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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のステージが従属的に接続されたシフトレジスタを備え、
　前記ステージは、
　第１入力信号が印加される第１ノードの信号に応答して第１クロック信号をゲート信号
として出力するプルアップ部と、
　第２入力信号が印加されると前記ゲート信号をオフ電圧に放電させるプルダウン部と、
　前記第２入力信号に応答して前記第１ノードの信号を前記オフ電圧に放電させる放電部
と、
　前記第１クロック信号のＲＣ時定数を増加させ、前記第１クロック信号の遅延信号を出
力する信号遅延回路を含むホールディング部と、を含み、
　前記ホールディング部は、前記第１クロック信号の遅延信号に応答して前記第１ノード
の信号を、オフ電圧に放電された前記ゲート信号に維持させ、
　前記信号遅延回路は、前記第１クロック信号を遅延させる第１トランジスタ及び第２ト
ランジスタを含み、前記第２トランジスタは、ドレーン電極とゲート電極との間に第１キ
ャパシタを、ゲート電極とソース電極との間に第２キャパシタをそれぞれ含み、
　前記第１及び第２トランジスタのドレーン電極及び前記第１トランジスタのゲート電極
に前記第１クロック信号が印加され、前記第１トランジスタのソース電極は、前記第２ト
ランジスタのゲート電極に接続され、前記第２トランジスタのソース電極は、前記ホール
ディング部に前記第１クロック信号の遅延信号を提供することを特徴とするゲート駆動回
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路。
【請求項２】
　前記ホールディング部は、前記第１クロック信号の遅延信号が印加されるゲート電極、
前記第１ノードに接続されるドレーン電極、及びゲート線に接続されるソース電極を有す
る第３トランジスタを含むことを特徴とする請求項１に記載のゲート駆動回路。
【請求項３】
　前記第３トランジスタは、移動度が２～１０ｃｍ２／Ｖｓであることを特徴とする請求
項２に記載のゲート駆動回路。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲート駆動回路に関し、より詳細には、駆動マージンが向上して長時間使用
でも信頼性が維持されるゲート駆動回路に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現代社会の高度の情報化につれ表示装置は、大型化及び薄型化に対する市場の要求に直
面しており、従来のＣＲＴ装置ではこのような要求を充分に満足させることができないた
め、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）装置、ＰＡＬＣ（Ｐｌａｓｍ
ａ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ）装
置、液晶表示（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＬＣＤ）装置、ＯＬＥ
Ｄ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置などで代表され
るフラットパネル表示装置に対する需要が爆発的に増えている。特に、液晶表示装置は、
画質が鮮明で軽量化、薄型化が可能であり、各種電子機器に広く使用されている。
【０００３】
　一般的に液晶表示装置は、薄膜トランジスタが配列された下部表示板、これに対向する
上部表示板及び両表示板の間に介在する液晶層で構成され、液晶層に印加される電界の強
度を調節して画像を表示する装置である。このような表示装置は表示パネルを駆動するゲ
ート駆動部とデータ駆動部を含む。
【０００４】
　表示装置は、表示パネルを駆動するゲート駆動部にゲート駆動ＩＣ（ｉｎｔｅｇｒａｔ
ｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）を含み、ゲート駆動ＩＣはＴＣＰ（ｔａｐｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　
ｐａｃｋａｇｅ）又はＣＯＧ（ｃｈｉｐ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｇｌａｓｓ）などの方法で実装
されてきた。しかし、製造原価又は製品のサイズ、設計の側面で有利な他の方法が摸索さ
れている。例えば、ゲート駆動ＩＣを採択せず、非晶質－シリコーン薄膜トランジスタ（
ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、以
下「ａ－Ｓｉ　ＴＦＴ」という）を利用してゲート信号を発生させるゲート駆動部を表示
パネルのガラス基板に実装している。
【０００５】
