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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示するとき、画素内の補助容量に接続された補助容量ラインに電圧を印加する
ことによって液晶への印加電圧を増加させる、アクティブマトリックス型の液晶表示パネ
ルにおいて、
　液晶表示パネル内の表示領域における行ごとに、特定の同じ原色の複数の画素が、上記
補助容量を介して特定の補助容量ラインに共通して接続されており、
　上記補助容量に印加される実効電圧に応じて上記画素内のスイッチング素子のドレイン
電極に印加される電圧が、当該補助容量を含む上記画素の原色に応じた値を取り、
　上記補助容量ラインにおける、少なくとも上記ドレイン電極と重なる部分の形状が、当
該画素の色に応じたものとなっていることを特徴とする液晶表示パネル。
【請求項２】
　上記形状は、上記補助容量ラインの横幅であることを特徴とする請求項１に記載の液晶
表示パネル。
【請求項３】
　上記形状は、上記補助容量ラインの長さであることを特徴とする請求項１に記載の液晶
表示パネル。
【請求項４】
　上記原色は、赤色、青色、および緑色のいずれかであり、
　上記青色の画素に接続された補助容量ラインにおける上記部分の面積が、他の上記原色
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の画素に接続された補助容量ラインにおける上記部分の面積よりも狭いことを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項５】
　上記原色は、赤色、青色、および緑色のいずれかであり、
　上記赤色の画素に接続された補助容量ラインにおける上記部分の面積が、他の上記原色
の画素に接続された補助容量ラインにおける上記部分の面積よりも広いことを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項６】
　上記補助容量ラインに、当該補助容量ラインが接続された上記画素の原色に応じた値の
電圧を出力する補助容量駆動回路をさらに備えていることを特徴とする請求項１～５のい
ずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項７】
　上記原色は、赤色、青色、および緑色のいずれかであり、
　上記補助容量駆動回路は、上記青色の画素に接続された上記補助容量ラインに印加する
電圧の変化量を、他の上記原色の画素に接続された上記補助容量ラインに印加される電圧
の変化量よりも低くすることを特徴とする請求項６に記載の液晶表示パネル。
【請求項８】
　上記原色は、赤色、青色、および緑色のいずれかであり、
　上記補助容量駆動回路は、上記赤色の画素に接続された上記補助容量ラインに印加する
電圧の変化量を、他の上記原色の画素に接続された上記補助容量ラインに印加される電圧
の変化量よりも高くすることを特徴とする請求項６または７に記載の液晶表示パネル。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の液晶表示パネルを備えていることを特徴とする液
晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画素内の補助容量に電圧を印加することによって液晶への印加電圧を増加さ
せる駆動方式を採用した液晶表示パネル、および当該液晶表示パネルを備えた液晶表示装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置には、動作の信頼性向上および消費電力の削減が、特に強く求めら
れている。これらの要求を満たすべく各種の技術革新が実現される中、画素内の補助容量
を活用した表示技術が注目を集めている。
【０００３】
　この技術の一例が、特許文献１に開示されている。特許文献１には、同一走査線の液晶
セルの補助容量のコンデンサに対して、フレーム周期に同期して電圧が変化する補助容量
駆動電圧を与える補助容量駆動回路を具備する液晶表示装置が開示されている。この技術
によれば、液晶を駆動するためのトランジスタの出力電圧の振幅を、補助容量の影響によ
り増加させることができるため、信号線駆動回路の出力電圧を低減できる。さらに、低温
ポリシリコンを用いた回路素子の信頼性を向上することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００１－２５５８５１（公開日：２００１年
