
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と、
　前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に する第２の方向
に並設された複数のデータ線と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複
数のゲート線と、
　前記データ線と前記ゲート線の交点近傍に設けられたスイッチング素子と、
　隣接する前記データ線及び隣接する前記ゲート線で囲まれる領域に形成された画素電極
と、
　前記基板の前記表示領域に、前記 に延在し、前記 に前記ゲート線
と交互に並設され、前記画素電極との間で蓄積容量を形成する複数のストレージ線とを備
えた表示装置であって、
　前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、前記第
１の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のゲー
ト線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、第２及び
第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接続する第
１及び第２の共通線とを備え、
　前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート
配線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるス
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トレージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成されていることを特徴とする表
示装置。
【請求項２】
　前記ストレージ線は、前記第１の辺に近い群と、前記第１の辺から遠い群とに分けられ
、
　前記第１の辺に近い群は前記第１の共通線に接続され、
　前記第１の辺から遠い群は前記第２の共通線に接続されていることを特徴とする請求項
１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記複数のストレージ線の少なくとも一部は、前記第１の共通線と前記第２の共通線と
を接続していることを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記ストレージ配線パターンは、前記第１及び第２の共通線の間を蛇行するパターンに
形成されていることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１の共通線が複数形成されているとともに、

　 第１の共通線に重なる位置にコンタクトホールを有する絶縁層と、前記第１の共通
線に重なる位置に前記絶縁層を介して形成され、前記複数の第１の共通線同士を接続する
第１の橋絡線とを
　 第２の共通線に重なる位置にコンタクトホールを有する絶縁層と、前記第２の共通
線に重なる位置に前記絶縁層を介して形成され、前記複数の第２の共通線同士を接続する
第２の橋絡線とを備えることを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記複数の接続端子は前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する給電パッドを有す
ることを特徴とする請求項１から５の何れかに記載の表示装置。
【請求項７】
　前記複数のゲート線と前記複数のストレージ線とが同じ材料で同層に形成されているこ
とを特徴とする請求項１から６の何れかに記載の表示装置。
【請求項８】
　前記基板に対向する対向基板と、前記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備え
ることを特徴とする請求項１から７の何れかに記載の表示装置。
【請求項９】
　表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と、
　前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に する第２の方向
に並設された複数のデータ線と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複
数のゲート線と、
　前記データ線と前記ゲート線の交点近傍に設けられたスイッチング素子と、
　隣接する前記データ線及び隣接する前記ゲート線で囲まれる領域に形成された画素電極
と、
　前記基板の前記表示領域に、前記 に延在し、前記 に前記ゲート線
と交互に並設され、前記画素電極との間で蓄積容量を形成する複数のストレージ線とを備
えた表示装置であって、
　前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、
　前記第１の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複
数のゲート線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、
第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接
続する第１及び第２の共通線とを備え、
　前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート
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配線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるス
トレージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成され、
　前記複数の接続端子は、ゲート線に関連する接続端子と、データ線に関連する接続端子
と、前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する給電パッドを有するとともに、
　前記給電パッドは、前記ゲート線に関連する接続端子と前記データ線に関連する接続端
子との間に形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　前記ストレージ配線パターンは一体に形成され、前記給電パッドに接続されていること
を特徴とする請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記ストレージ配線パターンは、前記給電パッドとは異なる位置に設けられた第２の給
電パッドにも接続されていることを特徴とする請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記ストレージ配線パターンは２つに分離されて形成され、一方は前記給電パッドに接
続されているとともに、他方は前記給電パッドとは異なる位置に設けられた第２の給電パ
ッドに接続されていることを特徴とする請求項９に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記基板に対向する対向基板と、前記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備え
ることを特徴とする請求項９から１２の何れかに記載の表示装置。
【請求項１４】
　表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と、
　前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に する第２の方向
に並設された複数のデータ線と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複
数のゲート線と、
　前記データ線と前記ゲート線の交点近傍に設けられたスイッチング素子と、
　隣接する前記データ線及び隣接する前記ゲート線で囲まれる領域に形成された画素電極
と、
　前記基板の前記表示領域に、前記 に延在し、前記 に前記ゲート線
と交互に並設され、前記画素電極との間で蓄積容量を形成する複数のストレージ線とを備
えた表示装置であって、
　前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、前記第
１の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のゲー
ト線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、第２及び
第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接続する第
１及び第２の共通線とを備え、
　前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート
配線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるス
トレージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成され、
　前記第２の辺側の額縁領域に給電配線を有し、
　前記第１のゲート線引き回し配線と前記第１の共通線とが前記第２の辺側の額縁領域に
形成されているとともに、前記第１のゲート線引き回し配線は前記第１の共通線と前記給
電配線との間に位置しており、
　前記第１のゲート線引き回し配線と絶縁され、前記第１の共通線と前記給電配線とを電
気的に接続する補助共通線を有することを特徴とする表示装置。
【請求項１５】
　前記ストレージ線は、前記第１の辺に近い群と、前記第１の辺から遠い群とに分けられ
、
　前記第１の辺に近い群は前記第１の共通線に接続され、
　前記第１の辺から遠い群は前記第２の共通線に接続されていることを特徴とする請求項
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１４に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記複数のストレージ線の少なくとも一部は、前記第１の共通線と前記第２の共通線と
