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(57)【要約】
　マトリクス状に配列された複数のソース配線（データ
配線）（Ｓ）及び複数のゲート配線（走査配線）（Ｇ）
と、ソース配線（Ｓ）とゲート配線（Ｇ）との交差部の
近傍に設けられた複数の画素（Ｐ）を備え、液晶パネル
（表示パネル）（２）の基板として用いられるアクティ
ブマトリクス基板（５）において、複数のゲート配線（
Ｇ）に対して、所定の走査方向で走査信号を順次出力す
る複数のゲートドライバ（走査配線駆動回路）（２４－
１～２４－６）を、当該走査方向に沿うように設ける。
さらに、ゲート配線（Ｇ）に接続されない空き端子をゲ
ートドライバ（２４－１～２４－６）に設ける。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
マトリクス状に配列された複数のデータ配線及び複数の走査配線と、前記データ配線と前
記走査配線との交差部の近傍に設けられた複数の画素を備え、表示パネルの基板として用
いられるアクティブマトリクス基板であって、
　前記複数の走査配線に対して、所定の走査方向で走査信号を順次出力する複数の走査配
線駆動回路を、当該走査方向に沿うように設けるとともに、
　前記複数の走査配線駆動回路全てに、前記走査配線に接続されない空き端子を設けた、
　ことを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項２】
前記複数の走査配線駆動回路において、前記走査方向の一端部側に設けられた走査配線駆
動回路では、前記走査配線に接続される端子が前記走査方向の一端部側及び他端部側の一
方側に設けられ、かつ、
　前記走査方向の他端部側に設けられた走査配線駆動回路では、前記走査配線に接続され
る端子が前記走査方向の一端部側及び他端部側の他方側に設けられている請求項１に記載
のアクティブマトリクス基板。
【請求項３】
前記複数の走査配線駆動回路において、前記走査方向の一端部側に設けられた走査配線駆
動回路では、前記走査配線に接続される端子と前記走査配線に接続されない空き端子とが
この順番で前記走査方向に沿って順次設けられ、かつ、
　前記走査方向の他端部側に設けられた走査配線駆動回路では、前記走査配線に接続され
ない空き端子と前記走査配線に接続される端子とがこの順番で前記走査方向に沿って順次
設けられている請求項１または２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項４】
前記複数の走査配線駆動回路では、前記走査配線に接続される端子の設置数が同じに設定
され、かつ、前記走査配線に接続されない空き端子の設置数が同じに設定されている請求
項１～３のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項５】
前記複数の各走査配線駆動回路において、前記走査配線に接続される端子の設置数と、前
記走査配線に接続されない空き端子の設置数とが同じ数に設定されている請求項１～４の
いずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項６】
表示部を備えた表示装置であって、
　前記表示部には、請求項１～５のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス基板が用
いられていることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のデータ配線及び複数の走査配線がマトリクス状に配列されたアクティ
ブマトリクス基板、及びこれを用いた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば液晶表示装置は、在来のブラウン管に比べて薄型、軽量などの特長を有す
るフラットパネルディスプレイとして、液晶テレビ、モニター、携帯電話などに幅広く利
用されている。このような液晶表示装置では、複数のデータ配線及び複数の走査配線をマ
トリクス状に配線するとともに、データ配線と走査配線との交差部の近傍に薄膜トランジ
スタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）等のスイッチング素子を有する画素をマトリクス
状に配置したアクティブマトリクス基板を、表示パネルとしての液晶パネルに用いたもの
が知られている（例えば、特開２００３－５８１１９号公報参照。）。
【０００３】
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　また、従来のアクティブマトリクス基板には、例えば特開２００６－３３７７１０号公
報に記載されているように、液晶パネルの表示部（有効表示領域）の両側にゲートドライ
バを設けて、走査配線を駆動することが提案されている。すなわち、この従来のアクティ
ブマトリクス基板では、表示部の一方側のゲートドライバを奇数行目の走査配線を接続す
るとともに、表示部の他方側のゲートドライバに偶数行目の走査配線を接続する。そして
、この従来のアクティブマトリクス基板では、一方側及び他方側のゲートドライバが走査
信号を順次出力することで走査動作を行うようになっていた。
【０００４】
　また、上記従来のアクティブマトリクス基板では、走査配線を介して一方側及び他方側
のゲートドライバを相互に接続することにより、表示部の両側にゲートドライバを設けた
場合でも、回路規模が大きくなるのを防止して、液晶表示装置を小型化することが可能と
されていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような従来のアクティブマトリクス基板では、液晶表示装置での
大画面化や高精細化等に対応すべく、パネルサイズが大きくされたとき（画素数が増加さ
れたときを含む）、ゲートドライバ（走査配線駆動回路）による走査動作を適切に行えな
いおそれがあった。
【０００６】
　具体的にいえば、従来のアクティブマトリクス基板では、画素数の増加に応じて、走査
配線が増やされたり、大画面化に従い、パネルサイズが大きくされたりすると、両側の各
ゲートドライバと走査配線とを接続する接続配線を微細化したり、長くさせたりする必要
が発生して、当該接続配線の抵抗値が著しく大きくなることがあった。すなわち、従来の
アクティブマトリクス基板では、パネルサイズが大きくされると、ゲートドライバの走査
方向（例えば、マトリクスの行方向）での寸法に比べて、同走査方向での一端部側に設け
られた走査配線と他端部側に設けられた走査配線との離間寸法が大幅に大きくなった。こ
のため、従来のアクティブマトリクス基板では、例えば一端部側に設けられた走査配線と
ゲートドライバとを接続する接続配線の寸法が長くなって、その抵抗値が増大した。
【０００７】
　また、ゲートドライバに接続される走査配線の数が増えることから、隣接する２つの上
記接続配線の間隔（ピッチ）を狭くすることが要求され、複数の走査配線にそれぞれ接続
される複数の接続配線において、各幅寸法（断面積）を小さくすることが求められた。つ
まり、従来のアクティブマトリクス基板では、画素数の増加に応じて複数の接続配線を全
体的に微細化することが求められ、これらの接続配線の抵抗値の著しい増大を招くことが
あった。この結果、従来のアクティブマトリクス基板では、ゲートドライバからの距離に
応じて、走査信号が著しく小さくなることがあり、適切な走査動作を行えないおそれを生
じることがあった。
【０００８】
　なお、上記のような抵抗値の増大に対処するために、ゲートドライバからの走査信号の
電圧値を高くすることも考えられるが、ゲートドライバの大幅なコストアップや接続配線
や走査配線などでの絶縁耐力を不必要に大きくすることが要求されて、アクティブマトリ
クス基板が複雑化や大型化するという別の問題点を生じるおそれがあった。
【０００９】
　上記の課題を鑑み、本発明は、パネルサイズが大きくされたときでも、走査動作を適切
に行わせることができるアクティブマトリクス基板、及びこれを用いた表示装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明にかかるアクティブマトリクス基板は、マトリク
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ス状に配列された複数のデータ配線及び複数の走査配線と、前記データ配線と前記走査配
線との交差部の近傍に設けられた複数の画素を備え、表示パネルの基板として用いられる
アクティブマトリクス基板であって、
　前記複数の走査配線に対して、所定の走査方向で走査信号を順次出力する複数の走査配
線駆動回路を、当該走査方向に沿うように設けるとともに、
　前記複数の走査配線駆動回路全てに、前記走査配線に接続されない空き端子を設けたこ