９月２１日）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかし、特許文献１に開示された従来技術には、カラー画像の表示品位を下げてしまう
という問題が生ずる。その問題とは、白色を表示した際の色の度合いに対して、より階調
の低い中間調色（グレー）を表示した際の色の度合いが、徐々に青よりになってしまうこ
とである。
【０００６】
　一般に、液晶表示装置において、画素の印加電圧－透過率（Ｖ－Ｔ）特性が画素の色ご
とに異なる。たとえばＲＧＢ画素を使用する場合、Ｖ－Ｔ特性を示すグラフにおいて、よ
り波長の短い青色、緑色、赤色の順に、透過率が早く立ち上がっていく（図７参照）。こ
の結果、そのため白色の輝度比に基づきγ設定を行った場合、白色（入力階調＝２５５）
表示時の色度座標に対して、たとえばグレー（入力階調＝６４）表示時のそれは、含まれ
る青色輝度の比率が高くなっているため、青よりとなってしまう。この結果、表示される
カラー画像が青みを帯びてしまい、本来表示したい色で表示できなくなる。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、画素内の補助容量
に電圧を印加することによって液晶への印加電圧を増加させる液晶表示パネルにおいて、
表示画像の品位低下を防止する液晶表示パネル、および当該液晶表示パネルを備えた液晶
表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る液晶表示パネルは、上記の課題を解決するために、
　画像を表示するとき、画素内の補助容量に接続された補助容量ラインに電圧を印加する
ことによって液晶への印加電圧を増加させる、アクティブマトリックス型の液晶表示パネ
ルにおいて、
　液晶表示パネル内の表示領域における行ごとに、特定の同じ原色の複数の画素が、上記
補助容量を介して特定の補助容量ラインに共通して接続されており、
　上記補助容量に印加される実効電圧に応じて上記画素内のスイッチング素子のドレイン
電極に印加される電圧が、当該補助容量を含む上記画素の原色に応じた値を取ることを特
徴としている。
【０００９】
　上記の構成によれば、表示領域内の各画素における液晶に印加される電圧には、補助容
量の駆動による電圧突き上げ効果が発生する。したがって、より高い電圧を液晶に印加で
きる。さらに、この時生じる電圧突き上げ効果は、画素の色に応じたものとなる。なぜな
ら、補助容量に印加される実効電圧に応じて上記画素内のスイッチング素子のドレインに
印加される電圧の値が、画素の色に応じたものとなっているからである。
【００１０】
　以上のことから、本発明では、補助容量に印加される実効電圧に応じて上記画素内のス
イッチング素子のドレイン電極に印加される電圧を、画素の色に応じた値に柔軟に制御で
きる。その結果、画素の色ごとに異なる入力階調－透過率（正規化輝度）の特性に応じて
、同じ入力階調であれば画素の色に拠らず同じ透過率になるように、当該特性を補正する
ことができる。
【００１１】
　したがって本発明の液晶表示パネルでは、画素内の補助容量に電圧を印加することによ
って液晶への印加電圧を増加させる方式を用いて画像を表示する際、表示画像の品位低下
を防止できる効果を奏する。
【００１２】
　本発明に係る液晶表示装置は、上記の課題を解決するために、
　上述したいずれかの液晶表示パネルを備えていることを特徴としている。
【００１３】
　上記の構成によれば、画素内の補助容量に電圧を印加することによって液晶への印加電
圧を増加させる方式を用いて画像を表示する際、表示画像の品位低下を防止できる液晶表
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示装置を提供できる。
【００１４】
　本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであ
ろう。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のように、本発明に係る液晶表示パネルは、画素内の補助容量に電圧を印加するこ
とによって液晶への印加電圧を増加させる液晶表示パネルにおいて、表示画像の品位低下
を防止することができる効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】液晶表示パネル内の表示領域の一部を示し、特に補助容量ラインの横幅が画素の
種類ごとに異なる構成を説明する図である。
【図２】本実施形態に係る液晶表示パネルの構成を示す図である。
