋ－１）、ＧＬ（ｋ－１０）～ＧＬ（ｋ－５））は、非表示領域３００ａ
、３００ｂの境界近傍で分断されている。この例では、非表示領域３００ａにおいて分断
された左側（ｘ軸負方向側）のＧＬ（ｋ－３）～ＧＬ（ｋ－１）のゲート線１３Ｇは、ゲ
ートドライバ群１１ＡにおけるＧＬ（ｋ－３）～ＧＬ（ｋ－１）を駆動するゲートドライ
バ１１によって駆動される。一方、非表示領域３００ａにおいて分断された右側（ｘ軸正
方向側）のＧＬ（ｋ－３）～ＧＬ（ｋ－１）のゲート線１３Ｇは、ゲートドライバ群１１
ＢにおけるＧＬ（ｋ－３）～ＧＬ（ｋ－１）を駆動するゲートドライバ１１によって駆動
される。
【０２１０】
　また、非表示領域３００ｂにおいて分断された左側（ｘ軸負方向側）のＧＬ（ｋ－１０
）～ＧＬ（ｋ－５）のゲート線１３Ｇは、ゲートドライバ群１１ＡにおけるＧＬ（ｋ－１
０）～ＧＬ（ｋ－５）を駆動するゲートドライバ１１によって駆動される。一方、非表示
領域３００ｂにおいて分断された右側（ｘ軸正方向側）のＧＬ（ｋ－１０）～ＧＬ（ｋ－
５）のゲート線１３Ｇは、ゲートドライバ群１１ＢにおけるＧＬ（ｋ－１０）～ＧＬ（ｋ
－５）を駆動するゲートドライバ１１によって駆動される。
【０２１１】
　図２８Ａ、Ｂに例示したように、一のゲート線１３Ｇに複数のゲートドライバ１１を設
け、複数のゲートドライバの間に複数の非表示領域を設ける場合には、各々の非表示領域
において交差するゲート線１３Ｇ及びソース線１５Ｓが互いに異なるように非表示領域を
配置すればよい。このように配置することにより、非表示領域において分断された左側の
ゲート線１３Ｇを、非表示領域の左側に配置されているゲートドライバ１１によって駆動
し、非表示領域において分断された右側のゲート線１３Ｇを、非表示領域の右側に配置さ
れているゲートドライバ１１によって駆動することができる。また、非表示領域において
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分断されたソース線１５Ｓのうち端子部１２ｓａ側のソース線１５Ｓには、ソースドライ
バ３ａからデータ信号を供給し、端子部１２ｓｂ側のソース線１５Ｓには、ソースドライ
バ３ｂからデータ信号を供給することができる。そのため、非表示領域が配置されている
部分に他の列のソース線１５Ｓを引き回したり、非表示領域において分断されたソース線
１５Ｓに迂回配線を設ける必要がなく、ソース線１５Ｓの寄生容量を低減することができ
る。
【０２１２】
　＜第８実施形態の応用例１＞
　上述した第８実施形態では、非表示領域が配置されていない部分のソース線１５Ｓは、
端子部１２ｓａ及び端子部１２ｓｂを介してソースドライバ３ａ，３ｂからのデータ信号
が供給される例を説明したが、非表示領域が配置されていない部分のソース線１５Ｓは、
ソースドライバ３ａ，３ｂのいずれか一方からデータ信号が供給されるように構成しても
よい。この場合、他方のソースドライバは、非表示領域が配置されていない部分のソース
線１５Ｓに対するデータ信号の出力を停止する。また、非表示領域が配置されていない部
分のソース線１５Ｓは、端子部１２ｓａ又は端子部１２ｓｂのいずれか一方に接続し、他
方と接続しないように構成してもよい。
【０２１３】
　＜第８実施形態の応用例２＞
　上述した第８実施形態の例では、アクティブマトリクス基板６２０ａは、略長方形の形
状を有し、表示領域内に非表示領域を有する例を説明したが、例えば、図２９に例示する
ように、台形状を有し、表示領域２００内に非表示領域を有するアクティブマトリクス基
板６２１ａであってもよい。
【０２１４】
　図２９の例では、端子部１２ｓｂは、アクティブマトリクス基板６２１ａの略平行な２
つの辺のうち、短辺側の額縁領域に配置され、端子部１２ｓａは、長辺側の額縁領域に配
置されている。端子部１２ｓｂは、アクティブマトリクス基板６２１ａにおいて、短辺の
長さと略同じ幅を有する領域Ｒ３０に形成されているソース線１５Ｓと接続されている。
端子部１２ｓａは、アクティブマトリクス基板６２１ａにおいて、領域Ｒ３０を除く領域
Ｒ３１及びＲ３２に形成されているソース線１５Ｓと接続されている。なお、図２９にお
いて図示を省略しているが、端子部１２ｓａが配置される額縁領域には端子部１２ｇが設
けられている。
【０２１５】
　また、図２９の例において図示を省略しているが、上述した図２８Ａと同様、端子部１
２ｓａは、アクティブマトリクス基板６２１ａの外側であって、端子部１２ｓａが配置さ
れた辺に設けられたソースドライバ３ａと接続されている。また、端子部１２ｓｂは、ア
クティブマトリクス基板６２１ａの外側であって、端子部１２ｓｂが配置された辺に設け
られたソースドライバ３ｂと接続されている。端子部１２ｓａは、ソースドライバ３ａか
ら出力されるデータ信号を、領域Ｒ３１及びＲ３２に形成されているソース線１５Ｓに供
給し、端子部１２ｓｂは、ソースドライバ３ｂから出力されるデータ信号を領域Ｒ３０に
形成されているソース線１５Ｓに供給する。
【０２１６】
　図２９に例示するように、アクティブマトリクス基板６２１ａが略長方形の形状ではな
いため、領域Ｒ３１及びＲ３２におけるソース線１５Ｓは、領域Ｒ３０における非表示領
域が配置されていない部分のソース線１５Ｓよりも短くなっているが、一方の端子部１２
ｓａに接続されることにより、これらソース線１５Ｓに対してもデータ信号を供給するこ
とができる。
【０２１７】
　＜第９実施形態＞
　上述した第１実施形態のアクティブマトリクス基板２０ａの外形は、図２に示すように
、左右の上端部分が円弧状を有し、円弧状の部分を除く他の部分の幅が略同等となってい