　このようにゲート駆動部を表示パネルに直接実装することによって表示パネルの空間利
用上の問題をもたらし得るため、ゲート駆動部を更に小さく形成しても駆動能力が維持さ
れ、且つ長時間使用にも耐え得る信頼性を確保しなければならない問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国特許公開第２００６－００３６２４４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、駆動マ
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ージンが向上して長時間使用でも信頼性が維持されるゲート駆動回路を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一特徴によるゲート駆動回路は、複数のス
テージが従属的に接続されたシフトレジスタを備え、前記ステージは、第１入力信号が印
加される第１ノードの信号に応答して第１クロック信号をゲート信号として出力するプル
アップ部と、第２入力信号が印加されると前記ゲート信号をオフ電圧に放電させるプルダ
ウン部と、前記第２入力信号に応答して前記第１ノードの信号を前記オフ電圧に放電させ
る放電部と、前記第１クロック信号のＲＣ時定数を増加させ、前記第１クロック信号の遅
延信号を出力する信号遅延回路を含むホールディング部と、を含み、前記ホールディング
部は、前記第１クロック信号の遅延信号に応答して前記第１ノードの信号を、オフ電圧に
放電された前記ゲート信号に維持させる。
　前記第１クロック信号は、キャパシタを通過して前記ホールディング部に提供すること
ができる。
　前記キャパシタは、薄膜トランジスタの寄生キャパシタであり得る。
　前記信号遅延回路は、前記第１クロック信号を遅延させる第１トランジスタ及び第２ト
ランジスタを含み、前記第１及び第２トランジスタのドレーン電極及び前記第１トランジ
スタのゲート電極に前記第１クロック信号が印加され、前記第１トランジスタのソース電
極は、前記第２トランジスタのゲート電極に接続され、前記第２トランジスタのソース電
極は、前記ホールディング部に前記第１クロック信号の遅延信号を提供することができる
。
　前記第２トランジスタのドレーン電極と前記第２トランジスタのゲート電極との間に第
１キャパシタを更に含み得る。
　前記第２トランジスタのゲート電極と前記第２トランジスタのソース電極との間に第２
キャパシタを更に含み得る。
　前記ホールディング部は、前記第１クロック信号の遅延信号が印加されるゲート電極、
前記第１ノードに接続されるドレーン電極、及びゲート線に接続されるソース電極を有す
る第３トランジスタを含み得る。
　前記第３トランジスタは、移動度が２～１０ｃｍ２／Ｖｓであり得る。
　その他の実施形態による具体的な特徴は詳細な説明及び図面に含まれている。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のゲート駆動回路によれば、駆動マージンが向上して長時間使用でも信頼性が維
持され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による表示装置のブロック図である。
【図２】図１に示す一画素の等価回路図である。
【図３】図１に示すゲート駆動部を説明するための例示的なブロック図である。
【図４】図３に示す第ｊステージの例示的な回路図である。
【図５】図３に示す第ｊステージに含まれる信号遅延回路の例示的な回路図である。
【図６】図３に示す第ｊステージの動作を説明するための信号図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の利点、特徴、及びそれらを達成する方法は、図面と共に詳細に後述する実施形
態を参照すれば明確になるであろう。しかし、本発明は、以下で開示する実施形態に限定
されるものではなく、異なる多様な形態で具現することが可能である。本実施形態は、単
に本発明の開示が完全になるように、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に
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対して発明の範疇を完全に知らしめるために提供されるものである。なお、明細書全体に
かけて、同一の参照符号は同一の構成要素を指すものとする。
【００１２】
　以下、本発明のゲート駆動回路を実施するための形態を、ゲート駆動回路を含む表示装
置と共に、図１～図６を参照しながら説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施形態による表示装置のブロック図である。図２は、図１に示す
一画素の等価回路図である。図３は、図１に示すゲート駆動部を説明するための例示的な
ブロック図である。図４は、図３に示す第ｊステージの例示的な回路図である。図５は、
