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(57)【要約】
　シフトレジスタにおける各駆動回路は、出力部、プリ
チャージ部、昇圧部、ゲート電圧放電部、ゲート線放電
部、内部配線ｎｅｔＡを備える。出力部は、ゲート線に
選択電圧を出力するＴＦＴ（Ｆ）を含む。プリチャージ
部は、出力部のＴＦＴを動作させる制御電圧を出力する
ＴＦＴ（Ｂ）を含む。昇圧部は、キャパシタ（Ｃｂｓｔ
）を介して、出力部のＴＦＴのゲート電圧を昇圧する。
ゲート電圧放電部は、ゲート線の非選択期間に、このゲ
ート電圧を引き下げるＴＦＴ（Ｋ）を含む。ゲート線放
電部は、ゲート線の非選択期間に、ゲート線に非選択電
圧を出力するＴＦＴ（Ｌ）を含む。内部配線は、出力部
のＴＦＴのゲート端子、プリチャージ部、ゲート電圧放
電部、昇圧部に接続される。プリチャージ部、ゲート電
圧放電部、及びゲート線放電部の少なくとも一のＴＦＴ
のゲート端子は、他の駆動回路における内部配線に接続
される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクティブマトリクス基板に設けられた複数のゲート線の各々を、選択状態、又は非選
択状態に切り替えるシフトレジスタ回路であって、
　前記シフトレジスタ回路は、個々のゲート線に接続され、当該ゲート線を選択状態又は
非選択状態に切り替える駆動回路を複数有し、
　前記駆動回路の各々は、
　一のゲート線に接続され、前記一のゲート線を選択状態に切り替える選択電圧を出力す
るスイッチング素子を含む出力部と、
　前記出力部におけるスイッチング素子を動作させるための制御電圧を出力するスイッチ
ング素子を含むプリチャージ部と、
　キャパシタと、前記キャパシタを充電するスイッチング素子とを有し、前記キャパシタ
を介して、前記出力部におけるスイッチング素子のゲート電圧を昇圧する昇圧部と、
　前記一のゲート線を非選択状態に切り替える非選択期間に、前記ゲート電圧を引き下げ
るスイッチング素子を含むゲート電圧放電部と、
　前記一のゲート線の非選択期間に、前記一のゲート線に非選択電圧を出力するスイッチ
ング素子を含むゲート線放電部と、
　前記出力部におけるスイッチング素子のゲート端子、前記プリチャージ部、前記ゲート
電圧放電部、前記昇圧部が接続されている内部配線と、を備え、
　前記プリチャージ部、前記ゲート電圧放電部、及び前記ゲート線放電部におけるスイッ
チング素子のうちの少なくとも一のスイッチング素子のゲート端子は、他の駆動回路にお
ける前記内部配線に接続されている、シフトレジスタ回路。
【請求項２】
　前記プリチャージ部のスイッチング素子は、ゲート端子が、前記他の駆動回路における
前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内部配線に接続され、ドレイン端子は、他
のゲート線に接続されている、請求項１に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項３】
　前記プリチャージ部のスイッチング素子は、ゲート端子が、前記他の駆動回路における
前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内部配線に接続され、ドレイン端子は、一
定周期ごとに、前記選択状態に対応する電位と前記非選択状態に対応する電位との間で切
り替わる制御信号が供給される、請求項１に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項４】
　前記ゲート電圧放電部のスイッチング素子は、ゲート端子が、前記他の駆動回路におけ
る前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内部配線に接続され、ドレイン端子は、
一定周期ごとに、前記選択状態に対応する電位と前記非選択状態に対応する電位との間で
切り替わる制御信号が供給される、請求項１に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項５】
　前記ゲート線放電部のスイッチング素子は、ゲート端子が、前記他の駆動回路における
前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内部配線に接続され、ドレイン端子は、一
定周期ごとに、前記選択状態に対応する電位と前記非選択状態に対応する電位との間で切
り替わる制御信号が供給される、請求項１に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項６】
　前記出力部におけるスイッチング素子は、ソース端子が前記一のゲート線に接続され、
ドレイン端子は、前記選択状態に対応する電位を示す直流電圧信号が供給される、請求項
１から５のいずれか一項に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項７】
　前記出力部のスイッチング素子は、ソース端子が前記一のゲート線に接続され、ドレイ
ン端子は、前記選択状態、及び前記非選択状態の一方に対応する電位を示す指示信号が供
給される、請求項１から５のいずれか一項に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項８】
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　前記アクティブマトリクス基板に、前記複数のゲート線の各々と交差する複数のソース
線が設けられ、
　前記駆動回路は、前記複数のゲート線と前記複数のソース線とで規定される表示領域に
設けられている、請求項１から７のいずれか一項に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載のシフトレジスタ回路を備えるアクティブマトリ
クス基板と、
　カラーフィルタを有する対向基板と、
　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、
　を有する表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シフトレジスタ回路、及びそれを備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、アクティブマトリクス基板に設けられた複数のゲート線を順次走査するシフトレ
ジスタ回路が知られている。シフトレジスタ回路は、ゲート線を選択状態に切り替える出
力用トランジスタと、出力用トランジスタのゲート電圧をプリチャージするプリチャージ
用トランジスタと、プリチャージ電圧を昇圧するブートストラップコンデンサとを含む駆
動回路をゲート線ごとに備える。プリチャージ用トランジスタには、ダイオード接続され
たトランジスタが用いられており、プリチャージ電圧は、プリチャージ用トランジスタの
閾値電圧だけ降下した電圧値となる。トランジスタの劣化による閾値電圧の上昇によりプ
リチャージ電圧が低下すると、出力用トランジスタのゲート電圧も低下し、駆動回路の動
作が不安定となる。その結果、シフトレジスタ回路の動作マージンが低下する。
【０００３】
　特表２００８－５０８６５４号公報には、プリチャージ用トランジスタの閾値電圧に依
存して出力用トランジスタのゲート電圧が低下することを抑制するシフトレジスタ回路が
開示されている。このシフトレジスタ回路は、プリチャージ用トランジスタのドレイン端
子に前段の行パルスが入力され、そのゲート端子には、プリチャージ用トランジスタのゲ
ート電圧を昇圧するためのプレ充電回路が接続されている。特表２００８－５０８６５４
号公報では、プリチャージ用トランジスタの閾値電圧が変動しても、プレ充電回路により
、プリチャージ用トランジスタのゲート電圧が昇圧され、プリチャージ電圧の低下が抑制
される。
【発明の開示】
【０００４】
　上記特表２００８－５０８６５４号公報のように、プレ充電回路を設けることで、出力
用トランジスタのゲート電圧をプリチャージする際の電圧低下を抑制することができるが
、各駆動回路の回路素子数が増加し、シフトレジスタ回路の回路規模が大きくなる。
【０００５】
　また、ゲート線を非選択状態に遷移させる際の、出力用トランジスタのゲート電圧及び
ゲート線の放電が不十分である場合、ゲート線に意図しないノイズが入力されてゲート線
を適切に走査することができず、シフトレジスタ回路の動作マージンの低下を引き起こす
。
【０００６】
　本発明は、シフトレジスタ回路における各駆動回路を安定して動作させ、シフトレジス
タ回路の動作マージンを向上させる技術を提供することを目的とする。
【０００７】
　本発明に係るシフトレジスタ回路は、アクティブマトリクス基板に設けられた複数のゲ
ート線の各々を選択状態又は非選択状態に切り替えるシフトレジスタ回路であって、前記
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シフトレジスタ回路は、個々のゲート線に接続され、当該ゲート線を選択状態又は非選択
状態に切り替える駆動回路を複数有し、前記駆動回路の各々は、一のゲート線に接続され
、前記一のゲート線を選択状態に切り替える選択電圧を出力するスイッチング素子を含む
出力部と、前記出力部におけるスイッチング素子を動作させるための制御電圧を出力する
スイッチング素子を含むプリチャージ部と、キャパシタと、前記キャパシタを充電するス
イッチング素子とを有し、前記キャパシタを介して、前記出力部におけるスイッチング素
子のゲート電圧を昇圧する昇圧部と、前記一のゲート線を非選択状態に切り替える非選択
期間に、前記ゲート電圧を引き下げるスイッチング素子を含むゲート電圧放電部と、前記
一のゲート線の非選択期間に、前記一のゲート線に非選択電圧を出力するスイッチング素
子を含むゲート線放電部と、前記出力部におけるスイッチング素子のゲート端子、前記プ
リチャージ部、前記ゲート電圧放電部、前記昇圧部が接続されている内部配線と、を備え
、前記プリチャージ部、前記ゲート電圧放電部、及び前記ゲート線放電部におけるスイッ
チング素子のうちの少なくとも一のスイッチング素子のゲート端子は、他の駆動回路にお
ける前記内部配線に接続されている。
【０００８】
　本発明の構成によれば、シフトレジスタ回路における各駆動回路を安定して動作させ、
シフトレジスタ回路の動作マージンを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【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模式図である。
【図２】図２は、図１に示すアクティブマトリクス基板の概略構成を示す模式図である。
【図３】図３は、図１に示す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と接
続されている各部の概略構成を示す模式図である。
【図４】図４は、第１実施形態におけるクロック信号の波形を例示した図である。
【図５】図５は、図３に示す駆動回路の等価回路の一例を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、図５に示す駆動回路の素子の配置例を示す模式図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図５に示す駆動回路の素子の配置例を示す模式図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、図５に示す駆動回路の素子の配置例を示す模式図である。
【図６Ｄ】図６Ｄは、図５に示す駆動回路の素子の配置例を示す模式図である。
【図７】図７は、第１実施形態における駆動回路がゲート線を駆動する際のタイミングチ
ャートである。
【図８】図８は、従来の駆動回路の等価回路の一例を示す図である。
【図９】図９は、従来の駆動回路と第１実施形態における駆動回路におけるｎｅｔＡの電
位の変化を説明する図である。
【図１０】図１０は、第１実施形態の応用例における駆動回路の等価回路の一例を示す図
である。
【図１１】図１１は、図１０に示す駆動回路の素子の配置例を示す模式図である。
【図１２】図１２は、第１実施形態の応用例における駆動回路がゲート線を駆動する際の
タイミングチャートである。
【図１３】図１３は、第２実施形態における駆動回路の等価回路を示す図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、図１３に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、図１３に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図１５】図１５は、第２実施形態における駆動回路がゲート線を駆動する際のタイミン
グチャートである。
【図１６】図１６は、第３実施形態における駆動回路の等価回路の一例を示す図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、図１６に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、図１６に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ



(5) JP WO2015/190488 A1 2015.12.17

10

20

30

40

50

る。
【図１８】図１８は、第３実施形態における駆動回路がゲート線を駆動する際のタイミン
グチャートである。
【図１９】図１９は、第４実施形態における駆動回路の等価回路の一例を示す図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、図１９に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、図１９に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２０Ｃ】図２０Ｃは、図１９に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２０Ｄ】図２０Ｄは、図１９に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２０Ｅ】図２０Ｅは、図１９に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２０Ｆ】図２０Ｆは、図１９に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２１】図２１は、第４実施形態における駆動回路がゲート線を駆動する際のタイミン