(40) JP 6230074 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

る。このアクティブマトリクス基板２０ａに形成されている表示領域も外形と同様の形状
を有する。以下、このようなアクティブマトリクス基板２０ａの製造方法の一例について
説明する。
【０２１８】
　（第１の製造方法）
　まず、略長方形状の基板２０上に、図７Ａ～７Ｄに示すように、ゲート配線層１３、ゲ
ート絶縁膜２１、半導体層１４、ソース配線層１５、保護層２２、保護層２３、シールド
層１６、層間絶縁層２４、画素電極１７の各層を順次形成して、略長方形の表示領域を有
するアクティブマトリクス基板（第１のアクティブマトリクス基板）を形成する。つまり
。第１のアクティブマトリクス基板には、略同じ長さを有し、一定間隔に配列された複数
のゲート線１３Ｇと、略同じ長さを有し、ゲート線１３Ｇと交差するように一定間隔に配
列された複数のソース線１５Ｓが形成されるとともに、表示に必要な各層が形成されてい
る。
【０２１９】
　次に、第１のアクティブマトリクス基板にレジストを塗布し、上記形状に対応する所定
のマスクパターンを用いてドライエッチングする。ドライエッチングした際、除去されな
かった層に対してはウェットエッチングを用いて不要部分を除去してもよい。これにより
、基板２０に形成された各層は、図２に示すアクティブマトリクス基板２０ａの外形と同
様の形状にエッチングされる。つまり、一部のゲート線１３Ｇがゲート線１３Ｇの延伸方
向における表示領域の最大長より短くなるように、第１のアクティブマトリクス基板に形
成された各層の一部が除去される。そして、第１のアクティブマトリクス基板上の全ての
層がエッチングされた後、基板２０を所定形状に加工する。基板２０にレジストを塗布し
、上記所定のマスクパターンを用いて基板２０をフッ酸、あるいはフッ化水素アンモニウ
ム及び／又はリン酸アンモニウム塩を含有するエッチング液によりエッチングする。これ
により、基板２０が所定形状にエッチングされ、図２に例示するアクティブマトリクス基
板２０ａ（第２のアクティブマトリクス基板）が形成される。なお、基板２０の切断は、
フッ酸等によるエッチングの方法に限らず、ダイヤモンドカッターを用いて切断してもよ
いし、グラインダーを用いて切断をしてもよい。
【０２２０】
　また、第１のアクティブマトリクス基板の生成後、第１のアクティブマトリクス基板、
第１のアクティブマトリクス基板に対向基板を貼り合わせたもの、又は第１のアクティブ
マトリクス基板と対向基板との間に液晶層が封入された表示パネルに対し、所定形状とな
るようにダイヤモンドカッター又はグラインダー等を用いた切断を行うようにしてもよい
。あるいは、レジストを塗布し、上記所定のマスクパターンを用いてフッ酸、又はフッ化
水素アンモニウム及び／又はリン酸アンモニウム塩を含有するエッチング液によりエッチ
ングしてもよい。
【０２２１】
　上記第１の製造方法は、略長方形の基板２０上に全ての層を形成して略長方形の表示領
域を有する第１のアクティブマトリクス基板を生成した後、少なくとも一部のゲート線１
３Ｇが、ゲート線１３Ｇの延伸方向における表示領域の幅の最大長よりも短くなるように
、第１のアクティブマトリクス基板の一部を除去し、第２のアクティブマトリクス基板を
生成する。以下に説明する第２の製造方法では、基板２０上に各層を形成するごとに、当
該層の一部を除去することにより、第２のアクティブマトリクス基板を生成する。以下、
第２の製造方法について説明する。
【０２２２】
　（第２の製造方法）
　まず、略長方形の基板２０にゲート配線層１３を形成する。図３０Ａは、基板２０上に
ゲート配線層１３が形成された状態を模式的に表した上面図である。ゲート配線層１３の
形成により、図３０Ａに示すように、略平行に一定の間隔で、略同じ長さの複数のゲート
線１３Ｇが形成される。ゲート配線層１３の形成後、ゲート配線層１３の上にレジストを
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塗布し、所定のマスクパターンを用いてゲート配線層１３をエッチングする。これにより
、図３０Ｂに示すように、図３０Ａにおいて、所定のマスクパターンに対応する形状Ｐよ
り外側に形成されているゲート線１３Ｇの部分が除去される。その結果、円弧状の部分の
ゲート線１３Ｇは、他のゲート線１３Ｇより短くなる。
【０２２３】
　続いて、図７Ａ～７Ｄに示すように、ゲート配線層１３の上層に、ゲート絶縁膜２１を
形成した後、ゲート絶縁膜２１の上にレジストを塗布し、所定のマスクパターンを用いて
ゲート絶縁膜２１をエッチングする。これにより、所定のマスクパターンに対応する形状
Ｐより外側に形成されているゲート絶縁膜２１が除去される（図示略）。
【０２２４】
　続いて、図７Ａ～７Ｄに示すように、ゲート絶縁膜２１の上層に、半導体層１４を形成
した後、半導体層１４上にレジストを塗布し、所定のマスクパターンを用いて半導体層１
４をエッチングする。これにより、所定のマスクパターンに対応する形状Ｐより外側に形
成されている半導体層１４が除去される（図示略）。
【０２２５】
　次に、半導体層１４の上層に、ソース配線層１５を形成する。これにより、図３０Ｃに
示すように、ゲート線１３Ｇと交差するように一定の間隔で略同じ長さのソース線１５Ｓ
が形成される。ソース配線層１５の形成後、ソース配線層１５の上にレジストを塗布し、
所定のマスクパターンを用いてソース配線層１５をエッチングする。これにより、図３０
