
JP 2012-189752 A 2012.10.4

10

(57)【要約】
【課題】画素回路に含まれるトランジスタに生じるゲー
ト・ソース間の寄生容量が異なる。
【解決手段】表示装置であって、それぞれ、トランジス
タと、前記トランジスタに接続された画素電極と、該画
素電極に対向して配置された基準電極と、を含み、マト
リクス状に配置された複数の画素回路と、対応する前記
複数の画素回路にそれぞれ接続される複数のデータ線と
、対応する前記複数の画素回路にそれぞれ接続される複
数のゲート線と、それぞれ、第１の順序または第２の順
序で、順に２水平期間以上の水平期間にハイ電圧となる
ゲート信号を出力する、該ゲート信号が出力される水平
期間に応じた数の複数のゲート回路と、前記各ゲート回
路を制御し、前記複数のゲート線を走査するゲート信号
制御回路と、を含み、前記ゲート信号制御回路は、隣接
するゲート線においてゲート信号が出力される期間が重
複しないように、前記各ゲート回路にゲート信号の出力
を開始させる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ、トランジスタと、前記トランジスタに接続された画素電極と、該画素電極に
対向して配置された基準電極と、を含み、マトリクス状に配置された複数の画素回路と、
　対応する前記複数の画素回路にそれぞれ接続される複数のデータ線と、
　対応する前記複数の画素回路にそれぞれ接続される複数のゲート線と、
　それぞれ、第１の順序または該第１の順序とは逆の第２の順序で、順に２水平期間以上
の水平期間にハイ電圧となるゲート信号を出力する、該ゲート信号が出力される水平期間
に応じた数の複数のゲート回路と、
　前記各ゲート回路を制御し、前記複数のゲート線を走査するゲート信号制御回路と、を
含み、
　前記ゲート信号制御回路は、隣接するゲート線においてゲート信号が出力される期間が
重複しないように、前記各ゲート回路にゲート信号の出力を開始させる、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記各ゲート回路は、
　前記複数のゲート線のうち奇数番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第１のゲー
ト回路と、
　前記複数のゲート線のうち偶数番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第２のゲー
ト回路と、を有し、
　前記第１のゲート回路が２番目のゲート信号を出力した後に、前記第２のゲート回路が
ゲート信号の出力を開始することを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記各ゲート回路は、
　前記複数のゲート線のうちｋ番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第１のゲート
回路と、
　前記複数のゲート線のうちｋ＋１番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第２のゲ
ート回路と、を有し、
　前記複数のゲート線のうちｋ＋２番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第３のゲ
ート回路と、を有し、
　前記第１のゲート回路が２番目のゲート信号を出力した後に、前記第２のゲート回路が
ゲート信号の出力を開始するとともに、
　前記第２のゲート回路が２番目のゲート信号を出力した後に、前記第３のゲート回路が
ゲート信号の出力を開始することを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１、２、及び３のゲート回路は、前記複数の画素回路が配置された画素領域の左
右に配置された２のゲート回路により構成されることを特徴とする請求項３記載の表示装
置。
【請求項５】
　前記各ゲート回路には、前記第１の順序または前記第２の順序で順にハイ電圧となる４
相のクロック信号がそれぞれ入力される４のクロック信号線が接続され、
　前記各ゲート回路は、順にゲート信号を出力する複数の基本回路を含み、
　前記複数の基本回路のうち、前記各ゲート回路が前記第１の順序で順にゲート信号を出
力する場合において、ｋ番目にゲート信号を出力する基本回路をｋ番目の基本回路、前記
４相のクロック信号のうちｍ番目のクロック信号をｍ番目のクロック信号、ゲート信号の
ハイ電圧となる期間を水平期間ｌとすると、
　前記ｋ番目の基本回路は、
　ｋ－１番目の基本回路からの出力に応じて第１のノードの電圧を制御する第１のトラン
ジスタと、
　前記第１のノードがハイ電圧の時に、第２のノードをロー電圧にする第２のトランジス



(3) JP 2012-189752 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

タと、
　ｍ番目のクロック信号のハイ電圧に応じて、ハイ電圧を出力端子に印加する第３のトラ
ンジスタと、
　ｋ＋２番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノードの電圧を制御する第４のト
ランジスタと、
　ｍ＋２・ｌ番目のクロック信号のハイ電圧に応じて、前記第２のノードをハイ電圧にす
る第５のトランジスタと、
　前記第２のノードがハイ電圧の際に、前記出力端子をロー電圧にする第６のトランジス
タと、
　ｋ－２番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノードの電圧を制御する第７のト
ランジスタと、
　ｋ＋１番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノードの電圧を制御する第８のト
ランジスタと、
　を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記各ゲート回路が前記第１の順序で順にゲート信号を出力する場合において、
　前記第１のトランジスタは、ｋ－１番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノー
ドをハイ電圧にし、
　前記第４のトランジスタは、ｋ＋２番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノー
ドをロー電圧にし、
　前記各ゲート回路が前記第２の順序で順にゲート信号を出力する場合において、
　前記第８のトランジスタは、ｋ＋１番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノー
ドをハイ電圧にし、
　前記第７のトランジスタは、ｋ－２番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノー
ドをロー電圧にすることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の表示装置。
【請求項７】
　前記ｎ番目の基本回路は、更に、ｍ番目のクロックのハイ電圧に応じて、前記第１のノ
ードのハイ電圧値を更に増加させるブートストラップ回路を有することを特徴とする請求
項１乃至６のいずれかに記載の表示装置。
【請求項８】
　前記ｎ番目の基本回路は、更に、前記第２のノードがロー電圧になるまで、前記第２の
ノードのハイ電圧を保持する保持容量を有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれ
かに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲート回路を備えた表示装置に関する。特に、双方向に走査可能なゲート回
路を備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　双方向に走査可能なゲート回路を有する液晶表示装置が知られている。また、近年の高
精細化の要請により、１水平期間（Ｈ）に十分な時間を確保することが困難となっており
、それに対応するために、ゲート信号のオン期間を、１水平期間（１Ｈ）より長くとるい
わゆるゲートオーバーラップ駆動が用いられている。ゲートオーバーラップ駆動において
は、ゲート信号のオン期間は、実際に階調値に対応したデータ信号を書き込むための１水
平期間（Ｈ）と、その前の所定の期間を含む（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００１－５０６０４４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のような双方向走査駆動が可能なゲート回路においては、順方向走
査駆動を行う場合と、逆方向走査駆動を行う場合とで、画素回路に含まれるトランジスタ
に生じるゲート・ソース間の寄生容量が異なることから、基準電極に対する画素電極の電
圧に差異が生じ、表示品質の低下を招く場合がある。以下、具体的に図を用いて説明する
。
【０００５】
　図１３は、本発明の課題を説明するための画素回路の断面の概要を示した図である。具
体的には、ドレイン線(図示なし)に平行な方向における画素回路１３０の断面の概要を示
す。
【０００６】
　図１３に示すように、各画素回路１３０は、主に、ＴＦＴを形成するゲート電極１３１
、半導体層１３２、ソース電極１３３、及びドレイン電極１３４と、画素電極１３５と、
基準電極１３６と、を有する。具体的には、例えば、透明基板１３７上に、ゲート電極１
３１が配置され、当該ゲート電極１３１を覆うように、当該ゲート電極１３１上に、ゲー
ト絶縁膜１３８が配置される。そして、当該ゲート絶縁膜１３８上に、半導体層１３２が
配置される。また、当該半導体層１３２上に、ソース電極１３３及びドレイン電極１３４
が配置される。また、ソース電極１３３は、画素電極１３５に接続され、基準電極１３６
は、画素電極１３５、ソース電極１３３、及びドレイン電極１３４等の上に絶縁膜１３９
を介して積層される。なお、当該画素回路１３０の構成については、従来と同様であるた
め、詳細な説明については省略する。
【０００７】
　図１４は、図１３に示した各画素回路の等価回路を示す図である。具体的には、図１４
は、順番に並ぶ複数の画素回路１３０のうち、ｎ番目の画素回路１３０と、ｎ＋１番目の
画素回路１３０を示す。また、図１４において、矢印３１が順方向駆動においてゲート線
が順にオンされる方向を示し、矢印３２が逆方向駆動においてゲート線が順にオンされる
方向を示す。
【０００８】
　図１４に示すように、ＴＦＴ１４２ｎのゲートは、順番に並ぶ複数のゲート線のうち、
ｎ番目のゲート線１４１ｎが接続される。基準電極１３６は、基準電圧線１４３に接続さ
れ、当該画素電極１３５ｎと基準電極１３６によって、画素容量Ｃｓｔが形成される。画
素電極１３５ｎは、それぞれ、ｎ－１番目のゲート線１４１ｎ－１と、ｎ番目のゲート線
１４１ｎとに、隣接して配置される。
【０００９】
　ここで、上記図１３に示した画素回路１３０の構成から、画素電極１３５ｎとｎ番目の
ゲート線１４１ｎとの間に、寄生容量Ｃｇｐ１が、画素電極１３５ｎとｎ－１番目のゲー
ト線１４１ｎ－１との間に、寄生容量Ｃｇｐ２が生じる。よって、画素電極１３５に隣接
する各ゲート線１４１に出力されるゲート信号が、オン電圧からオフ電圧に変化するのに
伴い、画素電極１３５との間に生じる寄生容量とのカップリングにより、画素容量Ｃｓｔ