グチャートである。
【図２２】図２２は、第５実施形態における駆動回路の等価回路の一例を示す図である。
【図２３Ａ】図２３Ａは、図２２に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２３Ｂ】図２３Ｂは、図２２に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２３Ｃ】図２３Ｃは、図２２に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２３Ｄ】図２３Ｄは、図２２に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２４】図２４は、第５実施形態における駆動回路が一部のゲート線を駆動する際のタ
イミングチャートである。
【図２５】図２５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を示す模式
図である。
【図２６】図２６は、変形例１におけるクロック信号の波形を例示した図である。
【図２７】図２７は、変形例１における駆動回路の等価回路を例示した図である。
【図２８Ａ】図２８Ａは、図２７に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２８Ｂ】図２８Ｂは、図２７に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２８Ｃ】図２８Ｃは、図２７に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２８Ｄ】図２８Ｄは、図２７に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２８Ｅ】図２８Ｅは、図２７に示す駆動回路の一部の素子の配置例を示す模式図であ
る。
【図２９】図２９は、変形例１における駆動回路がゲート線を駆動する際のタイミングチ
ャートである。
【図３０】図３０は、変形例２における駆動回路が一部のゲート線を駆動する際のタイミ
ングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の一実施形態に係るシフトレジスタ回路は、アクティブマトリクス基板に設けら
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れた複数のゲート線の各々を選択状態又は非選択状態に切り替えるシフトレジスタ回路で
あって、前記シフトレジスタ回路は、個々のゲート線に接続され、当該ゲート線を選択状
態又は非選択状態に切り替える駆動回路を複数有し、前記駆動回路の各々は、一のゲート
線に接続され、前記一のゲート線を選択状態に切り替える選択電圧を出力するスイッチン
グ素子を含む出力部と、前記出力部におけるスイッチング素子を動作させるための制御電
圧を出力するスイッチング素子を含むプリチャージ部と、キャパシタと、前記キャパシタ
を充電するスイッチング素子とを有し、前記キャパシタを介して、前記出力部におけるス
イッチング素子のゲート電圧を昇圧する昇圧部と、前記一のゲート線を非選択状態に切り
替える非選択期間に、前記ゲート電圧を引き下げるスイッチング素子を含むゲート電圧放
電部と、前記一のゲート線の非選択期間に、前記一のゲート線に非選択電圧を出力するス
イッチング素子を含むゲート線放電部と、前記出力部におけるスイッチング素子のゲート
端子、前記プリチャージ部、前記ゲート電圧放電部、前記昇圧部が接続されている内部配
線と、を備え、前記プリチャージ部、前記ゲート電圧放電部、及び前記ゲート線放電部に
おけるスイッチング素子のうちの少なくとも一のスイッチング素子のゲート端子は、他の
駆動回路における前記内部配線に接続されている（第１の構成）。
【００１１】
　つまり、第１の構成は、各ゲート線に接続された複数の駆動回路を有する。駆動回路の
各々は、出力部、プリチャージ部、昇圧部、ゲート電圧充電部、ゲート線放電部、及び内
部配線を備える。出力部は、一のゲート線に選択電圧を出力するスイッチング素子を含む
。プリチャージ部は、出力部のスイッチング素子を動作させる制御電圧を出力するスイッ
チング素子を含む。昇圧部は、キャパシタとキャパシタを充電するスイッチング素子を含
み、キャパシタを介して出力部のスイッチング素子のゲート電圧を昇圧する。ゲート電圧
放電部は、一のゲート線の非選択期間に、出力部のスイッチング素子のゲート電圧を引き
下げるスイッチング素子を含む。ゲート線放電部は、一のゲート線の非選択期間に、一の
ゲート線に非選択電圧を出力するスイッチング素子を含む。内部配線は、出力部のスイッ
チング素子のゲート端子、プリチャージ部、昇圧部と接続される。プリチャージ部、ゲー
ト電圧放電部、及び前記ゲート線放電部におけるスイッチング素子のうち、少なくとも一
のスイッチング素子のゲート端子は、他の駆動回路における内部配線に接続されている。
【００１２】
　第１の構成によれば、プリチャージ部から出力される制御電圧は、内部配線を介して、
出力部のスイッチング素子のゲート端子に入力される。また、内部配線には昇圧部が接続
され、内部配線を介して、出力部のスイッチング素子のゲート電圧が昇圧される。つまり
、内部配線の電位は、プリチャージ部から出力される制御電圧以上に昇圧される。プリチ
ャージ部とゲート電圧放電部とゲート線放電部のスイッチング素子の少なくとも一のスイ
ッチング素子は、他の駆動回路における内部配線の電位によってオンに切り替わる。その
ため、プリチャージ部とゲート電圧放電部とゲート線放電部のスイッチング素子の劣化に
より閾値電圧の変動が生じても、プリチャージ部とゲート電圧放電部とゲート線放電部の
少なくとも１つを安定して動作させることができる。その結果、ゲート線への選択電圧の
印加、ゲート線の非選択期間におけるゲート電圧の引き下げ、及びゲート線への非選択電
圧の印加のいずれかを確実に行うことができ、シフトレジスタ回路の動作マージンを向上
させることができる。
【００１３】
　第２の構成は、第１の構成において、前記プリチャージ部のスイッチング素子は、ゲー
ト端子が、前記他の駆動回路における前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内部
配線に接続され、ドレイン端子は、他のゲート線に接続されていることとしてもよい。
【００１４】
　第２の構成によれば、プリチャージ部のスイッチング素子の閾値電圧に依存することな
く、ゲート電圧を他のゲート線の電位に充電することができる。
【００１５】
　第３の構成は、第１の構成において、前記プリチャージ部のスイッチング素子は、ゲー
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ト端子が、前記他の駆動回路における前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内部
配線に接続され、ドレイン端子は、一定周期ごとに、前記選択状態に対応する電位と前記
非選択状態に対応する電位との間で切り替わる制御信号が供給されることとしてもよい。
【００１６】
　第２の構成のように、ゲート線の電位をプリチャージ部のスイッチング素子のドレイン
端子に入力する場合、ゲート線の出力波形が鈍ると、プリチャージ部による充電能力が低
下し、十分に内部配線を充電できなくなる場合がある。第３の構成によれば、プリチャー
ジ部のスイッチング素子のドレイン端子には、一定周期ごとに、ゲート線の選択状態に対
応する電位と非選択状態に対応する電位との間で切り替わる制御信号が入力される。その
ため、第２の構成と比べ、ゲート線の出力波形に依存せずにプリチャージ部を動作させる
ことができるので、プリチャージ部による充電能力の低下を抑制することができる。
【００１７】
　第４の構成は、第１の構成において、前記ゲート電圧放電部のスイッチング素子は、ゲ
ート端子が、前記他の駆動回路における前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内
部配線に接続され、ドレイン端子は、一定周期ごとに、前記選択状態に対応する電位と前
記非選択状態に対応する電位との間で切り替わる制御信号が供給されることとしてもよい
。
【００１８】
　第４の構成によれば、ゲート電圧放電部のスイッチング素子のドレイン端子に、一定周
期ごとに、ゲート線の選択状態に対応する電位と非選択状態に対応する電位との間で切り
替わる制御信号が入力されるため、ゲート線の非選択期間において適切なタイミングでゲ
ート電圧を引き下げることができる。
【００１９】
　第５の構成は、第１の構成において、前記ゲート線放電部のスイッチング素子は、ゲー
ト端子が、前記他の駆動回路における前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内部
配線に接続され、ドレイン端子は、一定周期ごとに、前記選択状態に対応する電位と前記
非選択状態に対応する電位との間で切り替わる制御信号が供給されることとしてもよい。
【００２０】
　第５の構成によれば、ゲート線放電部のスイッチング素子のソース端子に、一定周期ご
とに、ゲート線の選択状態に対応する電位と非選択状態に対応する電位との間で切り替わ
る制御信号が入力されるため、ゲート線の非選択期間において適切なタイミングでゲート
線を非選択状態にすることができる。
【００２１】
　第６の構成は、第１から第５のいずれかの構成において、前記出力部におけるスイッチ
ング素子は、ソース端子が前記一のゲート線に接続され、ドレイン端子は、前記選択状態
に対応する電位を示す直流電圧信号が供給されることとしてもよい。
【００２２】
　第６の構成によれば、出力部のスイッチング素子のドレイン端子には、ゲート線の選択
状態に対応する電位を示す直流電圧信号が入力される。そのため、一定周期ごとに、選択
状態に対応する電位と非選択状態に対応する電位とを繰り返す制御信号を入力する場合と
比べ、出力部を動作させるための負荷及び消費電力を低減することができる。
【００２３】
　第７の構成は、第１から第５のいずれかの構成において、前記出力部のスイッチング素
子は、ソース端子が前記一のゲート線に接続され、ドレイン端子は、前記選択状態及び前
記非選択状態の一方に対応する電位を示す指示信号が供給されることとしてもよい。
【００２４】
　第７の構成によれば、出力部のスイッチング素子のドレイン端子には選択状態又は非選
択状態に対応する電位を示す指示信号が入力されるため、任意のゲート線を選択状態に切
り替えることができる。
【００２５】
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　第８の構成は、第１から第７のいずれかの構成において、前記アクティブマトリクス基
板に、前記複数のゲート線の各々と交差する複数のソース線が設けられ、前記駆動回路は
、前記複数のゲート線と前記複数のソース線とで規定される表示領域に設けられているこ
ととしてもよい。
【００２６】
　第８の構成によれば、駆動回路は表示領域に設けられているため、表示領域の外側に設
けられる場合と比べ、アクティブマトリクス基板における額縁領域を小さくすることがで
きる。また、表示領域に駆動回路を設けることで、駆動回路とゲート線及びソース線との
間に寄生容量が生じるが、プリチャージ部、ゲート電圧放電部、及びゲート線放電部の少
なくとも一のスイッチング素子がより確実に駆動されるので、駆動回路を安定して動作さ
せることができ、シフトレジスタ回路の動作マージンを向上させることができる。
【００２７】
　本発明の一実施形態に係る表示装置は、第１から第８のいずれかのシフトレジスタ回路
を備えるアクティブマトリクス基板と、カラーフィルタを有する対向基板と、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、を有する（第９の構成
）。
【００２８】
　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。
【００２９】
＜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模式図である。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と対向基板２０ｂとを挟むように、一対の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。
【００３０】
　図１に示すように、アクティブマトリクス基板２０ａは、フレキシブル基板に形成され
たソースドライバ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に設けられた後述のシフトレジスタ回路（以下
、ゲートドライバ）に制御信号を出力する。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。
【００３１】
　（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の概略構成を示す模式図である。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Ｍ（Ｍ：自然数）本のゲー
ト線１３Ｇ（１）～１３Ｇ（Ｍ）が一定の間隔で略平行に形成されている。以下、ゲート
線を区別しないときは、ゲート線１３Ｇと称する。アクティブマトリクス基板２０ａには
、各ゲート線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。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、各画素は、カラーフィ
ルタのいずれかの色に対応している。
【００３２】