とを特徴とするものである。
【００１１】
　上記のように構成されたアクティブマトリクス基板では、複数の走査配線駆動回路が走
査方向に沿うように設けられている。また、上記複数の全ての走査配線駆動回路では、走
査配線に接続されない空き端子が設けられている。これにより、上記従来例と異なり、パ
ネルサイズが大きくされたときでも、走査配線駆動回路と走査配線とを接続する接続配線
の抵抗値が増大するのを抑制することができる。この結果、従来例と異なり、パネルサイ
ズが大きくされたときでも、走査動作を適切に行わせることができるアクティブマトリク
ス基板を容易に構成することができる。
【００１２】
　また、上記アクティブマトリクス基板では、前記複数の走査配線駆動回路において、前
記走査方向の一端部側に設けられた走査配線駆動回路では、前記走査配線に接続される端
子が前記走査方向の一端部側及び他端部側の一方側に設けられ、かつ、
　前記走査方向の他端部側に設けられた走査配線駆動回路では、前記走査配線に接続され
る端子が前記走査方向の一端部側及び他端部側の他方側に設けられてもよい。
【００１３】
　この場合、走査方向を反転させて、映像を正確に上下逆に表示させる上下反転駆動を容
易に行うことが可能となる。
【００１４】
　また、上記アクティブマトリクス基板では、前記複数の走査配線駆動回路において、前
記走査方向の一端部側に設けられた走査配線駆動回路では、前記走査配線に接続される端
子と前記走査配線に接続されない空き端子とがこの順番で前記走査方向に沿って順次設け
られ、かつ、
　前記走査方向の他端部側に設けられた走査配線駆動回路では、前記走査配線に接続され
ない空き端子と前記走査配線に接続される端子とがこの順番で前記走査方向に沿って順次
設けられていることが好ましい。
【００１５】
　この場合、走査方向を反転させて、映像を正確に上下逆に表示させる上下反転駆動をよ
り容易に行うことが可能となる。
【００１６】
　また、上記アクティブマトリクス基板において、前記複数の走査配線駆動回路では、前
記走査配線に接続される端子の設置数が同じに設定され、かつ、前記走査配線に接続され
ない空き端子の設置数が同じに設定されていることが好ましい。
【００１７】
　この場合、全ての走査配線駆動回路にかかる負荷を均一にすることができるとともに、
走査動作を容易に行わせることができる。
【００１８】
　また、上記アクティブマトリクス基板では、前記複数の各走査配線駆動回路において、
前記走査配線に接続される端子の設置数と、前記走査配線に接続されない空き端子の設置
数とが同じ数に設定されてもよい。
【００１９】
　この場合、走査配線駆動回路と走査配線との接続作業の簡単化を図ることができるとと
もに、走査動作をより容易に行わせることができる。
【００２０】



(5) JP WO2009/116201 A1 2009.9.24

10

20

30

40

50

　また、本発明の表示装置は、表示部を備えた表示装置であって、
　前記表示部には、上記いずれかに記載のアクティブマトリクス基板が用いられている。
【００２１】
　上記のように構成された表示装置では、パネルサイズが大きくされたときでも、走査動
作を適切に行わせることができるアクティブマトリクス基板が表示部に用いられているの
で、大画面化及び／または高精細化されたときでも、優れた表示性能を有する表示装置を
容易に構成することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、パネルサイズが大きくされたときでも、走査動作を適切に行わせるこ
とができるアクティブマトリクス基板、及びこれを用いた表示装置を提供することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる液晶表示装置を説明する概略断面図である。
【図２】上記第１の実施形態のアクティブマトリクス基板及び液晶表示装置の要部構成を
説明する図である。
【図３】上記アクティブマトリクス基板の具体的な構成を説明する図である。
【図４】図３に示したゲートドライバの具体的な構成を示すブロック図である。
【図５】上記アクティブマトリクス基板での走査動作を示すタイミングチャートである。
【図６】本発明の第２の実施形態にかかるアクティブマトリクス基板の具体的な構成を説
明する図である。
【図７】図６に示したゲートドライバの具体的な構成を示すブロック図である。
【図８】図６に示したアクティブマトリクス基板での走査動作の具体例を示すタイミング
チャートである。
【図９】図８に示した走査動作における、図７に示したゲートドライバの動作例を示すタ
イミングチャートである。
【図１０】図６に示したアクティブマトリクス基板での走査動作の別の具体例を示すタイ
ミングチャートである。
【図１１】図１０に示した走査動作における、図７に示したゲートドライバの動作例を示
すタイミングチャートである。
【図１２】図３に示したアクティブマトリクス基板において、図１０に示した走査動作を
実施させた場合での問題点を説明する図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明のアクティブマトリクス基板、及び表示装置の好ましい実施形態について
、図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明では、本発明を透過型の液晶表示装置
に適用した場合を例示して説明する。また、各図中の構成部材の寸法は、実際の構成部材
の寸法及び各構成部材の寸法比率等を忠実に表したものではない。
【００２５】
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態にかかる液晶表示装置を説明する概略断面図である。
図において、本実施形態の液晶表示装置１には、図の上側が視認側（表示面側）として設
置される表示部としての液晶パネル２と、液晶パネル２の非表示面側（図の下側）に配置
されて、当該液晶パネル２を照明する照明光を発生する照明装置３とが設けられている。
【００２６】
　液晶パネル２は、液晶層４と、液晶層４を狭持する本発明のアクティブマトリクス基板
５及びカラーフィルタ基板６と、アクティブマトリクス基板５及びカラーフィルタ基板６
の各外側表面上にそれぞれ設けられた偏光板７、８とを備えている。また、液晶パネル２
には、当該液晶パネル２を駆動するためのドライバ装置９、及びフレキシブルプリント基
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板１１を介してドライバ装置９に接続された駆動回路装置１０が設けられており、液晶パ
ネル２では、液晶層４を画素単位に駆動可能に構成されている。そして、液晶パネル２で
は、液晶層４によって偏光板７を介して入射された上記照明光の偏光状態が変調され、か
つ、偏光板８を通過する光量が制御されることにより、所望画像が表示される。
【００２７】
　尚、液晶パネル２の液晶モードや画素構造は任意である。また、液晶パネル２の駆動モ
ードも任意である。すなわち、液晶パネル２としては、情報を表示できる任意の液晶パネ
ルを用いることができる。それ故、図１においては液晶パネル２の詳細な構造を図示せず
、その説明も省略する。
【００２８】
　照明装置３には、図の上側（液晶パネル２側）が開口した有底状のシャーシ１２と、シ
ャーシ１２の液晶パネル２側に設置された枠状のフレーム１３とが設けられている。また
、シャーシ１２及びフレーム１３は、金属または合成樹脂によって構成されており、フレ
ーム１３の上方に液晶パネル２が設置された状態で、断面Ｌ字状のベゼル１４にて狭持さ
れている。これにより、照明装置３は、液晶パネル２に組み付けられて、当該照明装置３
からの照明光が液晶パネル２に入射される透過型の液晶表示装置１として一体化されてい
る。
【００２９】
　また、照明装置３は、シャーシ１２の開口部を覆うように設置された拡散板１５と、拡
散板１５の上方で液晶パネル２側に設置された光学シート１７と、シャーシ１２の内面に
設けられた反射シート２１とを備えている。また、照明装置３では、複数、例えば６本の
冷陰極蛍光管２０がシャーシ１２の内部で液晶パネル２の下方側に設けられており、直下
型の照明装置３を構成している。そして、照明装置３では、各冷陰極蛍光管２０からの光
が液晶パネル２に対向配置される照明装置３の発光面から上記照明光として出射されるよ
うになっている。
【００３０】
　尚、上記の説明では、直下型の照明装置３を用いた構成について説明したが、本実施形
態はこれに限定されるものではなく、導光板を有するエッジライト型の照明装置を用いて
もよい。また、冷陰極蛍光管以外の熱陰極蛍光管やＬＥＤなどの他の光源を有する照明装
置も用いることができる。
【００３１】
　拡散板１５は、例えば厚さ２ｍｍ程度の長方形状の合成樹脂またはガラス材を用いて構