図３に示す第ｊステージに含まれる信号遅延回路の例示的な回路図である。図６は、図３
に示す第ｊステージの動作を説明するための信号図である。
【００１４】
　先ず図１を参照すると、本発明の一実施形態による表示装置１は、表示パネル３００、
信号提供部１００、ゲート駆動部４００、及びデータ駆動部２００を含む。信号提供部１
００は、タイミングコントローラ１１０とクロック生成部１２０を含む。
【００１５】
　表示パネル３００は、画像が表示される表示部（ＤＡ）と画像が表示されない非表示部
（ＰＡ）に区分される。
【００１６】
　表示部（ＤＡ）は、第１～第ｎゲートライン（Ｇ１～Ｇｎ、ｎ＞２）、第１～第ｍデー
タライン（Ｄ１～Ｄｍ、ｍ＞２）、スイッチング素子（図示せず）、及び画素電極（図示
せず）が形成された第１基板（図示せず）と、カラーフィルタ（図示せず）と共通電極（
図示せず）が形成された第２基板（図示せず）、第１基板（図示せず）と第２基板（図示
せず）との間に介在する液晶層（図示せず）を含み、画像が表示される部分になる。第１
～第ｎゲートライン（Ｇ１～Ｇｎ）は、略行方向に配列されて互いにほぼ平行であり、第
１～第ｍデータライン（Ｄ１～Ｄｍ）は略列方向に配列されて互いにほぼ平行である。
【００１７】
　非表示部（ＰＡ）は、表示部（ＤＡ）の外郭周辺に位置し、画像が表示されない部分に
なる。
【００１８】
　信号提供部１００は、タイミングコントローラ１１０とクロック生成部１２０を含み、
外部のグラフィック制御機（図示せず）から入力画像信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）及びこれの表示
を制御する入力制御信号を受信して第１画像信号（ＤＡＴ）、データ制御信号（ＣＯＮＴ
）をデータ駆動部２００に提供する。具体的に説明すると、タイミングコントローラ１１
０は、水平同期信号（Ｈｓｙｎｃ）、メイン第１クロック信号（Ｍｃｌｋ）、データイネ
ーブル信号（ＤＥ）などの入力制御信号の入力を受けてデータ制御信号（ＣＯＮＴ）を出
力する。ここで、データ制御信号（ＣＯＮＴ）は、データ駆動部２００の動作を制御する
信号であり、データ駆動部２００の動作を開始する水平開始信号、２つのデータ電圧の出
力を指示するロード信号などを含む。
【００１９】
　これによって、データ駆動部２００は、第１画像信号（ＤＡＴ）及びデータ制御信号（
ＣＯＮＴ）の提供を受けて第１画像信号（ＤＡＴ）に対応する画像データ電圧を各データ
ライン（Ｄ１～Ｄｍ）に提供する。
【００２０】
　データ駆動部２００は、ＩＣとしてテープキャリアパッケージ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉ
ｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ：ＴＣＰ）形態で表示パネル３００と接続することができ、これに
限定されず、表示パネル３００の非表示部（ＰＡ）上に形成することができる。
【００２１】
　また信号提供部１００は、外部のグラフィック制御機（図示せず）から垂直同期信号（
Ｖｓｉｎｃ）及びメイン第１クロック信号（Ｍｃｌｋ）の提供を受け、電圧生成部（図示
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せず）からゲートオン電圧（Ｖｏｎ）及びゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）の提供を受け、第
１スキャン開始信号（ＳＴＶＰ）、第１クロック信号（ＣＫＶ）、第２クロック信号（Ｃ
ＫＶＢ）、及びゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）をゲート駆動部４００に提供する。具体的に
説明すると、タイミングコントローラ１１０が第２スキャン開始信号（ＳＴＶ）、第１ク
ロック生成制御信号（ＯＥ）及び第２クロック生成制御信号（ＣＰＶ）を提供する。クロ
ック生成部１２０は第２スキャン開始信号（ＳＴＶ）の提供を受けて第１スキャン開始信
号（ＳＴＶＰ）を出力し、第１クロック生成制御信号（ＯＥ）及び第２クロック生成制御
信号（ＣＰＶ）の入力を受けて第１クロック信号（ＣＫＶ）及び第２クロック信号（ＣＫ
ＶＢ）を出力する。ここで、第１クロック信号（ＣＫＶ）は第２クロック信号（ＣＫＶＢ
）と逆位相である信号である。
【００２２】
　ゲート駆動部４００は、第１スキャン開始信号（ＳＴＶＰ）により動作し、第１クロッ
ク信号（ＣＫＶ）、第２クロック信号（ＣＫＶＢ）、及びゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）を
利用して多数のゲート信号を生成し、第１～第ｎゲートライン（Ｇ１～Ｇｎ）に各ゲート
信号を順次に提供する。
【００２３】
　図２を参照して図１に示す一画素について説明すると、第１基板１０の画素電極（ＰＥ