　図３は、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模式図である。図３では、便宜上、ソース線１５Ｓの図
示を省略している。図３の例に示すように、アクティブマトリクス基板２０ａには、表示
領域２０１の領域２０１ａと２０１ｂの各々に、ゲートドライバ１１Ａ、１１Ｂが設けら
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れている。ゲートドライバ１１Ａは、ゲート線１３Ｇ（１）、１３Ｇ（３）、…１３Ｇ（
Ｍ）の奇数行のゲート線１３Ｇに対して設けられ、配線１５Ｌを介して接続された複数の
駆動回路１１を有する。また、ゲートドライバ１１Ｂは、ゲート線１３Ｇ（２）、１３Ｇ
（４）、…１３Ｇ（Ｍ－１）の偶数行のゲート線１３Ｇに対して設けられ、配線１５Ｌを
介して接続された複数の駆動回路１１を有する。
【００３３】
　図３に示す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
いる辺の額縁領域２０２には、端子部１２ｇが設けられている。端子部１２ｇは、表示制
御回路４及び電源５と接続されている。端子部１２ｇは、表示制御回路４及び電源５から
出力される制御信号や電源電圧信号等の信号を受け取る。端子部１２ｇに入力された制御
信号及び電源電圧信号等の信号は、配線１５Ｌを介して各駆動回路１１に供給される。駆
動回路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、選択状
態と非選択状態の一方を示す電圧信号を出力する。以下の説明において、ゲート線１３Ｇ
が選択されている状態をゲート線１３Ｇの駆動と呼ぶ。
【００３４】
　また、アクティブマトリクス基板２０ａにおける額縁領域２０２には、ソースドライバ
３とソース線１５Ｓ（図２参照）とを接続する端子部１２ｓが設けられている。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。
【００３５】
　表示制御回路４は、制御信号として、２水平期間ごとに、電位がＨレベル（ＶＤＤ）と
Ｌレベル（ＶＳＳ）とを繰り返す信号（以下、クロック信号）と、クロック信号のＨレベ
ルと同じ電位の信号（以下、リセット信号）とを端子部１２ｇへ供給する。
【００３６】
　図４は、クロック信号の波形を例示した図である。本実施形態では、クロック信号とし
て、位相が１／４周期ずつずれた４相のクロック信号ＣＫＡ、ＣＫＣ、ＣＫＢ、及びＣＫ
Ｄが端子部１２ｇへ供給される。なお、この例において、４相のクロック信号を用いるが
、例えば、１水平走査期間毎にＨレベル（ＶＤＤ）とＬレベル（ＶＳＳ）とを繰り返し、
位相が１／２周期ずれた２相のクロック信号等、位相が異なる複数のクロック信号を用い
てもよい。
【００３７】
　（回路構成）
　次に、本実施形態における駆動回路１１の構成について説明する。図５は、ゲート線１
３Ｇ（ｎ）を駆動する駆動回路１１(以下、駆動回路１１（ｎ）)の等価回路の一例を示す
図である。
【００３８】
　図５に示すように、駆動回路１１（ｎ）は、スイッチング素子として、アルファベット
Ａ～Ｌで示す薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）（以下、ＴＦＴ－Ａ～
ＴＦＴ－Ｌ）と、キャパシタＣｂｓｔとを有する。
【００３９】
　図５において、ＴＦＴ－Ｂのソース端子と、ＴＦＴ－Ａ、ＴＦＴ－Ｃ、及びＴＦＴ－Ｋ
のドレイン端子と、ＴＦＴ－Ｆのゲート端子と、キャパシタＣｂｓｔの一方の電極とが接
続されている内部配線をｎｅｔＡと称する。また、ＴＦＴ－Ｇのソース端子と、ＴＦＴ－
Ｈ、ＴＦＴ－Ｉ、及びＴＦＴ－Ｊのドレイン端子と、ＴＦＴ－Ｃのゲート端子とが接続さ
れている内部配線をｎｅｔＢと称する。
【００４０】
　本実施形態において、駆動回路１１は、表示領域内に設けられるため、ｎｅｔＡとｎｅ
ｔＢは、ソース線１５Ｓ（図２参照）や画素に設けられる他の素子との間で寄生容量Ｃｐ
ａ、Ｃｐｂを各々有する。
【００４１】
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　ＴＦＴ－Ａのドレイン端子はｎｅｔＡと接続され、ゲート端子にリセット信号ＣＬＲが
供給され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが供給される。ＴＦＴ－Ａは、リセット信号
ＣＬＲの電位に応じて、ｎｅｔＡ（ｎ）をＬレベル（ＶＳＳ）に引き下げる。
【００４２】
　ＴＦＴ－Ｂのゲート端子には、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）を駆動する駆動回路１１（以
下、駆動回路１１（ｎ－２））におけるｎｅｔＡ（以下、ｎｅｔＡ（ｎ－２））が接続さ
れ、ドレイン端子は、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）と接続され、ソース端子は、駆動回路１
１（ｎ）におけるｎｅｔＡ（以下、ｎｅｔＡ（ｎ））と接続されている。ＴＦＴ－Ｂは、
セット信号Ｓとして、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）の電位を受け取る。なお、ゲート線１３
Ｇ（１）を駆動する駆動回路１１におけるＴＦＴ－Ｂは、セット信号Ｓとして、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を受け取る。
【００４３】
　つまり、この例において、駆動回路１１（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｂのゲート端子は、ゲ
ート線１３Ｇ（ｎ）の駆動タイミングより２水平走査期間前に駆動されるゲート線１３Ｇ
（ｎ－２）に対して設けられた駆動回路１１（ｎ－２）のｎｅｔＡ（ｎ－２）の電位が入
力される。ＴＦＴ－Ｂは、ｎｅｔＡ（ｎ－２）の電位に応じて、セット信号Ｓの電位をｎ
ｅｔＡ（ｎ）に出力し、ｎｅｔＡ（ｎ）を充電（プリチャージ）する。
【００４４】
　ＴＦＴ－Ｃは、ゲート端子がｎｅｔＢ（ｎ）と接続され、ドレイン端子がｎｅｔＡ（ｎ
）と接続され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが供給される。ＴＦＴ－Ｃは、ｎｅｔＢ
（ｎ）の電位に応じて、ｎｅｔＡ（ｎ）をＬレベル（ＶＳＳ）に引き下げる。
【００４５】
　ＴＦＴ－Ｋは、ゲート端子が、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）と接続され、ドレイン端子は
ｎｅｔＡ（ｎ）と接続され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが供給される。ＴＦＴ－Ｋ
は、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）の電位に応じて、ｎｅｔＡ（ｎ）をＬレベル（ＶＳＳ）に
引き下げる。
【００４６】
　ＴＦＴ－Ｆは、ゲート端子がｎｅｔＡ（ｎ）と接続され、ソース端子がゲート線１３Ｇ
（ｎ）に接続され、ドレイン端子にクロック信号ＣＫＡが供給される。ＴＦＴ－Ｆは、ｎ
ｅｔＡ（ｎ）の電位に応じて、クロック信号ＣＫＡの電位をゲート線１３Ｇ（ｎ）に出力
してキャパシタＣｂｓｔを充電し、ゲート線１３Ｇ（ｎ）を選択状態に切り替える。なお
、ＴＦＴ－Ｆは、比較的負荷の重いゲート線を駆動するため、チャネル幅を大きくする必
要がある。図５に示す等価回路においては、ＴＦＴ－Ｆを１つのＴＦＴで表しているが、
ＴＦＴ－Ｆは、複数のＴＦＴを接続して構成される。ＴＦＴ－Ｆの具体的な構成例は後述
する。
【００４７】
　キャパシタＣｂｓｔは、一方の電極がｎｅｔＡ（ｎ）と接続され、他方の電極がゲート
線１３Ｇ（ｎ）と接続されている。キャパシタＣｂｓｔは、ＴＦＴ－Ｆから出力されるク
ロック信号ＣＫＡの電位に応じて、ｎｅｔＡ（ｎ）の電位を昇圧する。
【００４８】
　ＴＦＴ－Ｅは、ドレイン端子がゲート線１３Ｇ（ｎ）と接続され、ゲート端子にリセッ
ト信号ＣＬＲが供給され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが供給される。ＴＦＴ－Ｅは
、リセット信号ＣＬＲの電位に応じて、ゲート線１３Ｇ（ｎ）の電位をＬレベル（ＶＳＳ
）に引き下げる。
【００４９】
　ＴＦＴ－Ｄは、ドレイン端子がゲート線１３Ｇ（ｎ）と接続され、ゲート端子にクロッ
ク信号ＣＫＢが供給され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが供給される。ＴＦＴ－Ｄは
、クロック信号ＣＫＢの電位に応じて、ゲート線１３Ｇ（ｎ）の電位をＬレベル（ＶＳＳ
）に引き下げる。
【００５０】
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　ＴＦＴ－Ｌは、ドレイン端子がゲート線１３Ｇ（ｎ）と接続され、ゲート端子がゲート
線１３Ｇ（ｎ＋２）と接続され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが供給される。ＴＦＴ
－Ｌは、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）の電位に応じて、ゲート線１３Ｇ（ｎ）の電位をＬレ
ベル（ＶＳＳ）に引き下げる。
【００５１】
　ＴＦＴ－Ｇは、ゲート端子とドレイン端子とが接続され、ゲート端子とドレイン端子に
クロック信号ＣＫＤが供給され、ソース端子がｎｅｔＢ（ｎ）に接続されている。ＴＦＴ
－Ｇは、クロック信号ＣＫＤの電位に応じて、ｎｅｔＢ（ｎ）に、（クロック信号ＣＫＤ
のＨレベルの電位－閾値電圧）の電位を出力する。
【００５２】
　ＴＦＴ－Ｈは、ドレイン端子がｎｅｔＢ（ｎ）に接続され、ゲート端子にクロック信号
ＣＫＣが供給され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが供給される。ＴＦＴ－Ｈは、クロ
ック信号ＣＫＣの電位に応じて、ｎｅｔＢ（ｎ）をＬレベル（ＶＳＳ）の電位に引き下げ
る。
【００５３】
　ＴＦＴ－Ｉは、ドレイン端子がｎｅｔＢ（ｎ）と接続され、ゲート端子にリセット信号
ＣＬＲが供給され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが供給される。ＴＦＴ－Ｉは、リセ
ット信号ＣＬＲの電位に応じて、ｎｅｔＢ（ｎ）をＬレベル（ＶＳＳ）の電位に引き下げ
る。
【００５４】
　ＴＦＴ－Ｊは、ドレイン端子がｎｅｔＢ（ｎ）と接続され、ゲート端子がゲート線１３
Ｇ（ｎ―１）と接続され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが供給される。ＴＦＴ－Ｊは
、セット信号Ｓとして、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）の電位を受け取る。なお、ゲート線１
３Ｇ（１）を駆動する駆動回路１１におけるＴＦＴ－Ｊは、セット信号Ｓとして、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を受け取る。ＴＦＴ－Ｊは、セット信
号Ｓの電位に応じて、ｎｅｔＢ（ｎ）をＬレベル（ＶＳＳ）の電位に引き下げる。
【００５５】
　つまり、本実施形態において、ＴＦＴ－Ｆは、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に、選択状態に対
応する選択電圧を出力する出力部として機能する。ＴＦＴ－Ｂは、ＴＦＴ－Ｆを動作させ
るための制御電圧をｎｅｔＡ（ｎ）に出力し、ｎｅｔＡ（ｎ）を充電するプリチャージ部
として機能する。ＴＦＴ－ＦとキャパシタＣｂｓｔは、ｎｅｔＡ（ｎ）の電位を昇圧する
ことにより、ＴＦＴ-Ｆのゲート電圧を昇圧する昇圧部として機能する。また、ＴＦＴ－
Ａ、ＴＦＴ－Ｋ、及びＴＦＴ－Ｃは、ｎｅｔＡ（ｎ）の電位を引き下げるゲート電圧放電
部として機能する。ＴＦＴ－Ｅ、ＴＦＴ－Ｄ、及びＴＦＴ－Ｌは、ゲート線１３Ｇに非選
択電圧を出力するゲート線放電部として機能する。
【００５６】
　（配置例）
　次に、本実施形態における駆動回路１１の配置例について説明する。図６Ａ～図６Ｄは
、駆動回路１１（ｎ）及び駆動回路１１（ｎ＋２）の配置例を示す模式図である。なお、
図６Ａ～図６Ｄでは、便宜上、アルファベットＡ～Ｌのみ記載し、”ＴＦＴ－”の表記を
省略しているが、Ａ～Ｌは、図５に示したＴＦＴ－Ａ～ＴＦＴ－Ｌに対応している。また
、図６Ａ～６Ｄに示す各表示領域は、列２０１～２０４において連続しているものとする
。
【００５７】
　図６Ａ～６Ｄに示すように、駆動回路１１（ｎ）を構成する各素子は、ゲート線１３Ｇ
（ｎ－２）～１３Ｇ（ｎ）の各ゲート線の間に配置されている。また、駆動回路１１（ｎ
＋２）を構成する各素子は、ゲート線１３Ｇ（ｎ）～１３Ｇ（ｎ＋２）の各ゲート線の間
に配置されている。駆動回路１１（ｎ）は、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）、ゲート線１３Ｇ
（ｎ）、及びゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）と接続され、駆動回路１１（ｎ＋２）は、ゲート
線１３Ｇ（ｎ＋１）、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）、及び図示しないゲート線１３Ｇ（ｎ＋
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４）と接続されている。
【００５８】
　図６Ａ、６Ｂ、及び６Ｄに示すように、駆動回路１１（ｎ）と駆動回路１１（ｎ＋２）
のＴＦＴ－Ｅ、ＴＦＴ－Ｉ、ＴＦＴ－Ｈ、ＴＦＴ－Ｇ、ＴＦＴ－Ｊ、ＴＦＴ－Ｃ、ＴＦＴ
－Ａ、ＴＦＴ－Ｋ、ＴＦＴ－Ｄ、ＴＦＴ－Ｌは、電源電圧信号ＶＳＳを供給する配線１５
Ｌを介して接続されている。また、図６Ａに示すように、これら駆動回路１１のＴＦＴ－
Ｈ、ＴＦＴ－Ｇは、クロック信号ＣＫＣ、及びＣＫＤを各々供給する配線１５Ｌを介して
接続されている。
【００５９】
　配線１５Ｌは、アクティブマトリクス基板２０ａにおけるソース線１５Ｓが形成された
ソース層において、ソース線１５Ｓと略平行に設けられる。また、駆動回路１１における