に保持される保持電圧が変動する。つまり、基準電極１３６に対する画素電極１３５の電
圧が変動するが、具体的には、後述する。なお、下記において、寄生容量Ｃｇｐ１により
低下する電圧をＶ１、寄生容量Ｃｇｐ２により低下する電圧をＶ２として説明する。
【００１０】
　まず、順方向駆動が行われる場合の当該画素電極１３５の電圧の変化について、図１５
を用いて説明する。なお、図１５においては、２水平期間オーバーラップ駆動を想定して
説明する。ここで、１水平期間（１Ｈ）とは、１の画素回路１３０に表示データの書き込
みを行う期間に相当する。
【００１１】
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　上記のように、２水平期間オーバーラップ駆動を想定していることから、図１５に示す
ように、ｎ番目のゲート線１４１ｎの電圧がハイ電圧となる２水平期間（２Ｈ）のうち前
半の水平期間（１Ｈ）が終了する時刻（ｔ１）において、ｎ－１番目の画素回路１３０へ
のデータ書き込みが終了する。よって、この時刻（ｔ１）に、ｎ－１番目のゲート線１４
１ｎ－１の電圧がハイ電圧からロー電圧に変化する。
【００１２】
　これに伴い、ｎ番目の画素回路１３０において、画素電極１３５ｎとｎ－１番目のゲー
ト線１４１ｎ－１との間に存在する寄生容量Ｃｇｐ２により、電圧Ｖ２が低下する。また
、このとき（ｔ１）、当該ｎ番目の画素回路１３０へのデータ信号の入力が始まることか
ら、データ信号線１４４に供給される表示電圧が、ｎ番目の画素回路１３０に供給される
表示電圧へ変化する。
【００１３】
　ここで、時刻ｔ１において寄生容量Ｃｇｐ２による電圧Ｖ２の低下が生じるものの、後
半の水平期間において、画素電極１３５ｎの電圧は、ｎ番目の画素回路１３０の表示デー
タに応じた表示電圧に近づくので、電圧Ｖ２の低下による影響はほとんど受けない。
【００１４】
　そして、後半の１水平期間（１Ｈ）が終了する時刻（ｔ２）において、ｎ番目の画素回
路１３０へのデータ書込みが終了する。よって、この時刻（ｔ２）に、ｎ番目のゲート線
１４１ｎの電圧がハイ電圧からロー電圧に変化する。このとき、ｎ番目の画素回路１３０
において、画素電極１３５ｎとｎ番目のゲート線１４１ｎとの間に存在する寄生容量Ｃｇ

ｐ１により、電圧Ｖ１が低下し、ｎ番目の画素電極１３５ｎの電圧は、所望の表示電圧よ
り、電圧Ｖ１が低下された電圧に維持される。
【００１５】
　また、時刻ｔ２においてｎ＋１番目の画素回路１３０へのデータ信号の入力等が同様に
開始される。なお、ここで、いわゆる反転駆動を用いる場合を想定しているので、ｎ番目
とｎ＋１番目との画素回路１３０で入力するデータ信号の符号が異なるが、その他の点に
ついては同様であるので説明を省略する。
【００１６】
　上記のように、順方向駆動の場合においては、各画素回路１３０の画素電極１３５は、
所望の表示電圧より、電圧Ｖ１が低下された電圧に維持される。
【００１７】
　次に、図１６を用いて、逆方向走査駆動を行う場合の駆動について説明する。上記のよ
うに２水平期間オーバーラップ駆動を想定していることから、ｎ＋１番目の画素回路１３
０においては、ｎ＋１番目のゲート線１４１ｎ＋１の電圧がハイ電圧となる２水平期間（
２Ｈ）のうち、前半の水平期間（Ｈ）が終了する時刻（ｔ１）において、ｎ＋２番目の画
素回路１３０へのデータ書き込みが終了する。よって、この時刻（ｔ１）に、ｎ＋２番目
のゲート線１４１ｎ＋２の電圧がハイ電圧からロー電圧に変化する。
【００１８】
　しかしながら、ｎ＋１番目の画素回路１３０において、画素電極１３５ｎ＋１が、ｎ＋
２番目のゲート線１４１ｎ＋２との間に生じる寄生容量は、図１３からもわかるように、
ｎ＋１番目のゲート線１４１ｎ＋１との間に生じる寄生容量Ｃｇｐ１や、ｎ番目のゲート
線１４１ｎとの間に生じる寄生容量Ｃｇｐ２と比較して、小さいので、この時刻における
電圧の変動は小さい。また、後半の１水平期間（１Ｈ）において、画素電極１３５ｎ＋１

の電圧は、ｎ＋１番目の画素回路１３０の表示データに対応する表示制御電圧に近づくの
で、電圧の変動による影響はほとんど受けない。
【００１９】
　また、この時刻（ｔ１）に、データ信号線１４４に供給される表示電圧が、ｎ＋１番目
の画素回路１３０に供給される表示電圧へ変化する。そして、後半の水平期間（Ｈ）が終
了する時刻（ｔ２）において、ｎ＋１番目の画素回路１３０へのデータ書込みが終了する
。
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【００２０】
　この時刻（ｔ２）に、ｎ＋１番目のゲート線１４１ｎ＋１の電圧がハイ電圧からロー電
圧に変化する。これに伴い、ｎ＋１番目の画素回路１３０において、画素電極１３５ｎ＋

１とｎ＋１番目のゲート線１４１ｎ＋１との間に存在する寄生容量Ｃｇｐ１により、画素
電極１３５ｎ＋１の電圧が、電圧Ｖ１分低下する。
【００２１】
　この時刻（ｔ２）より１水平期間（Ｈ）後の時刻（ｔ３）に、ｎ番目のゲート線１４１

ｎの電圧がハイ電圧からロー電圧に変化する。これに伴い、画素電極１３５ｎ＋１とｎ番
目のゲート線１４１ｎとの間に存在する寄生容量Ｃｇｐ２により、画素電極１３５ｎ＋１