を接続していることを特徴とする請求項１４又は１５に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記複数の接続端子は前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する給電パッドを有す
ることを特徴とする請求項１４から１６の何れかに記載の表示装置。
【請求項１８】
　前記複数のゲート線と前記複数のストレージ線とが同じ材料で同層に形成されているこ
とを特徴とする請求項１４から１７の何れかに記載の表示装置。
【請求項１９】
　前記基板に対向する対向基板と、前記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備え
ることを特徴とする請求項１４から１８の何れかに記載の表示装置。
【請求項２０】
　表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と、
　前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に する第２の方向
に並設された複数のデータ線と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複
数のゲート線と、
　前記データ線と前記ゲート線の交点近傍に設けられたスイッチング素子と、
　隣接する前記データ線及び隣接する前記ゲート線で囲まれる領域に形成された画素電極
と、
　前記基板の前記表示領域に、前記 に延在し、前記 に前記ゲート線
と交互に並設され、前記画素電極との間で蓄積容量を形成する複数のストレージ線とを備
えた表示装置であって、
　前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、
　前記第１の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複
数のゲート線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、
第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接
続する第１及び第２の共通線とを備え、
　前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート
配線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるス
トレージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成され、
　前記第２の辺側の額縁領域に給電配線を有し、
　前記第１のゲート線引き回し配線と前記第１の共通線とが前記第２の辺側の額縁領域に
形成されているとともに、前記第１のゲート線引き回し配線は前記第１の共通線と前記給
電配線との間に位置しており、
　前記第１のゲート線引き回し配線と絶縁され、前記第１の共通線と前記給電配線とを電
気的に接続する補助共通線を有し、
　前記複数の接続端子は、ゲート線に関連する接続端子と、データ線に関連する接続端子
と、前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する第１の給電パッドと、前記給電配線に
電圧を印加する第２の給電パッドとを有するとともに、
　前記第１の給電パッドは、前記ゲート線に関連する接続端子と前記データ線に関連する
接続端子との間に形成されており、前記ゲート線に関連する接続端子は前記第１の給電パ
ッドと前記第２の給電パッドとの間に形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項２１】
　前記ストレージ配線パターンは一体に形成され、前記第１の給電パッドに接続されてい
ることを特徴とする請求項２０に記載の表示装置。
【請求項２２】
　前記ストレージ配線パターンは、前記第１及び第２の給電パッドとは異なる位置に設け
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られた第３の給電パッドにも接続されていることを特徴とする請求項２１に記載の表示装
置。
【請求項２３】
　前記ストレージ配線パターンは２つに分離されて形成され、一方は前記第１及び第２の
給電パッドに接続されているとともに、他方は前記第１及び第２の給電パッドとは異なる
位置に設けられた第３の給電パッドに接続されていることを特徴とする請求項２０に記載
の表示装置。
【請求項２４】
　前記基板に対向する対向基板と、前記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備え
ることを特徴とする請求項２０から２３の何れかに記載の表示装置。
【請求項２５】
　表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と、
　前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に交差する第２の方向
に並設された複数のデータ線と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複
数のゲート線と、
　前記表示領域にマトリクス状に配置され、蓄積容量を有する複数の画素と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に前記ゲート線
と交互に並設され、前記蓄積容量への給電を行う複数のストレージ線とを備えた表示装置
であって、
　前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、前記第
１の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のゲー
ト線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、第２及び
第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接続する第
１及び第２の共通線とを備え、
　前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート
配線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるス
トレージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成されていることを特徴とする表
示装置。
【請求項２６】
　前記ストレージ線は、前記第１の辺に近い群と、前記第１の辺から遠い群とに分けられ
、
　前記第１の辺に近い群は前記第１の共通線に接続され、
　前記第１の辺から遠い群は前記第２の共通線に接続されていることを特徴とする請求項
２５に記載の表示装置。
【請求項２７】
　前記複数のストレージ線の少なくとも一部は、前記第１の共通線と前記第２の共通線と
を接続していることを特徴とする請求項２５又は２６に記載の表示装置。
【請求項２８】
　前記ストレージ配線パターンは、前記第１及び第２の共通線の間を蛇行するパターンに
形成されていることを特徴とする請求項２５に記載の表示装置。
【請求項２９】
　前記第１の共通線が複数形成されているとともに、前記第２の共通線が複数形成されて
おり、
　前記第１の共通線に重なる位置にコンタクトホールを有する絶縁層と、前記第１の共通
線に重なる位置に前記絶縁層を介して形成され、前記複数の第１の共通線同士を接続する
第１の橋絡線とを備え、
　前記第２の共通線に重なる位置にコンタクトホールを有する絶縁層と、前記第２の共通
線に重なる位置に前記絶縁層を介して形成され、前記複数の第２の共通線同士を接続する
第２の橋絡線とを備えることを特徴とする請求項２８に記載の表示装置。
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【請求項３０】
　前記複数の接続端子は前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する給電パッドを有す
ることを特徴とする請求項２５から２９の何れかに記載の表示装置。
【請求項３１】
　前記複数のゲート線と前記複数のストレージ線とが同じ材料で同層に形成されているこ
とを特徴とする請求項２５から３０の何れかに記載の表示装置。
【請求項３２】
　前記基板に対向する対向基板と、前記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備え
ることを特徴とする請求項２５から３１の何れかに記載の表示装置。
【請求項３３】
　表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と、
　前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に交差する第２の方向
に並設された複数のデータ線と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複
数のゲート線と、
　前記表示領域にマトリクス状に配置され、蓄積容量を有する複数の画素と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に前記ゲート線
と交互に並設され、前記蓄積容量への給電を行う複数のストレージ線とを備えた表示装置
であって、
　前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、
　前記第１の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複
数のゲート線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、
第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接
続する第１及び第２の共通線とを備え、
　前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート
配線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるス
トレージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成され、
　前記複数の接続端子は、ゲート線に関連する接続端子と、データ線に関連する接続端子