）と対向するように第２基板２０の共通電極（ＣＥ）の一部領域にカラーフィルタ（ＣＦ
）が形成され得る。第１基板１０と第２基板２０との間には液晶層３０が介在する。
【００２４】
　一方、ｉ番目（ｉ＝１～ｎ）ゲート線（Ｇｉ）とｊ番目（ｊ＝１～ｍ）データ線（Ｄｊ
）に接続された画素（ＰＸ）は、ゲート線（Ｇｉ）及びデータ線（Ｄｊ）に接続されたス
イッチング素子（Ｑ）を含み、スイッチング素子（Ｑ）は液晶キャパシタ（ｌｉｑｕｉｄ
　ｃｒｙｓｔａｌ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ：Ｃｌｃ）及びストレージキャパシタ（ｓｔｏｒ
ａｇｅ　ｃａｐａｃｉｔｏｒ：Ｃｓｔ）が接続される。ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）
は必要に応じて省略することができる。スイッチング素子（Ｑ）は、ａ－Ｓｉ（ａｍｏｒ
ｐｈｏｕｓ－ｓｉｌｉｃｏｎ）から成る薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ、以下「ａ－Ｓｉ　ＴＦＴ」という）である。
【００２５】
　図３を参照してゲート駆動部４００を具体的に説明すると、ゲート駆動部４００は多数
のステージ（ＳＴ１～ＳＴｎ＋１）を含み、各ステージ（ＳＴ１～ＳＴｎ＋１）はカスケ
ード（ｃａｓｃａｄｅ）方式で接続されており、最後のステージ（ＳＴｎ＋１）を除いた
各ステージ（ＳＴ１～ＳＴｎ）はゲートライン（Ｇ１～Ｇｎ）と一対一で接続され、各々
ゲート信号（Ｇｏｕｔ１～Ｇｏｕｔ（ｎ））を出力する。各ステージ（ＳＴ１～ＳＴｎ＋
１）にはゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）、第１クロック信号（ＣＫＶ）、第２クロック信号
（ＣＫＶＢ）、及び初期化信号（ＩＮＴ）が入力される。ここで、初期化信号（ＩＮＴ）
はクロック生成部１２０から提供され得、最後のステージ（ＳＴｎ＋１）のキャリー信号
（Ｃｏｕｔ（ｎ＋１））であり得る。
【００２６】
　各ステージ（ＳＴ１～ＳＴｎ＋１）は、第１クロック端子（ＣＫ１）、第２クロック端
子（ＣＫ２）、セット端子（Ｓ）、リセット端子（Ｒ）、電源電圧端子（ＧＶ）、フレー
ムリセット端子（ＦＲ）、ゲート出力端子（ＯＵＴ１）及びキャリー出力端子（ＯＵＴ２
）を有することができる。
【００２７】
　例えば、ｊ番目（ｊ≠１）ゲートライン（Ｇｊ）と接続された第ｊステージ（ＳＴｊ）
のセット端子（Ｓ）には前段ステージ（ＳＴｊ－１）のキャリー信号（Ｃｏｕｔ（ｊ－１
））が、リセット端子（Ｒ）には後段ステージ（ＳＴｊ＋１）のゲート信号（Ｇｏｕｔ（
ｊ＋１））が入力され、第１クロック端子（ＣＫ１）及び第２クロック端子（ＣＫ２）に
は各々第１クロック信号（ＣＫＶ）及び第２クロック信号（ＣＫＶＢ）が入力され、電源
電圧端子（ＧＶ）にはゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）が入力され、フレームリセット端子（
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ＦＲ）には初期化信号（ＩＮＴ）又は最後のステージ（ＳＴｎ＋１）のキャリー信号（Ｃ
ｏｕｔ（ｎ＋１））が入力される。ゲート出力端子（ＯＵＴ１）はゲート信号（Ｇｏｕｔ
（ｊ））を出力し、キャリー出力端子（ＯＵＴ２）はキャリー信号（Ｃｏｕｔ（ｊ））を
出力する。
【００２８】
　但し、最初のステージ（ＳＴ１）には前段キャリー信号の代わりに第１スキャン開始信
号（ＳＴＶＰ）が入力され、最後のステージ（ＳＴｎ＋１）には後段ゲート信号の代わり
に第１スキャン開始信号（ＳＴＶＰ）が入力される。
【００２９】
　各ステージ（ＳＴ１～ＳＴｎ）のゲート出力端子（Ｇｏｕｔ（１）～Ｇｏｕｔ（ｎ））
では第１クロック端子（ＣＫ１）に提供されるクロック端子のハイ区間が出力される。即
ち、奇数番目ステージ（ＳＴ１、ＳＴ３、…）のゲート出力端子（ＯＵＴ１）では第１ク
ロック信号（ＣＫＶ）のハイ区間が出力され、偶数番目（ＳＴ２、ＳＴ４、…）のゲート
出力端子（ＯＵＴ１）では第２クロック信号（ＣＫＶＢ）のハイ区間が出力される。従っ
て、各ステージは順次にゲート信号（Ｇｏｕｔ１～Ｇｏｕｔ（ｎ））を出力することがで
きる。
【００３０】
　図４及び図５を参照して図３に示す第ｊステージ（ＳＴｊ）について更に詳細に説明す
る。
【００３１】
　先ず、図４を参照して説明すると、第ｊステージ（ＳＴｊ）は、バッファ部４１０、充
電部４２０、プルアップ部４３０、キャリー信号生成部４７０、プルダウン部４４０、放
電部４５０、及びホールディング部４６０を含み得る。第ｊステージ（ＳＴｊ）はトラン
ジスタを含み、各トランジスタ（Ｔ１～Ｔ１５）は薄膜トランジスタで形成することがで
きる。
【００３２】
　このような第ｊステージ（ＳＴｊ）に前段キャリー信号（Ｃｏｕｔ（ｊ－１））、第１