の電圧が、電圧Ｖ２さらに低下する。
【００２２】
　また、時刻ｔ２においては、ｎ番目の画素回路１３０へのデータ信号の入力等が同様に
開始される。上記のように、いわゆる反転駆動を用いる場合を想定しているので、ｎ番目
とｎ＋１番目との画素回路１３０で入力するデータ信号の符号が異なるが、その他の点に
ついては同様であるので説明を省略する。
【００２３】
　つまり、逆方向に走査される場合においては、各画素回路１３０の画素電極１３５は、
所望の表示電圧より、電圧Ｖ１及び電圧Ｖ２が低下された電圧に維持される。
【００２４】
　以上のように、順方向走査駆動を行う場合と、逆方向走査駆動を行う場合とで、基準電
極１３６に対する画素電極１３５の電圧に差異が生じ、表示品質の低下を招く。
【００２５】
　本発明は、このような課題を鑑みてなされたものであり、順方向走査駆動する場合と、
逆方向走査駆動をする場合とに生じる、画素回路１３０の保持電圧の差異の影響を抑制し
、表示品質が向上される表示装置の提供を、目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　（１）本発明の表示装置は、それぞれ、トランジスタと、前記トランジスタに接続され
た画素電極と、該画素電極に対向して配置された基準電極と、を含み、マトリクス状に配
置された複数の画素回路と、対応する前記複数の画素回路にそれぞれ接続される複数のデ
ータ線と、対応する前記複数の画素回路にそれぞれ接続される複数のゲート線と、それぞ
れ、第１の順序または該第１の順序とは逆の第２の順序で、順に２水平期間以上の水平期
間にハイ電圧となるゲート信号を出力する、該ゲート信号が出力される水平期間に応じた
数の複数のゲート回路と、前記各ゲート回路を制御し、前記複数のゲート線を走査するゲ
ート信号制御回路と、を含み、前記ゲート信号制御回路は、隣接するゲート線においてゲ
ート信号が出力される期間が重複しないように、前記各ゲート回路にゲート信号の出力を
開始させる、ことを特徴とする。
【００２７】
　（２）上記（１）に記載の表示装置において、前記各ゲート回路は、前記複数のゲート
線のうち奇数番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第１のゲート回路と、前記複数
のゲート線のうち偶数番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第２のゲート回路と、
を有し、前記第１のゲート回路が２番目のゲート信号を出力した後に、前記第２のゲート
回路がゲート信号の出力を開始することを特徴とする。
【００２８】
　（３）上記（１）に記載の表示装置において、前記各ゲート回路は、前記複数のゲート
線のうちｋ番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第１のゲート回路と、前記複数の
ゲート線のうちｋ＋１番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第２のゲート回路と、
を有し、前記複数のゲート線のうちｋ＋２番目のゲート線に順にゲート信号を出力する第
３のゲート回路と、を有し、前記第１のゲート回路が２番目のゲート信号を出力した後に
、前記第２のゲート回路がゲート信号の出力を開始するとともに、前記第２のゲート回路
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が２番目のゲート信号を出力した後に、前記第３のゲート回路がゲート信号の出力を開始
することを特徴とする。
【００２９】
　（４）上記（３）に記載の表示装置において、前記第１、２、及び３のゲート回路は、
前記複数の画素回路が配置された画素領域の左右に配置された２のゲート回路により構成
されることを特徴とする。
【００３０】
　（５）上記（１）乃至（４）のいずれかに記載の表示装置において、前記各ゲート回路
には、前記第１の順序または前記第２の順序で順にハイ電圧となる４相のクロック信号が
それぞれ入力される４のクロック信号線が接続され、前記各ゲート回路は、順にゲート信
号を出力する複数の基本回路を含み、前記複数の基本回路のうち、前記各ゲート回路が前
記第１の順序で順にゲート信号を出力する場合において、ｋ番目にゲート信号を出力する
基本回路をｋ番目の基本回路、前記４相のクロック信号のうちｍ番目のクロック信号をｍ
番目のクロック信号、ゲート信号のハイ電圧となる期間を水平期間ｌとすると、前記ｋ番
目の基本回路は、ｋ－１番目の基本回路からの出力に応じて第１のノード（Ｎ１）の電圧
を制御する第１のトランジスタ（Ｔ１）と、前記第１のノード（Ｎ１）がハイ電圧の時に
、第２のノード（Ｎ２）をロー電圧にする第２のトランジスタ（Ｔ４）と、ｍ番目のクロ
ック信号のハイ電圧に応じて、ハイ電圧を出力端子に印加する第３のトランジスタ（Ｔ５
）と、ｋ＋２番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノード（Ｎ１）の電圧を制御
する第４のトランジスタ（Ｔ９）と、ｍ＋２・ｌ番目のクロック信号のハイ電圧に応じて
、前記第２のノード（Ｎ２）をハイ電圧にする第５のトランジスタ（Ｔ３）と、前記第２
のノード（Ｎ２）がハイ電圧の際に、前記出力端子をロー電圧にする第６のトランジスタ
（Ｔ６）と、ｋ－２番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノード（Ｎ１）の電圧
を制御する第７のトランジスタ（Ｔ９Ａ）と、ｋ＋１番目の基本回路からの出力に応じて
前記第１のノード（Ｎ１）の電圧を制御する第８のトランジスタ（Ｔ１Ａ）と、を有する
ことを特徴とする。
【００３１】
　（６）上記（１）乃至（５）のいずれかに記載の表示装置において、前記各ゲート回路
が前記第１の順序で順にゲート信号を出力する場合において、前記第１のトランジスタ（
Ｔ１）は、ｋ－１番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノード（Ｎ１）をハイ電
圧にし、前記第４のトランジスタ（Ｔ９）は、ｋ＋２番目の基本回路からの出力に応じて
前記第１のノード（Ｎ１）をロー電圧にし、前記各ゲート回路が前記第２の順序で順にゲ
ート信号を出力する場合において、前記第８のトランジスタ（Ｔ１Ａ）は、ｋ＋１番目の
基本回路からの出力に応じて前記第１のノード（Ｎ１）をハイ電圧にし、前記第７のトラ
ンジスタ（Ｔ９Ａ）は、ｋ－２番目の基本回路からの出力に応じて前記第１のノード（Ｎ
１）をロー電圧にすることを特徴とする。
【００３２】
　（７）上記（１）乃至（６）のいずれかに記載の表示装置において、前記ｎ番目の基本
回路は、更に、ｍ番目のクロックのハイ電圧に応じて、前記第１のノード（Ｎ１）のハイ
電圧値を更に増加させるブートストラップ回路を有することを特徴とする。
【００３３】
　（８）上記（１）乃至（７）のいずれかに記載の表示装置において、前記ｎ番目の基本
回路は、更に、前記第２のノード（Ｎ２）がロー電圧になるまで、前記第２のノード（Ｎ
２）のハイ電圧を保持する保持容量を有することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施の形態における表示装置の概略を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるゲート回路の配置について説明するための図である
。
【図３】本発明の実施の形態におけるＴＦＴ基板上に形成された画素回路の概略を説明す
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るための図である。
【図４】本発明の実施の形態におけるゲート回路の構成をについて説明するための図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態におけるｎ番目の基本回路の構成の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態におけるゲート回路が順方向に走査する場合のタイミングチ
ャートを示す図である。
【図７】本発明の実施の形態におけるゲート回路が逆方向に走査する場合のタイミングチ
ャートを示す図である。
【図８】本発明の変形例におけるゲート回路の配置の概要を示す図である。
【図９】本発明の変形例におけるゲート回路の構成について説明するための図である。
【図１０】本発明の変形例におけるｎ番目の基本回路の構成の一例を示す図である。
【図１１】本発明の変形例におけるゲート回路が順方向に走査する場合のタイミングチャ
ートを示す図である。
【図１２】本発明の変形例におけるゲート回路が逆方向に走査する場合のタイミングチャ
ートを示す図である。
【図１３】本発明の課題を説明するための図である。
【図１４】本発明の課題を説明するための図である。
【図１５】本発明の課題を説明するための図である。
【図１６】本発明の課題を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る表示装置の概略を示す図である。図１に示すように
、例えば、表示装置１００は、ＴＦＴ等（図示せず）が形成されたＴＦＴ基板１０２と、
当該ＴＦＴ基板１０２に対向し、カラーフィルタ（図示せず）が設けられたフィルタ基板
１０１を有する。また、表示装置１００は、ＴＦＴ基板１０２及びフィルタ基板１０１に
挟まれた領域に封入された液晶材料（図示せず）と、ＴＦＴ基板１０２のフィルタ基板１
０１側と反対側に接して位置するバックライト１０３を有する。
【００３６】
　図２は、本実施の形態におけるゲート回路の配置について説明するための図である。図
２に示すように、例えば、第１のゲート回路２０１、第２のゲート回路２０２は、マトリ
クス状に配置された複数の画素回路を含む表示部２０３の両側にそれぞれ配置される。後
述するように、例えば、表示部２０３の右側に配置された第１のゲート回路２０１は、奇
数番目のゲート線１０５にゲート信号を出力し、表示部２０３の左側に配置された第２の
ゲート回路２０２は、偶数番目のゲート線１０５にゲート信号を出力する。なお、詳細に
ついては後述する。
【００３７】
　図３は、ＴＦＴ基板上に形成された画素回路の概略を説明するための図である。図３に
示すように、ＴＦＴ基板１０２は、図３の横方向に略等間隔に配置した複数のゲート線１
０５と、図３の縦方向に略等間隔に配置した複数のデータ線１０７を有する。また、ゲー
ト線１０５は、対応するゲート回路２０１、２０２に接続され、また、データ線１０７は
、ドライバ１０６に接続される。
【００３８】
　ゲート回路２０１、２０２は、複数のゲート線１０５それぞれに対応する複数の基本回
路（図示せず）を有する。なお、各基本回路は、ドライバ１０６からの制御信号１１５に
応じて、１フレーム期間のうち、対応するゲート走査期間（信号ハイ期間）にはハイ電圧
となり、それ以外の期間（信号ロー期間）にはロー電圧となるゲート信号を、対応するゲ
ート線１０５に出力するが、詳細には後述する。また、図３においては、左側に配置され
た第２のゲート回路２０２のみを示しているが、第１のゲート回路２０１についても同様
である。
【００３９】
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　ゲート線１０５及びデータ線１０７によりマトリクス状に区画された各画素領域１４０
は、それぞれ、ＴＦＴ１０９、画素電極１１０、及び、基準電極１１１を有する。ここで
、ＴＦＴ１０９のゲートは、ゲート線１０５に接続され、ドレインは、データ線１０７に
接続され、ソースは、画素電極１１０に接続される。また、基準電極１１１は、コモン信
号線１０８に接続され、画素電極１１０と基準電極１１１は、互いに対向する。
【００４０】
　次に、上記のように構成された画素回路の動作について説明する。ドライバ１０６は、
コモン信号線１０８を介して、基準電極１１１に、基準電圧を印加する。また、ドライバ
１０６により制御されるゲート回路１０４は、ゲート線１０５を介して、ＴＦＴ１０９の
ゲート電極１３１に、ゲート信号を出力する。更に、ドライバ１０６は、ゲート信号が出
力されたＴＦＴ１０９に、データ線１０７を介して、映像信号の電圧を供給し、当該映像
信号の電圧は、画素電極１１０に印加される。この際、画素電極１１０と基準電極１１１
との間に電位差が生じる。
【００４１】
　そして、ドライバ１０６が画素電極１１０と基準電極１１１との間に生じる電位差を制
御することにより、液晶材料の液晶分子の配向等を制御する。ここで、液晶材料には、バ
ックライト１０３からの光が案内されることから、上記のように液晶分子の配向等を制御
することにより、バックライト１０３からの光の量を調節でき、結果として、画像を表示
することができる。
【００４２】
　図４は、ゲート回路の構成をについて説明するための図である。図４に示すように、各
基本回路４０１は、入力端子ＩＮ１、ＩＮ２、ＩＮ３、ＩＮ４、ＩＮ５、ＩＮ６と、出力
端子ＯＵＴを有する。ドライバ１０６は、当該入力端子ＩＮ１、ＩＮ２に、制御信号１１
５を入力する。
【００４３】
　ここで、制御信号１１５は、例えば、順に並んだゲート線のうち奇数番目のゲート線に
ゲート信号を出力する奇数番目の基本回路４０１に入力する、４相の互いに位相の異なる
基本クロック信号Ｖ１、Ｖ３、Ｖ５、Ｖ７、ロー電圧線ＶＧＬ、補助信号ＶＳＴ、ＶＳＴ