と、前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する給電パッドを有するとともに、
　前記給電パッドは、前記ゲート線に関連する接続端子と前記データ線に関連する接続端
子との間に形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項３４】
　前記ストレージ配線パターンは一体に形成され、前記給電パッドに接続されていること
を特徴とする請求項３３に記載の表示装置。
【請求項３５】
　前記ストレージ配線パターンは、前記給電パッドとは異なる位置に設けられた第２の給
電パッドにも接続されていることを特徴とする請求項３４に記載の表示装置。
【請求項３６】
　前記ストレージ配線パターンは２つに分離されて形成され、一方は前記給電パッドに接
続されているとともに、他方は前記給電パッドとは異なる位置に設けられた第２の給電パ
ッドに接続されていることを特徴とする請求項３３に記載の表示装置。
【請求項３７】
　前記基板に対向する対向基板と、前記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備え
ることを特徴とする請求項３３から３６の何れかに記載の表示装置。
【請求項３８】
　表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と、
　前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に交差する第２の方向
に並設された複数のデータ線と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複
数のゲート線と、
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　前記表示領域にマトリクス状に配置され、蓄積容量を有する複数の画素と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に前記ゲート線
と交互に並設され、前記蓄積容量への給電を行う複数のストレージ線とを備えた表示装置
であって、
　前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、前記第
１の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のゲー
ト線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、第２及び
第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接続する第
１及び第２の共通線とを備え、
　前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート
配線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるス
トレージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成され、
　前記第２の辺側の額縁領域に給電配線を有し、
　前記第１のゲート線引き回し配線と前記第１の共通線とが前記第２の辺側の額縁領域に
形成されているとともに、前記第１のゲート線引き回し配線は前記第１の共通線と前記給
電配線との間に位置しており、
　前記第１のゲート線引き回し配線と絶縁され、前記第１の共通線と前記給電配線とを電
気的に接続する補助共通線を有することを特徴とする表示装置。
【請求項３９】
　前記ストレージ線は、前記第１の辺に近い群と、前記第１の辺から遠い群とに分けられ
、
　前記第１の辺に近い群は前記第１の共通線に接続され、
　前記第１の辺から遠い群は前記第２の共通線に接続されていることを特徴とする請求項
３８に記載の表示装置。
【請求項４０】
　前記複数のストレージ線の少なくとも一部は、前記第１の共通線と前記第２の共通線と
を接続していることを特徴とする請求項３８又は３９に記載の表示装置。
【請求項４１】
　前記複数の接続端子は前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する給電パッドを有す
ることを特徴とする請求項３８から４０の何れかに記載の表示装置。
【請求項４２】
　前記複数のゲート線と前記複数のストレージ線とが同じ材料で同層に形成されているこ
とを特徴とする請求項３８から４１の何れかに記載の表示装置。
【請求項４３】
　前記基板に対向する対向基板と、前記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備え
ることを特徴とする請求項３８から４２の何れかに記載の表示装置。
【請求項４４】
　表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と、
　前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に交差する第２の方向
に並設された複数のデータ線と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複
数のゲート線と、
　前記表示領域にマトリクス状に配置され、蓄積容量を有する複数の画素と、
　前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に前記ゲート線
と交互に並設され、前記蓄積容量への給電を行う複数のストレージ線とを備えた表示装置
であって、
　前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、
　前記第１の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複
数のゲート線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、
第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接

10

20

30

40

50

(7) JP 3909572 B2 2007.4.25



続する第１及び第２の共通線とを備え、
　前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート
配線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるス
トレージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成され、
　前記第２の辺側の額縁領域に給電配線を有し、
　前記第１のゲート線引き回し配線と前記第１の共通線とが前記第２の辺側の額縁領域に
形成されているとともに、前記第１のゲート線引き回し配線は前記第１の共通線と前記給
電配線との間に位置しており、
　前記第１のゲート線引き回し配線と絶縁され、前記第１の共通線と前記給電配線とを電
気的に接続する補助共通線を有し、
　前記複数の接続端子は、ゲート線に関連する接続端子と、データ線に関連する接続端子
と、前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する第１の給電パッドと、前記給電配線に
電圧を印加する第２の給電パッドとを有するとともに、
　前記第１の給電パッドは、前記ゲート線に関連する接続端子と前記データ線に関連する
接続端子との間に形成されており、前記ゲート線に関連する接続端子は前記第１の給電パ
ッドと前記第２の給電パッドとの間に形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項４５】
　前記ストレージ配線パターンは一体に形成され、前記第１の給電パッドに接続されてい
ることを特徴とする請求項４４に記載の表示装置。
【請求項４６】
　前記ストレージ配線パターンは、前記第１及び第２の給電パッドとは異なる位置に設け
られた第３の給電パッドにも接続されていることを特徴とする請求項４５に記載の表示装
置。
【請求項４７】
　前記ストレージ配線パターンは２つに分離されて形成され、一方は前記第１及び第２の
給電パッドに接続されているとともに、他方は前記第１及び第２の給電パッドとは異なる
位置に設けられた第３の給電パッドに接続されていることを特徴とする請求項４４に記載
の表示装置。
【請求項４８】
　前記基板に対向する対向基板と、前記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備え
ることを特徴とする請求項４４から４７の何れかに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示装置に係り、特に２枚の基板の一方にゲート線とデータ線を交差させてマ
トリクス配置すると共に、画素の点灯を維持するための蓄積容量を構成するストレージ線
を備えたアクティブマトリクス方式の表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パソコンや各種モニター、その他の各種情報機器の表示装置として液晶表示装置が多用さ
れている。特に、携帯電話機やＰＤＡと称する携帯情報端末の表示には、小型軽量かつ省
電力であるという特性から液晶表示装置が用いられている。そして、その駆動回路チップ
を基板の一部に直接搭載して全体として小型化を図ったものが主流となりつつある。
【０００３】
この種の携帯情報端末に採用される液晶表示装置には、実装スペースの低減や制御回路の
実装の利便性から、貼り合わせた２枚の基板の一辺側から表示データや駆動電圧を供給す
るように構成したものが多い。特に、携帯電話機用の液晶表示装置は、限られた実装スペ
ースへの収納を容易にするために２枚の基板の一辺にフレキシブルプリント基板を取り付
けて表示データやその他の駆動電圧を供給する方式としたものが多い。
【０００４】
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液晶表示装置には、その電極構成や駆動方式により様々な方式が知られているが、ここで
は、一般にＴＮ方式と称する液晶表示装置を例として説明する。このＴＮ方式の液晶表示
装置は、一対の基板を構成する第１の基板と第２の基板の貼り合わせ間隙に液晶を封止し
た表示領域を形成する。第１の基板の表示領域には、例えば縦方向（以下、第１の方向）
に延在し横方向（以下、第２の方向）に並設した多数のデータ線（ドレイン線、信号線な
