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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナで受信されるテレビ放送信号から選択されているチャンネルのテレビ放送信号
を抽出して出力するチューナと、
　上記チューナが出力したテレビ放送信号に基く映像を液晶表示パネルに表示する映像処
理部と、
　上記チューナが出力したテレビ放送信号に基く音声をスピーカから出力する音声処理部
と、
　液晶テレビジョン装置の各部に電源電圧を供給する電源回路と、
　装置全体の動作を制御信号にて制御するマイコンと、
を備える液晶テレビジョン装置において、
　上記電源回路から出力される各種電圧を基に各種電圧を生成しつつ、同生成した各種電
圧を所定のシーケンスにて上記液晶表示パネルに対して供給するシーケンス回路を備え、
上記シーケンス回路は、
　ベースがコンデンサを介して接地され、ベースとコレクタが第１の抵抗を介して接続さ
れ、コレクタに負値の第１の入力電圧が入力され、エミッタから第２の抵抗を介して負値
の第１の出力電圧を上記液晶表示パネルに対して出力するＮＰＮ型の第１のトランジスタ
と、
　エミッタが接地され、上記マイコンからベースに第１の制御信号が入力されるとオンと
なり、上記第１の制御信号が停止されるとオフになるエピタキシャルプレーナＮＰＮ型の
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第２のトランジスタと、
　上記第２の抵抗の上記第１のトランジスタのエミッタが接続される側とは異なる端子に
アノードが接続され、上記第２のトランジスタのコレクタに第３の抵抗を介してカソード
が接続された第１のツェナダイオードと、
　アノードが上記第１のツェナダイオードのアノードに接続され、カソードが接地された
第２のツェナダイオードと、
　ベースが上記第１のツェナダイオードのカソードに接続され、エミッタとベースとが第
４の抵抗を介して接続され、エミッタに第２の入力電圧が入力されるＰＮＰ型の第３のト
ランジスタと、
　上記第３のトランジスタのコレクタに対して第５の抵抗を介してベースが接続され、エ
ミッタが第６の抵抗を介して接地され、コレクタに第３の入力電圧が入力され、エミッタ
から第２の出力電圧を上記液晶表示パネルに出力するＮＰＮ型の第４のトランジスタと、
　上記第３のトランジスタのコレクタに対して上記第５の抵抗を介してベースが接続され
、エミッタが上記第６の抵抗を介して接地され、コレクタに上記第３の入力電圧が入力さ
れ、エミッタから上記第２の出力電圧を上記液晶表示パネルに出力するＮＰＮ型の第５の
トランジスタと、
　上記第４のトランジスタおよび上記第５のトランジスタのベースにカソードが接続され
、アノードが接地された第３のツェナダイオードと、
　エミッタが接地され、上記マイコンからベースに第２の制御信号が入力されるとオンと
なり、上記第２の制御信号が停止されるとオフになるエピタキシャルプレーナＮＰＮ型の
第６のトランジスタと、
　上記第６のトランジスタのコレクタに対してベースが接続され、エミッタとベースが第
７の抵抗を介して接続され、エミッタに上記第２の入力電圧が入力されているＰＮＰ型の
第７のトランジスタと、
　上記第７のトランジスタのエミッタに対して第８の抵抗を介してコレクタが接続され、
ベースが上記第７のトランジスタのコレクタに対して第９の抵抗を介して接続され、エミ
ッタが第１０の抵抗を介して接地され、エミッタから第３の出力電圧を上記液晶表示パネ
ルに対して出力するＮＰＮ型の第８のトランジスタと、
　上記第８のトランジスタのベースにカソードが接続されるとともにアノードが接地され
た第４のツェナダイオードと、
を備え、
　当該液晶テレビジョン装置の電源がオンされ、上記シーケンス回路に、上記第１の制御
信号と上記第１と第２と第３の入力電圧が入力されると、
　　最初に、上記第１の入力電圧が上記第１のトランジスタのコレクタに入力されて上記
第１のトランジスタをオンして上記第１の出力電圧が出力され、
　　次に、上記第２のトランジスタがオンすることにより上記第３のトランジスタがオン
し、上記第３のトランジスタのオンに次いで上記第４及び第５のトランジスタがオンして
上記第２の出力電圧が出力され、
　　最後に、上記第１の制御信号よりも遅れて入力される上記第２の制御信号によって上
記第６のトランジスタがオンし、次いで上記第７のトランジスタがオンし、上記第７のト
ランジスタのオンにより上記第８のトランジスタがオンして上記第３の出力電圧が出力さ