Ｄに示すように、図３０Ｃにおいて、所定のマスクパターンに対応する形状Ｐより外側に
形成されているソース配線層１５が除去される。
【０２２６】
　ソース配線層１５をエッチング後、図７Ａ～図７Ｄに示すように、保護層２２、保護層
２３、シールド層１６、層間絶縁層２４、画素電極１７、コンタクトホールＨ１，Ｈ２を
順次形成する（図示略）。各層が形成されるごとにレジストを塗布し、所定のマスクパタ
ーンでエッチングする。これにより、基板２０上の各層は、図２に示すアクティブマトリ
クス基板２０ａの外形と同様の形状にエッチングされる。そして、第１の製造方法と同様
、基板２０にレジストを塗布し、所定のマスクパターンで基板２０をエッチングすること
により、最終的に第２のアクティブマトリクス基板を生成する。
【０２２７】
　＜第９実施形態の応用例＞
　上述した第９実施形態では、ディスプレイのサイズ（画素数）ごとに上述した製造方法
を用いてアクティブマトリクス基板を生成しなければならい。そのため、複数のサイズの
ディスプレイに対応するアクティブマトリクス基板を製造する場合には、ディスプレイの
サイズに応じて複数の製造ラインが必要となる。本応用例では、ある画素数（第１の画素
数）のディスプレイに対応する第１のアクティブマトリクス基板を切断し、第１の画素数
より小さい第２の画素数のディスプレイに対応する複数の第２のアクティブマトリクス基
板を生成する例について説明する。
【０２２８】
　（応用例１）
　図３１Ａは、本応用例における第１のアクティブマトリクス基板の一例を示す模式図で
ある。図３１Ａにおいてソース線１５Ｓの図示は省略しているが、第１のアクティブマト
リクス基板の一例であるアクティブマトリクス基板７２０ａには、ゲート線１３Ｇと交差
するように複数のソース線１５Ｓが形成されている。
【０２２９】
　アクティブマトリクス基板７２０ａは、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇを有
する。また、アクティブマトリクス基板７２０ａは、ゲートドライバ群１１α、１１βを
有する。ゲートドライバ群１１αは、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇごとに設
けられたゲートドライバ１１を含む。また、ゲートドライバ群１１βは、ＧＬ（ｋ＋１）
～ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇごとに設けられたゲートドライバ１１を含む。ゲートドラ
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イバ群１１α及び１１βにおける各ゲートドライバ１１は、上述した第１実施形態と同様
、配線１５Ｌ１によって接続されている。
【０２３０】
　ＧＬ（１）のゲート線１３Ｇを駆動するゲートドライバ群１１αのゲートドライバ１１
に、配線１５Ｌ１を介してスタートパルス信号が入力されると、ゲートドライバ群１１α
の各ゲートドライバ１１によってＧＬ（１）から順にゲート線１３Ｇが駆動される。ＧＬ
（ｎ）のゲート線１３Ｇを駆動するゲートドライバ群１１βのゲートドライバ１１に、配
線１５Ｌ１を介してスタートパルス信号が入力されると、ゲートドライバ群１１βの各ゲ
ートドライバ１１によってＧＬ（ｎ）から順にゲート線１３Ｇが駆動される。
【０２３１】
　アクティブマトリクス基板７２０ａから第２の画素数に対応するアクティブマトリクス
基板を生成する場合、ゲートドライバ群１１βが形成された部分と、ゲートドライバ群１
１βが形成されていない部分との間をゲート線１３Ｇに沿って切断する。この例では、例
えば、アクティブマトリクス基板７２０ａを、ＧＬ（ｋ）とＧＬ（ｋ＋１）のゲート線１
３Ｇの間の切断線Ｈを基準とする位置で切断する。アクティブマトリクス基板７２０ａが
切断されると、図３１Ｂに示すように、２つのアクティブマトリクス基板７２１ａ、７２
２ａが生成される。上述した第９実施形態の第１の製造方法と同様、所定のマスクパター
ンを用いてアクティブマトリクス基板７２１ａ，７２２ａをエッチングすることにより、
図２に例示するアクティブマトリクス基板２０ａの外形と同様の形状を有するアクティブ
マトリクス基板７２１ａ，７２２ａ(図３１Ｃ、３１Ｄ参照)（第２のアクティブマトリク
ス基板）が生成される。
【０２３２】
　アクティブマトリクス基板７２１ａをディスプレイに用いる場合には、図３１Ｃに示す
ように、額縁領域においてＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇが配置されている辺に端子部１２
ｇを設け、ゲートドライバ群１１βと端子部１２ｇとを接続する。表示制御回路４から出
力されるスタートパルス信号は、端子部１２ｇを介して、ゲートドライバ群１１βのＧＬ
（ｎ）のゲート線１３Ｇを駆動するゲートドライバ１１に供給される。また、表示制御回
路４から出力される制御信号（クロック信号等）は、端子部１２ｇを介してゲートドライ
バ群１１βに供給される。これにより、ＧＬ（ｎ）からＧＬ（ｋ＋１）の順にゲート線１
３Ｇが順次駆動される。このとき、アクティブマトリクス基板７２１ａにおけるゲートド
ライバ群１１αに制御信号は供給されず駆動しない。
【０２３３】
　一方、アクティブマトリクス基板７２２ａをディスプレイに用いる場合には、図３１Ｄ
に示すように、アクティブマトリクス基板７２２ａにおいて、額縁領域におけるＧＬ（１
）のゲート線１３Ｇが配置されている辺に端子部１２ｇを設け、ゲートドライバ群１１α
と端子部１２ｇとを接続する。表示制御回路４から出力されるスタートパルス信号は、端