Ａを含む。また、制御信号１１５は、例えば、順に並んだゲート線のうち偶数番目のゲー
ト線にゲート信号を出力する偶数番目の基本回路４０１に入力する、４相の互いに位相の
異なる基本クロック信号Ｖ２、Ｖ４、Ｖ６、Ｖ８、ロー電圧線ＶＧＬ、補助信号ＶＳＴ２

、ＶＳＴ２Ａを含む。なお、奇数番目の基本回路４０１が第１のゲート回路２０１を構成
し、偶数番目の基本回路４０１が第２のゲート回路２０２を構成する。なお、特許請求の
範囲におけるゲート信号制御回路は、例えばドライバ１０６内に含まれる。
【００４４】
　ｎ番目の基本回路４０１－ｎの入力端子ＩＮ１、ＩＮ２には、それぞれ基本クロック信
号Ｖｍ、Ｖｍ＋４を入力する。また、ｎ番目の基本回路４０１－ｎの入力端子ＩＮ３には
、ｎ－２番目の基本回路４０１－（ｎ－２）からのゲート信号Ｇｎ－２を入力し、入力端
子ＩＮ４には、ｎ－４番目の基本回路４０１－（ｎ－４）からのゲート信号Ｇｎ－４を入
力する。また、ｎ番目の基本回路４０１－ｎの入力端子ＩＮ５には、ｎ＋２番目の基本回
路４０１－（ｎ＋２）からのゲート信号Ｇｎ＋２を入力し、入力端子ＩＮ６には、ｎ＋４
番目の基本回路４０１－（ｎ＋４）からのゲート信号Ｇｎ＋４を入力する。なお、ここで
、ｎ番目の基本回路とは、ｎ番目のゲート線１０５にゲート信号を出力する基本回路に相
当する。
【００４５】
　なお、各ゲート回路２０１に含まれる複数の基本回路４０１のうち、１番目の基本回路
４０１（図中一番上に位置する基本回路）の入力端子ＩＮ３及びＩＮ４には、対応するゲ
ート信号がないため、それぞれ補助信号ＶＳＴＡ、ＶＳＴを入力する。また、同様に２番
目の基本回路４０１の入力端子ＩＮ３には、対応するゲート信号がないため、補助信号Ｖ