れ、
　当該液晶テレビジョン装置の電源がオフされると、
　　最初に、上記第２の制御信号が停止されて上記第６のトランジスタがオフし、これに
より上記第７のトランジスタと上記第８のトランジスタがオフして上記第３の出力電圧が
停止され、
　　次に、上記第１の制御信号が停止されて上記第２のトランジスタがオフし、上記第３
のトランジスタに入力されていた上記第２の入力電圧の残り電荷が上記第１のツェナダイ
オードと上記第２のツェナダイオードを介して放電を開始し、上記第２の入力電圧が所定
電圧よりも低下すると上記第１のツェナダイオードが降伏しなくなり、上記第３のトラン
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ジスタがオフして上記第２の出力電圧が停止され、
　　最後に、上記第１の入力電圧の入力が停止されることにより、上記第１のトランジス
タがオフして、上記第１の出力電圧の出力が停止される
ことを特徴とする液晶テレビジョン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源電圧を供給されて所定のシーケンスに従って複数の電源電圧を液晶表示
パネルに供給するシーケンス回路を備える液晶テレビジョン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置や液晶テレビジョン装置において液晶表示パネルには所定のケーブルを介
して複数種類の電圧が供給される。液晶表示パネルはこれら複数種類の電圧が所定のシー
ケンスに従って印加されることによって正常動作する。従って、複数種類の電圧は、供給
を開始する順番と供給を停止する順番とがそれぞれ決まっており、所定のシーケンスにて
供給と停止とが行われなければならない。
【０００３】
　図３に従来の液晶表示装置および液晶テレビジョン装置におけるシーケンス回路の回路
図を示した。同回路は、電源回路から供給される複数種類の電圧から複数種類の電圧を生
成し、所定のシーケンスに従って液晶表示装置の液晶表示パネルに供給の開始および供給
の停止を行う。なお、同回路図ではシーケンス制御に不要な部分は省略してある。
【０００４】
　まず、液晶表示装置がオンとなったときのシーケンス回路の動作を説明する。図３にお
いて、液晶表示装置の電源がオンとなり、電源回路から電圧供給が開始されると、所定の
タイミングでＨｉｇｈ（ハイレベル）のＰ－ＯＮ－Ｈ信号とＨｉｇｈ（ハイレベル）のＰ
－２５Ｖ－ＯＮ信号とがそれぞれ入力され、トランジスタＱ５０７とトランジスタＱ５１
１とがオンされて、シーケンス回路のシーケンスが開始される。
【０００５】
　３．３Ｖが入力されると、そのまま３．３Ｖを液晶表示パネルに出力する（シーケンス
１）。次に、－８ＶがトランジスタＱ５１３のコレクタに印加されてベース－コレクタ間
に電位差が発生しトランジスタＱ５１３がオンとなる（シーケンス２）。これにより、ト
ランジスタＱ５１３のコレクタ－エミッタラインを介して抵抗Ｒ５１７に－８Ｖが供給さ
れ、抵抗Ｒ５１７を介して－６Ｖが液晶表示パネルに対して供給される。
【０００６】
　また、－８Ｖが抵抗Ｒ５１７、抵抗Ｒ５１８を介してトランジスタＱ５０９のベースに
も供給される。このとき、トランジスタＱ５０９のエミッタには電源回路より供給された
４０Ｖが印加されている。ここで、抵抗Ｒ５１８と並列にトランジスタＱ５０９のベース
に接続されたＲ５１１の他方の端子には、トランジスタＱ５０７のコレクタ端子が接続さ
れており、同トランジスタＱ５０７のエミッタは接地されるとともに同トランジスタＱ５
０７のベースにはＰ－ＯＮ－Ｈ信号が入力されてオンになっている。Ｐ－ＯＮ－Ｈ信号と
は、液晶表示装置の電源がオンとなるとハイレベル（所定電圧）となり、オフとなるとロ
ーレベル（０Ｖ）となる制御信号である。
【０００７】
　従って、トランジスタＱ５０９がオン（シーケンス３）となり、抵抗Ｒ５０８を介して
４０ＶラインからトランジスタＱ５０５のベースおよびトランジスタＱ５０５’のベース
に電圧が供給される。このときツェナダイオードＤ５０３のツェナ降伏により両トランジ
スタＱ５０５，Ｑ５０５’のベースにかかる電圧は所定の電圧まで降下されている。
【０００８】
　すると、トランジスタＱ５０５がオンとなる（シーケンス４）とともにトランジスタＱ
５０５’もオンとなり（シーケンス５）、１３Ｖラインと２１Ｖラインとから供給される
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電圧がそれぞれ抵抗Ｒ５０９と抵抗Ｒ５３４とを介して１０．８Ｖとして液晶表示パネル