子部１２ｇを介して、ゲートドライバ群１１αのＧＬ（１）のゲート線１３Ｇを駆動する
ゲートドライバ１１に供給される。また、表示制御回路４から出力される制御信号（クロ
ック信号等）は、端子部１２ｇを介してゲートドライバ群１１αに供給される。これによ
り、ＧＬ（１）からＧＬ（ｋ）の順にゲート線１３Ｇが順次駆動される。
【０２３４】
　なお、図３１Ａに示すアクティブマトリクス基板７２０ａをディスプレイに用いる場合
には、図３１Ｅに示すように、額縁領域においてＧＬ（１）のゲート線１３Ｇが配置され
ている辺に端子部１２ｇを設け、ゲートドライバ群１１αと端子部１２ｇとを接続する。
表示制御回路４からのスタートパルス信号は、端子部１２ｇを介してＧＬ（１）のゲート
線１３Ｇを駆動するゲートドライバ１１に供給される。そして、表示制御回路４からの制
御信号（クロック信号等）に応じて、ＧＬ（１）からＧＬ（ｎ）の順にゲート線１３Ｇが
駆動される。この場合、ゲートドライバ群１１βには制御信号が供給されず駆動しない。
【０２３５】
　（応用例２）
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　上述した応用例１では、アクティブマトリクス基板７２０ａを、ゲート線１３Ｇの延伸
方向と略平行に切断する例を説明したが、ゲート線１３Ｇの延伸方向と略直交する方向に
切断して複数の第２のアクティブマトリクス基板を生成してもよい。
【０２３６】
　この場合には、例えば、図３２に例示するように、アクティブマトリクス基板７２０ａ
において、ゲート線１３Ｇの延伸方向と略直交する切断線Ｈで区分けされる左右の各領域
に、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｎ）のゲート線１３Ｇごとに設けられたゲートドライバ１１を含
むゲートドライバ群１１αとゲートドライバ群１１γとを形成してもよい。また、例えば
、アクティブマトリクス基板７２０ａにおいて、切断線Ｈで区分けされる左右の各領域に
、奇数行のゲート線１３Ｇごとに設けられたゲートドライバ１１を含むゲートドライバ群
と、偶数行のゲート線１３Ｇごとに設けられたゲートドライバ１１を含むゲートドライバ
群の組を複数設けてもよい（図示略）。要するに、第１のアクティブマトリクス基板にお
いて、ゲート線ごとに複数のゲートドライバ１１を形成し、当該複数のゲートドライバの
間をソース線１５Ｓに沿って切断することにより複数の第２のアクティブマトリクス基板
を生成すればよい。
【０２３７】
　（応用例３）
　上述した応用例１、２では、アクティブマトリクス基板７２０ａを上下又は左右に切断
して２つのアクティブマトリクス基板を生成する例を説明したが、第１のアクティブマト
リクス基板を上下左右に切断して４つの第２のアクティブマトリクス基板を生成してもよ
い。
【０２３８】
　図３３Ａは、本応用例に係る第１のアクティブマトリクス基板の概略構成を模式的に表
した上面図である。図３３Ａにおいて、ソース線１５Ｓの図示は省略している。図３３Ａ
において、一点鎖線Ｈ１，Ｈ２は切断する基準となる位置を示しており、以下、切断線Ｈ
１、Ｈ２と称する。
【０２３９】
　図３３Ａにおいて、第１のアクティブマトリクス基板の一例であるアクティブマトリク
ス基板８２０ａは、ゲート線１３Ｇの延伸方向と略直交する切断線Ｈ１で区分けされる左
右の各領域に、ゲートドライバ群１１αＬ，１１βＬと、ゲートドライバ群１１αＲ，１
１βＲとが形成されている。ゲートドライバ群１１αＬ，１１αＲは、ＧＬ（１）～ＧＬ
（ｎ）のゲート線１３Ｇごとに設けられたゲートドライバ１１を含む。ゲートドライバ群
１１βＬ，１１βＲは、ＧＬ（ｎ）～ＧＬ（ｋ＋１）のゲート線ごとに設けられたゲート
ドライバ１１を含む。つまり、アクティブマトリクス基板８２０ａには、ゲート線１３Ｇ
ごとに設けられたゲートドライバ（第１のゲート線駆動回路）と、互いに隣接する一部の
ゲート線１３Ｇごとに設けられたゲートドライバ（第２のゲート線駆動回路）の組（１１
αＬと１１βＬ，１１αＲと１１βＲ）が複数形成されている。
【０２４０】
　ＧＬ（１）のゲート線１３Ｇを駆動するゲートドライバ１１に、配線１５Ｌ１を介して
スタートパルス信号が入力されると、ゲートドライバ群１１αＬ，１１αＬの各ゲートド
ライバ１１は、ＧＬ（１）から順にゲート線１３Ｇを駆動する。ＧＬ（ｎ）のゲート線１
３Ｇを駆動するゲートドライバ１１に、配線１５Ｌ１を介してスタートパルス信号が入力
されると、ゲートドライバ群１１βＬ，１１βＲの各ゲートドライバ１１は、ＧＬ（ｎ）
から順にゲート線１３Ｇを駆動する。
【０２４１】
　切断線Ｈ１、Ｈ２の位置を基準として、アクティブマトリクス基板８２０ａを切断する
ことにより、図３３Ｂに示すように、アクティブマトリクス基板８２１ａ、８２２ａ、８
２３ａ、８２４ａが生成される。つまり、アクティブマトリクス基板８２０ａにおいて、
第１のゲート線駆動回路及び第２のゲート線駆動回路の組の間をソース線１５Ｓ（図示略
）に沿って切断することにより、第２のアクティブマトリクス基板の一例である４つのア
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クティブマトリクス基板８２１ａ、８２２ａ、８２３ａ、８２４ａが生成される。アクテ
ィブマトリクス基板８２０ａの切断により、ＧＬ（ｋ）とＧＬ（ｋ＋１）の間の画素領域
が失われ、アクティブマトリクス基板８２１ａ、８２２ａには、ＧＬ（ｋ＋２）～ＧＬ（
ｎ）のゲート線１３Ｇが配置され、アクティブマトリクス基板８２１ａ、８２２ａには、