どとも言う）と、このデータ線と直交するように横方向に延在し、縦方向に並設した多数
のゲート線（走査線などとも言う）とでマトリクスが構成され、これらデータ線と走査線
の各一対で囲まれる領域に画素を形成している。
【０００５】
第２の基板には画素電極と対向して画素の液晶に電界を印加するための対向電極を有し、
カラー表示では通常、３色のカラーフィルタが設けられている。各画素は第１の基板に有
する画素電極と第２の基板に有する対向電極の間に挟まれた液晶で形成され、当該画素の
一角に設けたスイッチング素子（典型的には薄膜トランジスタ：ＴＦＴ、以下では薄膜ト
ランジスタとして説明する）のオン／オフで点灯／非点灯が制御される。
【０００６】
これらの画素を構成する薄膜トランジスタがオンとなった時の表示データの電圧を所定の
期間にわたって保持するために、各画素に蓄積容量（Ｃｓｔｇ）を設けている。この蓄積
容量への給電（すなわち、画素に供給された表示データの電荷を蓄積して所定の期間保持
する）方式にも多様な方式があるが、表示領域にストレージ線と称する配線を設けたもの
がある。この　ストレージ線は、第１の基板の上に、通常、各ゲート線に近接して且つ平
行に形成される。
【０００７】
平面的には、表示領域においては走査線の間に交互に位置させて走査線の延在方向と平行
に延在し、一端を共通線で接続して基板の一辺に設けた所定の端子に引き回してある。従
来のこの種の液晶表示装置におけるゲート線とストレージ線の敷設は次のようになってい
る。なお、ここでは、第１の基板に駆動回路実装領域、すなわち、駆動回路チップの搭載
領域を有し、この駆動回路実装領域を除いた部分に第２の基板を重畳して当該重畳部分の
周辺をシール材でシールした形状の液晶表示装置を想定して説明する。そして、上記駆動
回路実装領域を液晶表示装置の縦方向下側（下辺）として説明する。したがって、この駆
動回路実装領域を有する第１の基板の下辺と隣接する二辺は左辺および右辺と称すること
になる。
【０００８】
２枚の基板の貼り合わせで構成される液晶表示装置の一方の基板（上記した第１の基板、
薄膜トランジスタ基板とも言う）の第１の方向（例えば、縦方向）にデータ線を形成した
とき、このデータ線と直交する第２の方向（例えば、横方向）にゲート線を形成する。ゲ
ート線は横方向の一辺側（例えば、左辺）で基板の当該左辺に沿って上記駆動回路実装領
域に引き出される。そして、ストレージ線は上記の各ゲート線の間に形成され、横方向の
他辺側（例えば、右辺）で共通線を介して基板の当該右辺に沿って上記駆動回路実装領域
に引き出される。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のように、ゲート線を一辺側のみ（例えば、左辺側の額縁領域のみ）で引き
出している場合、左辺側の額縁領域と右辺側の額縁領域の幅が異なることになり、表示領
域が基板上で横方向のセンタ位置から右に偏った配置となってしまう。
【００１０】
そこで、ゲート線を左辺側の額縁領域から下辺方向に引き出されるものと、右辺側の額縁
領域から下辺方向に引き出されるものとに分け、左右両方の額縁領域を用いて引き出すこ
とにより、表示領域を横方向のセンタ位置に配置することができる。しかし、このような
配置とした場合、従来のように複数のストレージ線を接続する共通線を一辺側のみ（例え
ば、右辺側の額縁領域のみ）に設けた構成では、ゲート線やその引き回し線と交差する配
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置となってしまう。そこで、配線を別層で形成して乗り越えをすることが必要となるが、
この乗り越え部分では断線不良が発生しやすく、信頼性の向上を阻害する要因となる。
【００１１】
また、ゲート線やストレージ線にアルミニウムなどを用い、それぞれを陽極化成する場合
には、乗り越えを行うためにそれぞれを別々に形成する必要があり、プロセスが増加して
製造コストを上昇させる一因となる。
【００１２】
本発明の目的は、ゲート線を左右両側の額縁領域で引き回した場合であっても、ゲート線
とゲート線引き回し配線とで構成されるゲート配線パターンと、ストレージ線とストレー
ジ線同士を接続する共通線とで構成されるストレージ配線パターンとの間で乗り越えのな
い配線パターンにすることで信頼性の向上を図った高い表示品質の表示装置を提供するこ
とにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、ゲート線を左右両側の額縁領域でゲート線引き回
し配線により引き回すとともに、ストレージ線同士を接続する共通線も左右両側の額縁領
域に形成することで、ゲート線とゲート線引き回し配線とで構成されるゲート配線パター
ンと、ストレージ線と共通線とで構成されるストレージ配線パターンとが交差しない配線
パターンとなるように形成することを特徴とする。また、本発明は、ストレージ線を表示
領域の上下の群に分割し、これらストレージ線同士を接続する共通線を左右両側の額縁領
域に形成する際に、上下の群に分割したストレージ線の電圧差を緩和する補助共通線を設
けたことを特徴とする。本発明の代表的な構成を記述すれば以下の通りである。
【００１４】
（１）、表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と
、
前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に直交する第２の方向に
並設された複数のデータ線と、
前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複数
のゲート線と、
前記データ線と前記ゲート線の交点近傍に設けられたスイッチング素子と、
隣接する前記データ線及び隣接する前記ゲート線で囲まれる領域に形成された画素電極と
、
前記基板の前記表示領域に、前記第１の方向に延在し、前記第２の方向に前記ゲート線と
交互に並設され、前記画素電極との間で蓄積容量を形成する複数のストレージ線とを備え
た表示装置であって、
前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、前記第１
の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のゲート
線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、第２及び第
３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接続する第１
及び第２の共通線とを備え、
前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート配
線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるスト
レージ配線パターンとを交差しない配線パターンで形成した。
【００１５】
（２）、（１）において、前記ストレージ線を、前記第１の辺に近い群と、前記第１の辺
から遠い群とに分け、
前記第１の辺に近い群を前記第１の共通線に接続し、
前記第１の辺から遠い群を前記第２の共通線に接続した。
【００１６】
（３）、（１）または（２）において、前記複数のストレージ線の少なくとも一部で、前
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記第１の共通線と前記第２の共通線とを接続した。
【００１７】
（４）、（１）において、前記ストレージ配線パターンを、前記第１及び第２の共通線の
間を蛇行するパターンに形成した。
【００１８】
（５）、（４）において、前記第１の共通線が複数形成されているとともに、前記第１の
共通線に重なる位置にコンタクトホールを有する絶縁層と、前記第１の共通線に重なる位
置に前記絶縁層を介して形成され、前記複数の第１の共通線同士を接続する第１の橋絡線
とを備え、
前記第２の共通線が複数形成されているとともに、前記第２の共通線に重なる位置にコン
タクトホールを有する絶縁層と、前記第２の共通線に重なる位置に前記絶縁層を介して形
成され、前記複数の第２の共通線同士を接続する第２の橋絡線とを備えた。
【００１９】
（６）、（１）から（５）の何れかにおいて、前記複数の接続端子に、前記ストレージ配
線パターンに電圧を印加する給電パッドを有せしめた。
【００２０】
（７）、（１）から（６）の何れかにおいて、前記複数のゲート線と前記複数のストレー
ジ線とを同じ材料で同層に形成した。
【００２１】
（８）、（１）から（７）の何れかにおいて、前記基板に対向する対向基板と、前記基板
と前記対向基板に挟持される液晶層とを備えた。
【００２２】
（９）、表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板と
、
前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に直交する第２の方向に
並設された複数のデータ線と、
前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複数
のゲート線と、
前記データ線と前記ゲート線の交点近傍に設けられたスイッチング素子と、
隣接する前記データ線及び隣接する前記ゲート線で囲まれる領域に形成された画素電極と
、
前記基板の前記表示領域に、前記第１の方向に延在し、前記第２の方向に前記ゲート線と
交互に並設され、前記画素電極との間で蓄積容量を形成する複数のストレージ線とを備え
た表示装置であって、
前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、前記第１
の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のゲート
線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、第２及び第
３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接続する第１
及び第２の共通線とを備え、
前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート配
線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるスト
レージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成され、