ＳＴを入力する。また、各ゲート回路に含まれる基本回路のうち、最後の基本回路４０１
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（図中一番下に位置する基本回路）の入力端子ＩＮ５及びＩＮ６には、対応するゲート信
号がないため、それぞれ補助信号ＶＳＴ、ＶＳＴＡを入力する。同様に、最後から２番目
の基本回路４０１の入力端子ＩＮ６には、対応するゲート信号がないため、それぞれ補助
信号ＶＳＴを入力する。なお、偶数番目の基本回路４０１についても、上記と同様である
ので説明を省略する。また、図４においては、４８０本のゲート線１０５及びそれに応じ
た基本回路４０１を示しているが、これに限られずその他の数のゲート線１０５等を有し
てもよいことはいうまでもない。
【００４６】
　次に、ｎ番目の基本回路の構成と動作について説明する。図５は、ｎ番目の基本回路の
構成の一例を示す図である。図６は、ゲート回路が順方向に走査する場合のタイミングチ
ャートを示す図である。なお、図６において、ＶＳＴ、ＶＳＴＡ、Ｖ１、Ｖ３、Ｖ５、Ｖ
７は、第１のゲート回路２０１で使用される信号を示し、ＶＳＴ２、ＶＳＴＡ２、Ｖ２、
Ｖ４、Ｖ６、Ｖ８は、第２のゲート回路２０２で使用される信号を示す。また、Ｎ１、Ｎ
２は、それぞれノードＮ１及びＮ２の電圧を示す。更に、Ｇ１乃至Ｇ６は、それぞれ１乃
至６番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号を示す。なお、各信号の詳細について
は後述する。
【００４７】
　まず、各ゲート回路２０１、２０２が順方向に走査する場合について説明する。期間Ｐ
１には、トランジスタＴ９Ａのゲートに入力されるｎ－４番目の基本回路４０１－（ｎ－
４）のゲート信号Ｇｎ－４がハイ電圧となるので、トランジスタＴ９Ａはオンされる。こ
れにより、低電圧線ＶＧＬの電圧がトランジスタＴ９Ａを介してＮ１に印加され、Ｎ１が
ロー電圧に維持される。
【００４８】
　期間Ｐ２には、トランジスタＴ７及びトランジスタＴ１のゲートに入力されるｎ－２番
目の基本回路４０１－（ｎ－２）のゲート信号Ｇｎ－２がハイ電圧となるので、トランジ
スタＴ７及びトランジスタＴ１がオンされる。これにより、ノードＮ１がハイ電圧となり
、ノードＮ２はロー電圧となる。ノードＮ１がハイ電圧となるので、トランジスタＴ４及
びトランジスタＴ５がオンする。ここで、トランジスタＴ４がオンすることによっても、
Ｎ２がロー電圧となる。また、このとき、トランジスタＴ５のソースまたはドレインに入
力されるクロックＶｍはロー電圧であるので、ゲート信号Ｇｎはロー電圧である。
【００４９】
　期間Ｐ３には、クロックＶｍがオンされる。ここで上述のようにＮ１はハイ電圧である
ので、トランジスタＴ５がオンしている。これにより、ゲート信号ＧｎはクロックＶｍに
よりハイ電圧となり、出力端子ＯＵＴより出力される。このとき、トランジスタＴ５のゲ
ート、及び、ソースまたはドレイン間に接続された昇圧容量Ｃ１の容量カップリングによ
り、ノードＮ１は、更に高電圧となる。
【００５０】
　期間Ｐ４には、トランジスタＴ１Ａのゲート及びソース／ドレインに入力されるｎ＋２
番目の基本回路４０１－（ｎ＋２）のゲート信号Ｇｎ＋２がハイ電圧となるので、トラン
ジスタＴ１Ａ及びトランジスタＴ７Ａがオンされる。これにより、Ｎ２がロー電圧に維持
されるとともに、ノードＮ１がハイ電圧に維持される。
【００５１】
　期間Ｐ５には、トランジスタＴ９に入力されるｎ＋４番目の基本回路４０１－（ｎ＋４
）のゲート信号Ｇｎ＋４がハイ電圧となるので、トランジスタＴ９がオンし、ノードＮ１
がロー電圧となる。また、クロックＶｍ＋４がオンするので、クロックＶｍ＋４が入力さ
れるトランジスタＴ３がオンし、ノードＮ２がハイ電圧となる。ノードＮ２がハイ電圧に
なると、トランジスタＴ６がオンし、ゲート信号Ｇｎは、ロー電圧に維持される。また、
その後ノードＮ２のハイ電圧は、ロー電圧線ＶＧＬ及びノードＮ２の間に接続された容量
Ｃ３により、ハイ電圧に維持される。
【００５２】
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　次に、図７を用いて、逆方向に走査される場合のゲート回路２０１、２０２の動作につ
いて説明する。なお、図６と同様に、図７において、ＶＳＴ、ＶＳＴＡ、Ｖ１、Ｖ３、Ｖ
５、Ｖ７は、第１のゲート回路２０１で使用される信号を示し、ＶＳＴ２、ＶＳＴＡ２、
Ｖ２、Ｖ４、Ｖ６、Ｖ８は、第２のゲート回路２０２で使用される信号を示す。また、図
７においてＮ１、Ｎ２は、それぞれノードＮ１及びＮ２の電圧を示す。また、図７におい
て横方向の１目盛は、表示電圧の書き込み期間に相当する１水平期間を示す。
【００５３】
　期間Ｐ１には、ｎ＋４番目の基本回路４０１－（ｎ＋４）のゲート信号Ｇｎ＋４がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ９がオンし、ノードＮ１はロー電圧を維持する。
【００５４】
　期間Ｐ２には、ｎ＋２番目の基本回路４０１－（ｎ＋２）のゲート信号Ｇｎ＋２がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ１Ａ及びトランジスタＴ７Ａがオンする。これにより、
ノードＮ１がハイ電圧となる。ノードＮ１がハイ電圧となるので、トランジスタＴ４がオ
ンする。これにより、ノードＮ２がロー電圧となる。また、トランジスタＴ７Ａがオンす
るので、Ｎ２は、ロー電圧を維持する。
【００５５】
　期間Ｐ３には、クロックＶｍがオンされる。ここで上述のようにＮ１はハイ電圧である
ので、トランジスタＴ５がオンしている。これにより、ゲート信号ＧｎはクロックＶｍに
よりハイ電圧となり、出力端子より出力される。このとき、昇圧容量Ｃ１の容量カップリ
ングにより、ノードＮ１は、更に高電圧となる。
【００５６】
　期間Ｐ４には、ｎ－２番目の基本回路４０１－（ｎ－２）のゲート信号Ｇｎ－２がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ１及びトランジスタＴ７Ａがオンされる。これにより、
Ｎ２がロー電圧に維持されるとともに、ノードＮ１がハイ電圧に維持される。
【００５７】
　期間Ｐ５には、ｎ－４番目の基本回路４０１－（ｎ－４）のゲート信号Ｇｎ－４がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ９Ａがオンし、ノードＮ１がロー電圧となる。また、ク
ロックＶｍ＋４がオンするので、トランジスタＴ３がオンし、ノードＮ２がハイ電圧とな
る。ノードＮ２がハイ電圧になると、トランジスタＴ６がオンし、ゲート信号Ｇｎは、ロ
ー電圧に維持される。また、その後ノードＮ２のハイ電圧は、容量Ｃ３により、ハイ電圧
に維持される。
【００５８】
　なお、各ゲート回路２０１、２０２に含まれる基本回路４０１のうちのダミー回路（各
ゲート回路２０１、２０２に含まれる上または下から１段目と２段目の基本回路４０１）
については、ｎ－４番目、ｎ－２番目、ｎ＋２番目、またはｎ＋４番目の基本回路４０１
からのゲート信号の出力が存在しない場合には、上述のように補助信号ＶＳＴ等が入力さ
れる。また、特許請求の範囲におけるｋ－２番目の基本回路がｎ－４番目の基本回路４０
１に相当し、ｋ－１番目の基本回路がｎ－２番目の基本回路４０１に相当し、ｋ＋１番目
の基本回路がｎ＋２番目の基本回路４０１に相当し、ｋ＋２番目の基本回路がｎ＋４番目
の基本回路４０１に相当する。
【００５９】
　次に、表示部２０３の両側に配置された各ゲート回路２０１、２０２から出力されるゲ
ート信号の出力タイミングについて説明する。
【００６０】
　上述のように、順方向に走査する場合、第１のゲート回路２０１は、順にゲート信号Ｇ
１、Ｇ３、Ｇ５・・・を１、３、５・・・番目のゲート線１０５に出力する。一方、第２
のゲート回路２０２は、順にゲート信号Ｇ２、Ｇ４、Ｇ６・・・を２、４、６・・・番目
のゲート線１０５に出力する。
【００６１】
　ここで、本実施の形態においては、隣接するゲート線１０５において、ゲート信号を出
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力するタイミングが連続しないように、一方のゲート回路２０１、２０２の出力タイミン
グを、他方のゲート回路２０１、２０２のゲート信号の出力タイミングに対してずらす。
言い換えれば、あるゲート線１０５にゲート信号（ハイ電圧）が出力されている場合に、
当該ゲート線１０５に隣接するゲート線１０５には、ゲート信号が出力されない、つまり
、隣接するゲート線１０５がロー電圧となるように、一方のゲート回路２０１、２０２の
出力タイミングを、他方のゲート回路２０１、２０２のゲート信号の出力タイミングに対
してずらす。
【００６２】
　具体的には、例えば、順方向に走査する場合には、図６に示すように、第１のゲート回
路２０１が３番目のゲート信号（５番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号に相当
）の出力を開始した時点から１水平期間後に、第２のゲート回路２０２が最初のゲート信
号（２番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号に相当）を開始する。なお、上記の
ようにあるゲート線１０５がハイ電圧になるタイミングが、当該ゲート線１０５に隣接す
るゲート線１０５で連続しなければよいので、これに限られず、例えば、第１のゲート回
路２０１が４番目のゲート信号（７番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号に相当
）の出力を開始した時点から１水平期間後に、第２のゲート回路２０２が最初のゲート信
号（２番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号に相当）を開始する等であってもよ
い。
【００６３】
　なお、このとき、対応するゲート信号がハイ電圧になる期間にあわせて、ドライバ内の
ＲＡＭ等を用いて、対応するデータ信号の順序を入れ替えて出力させる。つまり、図６の
例で説明すると、例えば、２番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号に対応する２
番目のデータ信号は、１番目のゲート信号が出力された後の１Ｈ期間内ではなく、５番目
のゲート線１０５に出力されるゲート信号が出力された後の１Ｈ期間内に出力させる等で
ある。
【００６４】
　また、逆方向に走査する場合についても同様に、図７に示すように、隣接するゲート線
１０５において、ゲート信号を出力するタイミングが連続しないように、一方のゲート回
路２０１、２０２の出力タイミングを、他方のゲート回路２０１、２０２のゲート信号の
出力タイミングに対してずらす。なお、この場合、逆方向から走査する以外、つまり、再
下段のゲート線１０５に対応するゲート信号から出力を開始する以外は、上記順方向に走
査する場合と同様であるので詳細については説明を省略する。
【００６５】
　上記のように、本実施の形態においては、隣接するゲート線１０５において、ゲート信
号を出力するタイミングが連続しないように、一方のゲート回路２０１、２０２の出力タ
イミングを、他方のゲート回路２０１、２０２のゲート信号の出力タイミングに対してず
らす。具体的には、例えば、順方向に走査する場合であれば、スタートパルスに相当する
ＶＳＴまたはＶＳＴ２のハイ電圧をＧｎ－２に入力されればＮ１がオンとなり、走査を開
始させることができることから、当該ＶＳＴまたはＶＳＴ２のハイ電圧を制御することで
、隣接するゲート線１０５で連続しないように、右側と左側のゲート信号回路の出力タイ
ミングをずらすことができる。
【００６６】
　これにより、ゲート信号（ハイ電圧）が出力される期間が隣接するゲート線１０５で一
致しないので、隣接するゲート線１０５の電位がハイ電圧からロー電圧へ変化する際の画
素電位の変動を抑制することができる。
【００６７】
　具体的には、本実施の形態によれば図１５及び図１６の例を用いて説明した１の画素回
路１３０に含まれるゲート電極１３１と画素電極１１０との間に存在する寄生容量Ｃｇｐ