ＧＬ（１）～ＧＬ（ｋ）のゲート線１３Ｇが配置されている。
【０２４２】
　アクティブマトリクス基板８２１ａには、ゲートドライバ群１１βＬと、ゲートドライ
バ群１１αＬの一部が設けられている。アクティブマトリクス基板８２２ａには、ゲート
ドライバ群１１βＲと、ゲートドライバ群１１αＲの一部が設けられている。アクティブ
マトリクス基板８２１ａ、８２２ａをディスプレイに用いる場合には、上述した図３１Ｃ
に示したアクティブマトリクス基板７２１ａと同様、アクティブマトリクス基板８２１ａ
、８２２ａにおいて、ゲートドライバ群１１βＬ、１１βＲと各々接続する端子部１２ｇ
を設ける。そして、ゲートドライバ群１１βＬ、１１βＲによってＧＬ（ｎ）～ＧＬ（ｋ
＋２）の順にゲート線１３Ｇを順次駆動させるように構成する。
【０２４３】
　一方、アクティブマトリクス基板８２３ａには、ゲートドライバ群１１αＬの一部が設
けられ、アクティブマトリクス基板８２４ａには、ゲートドライバ群１１αＲの一部が設
けられている。アクティブマトリクス基板８２３ａ、８２４ａにおけるゲートドライバ群
１１αＬ、１１αＲの各々は、ＧＬ（１）～ＧＬ（ｋ）のゲート線１３Ｇに対して設けら
れたゲートドライバ１１を含む。アクティブマトリクス基板８２３ａ、８２４ａをディス
プレイに用いる場合には、上述した図３１Ｄに示したアクティブマトリクス基板７２２ａ
と同様、アクティブマトリクス基板８２３ａとアクティブマトリクス基板８２４ａにおい
て、ゲートドライバ群１１αＬ、１１αＲの各々と接続する端子部１２ｇを設ける。そし
て、ゲートドライバ群１１αＬ、１１αＲによってＧＬ（１）～ＧＬ（ｋ）の順にゲート
線１３Ｇを駆動させるように構成する。
【０２４４】
　上述した応用例１～３に示したように、１つのアクティブマトリクス基板（第１のアク
ティブマトリクス基板）を切断することにより、第１のアクティブマトリクス基板よりも
サイズの小さい複数のアクティブマトリクス基板（第２のアクティブマトリクス基板）を
生成することができる。そのため、ディスプレイのサイズ（画素数）ごとにアクティブマ
トリクス基板を製造する場合と比べ、製造ラインが効率化され、製造コストを低減するこ
とができる。
【０２４５】
　なお、第１のアクティブマトリクス基板の切断により、切断部分の画素が失われる。そ
のため、切断部分によって失われる画素数分を考慮して第１のアクティブマトリクス基板
を設計することが好ましい。例えば、図３３Ａに例示したアクティブマトリクス基板８２
０ａが、画素数「８Ｋ４Ｋ」（７６８０×４３２０）のディスプレイに対応する場合、ア
クティブマトリクス基板８２０ａの画素数を、（８Ｋ＋１００画素）×（４Ｋ＋５０画素
）等のように、画素数「８Ｋ４Ｋ」（７６８０×４３２０）よりも増やしておく。このア
クティブマトリクス基板８２０ａを、画素数「８Ｋ４Ｋ」（７６８０×４３２０）のディ
スプレイに利用する場合には、余分な画素（１００×５０）の部分は黒色の画像を表示す
ればよい。また、図３３Ｂに示すように、このアクティブマトリクス基板８２０ａを切断
し、画素数「４Ｋ２Ｋ」（４０９６×２１６０）のディスプレイに対応する４つのアクテ
ィブマトリクス基板８２１ａ～８２４ａを生成する場合には、余分な画素（１００×５０
画素）を利用して切断すればよい。
【０２４６】
　（応用例４）
　第１のアクティブマトリクス基板には、ソースドライバ３からのデータ信号をソース線
１５Ｓに供給する端子部１２ｓの配線パターンが形成される。上述した応用例２のように
第１のアクティブマトリクス基板をソース線１５Ｓに沿って切断すると、端子部１２ｓの
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配線パターンも切断され、切断後のアクティブマトリクス基板においてデータ信号を供給
することができない画素が生じる場合がある。本応用例では、切断後のアクティブマトリ
クス基板において、データ信号が供給されない画素が生じないように第１のアクティブマ
トリクス基板を生成する例について説明する。
【０２４７】
　図３４Ａは、本応用例に係る第１のアクティブマトリクス基板の一部を例示した模式図
である。第１のアクティブマトリクス基板の一例であるアクティブマトリクス基板９２０
ａの額縁領域には、ソースドライバ（図示略）からデータ信号が供給される端子部１２ｓ
＿１、１２ｓ＿３，１２ｓ＿４，１２ｓ＿６～１２ｓ＿８と、複数の端子部を含む端子群
１２ｓ＿２，１２ｓ＿５が形成されている。以下、端子部を区別しないときは端子部１２
ｓと称する。この例において、１つの端子部１２ｓは、例えば、３６０本のソース線１５
Ｓと接続される。端子群１２ｓ＿２，１２ｓ＿５は、１４個の端子部１２ｓを含む。
【０２４８】
　アクティブマトリクス基板９２０ａには、端子部１２ｓに接続されたソース線１５Ｓが
形成され、ソース線１５Ｓと交差するように複数のゲート線１３Ｇが形成されている。ゲ
ート線１３Ｇは、一点鎖線Ｈ１０、Ｈ１１、Ｈ１２、Ｈ１３で示す各位置で分断されてい
る。この例では、例えば、分断された各列には１０８０本のゲート線１３Ｇが各々配置さ
れている。
【０２４９】
　アクティブマトリクス基板９２０ａは、分断されたゲート線１３Ｇごとに、１又は複数
のゲートドライバ１１が設けられている。端子部１２ｓ＿１，端子群１２ｓ＿２，端子部
１２ｓ＿３に接続されたソース線１５Ｓと交差するゲート線１３Ｇには、ゲートドライバ
群１１ａ、１１ｂが接続されている。また、端子部１２ｓ＿４に接続されたソース線１５
Ｓと交差するゲート線１３Ｇには、ゲートドライバ群１１ｃが接続されている。端子群１