クロック信号（ＣＫＶ）及び第２クロック信号（ＣＫＶＢ）が提供される。第１クロック
信号（ＣＫＶ）はローレベルに維持される維持区間と、ローレベルからハイレベルに遷移
してハイレベルからローレベルに遷移する遷移区間を含む。
【００３３】
　先ず、バッファ部４１０はゲート電極及びドレーン電極がセット端子（Ｓ）に共通に接
続され、ソース電極が第１ノード（Ｎ１）に接続されたトランジスタ（Ｔ４）を含む。こ
のようなバッファ部４１０は、セット端子（Ｓ）を通じて入力された前段キャリー信号（
Ｃｏｕｔ（ｊ－１））を充電部４２０、キャリー信号生成部４７０、及びプルアップ部４
３０に提供する。
【００３４】
　充電部４２０は、一端がトランジスタ（Ｔ４）のソース、プルアップ部４３０、及び放
電部４５０と接続された第１ノード（Ｎ１）に接続され、他端がゲート出力端子（ＯＵＴ
１）に接続されたキャパシター（Ｃ１）から成る。
【００３５】
　プルアップ部４３０は、トランジスタ（Ｔ１）を含み、トランジスタ（Ｔ１）のドレー
ン電極が第１クロック端子（ＣＫ１）に接続され、ゲート電極が第１ノード（Ｎ１）に接
続され、ソース電極がゲート出力端子（ＯＵＴ１）に接続される。
【００３６】
　キャリー信号生成部４７０は、ドレーン電極が第１クロック端子（ＣＫ１）に接続され
、ソース電極がキャリー出力端子（ＯＵＴ２）に接続され、ゲート電極がバッファ部４１
０と接続されているトランジスタ（Ｔ１５）と、ゲート電極とソース電極に接続されたキ
ャパシタ（Ｃ２）を含む。このようなキャリー信号生成部４７０は、第１ノード（Ｎ１）
の電位がハイレベルに転換されることによってキャリー出力端子（ＯＵＴ２）に第１クロ
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ック信号（ＣＫＶ）のハイ区間を出力する。
【００３７】
　プルダウン部４４０は、多結晶シリコーン薄膜トランジスタ（ＴＲ）を含み、ゲート信
号（Ｇｏｕｔ（ｊ））をゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）に下降させる。第１プルダウントラ
ンジスタ（Ｔ２）はドレーン電極がトランジスタ（Ｔ１）のソース及びキャパシター（Ｃ
１）の他端に接続され、ソース電極が電源電圧端子（ＧＶ）に接続され、ゲート電極がリ
セット端子（Ｒ）に接続される。第２プルダウントランジスタ（Ｔ１４）はソース電極に
電源電圧端子（ＧＶ）が接続され、ドレーン電極は表示パネル３００の第ｊゲートライン
（Ｇｊ）に接続される。
【００３８】
　放電部４５０は、ゲート電極がリセット端子（Ｒ）に接続され、ドレーン電極が第１ノ
ード（Ｎ１）に接続され、ソース電極が電源電圧端子（ＧＶ）に接続され、次のステージ
（ＳＴｊ＋１）のゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ＋１））に応答して充電部４２０を放電させ
るトランジスタ（Ｔ９）と、ゲート電極がフレームリセット端子（ＦＲ）に接続され、ド
レーン電極がキャパシター（Ｃ３）の一端に接続され、ソース電極が電源電圧端子（ＧＶ
）に接続され、初期化信号（ＩＮＴ）に応答して充電部４２０を放電させるトランジスタ
（Ｔ６）を含む。
【００３９】
　ホールディング部４６０は、多数のトランジスタ（Ｔ３、Ｔ５、Ｔ７、Ｔ８、Ｔ１０、
Ｔ１１、Ｔ１２、Ｔ１３）を含み、ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））がローレベルからハイ
レベルに転換されるとハイレベル状態を維持させ、ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））がハイ
レベルからローレベルに転換された後には第１クロック信号（ＣＫＶ）及び第２クロック
信号（ＣＫＶＢ）の電圧レベルに拘わらず一フレームの間ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））
をローレベルに維持させる動作を行う。
【００４０】
　ホールディング部４６０は、第１クロック信号（ＣＫＶ）の時定数を増加させて遅延信
号を発生させることができる２つのトランジスタ（Ｔ７、Ｔ１２）と２つのキャパシタ（
Ｃ３、Ｃ４）を含む。説明の便宜上、第１クロック信号（ＣＫＶ）の遅延信号と関係ある
２つのトランジスタ（Ｔ７、Ｔ１２）を第１トランジスタ（Ｔ１２）と第２トランジスタ
（Ｔ７）と称し、２つのキャパシタ（Ｃ３、Ｃ４）は各々第１キャパシタ（Ｃ３）及び第
２キャパシタ（Ｃ４）と称する。
【００４１】
　図５を参照すると、第１クロック端子（ＣＫ１）を通じて第１クロック信号（ＣＫＶ）
が入力され、第１トランジスタ（Ｔ１２）、第２トランジスタ（Ｔ７）、第１キャパシタ
（Ｃ３）、及び第２キャパシタ（Ｃ４）を含む信号遅延回路を通過し、第２ノードを通じ
て第１クロック信号（ＣＫＶ）の遅延信号（ＣＫＶ＿ｄ）が出力される。