に出力される。
【０００９】
　一方、トランジスタＱ５０２は、抵抗Ｒ５５２を介してエミッタに４０Ｖが印加される
とともに、ベースにはＱ５１１を介して接地へと引き込まれるため、オンとなる。すると
、トランジスタＱ５０１のベースには、４０Ｖが抵抗５５２とトランジスタＱ５０２のエ
ミッタ－コレクタと抵抗Ｒ５０５とを介して印加され、トランジスタＱ５０１がオンとな
る（シーケンス６）。従って、トランジスタＱ５０１のエミッタ－コレクタを介して液晶
表示パネルに２５Ｖが出力される。
【００１０】
　次に、液晶表示装置がオフされたときのシーケンス回路の動作を説明する。図３におい
て、液晶表示装置の電源がオフとなると、以下のシーケンスに従って液晶表示パネルへの
電圧供給が停止されていく。
【００１１】
　液晶表示装置がオフされると、まず、トランジスタＱ５１１のベースに印加されるＰ－
２５Ｖ－ＯＮ信号がローレベル（０Ｖ）となり、トランジスタＱ５１１がオフとなる。こ
れによりトランジスタＱ５０２がオフとなり，次いでトランジスタＱ５０１もオフとなる
（シーケンス１１）。従って、液晶表示パネルに対する２５Ｖの供給が停止される。
【００１２】
　次に、トランジスタＱ５０７のベースに印加されるＰ－ＯＮ－Ｈ信号がローレベル（０
Ｖ）となり、トランジスタＱ５０７がオフとなる。しかしながら、抵抗Ｒ５１８を介して
電流が流れ続けるためＱ５０９のベース－エミッタ間に電位差が発生しＱ５０９はオフに
ならない。従って、トランジスタＱ５０５およびＱ５０５’も、この時点ではオフになら
ない。このため、液晶表示パネルに対して１０．８Ｖは出力され続ける。
【００１３】
　そして、３．３Ｖを含めた電源回路からの電圧供給が停止されると、トランジスタＱ５
１０がオフとなり、それに続いてトランジスタＱ５１３もオフとなる（シーケンス１３）
。同時に４０Ｖの電圧供給も停止されるが、４０Ｖの電荷が残っているため同電荷が放電
されるまでＲ５１８に電圧がかかったままとなり、トランジスタＱ５０９がすぐにオフし
ない。放電終了後、トランジスタＱ５０９がオフとなり、次いで、トランジスタＱ５０５
，Ｑ５０５’もオフとなり（シーケンス１２）、液晶表示パネルに対する１０．８Ｖの供
給が停止される。
【００１４】
　特許文献１には、主電源電圧が所定のレベルよりも低くなると、短絡部の制御端子がダ
イオードを介して表示電源線に接続され、短絡部がオンとなり、表示電圧をグランドに放
電する表示装置用パワーダウンショート回路について開示されている。
【００１５】
　特許文献２には、電圧降下手段が共通電極の電位の立ち下がりを、ゲート電圧の電位の
立ち下がりよりも遅らせる画像表示パネルの放電装置について開示されている。
【特許文献１】特開２００５－３３１９２７号
【特許文献２】特開２００３－１２２３１１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上述した従来のシーケンス回路においては、電圧の供給を停止するシーケンスにおいて
、トランジスタＱ５０７がオフしてもトランジスタＱ５０９がオフせず、本来シーケンス
１１，１２，１３の順で電圧の供給停止が行われなければならないのに、シーケンス１１
，１３、１２の順に電源の供給が停止されてしまっていた。そのため、シーケンス１３が
終了するまで抵抗Ｒ５１８に電圧がかかったままとなり、Ｑ５０９の出力電圧が出続ける
ことになり、画面上に白線状のノイズが発生していた。また、上記特許文献１および特許



(5) JP 4161226 B2 2008.10.8

10

20

30

40

50

文献２は、いずれも複数の電源を所定のシーケンスにて供給する回路に関するものではな
い。
【００１７】
　本発明は、上記課題にかんがみてなされたもので、ＡＣオフ時に特定電圧の電荷が残ら
ないようにしたシーケンス回路を搭載することにより、液晶表示パネル画面上に発生する
ノイズを防ぐことが可能な液晶表示装置および液晶テレビジョン装置の提供を目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１にかかる液晶テレビジョン装置では、
　アンテナで受信されるテレビ放送信号から選択されているチャンネルのテレビ放送信号
を抽出して出力するチューナと、
　上記チューナが出力したテレビ放送信号に基く映像を液晶表示パネルに表示する映像処
理部と、
　上記チューナが出力したテレビ放送信号に基く音声をスピーカから出力する音声処理部
と、
　液晶テレビジョン装置の各部に電源電圧を供給する電源回路と、
　装置全体の動作を制御信号にて制御するマイコンと、