前記複数の接続端子に、ゲート線に関連する接続端子と、データ線に関連する接続端子と
、前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する給電パッドを有するとともに、
前記給電パッドを、前記ゲート線に関連する接続端子と前記データ線に関連する接続端子
との間に形成した。
【００２３】
（１０）、（９）において、前記ストレージ配線パターンを一体に形成し、前記給電パッ
ドに接続した。
【００２４】
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（１１）、（１０）において、前記ストレージ配線パターンを、前記給電パッドとは異な
る位置に設けられた第２の給電パッドにも接続した。
【００２５】
（１２）、（９）において、前記ストレージ配線パターンを２つに分離して形成し、一方
を前記給電パッドに接続し、他方を前記給電パッドとは異なる位置に設けられた第２の給
電パッドに接続した。
【００２６】
（１３）、（９）から（１２）の何れかにおいて、前記基板に対向する対向基板と、前記
基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備えた。
【００２７】
（１４）、表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板
と、
前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に直交する第２の方向に
並設された複数のデータ線と、
前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複数
のゲート線と、
前記データ線と前記ゲート線の交点近傍に設けられたスイッチング素子と、
隣接する前記データ線及び隣接する前記ゲート線で囲まれる領域に形成された画素電極と
、
前記基板の前記表示領域に、前記第１の方向に延在し、前記第２の方向に前記ゲート線と
交互に並設され、前記画素電極との間で蓄積容量を形成する複数のストレージ線とを備え
た表示装置であって、
前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、前記第１
の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のゲート
線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、第２及び第
３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接続する第１
及び第２の共通線とを備え、
前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート配
線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるスト
レージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成され、
前記第２の辺側の額縁領域に給電配線を有し、
前記第１のゲート線引き回し配線と前記第１の共通線とが前記第２の辺側の額縁領域に形
成されているとともに、前記第１のゲート線引き回し配線は前記第１の共通線と前記給電
配線との間に位置しており、
前記第１のゲート線引き回し配線と絶縁され、前記第１の共通線と前記給電配線とを電気
的に接続する補助共通線を備えた。
【００２８】
（１５）、（１４）において、前記ストレージ線は、前記第１の辺に近い群と、前記第１
の辺から遠い群とに分けられ、
前記第１の辺に近い群は前記第１の共通線に接続し、
前記第１の辺から遠い群は前記第２の共通線に接続した。
【００２９】
（１６）、（１４）または（１５）において、前記複数のストレージ線の少なくとも一部
で、前記第１の共通線と前記第２の共通線とを接続した。
【００３０】
（１７）、（１４）から（１６）の何れかにおいて、前記複数の接続端子は前記ストレー
ジ配線パターンに電圧を印加する給電パッドを有する。
【００３１】
（１８）、（１４）から（１７）の何れかにおいて、前記複数のゲート線と前記複数のス
トレージ線とを同じ材料で同層に形成した。
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【００３２】
（１９）、（１４）から（１８）の何れかにおいて、前記基板に対向する対向基板と、前
記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備えた。
【００３３】
（２０）、表示領域と前記表示領域の外側に前記表示領域を囲む額縁領域とを有する基板
と、
前記基板の前記表示領域に、第１の方向に延在し前記第１の方向に直交する第２の方向に
並設された複数のデータ線と、
前記基板の前記表示領域に、前記第２の方向に延在し、前記第１の方向に並設された複数
のゲート線と、
前記データ線と前記ゲート線の交点近傍に設けられたスイッチング素子と、
隣接する前記データ線及び隣接する前記ゲート線で囲まれる領域に形成された画素電極と
、
前記基板の前記表示領域に、前記第１の方向に延在し、前記第２の方向に前記ゲート線と
交互に並設され、前記画素電極との間で蓄積容量を形成する複数のストレージ線とを備え
た表示装置であって、
前記基板は、第１の辺に設けられ、外部の回路と接続される複数の接続端子と、
前記第１の辺に隣接する第２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数
のゲート線を前記第１の辺の方向に引き出す第１及び第２のゲート線引き回し配線と、第
２及び第３の辺側の額縁領域のそれぞれに設けられ、前記複数のストレージ線同士を接続
する第１及び第２の共通線とを備え、
前記複数のゲート線と前記第１及び第２のゲート線引き回し配線とで構成されるゲート配
線パターンと、前記複数のストレージ線と前記第１及び第２の共通線とで構成されるスト
レージ配線パターンとが交差しない配線パターンに形成され、
前記第２の辺側の額縁領域に給電配線を有し、
前記第１のゲート線引き回し配線と前記第１の共通線とが前記第２の辺側の額縁領域に形
成されているとともに、前記第１のゲート線引き回し配線は前記第１の共通線と前記給電
配線との間に位置しており、
前記第１のゲート線引き回し配線と絶縁され、前記第１の共通線と前記給電配線とを電気
的に接続する補助共通線を有し、
前記複数の接続端子は、ゲート線に関連する接続端子と、データ線に関連する接続端子と
、前記ストレージ配線パターンに電圧を印加する第１の給電パッドと、前記給電配線に電
圧を印加する第２の給電パッドとを有するとともに、
前記第１の給電パッドは、前記ゲート線に関連する接続端子と前記データ線に関連する接
続端子との間に形成されており、前記ゲート線に関連する接続端子を前記第１の給電パッ
ドと前記第２の給電パッドとの間に形成した。
【００３４】
（２１）、（２０）において、前記ストレージ配線パターンは一体に形成され、前記第１
の給電パッドに接続した。
【００３５】
（２２）、（２１）において、前記ストレージ配線パターンは、前記第１及び第２の給電
パッドとは異なる位置に設けられた第３の給電パッドにも接続した。
【００３６】
（２３）、（２０）において、前記ストレージ配線パターンは２つに分離されて形成され
、一方を前記第１及び第２の給電パッドに接続し、他方を前記第１及び第２の給電パッド
とは異なる位置に設けられた第３の給電パッドに接続した。
【００３７】
（２４）、（２０）から（２３）の何れかにおいて、前記基板に対向する対向基板と、前
記基板と前記対向基板に挟持される液晶層とを備えた。
【００３８】
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なお、本発明は、上記の構成および後述する実施例の構成に限定されるものではなく、本
発明の技術思想を逸脱することなく、種々の変更が可能であることは言うまでもない。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、実施例の図面を参照して詳細に説明する。以下の実
施例では、表示装置の一例として液晶表示装置を用いて説明する。
【００４０】
図１は本発明の液晶表示装置の第１実施例を模式的に説明する平面図である。この液晶表
示装置は第１の基板ＳＵＢ１と第２の基板ＳＵＢ２を貼り合わせ、両基板の間に液晶（図
示せず）を封入して表示領域ＡＲを形成し、その周囲をシール材ＳＬで封止してある。参
照符号ＩＮＪは液晶封入口であり、両基板の間に液晶を封入後に封止材で閉鎖されている
。表示領域ＡＲ以外の領域は、額縁領域と呼ばれる。なお、第１の基板ＳＵＢ１の一辺側
（図１の下辺側）は第２の基板ＳＵＢ２からはみ出している。
【００４１】
表示領域ＡＲに隣接するこの部分にデータ線駆動回路（データドライバ：半導体集積回路
あるいはチップ）ＤＤＲやゲート線駆動回路（ゲートドライバ：半導体集積回路あるいは
チップ）ＧＤＲ１，ＧＤＲ２、それらの入力端子ＤＤＭ、ＧＤＭ１，ＧＤＭ２や各種の給
電パッドＰ－ＰＡＤ１、Ｐ－ＰＡＤ２、Ｐ－ＰＡＤ３が設けられる。この部分を駆動回路
実装領域ＢＲと称する。この駆動回路実装領域ＢＲの上記入力端子ＤＤＭ、ＧＤＭ１，Ｇ
ＤＭ２や各種の給電パッドＰ－ＰＡＤ１、Ｐ－ＰＡＤ２、Ｐ－ＰＡＤ３には、図示しない
フレキシブルプリント基板の出力端子が接続される。なお、データ線駆動回路やゲート線
駆動回路は、所謂集積回路であり、チップに限らず、基板上に直接作り込むものも含む。
以下の実施例でも同様である。
【００４２】
第１の基板ＳＵＢ１の表示領域には、当該基板の縦方向（第１の方向）に延在して横方向
（第２の方向）に並設された多数のデータ線ＤＬを有し、駆動回路実装領域ＢＲに実装さ
れたデータドライバＤＤＲの出力端子に接続されている。また、同じく第１の基板ＳＵＢ
１の表示領域には、その横方向（第２の方向）に延在して縦方向（第１の方向）に並設さ
れた多数のゲート線ＧＬを有している。このゲート線ＧＬは表示領域ＡＲに関して上下に
二つの群ＧＬ１とＧＬ２に分割され、それぞれの群がそれぞれ左側と右側の額縁領域を通
るゲート線引回し配線ＧＬＬ１、ＧＬＬ２で駆動回路実装領域ＢＲに実装されて上記二つ
のゲート線の群を駆動する如く設けたゲートドライバＧＤＲ１、ＧＤＲ２の出力端子に接
続されている。
【００４３】
このように、二つの群に分けて配線することで、表示領域ＡＲを第１の基板ＳＵＢ１の左
右方向についてほぼ中央に配置する、所謂画面センター配置が可能になる。