【００４２】
　但し、ホールディング部４６０は、第１トランジスタ（Ｔ１２）及び第２トランジスタ
（Ｔ７）、第１キャパシタ（Ｃ３）及び第２キャパシタ（Ｃ４）を必ず含むものに限定さ
れない。即ち、ホールディング部４６０は、図４に示す符号４６０に含まれるトランジス
タ（Ｔ３、Ｔ５、Ｔ７、Ｔ８、Ｔ１０、Ｔ１１、Ｔ１２、１３）すべてを含むものに限定
されず、そのうちの一部を含み、第１クロック信号（ＣＫＶ）の遅延信号（ＣＫＶ＿ｄ）
に応答して第１ノード信号を、オフ電圧に放電されたゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））に維
持できれば良い。
【００４３】
　第１クロック信号（ＣＫＶ）の時定数を増加させて遅延信号を発生させることができる
遅延回路は、ホールディング部４６０の構成要素に含まれるか、又は含まれずに別途のユ
ニットで構成され得る。
【００４４】
　第１トランジスタ（Ｔ１２）は、ゲート電極とドレーン電極が第１クロック端子（ＣＫ
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１）と接続され、ソース電極が第２トランジスタ（Ｔ７）のゲート電極に接続される。第
１トランジスタ（Ｔ１２）のゲート電極とドレーン電極には第１クロック信号（ＣＫＶ）
が印加される。
【００４５】
　第２トランジスタ（Ｔ７）のドレーン電極は、第１クロック端子（ＣＫ１）と接続され
、ソース電極は第２ノードに接続される。第２トランジスタ（Ｔ７）のドレーン電極にも
第１クロック信号（ＣＫＶ）が印加される
【００４６】
　第２トランジスタ（Ｔ７）のゲート電極及びドレーン電極との間に第１キャパシタ（Ｃ
３）が形成される。第１キャパシタ（Ｃ３）は、第２トランジスタ（Ｔ７）の動作時点を
遅延させることができる。
【００４７】
　一方、第２トランジスタ（Ｔ７）のゲート電極及びソース電極との間に第２キャパシタ
（Ｃ４）が形成される。このような第１キャパシタ（Ｃ３）及び第２キャパシタ（Ｃ４）
は電圧が充電される時間のあいだ信号を遅延させることができる。
【００４８】
　第１クロック端子（ＣＫ１）を通じて入力された第１クロック信号（ＣＫＶ）は、第１
トランジスタ（Ｔ１２）、第２トランジスタ（Ｔ７）、第１キャパシタ（Ｃ３）、及び第
２キャパシタ（Ｃ４）から成る信号遅延回路を通過しながらＲＣ時定数が増加して信号が
遅延され得る。第１クロック信号（ＣＫＶ）のＲＣ時定数を増加させる要素は、第１キャ
パシタ（Ｃ３）及び第２キャパシタ（Ｃ４）だけでなく、第１トランジスタ（Ｔ１２）と
第２トランジスタ（Ｔ７）の寄生キャパシタも共に作用する。即ち、第１クロック信号（
ＣＫＶ）の時定数を増加させるために、必ずしも第１トランジスタ（Ｔ１２）、第２トラ
ンジスタ（Ｔ７）、第１キャパシタ（Ｃ３）、及び第２キャパシタ（Ｃ４）のすべてを含
んで回路を構成する必要はなく、そのうちの一部の素子を利用することができる。
【００４９】
　ホールディング部４６０は、リップル（ｒｉｐｐｌｅ）を防止して第１ノードを安定化
させる役割をするトランジスタ（Ｔ１０）を含み、説明の便宜上、このトランジスタ（Ｔ
１０）を第３トランジスタ（Ｔ１０）と称する。
【００５０】
　第３トランジスタ（Ｔ１０）は、ドレーン端子が第１ノードに接続されており、ソース
端子がゲート出力端子（ＯＵＴ１）と接続されており、ゲート端子が第２ノードに接続さ
れる。第２ノードと接続されたゲート端子には第１クロック信号の遅延信号（ＣＫＶ＿ｄ
）が印加される。第３トランジスタ（Ｔ１０）のゲート端子に第１クロック信号の遅延信
号（ＣＫＶ＿ｄ）が印加されることによって、第１クロック信号（ＣＫＶ）が直接印加さ
れる場合に比べてゲートの動作時点が遅延される。従って、Ｎ１ノードに電圧が充分に充
電できる時間が保障される。
【００５１】
　第３トランジスタ（Ｔ１０）を移動度が２～１０ｃｍ２／Ｖｓの非晶質シリコーン薄膜
トランジスタで形成する場合にも第１ノードに電圧が充分に充電される時間を保障するこ
とができる。
【００５２】
　図４及び図６を参照して上述した各ユニットの動作を詳細に説明する。
【００５３】
　先ず、ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））がゲートオフ電圧からゲートオン電圧に転換され
る過程を説明する。
【００５４】
　充電部４２０は、前段キャリー信号（Ｃｏｕｔ（ｊ－１））の提供を受けて電荷を充電
する。例えば、充電部４２０は、第１維持区間（ＰＨ＿１）で前段キャリー信号（Ｃｏｕ
ｔ（ｊ－１））又は第１スキャン開始信号（ＳＴＶＰ）の提供を受けて充電され、第１ノ
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ード（Ｎ１）の電圧が徐々に増加する。第１遷移区間（ＰＴ＿１）のうちローレベルから