【図３】本実施形態に係る液晶表示パネル内の表示領域における、ＲＧＢ画素の配列を示
す図である。
【図４】（ａ）は、液晶表示パネルの表示領域に形成される任意の画素の等価回路を表す
図であり、（ｂ）は、画素駆動時に生じる電流の流れを示す図であり、（ｃ）は、画素に
印加される各信号の電圧波形を示す図であり、（ｄ）は、画素に印加される各信号の電圧
波形を示す図である。
【図５】ＲＧＢ各画素の液晶に共通して正極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ各
画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【図６】ＲＧＢ各画素の液晶に共通して負極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ各
画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る液晶表示パネルによる効果を説明する図である。
【図８】ＲＧＢ各画素の液晶に独立した極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ各画
素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【図９】ＲＧＢ各画素の液晶に独立した極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ各画
素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る液晶表示パネル内の表示領域の一部（第１の変形例
）を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る液晶表示パネルの表示領域の一部（第２の変形例）
を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る液晶表示パネルの表示領域の一部（第３の変形例）
を示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る液晶表示パネル内の表示領域の一部（第４の変形例
）を示す図である。
【図１４】ＲＧＢ各画素の液晶に共通して正極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ
各画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【図１５】ＲＧＢ各画素の液晶に共通して負極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ
各画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【図１６】ＲＧＢ各画素の液晶に独立した極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ各
画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【図１７】ＲＧＢ各画素の液晶に独立した極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ各
画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　〔実施形態１〕
　本発明に係る第１の実施形態について、図１～図９を参照して以下に説明する。
【００１８】
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　（液晶表示パネルの構成）
　図２は、本実施形態に係る液晶表示パネル１の構成を示す図である。この図に示す液晶
表示パネル１は、いわゆるアクティブマトリックス型のものである。特に図示しないが、
液晶表示パネル１は、２枚の透明基板（駆動用基板および対向基板）間に、液晶を挟みこ
んだ構造をしている。
【００１９】
　駆動用基板には、ソースドライバ３、ゲートドライバ４、補助容量ドライバ（補助容量
駆動回路）５、および共通電極ドライバ６が形成されている。ゲートドライバ４は、ゲー
トバスラインＧ１＿ｒ、Ｇ１＿ｇ、Ｇ１＿ｂ、・・・Ｇｎ＿ｂにゲート信号を出力するこ
とによって、表示領域２を走査する。ソースドライバ３は、ソースバスラインＳ１、Ｓ２
、Ｓ３・・・にソース信号を出力する。共通電極ドライバ６は、対向基板に形成された対
向電極ＣＯＭを介して、全ての液晶セルに共通の対向電圧Ｖｃｏｍを印加する。