成されており、冷陰極蛍光管２０からの光を拡散して、光学シート１７側に出射する。ま
た、拡散板１５は、その四辺側がシャーシ１２の上側に設けられた枠状の表面上に載置さ
れており、弾性変形可能な押圧部材１６を介在させてシャーシ１２の当該表面とフレーム
１３の内面とで狭持された状態で照明装置３の内部に組み込まれている。さらに、拡散板
１５では、その略中央部がシャーシ１２内部に設置された透明な支持部材（図示せず）に
て支えられており、シャーシ１２の内側に撓むのが防がれている。
【００３２】
　また、拡散板１５は、シャーシ１２と押圧部材１６との間で移動可能に保持されており
、冷陰極蛍光管２０の発熱やシャーシ１２の内部の温度上昇などの熱の影響により、当該
拡散板１５に伸縮（塑性）変形が生じたときでも、押圧部材１６が弾性変形することにて
当該塑性変形が吸収されて、冷陰極蛍光管２０からの光の拡散性を極力低下しないように
なっている。また、合成樹脂に比べて熱に強いガラス材の拡散板１５を用いる場合の方が
、上記熱の影響による反り、黄変、熱変形等が生じ難い点で好ましい。
【００３３】
　光学シート１７には、例えば厚さ０．５ｍｍ程度の合成樹脂フィルムにより構成された
集光シートが含まれており、液晶パネル２への上記照明光の輝度を上昇させるように構成
されている。また、光学シート１７には、液晶パネル２の表示面での表示品位の向上を行
うためなどのプリズムシート、拡散シート、偏光シートなどの公知の光学シート材が必要
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に応じて適宜積層されるようになっている。そして、光学シート１７は、拡散板１５から
出射された光を、所定の輝度（例えば、１００００ｃｄ／ｍ2）以上で、かつ、均一な輝
度を有する面状光に変換し照明光として液晶パネル２側に入射させるように構成されてい
る。なお、上記の説明以外に、例えば液晶パネル２の上方（表示面側）に当該液晶パネル
２の視野角を調整するための拡散シート等の光学部材を適宜積層してもよい。
【００３４】
　また、光学シート１７では、例えば液晶表示装置１の実使用時に上側となる、図１の左
端辺側の中央部に、同図の左側に突出した突出部が形成されている。そして、光学シート
１７では、上記突出部だけが弾性材１８を介在させてフレーム１３の内面と押圧部材１６
とで狭持されており、当該光学シート１７は、照明装置３の内部に伸縮可能な状態で組み
込まれている。これにより、光学シート１７では、冷陰極蛍光管２０の発熱などの上記の
熱の影響により、伸縮（塑性）変形が生じたときでも、上記突出部を基準とした自由な伸
縮変形が可能となり、シワや撓みなどが当該光学シート１７に発生するのが極力防がれる
ように構成されている。この結果、液晶表示装置１では、光学シート１７の撓み等に起因
して、輝度ムラなどの表示品位の低下が液晶パネル２の表示面に発生するのを極力防止で
きるようになっている。
【００３５】
　各冷陰極蛍光管２０には、直管状のものが用いられており、その両端部に設けられた電
極部（図示せず）がシャーシ１２の外側にて支持されている。また、各冷陰極蛍光管２０
には、直径３．０～４．０ｍｍ程度の発光効率に優れた細管化されたものが使用されてお
り、各冷陰極蛍光管２０は、図示しない光源保持具によって拡散板１５及び反射シート２
１との各間の距離を所定距離に保たれた状態で、シャーシ１２の内部に保持されている。
さらに、冷陰極蛍光管２０は、その長手方向が重力の作用方向と直交する方向に平行とな
るように、配置されている。これにより、冷陰極蛍光管２０では、その内部に封入された
水銀（蒸気）が重力の作用により長手方向の一方の端部側に集まるのが防がれて、ランプ
寿命が大幅に向上されている。
【００３６】
　反射シート２１は、例えば厚さ０．２～０．５ｍｍ程度のアルミニウムや銀などの光反
射率の高い金属薄膜により構成されており、冷陰極蛍光管２０の光を拡散板１５に向かっ
て反射する反射板として機能するようになっている。これにより、照明装置３では、冷陰
極蛍光管２０から発光された光を拡散板１５側に効率よく反射して当該光の利用効率及び
拡散板１５での輝度を高めることができる。なお、この説明以外に、上記金属薄膜に代え
て、合成樹脂製の反射シート材を使用したり、例えばシャーシ１２の内面に光反射率の高
い白色等の塗料を塗布することによって当該内面を反射板として機能させたりすることも
できる。
【００３７】
　次に、図２及び図３も参照して、本実施形態のアクティブマトリクス基板５について具
体的に説明する。
【００３８】
　図２は上記第１の実施形態のアクティブマトリクス基板及び液晶表示装置の要部構成を
説明する図であり、図３は上記アクティブマトリクス基板の具体的な構成を説明する図で
ある。
【００３９】
　図２及び図３において、液晶表示装置１（図１）には、文字や画像等の情報を表示する
上記表示部としての液晶パネル２（図１）の駆動制御を行うパネル制御部２２と、このパ
ネル制御部２２からの指示信号を基に動作する複数、例えば１０個のソースドライバ２３
－１、２３－２、…、２３－９、２３－１０（以下、“２３”にて総称する。）及び複数
、例えば６個のゲートドライバ２４－１、２４－２、…、２４－５、２４－６（以下、“
２４”にて総称する。）が設けられている。
【００４０】
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　パネル制御部２２は、駆動回路装置１０（図１）に設けられたものであり、液晶表示装
置１の外部からの映像信号が入力されるようになっている。また、パネル制御部２２は、
入力された映像信号に対して所定の画像処理を行ってソースドライバ２３及びゲートドラ
イバ２４への各指示信号を生成する画像処理部２２ａと、入力された映像信号に含まれた
１フレーム分の表示データを記憶可能なフレームバッファ２２ｂとを備えている。そして
、パネル制御部２２が、入力された映像信号に応じて、ソースドライバ２３及びゲートド
ライバ２４の駆動制御を行うことにより、その映像信号に応じた情報が液晶パネル２に表
示される。
【００４１】
　ソースドライバ２３及びゲートドライバ２４は、ドライブ装置９（図１）に設けられた
ものであり、アレイ基板を構成する、本実施形態のアクティブマトリクス基板５上に設置
されている。具体的には、ソースドライバ２３－１～２３－１０は、アクティブマトリク
ス基板５の表面上において、表示パネルとしての液晶パネル２の有効表示領域Ａの外側領
域で当該液晶パネル２の横方向に沿うように直線状に設置されている。また、ゲートドラ
イバ２４－１～２４－６は、アクティブマトリクス基板５の表面上において、上記有効表
示領域Ａの外側領域で当該液晶パネル２の縦方向（後述の走査方向）に沿うように直線状
に設置されている。
【００４２】
　また、ソースドライバ２３及びゲートドライバ２４は、液晶パネル２に設けられた複数
の画素Ｐを画素単位に駆動する駆動回路であり、ソースドライバ２３及びゲートドライバ
２４には、複数のソース配線Ｓ１～ＳＭ（Ｍは、１０以上の整数、以下、“Ｓ”にて総称
する。）及び複数のゲート配線Ｇ１～ＧＮ（Ｎは、６以上の整数、以下、“Ｎ”にて総称
する。）がそれぞれ接続されている。また、各ソースドライバ２３－１～２３－１０では
、同じ数のソース配線Ｓが接続され、各ゲートドライバ２４－１～２４－６では、同じ数
のゲート配線Ｇが接続されている。
【００４３】
　すなわち、各ソースドライバ２３－１～２３－１０には、（Ｍ／１０）本のソース配線
Ｓが接続されており、ソース配線Ｓが上記映像信号に応じた電圧信号がソースドライバ２
３から入力されるデータ配線として機能するようになっている。また、各ゲートドライバ
２４－１～２４－６には、（Ｎ／６）本のゲート配線Ｇが接続されており、ゲート配線Ｇ
が走査配線駆動回路としてのゲートドライバ２４からの走査信号が順次入力されることに
よって走査動作が行われる走査配線として機能するようになっている。
【００４４】
　さらに、各ゲートドライバ２４－１～２４－６では、図３にハッチングなし及びハッチ
ングありで示すように、ゲート配線Ｇに接続される端子の設置数及びゲート配線Ｇに接続
されない空き端子の設置数を全体の端子数の１／２とされている（詳細は後述。）。
【００４５】
　また、ソース配線Ｓ及びゲート配線Ｇは、少なくとも有効表示領域Ａ内において、マト
リクス状に配列されており、当該マトリクス状に区画された各領域には、上記複数の各画
素Ｐの領域が形成されている。具体的にいえば、図２に例示するように、ソース配線Ｓに
は、液晶パネル２の縦方向に平行に配列されたソース配線本体部Ｓ１ｂ、Ｓ２ｂ、Ｓ３ｂ
、…と、これらソース配線本体部Ｓ１ｂ、Ｓ２ｂ、Ｓ３ｂ、…と対応するソースドライバ
２３－１～２３－１０を距離が可能な限り長くならないように繋ぐ接続配線部Ｓ１ａ、Ｓ