ｎｅｔＡの配線は、ゲート線１３Ｇが形成されたゲート層において、ゲート線１３Ｇと略
平行に設けられる。
【００６０】
　図６Ａ及び図６Ｂに示すように、電源電圧信号ＶＳＳを供給する配線１５Ｌは、ＴＦＴ
－Ｅ、ＴＦＴ－Ｉ、ＴＦＴ－Ｈ、ＴＦＴ－Ｇ、ＴＦＴ－Ｊ、ＴＦＴ－Ｃ、ＴＦＴ－Ａ、Ｔ
ＦＴ－Ｋが配置された列とは異なる他の列において、端子部１２ｇ（図３参照）からソー
ス線１５Ｓと略平行となるように配線され、これらＴＦＴが配置された画素まで引き回さ
れている。また、図６Ｄにおいても、電源電圧信号ＶＳＳを供給する配線１５Ｌは、ＴＦ
Ｔ－Ｄ、ＴＦＴ－Ｌが配置された列とは異なる他の列において、端子部１２ｇ（図３参照
）からソース線１５Ｓと略平行となるように配線され、これらＴＦＴが配置された画素ま
で引き回されている。
【００６１】
　また、図６Ａにおいて、駆動回路１１（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｈのゲート端子はクロッ
ク信号ＣＫＣを供給する配線１５Ｌに接続され、駆動回路１１（ｎ＋２）におけるＴＦＴ
－Ｈのゲート端子は、クロック信号ＣＫＤを供給する配線１５Ｌに接続されている。また
、駆動回路１１（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｇのゲート端子はクロック信号ＣＫＤを供給する
配線１５Ｌに接続され、駆動回路１１（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｇのゲート端子は、ク
ロック信号ＣＫＣを供給する配線１５Ｌに接続されている。
【００６２】
　また、図６Ｃに示すように、ＴＦＴ－Ｆは、３つのＴＦＴが並列に接続されて構成され
ている。接続されるＴＦＴの数はこれに限らず、１つ以上のＴＦＴが接続されていればよ
い。また、ＴＦＴ－Ｆ以外の他のＴＦＴ及びキャパシタＣｂｓｔについても、必要に応じ
て複数のＴＦＴ及びキャパシタを並列に接続して構成してもよい。
【００６３】
　図６Ｃにおいて、駆動回路１１（ｎ）における３つのＴＦＴ－Ｆの各ドレイン端子は、
クロック信号ＣＫＡが供給される配線１５Ｌに接続されている。一方、駆動回路１１（ｎ
＋２）における３つのＴＦＴの各ドレイン端子は、クロック信号ＣＫＢが供給される配線
１５Ｌに接続されている。また、各ＴＦＴ－Ｆにクロック信号ＣＫＡ、ＣＫＢを供給する
配線１５Ｌは、ＴＦＴ－Ｆが配置された列と異なる列において、端子部１２ｇ（図３参照
）からソース線１５Ｓと略平行となるように配線され、各ＴＦＴ－Ｆが配置された画素ま
で引き回されている。
【００６４】
　このように、ゲートドライバ１１Ａ、１１Ｂにおける各駆動回路１１は、ゲートドライ
バにおいて隣接する駆動回路１１に供給されるクロック信号と逆位相のクロック信号が供
給される。また、隣接するゲート線１３Ｇを駆動する駆動回路１１に供給されるクロック
信号は互いに位相が１／４周期ずれている。例えば、駆動回路１１（ｎ）におけるＴＦＴ
－Ｆのドレイン端子にクロック信号ＣＫＡが入力される場合、駆動回路１１（ｎ－２）及
び駆動回路１１（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｆのドレイン端子にはクロック信号ＣＫＢが
入力される。また、駆動回路１１（ｎ－１）におけるＴＦＴ－Ｆのドレイン端子にはクロ
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ック信号ＣＫＤ、駆動回路１１（ｎ＋１）におけるＴＦＴ－Ｆのドレイン端子には、クロ
ック信号ＣＫＣが入力される。
【００６５】
　（動作例）
　次に、駆動回路１１の動作について説明する。図７は、駆動回路１１（ｎ）がゲート線
１３Ｇ（ｎ）を駆動する際のタイミングチャートである。
【００６６】
　駆動回路１１（ｎ）には、表示制御回路４から供給されるクロック信号ＣＫＡ、ＣＫＢ
、ＣＫＣ、及びＣＫＤが入力される。なお、図７では図示を省略しているが、１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から各駆
動回路１１に入力される。リセット信号ＣＬＲが入力されると、駆動回路１１（ｎ）にお
けるｎｅｔＡ（ｎ）、ｎｅｔＢ（ｎ）、及びゲート線１３Ｇの電位はＬ（Low）レベルに
遷移する。
【００６７】
　時刻ｔ１のタイミングで、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）が選択状態に切り替えられ、駆動
回路１１（ｎ）のＴＦＴ－Ｂのドレイン端子に、セット信号Ｓとして、ゲート線１３Ｇ（
ｎ－１）のＨレベルの電位が入力される。ＴＦＴ－Ｂのゲート端子には、ｎｅｔＡ（ｎ－
２）の電位が入力される。ｎｅｔＡ（ｎ－２）の電位は、時刻ｔ１より前にＨレベルとな
っており、ＴＦＴ－Ｂは、時刻ｔ１においてオン状態となっている。ＴＦＴ－Ｂは、ｎｅ
ｔＡ（ｎ－２）の電位がＬレベルに遷移する時刻ｔ２までオン状態となり、時刻ｔ１から
ｔ２の間、ｎｅｔＡ（ｎ）は、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）のＨレベルの電位（ＶＤＤ）に
プリチャージされる。
【００６８】
　ＴＦＴ－Ｆのゲート端子には、ｎｅｔＡ（ｎ）のＨレベルの電位が入力され、オン状態
となる。時刻ｔ１において、ＴＦＴ－Ｄのゲート端子にはクロック信号ＣＫＢのＨレベル
の電位が入力されるため、ＴＦＴ－Ｄはオン状態となり、ゲート線１３Ｇ（ｎ）にＬレベ
ルの電位（ＶＳＳ）が入力される。
【００６９】
　また、時刻ｔ１において、クロック信号ＣＫＤの電位はＨレベルであり、クロック信号
ＣＫＣの電位はＬレベルである。これにより、ＴＦＴ－Ｇはオン状態、ＴＦＴ－Ｈはオフ
状態となる。ＴＦＴ－Ｊのゲート端子には、セット信号Ｓとして、ゲート線１３Ｇ（ｎ－
１）のＨレベルの電位が入力され、ＴＦＴ－Ｊはオン状態になる。そのため、ｎｅｔＢ（
ｎ）はＬレベルの電位に維持され、ＴＦＴ－Ｃはオフ状態となる。
【００７０】
　時刻ｔ２において、クロック信号ＣＫＡの電位がＨレベルとなり、ＴＦＴ－Ｆを介して
クロック信号ＣＫＡのＨレベルの電位がゲート線１３Ｇ（ｎ）に入力される。ゲート線１
３Ｇ（ｎ）の電位の上昇に伴って、ｎｅｔＡ（ｎ）とゲート線１３Ｇ（ｎ）の間に接続さ
れたキャパシタＣｂｓｔにより、ｎｅｔＡ（ｎ）は、クロック信号ＣＫＡのＨレベルの電
位よりも高い電位まで充電される。つまり、ｎｅｔＡ（ｎ）は、（プリチャージ電圧ＶＤ
Ｄ＋ＴＦＴ－Ｆの閾値電圧Ｖｔｈ）よりも高い電位に充電される。
【００７１】
　時刻ｔ２において、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）の電位はＨレベルであり、ＴＦＴ－Ｊは
オン状態を維持する。時刻ｔ３において、クロック信号ＣＫＣの電位がＨレベルに遷移し
、ＴＦＴ－Ｈがオン状態となる。そのため、時刻ｔ２からｔ４の間、ｎｅｔＢ（ｎ）はＬ
レベルの電位に維持される。
【００７２】
　また、時刻ｔ２において、クロック信号ＣＫＢの電位がＨレベルからＬレベルに遷移し
、ＴＦＴ－Ｄはオフ状態となる。これにより、時刻ｔ２からｔ４において、ゲート線１３
Ｇ（ｎ）に、クロック信号ＣＫＡのＨレベルの電位（選択電圧）が出力されてゲート線１
３Ｇ（ｎ）が選択状態に切り替えられる。
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【００７３】
　なお、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）を駆動する駆動回路１１（ｎ＋１）は、ゲート線１３
Ｇ（ｎ）をセット信号Ｓとして、駆動回路１１（ｎ）と同様に動作し、ゲート線１３Ｇ（
ｎ＋１）は、時刻ｔ３のタイミングで選択状態に切り替えられる。また、ゲート線１３Ｇ
（ｎ＋２）を駆動する駆動回路１１（ｎ＋２）は、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）をセット信
号Ｓとして、駆動回路１１（ｎ）と同様に動作し、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）は、時刻ｔ
４のタイミングで選択状態に切り替えられる。
【００７４】
　時刻ｔ４において、クロック信号ＣＫＢの電位がＨレベルに遷移し、ＴＦＴ－Ｄはオン
状態となる。また、時刻ｔ４において、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）の電位がＨレベルに遷
移するため、ＴＦＴ-ＫとＴＦＴ-Ｌもオン状態となる。これにより、ＴＦＴ－Ｄ及びＴＦ
Ｔ－Ｌを介してゲート線１３Ｇ（ｎ）にＬレベルの電位が入力され、ゲート線１３Ｇ（ｎ
）は非選択状態に切り替えられる。また、ＴＦＴ－Ｋを介してｎｅｔＡ（ｎ）にはＬレベ
ルの電位が入力される。このとき、クロック信号ＣＫＣの電位はＨレベルであり、ＴＦＴ
－Ｈはオン状態を維持するため、ｎｅｔＢ（ｎ）の電位はＬレベルに維持される。
【００７５】
　続いて、時刻ｔ５において、クロック信号ＣＫＤの電位がＨレベル、クロック信号ＣＫ
Ｃの電位がＬレベルに遷移すると、ＴＦＴ－Ｈはオフ状態、ＴＦＴ－Ｇはオン状態となる
。これにより、ｎｅｔＢ（ｎ）は、クロック信号ＣＫＤのＨレベルの電位よりＴＦＴ－Ｇ
の閾値電圧分小さい電位に充電される。このとき、ＴＦＴ－Ｋ及びＴＦＴ－Ｌはオン状態
となっており、ＴＦＴ－Ｃはオン状態となるため、ｎｅｔＡ（ｎ）とゲート線１３Ｇ（ｎ
）はＬレベルの電位に維持される。
【００７６】
　時刻ｔ６以降は、クロック信号ＣＫＢがＨレベルの電位となるタイミングで、ゲート線
１３Ｇ（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｄを介してＬレベルの電位に維持される。
【００７７】
　また、時刻ｔ６以降は、クロック信号ＣＫＤがＨレベルの電位となるタイミングで、ｎ
ｅｔＢ（ｎ）の電位がＨレベルに充電され、ｎｅｔＡ（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｃを介してＬレ
ベルの電位に維持される。
【００７８】
　つまり、ｎｅｔＢ（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｃを介してｎｅｔＡ（ｎ）の電位をＬレベルに維
持するためのものである。ただし、ゲート線１３Ｇ（ｎ）を選択状態に切り替える際、Ｔ
ＦＴ－Ｃはオフ状態である必要がある。そのため、ゲート線１３Ｇ（ｎ）の非選択期間に
、クロック信号ＣＫＤの電位に応じてＴＦＴ－Ｃがオン状態となるように、駆動回路１１
（ｎ）は構成されている。また、ＴＦＴ－Ｆは、クロック信号ＣＫＡを供給する配線１５
Ｌとの間で寄生容量を持つ。そのため、ｎｅｔＡ（ｎ）をＬレベルの電位に保持する期間
に、その寄生容量を介してｎｅｔＡ（ｎ）にクロック信号ＣＫＡに同期したノイズが入る
。このノイズを回避するため、クロック信号ＣＫＡの電位がＨレベルとなるタイミングで
ＴＦＴ－Ｃがオン状態となるように、クロック信号ＣＫＤと同じタイミングでｎｅｔＢ（
ｎ）の電位をＨレベルに遷移させている。
【００７９】
　ここで、図８に、ダイオード接続されたＴＦＴ－Ｂを用いた従来の駆動回路１００（ｎ
）の等価回路を示す。図８に示す駆動回路１００（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｂのゲート端子及び
ドレイン端子に、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）の電位を入力する点を除き、駆動回路１１（
ｎ）と同じ構成である。
【００８０】
　図９の（ａ）は、表示領域の外側に駆動回路１００（ｎ）を配置した場合の、ｎｅｔＡ
（ｎ）のプリチャージ期間Ｔｐと、ゲート線１３Ｇ（ｎ）の選択期間Ｔｓにおけるｎｅｔ
Ａ（ｎ）の電位変化を表した図である。また、図９の（ｂ）は、表示領域内に駆動回路１
００（ｎ）を配置した場合の、ｎｅｔＡ（ｎ）のプリチャージ期間Ｔｐと、ゲート線１３
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Ｇ（ｎ）の選択期間ＴｓにおけるｎｅｔＡ（ｎ）の電位変化を表した図である。
【００８１】
　図９の（ａ）に示すように、表示領域外に設けられた駆動回路１００（ｎ）では、プリ
チャージ期間Ｔｐにおいて、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）のＨレベルの電位（ＶＤＤ）より
ＴＦＴ－Ｂの閾値電圧（Ｖｔｈ（Ｂ））分だけ小さい電位（ＶＤＤ－Ｖｔｈ（Ｂ））が、
ｎｅｔＡ（ｎ）にプリチャージされる。選択期間Ｔｓでは、ＴＦＴ－Ｆを介してクロック
信号ＣＫＡのＨレベルの電位がゲート線１３Ｇ（ｎ）に入力され、キャパシタＣｂｓｔに
よって、ｎｅｔＡ（ｎ）の電位は、プリチャージ電圧よりも高い電位（ＶＤＤ＋α）まで
突き上げられる。
【００８２】
　一方、表示領域内に駆動回路１００（ｎ）を設ける場合、駆動回路１００（ｎ）は、表
示領域に設けられたソース線１５Ｓ等の他の素子との間に寄生容量を持ち、ｎｅｔＡ（ｎ
）の寄生容量は、表示領域外に設ける場合よりも大きくなる。その結果、キャパシタＣｂ
ｓｔを介したｎｅｔＡ（ｎ）の電位の上昇効率が低下し、図９の（ｂ）に示すように、選
択期間ＴｓにおけるｎｅｔＡ（ｎ）の電位（ＶＤＤ＋β（β＜α））は、表示領域の外側
に駆動回路１００（ｎ）を配置する場合よりも小さくなる。これにより、ＴＦＴ－Ｆのゲ
ート電圧が低下し、駆動回路を安定して動作させることができず、ゲートドライバの動作
マージンが低下する。
【００８３】
　これに対し、上述した第１実施形態では、ＴＦＴ－Ｂのゲート端子にｎｅｔＡ（ｎ－２
）の電位を入力し、ドレイン端子にゲート線１３Ｇ（ｎ－１）の電位をセット信号として
入力する。これにより、図９の（ｃ）に示すように、プリチャージ期間Ｔｐにおけるｎｅ
ｔＡ（ｎ）のプリチャージ電圧は、ＴＦＴ－Ｂの閾値電圧分だけ低下することなく、ゲー
ト線１３Ｇ（ｎ）のＨレベルの電位（ＶＤＤ）となる。これにより、表示領域内に設けた
駆動回路１１（ｎ）のｎｅｔＡ（ｎ）の寄生容量の影響によってｎｅｔＡ（ｎ）の電位の
上昇効率が低下しても、選択期間ＴｓにおけるｎｅｔＡ（ｎ）の電位を図９の（ａ）と同