１により、画素電極１１０の電位は、電圧Ｖ１分低下するが、特に逆方向動作における当
該１の画素回路１３０に隣接する画素回路１３０のゲート電極１３１と画素電極１３５と
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の間に存在する寄生容量Ｃｇｐ２による電圧Ｖ２の低下を効果的に抑制することができる
。結果として、双方向に走査可能なゲート回路を備えたより高画質の表示装置を実現する
ことができる。特に、例えば、ＩＰＳ－Ｌｉｔｅ方式が採用される表示装置においては、
低誘電率の有機保護膜を用いない構造であることから、Ｃｇｐ１及びＣｇｐ２が大きいた
め、本実施の形態による効果が大きい。
【００６８】
　なお、本実施の形態においても、例えば、図６及び図７の２番目のゲート線１０５と５
番目のゲート線１０５のように、ハイ電圧となる期間が重なるゲート線１０５も存在する
が、この場合のゲート電極１３１と画素電極１１０との間に存在する寄生容量は、２番目
と５番目の画素回路間の距離が隣接する画素回路間の距離と比べて非常に大きいことから
、隣接する画素回路間における寄生容量と比べ、非常に小さい。よって、これに伴う画素
電極１１０の電圧の低下は、非常に小さく影響はほとんどない。
【００６９】
[変形例]
　次に、本発明の変形例について説明する。本変形例では、主に、３水平期間のオーバー
ラップ駆動を行う点、それに伴い、３のゲート回路を有する点、当該３のゲート回路のそ
れぞれを左右に分割して配置する点が、上記実施の形態と異なる。なお、下記において、
上記実施の形態と同様である点については説明を省略する。
【００７０】
　図８は、本変形例におけるゲート回路の配置の概要を示す図である。本変形例における
表示装置８００は、上記実施の形態と同様に、表示部２０３、ドライバ１０６、ゲート回
路８０１、８０２、８０３を有する。しかしながら、本変形例におけるゲート回路８０１
、８０２、８０３は、例えば、順方向に走査される場合には、第１のゲート回路８０１が
ｋ番目のゲート線１０５にゲート信号を出力し、第２のゲート回路８０２が、ｋ＋１番目
のゲート線１０５にゲート信号を出力し、第３のゲート回路８０３がｋ＋２番目のゲート
線１０５にゲート信号を出力する。なお、ここで、ｋは自然数である。また、例えば、左
右に分割して配置する第１乃至第３の各ゲート回路８０１、８０２、８０３は、左または
右の一方のゲート回路８０１、８０２、８０３が１番目のゲート信号を出力した後、他方
のゲート回路８０１、８０２、８０３が２番目のゲート信号を出力する。なお、逆方向に
走査される場合には、逆の順序でゲート信号が出力される他は上記と同様であるので説明
を省略する。
【００７１】
　具体的には、例えば、順方向に走査する場合、第１のゲート回路８０１は、１、４、７
・・・番目のゲート線１０５に順にゲート信号を出力し、第２のゲート回路８０２は、２
、５、８・・・番目のゲート線１０５に順にゲート信号を出力し、第３のゲート回路８０
３は、３、６、９・・・番目のゲート線１０５に順にゲート信号を出力する。また、例え
ば、第１のゲート回路８０１のうち、右側に配置された第１のゲート回路８０１は、１番
目のゲート線１０５にゲート信号を出力した後、左側に配置された第１のゲート回路８０
１が、４番目のゲート線１０５にゲート信号を出力する等である。
【００７２】
　図９は、ゲート回路の構成について説明するための図である。上記実施の形態と同様に
、各基本回路９０１は、入力端子ＩＮ１、ＩＮ２、ＩＮ３、ＩＮ４、ＩＮ５、ＩＮ６と、
出力端子ＯＵＴを有する。ドライバ１０６は、当該入力端子ＩＮ１、ＩＮ２に、制御信号
１１５を入力する。
【００７３】
　ここで、制御信号１１５は、第１のゲート回路８０１に入力される４相の互いに位相の
異なる基本クロック信号Ｖ１、Ｖ４、Ｖ７、Ｖ１０、ロー電圧線ＶＧＬ、補助信号ＶＳＴ