【００２０】
　液晶表示パネル１の表示領域２における、ゲートバスラインＧ１＿ｒ、・・・Ｇｎ＿ｂ
と、ソースバスラインＳ１、Ｓ２、Ｓ３・・・とが交差する箇所には、画像表示のための
画素が形成される。複数の画素が集まって、一つの表示領域２が形成される。表示領域２
は、ｎ行×ｍ列の数の画素を有している。ｎおよびｍは、いずれも１以上の整数である。
表示領域２内の各画素には、液晶駆動用のＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓ
ｔｏｒ）１１が配置される。ＴＦＴ１１はスイッチング素子の一種であり、具体的には駆
動用基板上に形成された薄膜トランジスタである。ＴＦＴ１１のゲートはゲートバスライ
ンに接続され、そのソースはソースバスラインに接続される。
【００２１】
　ＴＦＴ１１のドレイン電極に接続された画素電極に、液晶セル１２が配置される。対向
基板には、対向電極とその配線とが、液晶セル１２を挟んで設けられている。
【００２２】
　ゲートドライバ４は、各ゲートバスラインＧ１＿ｒ、Ｇ１＿ｇ、Ｇ１＿ｂ、・・・Ｇｎ
＿ｂを順次走査することによって、１水平期間ごとに１行分の画素列を選択する。ソース
ドライバ３は、各ソースバスラインＳ１、Ｓ２・・を通して表示信号を出力し、１水平期
間内においてゲートドライバ４によって選択された１行分の液晶セルに、ＴＦＴ１１を介
して液晶駆動用の電圧を与える。
【００２３】
　各画素には、補助容量１３が形成されている。補助容量１３の一端は、ＴＦＴ１１のド
レイン電極に接続され、他端はゲートバスラインごとに異なる補助容量ラインに接続され
る。すなわち液晶表示パネル１では、１列の画素群ごとに、１つのゲートバスラインおよ
び１つの補助容量ラインが形成されている。したがって、たとえば１列目（ｎ＝１）の画
素には、ゲートバスラインＧ１＿ｒおよび補助容量ラインＣＳ１＿ｒが接続されている。
【００２４】
　補助容量ドライバ５は、ゲートドライバ４によるゲートバスラインの選択に応じて、当
該ゲートバスラインに対応する補助容量ラインに、補助容量を駆動するための駆動信号を
出力する。
【００２５】
　（ＲＧＢ画素の配列）
　図３は、本実施形態に係る液晶表示パネル内の表示領域における、ＲＧＢ画素の配列を
示す図である。
【００２６】
　本実施形態の液晶表示パネル１の表示領域には、三種類の異なる色の画素が形成されて
いる。ここでいう「色」とは表示画像の原色のことであり、本実施形態では原色は赤、青
、緑の三色である。したがって、表示領域２には赤色を表示する画素（Ｒ画素）、青色を
表示する画素（Ｂ画素）、および緑色を表示する画素（Ｂ画素）の三種が形成されている
。
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【００２７】
　図３に示すように、液晶表示パネル１では、任意のゲートバスラインには、これらの三
種の画素のうち、いずれか一種類の色の画素のみが接続されている。たとえば、Ｇｎ＿ｒ
にはＲ画素のみが接続され、Ｇｎ＿ｇにはＧ画素のみが接続され、Ｇｎ＿ｂにはＢ画素の
みが接続されている。
【００２８】
　さらに、液晶表示パネル１では、任意の補助容量ラインにも、三種の異なる色の画素の
うち、いずれか一種類の色の画素のみが接続されている。たとえば、ＣＳｎ＿ｒにはＲ画
素のみが接続され、ＣＳｎ＿ｇにはＧ画素のみが接続され、ＣＳｎ＿ｂにはＢ画素のみが
接続されている。
【００２９】
　したがって、あるゲートバスラインに出力されたゲート信号は、当該ゲートバスライン
に共通して接続された画素（Ｒ画素、Ｇ画素、およびＢ画素のうちいずれか一種類）に入
力される。同様に、ある補助容量ラインに出力された駆動信号は、当該補助容量ラインに
共通して接続された画素（Ｒ画素、Ｇ画素、およびＢ画素のうちいずれか一種類）に入力
される。すなわち各色の画素は、いずれも、ゲート信号による行単位での駆動が可能であ
り、かつ、補助容量駆動信号による行単位での駆動が可能である。
【００３０】
　本発明に係る液晶表示パネル１では、補助容量ラインの形状を画素の色に応じたものに
設定したり、または、補助容量ラインに出力する駆動信号の振幅を画素の色に応じた値に
設定したりする。これにより、各画素に与える液晶印加電圧（液晶駆動電圧）の大きさを
、画素の色に応じた値に制御できる。この制御の詳細は後述する。
【００３１】
　（画素の駆動原理）
　以下に、まず図４を参照して、表示領域２に形成された任意の１つの画素を対象に、当
該画素の駆動原理を説明する。図４は、液晶表示パネル１における画素の駆動原理を説明