等以上まで引き上げることができ、駆動回路を安定して動作させ、ゲートドライバの動作
マージンを向上させることができる。
【００８４】
＜第１実施形態の応用例＞
　上述した第１実施形態では、駆動回路１１（ｎ）のＴＦＴ－Ｂに入力されるセット信号
Ｓとしてゲート線１３Ｇ（ｎ－１）の電位を入力する例について説明した。本応用例では
、ＴＦＴ－Ｂに入力されるセット信号Ｓとしてクロック信号を入力する例について説明す
る。以下の説明において、第１実施形態と異なる構成について説明する。
【００８５】
　（回路構成）
　図１０は、本応用例における駆動回路１１０の等価回路を例示した図である。図１０に
示すように、ゲート線１３Ｇ（ｎ）を駆動する駆動回路１１０（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｂのド
レイン端子に、クロック信号ＣＫＤが入力される点を除き、駆動回路１１（ｎ）と同じ構
成を有する。
【００８６】
　（配置例）
　図１１は、表示領域における駆動回路１１０（ｎ）と、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）を駆
動する駆動回路１１０（ｎ＋２）のＴＦＴ－Ｂの接続例を示す模式図である。なお、図１
１では、便宜上、”ＴＦＴ－”の表記を省略しているが、図１１においてアルファベット
で示すＴＦＴは、図１０における同じアルファベットが付されたＴＦＴと対応している。
図１１に示すように、駆動回路１１０（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｂのドレイン端子は、クロ
ック信号ＣＫＤが供給される配線１５Ｌに接続されている。また、駆動回路１１０（ｎ＋
２）におけるＴＦＴ－Ｂのドレイン端子は、クロック信号ＣＫＤと逆位相のクロック信号
ＣＫＣが供給される配線１５Ｌに接続されている。
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【００８７】
　（動作例）
　図１２は、駆動回路１１０（ｎ）がゲート線１３Ｇ（ｎ）を駆動する際のタイミングチ
ャートである。以下、第１実施形態と異なる動作について説明する。
【００８８】
　時刻ｔ１において、クロック信号ＣＫＤの電位はＨレベルとなり、このときＴＦＴ－Ｂ
はオン状態となっているため、ＴＦＴ－Ｂを介してｎｅｔＡ（ｎ）にクロック信号ＣＫＤ
のＨレベル（ＶＤＤ）の電位がプリチャージされる。なお、クロック信号ＣＫＤは、２水
平走査期間ごとにＨレベルに遷移するが、ＴＦＴ－Ｂは、ｎｅｔＡ（ｎ－２）の電位がＨ
レベルとなっている期間以外はオフ状態となるため、時刻ｔ２以降は、ＴＦＴ－Ｂを介し
て、クロック信号ＣＫＤのＨレベルの電位がｎｅｔＡ（ｎ）に入力されない。
【００８９】
　ゲート線１３Ｇは、寄生容量が比較的大きく、ゲート線１３Ｇの出力波形は鈍りやすい
。そのため、第１実施形態のように、ＴＦＴ－Ｂのドレイン端子に、ゲート線１３Ｇ（ｎ
－１）の電位を入力すると、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）の出力波形の鈍りの影響を受け、
ＴＦＴ－Ｂを介してｎｅｔＡ（ｎ）をプリチャージする能力が低下する。また、駆動回路
１１０における各ＴＦＴの劣化に伴って、ゲート線１３Ｇの出力波形の鈍りは次第に大き
くなる。その結果、ｎｅｔＡ（ｎ）をプリチャージする能力がより低下し、駆動回路の動
作が不安定になる。第１実施形態の応用例では、ＴＦＴ－Ｂのドレイン端子にクロック信
号を入力するため、ゲート線１３Ｇの出力波形の鈍りの程度に関係なく、ｎｅｔＡを適切
にプリチャージすることができる。
【００９０】
＜第２実施形態＞
　上述の第１実施形態とその応用例では、ｎｅｔＡのプリチャージ電圧の低下を抑制し、
ゲートドライバの動作マージンを向上させる例を説明した。ゲートドライバの動作マージ
ンの低下の要因として、ゲート線を非選択期間に切り替える際のｎｅｔＡの電位の引き下
げが不十分であることが挙げられる。特に、表示領域内にゲートドライバを配置する場合
には、表示領域内に配置されたソース線１５Ｓや配線１５Ｌ等の素子との間に生じる寄生
容量の影響を受け、ｎｅｔＡを確実にＬレベルに引き下げることができないことがある。
本実施形態では、ゲートドライバの動作マージンを向上させるべく、ゲート線を非選択状
態に遷移させる際にｎｅｔＡの電位の引き下げをより確実に行う例を説明する。以下、第
１実施形態と異なる構成について説明する。
【００９１】
　（回路構成）
　図１３は、本実施形態における駆動回路１１１の等価回路を示す図である。図１３に示
すように、ゲート線１３Ｇ（ｎ）を駆動する駆動回路１１１（ｎ）は、ｎｅｔＡ（ｎ）の
プリチャージ用のＴＦＴ－Ｂは、ダイオード接続されている。ＴＦＴ－Ｂのゲート端子と
ドレイン端子には、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）の電位が入力される。また、ＴＦＴ－Ｋの
ゲート端子には、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）を駆動する駆動回路１１１（ｎ＋２）におけ
るｎｅｔＡ（ｎ＋２）の電位が入力され、ドレイン端子には、クロック信号ＣＫＡの電位
が入力される。
【００９２】
　（配置例）
　図１４Ａ及び１４Ｂは、表示領域における駆動回路１１１（ｎ）と、駆動回路１１１（
ｎ＋２）のＴＦＴ－Ｋ、及びＴＦＴ－Ｂの接続例を示す模式図である。なお、図１４及び
１４Ｂでは、便宜上、”ＴＦＴ－”の表記を省略しているが、図１４Ａ及び１４Ｂにおい
てアルファベットで示すＴＦＴは、図１３における同じアルファベットが付されたＴＦＴ
と対応している。
【００９３】
　図１４Ａに示すように、駆動回路１１１（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｋのゲート端子は、ｎ
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ｅｔＡ（ｎ＋２）に接続され、駆動回路１１１（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｋのゲート端
子は、ｎｅｔＡ（ｎ＋４）に接続されている。駆動回路１１１（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｋ
のドレイン端子は、クロック信号ＣＫＡを供給する配線１５Ｌに接続され、駆動回路１１
１（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｋのドレイン端子は、クロック信号ＣＫＢを供給する配線
１５Ｌに接続されている。
【００９４】
　また、図１４Ｂに示すように、駆動回路１１１（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｂのゲート端子
とドレイン端子は、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）に接続され、駆動回路１１１（ｎ＋２）に
おけるＴＦＴ－Ｂのゲート端子とドレイン端子は、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に接続されてい
る。
【００９５】
　（動作例）
　図１５は、駆動回路１１１（ｎ）がゲート線１３Ｇ（ｎ）を駆動する際のタイミングチ
ャートである。以下、第１実施形態と異なる動作について説明する。
【００９６】
　図１５に示す時刻ｔ０からｔ２において、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）が選択状態となり
、駆動回路１１１（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｂのゲート端子とドレイン端子に、ゲート線１
３Ｇ（ｎ－２）のＨレベルの電位が入力される。これにより、ＴＦＴ－Ｂがオン状態とな
り、ｎｅｔＡ（ｎ）に、ＴＦＴ－Ｂを介して、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）のＨレベルの電
位よりＴＦＴ－Ｂの閾値電圧だけ小さい電位がプリチャージされる。
【００９７】
　図１５に示す時刻ｔ２からｔ４において、クロック信号ＣＫＡのＨレベルの電位がＴＦ
Ｔ－Ｆを介してゲート線１３Ｇ（ｎ）に入力される。ｎｅｔＡ（ｎ）の電位は、キャパシ
タＣｂｓｔを介してクロック信号ＣＫＡのＨレベルよりも高い電位まで突き上げられ、こ
のｎｅｔＡ（ｎ）の電位がＴＦＴ－Ｆのゲート端子に入力され、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に
クロック信号ＣＫＡのＨレベルの電位が入力されて選択状態となる。
【００９８】
　駆動回路１１１（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｊは、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）の電位がＨレ
ベルとなる時刻ｔ１から時刻ｔ３の期間にオン状態となり、ＴＦＴ－Ｈは、クロック信号
ＣＫＣの電位がＨレベルとなる時刻ｔ３から時刻ｔ５の期間にオン状態となる。これによ
り、時刻ｔ１から時刻ｔ５において、ｎｅｔＢ（ｎ）は、Ｌレベルの電位に維持される。
【００９９】
　図１５に示すように、ｎｅｔＡ（ｎ＋１）は、時刻ｔ１にプリチャージが開始され、時
刻ｔ３に、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）は選択状態に切り替えられる。また、ｎｅｔＡ（ｎ
＋２）は、時刻ｔ２でプリチャージが開始され、時刻ｔ４に、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）
は選択状態に切り替えられる。
【０１００】
　時刻ｔ４において、ｎｅｔＡ（ｎ＋２）の電位がＨレベルに遷移すると、ＴＦＴ－Ｋが
オン状態となる。このとき、クロック信号ＣＫＡの電位はＬレベルであるため、ｎｅｔＡ
（ｎ）の電位は、ＴＦＴ－Ｋを介してＨレベル（ＶＤＤ）からＬレベル（ＶＳＳ）に引き
下げられる。また、ＴＦＴ－Ｌのゲート端子にゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）のＨレベルの電
位が入力され、ＴＦＴ－Ｌがオン状態となるため、ゲート線１３Ｇ（ｎ）はＨレベル（Ｖ
ＤＤ）からＬレベル（ＶＳＳ）の電位に遷移する。
【０１０１】
　時刻ｔ６以降は、ｎｅｔＡ（ｎ＋２）の電位がＬレベルとなるため、ＴＦＴ－Ｋはオフ
状態となるが、クロック信号ＣＫＤの電位がＨレベルとなるタイミングで、ｎｅｔＢ（ｎ
）の電位がＨレベルとなり、ｎｅｔＡ（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｃを介してＬレベルの電位に維
持される。
【０１０２】
　上述した第２実施形態では、ｎｅｔＡ（ｎ）をＬレベルに引き下げるＴＦＴ－Ｋのゲー



(18) JP WO2015/190488 A1 2015.12.17

10

20

30

40

50

ト端子に、ｎｅｔＡ（ｎ＋２）が接続される。駆動回路１１１におけるｎｅｔＡは、ゲー
ト線１３Ｇの選択期間において、キャパシタＣｂｓｔを介して選択電圧よりも高い電位ま
で突き上げられる。そのため、ＴＦＴ－Ｋのゲート電圧が向上し、ＴＦＴ－Ｋのドレイン
端子からソース端子へと流れる電流値が大きくなり、ＴＦＴ－Ｋの駆動力が向上する。そ
の結果、表示領域内に駆動回路１１１を配置することにより、ｎｅｔＡに寄生容量Ｃｐａ
が生じても、ゲート線１３Ｇの非選択期間の遷移時に、ＴＦＴ－Ｋを介してｎｅｔＡの電
位を十分引き下げることができ、駆動回路１１１を安定して動作させることができる。
【０１０３】
＜第３実施形態＞
　上述した第２実施形態では、ゲートドライバの動作マージンを向上させるべく、ゲート
電圧放電部として機能するＴＦＴ－Ｋのゲート端子に、他の駆動回路のｎｅｔＡを接続し
、ＴＦＴ－Ｋの駆動力を向上させる例を説明した。本実施形態では、ゲート線の非選択期
間の遷移時におけるゲート線の放電を強化し、ゲートドライバの動作マージンの向上を図
る。以下、第２実施形態と異なる構成について説明する。
【０１０４】
　（回路構成）
　図１６は、本実施形態における駆動回路１１２の等価回路を例示した図である。図１６
に示すように、ゲート線１３Ｇ（ｎ）を駆動する駆動回路１１２（ｎ）において、ｎｅｔ
Ａ（ｎ）の電位を引き下げるためのＴＦＴ－Ｋは、ゲート端子にゲート線１３Ｇ（ｎ＋２
）が接続され、ドレイン端子にｎｅｔＡ（ｎ）が接続され、ソース端子に電源電圧信号Ｖ
ＳＳが入力されている。また、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に非選択電圧を出力するＴＦＴ－Ｌ
は、ゲート端子に、駆動回路１１２（ｎ＋２）におけるｎｅｔＡ（ｎ＋２）が接続され、
ドレイン端子にクロック信号ＣＫＡが入力され、ソース端子にゲート線１３Ｇ（ｎ）が接
続されている。
【０１０５】
　（配置例）
　図１７Ａ及び１７Ｂは、表示領域における駆動回路１１２（ｎ）と、駆動回路１１２（
ｎ＋２）のＴＦＴ－Ｋ、及びＴＦＴ－Ｌの接続例を示す模式図である。なお、図１７Ａ及
び１７Ｂでは、便宜上、”ＴＦＴ－”の表記を省略しているが、図１７Ａ及び１７Ｂにお
いてアルファベットで示すＴＦＴは、図１６における同じアルファベットが付されたＴＦ
Ｔと対応している。
【０１０６】
　図１７Ａに示すように、駆動回路１１２（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｋのゲート端子は、ゲ
ート線１３Ｇ（ｎ＋２）に接続され、駆動回路１１２（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｋのゲ
ート端子は、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋４）に接続されている。駆動回路１１２（ｎ）と駆動
回路１１２（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｋのソース端子は、電源電圧信号ＶＳＳを供給す