【００４４】
なお、表示領域ＡＲには、データ線ＤＬとゲート線ＧＬの各交差部に形成される画素毎に
スイッチング素子として多数の薄膜トランジスタが設けられているが図示は省略してある
。また、各薄膜トランジスタが形成された画素は画素電極を有するが、これも図示してい
ない。
【００４５】
第２の基板ＳＵＢ２の内面には上記画素電極と対向する如く対向電極が形成されている。
また、カラー表示の場合は、この対向電極の上層または下層に複数色のカラーフィルタが
設けられるが、対向電極と共に図示は省略してある。対向電極は第１の基板ＳＵＢ１の上
辺コーナー部分に設けられた対向電極接続パッドＣ－ＰＡＤ１、Ｃ－ＰＡＤ２と共通線Ｂ
１、Ｂ２を介して駆動回路実装領域ＢＲに有する給電パッドＰ－ＰＡＤ１、Ｐ－ＰＡＤ３
に接続されている。
【００４６】
第１の基板ＳＵＢ１のゲート線ＧＬ（ＧＬ１、ＧＬ２）の間にはストレージ線ＳＴＬが形
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成されている。このストレージ線ＳＴＬは第１の基板ＳＵＢ１の表示領域に関して上下に
二つの群に分割され、下側の群は左側に設けられた共通線Ｂ３で駆動回路実装領域ＢＲに
有する給電パッドＰ－ＰＡＤ２に、上側の群は右側に設けられた共通線Ｂ２で駆動回路実
装領域ＢＲに有する給電パッドＰ－ＰＡＤ３に接続されている。
【００４７】
ストレージ線ＳＴＬには給電パッドＰ－ＰＡＤ２とＰ－ＰＡＤ３で給電がなされる。また
、対向電極接続パッドＣ－ＰＡＤ１とＣ－ＰＡＤ２は対向電極で接続されているので、ス
トレージ線ＳＴＬは対向電極接続パッドＣ－ＰＡＤ１とＣ－ＰＡＤ２および給電パッドＰ
－ＰＡＤ１で給電されるとも言うことができる。共通線Ｂ１、Ｂ２の何れかに断線または
抵抗増加が生じてもストレージ線への給電は十分に行われる。
【００４８】
本実施例のように構成したことにより、ストレージ配線パターン（ストレージ線と共通線
）とゲート配線パターン（ゲート線とゲート線引回し配線）とは基板の平面上で交差する
箇所がない。したがって、ストレージ線ＳＴＬとゲート線ＧＬを同層で形成できる。また
、別層で形成した場合であっても、互いに乗り越える部分を有しないことで断線不良の発
生は考慮する必要はない。また、ストレージ線ＳＴＬとゲート線ＧＬを同層で形成したこ
とで、これらをアルミニウム材料を用いてパターニングした場合に、そのヒロック発生を
回避するための陽極化成が１プロセスで行うことができ、製造工程の増加はない。さらに
、引回し配線を含めて各配線を表示領域ＡＲの左右に対称配置するため、表示領域ＡＲを
液晶表示装置の中央に配置することができる。
【００４９】
また、ストレージ配線パターンに電圧を印加する給電パッドＰ－ＰＡＤ２がゲート線に関
連する接続端子（ＧＤＭ１）とデータ線に関連する接続端子（ＤＤＭ）との間に形成され
ており、この給電パッドＰ－ＰＡＤ２から給電が可能となっている。従って、本実施例の
ようにストレージ配線パターンが２つに分離されて形成されている場合でも給電が可能に
なる。尚、ゲートドライバＧＤＲ１、ＧＤＲ２とデータドライバＤＤＲを１チップにする
などして１つの回路としても良い。これらの説明はこれ以降の実施例についても同様であ
る。
【００５０】
このように、本実施例により、製造プロセスの増加がなく信頼性が高いストレージ線方式
の液晶表示装置を提供することができる。
【００５１】
図２は本発明の液晶表示装置の第２実施例を模式的に説明する平面図である。図１と同一
符号は同一機能部分に対応する。本実施例は、前記した第１実施例における駆動回路実装
領域ＢＲにはデータドライバＤＤＲのみを実装し、ゲートドライバは図示しないフレキシ
ブルプリント基板側に搭載した場合の構成例である。表示領域ＡＲに設けるデータ線ＤＬ
、ゲート線ＧＬ、ストレージ線ＳＴＬの配置は第１実施例と同様であるので繰り返しの説
明はしない。
【００５２】
本実施例では、ゲート線引回し配線ＧＬＬ１、ＧＬＬ２は駆動回路実装領域ＢＲに設けた
ゲート端子ＧＴＭ１、ＧＴＭ２に直接接続されている。ゲート端子ＧＴＭ１、ＧＴＭ２は
図示しないフレキシブルプリント基板に搭載したゲートドライバ（図１におけるＧＤＲ１
、ＧＤＲ２と同様のもの）の出力端子に接続され、ゲート線ＧＬ１、ＧＬ２にゲート線駆
動電圧を供給する。したがって、駆動回路実装領域ＢＲに設ける各種配線やパッドの面積
を大きく形成できる。
【００５３】
本実施例のように構成したことにより、第１実施例と同様にストレージ配線パターンとゲ
ート配線パターンとは基板の平面上で交差する箇所がなく、ストレージ線ＳＴＬとゲート
線ＧＬを同層で形成できる。また、別層で形成した場合であっても、互いに乗り越える部
分を有しないことで断線不良の発生は考慮する必要はない。また、ストレージ線ＳＴＬと
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ゲート線ＧＬを同層で形成したことで、これらをアルミニウム材料でパターニングした後
のヒロック発生を回避するための陽極化成を１プロセスで行うことができ、製造工程の増
加はない。さらに、引回し配線を含めて各配線を表示領域ＡＲの左右に対称配置するため
、表示領域ＡＲを液晶表示装置の中央に配置することができる。
【００５４】
また、ストレージ配線パターンに電圧を印加する給電パッドＰ－ＰＡＤ２がゲート線に関
連する接続端子（図１とは異なり、ここではＧＴＭ１）とデータ線に関連する接続端子（
ＤＤＭ）との間に形成されており、この給電パッドＰ－ＰＡＤ２から給電が可能となって
いる。なお、データドライバも基板ＳＵＢ１以外に設け、データ線に関連する接続端子と
して基板ＳＵＢ１上にデータ線ＤＬにデータ線駆動電圧を供給するデータ端子を設け、こ
れをデータドライバの出力に接続しても良い。これらの説明はこれ以降の実施例について
も同様である。
【００５５】
このように、本実施例により、第１実施例と同様に、製造プロセスの増加がなく信頼性が
高いストレージ線方式の液晶表示装置を提供することができる。
【００５６】
図３は本発明の液晶表示装置の第３実施例を模式的に説明する平面図である。図１および
図２と同一参照符号は同一機能部分に対応する。この液晶表示装置は、図１あるいは図２
に示したゲート線の配置に代えて、ゲートドライバＧＤＲ１とＧＤＲ２で駆動される各群
のゲート線を表示領域ＡＲに対して左右両側から交互に延在させたものである。このゲー
ト線の配置に伴い、上下２つの群に分割したストレージ線ＳＴＬを１本のゲート線を挟ん
だ２本毎に共通線Ｂ２またはＢ３で接続した。
【００５７】
すなわち、上側の群は共通線Ｂ２で対向電極接続パッドＣ－ＰＡＤ２を通して給電パッド
Ｐ－ＰＡＤ３から給電し、下側の群は給電パッドＰ－ＰＡＤ２から共通線Ｂ３で給電パッ
ドＰ－ＰＡＤ２から給電する構成とした。なお、共通線Ｂ２を対向電極接続パッドＣ－Ｐ
ＡＤ２を介さずに給電パッドＰ－ＰＡＤ３に接続することもできる。
【００５８】
本実施例のように、複数のストレージ線ＳＴＬの少なくとも一部は、左辺側の額縁領域の
共通線と右辺側の額縁領域の共通線とを接続することで、配線の乗り越えのないパターン
を形成できる。尚、本実施例では、ストレージ配線パターンを左右両側の共通線の間を蛇
行するパターンに形成している。本実施例ではストレージ線ＳＴＬを２本一組にして蛇行
させているが、３本以上を１組にして蛇行させるパターンとしても良い。これらの説明は
これ以降の実施例についても同様である。
【００５９】
本実施例のように構成したことにより、第１実施例および第２実施例と同様にストレージ
配線パターンとゲート配線パターンとは基板の平面上で交差する箇所がなく、ストレージ
線ＳＴＬとゲート線ＧＬを同層で形成できる。また、別層で形成した場合であっても、互
いに乗り越える部分を有しないことで断線不良の発生は考慮する必要はない。また、スト
レージ線ＳＴＬとゲート線ＧＬを同層で形成したことで、これらをアルミニウム材料でパ
ターニングした後のヒロック発生を回避するための陽極化成が１プロセスで行うことがで
き、製造工程の増加はない。さらに、引回し配線を含めて各配線を表示領域ＡＲの左右に
対称配置するため、表示領域ＡＲを液晶表示装置の中央に配置することができる。
【００６０】
本実施例により、第１実施例および第２実施例と同様に、製造プロセスの増加がなく信頼
性が高いストレージ線方式の液晶表示装置を提供することができる。
【００６１】
図４は本発明の液晶表示装置の第４実施例を模式的に説明する平面図である。図３と同一
符号は同一機能部分に対応する。本実施例は、前記した第３実施例における駆動回路実装
領域ＢＲにはデータドライバＤＤＲのみを実装し、ゲートドライバは図示しないフレキシ
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ブルプリント基板側に搭載した場合の構成例である。表示領域ＡＲに設けるデータ線ＤＬ
、ゲート線ＧＬ、ストレージ線ＳＴＬの配置は第３実施例と同様であるので繰り返しの説
明はしない。
【００６２】
本実施例では、ゲート線引回し配線ＧＬＬ１、ＧＬＬ２は駆動回路実装領域ＢＲに設けた
ゲート端子ＧＴＭ１、ＧＴＭ２に直接接続されている。ゲート端子ＧＴＭ１、ＧＴＭ２は
図示しないフレキシブルプリント基板に搭載したゲートドライバ（図１におけるＧＤＲ１
、ＧＤＲ２と同様のもの）の出力端子に接続され、ゲート線ＧＬ１、ＧＬ２にゲート線駆
動電圧を供給する。したがって、駆動回路実装領域ＢＲに設ける各種配線やパッドの面積
を大きく形成できる。
【００６３】
本実施例のように構成したことにより、第３実施例と同様にストレージ配線パターンとゲ
ート配線パターンとは基板の平面上で交差する箇所がなく、ストレージ線ＳＴＬとゲート
線ＧＬを同層で形成できる。また、別層で形成した場合であっても、互いに乗り越える部
分を有しないことで断線不良の発生は考慮する必要はない。また、ストレージ線ＳＴＬと
ゲート線ＧＬを同層で形成したことで、これらをアルミニウム材料でパターニングした後
のヒロック発生を回避するための陽極化成が１プロセスで行うことができ、製造工程の増
加はない。さらに、引回し配線を含めて各配線を表示領域ＡＲの左右に対称配置するため
、表示領域ＡＲを液晶表示装置の中央に配置することができる。
【００６４】
このように、本実施例により、第１～第３実施例と同様に、製造プロセスの増加がなく信
頼性が高いストレージ線方式の液晶表示装置を提供することができる。
【００６５】
図５は本発明の液晶表示装置の第５実施例における配線配置を説明する模式図である。図