２ａ、Ｓ３ａ、…とが含まれている。同様に、ゲート配線Ｇには、液晶パネル２の横方向
に平行に配列されたゲート配線本体部Ｇ１ｂ、Ｇ２ｂ、…と、これらゲート配線本体部Ｇ
１ｂ、Ｇ２ｂ、…と対応するゲートドライバ２４－１～２４－６を距離が可能な限り長く
ならないように繋ぐ接続配線部Ｇ１ａ、Ｇ２ａ、…とが含まれている。
【００４６】
　そして、ソース配線Ｓ及びゲート配線Ｇでは、ソース配線本体部Ｓ１ｂ、Ｓ２ｂ、Ｓ３
ｂ、…とゲート配線本体部Ｇ１ｂ、Ｇ２ｂ、…とがマトリクス状に配列されている。一方
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、接続配線部Ｓ１ａ、Ｓ２ａ、Ｓ３ａ、…は、ソース配線本体部Ｓ１ｂ、Ｓ２ｂ、Ｓ３ｂ
、…と対応するソースドライバ２３－１～２３－１０を距離が可能な限り長くならないよ
うに繋いでいるので、これらの各接続配線部Ｓ１ａ、Ｓ２ａ、Ｓ３ａ、…での抵抗値が極
力大きくならないようになっている。同様に、接続配線部Ｇ１ａ、Ｇ２ａ、…は、ゲート
配線本体部Ｇ１ｂ、Ｇ２ｂ、…と対応するゲートドライバ２４－１～２４－６を距離が可
能な限り長くならないように繋いでいるので、これらの各接続配線部Ｇ１ａ、Ｇ２ａ、…
での抵抗値が極力大きくならないようになっている。
【００４７】
　また、複数の画素Ｐには、赤色、緑色、及び青色の画素が含まれている。また、これら
の赤色、緑色、及び青色の画素は、例えばこの順番で、各ゲート配線Ｇのゲート配線本体
部Ｇ１ｂ、ｇ２ｂ、…に平行に順次配設されている。
【００４８】
　また、ゲート配線本体部Ｇ１ｂ、ｇ２ｂ、…には、画素Ｐ毎に設けられたスイッチング
素子２５のゲートが接続されている。一方、ソース配線本体部Ｓ１ｂ、Ｓ２ｂ、Ｓ３ｂ、
…には、スイッチング素子２５のソースが接続されている。また、各スイッチング素子２
５のドレインには、画素Ｐ毎に設けられた画素電極２６が接続されている。また、各画素
Ｐでは、共通電極２７が液晶パネル２に設けられた液晶層４（図１）を間に挟んだ状態で
画素電極２６に対向するように構成されている。そして、ゲートドライバ２４は、画像処
理部２２ａからの指示信号に基づいて、ゲート配線Ｇ１～ＧＮに対して、対応するスイッ
チング素子２５のゲートをオン状態にする走査信号を順次出力する。一方、ソースドライ
バ２３は、画像処理部２２ａからの指示信号に基づいて、表示画像の輝度（階調）に応じ
た電圧信号（階調電圧）を対応するソース配線Ｓ１～ＳＭに出力する。
【００４９】
　次に、図４を用いて、本実施形態のゲートドライバ２４について具体的に説明する。
【００５０】
　図４は、図３に示したゲートドライバの具体的な構成を示すブロック図である。
【００５１】
　図４に示すように、ゲートドライバ２４には、画像処理部２２ａ（図２）からの指示信
号が入力されるコントロールロジック２４ａと、このコントロールロジック２４ａに接続
された双方向レジスタ２４ｂ及びレベルシフタ２４ｃと、走査信号を出力するための複数
、例えばＸ個（Ｘは、２以上の整数）の端子ＯＧ１、ＯＧ２、…、ＯＧｘを有し、レベル
シフタ２４ｃに接続された出力回路２４ｄが設けられている。
【００５２】
　コントロールロジック２４ａには、画像処理部２２ａから垂直シフトクロック信号ＧＣ
Ｋ及び出力イネーブル信号ＧＯＥが入力されている。また、コントロールロジック２４ａ
には、当該ロジック用のハイレベル側電源電圧ＶＣＣ及びローレベル側電源電圧ＧＮＤが
供給されており、画像処理部２２ａからの指示信号に基づき双方向レジスタ２４ｂを駆動
するのに必要な制御信号を生成して当該双方向レジスタ２４ｂを動作させる。
【００５３】
　双方向レジスタ２４ｂは、コントロールロジック２４ａからの制御信号に従って、コン
トロールロジック２４ａを経て上記走査信号の出力を開始させる開始信号をレベルシフタ
２４ｃに出力する。また、双方向レジスタ２４ｂは、走査信号をレベルシフタ２４ｃに順
次出力する。
【００５４】
　レベルシフタ２４ｃには、液晶駆動用のハイレベル側電源電圧ＶＧＨ及びローレベル側
電源電圧ＶＧＬが供給されている。また、レベルシフタ２４ｃは、双方向レジスタ２４ｂ
からの開始信号が入力され、さらに走査信号が順次入力されると、走査信号のレベルをハ
イレベルとローレベルとの間で逐次レベルシフトして当該走査信号を出力回路２４ｄに順
次出力する。これにより、レベルシフタ２４ｃは、出力回路２４ｄから所定の走査方向で
走査信号を出力させるようになっている。
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【００５５】
　出力回路２４ｄでは、図３にハッチングなし及びハッチングありで示したように、Ｘ個
の端子ＯＧ１、ＯＧ２、…、ＯＧｘのうち、Ｘ／２個の端子だけがゲート配線Ｇに接続さ
れている。すなわち、出力回路２４ｄでは、図３の上側に設けられた端子ＯＧ１～ＯＧ（
ｘ／２）のみがゲート配線Ｇに接続され、図３の下側に設けられた端子ＯＧ（ｘ／２＋１
）～ＯＧｘはゲート配線Ｇに接続されずに空き端子とされている。そして、出力回路２４
ｄでは、上記開始信号が入力されると、端子ＯＧ１から端子ＯＧｘに向かう順番（すなわ
ち、図３の上側から下側に向かう走査方向）で走査信号を順次出力する。
【００５６】
　また、６個のゲートドライバ２４－１～２４－６では、後に詳述するように、図３の上
側から下側に向かう走査方向に沿って設けられた順番で、走査信号を順次出力するように
構成されている。
【００５７】
　上記のように構成された本実施形態の液晶表示装置１の動作について、図５を参照して
具体的に説明する。尚、以下の説明では、ゲートドライバ２４－１～２４－６による走査
動作について主に説明する。
【００５８】
　図５は、上記アクティブマトリクス基板での走査動作を示すタイミングチャートである
。
【００５９】
　図５（ａ）に示すように、画像処理部２２ａが一番上側のゲートドライバ２４－１に対
して、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ１を出力すると、図５（ｂ）に示すよう
に、ゲートドライバ２４－１では、時点Ｔ１から走査信号が端子ＯＧ１から順次出力され
、時点Ｔ２で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号が出力される。そして、ゲート配線Ｇに接
続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走査信号の出力動作が完了して、図５（ｍ）
に示すように、時点Ｔ１と時点Ｔ２との間で、ゲートドライバ２４－１に接続されたゲー
ト配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる。また、ゲートドライバ２４－１では
、時点Ｔ２から時点Ｔ３までの期間（図にハッチングにて示す期間）では、空き端子ＯＧ
（ｘ／２＋１）～ＯＧｘに対する走査信号の出力動作が行われる。しかしながら、これら
の空き端子ＯＧ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘは、ゲート配線Ｇに接続されていないので、液晶
パネル２での表示動作に寄与しない（ゲートドライバ２４－２～２４－６においても、同
様。）。
【００６０】
　次に、図５（ｃ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から二番目のゲートドライバ
２４－２に対して、時点Ｔ２の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ２を出
力すると、図５（ｄ）に示すように、ゲートドライバ２４－２では、時点Ｔ２から走査信
号が端子ＯＧ１から順次出力され、時点Ｔ３で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号が出力さ
れる。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走査信号の
出力動作が完了して、図５（ｍ）に示すように、時点Ｔ２と時点Ｔ３との間で、ゲートド
ライバ２４－２に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる。
【００６１】
　続いて、図５（ｅ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から三番目のゲートドライ
バ２４－３に対して、時点Ｔ３の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ３を
出力すると、図５（ｆ）に示すように、ゲートドライバ２４－３では、時点Ｔ３から走査
信号が端子ＯＧ１から順次出力され、時点Ｔ４で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号が出力