２ｓ＿５，端子部１２ｓ＿６に接続されたソース線１５Ｓと交差するゲート線１３Ｇには
、ゲートドライバ群１１ｄ、１１ｅが接続されている。端子部１２ｓ＿７に接続されたソ
ース線１５Ｓと交差するゲート線１３Ｇには、ゲートドライバ群１１ｆが接続されている
。端子部１２ｓ＿８に接続されたソース線１５Ｓと交差するゲート線１３Ｇには、ゲート
ドライバ群１１ｇが接続されている。ゲートドライバ群における各ゲートドライバ１１は
配線１５Ｌ１を介して接続されている。なお、図３４Ａにおいて図示を省略しているが、
端子部１２ｓが設けられている額縁領域には、ゲートドライバ群にクロック信号を含む制
御信号を供給する端子部１２ｇ（図２等参照）が設けられる。
【０２５０】
　アクティブマトリクス基板９２０ａから第１の画素数（例えば３８４０×１０８０）の
ディスプレイ用のアクティブマトリクス基板を生成する場合には、図３４ＡにおけるＨ１
３とＨ１０の間の画素領域の位置でアクティブマトリクス基板９２０ａを切断する。これ
により、Ｈ１３とＨ１０の間の画素領域、つまり、ゲートドライバ群１１ｆによって駆動
される画素領域が切断され、３２個の端子部１２ｓ（１２ｓ＿１～１２ｓ＿６）とゲート
ドライバ群１１ａ～１１ｅによって駆動されるアクティブマトリクス基板が生成される。
【０２５１】
　また、アクティブマトリクス基板９２０ａから、第１の画素数より小さい第２の画素数
（例えば１９２０×１０８０）のディスプレイ用のアクティブマトリクス基板を二つ生成
する場合には、図３４ＡにおけるＨ１１とＨ１２の間の画素領域の位置でアクティブマト
リクス基板９２０ａを切断するとともに、Ｈ１０の右側の画素領域の位置でアクティブマ
トリクス基板９２０ａを切断する。これにより、ゲートドライバ群１１ｃによって駆動さ
れる画素領域と、ゲートドライバ群１１ｇによって駆動される画素領域が切断され、図３
４Ｂに示すように、１６個の端子部１２ｓ（１２ｓ＿１～１２ｓ＿３）とゲートドライバ
群１１ａ，１１ｂによって駆動される第２の画素数のアクティブマトリクス基板９２１ａ
と、１６個の端子部１２ｓ（１２ｓ＿５～１２ｓ＿７）とゲートドライバ群１１ｄ～１１
ｆによって駆動される第２の画素数のアクティブマトリクス基板９２２ａとが生成される
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。
【０２５２】
　そして、上述した第１の製造方法と同様、所定のマスクパターンを用い、切断後のアク
ティブマトリクス基板の一部を、ドライエッチング等を用いて除去することにより、少な
くとも一部のゲート線１３Ｇが、ゲート線１３Ｇの延伸方向における表示領域の幅の最大
長より短い第２のアクティブマトリクス基板が生成される。なお、切断後のアクティブマ
トリクス基板に対向基板を貼り合せた後、又は、切断後のアクティブマトリクス基板と対
向基板との間に液晶を注入した後に、上述した第１の製造方法と同様、所定形状となるよ
うに切断して第２のアクティブマトリクス基板を生成してもよい。
【０２５３】
　このように、アクティブマトリクス基板９２０ａにおいて、第１の画素数及び第２の画
素数に各々対応する位置でゲート線１３Ｇが分断されるように、領域ごとにゲート線１３
Ｇを形成し、各領域のゲート線１３Ｇごとにゲートドライバ１１を設けることにより、切
断後のアクティブマトリクス基板における各ゲート線１３Ｇを駆動することができる。ま
た、領域ごとに、ゲート線１３Ｇと交差するソース線１５Ｓに対してデータ信号を供給す
る端子部１２ｓを設けることにより、切断後のアクティブマトリクス基板における全ての
ソース線１５Ｓにデータ信号を供給することができ、画像を表示できない画素をなくすこ
とができる。また、切断後における画素の数、位置をＨ１１～Ｈ１３で示されるようなゲ
ート線の分断位置により確定することができる。
【０２５４】
　上記の例では、１つの端子部１２ｓと接続されるソース線１５Ｓの数が同じである場合
について説明した。１つの端子部１２ｓの出力数が同じであることにより、各端子部１２
ｓに対して同一のソースドライバを使うことができるので、製造コストの低減、設計の効
率化、表示の均一化を図ることができる。しかしながら、切断により不要となる画素領域
を最小限に抑えるため、端子部１２ｓ＿４、及び端子部１２ｓ＿７の端子数を少なくする
ことも可能である。この場合、端子部１２ｓ＿４及び端子部１２ｓ＿７と、他の端子部と
で出力数が異なるソースドライバを用意すればよい。
【０２５５】
＜変形例＞
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、上述した実施の形態は本発明を実施するため
の例示に過ぎない。よって、本発明は上述した実施の形態に限定されることなく、その趣
旨を逸脱しない範囲内で上述した実施の形態を適宜変形して実施することが可能である。
以下、本発明の変形例について説明する。
【０２５６】
（１）上述した第２実施形態では、アクティブマトリクス基板２０ａにおいて、ゲート線
１３Ｇの延伸方向（Ｘ軸方向）に平行な１辺が凹凸形状に形成されている例であったが、
例えば、図３５Ａに示すように、アクティブマトリクス基板１２１ａにおいて、ソース線
１５Ｓの延伸方向（Ｙ軸方向）に平行な２辺が凹凸形状に形成されていてもよい。図３５
Ａに示すように、アクティブマトリクス基板１２１ａのＹ軸に平行な２辺の一部が内側に
窪んで形成された部分を、以下、非表示領域３１０Ａ、３１０Ｂと称する。
【０２５７】
　アクティブマトリクス基板１２１ａの表示領域２００において、非表示領域３１０Ａ、