１及び図２と同一符号は同一機能部分に対応する。前記第１実施例および第２実施例の液
晶表示装置では、表示領域ＡＲの上下で複数の群に分割したストレージ線ＳＴＬは当該表
示領域ＡＲ内では物理的に独立したものとされていた。本実施例では、第１の群のゲート
線ＧＬ１に対応して分割されたストレージ線ＳＴＬの群の共通線Ｂ４と第２の群のゲート
線ＧＬ２に対応して分割されたストレージ線ＳＴＬの群の共通線Ｂ３とを表示領域ＡＲ内
でストレージ線ＳＴＬの両端につないで物理的に接続した。尚、共通線Ｂ４は共通線Ｂ２
で代用しても良い。但し、配線は交差しないようにする。これ以降の実施例についても同
様である。
【００６６】
このように分割した群のストレージ線ＳＴＬを接続したことにより、前記した各実施例の
効果に加え、一方の給電路に接続不良が起こったりした場合の給電も確保され、また、両
端給電となることで、ストレージ線ＳＴＬに供給される電圧波形の鈍りを抑制することが
できる。これにより、信頼性が高いストレージ線方式の液晶表示装置を提供することがで
きる。
【００６７】
本実施例のように、複数のストレージ線ＳＴＬの少なくとも一部を用いて、左辺側の額縁
領域の共通線と右辺側の額縁領域の共通線とを接続することで、配線の乗り越えのないパ
ターンを形成できる。また、本実施例のようにストレージ配線パターンを一体に形成した
場合は、必ずしも両端給電とする必要はなく、例えば給電パッドＰ－ＰＡＤ２のみから給
電しても良い。これらの説明はこれ以降の実施例についても同様である。
【００６８】
図６は本発明の液晶表示装置の第６実施例における配線配置を説明する模式図である。図
５と同一符号は同一機能部分に対応する。本実施例は前記第１実施例および第２実施例の
液晶表示装置におけるストレージ線ＳＴＬが表示領域ＡＲの上下で複数の群に分割され、
且つ当該表示領域ＡＲ内で物理的に独立したものとされていたが、本実施例も第５実施例
と同様に、第１の群のゲート線ＧＬ１に対応して分割されたストレージ線ＳＴＬの群の共
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通線Ｂ４と第２の群のゲート線ＧＬ２に対応して分割されたストレージ線ＳＴＬの群の共
通線Ｂ３とを表示領域ＡＲ内でストレージ線ＳＴＬの両端につないで物理的に接続した。
そして、第２の群のゲート線ＧＬ２に対応して分割されたストレージ線ＳＴＬの群の共通
線Ｂ３には給電パッドを設けていない。したがって、これらのストレージ線ＳＴＬについ
ても、給電パッドＰ－ＰＡＤ３から給電される。
【００６９】
本実施例によれば、駆動回路実装領域ＢＲに設けるパッドの数を削減でき、当該駆動回路
実装領域ＢＲのスペースを有効に利用して信頼性が高いストレージ線方式の液晶表示装置
を提供することができる。
【００７０】
図７は本発明の液晶表示装置の第７実施例における配線配置を説明する模式図である。図
５および図６と同一符号は同一機能部分に対応する。前記第３実施例または第４実施例の
液晶表示装置においては、ストレージ線ＳＴＬが表示領域ＡＲの上下で複数の群に分割さ
れ、且つ当該表示領域ＡＲ内で物理的に独立したものとされていたが、本実施例では、こ
れらを物理的に接続した。
【００７１】
このように分割した群のストレージ線ＳＴＬを接続したことにより、前記した第５実施例
同様に、一方の給電路に接続不良が起こったりした場合の給電も確保される。また、両端
給電となることで、ストレージ線ＳＴＬに供給される電圧波形の鈍りを抑制することがで
き、信頼性が高いストレージ線方式の液晶表示装置を提供することができる。
【００７２】
図８は本発明の液晶表示装置の第８実施例における配線配置を説明する模式図である。図
７と同一符号は同一機能部分に対応する。本実施例は図７におけるストレージ線ＳＴＬの
共通線Ｂ３およびＢ４をそれぞれ接続する橋絡線ＢＣＬ１、ＢＣＬ２を設けたものである
。この橋絡線ＢＣＬ１、ＢＣＬ２はゲート線ＧＬとストレージ線ＳＴＬの上層に絶縁層を
介して設けられる。絶縁層の共通線Ｂ３，Ｂ４の位置にはコンタクトホールが設けられる
。したがって、橋絡線ＢＣＬ１、ＢＣＬ２を形成するためのプロセスは増加するが、スト
レージ線ＳＴＬへの給電を確実にすることができ、さらに信頼性を増加した液晶表示装置
を提供できる。データ線ＤＬと同層で形成した場合はプロセスの増加もない。
【００７３】
図９は本発明の液晶表示装置の第９実施例における配線配置を説明する模式図である。本
実施例は前記第７実施例における給電パッドＰ－ＰＡＤ２を除去し第６実施例と同様にス
トレージ線ＳＴＬへは給電パッドＰ－ＰＡＤ３を介して給電するように構成したものであ
る。
【００７４】
本実施例によれば、駆動回路実装領域ＢＲに設けるパッドの数を削減でき、当該駆動回路
実装領域ＢＲのスペースを有効に利用して信頼性が高いストレージ線方式の液晶表示装置
を提供することができる。
【００７５】
図１０は本発明の液晶表示装置の第１０実施例における配線配置を説明する模式図である
。本実施例は前記第９実施例に第８実施例で説明した橋絡線ＢＣＬ１、ＢＣＬ２を設けた
ものである。この橋絡線ＢＣＬ１、ＢＣＬ２も図８と同様にゲート線ＧＬとストレージ線
ＳＴＬの上層に絶縁層を介して設けられる。絶縁層の共通線Ｂ３，Ｂ４の位置にはコンタ
クトホールが設けられる。したがって、橋絡線ＢＣＬ１、ＢＣＬ２を形成するためのプロ
セスは増加するが、ストレージ線ＳＴＬへの給電を確実にすることができ、さらに信頼性
を増加した液晶表示装置を提供できる。データ線ＤＬと同層で形成した場合はプロセスの
増加はない。他の構成と効果は第９実施例と同様である。
【００７６】
図１１は本発明の液晶表示装置の第１１実施例を模式的に説明する平面図であり、図１の
実施例の変形例に相当し、駆動回路実装領域ＢＲにはデータ線駆動回路ＤＤＲと２個のゲ
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ート線駆動回路ＧＤＲ１、ＧＤＲ２が実装された構成である。図中、前記した各実施例と
同一参照符号は同一機能部分に対応する。前記の図１、図２、あるいは図５、図６の構成
、すなわち、ストレージ線を有効領域の上下で２つの群に分割した構成の液晶表示装置で
は、当該配線の給電抵抗に差が起こる場合がある。例えば、給電パッドＰ－ＰＡＤ２と共
通線Ｂ３とをつなぐ配線の一部が細い場合などである。この抵抗差に起因した電圧の差で
上下のストレージ線に接続する画面上下の画素の間で輝度に差が生じ、画質を劣化させる
。
【００７７】
図１１の基本的な配線構造は図１と同様である。この液晶表示装置では、図１１に向かっ
て表示領域ＡＲの左側の額縁領域に、多数のゲート線引き回し配線ＧＬＬ１を有し、その
両側に対向電極接続パッドＣ－ＰＡＤ１を給電パッドＰ－ＰＡＤ１に接続する共通線Ｂ１
、下側のストレージ線ＳＴＬを共通に接続する共通線Ｂ３が配線されている。したがって
、共通線Ｂ１の配線面積は図１１に向かって表示領域ＡＲの右側の額縁領域に設けた共通
線Ｂ１に比べて充分な配線幅を確保することが難しい。その結果、上記したような画面上
下の画素の間で輝度に差が生じる。
【００７８】
本実施例では、対向電極接続パッドＣ－ＰＡＤ１を給電パッドＰ－ＰＡＤ１に接続する共
通線Ｂ１と下側のストレージ線ＳＴＬを共通に接続する共通線Ｂ３とを補助共通線ＣＢＬ
で電気的に接続した。この場合、共通線Ｂ１は給電配線とも言うことができる。対向電極
接続パッドＣ－ＰＡＤ１は第２の基板ＳＵＢ２に有する対向電極を介して表示領域ＡＲの
右側の給電パッドＰ－ＰＡＤ３に接続している。これにより、共通線Ｂ１につながる下側
のストレージ線ＳＴＬの電位は上側のストレージ線ＳＴＬと同等なものとなる。尚、補助
共通線ＣＢＬはストレージ配線パターンの構成要素には入らないと定義する。したがって
、ゲート配線パターンとストレージ配線パターンとは交差していない。
【００７９】
図１２は図１１のＢ－Ｂ’線に沿った補助共通線部分の断面図である。補助共通線ＣＢＬ
はゲート線引き回し配線ＧＬＬ１を跨いで共通線Ｂ１とＢ３に電気的に接続する。ゲート
線引き回し配線ＧＬＬ１との間はゲート絶縁層ＧＩで絶縁されている。この補助共通線Ｃ
ＢＬは独立した導体で形成してもよいが、データ線ＤＬと同一の導電材料で形成するのが
好適であり、データ線ＤＬのパターニング工程で同時に形成できる。すなわち、ゲート線
やゲート線引き回し配線ＧＬＬ１の形成後、ゲート絶縁層ＧＩを被覆し、共通線Ｂ１とＢ
３の接続部分のゲート絶縁層ＧＩにコンタクトホールを設け、データ線ＤＬのパターニン
グ時に共通線Ｂ１とＢ３に橋絡した補助共通線ＣＢＬを形成する。ゲート配線パターンと
ストレージ配線パターンは、互いに同じ材料で同層に形成するのが望ましい。
【００８０】
本実施例により、上下のストレージ線に給電する共通線Ｂ２とＢ３の抵抗差による電圧差
が緩和され、これら上下のストレージ線につながる画素の輝度差が緩和され、画質の向上
を図ることができる。また、上側のストレージ線と下側のストレージ線を図のＰ点で接続
してもよい。また、この構成としたことで、駆動回路実装領域に設けた給電パッドＰ－Ｐ
ＡＤ２は省略してもよく、外部回路に接続するための端子スペースの配置裕度を大きくす
ることもできる。
【００８１】
図１３は本発明の液晶表示装置の第１２実施例を模式的に説明する平面図であり、図２の
実施例の変形例に相当し、図１１と同様の課題を解消するものである。図中、前記した各
実施例と同一参照符号は同一機能部分に対応する。
【００８２】
図１３の基本的な配線構造は図２と同様であるが、図２と同様に駆動回路実装領域にはデ
ータ線駆動回路ＤＤＲのみが実装された構成である。この液晶表示装置でも、図１３に向
かって表示領域ＡＲの左側の額縁領域に、多数のゲート線引き回し配線ＧＬＬ１を有し、
その両側に対向電極接続パッドＣ－ＰＡＤ１を給電パッドＰ－ＰＡＤ１に接続する共通線
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Ｂ１、下側のストレージ線ＳＴＬを共通に接続する共通線Ｂ３が配線されている。したが
って、共通線Ｂ１の配線面積は図１３に向かって表示領域ＡＲの右側の額縁領域に設けた
共通線Ｂ１に比べて充分な配線幅を確保することが難しい。その結果、上記したような画
面上下の画素の間で輝度に差が生じる。
【００８３】
本実施例では、対向電極接続パッドＣ－ＰＡＤ１を給電パッドＰ－ＰＡＤ１に接続する共
通線Ｂ１と下側のストレージ線ＳＴＬを共通に接続する共通線Ｂ３とを補助共通線ＣＢＬ
で電気的に接続した。対向電極接続パッドＣ－ＰＡＤ１は第２の基板ＳＵＢ２に有する対