する図である。なお表示領域２内の各画素は、その色に拠らず、図４に示す原理によって
同様に駆動される。したがって以下の説明では、特に画素の色は特定していない。
【００３２】
　図４の（ａ）は、液晶表示パネル１の表示領域２に形成される任意の画素の等価回路を
表す図である。この図には、ソースバスラインＳｍおよびゲートバスラインＧｎに接続さ
れた画素の等価回路を表す。当該画素は、液晶駆動用のＴＦＴを１つ含んでいる。ＴＦＴ
のゲートはＧｎに接続されている。また、ＴＦＴのソースはＳｍに接続されている。一方
、ＴＦＴのドレイン電極は、液晶容量Ｃｌｃを介して共通電極ラインＣＯＭに接続され、
かつ、補助容量Ｃｃｓを介して補助容量ラインＣＳｎに接続されている。この画素には、
２つの容量ＣｌｃおよびＣｃｓに加え、ＴＦＴのゲート－ドレイン間に生ずる容量Ｃｇｄ
も形成されている。一般に、Ｃｇｄ＜Ｃｌｃ＜Ｃｃｓの関係が成立する。
【００３３】
　図４の（ｂ）は、画素駆動時に生じる電流の流れを示す図である。図４の（ｃ）は、画
素に印加される各信号の電圧波形を示す図である。これらの図に示すように、液晶表示パ
ネル１内の画素を駆動する時、Ｇｎにゲート信号を出力することによって、まずＴＦＴの
ゲートをオンにする。このときＳｍにソース信号を出力することによって、ＴＦＴのソー
スからドレインに向かって電流が流れる。この結果、ドレイン電圧Ｖｄが充電する。なお
、ＣＯＭには直流信号を出力する（直流駆動）。
【００３４】
　次に、ＴＦＴのゲートをオフにする。これにより、Ｃｇｄの影響によるＶｄの引き込み
が発生する。すなわち、Ｖｄの値が少し減少する。
【００３５】
　次に、補助容量ラインに出力する駆動信号の電圧を正極性に変化させる。これにより、
一定の実効電圧がＣｃｓに印加され、その結果、当該実効電圧を通じたＶｄの突き上げが
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生じる。すなわち、Ｖｄの値が正極性方向に大きく変動（増加）する。結果、補助容量ラ
インへの信号出力を伴わない駆動方式よりも、液晶に印加される電圧の値を大きくできる
。
【００３６】
　液晶表示パネル１は、図４の（ｃ）に示すように、あるフレームにおいて正極性の各信
号を画素に出力する。その次のフレームでは、図４の（ｄ）に示すように、前フレームと
は反対の負極性の各信号を当該画素に出力する。図４の（ｄ）は、画素に印加される各信
号の電圧波形を示す図である。この図の例では、補助容量ラインに出力する駆動信号を負
極性に変化させることによって、Ｃｃｓを通じたＶｄの突き下げが生じる。すなわち、Ｖ
ｄの値が負極性方向に大きく変動する。結果、液晶表示パネル１の各画素では、補助容量
ラインへの信号出力を伴わない駆動方式よりも、液晶に印加される電圧の値を大きくでき
る。
【００３７】
　（液晶印加電圧の算出方法）
　本発明の液晶表示パネル１の駆動時に、液晶に印加される電圧Ｖｄは、次の式（１）に
よって算出される。
Ｖｄ＝｛（Ｖｓ＿ｐ－Ｖｃｇｄ＋Ｖｃｓ）－（ＶＳ＿ｎ－Ｖｃｇｄ－Ｖｃｓ）｝÷２
　　＝（Ｖｓ＿ｐ－Ｖｓ＿ｎ＋２×Ｖｃｓ）÷２
　　＝Ｖｓ÷２＋Ｖｃｓ・・・式（１）
ここで、Ｖｓ＿ｐは正極性時のソース出力電圧である。Ｖｓ＿ｎは、負極性時のソース出
力電圧である。Ｖｓは、ソース出力電圧の振幅である。Ｖｃｓは、ＣＳ電圧変動に伴うド
レイン電圧の変動量である。
【００３８】
　Ｖｃｓは、次の式２によって表される。
Ｖｃｓ＝Ｖｃｓ＿ｐｐ×（Ｃｃｓ÷ΣＣ）
　　　＝Ｖｃｓ＿ｐｐ×｛Ｃｃｓ÷（Ｃｃｓ＋Ｃｌｃ＋Ｃｇｄ＋Ｃｓｄ＋・・・）｝・・
・式（２）
ここで、Ｖｃｓ＿ｐｐは、補助容量ラインに印加する電圧の振幅である。ΣＣは、ドレイ
ン電極に作用を及ぼす容量値の総計である。Ｃｓｄは、ソースライン－ドレイン電極間の
寄生容量である。
【００３９】
　以上の式（１）および式（２）に基づき、図４に示す画素配列の液晶表示パネル１は、
ＣｃｓまたはＶｃｓ＿ｐｐを制御することによって、ＲＧＢの各行に対する電圧を制御す
る。
【００４０】
　（補助容量ラインの形状）
　本実施形態では、液晶表示パネル１の表示領域内に形成される補助容量ラインの形状を
、画素の色に応じて変化させる。これにより、補助容量Ｃｃｓを画素の色に応じて制御す
る。
【００４１】
　図１は、液晶表示パネル内の表示領域の一部を示し、特に補助容量ラインの横幅が画素
の種類ごとに異なる構成を説明する図である。この図の例では、各画素に接続された補助
容量ライン画素の横幅が、画素の色ごとに異なる。具体的には、Ｗ＿ｒ＞Ｗ＿ｇ＞Ｗ＿ｂ