３１０ＢのＸ軸方向の幅と略同じ長さのゲート線１３Ｇが、非表示領域３１０Ａ、３１０
Ｂが位置する列Ｓ１、Ｓ４に形成されている。また、表示領域２００において、列Ｓ１と
列Ｓ４の間の領域を分割した列Ｓ２、Ｓ３には、各列の幅と略同じ長さのゲート線１３Ｇ
が形成されている。つまり、各ゲート線１３の長さは、アクティブマトリクス基板１２１
ａにおけるＸ軸方向の幅の最大長ｌｍａｘより短い。
【０２５８】
　各列におけるゲート線１３Ｇとゲート線１３Ｇの間には、第１実施形態と同様、少なく
とも１つのゲートドライバ１１が形成されている。各列におけるゲートドライバ１１は、
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配線１５Ｌ１（図３、５Ａ～５Ｃ等参照）を介して接続されている。列Ｓ１、Ｓ４の額縁
領域３０１側の領域Ｓ３１ａ、３１ｂにおけるゲートドライバ１１は、第３実施形態と同
様、列Ｓ２、Ｓ３におけるゲートドライバ１１を接続する配線１５Ｌ１が額縁領域３０１
まで引き回され、領域Ｓ３１ａ、３１ｂに折り返されることにより列Ｓ２、Ｓ３における
ゲートドライバ１１と接続されている。また、非表示領域３１０Ａ、３１０Ｂが形成され
た列Ｓ１、Ｓ４における領域Ｓ３１ａ、Ｓ３１ｂのソース線１５Ｓは、第３実施形態と同
様、列Ｓ２、Ｓ３におけるソース線１５Ｓが額縁領域３０１まで引き回され、領域Ｓ３１
ａ、Ｓ３１ｂに折り返されることにより形成されている。
【０２５９】
　領域Ｓ３１ａ、Ｓ３１ｂに配列されたゲートドライバ１１は、列Ｓ３、Ｓ２から額縁領
域３０１に引き回された配線１５Ｌ１を介してクロック信号や電源電圧信号等の制御信号
が端子部１２ｇから供給される。そして、領域Ｓ３１ａ、Ｓ３１ｂのＧ（ｎ＋ａ）のゲー
ト線１３Ｇに接続されたゲートドライバ１１は、列Ｓ３、Ｓ２におけるＧ（ｎ＋ａ）のゲ
ート線１３Ｇに接続されたゲートドライバ１１からセット信号（Ｓ）を受ける。また、領
域Ｓ３１ａ、Ｓ３１ｂのソース線１５Ｓは、額縁領域３０１まで引き回された列Ｓ３、Ｓ
２のソース線１５Ｓからデータ信号を受ける。
【０２６０】
　なお、図３５Ａに示した構成に替えて、図３５Ｂに示すように構成してもよい。図３５
Ｂの例では、列Ｓ２及び列Ｓ３において、非表示領域Ｓ３１０Ａ、３１０Ｂが形成されて
いる行（ＧＬ（ｋ）～ＧＬ（ｎ））のゲート線１３Ｇは、列Ｓ２及び列Ｓ３の幅と略同じ
長さに形成されている。そして、非表示領域３００が形成されている行以外の部分は、列
Ｓ１及び列Ｓ２、列Ｓ３及び列Ｓ４のそれぞれにわたってゲート線１３Ｇが形成されてい
る。列Ｓ１及び列Ｓ２における各ゲート線１３Ｇの間には、列Ｓ２においてゲートドライ
バ１１が形成されている。列Ｓ３及び列Ｓ４における各ゲート線１３Ｇの間には、列Ｓ３
においてゲートドライバ１１が形成されている。従って、この例では、非表示領域３１０
Ａ、３１０Ｂが形成されている列Ｓ１の領域Ｓ３１ｂ，Ｓ３２ｂと、列Ｓ４の領域Ｓ３１
ａ，Ｓ３２ａには、ゲートドライバ１１は形成されない。
【０２６１】
　この場合には、図３５Ｂに示すように、列Ｓ１における領域Ｓ３２ｂ、Ｓ３１ｂのソー
ス線１５Ｓを、第４実施形態と同様、列Ｓ２の画素領域に形成された迂回配線１５ＳＬ、
１３ｎ（図１５、１６参照）を介して接続するようにしてもよい。また、列Ｓ４における
領域Ｓ３２ａ、Ｓ３１ａのソース線１５Ｓを、列Ｓ３の画素領域に形成された迂回配線１
５ＳＬ、１３ｎ（図１５、１６参照）を介して接続するようにしてもよい。迂回配線１５
ＳＬ、１３ｎ（図１５、１６参照）は、列Ｓ２、Ｓ３の画素領域のうち、ゲートドライバ
１１のスイッチング素子が形成されていない画素領域に形成されている。また、迂回配線
１５ＳＬ、１３ｎ（図１５、１６参照）は、スイッチング素子が形成されている画素領域
の開口率と略同じとなるように形成されている。
【０２６２】
　（２）上述した第３実施形態では、表示領域２００内に１つの非表示領域３００が形成
されている例であったが、図３６Ａに示すように、アクティブマトリクス基板２２１ａの
表示領域２００内に、複数の非表示領域３００ａ、３００ｂが形成されていてもよい。図
３６Ａの例では、アクティブマトリクス基板２２１ａにおいて、非表示領域３００ａ、３
００ｂが形成されている列Ｓ２、Ｓ４には、非表示領域３００ａ、３００ｂのＸ軸方向の
幅と略同じ長さのゲート線１３Ｇが形成されている。非表示領域３００ａ、３００ｂが形
成されていない列Ｓ１、Ｓ３、Ｓ５には、略同じ長さのゲート線１３Ｇが形成されている
。各ゲート線１３Ｇの長さは、少なくとも１つのゲートドライバ１１を形成可能な長さで
ある。
【０２６３】
　図３６Ａでは、一部のソース線１５Ｓしか記載されていないが、各列のゲート線１３Ｇ
と交差するようにソース線１５Ｓが形成されている。また、図３６Ａでは図示を省略して
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いるが、ソースドライバ３からのデータ信号を各ソース線１５Ｓに供給する端子部１２ｓ
は、端子部１２ｇが形成されている額縁領域に配置されている。列Ｓ２、Ｓ４における額
縁領域３０１側の領域Ｓ３１ａ、Ｓ３１ｂのソース線１５Ｓは、第３実施形態と同様、列
Ｓ１、Ｓ３のいずれかのソース線１５Ｓが額縁領域３０１まで引き回され、領域Ｓ３１ａ
、３１ｂに折り返されることにより形成されている。また、領域Ｓ３１ａ、３１ｂにおけ
るゲートドライバ１１は、第３実施形態と同様、列Ｓ３、Ｓ１におけるゲートドライバ１
１を接続する配線１５Ｌ１が額縁領域３０１まで引き回され、領域Ｓ３１ａ、３１ｂに折