る配線１５Ｌに接続されている。
【０１０７】
　また、図１７Ｂに示すように、駆動回路１１２（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｌのゲート端子
は、ｎｅｔＡ（ｎ＋２）に接続され、ドレイン端子は、クロック信号ＣＫＡを供給する配
線１５Ｌに接続されている。駆動回路１１２（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｌのゲート端子
は、ｎｅｔＡ（ｎ＋４）に接続され、ドレイン端子は、クロック信号ＣＫＢを供給する配
線１５Ｌに接続されている。
【０１０８】
　（動作例）
　次に、駆動回路１１２（ｎ）の動作について説明する。図１８は、駆動回路１１２（ｎ
）がゲート線１３Ｇ（ｎ）を駆動する際のタイミングチャートである。以下、第２実施形
態と異なる駆動回路１１２（ｎ）の動作について、図１８及び図１６を用いて説明する。
【０１０９】
　図１８に示す時刻ｔ４において、ｎｅｔＡ（ｎ＋２）の電位がＨレベルに遷移し、ゲー
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ト線１３Ｇ（ｎ＋２）が選択状態に遷移すると、ＴＦＴ－ＬとＴＦＴ－Ｋがオン状態とな
る。このとき、クロック信号ＣＫＡの電位はＬレベルであるため、ゲート線１３Ｇ（ｎ）
は、ＴＦＴ－Ｌを介してＬレベル（ＶＳＳ）の電位が印加される。また、ｎｅｔＡ（ｎ）
は、ＴＦＴ－Ｋを介してＬレベル（ＶＳＳ）の電位に引き下げられる。
【０１１０】
　時刻ｔ６以降は、ｎｅｔＡ（ｎ＋２）の電位がＬレベルとなるため、ＴＦＴ－Ｌはオフ
状態となるが、クロック信号ＣＫＢの電位がＨレベルとなるタイミングで、ＴＦＴ－Ｄが
オン状態となり、ＴＦＴ－Ｄを介して、ゲート線１３Ｇ（ｎ）はＬレベルの電位に維持さ
れる。また、時刻ｔ６以降、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）の電位はＬレベルとなり、ＴＦＴ
－Ｋはオフ状態となるが、クロック信号ＣＫＤの電位がＨレベルとなるタイミングで、ｎ
ｅｔＢ（ｎ）はＴＦＴ－Ｇを介してＨレベルの電位が入力される。これにより、ＴＦＴ－
Ｃがオン状態となり、ｎｅｔＡ（ｎ）はＬレベルの電位に維持される。
【０１１１】
　表示領域内に駆動回路１１２を配置する場合、クロック信号や電源電圧信号を供給する
ための配線１５Ｌが画素に設けられるため、表示領域外に駆動回路１１２を配置する場合
と比べて、配線１５Ｌとゲート線１３Ｇとの間の寄生容量が増加し、ゲート線１３Ｇを非
選択状態に遷移させる際、ゲート線１３Ｇを確実に非選択状態にできない場合がある。上
述の第３実施形態では、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に非選択電圧を出力するＴＦＴ－Ｌのゲー
ト端子にｎｅｔＡ（ｎ＋２）を接続してＴＦＴ－Ｌのゲート電圧を向上させ、ＴＦＴ－Ｌ
の駆動力を上げることができるので、ゲート線を非選択状態に遷移させる期間に、ゲート
線１３Ｇ（ｎ）をより確実に非選択状態に遷移させることができる。
【０１１２】
＜第４実施形態＞
　上述した第１実施形態から第３実施形態では、出力部として機能するＴＦＴのドレイン
端子と、ゲート線放電部として機能するＴＦＴのドレイン端子にクロック信号を入力し、
クロック信号を用いてゲート線を充電する例を説明した。本実施形態では、Ｈレベル（Ｖ
ＤＤ）の直流電圧信号を用いて充電する例について説明する。
【０１１３】
　（回路構成）
　図１９は、本実施形態における駆動回路１１３の等価回路を例示した図である。図１９
に示すように、ゲート線１３Ｇ（ｎ）を駆動する駆動回路１１３（ｎ）は、以下の点にお
いて、第１実施形態の応用例の駆動回路と異なっている。
【０１１４】
　駆動回路１１３（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｐ、内部配線ｎｅｔＣ（ｎ）、ＴＦＴ－Ｎ、及びＴ
ＦＴ－Ｍを備える。
【０１１５】
　ｎｅｔＣ（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｆのソース端子、キャパシタＣｂｓｔ、ＴＦＴ－Ｅのドレ
イン端子、ＴＦＴ－Ｄのドレイン端子が接続されており、ｎｅｔＣ（ｎ）の電位Ｒ（ｎ）
は、駆動回路１１３（ｎ－２）のＴＦＴ－Ｌのゲート端子に入力される。
【０１１６】
　ＴＦＴ－Ｆは、ｎｅｔＡ（ｎ）の電位に応じて、クロック信号ＣＫＡの電位をｎｅｔＣ
（ｎ）に出力し、キャパシタＣｂｓｔを充電する。
【０１１７】
　ＴＦＴ－Ｅは、ゲート端子に入力されるリセット信号ＣＬＲの電位に応じて、ｎｅｔＣ
（ｎ）をＬレベルの電位に引き下げる。
【０１１８】
　ＴＦＴ－Ｄは、ゲート端子に入力されるクロック信号ＣＫＢの電位に応じて、ｎｅｔＣ
（ｎ）をＬレベルの電位に引き下げる。
【０１１９】
　ＴＦＴ－Ｌは、ゲート端子に、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）を駆動する駆動回路１１３（
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ｎ＋２）におけるｎｅｔＣの電位Ｒ（ｎ＋２）が入力される。ＴＦＴ－Ｌは、電位Ｒ（ｎ
＋２）に応じて、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に非選択電圧を印加し、Ｌレベルの電位に引き下
げる。
【０１２０】
　ＴＦＴ－Ｎは、ゲート端子にリセット信号ＣＬＲが入力され、ドレイン端子にゲート線
１３Ｇ（ｎ）が接続され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが入力される。ＴＦＴ－Ｎは
、リセット信号ＣＬＲの電位に応じて、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に非選択電圧を印加し、Ｌ
レベルの電位に引き下げる。
【０１２１】
　ＴＦＴ－Ｍは、ゲート端子にｎｅｔＢ（ｎ）が接続され、ドレイン端子にゲート線１３
Ｇ（ｎ）が接続され、ソース端子に電源電圧信号ＶＳＳが入力される。ＴＦＴ－Ｍは、ｎ
ｅｔＢ（ｎ）の電位に応じて、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に非選択電圧を印加し、Ｌレベルの
電位に引き下げる。
【０１２２】
　ＴＦＴ－Ｐは、ゲート端子がｎｅｔＡ（ｎ）と接続され、ドレイン端子にＨレベル（Ｖ
ＤＤ）の直流電圧信号が入力され、ソース端子がゲート線１３Ｇ（ｎ）に接続されている
。ＴＦＴ－Ｐは、ｎｅｔＡ（ｎ）の電位に応じて、ゲート線１３Ｇ（ｎ）をＨレベル（Ｖ
ＤＤ）の電位に充電し、選択状態に切り替える。
【０１２３】
　つまり、本実施形態において、ＴＦＴ－Ｐは出力部として機能し、ＴＦＴ－Ｆとキャパ
シタＣｂｓｔは昇圧部として機能する。また、ＴＦＴ－Ｌ、ＴＦＴ－Ｍ、ＴＦＴ－Ｎは、
ゲート線放電部として機能する。
【０１２４】
　（配置例）
　次に、本実施形態における駆動回路の表示領域における配置例について説明する。図２
０Ａ～２０Ｆは、表示領域における駆動回路１１３（ｎ）と駆動回路１１３（ｎ＋２）の
配置例を示す模式図である。図２０Ａ～２０Ｆは、列２１１～２１５において連続してい
るものとする。また、各図では、便宜上、”ＴＦＴ”の表記を省略しているが、Ａ～Ｎ、
Ｐが付されたＴＦＴは、図１９に示すＴＦＴ－Ａ～ＴＦＴ－Ｎ、及びＴＦＴ－Ｐを示して
いる。以下、主に、第１実施形態の応用例と異なる構成の配置について説明する。
【０１２５】
　図２０Ａ～２０Ｆにおいて、駆動回路１１３（ｎ）の各素子は、ゲート線１３Ｇ（ｎ）
からゲート線１３Ｇ（ｎ－２）の間に配置され、駆動回路１１３（ｎ＋２）の各素子は、
ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）からゲート線１３Ｇ（ｎ）の間に配置されている。
【０１２６】
　図２０Ａに示すように、駆動回路１１３（ｎ）及び駆動回路１１３（ｎ＋２）の各々に
おけるＴＦＴ－ＮとＴＦＴ－Ｉは、各ゲート端子に、リセット信号ＣＬＲを供給する配線
１５Ｌが接続されている。また、図２０Ｂに示すように、駆動回路１１３（ｎ）における
ＴＦＴ－Ｍのゲート端子は、ｎｅｔＢ（ｎ）と接続され、駆動回路１１３（ｎ＋２）にお
けるＴＦＴ－Ｍのゲート端子は、ｎｅｔＢ（ｎ＋２）と接続されている。また、駆動回路
１１３（ｎ）及び駆動回路１１３（ｎ＋２）の各々におけるＴＦＴ－Ｍのソース端子は、
図２０Ａに配置された電源電圧信号ＶＳＳを供給する配線１５Ｌに接続されている。
【０１２７】
　本実施形態では、図２０Ｃに示すように、出力部として機能するＴＦＴ－Ｐは、３つの
ＴＦＴ－Ｐを並列に接続して構成される。図２０Ｃにおいて、Ｈレベル（ＶＤＤ）の直流
電圧信号を供給する配線１５Ｌは、各ＴＦＴ－Ｐが配置された画素まで引き回され、各Ｔ
ＦＴ－Ｐのドレイン端子と接続されている。
【０１２８】
　また、図２０Ｄに示すように、本実施形態では、ゲート線放電部として機能するＴＦＴ
－Ｌは、３つのＴＦＴ－Ｌを並列に接続して構成される。図２０Ｄ及び図２０Ｅに示すよ
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うに、駆動回路１１３（ｎ）における各ＴＦＴ－Ｌのゲート端子は、駆動回路１１３（ｎ
＋２）におけるｎｅｔＣ（ｎ＋２）と接続され、ｎｅｔＣ（ｎ＋２）の電位Ｒ（ｎ＋２）
が入力される。また、駆動回路１１３（ｎ＋２）における各ＴＦＴ－Ｌのゲート端子は、
図示しない駆動回路１１３（ｎ＋４）におけるｎｅｔＣ（ｎ＋４）と接続され、ｎｅｔＣ
（ｎ＋４）の電位Ｒ（ｎ＋４）が入力される。また、図２０Ｄに示すように、Ｌレベル（
ＶＳＳ）の直流電圧信号を供給する配線１５Ｌは、駆動回路１１３（ｎ）及び駆動回路１
１３（ｎ＋２）における各ＴＦＴ－Ｌが配置された画素まで引き回され、各ＴＦＴ－Ｌの
ソース端子と接続されている。
【０１２９】
　本実施形態では、図２０Ｅに示すように、昇圧部として機能するＴＦＴ－Ｆは１つのＴ
ＦＴで構成される例を説明するが、ＴＦＴ－Ｆは、複数のＴＦＴを並列に接続して構成さ
れていてもよい。図２０Ｅにおいて、駆動回路１１３（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｆのソース
端子及びキャパシタＣｂｓｔの一方の電極が接続されたｎｅｔＣ（ｎ）は、図示しない駆
動回路１１３（ｎ－２）におけるＴＦＴ－Ｌのゲート端子に接続され、そのゲート端子に
電位Ｒ（ｎ）が入力される。また、図２０Ｆに示すように、駆動回路１１３（ｎ）におけ
るＴＦＴ－Ｅ及びＴＦＴ－Ｄのドレイン端子は、キャパシタＣｂｓｔの一方の電極と接続
されたｎｅｔＣ（ｎ）に接続される。駆動回路１１３（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｅ及び
ＴＦＴ－Ｄのドレイン端子も同様に、キャパシタＣｂｓｔの一方の電極と接続されたｎｅ
ｔＣ（ｎ＋２）に接続される。
【０１３０】
　（動作例）
　次に、駆動回路１１３（ｎ）の動作について説明する。図２１は、駆動回路１１３（ｎ
）がゲート線１３Ｇ（ｎ）を駆動する際のタイミングチャートである。以下、第１実施形
態の応用例と異なる動作について、図２１及び図１９を用いて説明する。
【０１３１】
　時刻ｔ１において、クロック信号ＣＫＤの電位はＨレベルとなり、ｎｅｔＡ（ｎ－２）
の電位はＨレベルとなっている。そのため、時刻ｔ１においてＴＦＴ－Ｂはオン状態とな
っており、ＴＦＴ－Ｂを介してｎｅｔＡ（ｎ）にクロック信号ＣＫＤのＨレベル（ＶＤＤ
）の電位がプリチャージされる。これにより、ＴＦＴ－Ｐはオン状態となり、ＴＦＴ－Ｐ
を介して、ゲート線１３Ｇ（ｎ）は、（ＶＤＤ－ＴＦＴ－Ｐの閾値電圧）の電位に充電さ
れる。また、このとき、ＴＦＴ－Ｆもオン状態となるが、クロック信号ＣＫＡの電位はＬ
レベルであるため、ｎｅｔＣ（ｎ）の電位Ｒ（ｎ）はＬレベルに維持される。
【０１３２】
　時刻ｔ２において、クロック信号ＣＫＡの電位がＨレベルとなる。ＴＦＴ－Ｆは、時刻
ｔ１においてオン状態となっており、ｎｅｔＣ（ｎ）に、ＴＦＴ－Ｆを介してクロック信
号ＣＫＡのＨレベルの電位が入力される。そして、ｎｅｔＣ（ｎ）の電位の上昇に伴い、
プリチャージされたｎｅｔＡ（ｎ）の電位は、キャパシタＣｂｓｔを介して突き上げられ
、（ＶＤＤ＋ＴＦＴ－Ｐの閾値電圧）よりも大きい電位に充電される（以下、本チャージ
と称する）。これにより、ＴＦＴ－Ｐに閾値電圧より大きいゲート電圧が印加され、ＴＦ
Ｔ－Ｐを介してＨレベル（ＶＤＤ）の電位がゲート線１３Ｇ（ｎ）に入力され、時刻ｔ２
から時刻ｔ４の期間、ゲート線１３Ｇ（ｎ）は選択状態となる。
【０１３３】
　時刻ｔ４において、駆動回路１１３（ｎ＋２）におけるｎｅｔＣ（ｎ＋２）の電位Ｒ（
ｎ＋２）がＨレベルになると、駆動回路１１３（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｋ及びＴＦＴ－Ｌ
はオン状態となる。これにより、ｎｅｔＡ（ｎ）の電位は、ＴＦＴ－Ｋを介してＬレベル
（ＶＳＳ）に引き下げられ、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に、ＴＦＴ－Ｌを介してＬレベル（Ｖ
ＳＳ）の電位が印加される。
【０１３４】
　時刻ｔ６以降は、電位Ｒ（ｎ＋２）がＬレベルとなるため、ＴＦＴ－Ｋ及びＴＦＴ－Ｌ
はオフ状態となるが、クロック信号ＣＫＤの電位がＨレベルとなるタイミングで、ｎｅｔ
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Ｂ（ｎ）はＨレベルの電位が入力されるので、ｎｅｔＡ（ｎ）はＴＦＴ－Ｃを介してＬレ
ベルの電位に維持され、ゲート線１３Ｇ（ｎ）はＴＦＴ－Ｍを介してＬレベルの電位に維
持される。
【０１３５】
　上述した第４実施形態では、選択電圧に対応するＨレベル（ＶＤＤ）の電位を示す直流
電圧信号を用いてゲート線１３Ｇの充電を行うため、駆動回路１１３にクロック信号を供
給する負荷を軽減することができ、消費電力を軽減することができる。また、第４実施形
態では、駆動回路１１３において、ＴＦＴ－Ｐが追加されているため、駆動回路１１３に