である。ここで、Ｗ＿ｒは、Ｒ画素に接続された補助容量ラインＣＳｎ＿ｒの横幅を表す
。Ｗ＿ｇは、Ｇ画素に接続された補助容量ラインＣＳｎ＿ｇの横幅を表す。Ｗ＿ｂは、Ｂ
画素に接続された補助容量ラインＣＳｎ＿ｂの横幅を表す。
【００４２】
　この構成によって、各画素のドレイン電極に接する補助容量ラインの面積が、画素の色
に応じた値となる。結果、各画素の補助容量が、画素の色に応じた値となる。図１の構成
では、Ｃｃｓ＿ｒ＞Ｃｃｓ＿ｇ＞Ｃｃｓ＿ｂである。ここで、Ｃｃｓ＿ｒはＲ画素の補助
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容量であり、Ｃｃｓ＿ｇはＧ画素の補助容量であり、Ｃｃｓ＿ｂはＢ画素の補助容量であ
る。
【００４３】
　以上のことから、本実施形態の液晶表示パネル１では、各補助容量ラインに同じ電圧を
印加した場合、画素のドレイン電極への電圧突き上げ（突き下げ）効果が、補助容量の値
に応じて異なる。補助容量の値が大きいほど、電圧突き上げ（突き下）効果も大きくなる
。したがって、本実施形態ではＶｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂとなる。ここで、ＶｒはＲ画素の液晶に
印加される電圧の値であり、ＶｇはＧ画素の液晶に印加される電圧の値であり、ＶｂはＢ
画素の液晶に印加される電圧の値である。結果、同じソース電圧（入力階調）であっても
、Ｂ画素の液晶に印加される電圧を、Ｒ画素に電圧に印加される電圧およびＧ画素の電圧
に印加される電圧よりも小さくする制御が可能となる。
【００４４】
　（駆動信号の波形図：ｍフレーム、共通極性）
　図５は、ＲＧＢ各画素の液晶に共通して正極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ
各画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【００４５】
　図５において、Ｇｎ＿ｒは、表示領域２のｎ行目（ｎは１以上の整数）に配置されるＲ
画素に接続されたゲートバスラインを示す。Ｇｎ＿ｇは、表示領域２のｎ行目に配置され
るＧ画素に接続されたゲートバスラインを示す。Ｇｎ＿ｂは、表示領域２のｎ行目に配置
されるＢ画素に接続されたゲートバスラインを示す。
【００４６】
　ＳＳは、各ＲＧＢ画素に接続されたソースバスラインを示す。
【００４７】
　ＣＳｎ＿ｒは、表示領域２のｎ行目に配置されるＲ画素に接続された補助容量ラインを
示す。ＣＳｎ＿ｇは、表示領域２のｎ行目に配置されるＧ画素に接続された補助容量ライ
ンを示す。ＣＳｎ＿ｂは、表示領域２のｎ行目に配置されるＢ画素に接続された補助容量
ラインを示す。
【００４８】
　Ｄｎ＿ｒは、表示領域２のｎ行目に配置されるＲ画素内のドレイン電極を示す。Ｄｎ＿
ｇは、表示領域２のｎ行目に配置されるＧ画素内のドレイン電極を示す。Ｄｎ＿ｂは、表
示領域２のｎ行目に配置されるＢ画素内のドレイン電極を示す。
【００４９】
　図５に示す信号波形の変化を、以下により詳細に説明する。まずソースドライバ３がＳ
Ｓへの印加電圧を正極性に変化させる。この直後、ゲートドライバ４が、Ｇｎ＿ｒへの印
加電圧を正極性に変化させる。この電圧変化によって、Ｄｎ＿ｒへの印加電圧が正極性に
変化する。この時のＳＳへの印加電圧の変化は、Ｇｎ＿ｂへの印加電圧を元に戻すまで持
続させる。すなわち、１フレーム内において、異なる行のＲＧＢ各画素（連続する３行の
各ＲＧＢ画素）に同じ極性のソース信号を出力する場合を想定する。
【００５０】
　次にＧｎ＿ｒへの印加電圧を元に戻してから一定時間後に、Ｇｎ＿ｇへの印加電圧を正
極性に変化させる。これにより、Ｄｎ＿ｇへの印加電圧が正極性に変化する。この時のＤ
ｎ＿ｇへの印加電圧の変化量は、Ｄｎ＿ｒへの印加電圧の変化量に等しい。
【００５１】
　Ｇｎ＿ｇへの印加電圧は、変化させてから一定時間後に元に戻す。この間、Ｒ画素のソ
ース－ドレイン間がオープン状態になる。図５に示すように、当該期間は画素の色によら
ず一定である。
【００５２】
　Ｇｎ＿ｇへの印加電圧を元に戻してから一定時間後に、Ｇｎ＿ｂへの印加電圧を正極性
に変化させる。これにより、Ｄｎ＿ｂへの印加電圧が正極性に変化する。この時のＤｎ＿
ｂへの印加電圧の変化量は、Ｄｎ＿ｒへの印加電圧の変化量に等しい。
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【００５３】
　Ｇｎ＿ｂへの印加電圧は、変化させてから一定時間後に元に戻す。上述したように、Ｇ