される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走査信号
の出力動作が完了して、図５（ｍ）に示すように、時点Ｔ３と時点Ｔ４との間で、ゲート
ドライバ２４－３に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる。
【００６２】
　次に、図５（ｇ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から四番目のゲートドライバ
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２４－４に対して、時点Ｔ４の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ４を出
力すると、図５（ｈ）に示すように、ゲートドライバ２４－４では、時点Ｔ４から走査信
号が端子ＯＧ１から順次出力され、時点Ｔ５で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号が出力さ
れる。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走査信号の
出力動作が完了して、図５（ｍ）に示すように、時点Ｔ４と時点Ｔ５との間で、ゲートド
ライバ２４－４に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる。
【００６３】
　続いて、図５（ｉ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から五番目のゲートドライ
バ２４－５に対して、時点Ｔ５の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ５を
出力すると、図５（ｊ）に示すように、ゲートドライバ２４－５では、時点Ｔ５から走査
信号が端子ＯＧ１から順次出力され、時点Ｔ６で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号が出力
される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走査信号
の出力動作が完了して、図５（ｍ）に示すように、時点Ｔ５と時点Ｔ６との間で、ゲート
ドライバ２４－５に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる。
【００６４】
　そして、図５（ｋ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から六番目のゲートドライ
バ２４－６に対して、時点Ｔ６の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ６を
出力すると、図５（ｌ）に示すように、ゲートドライバ２４－６では、時点Ｔ６から走査
信号が端子ＯＧ１から順次出力され、時点Ｔ７で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号が出力
される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走査信号
の出力動作が完了して、図５（ｍ）に示すように、時点Ｔ６と時点Ｔ７との間で、ゲート
ドライバ２４－６に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる。
これにより、液晶パネル２の全面での一つの走査動作が完了する。
【００６５】
　以上のように構成された本実施形態のアクティブマトリクス基板５では、６個のゲート
ドライバ（走査配線駆動回路）２４－１～２４－６が走査方向に沿うように直線状に設け
られている。また、これらのゲートドライバ２４－１～２４－６では、ゲート配線（走査
配線）Ｇ１～ＧＮに接続されない空き端子が設けられている。これにより、本実施形態の
アクティブマトリクス基板５では、上記従来例と異なり、パネルサイズが大きくされたと
きでも、走査配線駆動回路（ゲートドライバ２４）と走査配線（ゲート配線本体部Ｇ１ｂ
、Ｇ２ｂ、…）とを接続する接続配線（接続配線部Ｇ１ａ、Ｇ２ａ、…）の抵抗値が増大
するのを抑制することができる。この結果、本実施形態では、従来例と異なり、パネルサ
イズが大きくされたときでも、走査動作を適切に行わせることができるアクティブマトリ
クス基板５を容易に構成することができる。
【００６６】
　つまり、本実施形態では、それぞれＸ個の端子ＯＧ１、ＯＧ２、…、ＯＧｘのうち、Ｘ
／２個の端子だけがゲート配線Ｇに接続されたゲートドライバを６個用いて構成している
が、上記従来例では、Ｘ個の端子全てがゲート配線に接続されたゲートドライバを３個用
いて構成されることになる。この場合、上記従来例では、３個のゲートドライバでアクテ
ィブマトリクス基板全体を駆動させるため、走査配線の長さは最大でアクティブマトリク
ス基板の垂直方向の長さの１／３になるが、本実施形態では、６個のゲートドライバでア
クティブマトリクス基板全体を駆動させるため、走査配線の長さは最大でアクティブマト
リクス基板の垂直方向の長さの１／６になり、従来例と比べて、走査配線駆動回路（ゲー
トドライバ２４）と走査配線（ゲート配線本体部Ｇ１ｂ、Ｇ２ｂ、…）とを接続する接続
配線（接続配線部Ｇ１ａ、Ｇ２ａ、…）の抵抗値を半分に抑制することができる。
【００６７】
　また、本実施形態の液晶表示装置１では、パネルサイズが大きくされたときでも、走査
動作を適切に行わせることができるアクティブマトリクス基板５が液晶パネル（表示部）
２に用いられているので、大画面化及び／または高精細化されたときでも、優れた表示性
能を有する液晶表示装置１を容易に構成することができる。
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【００６８】
　［第２の実施形態］
　図６は、本発明の第２の実施形態にかかるアクティブマトリクス基板の具体的な構成を
説明する図である。図において、本実施形態と上記第１の実施形態との主な相違点は、走
査方向の一端部側に設けられたゲートドライバでは、ゲート配線に接続される端子とゲー
ト配線に接続されない空き端子とをこの順番で走査方向に沿って順次設けるとともに、走
査方向の他端部側に設けられたゲートドライバでは、ゲート配線に接続されない空き端子
とゲート配線に接続される端子とをこの順番で走査方向に沿って順次設けた点である。な
お、上記第１の実施形態と共通する要素については、同じ符号を付して、その重複した説
明を省略する。
【００６９】
　つまり、図６に例示するように、本実施形態のアクティブマトリクス基板５では、６個
のゲートドライバ３４－１～３４－６（以下、“３４”にて総称する。）がアクティブマ
トリクス基板５の表面上において、上記有効表示領域Ａの外側領域で当該液晶パネル２の
縦方向（走査方向）に沿うように直線状に設置されている。各ゲートドライバ３４－１～
３４－６では、第１の実施形態のものと同様に、同じ数のゲート配線Ｇが接続されている
。
【００７０】
　また、各ゲートドライバ３４－１～３４－６では、図６にハッチングなし及びハッチン
グありで示すように、ゲート配線Ｇに接続される端子の設置数及びゲート配線Ｇに接続さ
れない空き端子の設置数を全体の端子数の１／２とされている。但し、本実施形態のアク
ティブマトリクス基板５では、図６に例示するように、同図６の上側（走査方向での一端
部側）及び下側（走査方向での他端部側）に設けられたゲートドライバ３４－１及び３４
－６において、ゲート配線Ｇに接続される端子及びゲート配線Ｇに接続されない空き端子
の設置箇所が互いに相違するように構成されている。これにより、本実施形態のアクティ
ブマトリクス基板５では、ゲートドライバ３４による走査動作での走査方向を容易に反転
可能に構成されている（詳細は後述。）。
【００７１】
　次に、図７を用いて、本実施形態のゲートドライバ３４について具体的に説明する。
【００７２】
　図７は、図６に示したゲートドライバの具体的な構成を示すブロック図である。
【００７３】
　図７に示すように、ゲートドライバ３４には、第１の実施形態のものと同様に、画像処
理部２２ａ（図２）からの指示信号が入力されるコントロールロジック３４ａと、このコ
ントロールロジック３４ａに接続された双方向レジスタ３４ｂ及びレベルシフタ３４ｃと
、走査信号を出力するためのＸ個（Ｘは、２以上の整数）の端子ＯＧ１、ＯＧ２、…、Ｏ
Ｇｘを有し、レベルシフタ３４ｃに接続された出力回路３４ｄが設けられている。
【００７４】
　また、ゲートドライバ３４－１～３４－６では、図６に示したように、ゲートドライバ
３４－６だけが、ゲート配線Ｇに接続されない空き端子及びゲート配線Ｇに接続される端