おけるｎｅｔＡの寄生容量Ｃｐａがさらに増加し、キャパシタＣｂｓｔによるｎｅｔＡの
電位の上昇効率が低下する。しかしながら、プリチャージ用のＴＦＴ－Ｂのゲート端子に
ｎｅｔＡ（ｎ－２）を接続することにより、ＴＦＴ－Ｂをダイオード接続する場合と比べ
、ｎｅｔＡの電位の上昇効率の低下が抑制される。その結果、駆動回路１１３において、
ＴＦＴ－Ｐに高いゲート電圧が印加され、ＴＦＴ－Ｐの駆動力が向上し、駆動回路１１３
を安定して動作させることができる。
【０１３６】
＜第５実施形態＞
　上述した第４実施形態では、Ｍ本のゲート線１３Ｇを順次駆動する例について説明した
が、本実施形態では、任意のゲート線１３Ｇを駆動させる例について説明する。
【０１３７】
　（回路構成）
　図２２は、本実施形態における駆動回路１１４の等価回路を例示した図である。図２２
に示すゲート線１３Ｇ（ｎ）を駆動する駆動回路１１４（ｎ）は、第４実施形態における
駆動回路１１３（ｎ）と以下の点において異なる。
【０１３８】
　駆動回路１１４（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｐは、ドレイン端子に、行選択信号ＥＮＡが入
力される。また、ＴＦＴ－Ｋは、ゲート端子にｎｅｔＡ（ｎ＋２）が接続され、ドレイン
端子にクロック信号ＣＫＡが入力される。
【０１３９】
　ＴＦＴ－Ｊは、ゲート端子にｎｅｔＡ（ｎ＋２）が接続される。上述した第１実施形態
～第４実施形態では、ＴＦＴ－Ｊのゲート端子に、隣接するゲート線１３Ｇ（ｎ－１）が
接続されていたが、本実施形態では、隣接するゲート線１３Ｇ（ｎ－１）が駆動されない
場合がある。そのため、本実施形態では、ＴＦＴ－Ｊのゲート端子には、隣接するゲート
線１３Ｇの電位が入力されないように駆動回路１１４を構成している。
【０１４０】
　行選択信号は、Ｈレベル（ＶＤＤ）又はＬレベル（ＶＳＳ）の電位を示す信号である。
表示制御回路４（図１及び図３参照）は、制御信号として、クロック信号に加え、行選択
信号ＥＮＡ、ＥＮＢ、ＥＮＣ、ＥＮＤのいずれかを各駆動回路におけるＴＦＴ－Ｐのドレ
イン端子に供給する。
【０１４１】
　（配置例）
　図２３Ａ～２３Ｄは、駆動回路１１４（ｎ）と、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）を駆動する
駆動回路１１４（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｊ、ＴＦＴ－Ｋ、ＴＦＴ－Ｐを含む一部の素
子が配置された表示領域を示す模式図である。図２３Ａ～２３Ｄは、列２２１～２２３に
おいて連続しているものとする。また、図２３Ａ～２３Ｄにおいて、便宜上、”ＴＦＴ－
”の表記を省略しているが、各図においてアルファベットを付したＴＦＴは、図２２にお
いて同じアルファベットが付されたＴＦＴに対応している。
【０１４２】
　図２３Ａに示すように、駆動回路１１４（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｊのゲート端子は、ｎ
ｅｔＡ（ｎ）と接続され、駆動回路１１４（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｊのゲート端子は
、ｎｅｔＡ（ｎ＋２）と接続されている。
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【０１４３】
　また、図２３Ｂに示すように、駆動回路１１４（ｎ）における各ＴＦＴ－Ｐのドレイン
端子は、行選択信号ＥＮＡが供給される配線１５Ｌに接続されている。一方、駆動回路１
１４（ｎ＋２）における各ＴＦＴ－Ｐのドレイン端子は、図２３Ｃに示すように、行選択
信号ＥＮＢが供給される配線１５Ｌに接続されている。
【０１４４】
　なお、図示を省略するが、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）を駆動する駆動回路１１４（ｎ－
１）におけるＴＦＴ－Ｐのドレイン端子は、行選択信号ＥＮＤが供給される配線１５Ｌに
接続されている。また、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）を駆動する駆動回路１１４（ｎ＋１）
におけるＴＦＴ－Ｐのドレイン端子は、行選択信号ＥＮＣが供給される配線１５Ｌに接続
されている。また、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）を駆動する駆動回路１１４（ｎ－２）にお
ける各ＴＦＴ－Ｐのドレイン端子は、行選択信号ＥＮＢが供給される配線１５Ｌに接続さ
れている。
【０１４５】
　図２３Ｃ及び２３Ｄに示すように、駆動回路１１４（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｋのゲート
端子は、駆動回路１１４（ｎ）におけるｎｅｔＡ（ｎ＋２）に接続されている。駆動回路
１１４（ｎ＋２）におけるＴＦＴ－Ｋのゲート端子は、図示しない駆動回路１１４（ｎ＋
４）におけるｎｅｔＡ（ｎ＋４）に接続されている。
【０１４６】
　また、図２３Ｄに示すように、本実施形態では、ＴＦＴ－Ｋのゲート端子にｎｅｔＣが
接続されず、ＴＦＴ－Ｌの各ゲート端子にｎｅｔＣが接続されるように配線されており、
ＴＦＴ－ＫとＴＦＴ－Ｌの各ゲート端子にｎｅｔＣを接続する第４実施形態と比べ、ｎｅ
ｔＣの配線が短くなっている。
【０１４７】
　（動作例）
　次に、本実施形態における駆動回路の動作について説明する。図２４は、１フレームに
おいて、一部のゲート線１３Ｇを駆動する際のタイミングチャートである。以下、第４実
施形態と異なる動作について説明する。
【０１４８】
　表示制御回路４（図１又は図３参照）は、一のフレームにおいて、ゲート線１３Ｇ（ｎ
－１）～１３Ｇ（ｎ＋１）を駆動させ、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）及びゲート線１３Ｇ（
ｎ＋２）を駆動させないように、行選択信号ＥＮＡ～ＥＮＤを出力する。具体的には、表
示制御回路４は、図２４に示す時刻ｔ０からｔ３の間、Ｈレベルの電位を示す行選択信号
ＥＮＤを出力し、時刻ｔ１からｔ４の間、Ｈレベルの電位を示す行選択信号ＥＮＡを出力
する。また、表示制御回路４は、時刻ｔ２からｔ５の間、Ｈレベルの電位を示す行選択信
号ＥＮＣを出力し、１フレームの間、Ｌレベルの電位を示す行選択信号ＥＮＢを出力する
。
【０１４９】
　図２４において、時刻ｔ０からｔ２の間、ｎｅｔＡ（ｎ－２）が本チャージされ、時刻
ｔ１において、クロック信号ＣＫＤの電位がＨレベルに遷移すると、駆動回路１１４（ｎ
）におけるＴＦＴ－Ｂはオン状態となり、ｎｅｔＡ（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｂを介してＨレベ
ル（ＶＤＤ）にプリチャージされる。これにより、ＴＦＴ－Ｐはオン状態となる。このと
き、行選択信号ＥＮＡの電位はＨレベル（ＶＤＤ）であるため、ＴＦＴ－Ｐを介して、ゲ
ート線１３Ｇ（ｎ）は、（ＶＤＤ－ＴＦＴ－Ｐの閾値電圧）の電位に充電される。また、
このとき、ＴＦＴ－Ｆもオン状態となるが、クロック信号ＣＫＡの電位はＬレベルである
ため、ｎｅｔＣ（ｎ）の電位Ｒ（ｎ）はＬレベルに維持される。
【０１５０】
　各駆動回路１１４におけるｎｅｔＣの電位Ｒは、ＴＦＴ－Ｆがオン状態において、ＴＦ
Ｔ－Ｆのドレイン端子に入力されるクロック信号の電位に応じてＨレベルに遷移する。こ
の例では、図２４に示すように、電位Ｒ（ｎ－２）、Ｒ（ｎ－１）、Ｒ（ｎ）、Ｒ（ｎ＋
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１）、Ｒ（ｎ＋２）は、各々、クロック信号ＣＫＢ、ＣＫＤ、ＣＫＡ、ＣＫＣ、ＣＫＤの
電位がＨレベルとなるタイミングでＨレベルに遷移する。
【０１５１】
　時刻ｔ０からｔ２において、電位Ｒ（ｎ－２）の上昇に伴い、ｎｅｔＡ（ｎ－２）の電
位はキャパシタＣｂｓｔによって突き上げられ、本チャージされる。このとき、行選択信
号ＥＮＢの電位はＬレベルとなっているため、駆動回路１１４（ｎ－２）におけるＴＦＴ
－Ｐを介して、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）にＬレベルの電位が入力され、ゲート線１３Ｇ
（ｎ－２）は非選択状態を維持する。
【０１５２】
　また、時刻ｔ１からｔ３において、ｎｅｔＡ（ｎ－１）は、上記ｎｅｔＡ（ｎ－２）と
同様、電位Ｒ（ｎ－１）の上昇に伴って本チャージされる。このとき、行選択信号ＥＮＤ
の電位はＨレベルとなっているため、駆動回路１１４（ｎ－１）におけるＴＦＴ－Ｐを介
して、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）にＨレベルの電位が入力され、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１
）は選択状態となる。
【０１５３】
　同様に、時刻ｔ２からｔ４において、ｎｅｔＡ（ｎ）は電位Ｒ（ｎ）の上昇に伴って本
チャージされる。このとき、行選択信号ＥＮＡの電位はＨレベルであり、ゲート線１３Ｇ
（ｎ）は選択状態となる。また、時刻ｔ３からｔ５において、ｎｅｔＡ（ｎ＋１）は電位
Ｒ（ｎ＋１）の上昇に伴って本チャージされる。このとき、行選択信号ＥＮＣの電位はＨ
レベルであり、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）は選択状態となる。
【０１５４】
　時刻ｔ４からｔ６において、ｎｅｔＡ（ｎ＋２）は電位Ｒ（ｎ＋２）の上昇に伴って本
チャージされるが、行選択信号ＥＮＢの電位はＬレベルであり、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋２
）は非選択状態を維持する。
【０１５５】
　上述した第５実施形態では、駆動回路１１４におけるＴＦＴ－Ｐのドレイン端子に行選
択信号が入力されることにより、任意のゲート線１３Ｇを駆動させることができる。その
ため、例えば、連続する複数のゲート線のみを一定周波数で駆動させ、他のゲート線１３
Ｇは、その周波数よりも低い周波数で駆動させることができる。その結果、全てのゲート
線１３Ｇを一定周波数で駆動させる場合と比べ、ゲート線を駆動する際の消費電力を低減
させることができる。また、表示データを更新するべき行のみデータ信号を入力すればよ
く、ソース線１５Ｓを駆動する際の消費電力を低減することができる。
【０１５６】
　＜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、又は組み合わせて実施すること
が可能である。以下、本発明の変形例について説明する。
【０１５７】
　（１）上述した第１実施形態では、位相が互いに異なる４相のクロック信号を用いる例
を説明したが、２相のクロック信号を用いてもよい。以下、２相のクロック信号を用いる
場合について、主に第１実施形態と異なる点を説明する。
【０１５８】
　（アクティブマトリクス基板の構成）
　図２５は、本変形例におけるアクティブマトリクス基板の概略構成を示す模式図である
。なお、図２５において、ソース線１５Ｓ（図２参照）の図示は省略されている。図２５
に示すように、本変形例では、アクティブマトリクス基板２０ａにおける表示領域２０１
において、ゲート線１３Ｇごとに一の駆動回路１１５が設けられたゲートドライバ１１５
Ａを有する。各駆動回路１１５は、配線１５Ｌを介して接続されている。
【０１５９】
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　表示制御回路４１は、制御信号として、図２６に示す２相のクロック信号ＣＫａ，ＣＫ
ｂを端子部１２ｇに出力する。クロック信号ＣＫａ、ＣＫｂは、図２６に示すように、１
水平走査期間ごとに、電位がＨレベル（ＶＤＤ）とＬレベル（ＶＳＳ）とを繰り返す信号
である。
【０１６０】
　（回路構成）
　図２７は、駆動回路１１５の等価回路を例示した図である。図２７に示すように、ゲー
ト線１３Ｇ（ｎ）を駆動する駆動回路１１５（ｎ）は、第１実施形態における駆動回路１
１を構成するＴＦＴ－Ｆ、ＴＦＴ－Ｇ、ＴＦＴ－Ｈに入力されるクロック信号と、ＴＦＴ
－Ｂのゲート端子に入力されるｎｅｔＡの電位と、ＴＦＴ－Ｋ、及びＴＦＴ－Ｌのゲート
端子に入力されるゲート線１３Ｇの電位とが異なる点を除き、駆動回路１１と同じ構成で
ある。つまり、本実施形態では、ＴＦＴ－Ｆのドレイン端子には、クロック信号ＣＫａが
入力される。ＴＦＴ－Ｇのゲート端子及びドレイン端子には、クロック信号ＣＫｂが入力
される。ＴＦＴ－Ｈのゲート端子には、クロック信号ＣＫａが入力される。ＴＦＴ－Ｂの
ゲート端子には、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）を駆動する駆動回路１１５（ｎ－１）におけ
るｎｅｔＡ（ｎ－１）の電位が入力される。ＴＦＴ－Ｋ、及びＴＦＴ－Ｌのゲート端子に
は、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）の電位が入力される。
【０１６１】
　（配置例）
　次に、表示領域における駆動回路１１５の配置例について説明する。図２８Ａ～２８Ｅ
は、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）～ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）を各々駆動する駆動回路１１
５（ｎ－１）、駆動回路１１５（ｎ）、駆動回路１１５（ｎ＋１）、が配置された画素を
示す模式図である。図２８Ａ～２８Ｅでは、便宜上、”ＴＦＴ－”の表記は省略している
が、図２８Ａ～２８ＥのＡ～Ｌで示す各ＴＦＴは、図２７に示すＴＦＴ－Ａ～ＴＦＴ－Ｌ
に対応する。また、図２８Ａ～２８Ｅは、列２３１～２３４において連続しているものと
する。
【０１６２】
　図２８Ａ～２８Ｅにおいて、駆動回路１１５（ｎ－１）の各素子は、ゲート線１３Ｇ（
ｎ－１）とゲート線１３Ｇ（ｎ－２）の間に配置され、駆動回路１１５（ｎ）の各素子は
、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）とゲート線１３Ｇ（ｎ）の間に配置されている。また、駆動