ｎ＿ｂが正極性に変化している期間の長さは、Ｇｎ＿ｒへの印加電圧が正極性に変化して
いる期間の長さと同一である。この間、Ｇ画素のソース－ドレイン間がオープン状態にな
る。
【００５４】
　Ｇｎ＿ｒへの印加電圧を変化前の値に戻してから一定時間後に、ＣＳｎ＿ｒへの印加電
圧を正極性に変化させる。その変化量は図５においてＶｃｓ＿ｒで表される。この電圧変
化によって、Ｒ画素のドレインに接続された補助容量による電圧突き上げ効果が生じるた
め、Ｄｎ＿ｒへの正極性への変化量が増大する。結果、正極性の電圧ＶｒがＲ画素内の液
晶に印加される。
【００５５】
　Ｇｎ＿ｇへの印加電圧を変化前の値に戻してから一定時間後に、ＣＳｎ＿ｇへの印加電
圧を正極性に変化させる。その変化量は図５においてＶｃｓ＿ｇで表される。Ｖｃｓ＿ｇ
はＶｃｓ＿ｒに等しい。この電圧変化によって、Ｇ画素のドレインに接続された補助容量
による電圧突き上げ効果が生じるため、Ｄｎ＿ｇへの印加電圧における正極性への変化量
が増大する。ここで、ＣＳｎ＿ｇの横幅はＣＳｎ＿ｒの横幅よりも小さいため、Ｇ画素に
おける補助容量による電圧突き上げ効果は、Ｒ画素における補助容量よる電圧突き上げ効
果よりも小さい。したがって、Ｖｒ＞Ｖｇが成立する。
【００５６】
　Ｇｎ＿ｂへの印加電圧を変化前の値に戻してから一定時間後に、一定時間後に、ＣＳｎ
＿ｂへの印加電圧を正極性に変化させる。その変化量は図５においてＶｃｓ＿ｒで表され
る。Ｖｃｓ＿ｂはＶｃｓ＿ｇに等しい。これにより、Ｂ画素のドレインに接続された補助
容量による電圧突き上げ効果が生じるため、Ｄｎ＿ｂの正極性への変化量が増大する。こ
こで、ここで、ＣＳｎ＿ｂの横幅はＣＳｎ＿ｇの横幅よりも小さいため、Ｂ画素における
補助容量による電圧突き上げ効果は、Ｇ画素における補助容量よる電圧突き上げ効果より
も小さい。したがって、Ｖｇ＞Ｖｂとなる。
【００５７】
　以上のように、第ｍフレームにおいて液晶表示パネル１を駆動する時、Ｖｃｓ＿ｒ＝Ｖ
ｃｓ＿ｇ＝Ｖｃｓ＿ｂであるにも関わらず、Ｖｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂとなる。この結果、同一フ
レーム内において、ＲＧＢ各画素へ印加電圧が画素の色に応じた値となるような調整が、
可能となる。これにより、各画素の色に特性によらず、入力階調と表示輝度との関係を一
定に保つことができる。
【００５８】
　（駆動信号の波形図：ｍ＋１フレーム、共通極性）
　本実施形態の液晶表示パネル１は、いわゆるライン反転駆動とフレーム反転駆動とを組
み合わせた駆動を行う。すなわち、第ｍフレームにおいて、連続する３行の各ＲＧＢ画素
に印加する電圧とは反対の正極性の電圧を、次の第ｍ＋１フレームにおいて、次に連続す
る３行の各ＲＧＢ画素に印加する。すなわち、３行ごとに印加電圧の極性を反転させると
共に、フレームごとにも印加電圧を反転させる。
【００５９】
　図６は、ＲＧＢ各画素の液晶に共通して負極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ
各画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。この図に示すように、第ｍ＋１フレ
ームにおいて電圧画素に印加される電圧の極性は、第ｍフレームにおいて画素に印加され
る電圧の極性とは反対である（各ゲートバスラインへの印加電圧を除く）。したがって、
電圧印加のタイミングは図５のそれとまったく同一である。
【００６０】
　図６に示すように、第ｍ＋１フレームにおいて液晶表示パネル１を駆動する時、Ｖｃｓ
＿ｒ＝Ｖｃｓ＿ｇ＝Ｖｃｓ＿ｂであるにも関わらず、Ｖｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂとなる（極性は負
）。この結果、同一フレーム内において、ＲＧＢ各画素の電圧に印加される電圧が画素の
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色に応じた値となるような調整が、可能となる。これにより、各画素の色のＶ－Ｔ特性に
よらず、入力階調と表示輝度との関係を一定に保つことができる。
【００６１】
　（本発明の効果）
　図７は、本実施形態の液晶表示パネル１による効果を説明する図である。同図において
、横軸は画素の入力階調を表し、縦軸は画面の表示される輝度を正規化した値を表す。図
７の（ａ）に示すのは、従来技術における、ＲＧＢ各画素の入力階調と正規化輝度との関
係（グラフ）である。曲線７１はＲ画素のグラフであり、曲線７２はＧ画素のグラフであ