子の順番で設けられている。すなわち、ゲートドライバ３４－１～３４－５では、第１の
実施形態のものと同様に、出力回路３４ｄに設けられた端子ＯＧ１～ＯＧｘのうち、図６
の上側に設けられた端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）のみがゲート配線Ｇに接続され、図６の
下側に設けられた端子ＯＧ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘはゲート配線Ｇに接続されずに空き端
子とされている。一方、ゲートドライバ３４－６では、図６の上側に設けられた端子ＯＧ
１～ＯＧ（ｘ／２）はゲート配線Ｇに接続されずに空き端子とされ、図６の下側に設けら
れた端子ＯＧ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘのみがゲート配線Ｇに接続されている。
【００７５】
　さらに、ゲートドライバ３４では、走査動作での走査方向が反転可能となるように、構
成されている。具体的にいえば、ゲートドライバ３４では、コントロールロジック３４ａ
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に、走査方向を切り替えるための端子が設けられている。つまり、コントロールロジック
３４ａでは、ゲートドライバ３４－１～３４－６による走査動作について、図６の上側か
ら下側に向かう走査方向の走査動作（以下、“正スキャン”という。）と、同図６の下側
から上側に向かう走査方向の走査動作（以下、“逆スキャン”という。）を切り替えるこ
とを指示する切替信号ＬＢＲが画像処理部２２ａから入力されるようになっている。より
具体的には、ゲートドライバ３４では、切替信号ＬＢＲがローレベル及びハイレベルのと
きに、それぞれ正スキャン及び逆スキャンが行われるようになっている。
【００７６】
　また、ゲートドライバ３４では、走査信号の出力の開始を通知する制御信号を入出力す
るための入出力端子ＧＳＰＯＩ、ＧＳＰＩＯがコントロールロジック３４ａに設けられて
いる。すなわち、ゲートドライバ３４では、正スキャンが行われるとき、その走査方向で
の後続のゲートドライバ３４に対して、走査信号の出力開始を通知する制御信号が入出力
端子ＧＳＰＩＯから出力され、当該後続のゲートドライバ３４に設けられた入出力端子Ｇ
ＳＰＯＩに入力される。また、逆スキャンが行われるときでは、入出力端子ＧＳＰＯＩ、
ＧＳＰＩＯの機能が正スキャンでの場合と逆になって、走査信号の出力開始を通知する制
御信号の入出力が行われる。
【００７７】
　上記のように構成された本実施形態の液晶表示装置１の動作について、図８～図１２を
参照して具体的に説明する。尚、以下の説明では、ゲートドライバ３４－１～３４－６に
よる走査動作について主に説明する。
【００７８】
　図８は、図６に示したアクティブマトリクス基板での走査動作の具体例を示すタイミン
グチャートであり、図９は図８に示した走査動作における、図７に示したゲートドライバ
の動作例を示すタイミングチャートである。図１０は図６に示したアクティブマトリクス
基板での走査動作の別の具体例を示すタイミングチャートであり、図１１は図１０に示し
た走査動作における、図７に示したゲートドライバの動作例を示すタイミングチャートで
ある。
【００７９】
　まず、図８及び図９を参照して、正スキャンを行うときでの走査動作について説明する
。
【００８０】
　図８（ａ）に示すように、画像処理部２２ａが一番上側のゲートドライバ３４－１に対
して、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ１を出力すると、図８（ｂ）に示すよう
に、ゲートドライバ３４－１では、時点Ｔ８から走査信号が端子ＯＧ１から順次出力され
、時点Ｔ９で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号が出力される。そして、ゲート配線Ｇに接
続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走査信号の出力動作が完了して、図８（ｍ）
に示すように、時点Ｔ８と時点Ｔ９との間で、ゲートドライバ３４－１に接続されたゲー
ト配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる。また、ゲートドライバ３４－１では
、時点Ｔ９から時点Ｔ１０までの期間（図にハッチングにて示す期間）では、空き端子Ｏ
Ｇ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘに対する走査信号の出力動作が行われる。しかしながら、これ
らの空き端子ＯＧ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘは、ゲート配線Ｇに接続されていないので、液
晶パネル２での表示動作に寄与しない（ゲートドライバ３４－２～３４－５においても、
同様。）。
【００８１】
　次に、図８（ｃ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から二番目のゲートドライバ
３４－２に対して、時点Ｔ９の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ２を出
力すると、図８（ｄ）に示すように、ゲートドライバ３４－２では、時点Ｔ９から走査信
号が端子ＯＧ１から順次出力され、時点Ｔ３で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号が出力さ
れる。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走査信号の
出力動作が完了して、図８（ｍ）に示すように、時点Ｔ９と時点Ｔ１０との間で、ゲート
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ドライバ３４－２に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる。
【００８２】
　ここで、図９を例示して、ゲートドライバ３４－２での走査動作についてより具体的に
説明する。
【００８３】
　図９（ｂ）に示すように、ゲートドライバ３４－２では、ゲートドライバ３４－１から
の制御信号が入出力端子ＧＳＰＯＩに入力されると、端子ＯＧ１～端子ＯＧｘは、図９（
ｃ）～図９（ｋ）にそれぞれ示すように、図９（ａ）に示した垂直シフトクロック信号Ｇ
ＣＫに同期して、走査信号を順次出力する。また、ゲートドライバ３４－２では、端子Ｏ
Ｇｘでの走査信号の出力動作に同期して、ゲートドライバ３４－３に対し、入出力端子Ｇ
ＳＰＩＯから制御信号を出力する。これにより、ゲートドライバ３４－３では、ゲートド
ライバ３４－２から走査信号の出力開始が通知される。
【００８４】
　図８に戻って、図８（ｅ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から三番目のゲート
ドライバ３４－３に対して、時点Ｔ１０の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号Ｇ
ＳＰ３を出力すると、図８（ｆ）に示すように、ゲートドライバ３４－３では、時点Ｔ１
０から走査信号が端子ＯＧ１から順次出力され、時点Ｔ１１で端子ＯＧ（ｘ／２）から走
査信号が出力される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）か
らの走査信号の出力動作が完了して、図８（ｍ）に示すように、時点Ｔ１０と時点Ｔ１１
との間で、ゲートドライバ３４－３に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査
動作が行われる。
【００８５】
　次に、図８（ｇ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から四番目のゲートドライバ
３４－４に対して、時点Ｔ１１の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ４を
出力すると、図８（ｈ）に示すように、ゲートドライバ３４－４では、時点Ｔ１１から走
査信号が端子ＯＧ１から順次出力され、時点Ｔ１２で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号が
出力される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走査
信号の出力動作が完了して、図８（ｍ）に示すように、時点Ｔ１１と時点Ｔ１２との間で
、ゲートドライバ３４－４に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行