を備える液晶テレビジョン装置において、
　上記電源回路から出力される各種電圧を基に各種電圧を生成しつつ、同生成した各種電
圧を所定のシーケンスにて上記液晶表示パネルに対して供給するシーケンス回路を備え、
上記シーケンス回路は、 
　ベースがコンデンサを介して接地され、ベースとコレクタが第１の抵抗を介して接続さ
れ、コレクタに負値の第１の入力電圧が入力され、エミッタから第２の抵抗を介して負値
の第１の出力電圧を上記液晶表示パネルに対して出力するＮＰＮ型の第１のトランジスタ
と、
　エミッタが接地され、上記マイコンからベースに第１の制御信号が入力されるとオンと
なり、上記第１の制御信号が停止されるとオフになるエピタキシャルプレーナＮＰＮ型の
第２のトランジスタと、
　上記第２の抵抗の上記第１のトランジスタのエミッタが接続される側とは異なる端子に
アノードが接続され、上記第２のトランジスタのコレクタに第３の抵抗を介してカソード
が接続された第１のツェナダイオードと、
　アノードが上記第１のツェナダイオードのアノードに接続され、カソードが接地された
第２のツェナダイオードと、
　ベースが上記第１のツェナダイオードのカソードに接続され、エミッタとベースとが第
４の抵抗を介して接続され、エミッタに第２の入力電圧が入力されるＰＮＰ型の第３のト
ランジスタと、
　上記第３のトランジスタのコレクタに対して第５の抵抗を介してベースが接続され、エ
ミッタが第６の抵抗を介して接地され、コレクタに第３の入力電圧が入力され、エミッタ
から第２の出力電圧を上記液晶表示パネルに出力するＮＰＮ型の第４のトランジスタと、
　上記第３のトランジスタのコレクタに対して上記第５の抵抗を介してベースが接続され
、エミッタが上記第６の抵抗を介して接地され、コレクタに上記第３の入力電圧が入力さ
れ、エミッタから上記第２の出力電圧を上記液晶表示パネルに出力するＮＰＮ型の第５の
トランジスタと、
　上記第４のトランジスタおよび上記第５のトランジスタのベースにカソードが接続され
、アノードが接地された第３のツェナダイオードと、
　エミッタが接地され、上記マイコンからベースに第２の制御信号が入力されるとオンと
なり、上記第２の制御信号が停止されるとオフになるエピタキシャルプレーナＮＰＮ型の
第６のトランジスタと、
　上記第６のトランジスタのコレクタに対してベースが接続され、エミッタとベースが第
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７の抵抗を介して接続され、エミッタに上記第２の入力電圧が入力されているＰＮＰ型の
第７のトランジスタと、
　上記第７のトランジスタのエミッタに対して第８の抵抗を介してコレクタが接続され、
ベースが上記第７のトランジスタのコレクタに対して第９の抵抗を介して接続され、エミ
ッタが第１０の抵抗を介して接地され、エミッタから第３の出力電圧を上記液晶表示パネ
ルに対して出力するＮＰＮ型の第８のトランジスタと、
　上記第８のトランジスタのベースにカソードが接続されるとともにアノードが接地され
た第４のツェナダイオードと、
を備え、
　当該液晶テレビジョン装置の電源がオンされ、上記シーケンス回路に、上記第１の制御
信号と上記第１と第２と第３の入力電圧が入力されると、
　　最初に、上記第１の入力電圧が上記第１のトランジスタのコレクタに入力されて上記
第１のトランジスタをオンして上記第１の出力電圧が出力され、
　　次に、上記第２のトランジスタがオンすることにより上記第３のトランジスタがオン
し、上記第３のトランジスタのオンに次いで上記第４及び第５のトランジスタがオンして
上記第２の出力電圧が出力され、
　　最後に、上記第１の制御信号よりも遅れて入力される上記第２の制御信号によって上
記第６のトランジスタがオンし、次いで上記第７のトランジスタがオンし、上記第７のト
ランジスタのオンにより上記第８のトランジスタがオンして上記第３の出力電圧が出力さ
れ、
　当該液晶テレビジョン装置の電源がオフされると、
　　最初に、上記第２の制御信号が停止されて上記第６のトランジスタがオフし、これに
より上記第７のトランジスタと上記第８のトランジスタがオフして上記第３の出力電圧が
停止され、
　　次に、上記第１の制御信号が停止されて上記第２のトランジスタがオフし、上記第３
のトランジスタに入力されていた上記第２の入力電圧の残り電荷が上記第１のツェナダイ
オードと上記第２のツェナダイオードを介して放電を開始し、上記第２の入力電圧が所定
電圧よりも低下すると上記第１のツェナダイオードが降伏しなくなり、上記第３のトラン
ジスタがオフして上記第２の出力電圧が停止され、