ハイレベルに遷移する第１クロック信号（ＣＫＶ）が入力されると、トランジスタ（Ｔ１
）と第１ノード（Ｎ１）の寄生キャパシタ（図示せず）によって第１ノード（Ｎ１）の電
圧が更に上昇する。
【００５５】
　充電部４２０の電圧、即ち第１ノード（Ｎ１）の電圧が第１充電レベル、例えば図６に
示すように正の電圧に上昇すると、プルアップ部４３０のトランジスタ（Ｔ１）は完全に
ターンオンし、第１クロック端子（ＣＫ１）を通じて入力された第１クロック信号（ＣＫ
Ｖ）を、ゲート出力端子（ＯＵＴ１）を通じてゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））に提供する
。即ち、ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））はゲートオン電圧レベルになる。またキャリー信
号生成部４７０のトランジスタ（Ｔ１５）がターンオンして第１クロック信号（ＣＫＶ）
を、キャリー出力端子（ＯＵＴ２）を通じてキャリー信号（Ｃｏｕｔ（ｊ））として出力
する。
【００５６】
　次にゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））がゲートオン電圧からゲートオフ電圧に転換される
過程を説明する。
【００５７】
　第２維持区間（ＰＨ＿２）のうち第１クロック信号（ＣＫＶ）がハイレベルからローレ
ベルに遷移するとき、第１ノード（Ｎ１）の電圧が、上述した寄生キャパシタ（図示せず
）によって下降する。このとき、次のステージのゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ＋１）がハイ
レベルになることによって放電部４５０のトランジスタ（Ｔ９）がターンオンして第１ノ
ード（Ｎ１）にゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）を提供する。但し、第２クロック信号（ＣＫ
ＶＢ）は、ローレベルからハイレベルに遷移するため、ホールディング部のトランジスタ
（Ｔ１１）がターンオンして正の電圧の前段キャリー信号（Ｃｏｕｔ（ｊ－１））を第１
ノード（Ｎ１）に提供する。従って、第１ノード（Ｎ１）の電圧は、放電部４５０が第１
ノード（Ｎ１）にゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）を提供するとしても、正の電圧の前段キャ
リー信号（Ｃｏｕｔ（ｊ－１））が第１ノード（Ｎ１）に提供されるため、急激にゲート
オフ電圧（Ｖｏｆｆ）に下降せず徐々に減少するようにすることができる。
【００５８】
　即ち、次のステージのゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ＋１）がハイレベルになったとき、プ
ルアップ部４３０のトランジスタ（Ｔ１）がターンオフせず、ローレベルの第１クロック
信号（ＣＫＶ）をゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））として出力する。プルダウン部４４０が
ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））をゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）に下降させ、またプルアッ
プ部４３０もローレベルの第１クロック信号（ＣＫＶ）をゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））
として提供するため、ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））の電圧レベルは迅速にゲートオフ電
圧にプルダウンされる。従って、ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））が次のステージのゲート
信号（Ｇｏｕｔ（ｊ＋１））とオーバーラップすることはない。
【００５９】
　次にゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））がゲートオフ電圧にプルダウンされた後、一フレー
ムのあいだゲートオフ電圧に維持される動作を説明する。
【００６０】
　ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））がゲートオフ電圧にプルダウンされると、トランジスタ
（Ｔ８、Ｔ１３）はターンオンする。トランジスタ（Ｔ１３）は、トランジスタ（Ｔ７）
をターンオフさせてハイレベルの第１クロック信号（ＣＫＶ）がトランジスタ（Ｔ３）に
提供されることを遮断し、トランジスタ（Ｔ８）はトランジスタ（Ｔ３）をターンオフさ
せる。従ってゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））がハイレベルに維持される。
【００６１】