われる。
【００８６】
　続いて、図８（ｉ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から五番目のゲートドライ
バ３４－５に対して、時点Ｔ１２の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ５
を出力すると、図８（ｊ）に示すように、ゲートドライバ３４－５では、時点Ｔ１２から
走査信号が端子ＯＧ１から順次出力され、時点Ｔ１３で端子ＯＧ（ｘ／２）から走査信号
が出力される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）からの走
査信号の出力動作が完了して、図８（ｍ）に示すように、時点Ｔ１２と時点Ｔ１３との間
で、ゲートドライバ３４－５に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が
行われる。
【００８７】
　また、本実施形態のアクティブマトリクス基板５では、上側から六番目のゲートドライ
バ３４－６の出力回路３４ｄにおいて、図６の上側に設けられた端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／
２）が空き端子とされているので、図８（ｋ）に示すように、画像処理部２２ａは、当該
ゲートドライバ３４－６に対して、時点Ｔ１２の直前に、走査動作の開始を指示する指示
信号ＧＳＰ６を出力する。すなわち、本実施形態では、画像処理部２２ａは、指示信号Ｇ
ＳＰ５及びＧＳＰ６を同じタイミングで出力する。これにより、ゲートドライバ３４－６
では、時点Ｔ１２から時点Ｔ１３までの期間（図にハッチングにて示す期間）では、空き
端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）に対する走査信号の出力動作が行われる。しかしながら、こ
れらの空き端子ＯＧ１～ＯＧ（ｘ／２）は、ゲート配線Ｇに接続されていないので、液晶
パネル２での表示動作に寄与しない。
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【００８８】
　そして、図８（ｌ）に示すように、ゲートドライバ３４－６では、時点Ｔ６から走査信
号が端子ＯＧ（ｘ／２＋１）から順次出力され、時点Ｔ１４で端子ＯＧｘから走査信号が
出力される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘからの
走査信号の出力動作が完了して、図８（ｍ）に示すように、時点Ｔ１３と時点Ｔ１４との
間で、ゲートドライバ３４－６に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作
が行われる。これにより、液晶パネル２の全面での一つの走査動作が完了する。
【００８９】
　次に、図１０及び図１１を参照して、逆スキャンを行うときでの走査動作について説明
する。
【００９０】
　図１０（ａ）に示すように、画像処理部２２ａが一番下側のゲートドライバ３４－６に
対して、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ６を出力すると、図１０（ｂ）に示す
ように、ゲートドライバ３４－６では、時点Ｔ１５から走査信号が端子ＯＧｘから順次出
力され、時点Ｔ１６で端子ＯＧ（ｘ／２＋１）から走査信号が出力される。そして、ゲー
ト配線Ｇに接続された端子ＯＧｘ～ＯＧ（ｘ／２＋１）からの走査信号の出力動作が完了
して、図１０（ｍ）に示すように、時点Ｔ１５と時点Ｔ１６との間で、ゲートドライバ３
４－６に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる。また、ゲー
トドライバ３４－６では、時点Ｔ１６から時点Ｔ１７までの期間（図にハッチングにて示
す期間）では、空き端子ＯＧ（ｘ／２）～ＯＧ１に対する走査信号の出力動作が行われる
。しかしながら、これらの空き端子ＯＧ（ｘ／２）～ＯＧ１は、ゲート配線Ｇに接続され
ていないので、液晶パネル２での表示動作に寄与しない。
【００９１】
　また、本実施形態のアクティブマトリクス基板５では、上側から一から五番目のゲート
ドライバ３４－１～３４－５の出力回路３４ｄにおいて、図６の下側に設けられた端子Ｏ
Ｇ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘが空き端子とされている。それ故、図１０（ｃ）に示すように
、画像処理部２２ａは、ゲートドライバ３４－５に対して、時点Ｔ１５の直前に、走査動
作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ５を出力する。すなわち、本実施形態では、画像処理
部２２ａは、指示信号ＧＳＰ５及びＧＳＰ６を同じタイミングで出力する。これにより、
ゲートドライバ３４－５では、時点Ｔ１５から時点Ｔ１６までの期間（図にハッチングに
て示す期間）では、空き端子ＯＧ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘに対する走査信号の出力動作が
行われる。しかしながら、これらの空き端子ＯＧ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘは、ゲート配線
Ｇに接続されていないので、液晶パネル２での表示動作に寄与しない（ゲートドライバ３
４－２～３４－５においても、同様。）。
【００９２】
　そして、図１０（ｄ）に示すように、ゲートドライバ３４－５では、時点Ｔ１６から走
査信号が端子ＯＧ（ｘ／２）から順次出力され、時点Ｔ１７で端子ＯＧ１から走査信号が
出力される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ（ｘ／２）～ＯＧ１からの走査
信号の出力動作が完了して、図１０（ｍ）に示すように、時点Ｔ１６と時点Ｔ１７との間
で、ゲートドライバ３４－５に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が
行われる。
【００９３】
　ここで、図１１を例示して、ゲートドライバ３４－５での走査動作についてより具体的
に説明する。
【００９４】
　図１１（ｂ）に示すように、ゲートドライバ３４－５では、ゲートドライバ３４－６か
らの制御信号が入出力端子ＧＳＰＩＯに入力されると、端子ＯＧｘ～端子ＯＧ１は、図１
１（ｃ）～図１１（ｋ）にそれぞれ示すように、図１１（ａ）に示した垂直シフトクロッ
ク信号ＧＣＫに同期して、走査信号を順次出力する。また、ゲートドライバ３４－５では
、端子ＯＧ１での走査信号の出力動作に同期して、ゲートドライバ３４－４に対し、入出
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力端子ＧＳＰＯＩから制御信号を出力する。これにより、ゲートドライバ３４－４では、
ゲートドライバ３４－５から走査信号の出力開始が通知される。
【００９５】
　図１０に戻って、図１０（ｅ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から四番目のゲ
ートドライバ３４－４に対して、時点Ｔ１６の直前に、走査動作の開始を指示する指示信
号ＧＳＰ４を出力すると、図１０（ｆ）に示すように、ゲートドライバ３４－４では、時
点Ｔ１７から走査信号が端子ＯＧ（ｘ／２）から順次出力され、時点Ｔ１８で端子ＯＧ１
から走査信号が出力される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ（ｘ／２）～Ｏ
Ｇ１からの走査信号の出力動作が完了して、図１０（ｍ）に示すように、時点Ｔ１７と時
点Ｔ１８との間で、ゲートドライバ３４－４に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域
での走査動作が行われる。
【００９６】
　続いて、図１０（ｇ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から三番目のゲートドラ
イバ３４－３に対して、時点Ｔ１７の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ
３を出力すると、図１０（ｈ）に示すように、ゲートドライバ３４－３では、時点Ｔ１８
から走査信号が端子ＯＧ（ｘ／２）から順次出力され、時点Ｔ１９で端子ＯＧ１から走査
信号が出力される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ（ｘ／２）～ＯＧ１から
の走査信号の出力動作が完了して、図１０（ｍ）に示すように、時点Ｔ１８と時点Ｔ１９