　　最後に、上記第１の入力電圧の入力が停止されることにより、上記第１のトランジス
タがオフして、上記第１の出力電圧の出力が停止される構成としてある。
　上記のように構成した請求項１にかかる発明においては、液晶テレビジョン装置がオン
となると、まず、第１のトランジスタがオンとなり第１の出力電圧が上記液晶表示パネル
に供給される。そして、上記マイコンより第１の制御信号が入力されると上記第２のトラ
ンジスタがオンとなり、第３のトランジスタ、第４および第５のトランジスタの順でオン
となって第２の出力電圧が上記液晶表示パネルに対して供給される。そして、上記第１の
制御信号より遅れて第２の制御信号が上記第６のトランジスタのベースに入力されて同第
６のトランジスタがオンとなり、これにより第７のトランジスタがオンとなって、さらに
第８のトランジスタがオンとなるため上記液晶表示パネルに第３の出力電圧が供給される
。
【００１９】
　また、液晶テレビジョン装置がオフとなると、まず、上記第２の制御信号が停止されて
第６のトランジスタがオフとなるため、上記第７のトランジスタおよび上記第８のトラン
ジスタもオフとなる。次いで、上記第２の制御信号の停止より遅れて上記第１の制御信号
も停止されるため、上記第２のトランジスタがオフとなる。このとき、上記第３のトラン
ジスタのベースに印加される電圧が、上記第１のツェナダイオードにて決定されるツェナ
電圧にまで下がると上記第３のトランジスタのベースから上記第１のトランジスタのエミ
ッタに電流が流れなくなり、上記第３のトランジスタがオフとなる。
【発明の効果】
【００２０】
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　以上説明したように本発明によれば、液晶表示パネルを駆動するための複数種類の電圧
を、所定の入力順および供給停止順に従ったシーケンスで、上記液晶表示パネルに供給お
よび停止することが可能になる。従って、ＡＣオフ時に液晶表示パネル画面上に発生する
ノイズを防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、下記の順序に従って本発明の実施形態を説明する。
（１）液晶テレビジョン装置の構成：
（２）シーケンス回路：
（３）まとめ：
【００２２】
　（１）液晶テレビジョン装置の構成： 
以下、本考案を具体化した実施例について説明する。図１に、液晶テレビジョン装置の概
略構成を説明するブロック図を示す。
【００２３】
　同図において、液晶テレビジョン装置１１は、本体の動作を制御するマイコン１１ａと
、図示していないアンテナで受信されるテレビ放送信号から選択されているチャンネルの
テレビ放送信号を抽出して出力するチューナ１１ｂと、該チューナ１１ｂが出力したテレ
ビ放送信号に基く映像を液晶表示パネル１１ｃに表示する映像処理部１１ｄと、該チュー
ナ１１ｂが出力したテレビ放送信号に基く音声をスピーカ１１ｅから出力する音声処理部
１１ｆと、リモコン１１ｇから送信されてきた操作コマンドを受信するリモコン受信部１
１ｈと、液晶テレビジョン装置１１の各部に電源電圧を供給する電源回路１２と、から構
成されている。
【００２４】
　マイコン１１ａは、リモコン受信部１１ｈで受信した制御コマンドに応じて、後述する
Ｐ－ＯＮ－Ｈ信号などの制御信号を出力することにより各部を制御している。
【００２５】
　電源回路１２には外部より商用電源（例えば、ＡＣ１００Ｖ）が供給されており、供給
された電源電圧を各種電圧に変換して、液晶テレビジョン装置１１の各部に動作電源とし
て供給している。中でも、液晶表示パネル１１ｃには、電源回路１２からの電源電圧がシ
ーケンス回路１３を介して供給されている。シーケンス回路１３は、液晶テレビジョン装
置１１がオンとなると、電源回路から供給される複数種類の電圧を基に、複数種類の電圧
を生成しつつ同複数種類の電圧を所定のシーケンスに従って順に液晶表示パネル１１ｃに
供給していく。また、シーケンス回路１３は、液晶テレビジョン装置１１がオフとなると
、所定のシーケンスに従って液晶表示パネル１１ｃに供給している電圧の供給停止を行う
。電源回路１２には、外部から商用電源（例えば、ＡＣ１００Ｖ）が供給されている。
【００２６】
　（２）シーケンス回路： 
図２に、本実施例にかかる液晶表示パネル１１ｃに所定のシーケンスに従って電圧の供給
および停止を行うシーケンス回路１３を示した。同シーケンス回路１３は、マイコン１１
ａの制御信号に従って、電源回路１２より複数種類の電圧を供給されて複数種類の電圧を
生成しつつ、所定のシーケンスに従って液晶表示パネル１１ｃに電圧の供給開始および停