向電極を介して表示領域ＡＲの右側の給電パッドＰ－ＰＡＤ３に接続している。これによ
り、共通線Ｂ１につながる下側のストレージ線ＳＴＬの電位は上側のストレージ線ＳＴＬ
と同等なものとなる。図１３の補助共通線ＣＢＬのＢ－Ｂ’線に沿った断面構造は図１２
と同様である。また、他の構成および効果は図１１と同様である。
【００８４】
図１４は本発明の液晶表示装置の第１の基板における一画素付近の構成例を模式的に説明
する平面図である。図中、参照符号ＤＬはデータ線、ＧＬはゲート線、ＳＴＬはストレー
ジ線、ＩＴＯは画素電極、ＴＦＴは薄膜トランジスタ、Ｃｓｔｇは蓄積容量を示す。二本
のデータ線ＤＬと二本のゲート線ＧＬで囲まれた領域に画素が構成される。この画素は薄
膜トランジスタＴＦＴで駆動される上記の画素電極ＩＴＯと図示しない第２の基板に設け
た対向電極を有する。
【００８５】
ゲート線ＧＬに近接して且つ平行にストレージ線ＳＴＬは形成されており、このストレー
ジ線ＳＴＬと画素電極ＩＴＯの重畳部分で蓄積容量Ｃｓｔｇが形成される。図１４では、
蓄積容量Ｃｓｔｇを形成するためのストレージ線ＳＴＬの幅を画素内で拡大してあるが、
必ずしもこのような拡大は必要とするものではなく、ストレージ線ＳＴＬと画素電極ＩＴ
Ｏの間に有する誘電体（絶縁層）の特性によっては、ストレージ線ＳＴＬをストレートに
形成することができる。
【００８６】
また、この蓄積容量Ｃｓｔｇの形成位置も図示した部分に限るものではなく、例えば反射
型、部分反射型、あるいは半透過型の液晶表示装置など、透過型液晶表示装置に要する開
口率を考慮する必要がないものでは、画素の中央部にストレージ線を通過させるようにし
てもよい。ストレージ線ＳＴＬは前記図１～図１３で説明したような配置で形成される。
尚、図１４では半導体層ＳＩなどの図示は省略してある。
【００８７】
図１５は図１４のＡ－Ａ’線の沿った第１の基板の断面図である。図１４と同一参照符号
は同一機能部分に対応する。図中、ＳＵＢ１は第１の基板で、この第１の基板ＳＵＢ１上
にゲート線から延長したゲート電極Ｇとストレージ線ＳＴＬが形成されている。ゲート電
極Ｇとストレージ線ＳＴＬはゲート絶縁層ＧＩ（例えば、ＳｉＮ）で被覆されており、ゲ
ート電極Ｇ上に半導体層ＳＩ、ドレイン電極ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２からなる薄膜
トランジスタＴＦＴが形成されている。なお、ゲート線を含めたゲート電極Ｇとストレー
ジ線ＳＴＬの表面には陽極化成で成膜した酸化膜ＡＯを有する。なお、半導体層ＳＩはア
モルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）でも、あるいはポリシリコン（ｐ－Ｓｉ）であってもよ
く、それぞれの特性に合わせた薄膜トランジスタ構造とするが、ここではａ－Ｓｉとした
。
【００８８】
薄膜トランジスタＴＦＴを含めたゲート絶縁層ＧＩ上には画素領域の全面にわたってパッ
シベーション層ＰＡＳを有し、このパッシベーション層ＰＡＳの上に画素電極ＩＴＯが形
成されている。この構成は、所謂透過型の液晶表示装置であるため、画素電極として透明
導電膜を用いている。画素電極ＩＴＯはパッシベーション層ＰＡＳに開けたスルーホール
を通してソース電極ＳＤ２に接続されている。また、この画素電極ＩＴＯはストレージ線
ＳＴＬの上層に延びており、当該ストレージ線ＳＴＬと共に蓄積容量Ｃ stg を形成してい
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る。
【００８９】
図１６は他の構造の液晶表示装置に本発明を適用した場合の図１４のＡ－Ａ’線に沿った
第１の基板の断面に相当する断面図である。図１５と同一参照符号は同一機能部分に対応
する。図１６では、画素領域にはパッシベーション層ＰＡＳ及びスルーホールを有してい
ない。他の構成と効果は図１５と同様である。
【００９０】
図１７は本発明の液晶表示装置の第１の基板における一画素付近の他の構成例を模式的に
説明する平面図である。図１７においても、半導体層ＳＩなどの図示を省略してある。ま
た、図１８は図１７のＡ－Ａ’線に沿った第１基板の断面図を示す。この液晶表示装置は
、所謂部分透過型であり、図１４～図１６で説明した画素構造において、ゲート絶縁層Ｇ
Ｉを覆うパッシベーション層を第１のパッシベーション層ＰＡＳ１としたとき、画素電極
の上層に第２のパッシベーション層ＰＡＳ２を介して反射電極ＲＦを形成したものである
。尚、第２のパッシベーション層ＰＡＳ２はなくてもかまわない。
【００９１】
反射電極ＲＦは金属薄膜を好適とし、画素領域の一部を下層にある第２のパッシベーショ
ン層ＰＡＳ２と共に除去して反射電極ＲＦに開口ＴＰを設けてある。第１の基板ＳＵＢ１
の背面側からの光（外光、あるいはバックライトからの光）を第２の基板方向に透過させ
るようにしてある。反射型として機能する場合は、第２の基板側から入射する外光（ある
いは、所謂フロントライトの光）を反射電極ＲＦで反射させて第２の基板側に出射して画
像表示を行う。
【００９２】
一方、部分反射型として機能する場合は、第１の基板ＳＵＢ１の背面側からの光を上記反
射電極ＲＦの開口ＴＰから第２の基板側に出射させると共に、第２の基板側から入射する
光を反射電極ＲＦで反射させて第２の基板方向に出射させる。
【００９３】
反射電極ＲＦは図１７、図１８に示したように、ストレージ線ＳＴＬ上で隣接する画素の
反射電極との間にスリットＳを位置させている。ドレイン線ＤＬ上でも同様に隣接する反
射電極との間にスリットＳを位置させている。このような配置とすることにより、透過型
の表示を行う際の隣接画素との境界におけるバックライトからの光の光漏れを防止して良
好なコントラストを得ることができる。
【００９４】
図１９はさらに他の構造の液晶表示装置に本発明を適用した場合の図１７のＡ－Ａ’線に
沿った第１の基板の断面に相当する断面図である。図１７と同一参照符号は同一機能部分
に対応する。図１９では、画素領域にはパッシベーション層ＰＡＳを有せずに画素電極Ｉ
ＴＯを第１の基板ＳＵＢ１に直接形成している。反射電極ＲＦの下層に形成したパッシベ
ーション層ＰＡＳは、当該画素領域で除去されている。他の構成および効果はパッシベー
ション層ＰＡＳ２が無いことを除いて図１７および図１８と同様である。
【００９５】
なお、上記した各種の形式の液晶表示装置の他に、図１４～図１６の透明導電膜で形成し
た画素電極ＩＴＯの代わりに、金属膜などで形成した反射電極ＲＦとすることにより、反
射型の液晶表示装置とすることもできる。さらに、画素電極を半透明な反射電極で形成し
て半透過型の液晶表示装置を構成することもできる。さらに、本発明は、上記した携帯端
末等に用いる比較的小型の液晶表示装置に限るものではなく、ノートパソコンや他のモニ
ター用に表示デバイスとしての液晶表示装置にも同様に適用できることは言うまでもない
。また、液晶表示装置に限らず、例えば、有機ＥＬディスプレイなどの他の型式の表示装
置にも適用できる。
【００９６】
【発明の効果】
以上実施例で詳細に説明したように、本発明によれば、ゲート配線パターンとストレージ
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配線パターンとが重ならない構成となり、配線の乗り越えのないパターンを形成できる。
そして、ストレージ線を表示領域の上下の群に分割した場合でも、表示領域の全域におい
て輝度差を緩和でき、高品質の表示 ことが可能な表示装置を提供することができる
。
【００９７】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の液晶表示装置の第１実施例を模式的に説明する平面図である。
【図２】本発明の液晶表示装置の第２実施例を模式的に説明する平面図である。
【図３】本発明の液晶表示装置の第３実施例を模式的に説明する平面図である。
【図４】本発明の液晶表示装置の第４実施例を模式的に説明する平面図である。
【図５】本発明の液晶表示装置の第５実施例における配線配置を説明する模式図である。
【図６】本発明の液晶表示装置の第６実施例における配線配置を説明する模式図である。
【図７】本発明の液晶表示装置の第７実施例における配線配置を説明する模式図である。
【図８】本発明の液晶表示装置の第８実施例における配線配置を説明する模式図である。
【図９】本発明の液晶表示装置の第９実施例における配線配置を説明する模式図である。
【図１０】本発明の液晶表示装置の第１０実施例における配線配置を説明する模式図であ
る。
【図１１】本発明の液晶表示装置の第１１実施例を模式的に説明する平面図である。
【図１２】図１１のＢ－Ｂ’線に沿った補助共通線部分の断面図である。
【図１３】本発明の液晶表示装置の第１２実施例を模式的に説明する平面図である。
【図１４】本発明の液晶表示装置の第１の基板における一画素付近の構成例を模式的に説
明する平面図である。
【図１５】図１４のＡ－Ａ’線の沿った第１の基板の断面図である。
【図１６】他の構造の液晶表示装置に本発明を適用した場合の図１４のＡ－Ａ’線に沿っ
た第１の基板の断面に相当する断面図である。
【図１７】本発明の液晶表示装置の第１の基板における一画素付近の他の構成例を模式的
に説明する平面図である。
【図１８】図１７のＡ－Ａ’線に沿った第１基板の断面図である。
【図１９】さらに他の構造の液晶表示装置に本発明を適用した場合の図１７のＡ－Ａ’線
に沿った第１の基板の断面に相当する断面図である。
【符号の説明】
ＳＵＢ１・・・・第１の基板、ＳＵＢ２・・・・第２の基板、ＡＲ・・・・表示領域、Ｓ
Ｌ・・・・シール材、ＩＮＪ・・・・液晶封入口、ＤＤＲ・・・・データ線駆動回路、Ｇ
ＤＲ，ＧＤＲ１，ＧＤＲ２・・・・ゲート線駆動回路、ＤＤＭ，ＧＤＭ１，ＧＤＭ２・・
・・入力端子、Ｐ－ＰＡＤ１、Ｐ－ＰＡＤ２、Ｐ－ＰＡＤ３・・・・給電パッド、ＢＲ・
・・・駆動回路実装領域、ＤＬ・・・・データ線、ＧＬ，ＧＬ１，ＧＬ２・・・・ゲート
線、ＧＬＬ１，ＧＬＬ２・・・・ゲート線引回し配線、Ｃ－ＰＡＤ１，Ｃ－ＰＡＤ２・・
・・対向電極接続パッド、ＳＴＬ・・・・ストレージ線、Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３・・・・共通
線、Ｐ－ＰＡＤ１，Ｐ－ＰＡＤ２，Ｐ－ＰＡＤ３・・・・給電パッド。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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