との間で、ゲートドライバ３４－３に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査
動作が行われる。
【００９７】
　次に、図１０（ｉ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から二番目のゲートドライ
バ３４－２に対して、時点Ｔ１８の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ２
を出力すると、図１０（ｊ）に示すように、ゲートドライバ３４－２では、時点Ｔ１９か
ら走査信号が端子ＯＧ（ｘ／２）から順次出力され、時点Ｔ２０で端子ＯＧ１から走査信
号が出力される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ（ｘ／２）～ＯＧ１からの
走査信号の出力動作が完了して、図１０（ｍ）に示すように、時点Ｔ１９と時点Ｔ２０と
の間で、ゲートドライバ３４－２に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動
作が行われる。
【００９８】
　続いて、図１０（ｋ）に示すように、画像処理部２２ａが上側から一番目のゲートドラ
イバ３４－１に対して、時点Ｔ１９の直前に、走査動作の開始を指示する指示信号ＧＳＰ
１を出力すると、図１０（ｌ）に示すように、ゲートドライバ３４－１では、時点Ｔ２０
から走査信号が端子ＯＧ（ｘ／２）から順次出力され、時点Ｔ２１で端子ＯＧ１から走査
信号が出力される。そして、ゲート配線Ｇに接続された端子ＯＧ（ｘ／２）～ＯＧ１から
の走査信号の出力動作が完了して、図１０（ｍ）に示すように、時点Ｔ２０と時点Ｔ２１
との間で、ゲートドライバ３４－１に接続されたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査
動作が行われる。これにより、液晶パネル２の全面での一つの走査動作が完了する。
【００９９】
　以上の構成により、本実施形態では、上記第１の実施形態と同様な作用・効果を奏する
ことができる。また、本実施形態のアクティブマトリクス基板５では、図８及び図１０に
示したように、正スキャン及び逆スキャンを適切に行うことができ、走査方向を容易に反
転させることができる。この結果、本実施形態のアクティブマトリクス基板５では、上下
反転駆動を容易に行うことが可能となる。これに対して、第１の実施形態のアクティブマ
トリクス基板５では、逆スキャンを適切に行うことが容易ではない。
【０１００】
　具体的にいえば、ゲートドライバ２４－６では、端子ＯＧ（ｘ／２＋１）～ＯＧｘが空
き端子とされているので、図１２（ｅ）に示すように、ゲートドライバ２４－６に接続さ
れたゲート配線Ｇを含んだ表示領域での走査動作が行われる、時点Ｔ２３から時点Ｔ２４
の期間の前に、画像処理部２２ａが指示信号ＧＳＰ６を当該ゲートドライバ２４－６に出



(17) JP WO2009/116201 A1 2009.9.24

10

20

30

40

50

力する必要がある。ところが、このように実際の走査動作が行われる前に、適切なタイミ
ング（例えば、時点Ｔ２２）で指示信号ＧＳＰ６を出力することは困難である。すなわち
、第１の実施形態のアクティブマトリクス基板５では、画像処理部２２ａが時点Ｔ２２の
タイミングを正確に把握することができず、逆スキャンを適切に行うことが容易ではない
。
【０１０１】
　尚、上記の実施形態はすべて例示であって制限的なものではない。本発明の技術的範囲
は特許請求の範囲によって規定され、そこに記載された構成と均等の範囲内のすべての変
更も本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１０２】
　例えば、上記の説明では、本発明を透過型の液晶表示装置に適用した場合について説明
したが、本発明の表示装置はアクティブマトリクス基板を具備した表示パネルを表示部に
使用したものであれば何等限定されない。つまり、本発明の表示装置は、マトリクス状に
配列された複数のデータ配線及び複数の走査配線と、データ配線と走査配線との交差部の
近傍に設けられた複数の画素を有するアクティブマトリクス基板を使用したものであれば
よい。
【０１０３】
　具体的にいえば、本発明の表示装置は、半透過型や反射型の液晶パネルあるいは有機Ｅ
Ｌ（Electronic Luminescence）素子、無機ＥＬ素子、電界放出ディスプレイ（Field Emi
ssion Display）などのアクティブマトリクス基板を用いた各種表示装置に適用すること
ができる。
【０１０４】
　また、上記の説明では、ゲート配線（走査配線）の一端部側で、６個のゲートドライバ
（走査配線駆動回路）を走査方向に沿うように直線状に設けた場合について説明したが、
本発明は複数の走査配線駆動回路を走査方向に沿うように設けたものであればよく、走査
配線駆動回路の設置箇所、設置数などは何等上記のものに限定されない。
【０１０５】
　また、上記第２の実施形態の説明では、走査方向の一端部側に設けられたゲートドライ
バ（走査配線駆動回路）では、ゲート配線（走査配線）に接続される端子とゲート配線に
接続されない空き端子とをこの順番で走査方向に沿って順次設けるとともに、走査方向の
他端部側に設けられたゲートドライバでは、ゲート配線に接続されない空き端子とゲート
配線に接続される端子とをこの順番で走査方向に沿って順次設けた場合について説明した
。
【０１０６】
　しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、複数の走査配線駆動回路にお
いて、走査方向の一端部側に設けられた走査配線駆動回路では、走査配線に接続される端
子が走査方向の一端部側及び他端部側の一方側に設けられ、かつ、走査方向の他端部側に
設けられた走査配線駆動回路では、走査配線に接続される端子が走査方向の一端部側及び
他端部側の他方側に設けられていればよい。これにより、走査方向を反転させて、映像を
正確に上下逆に表示させる上下反転駆動を容易に行うことが可能となる。
【０１０７】
　具体的にいえば、例えば走査方向の一端部側に設けられた走査配線駆動回路において、
最も一端部側の端子だけを上記空き端子とし、この空き端子に連続して走査配線に接続さ
れる端子を当該一端部側に設けてもよい。また、例えば走査方向の一端部側に設けられた
走査配線駆動回路において、最も他端部側の端子だけを上記空き端子とし、この空き端子
の一端部側に連続して走査配線に接続される端子を他端部側に設けるとともに、走査方向
の他端部側に設けられた走査配線駆動回路において、最も一端部側の端子だけを上記空き
端子とし、この空き端子の他端部側に連続して走査配線に接続される端子を一端部側に設
けてもよい。
【０１０８】
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　但し、上記第２の実施形態のように構成する場合の方が、走査方向を反転させて、映像
を正確に上下逆に表示させる上下反転駆動をより容易に行うことが可能となる点で好まし
い。
【０１０９】
　また、上記の説明では、６個の各ゲートドライバ（走査配線駆動回路）において、ゲー
ト配線（走査配線）に接続される端子の設置数及びゲート配線（走査配線）に接続されな
い空き端子の設置数を各々全体の端子数の１／２とした場合について説明したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、走査配線に接続されない空き端子を走査配線駆動回路
に設けたものであれば何等限定されない。
【０１１０】
　但し、上記の各実施形態のように、複数の走査配線駆動回路において、走査配線に接続
される端子の設置数が同じに設定され、かつ、走査配線に接続されない空き端子の設置数
が同じに設定されている場合の方が、全ての走査配線駆動回路にかかる負荷を均一にする
ことができるとともに、走査動作を容易に行わせることができる点で好ましい。
【０１１１】
　さらに、上記の各実施形態のように、各走査配線駆動回路において、走査配線に接続さ
れる端子の設置数と、走査配線に接続されない空き端子の設置数とが同じ数に設定する場
合の方が、走査配線駆動回路と走査配線との接続作業の簡単化を図ることができるととも
に、走査動作をより容易に行わせることができる点で好ましい。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明は、パネルサイズが大きくされたときでも、走査動作を適切に行わせることがで
きるアクティブマトリクス基板、及びこれを用いた高性能な表示装置に対して有用である
。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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