止を行う。なお、同回路図ではシーケンス制御に不要な部分は省略してある。
【００２７】
　＜構成＞
図２において、シーケンス回路１３は、概略、トランジスタＱ５１３，Ｑ５０７，Ｑ５０
９，Ｑ５０５，Ｑ５０５’，Ｑ５１１，Ｑ５０２，Ｑ５０１と、抵抗Ｒ５２０、Ｒ５１６
、Ｒ５１７，Ｒ５１８，Ｒ５１３，Ｒ５１１，Ｒ５１２，Ｒ５０８，Ｒ５３４，Ｒ５０９
，Ｒ５２２，Ｒ５５２，Ｒ５３２，Ｒ５２７，Ｒ５１０，Ｒ５０５，Ｒ５０４，Ｒ５２８
と、ツェナダイオードＤ５０７，Ｄ５１９，Ｄ５０３，Ｄ５０２，とから構成される。ま
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た、シーケンス回路には、３．３Ｖと２１Ｖと－８Ｖと１３Ｖと４０Ｖとがそれぞれ３．
３Ｖラインと２１Ｖラインと－８Ｖラインと１３Ｖラインと４０Ｖラインとから供給され
ている。
【００２８】
　上記３．３Ｖラインは、３．３Ｖを入力されてそのまま同３．３Ｖを液晶表示パネル１
１ｃに対して出力する。
【００２９】
　トランジスタＱ５１３は、ＮＰＮ型のトランジスタであり、ベースがコンデンサＣ５０
８を介して接地され、ベースとコレクタが抵抗Ｒ５２０を介して接続されつつ、コレクタ
に上記－８Ｖラインより－８Ｖが入力される。トランジスタＱ５１３は、第１のトランジ
スタを構成し、抵抗Ｒ５２０は第１の抵抗を構成し、－８Ｖが第１の入力電圧に相当する
。
【００３０】
　トランジスタＱ５０７（型番：ＫＲＣ１０３Ｍ）は、エピタキシャルプレーナＮＰＮ型
のトランジスタであり、エミッタが接地されつつ抵抗Ｒ５１３を介してベースにＰ－ＯＮ
－Ｈ信号のハイレベル（第１の制御信号）が入力されるとオンとなる。トランジスタＱ５
０７は第２のトランジスタを構成する。Ｐ－ＯＮ－Ｈ信号とは、液晶テレビジョン装置１
１の電源がオンとなるとハイレベル（所定電圧）となり、オフとなるとローレベル（０Ｖ
）となる制御信号であり、マイコン１１ａより出力される。
【００３１】
　ツェナダイオードＤ５１９（型番：ＭＴＺＪ－３６Ｂ）は、トランジスタＱ５１３のエ
ミッタに抵抗Ｒ５１７を介してアノードが接続されるとともにトランジスタＱ５０７のコ
レクタに抵抗Ｒ５１８、抵抗Ｒ５１１を介してカソードが接続される。ツェナダイオード
Ｄ５１９は、第１のツェナダイオードを構成し、抵抗Ｒ５１７は第２の抵抗を構成し、抵
抗Ｒ５１１が第３の抵抗を構成する。
　ツェナダイオードＤ５１９のアノードには、ツェナダイオードＤ５０７のアノードが接
続されており、ツェナダイオードＤ５０７のカソードは接地されている。ツェナダイオー
ドＤ５０７が第２のツェナダイオードを構成する。
【００３２】
　トランジスタＱ５０９は、ＰＮＰ型のトランジスタであり、ツェナダイオードＤ５１９
のカソードに対して抵抗Ｒ５１８を介してベースが接続されるとともにエミッタとベース
とが抵抗Ｒ５１２を介して接続され、エミッタには４０Ｖラインより４０Ｖが供給される
。トランジスタＱ５０９は、第３のトランジスタを構成し、抵抗Ｒ５１２が第４の抵抗を
構成する。
【００３３】
　トランジスタＱ５０５は、ＮＰＮ型のトランジスタであり、トランジスタＱ５０９のコ
レクタに対して抵抗Ｒ５０８を介してベースが接続され、エミッタが抵抗Ｒ５２２や抵抗
Ｒ５０１，Ｒ５０２，Ｒ５０３を介して接地され、コレクタにそれぞれ抵抗Ｒ５０９およ
び抵抗Ｒ５３４を介して１３Ｖおよび２１Ｖが並列に供給される。トランジスタＱ５０５
は、第４のトランジスタを構成し、抵抗Ｒ５０８が第５の抵抗を構成し、抵抗Ｒ５２２や
抵抗Ｒ５０１，Ｒ５０２，Ｒ５０３が第６の抵抗を構成し、並列に供給される１３Ｖおよ
び２１Ｖが第３の入力電圧を構成する。
【００３４】
　トランジスタＱ５０５’は、ＮＰＮ型のトランジスタであり、トランジスタＱ５０９の
コレクタに対して抵抗Ｒ５０８を介してベースが接続され、エミッタが抵抗Ｒ５２２を介
して接地され、コレクタにそれぞれ抵抗Ｒ５０９および抵抗Ｒ５３４を介して１３Ｖおよ
び２１Ｖが並列に供給される。トランジスタＱ５０５は、第５のトランジスタを構成する
。上記トランジスタＱ５０５と上記トランジスタＱ５０５’のコレクタは互いに接続され
つつ抵抗Ｒ５２２と並列に１０．８Ｖを上記液晶表示パネルに対して出力する。よって、
１０．８Ｖが第２の出力電圧に相当する。
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【００３５】
　ツェナダイオードＤ５０３は、トランジスタＱ５０５およびトランジスタＱ５０５’の