回路１１５（ｎ＋１）の各素子は、ゲート線１３Ｇ（ｎ）とゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）の
間に配置されている。
【０１６３】
　図２８Ａにおいて、駆動回路１１５（ｎ－１）及び駆動回路１１５（ｎ＋１）における
ＴＦＴ－Ｇのゲート端子及びドレイン端子は、クロック信号ＣＫａが供給される配線１５
Ｌに接続されている。また、駆動回路１１５（ｎ－１）及び駆動回路１１５（ｎ＋１）に
おけるＴＦＴ－Ｈのゲート端子は、クロック信号ＣＫｂが供給される配線１５Ｌに接続さ
れている。駆動回路１１５（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｇ及びＴＦＴ－Ｈのゲート端子は、駆
動回路１１５（ｎ－１）及び駆動回路１１５（ｎ＋１）におけるＴＦＴ－Ｇ及びＴＦＴ－
Ｈと逆位相のクロック信号が供給される配線１５Ｌに接続されている。
【０１６４】
　また、図２８Ｃにおいて、駆動回路１１５（ｎ＋１）におけるＴＦＴ－Ｋのゲート端子
は、図示しないゲート線１３Ｇ（ｎ＋２）に接続され、駆動回路１１５（ｎ）におけるＴ
ＦＴ－Ｋのゲート端子は、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）に接続されている。また、駆動回路
１１５（ｎ－１）におけるＴＦＴ－Ｋのゲート端子は、ゲート線１３Ｇ（ｎ）に接続され
ている。また、駆動回路１１５（ｎ＋１）におけるＴＦＴ－Ｂのゲート端子はｎｅｔＡ（
ｎ）に接続され、駆動回路１１５（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｂのゲート端子はｎｅｔＡ（ｎ
－１）に接続され、駆動回路１１５（ｎ－１）におけるＴＦＴ－Ｂのゲート端子は、図示
しないｎｅｔＡ（ｎ－２）に接続されている。
【０１６５】
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　また、図２８Ｄにおいて、駆動回路１１５（ｎ－１）及び駆動回路１１５（ｎ＋１）に
おけるＴＦＴ－Ｆの各ドレイン端子は、図２８Ｅに示すように、クロック信号ＣＫｂが供
給される配線１５Ｌに接続されている。駆動回路１１５（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｆの各ド
レイン端子は、図２８Ｅに示すように、クロック信号ＣＫａが供給される配線１５Ｌに接
続されている。
【０１６６】
　（動作例）
　次に、本変形例における駆動回路１１５の動作について説明する。図２９は、駆動回路
１１５によるゲート線１３Ｇの駆動タイミングを示すタイミングチャートである。
【０１６７】
　時刻ｔ１からｔ２において、ＴＦＴ－Ｂのゲート端子に、駆動回路１１５（ｎ－１）に
おけるｎｅｔＡ（ｎ－１）の電位が入力され、ＴＦＴ－Ｂのドレイン端子に、ゲート線１
３Ｇ（ｎ－１）の電位が入力される。ｎｅｔＡ（ｎ－１）の電位は、プリチャージ後、キ
ャパシタＣｂｓｔを介して突き上げられ、時刻ｔ１からｔ２において、ｎｅｔＡ（ｎ－１
）は、（Ｈレベル（ＶＤＤ）＋ＴＦＴ－Ｆの閾値電圧）よりも高い電位に本チャージされ
る。
【０１６８】
　なお、時刻ｔ１からｔ２において、ＴＦＴ－Ｇのゲート端子及びドレイン端子には、ク
ロック信号ＣＫｂのＨレベルの電位が入力されるが、ＴＦＴ－Ｊのゲート端子には、ゲー
ト線１３Ｇ（ｎ－１）のＨレベルの電位が入力される。そのため、ｎｅｔＢ（ｎ）は、Ｔ
ＦＴ－Ｊを介してＬレベルの電位を維持し、ＴＦＴ－Ｃはオフ状態となる。
【０１６９】
　その結果、時刻ｔ１からｔ２において、ｎｅｔＡ（ｎ）がプリチャージされる電圧は、
ＴＦＴ－Ｂの閾値電圧分だけ降下せず、Ｈレベル（ＶＤＤ）までプリチャージされる。こ
れにより、ＴＦＴ－Ｆはオン状態となるが、時刻ｔ１からｔ２において、クロック信号Ｃ
Ｋａの電位はＬレベルのため、ゲート線１３Ｇ（ｎ）にＬレベルの電位が出力される。
【０１７０】
　次に、時刻ｔ２において、クロック信号ＣＫａの電位がＨレベルに遷移すると、プリチ
ャージされたｎｅｔＡ（ｎ）の電位が、駆動回路１１５（ｎ）におけるキャパシタＣｂｓ
ｔを介して突き上げられ、（Ｈレベル（ＶＤＤ）＋ＴＦＴ－Ｆの閾値電圧）に本チャージ
される。また、このとき、ＴＦＴ－Ｈを介してｎｅｔＢ（ｎ）はＬレベルの電位に維持さ
れ、ＴＦＴ－Ｃはオフ状態である。その結果、時刻ｔ２からｔ３において、ＴＦＴ－Ｆを
介して、ゲート線１３Ｇ（ｎ）にクロック信号ＣＫａのＨレベル（ＶＤＤ）の電位が出力
され、ゲート線１３Ｇ（ｎ）は選択状態に切り替えられる。
【０１７１】
　次に、時刻ｔ３において、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）が選択状態に切り替えられると、
駆動回路１１５（ｎ）におけるＴＦＴ－Ｋ及びＴＦＴ－Ｌのゲート端子に、ゲート線１３
Ｇ（ｎ＋１）のＨレベルの電位が入力される。これにより、ｎｅｔＡ（ｎ）の電位は、Ｔ
ＦＴ－Ｋを介してＬレベルの電位に引き下げられ、ゲート線１３Ｇ（ｎ）の電位は、ＴＦ
Ｔ－Ｌを介してＬレベルの電位に引き下げられる。
【０１７２】
　時刻ｔ４以降は、ゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）の電位はＬレベルとなり、ＴＦＴ－Ｋ及び
ＴＦＴ－Ｌはオフ状態となるが、クロック信号ＣＫｂの電位がＨレベルとなるタイミング
で、ＴＦＴ－Ｇを介して、ｎｅｔＢ（ｎ）が（ＶＤＤ－ＴＦＴ－Ｇの閾値電圧）の電位に
充電される。これにより、ＴＦＴ－Ｃがオン状態となり、ｎｅｔＡ（ｎ）は、ＴＦＴ－Ｃ
を介してＬレベル（ＶＳＳ）の電位に維持される。
【０１７３】
　本変形例では、２相のクロック信号を用いて駆動回路１１５を動作させるため、第１実
施形態と比べ、クロック信号を供給する配線１５Ｌの配線数を削減することができ、クロ
ック信号を供給する際の消費電力を低減することができる。
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　（２）上述した第５実施形態では、４つの行選択信号を用いる例を説明したが、２つの
行選択信号を用いて任意のゲート線１３Ｇを駆動するように構成してもよい。この場合、
例えば、駆動回路１１４（ｎ）と駆動回路１１４（ｎ－１）のＴＦＴ－Ｐのドレイン端子
に行選択信号ＥＮＡを入力する。また、駆動回路１１４（ｎ＋１）及び駆動回路１１４（
ｎ＋２）と、駆動回路１１４（ｎ－２）及びゲート線１３Ｇ（ｎ－３）を駆動する駆動回
路１１４（ｎ－３）の各組におけるＴＦＴ－Ｐのドレイン端子には行選択信号ＥＮＢを入
力する。つまり、隣接する２本のゲート線に対して設けられた２つの駆動回路１１４に対
し、同じ行選択信号を入力する。
【０１７５】
　図３０は、本変形例におけるゲート線１３Ｇの駆動タイミングを示すタイミングチャー
トである。表示制御回路４（図３参照）は、ゲート線１３Ｇ（ｎ－１）、１３Ｇ（ｎ）を
駆動する際にＨレベルの行選択信号ＥＮＡを出力し、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）、１３Ｇ
（ｎ＋１）、１３Ｇ（ｎ＋２）を駆動する際にＨレベルの行選択信号ＥＮＢを出力する。
【０１７６】
　図３０に示すように、時刻ｔ０からｔ４の期間、行選択信号ＥＮＡの電位はＨレベルと
なり、時刻ｔ２からｔ６の期間、行選択信号ＥＮＢの電位はＨレベルとなっている。つま
り、行選択信号ＥＮＡの電位は、ｎｅｔＡ（ｎ－１）及びｎｅｔＡ（ｎ）のプリチャージ
及び本チャージの期間にＨレベルとなっており、行選択信号ＥＮＢの電位は、ｎｅｔＡ（
ｎ＋１）及びｎｅｔＡ（ｎ＋２）のプリチャージ及び本チャージの期間にＨレベルとなっ
ている。
【０１７７】
　その結果、行選択信号ＥＮＡのＨレベルの電位は、時刻ｔ０からｔ３において、駆動回
路１１４（ｎ－１）のＴＦＴ－Ｐを介してゲート線１３Ｇ（ｎ－１）に入力され、時刻ｔ
１からｔ４において、駆動回路１１４（ｎ）のＴＦＴ－Ｐを介してゲート線１３Ｇ（ｎ）
に入力される。また、行選択信号ＥＮＢのＨレベルの電位は、時刻ｔ２からｔ５において
、駆動回路１１４（ｎ＋１）のＴＦＴ－Ｐを介してゲート線１３Ｇ（ｎ＋１）に入力され
、時刻ｔ３～ｔ６において、駆動回路１１４（ｎ＋２）のＴＦＴ－Ｐを介してゲート線１
３Ｇ（ｎ＋２）に入力される。
【０１７８】
　なお、時刻ｔ０からｔ２において、行選択信号ＥＮＢの電位はＬレベルとなっているた
め、駆動回路１１４（ｎ－２）のＴＦＴ－Ｐを介してゲート線１３Ｇ（ｎ－２）にＬレベ
ルの電位が入力され、ゲート線１３Ｇ（ｎ－２）は非選択状態に維持される。
【０１７９】
　本変形例では、２つの行選択信号を用いて、２本のゲート線単位にゲート線の駆動を制
御することができるため、第５実施形態と比べ、行選択信号を供給する配線１５Ｌの数を
削減することができ、行選択信号を供給する際の消費電力を低減することができる。
【０１８０】
　（３）上述した第１実施形態から第５実施形態では、ゲートドライバの各駆動回路を表
示領域２０１に設ける例について説明したが、ゲートドライバは、表示領域２０１の外側
に設けられていてもよい。
【０１８１】
　（４）上述した第１実施形態又は第１実施形態の応用例に、第２実施形態及び／又は第
３実施形態を適用してもよい。つまり、駆動回路１１，１１０におけるＴＦＴ－Ｋのゲー
ト端子にｎｅｔＡ（ｎ＋２）の電位を入力し、ドレイン端子にクロック信号を入力しても
よい。また、駆動回路１１，１１０におけるＴＦＴ－Ｌのゲート端子にｎｅｔＡ（ｎ＋２
）の電位を入力し、ドレイン端子にクロック信号を入力してもよい。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月9日(2016.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクティブマトリクス基板に設けられた複数のゲート線の各々を、選択状態、又は非選
択状態に切り替えるシフトレジスタ回路であって、
　前記シフトレジスタ回路は、個々のゲート線に接続され、当該ゲート線を選択状態又は
非選択状態に切り替える駆動回路を複数有し、
　前記駆動回路の各々は、
　一のゲート線に接続され、前記一のゲート線を選択状態に切り替える選択電圧を出力す
るスイッチング素子を含む出力部と、
　前記出力部におけるスイッチング素子を動作させるための制御電圧を出力するスイッチ
ング素子を含むプリチャージ部と、
　キャパシタと、前記キャパシタを充電するスイッチング素子とを有し、前記キャパシタ
を介して、前記出力部におけるスイッチング素子のゲート電圧を昇圧する昇圧部と、
　前記一のゲート線を非選択状態に切り替える非選択期間に、前記ゲート電圧を引き下げ
るスイッチング素子を含むゲート電圧放電部と、
　前記一のゲート線の非選択期間に、前記一のゲート線に非選択電圧を出力するスイッチ
ング素子を含むゲート線放電部と、
　前記出力部におけるスイッチング素子のゲート端子、前記プリチャージ部、前記ゲート
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電圧放電部、前記昇圧部が接続されている内部配線と、を備え、
　前記プリチャージ部、前記ゲート電圧放電部、及び前記ゲート線放電部におけるスイッ
チング素子のうちの少なくとも一のスイッチング素子のゲート端子は、他の駆動回路にお
ける前記内部配線に接続され、
　前記プリチャージ部のスイッチング素子は、ゲート端子が、前記他の駆動回路における
前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内部配線に接続され、ドレイン端子は、一
定周期ごとに、前記選択状態に対応する電位と前記非選択状態に対応する電位との間で切
り替わる制御信号が供給される、シフトレジスタ回路。
【請求項２】
　前記ゲート電圧放電部のスイッチング素子は、ゲート端子が、前記他の駆動回路におけ
る前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記内部配線に接続され、ドレイン端子は、
一定周期ごとに、前記選択状態に対応する電位と前記非選択状態に対応する電位との間で
切り替わる制御信号が供給される、請求項１に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項３】
　前記ゲート線放電部のスイッチング素子は、ゲート端子が、前記他の駆動回路における
前記内部配線に接続され、ソース端子は、前記一のゲート線に接続され、ドレイン端子は
、一定周期ごとに、前記選択状態に対応する電位と前記非選択状態に対応する電位との間
で切り替わる制御信号が供給される、請求項１に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項４】
　前記出力部におけるスイッチング素子は、ソース端子が前記一のゲート線に接続され、
ドレイン端子は、前記選択状態に対応する電位を示す直流電圧信号が供給される、請求項
１から３のいずれか一項に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項５】
　前記出力部のスイッチング素子は、ソース端子が前記一のゲート線に接続され、ドレイ
ン端子は、前記選択状態、及び前記非選択状態の一方に対応する電位を示す指示信号が供
給される、請求項１から４のいずれか一項に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項６】
　前記アクティブマトリクス基板に、前記複数のゲート線の各々と交差する複数のソース
線が設けられ、
　前記駆動回路は、前記複数のゲート線と前記複数のソース線とで規定される表示領域に
設けられている、請求項１から５のいずれか一項に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載のシフトレジスタ回路を備えるアクティブマトリ
クス基板と、
　カラーフィルタを有する対向基板と、
　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、
　を有する表示装置。
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