、ＶＳＴＡを含む。また、制御信号１１５は、第２のゲート回路８０２に入力される４相
の互いに位相の異なる基本クロック信号Ｖ２、Ｖ５、Ｖ８、Ｖ１１、ロー電圧線ＶＧＬ、
補助信号ＶＳＴ２、ＶＳＴＡ２を含む。また、制御信号１１５は、例えば、第３のゲート
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回路８０２に入力される４相の互いに位相の異なる基本クロック信号Ｖ３、Ｖ６、Ｖ９、
Ｖ１２、ロー電圧線ＶＧＬ、補助信号ＶＳＴ３、ＶＳＴ３Ａを含む。
【００７４】
　ｎ番目の基本回路９０１－ｎの入力端子ＩＮ１、ＩＮ２には、それぞれ基本クロック信
号Ｖｍ、Ｖｍ＋６を入力する。また、ｎ番目の基本回路９０１－ｎの入力端子ＩＮ３には
、ｎ－３番目の基本回路９０１－（ｎ－３）からのゲート信号Ｇｎ－３を入力し、入力端
子ＩＮ４には、ｎ－６番目の基本回路９０１－（ｎ－６）からのゲート信号Ｇｎ－６を入
力する。また、ｎ番目の基本回路９０１－ｎの入力端子ＩＮ５には、ｎ＋６番目の基本回
路９０１－（ｎ＋３）からのゲート信号Ｇｎ＋３を入力し、入力端子ＩＮ６には、ｎ＋３
番目の基本回路９０１－（ｎ＋６）からのゲート信号Ｇｎ＋６を入力する。なお、ここで
、ｎ番目の基本回路とは、ｎ番目のゲート線１０５にゲート信号を出力する基本回路９０
１に相当する。
【００７５】
　なお、第１のゲート回路８０１に含まれる複数の基本回路９０１のうち、１番目の基本
回路９０１（図中一番上に位置する基本回路９０１）の入力端子ＩＮ３及びＩＮ４には、
対応するゲート信号がないため、それぞれ補助信号ＶＳＴＡ、ＶＳＴを入力する。また、
同様に２番目の基本回路９０１の入力端子ＩＮ３には、対応するゲート信号がないため、
補助信号ＶＳＴＡを入力する。また、各ゲート回路８０１、８０２、８０３に含まれる基
本回路のうち、最後の基本回路９０１（図中一番下に位置する基本回路）の入力端子ＩＮ
５及びＩＮ６には、対応するゲート信号がないため、それぞれ補助信号ＶＳＴＡ、ＶＳＴ