ベースにカソードが接続されるとともにアノードが接地され、トランジスタＱ５０５およ
びトランジスタＱ５０５’のベースに印加される電圧が所定値を超えないようなツェナ電
圧を有する。ツェナダイオードＤ５０３は、第３のツェナダイオードを構成する。
【００３６】
　トランジスタＱ５１１は、エピタキシャルプレーナＮＰＮ型トランジスタであり、エミ
ッタが接地されつつベースにＰ－２５Ｖ－ＯＮ信号のハイレベル（第２の制御信号）が入
力されるとオンとなる。Ｐ－２５Ｖ－ＯＮ信号とは、液晶テレビジョン装置１１の電源が
オンとなるとハイレベル（所定電圧）となり、オフとなるとローレベル（０Ｖ）となる制
御信号であり、上記Ｐ－ＯＮ－Ｈ信号よりも遅れてマイコン１１ａより出力される。トラ
ンジスタＱ５１１は、第６のトランジスタを構成する。
【００３７】
　トランジスタＱ５０２は、ＰＮＰ型のトランジスタであり、トランジスタＱ５１１のコ
レクタに対して抵抗Ｒ５１０を介してベースが接続されるとともにエミッタとベースが抵
抗Ｒ５２７を介して接続され、エミッタには上記４０Ｖラインより抵抗Ｒ５５２を介して
４０Ｖが供給されている。トランジスタＱ５０２は、第７のトランジスタを構成し、抵抗
Ｒ５２７が第７の抵抗を構成する。
【００３８】
　トランジスタＱ５０１は、ＮＰＮ型のトランジスタであり、トランジスタＱ５０２のエ
ミッタに対して抵抗Ｒ５０４を介してコレクタが接続されるとともにベースがトランジス
タＱ５０１のコレクタに対して抵抗Ｒ５０４を介して接続され、エミッタが抵抗Ｒ５２８
を介して接地されるとともに同抵抗Ｒ５２８と並列に２５Ｖを液晶表示パネル１１ｃに対
して出力する。トランジスタＱ５０１は、第８のトランジスタを構成し、抵抗Ｒ５０４が
第８の抵抗を構成し、抵抗Ｒ５０５が第９の抵抗を構成し、抵抗Ｒ５２８が第１０の抵抗
を構成する。
【００３９】
　ツェナダイオードＤ５０２は、トランジスタＱ５０１のベースにカソードが接続される
とともにアノードが接地されており、トランジスタＱ５０１のベースに印加される電圧が
一定となるようなツェナ電圧を有する。ツェナダイオードＤ５０２は第４のツェナダイオ
ードを構成する。よって、４０Ｖが第２の入力電圧に相当し、２５Ｖが第３の出力電圧に
相当する。
【００４０】
　＜動作＞
次に、液晶テレビジョン装置１１がオンとなり、電源の供給が開始されたときのシーケン
ス回路１３の動作を説明する。図２において、液晶テレビジョン装置１１の電源がオンと
なり、電源回路１２から電圧供給が開始されると、各種電圧がシーケンス回路１３に供給
される。
【００４１】
　３．３Ｖが入力されると、そのまま３．３Ｖを液晶表示パネル１１ｃに出力する（シー
ケンス１０１）次に、－８ＶがトランジスタＱ５１３のエミッタに印加されてベース－エ
ミッタ間に電位差が発生しトランジスタＱ５１３がオンとなる（シーケンス１０２）。こ
れにより、トランジスタＱ５１３のエミッターコレクタラインを介して抵抗Ｒ５１７に－
８Ｖが供給され、抵抗Ｒ５１７を介して－６Ｖが液晶表示パネルに対して供給される。こ
の－６Ｖが第１の出力電圧に相当する。
【００４２】
　また、－８Ｖは抵抗Ｒ５１７、ツェナダイオードＤ５１９、抵抗Ｒ５１８を介してトラ
ンジスタＱ５０９のベースにも供給される。このとき、トランジスタＱ５０９のエミッタ
には電源回路１２より供給された４０Ｖが印加されている。
【００４３】
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　ここで、抵抗Ｒ５１８と並列にトランジスタＱ５０９のベースに接続されたＲ５１１の
他方の端子には、トランジスタＱ５０７のコレクタ端子が接続されるとともに同トランジ
スタＱ５０７のエミッタは接地されており、同トランジスタＱ５０７のベースにはＰ－Ｏ
Ｎ－Ｈ信号が入力される。
【００４４】
　従って、トランジスタＱ５０９がオン（シーケンス１０３）となり、抵抗Ｒ５０８を介
して４０ＶラインからトランジスタＱ５０５のベースおよびトランジスタＱ５０５’のベ
ースに電圧が供給される。このときツェナダイオードＤ５０３のツェナ降伏により両トラ
ンジスタＱ５０５，Ｑ５０５’のベースにかかる電圧は所定の電圧まで降下されている。
【００４５】
　すると、トランジスタＱ５０５がオンとなる（シーケンス１０４）とともにトランジス
タＱ５０５’もオンとなり（シーケンス１０５）、１３Ｖラインと２１Ｖラインとから供
給される電圧がそれぞれ抵抗Ｒ５０９と抵抗Ｒ５３４とを介して１０．８Ｖとして液晶表
示パネル１１ｃに出力される。
【００４６】
　一方、抵抗Ｒ５５２を介してエミッタに４０Ｖが印加されるトランジスタＱ５０２は、