り返されることにより列Ｓ３、Ｓ１におけるゲートドライバ１１と接続されている。
【０２６４】
　なお、図３６Ａに示した構成に替えて図３６Ｂに示すように構成してもよい。図３６Ｂ
の例では、列Ｓ３には、列Ｓ３の幅と略同じ長さのゲート線１３Ｇが形成されている。列
Ｓ１、Ｓ５において、非表示領域Ｓ３００ａ、３００ｂが形成されている行（ＧＬ（ｋ）
～ＧＬ（ｎ））のゲート線１３Ｇは、列Ｓ１及び列Ｓ５の幅と略同じ長さに形成されてい
る。そして、列Ｓ３を除き、非表示領域３００が形成されている行以外の部分は、列Ｓ１
及び列Ｓ２、列Ｓ４及び列Ｓ５のそれぞれにわたってゲート線１３Ｇが形成されている。
列Ｓ１及び列Ｓ２における各ゲート線１３Ｇの間には、列Ｓ１においてゲートドライバ１
１が形成されている。列Ｓ４及び列Ｓ５における各ゲート線１３Ｇの間には、列Ｓ５にお
いてゲートドライバ１１が形成されている。従って、この例では、非表示領域３００ａ、
３００ｂが形成されている列Ｓ２の領域Ｓ３１ｂ，Ｓ３２ｂと、列Ｓ４の領域Ｓ３１ａ，
Ｓ３２ａには、ゲートドライバ１１は形成されない。
【０２６５】
　この場合には、図３６Ｂに示すように、第４実施形態と同様、非表示領域３００ａを挟
む領域Ｓ３１ａとＳ３２ａにおけるソース線１５Ｓを、列Ｓ３の画素領域に形成された迂
回配線１５ＳＬ、１３ｂ（図１５、１６参照）を介して接続するようにしてもよい。また
、非表示領域３００ｂを挟む領域Ｓ３１ｂと３２ｂにおけるソース線１５Ｓを列Ｓ１の画
素領域に形成された迂回配線１５ＳＬ、１３ｂ（図１５、１６参照）を介して接続するよ
うにしてもよい。
【０２６６】
　（３）上述した第１実施形態において、ゲートドライバ１１に替えて、第７実施形態に
おけるゲートドライバ１１’を用いるように構成してもよい。ゲートドライバ１１’を用
いることにより、表示領域２００におけるゲート線１３Ｇ群を行毎に駆動させることがで
きる。
【０２６７】
　（４）上述した第７実施形態において、静止画を表示させる場合、１フレーム目だけ任
意のゲート線を駆動させ、２から６０フレームにおいては、その任意のゲート線の駆動を
停止させる例を説明したが、以下のようにしてもよい。例えば、１から２フレーム目まで
任意のゲート線を駆動させ、３から６０フレームの間は、その任意のゲート線の駆動を停
止させるようにしてもよい。要するに、駆動周波数に応じて、少なくとも一部のフレーム
において、任意のゲート線の駆動を停止させるように構成すればよい。
【０２６８】
　（５）上述した第１から第９実施形態では、ゲートドライバ１１、１１’を構成するス
イッチング素子の半導体層１４は、酸化物半導体で構成されている例について説明したが
、半導体層１４としては、ポリシリコンやアモルファスシリコン等で構成してもよい。
【０２６９】
　（６）上述した第１から第９実施形態では、アクティブマトリクス基板２０ａの基板２
０上にはゲート線１３Ｇ、ソース線１５Ｓ、ゲートドライバ１１、ゲートドライバ１１に
対する制御信号等が入力される端子部１２ｇ、ソース線１５Ｓに対するデータ信号等が入
力される端子部１２ｓが形成される例について説明したが、これら以外にソースドライバ
３及び表示制御回路４が形成されていてもよい。
【０２７０】
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　（７）上述した第１から第９実施形態では、表示パネル２が液晶パネルの例を説明した
が、有機ＥＬ（Electro-Luminescence）等を用いたアクティブマトリクス基板を駆動する
表示方式のパネルであってもよい。
【０２７１】
　（８）上述した第１から第７実施形態及び変形例におけるアクティブマトリクス基板及
び表示パネルは、スマートフォンのディスプレイ、車両のスピードメータ、パチンコ台や
ゲーム機等のディスプレイに利用されうる。
【０２７２】
　（９）上述した第９実施形態、第９実施形態の応用例１～４において、少なくとも一部
のゲート線１３Ｇが、ゲート線１３Ｇの延伸方向における表示領域の幅の最大長より短く
なるように、アクティブマトリクス基板の一部を除去する例を説明したが、略矩形状のデ
ィスプレイに用いられるアクティブマトリクス基板を生成する場合には、アクティブマト
リクス基板の一部を除去する工程を行わないようにする。つまり、例えば、図３１Ａに示
す第１のアクティブマトリクス基板７２０ａを切断線Ｈで示される位置を基準に切断する
ことにより得られるアクティブマトリクス基板（図３１Ｂの７２１ａ、７２２ａ）をディ
スプレイに用いてもよいし、図３２に示す第１のアクティブマトリクス基板７２０ａを切
断線Ｈで示される位置を基準に切断して得られるアクティブマトリクス基板をディスプレ
イに用いてもよい。また、図３３Ａに示す第１のアクティブマトリクス基板８２０ａを線
Ｈ１，Ｈ２で示される位置を基準に切断することにより得られるアクティブマトリクス基
板（図３３Ｂの８２１ａ～８２４ａ）をディスプレイに用いてもよい。また、図３４Ａに
示すアクティブマトリクス基板９２０ａを線Ｈ１３で示される位置を基準に切断して得ら
れるアクティブマトリクス基板、又は線Ｈ１１、Ｈ１２、Ｈ１０で示される位置を基準に
切断することにより得られるアクティブマトリクス基板（図３４Ｂの９２１ａ，９２２ａ
）をディスプレイに用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２７３】
　本発明は、液晶や有機ＥＬ等を用いた表示パネルを備えるディスプレイに利用され得る
。
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