を入力する。同様に、最後から２番目の基本回路９０１の入力端子ＩＮ６には、対応する
ゲート信号がないため、それぞれ補助信号ＶＳＴを入力する。なお、第２のゲート回路８
０２及び第３のゲート回路８０３についても、上記と同様であるので説明を省略する。ま
た、図９においてはこれらの基本回路９０１を上記の意味でダミー回路として示した。
【００７６】
　次に、図１０及び図１１を用いて、ｎ番目のゲート線１０５にゲート信号を出力するｎ
番目の基本回路の構成と動作について説明する。図１０は、ｎ番目の基本回路の構成の一
例を示す。図１１は、ゲート回路８０１、８０２、８０３が順方向に走査する場合のタイ
ミングチャートを示す図である。また、図１１において、ＶＳＴ、ＶＳＴＡ、Ｖ１、Ｖ４
、Ｖ７、Ｖ１０は、第１のゲート回路８０１で使用される信号を示し、ＶＳＴ２、ＶＳＴ
Ａ２、Ｖ２、Ｖ５、Ｖ８、Ｖ１１は、第２のゲート回路８０２で使用される信号を示し、
ＶＳＴ３、ＶＳＴＡ３、Ｖ３、Ｖ６、Ｖ９、Ｖ１２は、第３のゲート回路８０３で使用さ
れる信号を示す。また、Ｎ１、Ｎ２は、それぞれノードＮ１及びＮ２の電圧を示す。更に
、Ｇ１乃至Ｇ６は、それぞれ１乃至６番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号を示
す。また、図１１における１目盛は、１水平期間に相当する。なお、各信号の詳細につい
ては後述する。
【００７７】
　まず、各ゲート回路８０１、８０２、８０３が順方向に走査する場合について説明する
。期間Ｐ１には、ｎ－６番目の基本回路９０１－（ｎ－６）のゲート信号Ｇｎ－６がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ９Ａはオンされる。これにより、ノードＮ１がロー電圧
に維持される。
【００７８】
　期間Ｐ２には、ｎ－３番目の基本回路９０１－（ｎ－３）のゲート信号Ｇｎ－３がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ７及びトランジスタＴ１がオンされる。これにより、Ｎ
１がハイ電圧となる。ノードＮ１がハイ電圧となるので、トランジスタＴ４及びトランジ
スタＴ５がオンする。これにより、ノードＮ２がロー電圧となる。このとき、クロックＶ
ｍはロー電圧であるので、ゲート信号Ｇｎはロー電圧である。
【００７９】
　期間Ｐ３には、クロックＶｍがオンされる。ここで上述のようにＮ１はハイ電圧である
ので、トランジスタＴ５がオンしている。これにより、ゲート信号ＧｎはクロックＶｍに
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よりハイ電圧となり、出力端子より出力される。このとき、昇圧容量Ｃ１の容量カップリ
ングにより、ノードＮ１は、更に高電圧となる。
【００８０】
　期間Ｐ４には、ｎ＋３番目の基本回路９０１－（ｎ＋３）のゲート信号Ｇｎ＋３がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ１Ａ及びトランジスタＴ７Ａがオンされる。これにより
、ノードＮ２がロー電圧に維持されるとともに、ノードＮ１がハイ電圧に維持される。
【００８１】
　期間Ｐ５には、ｎ＋６番目の基本回路９０１－（ｎ＋６）のゲート信号Ｇｎ＋６がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ９がオンし、ノードＮ１がロー電圧となる。また、クロ
ックＶｍ＋６がオンするので、トランジスタＴ３がオンし、ノードＮ２がハイ電圧となる
。Ｎ２がハイ電圧になると、トランジスタＴ６がオンし、ゲート信号Ｇｎは、ロー電圧に
維持される。また、その後ノードＮ２のハイ電圧は、容量Ｃ３により、ハイ電圧に維持さ
れる。
【００８２】
　次に、図１２を用いて、逆方向に走査される場合の基本回路の動作について説明する。
なお、図１２においても図１１と同様に、ＶＳＴ、ＶＳＴＡ、Ｖ１、Ｖ４、Ｖ７、Ｖ１０
は、第１のゲート回路８０１で使用される信号を示し、ＶＳＴ２、ＶＳＴＡ２、Ｖ２、Ｖ
５、Ｖ８、Ｖ１１は、第２のゲート回路８０２で使用される信号を示し、ＶＳＴ３、ＶＳ
ＴＡ３、Ｖ３、Ｖ６、Ｖ９、Ｖ１２は、第３のゲート回路８０３で使用される信号を示す
。また、Ｎ１、Ｎ２は、それぞれノードＮ１及びＮ２の電圧を示す。また、同様に図１２
における１目盛は１水平期間に相当する。なお、各信号の詳細については後述する。
【００８３】
　期間Ｐ１には、ｎ＋６番目の基本回路９０１－（ｎ＋６）のゲート信号Ｇｎ＋６がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ９がオンし、ノードＮ１はロー電圧を維持する。
【００８４】
　期間Ｐ２には、ｎ＋３番目の基本回路９０１－（ｎ＋３）のゲート信号Ｇｎ＋３がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ１Ａ及びトランジスタＴ７Ａがオンする。これにより、
Ｎ１がハイ電圧となる。ノードＮ１がハイ電圧となるので、Ｔ４がオンする。これにより
、Ｎ２がロー電圧となる。また、トランジスタＴ７Ａがオンするので、ノードＮ２は、ロ
ー電圧を維持する。
【００８５】
　期間Ｐ３には、クロックＶｍがオンされる。ここで上述のようにＮ１はハイ電圧である
ので、トランジスタＴ５がオンしている。これにより、ゲート信号ＧｎはクロックＶｍに
よりハイ電圧となり、出力端子より出力される。このとき、昇圧容量Ｃ１の容量カップリ
ングにより、ノードＮ１は、更に高電圧となる。
【００８６】
　期間Ｐ４には、ｎ－３番目の基本回路９０１－（ｎ－３）のゲート信号Ｇｎ－３がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ１及びトランジスタＴ７Ａがオンされる。これにより、
ノードＮ２がロー電圧に維持されるとともに、ノードＮ１がハイ電圧に維持される。
【００８７】
　期間Ｐ５には、ｎ－６番目の基本回路９０１－（ｎ－６）のゲート信号Ｇｎ－６がハイ
電圧となるので、トランジスタＴ９Ａがオンし、ノードＮ１がロー電圧となる。また、ク
ロックＶｍ＋６がオンするので、トランジスタＴ３がオンし、ノードＮ２がハイ電圧とな
る。Ｎ２がハイ電圧になると、トランジスタＴ６がオンし、ゲート信号Ｇｎは、ロー電圧
に維持される。また、その後ノードＮ２のハイ電圧は、容量Ｃ３により、ハイ電圧に維持
される。
【００８８】
　なお、各ゲート回路８０１、８０２、８０３に含まれる基本回路のうちのダミー回路（
各ゲート回路８０１、８０２、８０３に含まれる１段目と２段目の基本回路の回路に相当
）については、ｎ－６番目、ｎ－３番目、ｎ＋３番目、またはｎ＋６番目の基本回路から
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のゲート信号の出力がない場合には、上述のように補助信号ＶＳＴ等が入力される。また
、特許請求の範囲におけるｋ－２番目の基本回路がｎ－６番目の基本回路４０１に相当し
、ｋ－１番目の基本回路がｎ－３番目の基本回路４０１に相当し、ｋ＋１番目の基本回路
がｎ＋３番目の基本回路４０１に相当し、ｋ＋２番目の基本回路がｎ＋６番目の基本回路
４０１に相当する。
【００８９】
　次に、表示部２０３の両側に配置された各ゲート回路８０１乃至８０３から出力される
ゲート信号の出力タイミングについて説明する。
【００９０】
　上述のように、順方向に走査する場合、第１のゲート回路８０１は、順にゲート信号Ｇ
１、Ｇ４、Ｇ７・・・を１、４、９・・・番目のゲート線１０５に出力する。第２のゲー
ト回路８０２は、順にゲート信号Ｇ２、Ｇ５、Ｇ８・・・を２、５、８・・・番目のゲー
ト線１０５に出力する。第３のゲート回路８０３は、順にゲート信号Ｇ３、Ｇ６、Ｇ９・
・・を３、６、９・・・番目のゲート線１０５に出力する。
【００９１】
　ここで、隣接するゲート線１０５において、ゲート信号を出力するタイミングが連続し
ないように、各ゲート回路８０１、８０２、８０３のゲート信号の出力タイミングを調整
する。言い換えれば、あるゲート線１０５にゲート信号（ハイ電圧）が出力されている場
合に、当該ゲート線１０５に隣接するゲート線１０５には、ゲート信号が出力されない、
つまり、ロー電圧となるように、各ゲート回路８０１、８０２、８０３のゲート信号の出
力タイミングを調整する。
【００９２】
　具体的には、例えば、図１１に示すように、順方向に走査する場合には、第１のゲート
回路８０１が３番目のゲート信号（７番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号に相
当）の出力を開始した時点から１水平期間後に、第２のゲート回路８０２が最初のゲート
信号（２番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号に相当）を開始し、第２のゲート
回路８０２が３番目のゲート信号（８番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号に相
当）の出力を開始した時点から１水平期間後に、第３のゲート回路８０３が最初のゲート
信号（３番目のゲート線１０５に出力されるゲート信号に相当）を開始する。
【００９３】
　なお、上記のようにあるゲート線１０５がハイ電圧になるタイミングが、当該ゲート線
１０５に隣接するゲート線１０５で連続しなければよいので、これに限られず、例えば、
第１のゲート回路８０１が４番目のゲート信号の出力を開始した時点から１水平期間後に
、第２のゲート回路８０２が最初のゲート信号を開始する等であってもよいことはいうま
でもない。
【００９４】
　なお、このとき、対応するゲート信号がハイ電圧になる期間にあわせて、ドライバ内の
ＲＡＭ等を用いて、対応するデータ信号の順序を入れ替えて出力させる。つまり、図１１
の例で説明すると、例えば、２番目のゲート信号に対応するデータ信号は、７番目のゲー
ト信号が出力された後の１Ｈ期間内に出力される等である。
【００９５】
　また、逆方向に走査する場合についても同様に、図１２に示すように、ゲート線１０５
がハイになるタイミングが、隣接するゲート線１０５で連続しないように、各ゲート回路
８０１、８０２、８０３がゲート信号の出力を開始するタイミングを調整する。なお、こ
の場合、逆方向から走査する以外は、上記順方向の場合と同様であるので詳細については
説明を省略する。
【００９６】
　上記のように本変形例によれば、上記実施の形態と同様にゲート信号（ハイ電圧）が出
力される期間が隣接するゲート線１０５で一致しないので、隣接するゲート線１０５の電
位がハイ電圧からロー電圧へ変化する際の画素電位の変動を抑制することができる。
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　また、第１乃至第３の各ゲート回路８０１、８０２、８０３は、表示領域の両側に分割
して構成されていることから、ＴＦＴ基板において表示領域の両側における面積を同様に
することができる。この場合、当該表示装置８００が例えば携帯端末等に実装される場合
等において好適である。
【００９８】
　なお、本発明は、上記実施の形態または変形例に限定されるものではなく、種々の変形
が可能であり、上記実施の形態または変形例で示した構成と実質的に同一の構成、同一の
作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えることがで
きる。
【００９９】
　例えば、上記においては、２水平期間または３水平期間オーバーラップ駆動される場合
について説明したが、その他の数の水平期間、例えば、４水平期間、５水平期間等、オー
バーラップ駆動される場合に用いてもよい。この場合、ｌ水平期間オーバーラップ駆動さ
れる場合、各基本回路においては、ｍ＋２・ｌ番目のクロック信号のハイ電圧に応じてＮ
２がハイ電圧となる。なお、ここで、ｌは２以上の自然数とする。また、変形例１におい
ては、各ゲート回路８０１、８０２、８０３を表示部２０３の左右に分割して配置する構
成について説明したが、その他の配置であってもよい。例えば、分割せずに左または右の
一方に各ゲート回路８０１、８０２、８０３を配置する等であってもよい。
【０１００】
　また、上記実施の形態または変形例において、いわゆる２ドット反転駆動を行ってもよ
い。この場合、ある画素回路における画素電極の、隣接する画素回路の画素電極の電位の
変化に伴う影響は、相殺される。よって、より高画質な表示装置を実現することができる
。
【０１０１】
　なお、本発明の表示装置は、ＩＰＳ方式の他、ＶＡ（Vertically Aligned）方式やＴＮ
（Twisted Nematic）方式の液晶表示装置であってもよいし、有機ＥＬ表示装置等であっ
てもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
　１００　表示装置、１０１　フィルタ基板、１０２　ＴＦＴ基板、１０３　バックライ
ト、１０５　ゲート線、１０６　ドライバ、１０７　データ線、１１０　画素電極、１１
１　基準電極、２０１、２０２、８０１、８０２、８０３　ゲート回路、４０１、９０１
　基本回路、ＩＮ１、ＩＮ２、ＩＮ３、ＩＮ４、ＩＮ５、ＩＮ６　入力端子、ＯＵＴ　出
力端子、Ｎ１、Ｎ２　ノード、Ｔ１、Ｔ１Ａ、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５、Ｔ６、Ｔ７、Ｔ
７Ａ、Ｔ９、Ｔ９Ａ　トランジスタ。
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