同様にベースにも４０Ｖが抵抗Ｒ５２７にて減圧されて印加されるためオンとなる（シー
ケンス１０６）。すると、トランジスタＱ５０２のエミッタ－コレクタを介して抵抗Ｒ５
０５に４０Ｖが供給され、トランジスタＱ５０１のベースに電圧が印加されて同トランジ
スタＱ５０１がオンとなる。すると、トランジスタＱ５０１のエミッタ－コレクタを介し
て液晶表示パネル１１ｃに２５Ｖが出力される。
【００４７】
　次に、液晶表示装置がオフされたときのシーケンス回路の動作を説明する。図３におい
て、液晶表示装置の電源がオフとなり、電源回路から電圧供給が停止されると、以下のシ
ーケンスに従って液晶表示パネルへの電圧供給が停止されていく。
【００４８】
　電源の供給が停止されると、まず、トランジスタＱ５１１のベースがＰ－２５Ｖ－ＯＮ
信号によりローレベル（０Ｖ）となるためトランジスタＱ５１１がオフとなり、これによ
りトランジスタＱ５０２，Ｑ５０１がオフとなる（シーケンス１１１）。従って、液晶表
示パネルに対する２５Ｖの供給が停止される。
【００４９】
　次に、トランジスタＱ５０７のベースに印加されるＰ－ＯＮ－Ｈ信号がローレベル（０
Ｖ）となり、トランジスタＱ５０７がオフとなる。すると、抵抗Ｒ５１８を介して電流が
流れ続けるためＱ５０９のベース－エミッタ間に電位差が発生しＱ５０９はオフにならな
い。従って、トランジスタＱ５０５およびＱ５０５’も、この時点ではオフにならない。
このため、液晶表示パネルに対して１０．８Ｖは出力され続ける。
【００５０】
　そして、３．３Ｖを含めた電源回路からの電圧供給が停止されると、トランジスタＱ５
１０がオフとなり、それに続いてトランジスタＱ５１３もオフとなる（シーケンス１３）
。同時に４０Ｖの電圧供給も停止され、るが、４０Ｖの電荷が残っているため同電荷が放
電されるまでＲ５１８に電圧がかかったままとなり、トランジスタＱ５０９がすぐにオフ
しない。放電終了後、トランジスタＱ５０９がオフとなり、次いで、トランジスタＱ５０
５，Ｑ５０５’もオフとなり（シーケンス１２）、液晶表示パネルに対する１０．８Ｖの
供給が停止される。
【００５１】
　なお、本発明は上記実施例に限られるものでないことは言うまでもない。当業者であれ
ば言うまでもないことであるが、
・上記実施例の中で開示した相互に置換可能な部材および構成等を適宜その組み合わせを
変更して適用すること
・上記実施例の中で開示されていないが、公知技術であって上記実施例の中で開示した部
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材および構成等と相互に置換可能な部材および構成等を適宜置換し、またその組み合わせ
を変更して適用すること
・上記実施例の中で開示されていないが、公知技術等に基づいて当業者が上記実施例の中
で開示した部材および構成等の代用として想定し得る部材および構成等と適宜置換し、ま
たその組み合わせを変更して適用すること
は本発明の一実施例として開示されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本実施例における液晶テレビジョン装置の概略構成を説明するブロック図である
。
【図２】本実施例におけるシーケンス回路である。
【図３】従来のシーケンス回路である。
【符号の説明】
【００５３】
　１１ａ…マイコン
　１１ｂ…チューナ
　１１ｃ…液晶表示パネル
　１１ｅ…スピーカ
　１１ｇ…リモコン
　１２…電源回路
　Ｄ５０７…ツェナダイオード
　Ｄ５１９…ツェナダイオード
　Ｄ５０３…ツェナダイオード
　Ｄ５０２…ツェナダイオード
　Ｑ５０１…トランジスタ
　Ｑ５０２…トランジスタ
　Ｑ５０５…トランジスタ
　Ｑ５０５’…トランジスタ
　Ｑ５０７…トランジスタ
　Ｑ５０９…トランジスタ
　Ｑ５１１…トランジスタ
　Ｑ５１３…トランジスタ
　Ｒ５２０…抵抗
　Ｒ５１６…抵抗
　Ｒ５１７…抵抗
　Ｒ５１８…抵抗
　Ｒ５１３…抵抗
　Ｒ５１１…抵抗
　Ｒ５１２…抵抗
　Ｒ５０８…抵抗
　Ｒ５３４…抵抗
　Ｒ５０９…抵抗
　Ｒ５２２…抵抗
　Ｒ５５２…抵抗
　Ｒ５３２…抵抗
　Ｒ５２７…抵抗
　Ｒ５１０…抵抗
　Ｒ５０５…抵抗
　Ｒ５０４…抵抗
　Ｒ５２８…抵抗
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　Ｒ５２７…抵抗

【図１】 【図２】
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【図３】
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