　次にゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））がハイレベルからローレベルに転換された後にはト
ランジスタ（Ｔ８、Ｔ１３）はターンオフする。第１クロック信号（ＣＫＶ）がハイレベ
ルであれば、トランジスタ（Ｔ７、Ｔ１２）はトランジスタ（Ｔ３）をターンオンさせて
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ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））をローレベルに維持する。またトランジスタ（Ｔ１０）が
ターンオンしてトランジスタ（Ｔ１）のゲート電極がローレベルに維持され、従って、ハ
イレベルの第１クロック信号（ＣＫＶ）がゲート出力端子（ＯＵＴ１）に出力されない。
第２クロック信号（ＣＫＶＢ）がハイレベルであり、トランジスタ（Ｔ５、Ｔ１１）がタ
ーンオンする。ターンオンされたトランジスタ（Ｔ５）はゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））
をローレベルに維持させ、ターンオンされたトランジスタ（Ｔ１１）はキャパシタ（Ｃ１
）の一端をローレベルに維持させる。従って、ゲート信号（Ｇｏｕｔ（ｊ））が一フレー
ムのあいだローレベルに維持される。
【００６２】
　但し、第ｊステージ（ＳＴｊ）は、キャリー信号生成部４７０を含まないことがある。
このような場合、第ｊステージ（ＳＴｊ）は前段ステージ（ＳＴｊ－１）のキャリー信号
（Ｃｏｕｔ（ｊ－１））の代わりに前段ステージ（ＳＴｊ－１）のゲート信号（Ｇｏｕｔ
（ｊ－１））を、セット端子（Ｓ）を通して入力することで動作させることができる。
【００６３】
　次に、第１クロック信号の遅延信号（ＣＫＶ＿ｄ）がホールディング部４６０に印加さ
れてホールディング部４６０が第１ノード（Ｎ１）の電圧を下降させる動作を説明する。
【００６４】
　第１クロック信号（ＣＫＶ）は、信号遅延回路を通過しながら時定数が増加して第１ク
ロック信号の遅延信号（ＣＫＶ＿ｄ）となる。第１クロック信号の遅延信号（ＣＫＶ＿ｄ
）は、図６に示すように、第１クロック信号（ＣＫＶ）に同期されるが、電圧が上昇又は
下降するとき、時間遅延が発生する。
【００６５】
　第１維持区間（ＰＨ＿１）中で第１クロック信号（ＣＫＶ）がハイレベルからローレベ
ルに遷移するとき、第１ノード（Ｎ１）は第１スキャン開始信号（ＳＴＶＰ）の提供を受
けて充電され、第１ノード（Ｎ１）の電圧が徐々に増加する。第１遷移区間（ＰＴ＿１）
中でローレベルからハイレベルに遷移する第１クロック信号（ＣＫＶ）が印加されると、
トランジスタ（Ｔ１）と第１ノード（Ｎ１）の寄生キャパシタ（図示せず）によって第１
ノード（Ｎ１）の電圧が更に上昇する。このとき、ホールディング部４６０は、第１クロ
ック信号の遅延信号（ＣＫＶ＿ｄ）の入力を受けて第１ノード（Ｎ１）の電圧をゲート信
号（Ｇｏｕｔｊ）と同じくなるように下降させる。
【００６６】
　ホールディング部４６０は、第１クロック信号の遅延信号（ＣＫＶ＿ｄ）の入力を受け
て第３トランジスタ（Ｔ１０）を動作させるため、第１ノード（Ｎ１）の電圧が充分に上
昇した後に第３トランジスタ（Ｔ１０）が動作する。このようにホールディング部４６０
に第１クロック信号の遅延信号（ＣＫＶ＿ｄ）を印加することによって、第１ノード（Ｎ
１）の電圧が充分に上昇することができ、ゲートの駆動マージンを確保することができる
。
【００６７】
　以上、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上述の実
施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変
更実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明は、フラットパネル表示装置のゲート駆動部に利用され得る。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　表示装置
　１０　　第１基板
　２０　　第２基板
　３０　　液晶層
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　１００　　信号提供部
　１１０　　タイミングコントローラ
　１２０　　クロック生成部
　２００　　データ駆動部
　３００　　表示パネル
　４００　　ゲート駆動部
　４１０　　バッファ部
　４２０　　充電部
　４３０　　プルアップ部
　４４０　　プルダウン部
　４５０　　放電部
　４６０　　ホールディング部
　４７０　　キャリー信号生成部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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