り、曲線７３はＢ画素のグラフである。一方、同図の（ｂ）に示すのは、本実施形態の液
晶表示パネル１における、ＲＧＢ各画素の入力階調と正規化輝度との関係（グラフ）であ
る。
【００６２】
　なお、図７の各グラフは、いずれもコンピュータシミュレーションによって求められて
いる。
【００６３】
　図７の（ａ）に示すように、従来技術では、入力階調の値によって定まる正規化輝度の
値が、画素の色によって異なってしまう。具体的には、入力階調の値が同じの場合、Ｂ画
素の正規化輝度＞Ｇ画素の正規化輝度＞Ｇ画素の正規化輝度の関係が成立する。この傾向
は、入力階調＝６４～２２４の範囲に渡って顕著である。したがって従来技術では、表示
画像の色の青みが本来表示したい色よりも強くなるため、画像の表示品位を下げてしまう
問題が生ずる。
【００６４】
　一方、図７の（ｂ）に示すように、本実施形態の液晶表示パネル１では、同一フレーム
内のおいて、画素の入力階調の値によって定まる表示の正規化輝度の値が、画素の色（Ｒ
ＧＢ）によらず一定である。すなわち、入力階調と正規化輝度と関係を示すグラフは、Ｒ
ＧＢの画素ごとに同じ曲線を描き、互いにほぼ同様に重なっている。したがって本実施形
態の液晶表示パネル１では、表示対象の画像を、本来の色（画像信号において定義された
色）によって正しく表示できる。
【００６５】
　以上のように、本実施形態の液晶表示パネル１では、表示画像の表示品位を落とすこと
がないという、従来技術に比べて顕著な効果が得られる。
【００６６】
　なお、本発明の液晶表示パネル１では、次の式が成立する。
Ｖｃｓ＿ｒ＝Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｒ×｛Ｃｃｓ＿ｒ÷（Ｃｃｓ＿ｒ＋Ｃｌｃ＋Ｃｇｄ＋Ｃｓｄ
＋．．．）｝
Ｖｃｓ＿ｇ＝Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｇ×｛Ｃｃｓ＿ｇ÷（Ｃｃｓ＿ｇ＋Ｃｌｃ＋Ｃｇｄ＋Ｃｓｄ
＋．．．）｝
Ｖｃｓ＿ｂ＝Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｂ×｛Ｃｃｓ＿ｂ÷（Ｃｃｓ＿ｂ＋Ｃｌｃ＋Ｃｇｄ＋Ｃｓｄ
＋．．．）｝
ここで、Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｒは、Ｒ画素の補助容量ラインに印加される電圧の振幅である。
Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｇは、Ｇ画素の補助容量ラインに印加される電圧の振幅である。Ｖｃｓ＿
ｐｐ＿ｂは、Ｂ画素の補助容量ラインに印加される電圧の振幅である。
【００６７】
　上述したように、本実施形態では、Ｃｃｓ＿ｒ＞Ｃｃｓ＿ｇ＞Ｃｃｓ＿ｂである。しか
しこれに限らず、画素の色の特性に応じて、Ｃｃｓ＿ｒ≠Ｃｃｓ＿ｇ≠Ｃｃｓ＿ｂとすれ
ばよい。
【００６８】
　Ｖｄ＿ｒ、Ｖｄ＿ｇ、Ｖｄ＿ｂは、次の式によって求められる。
【００６９】
　Ｖｄ＿ｒ＝Ｖｓ÷２＋Ｖｃｓ＿ｒ
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　Ｖｄ＿ｇ＝Ｖｓ÷２＋Ｖｃｓ＿ｇ
　Ｖｄ＿ｂ＝Ｖｓ÷２＋Ｖｃｓ＿ｂ
本発明では、Ｖｃｓ＿ｒ≠Ｖｃｓ＿ｇ≠Ｖｃｓ＿ｂとなることから、Ｖｄ＿ｒ≠Ｖｄ＿ｇ
≠Ｖｄ＿ｂが成立する。すなわち、画素の色に応じて、液晶に印加される電圧の値を制御
できる。
【００７０】
　また、本実施形態ではＣｃｓ＿ｒ＞Ｃｃｓ＿ｇ＞Ｃｃｓ＿ｂであるが、Ｃｃｓ＿ｒ＝Ｃ
ｃｓ＿ｇ＞Ｃｃｓ＿ｂとしてもよい。具体的には、Ｒ画素に接続される補助容量ラインの
横幅と、Ｇ画素に接続される補助容量ラインの横幅とを同一にするとともに、Ｂ画素に接
続される補助容量ラインの横幅は、これらよりも狭くする。この構成において、ソース信
号の電圧振幅を画素ごとに共通させ、さらに補助容量駆動信号の電圧振幅も画素ごとに共
通させたとしても、Ｂ画素における入力階調と正規化輝度との関係を、Ｒ画素およびＧ画
素のそれに近づけることができる。結果、従来技術に比べて、表示画像の表示品位を高め
ることができる。
【００７１】
　図５および図７には、同一フレームにおいて、ＲＧＢ各画素に同一極性のソース信号を
入力する例を示した。しかし本発明は当該構成に限らず、同一フレームにおいて、ＲＧＢ
各画素に互いに独立した極性のソース信号を入力することもできる。この変形例を図８お
よび図９を参照して以下に説明する。
【００７２】
　（駆動信号の波形図：ｍフレーム、独立極性）
　図８は、ＲＧＢ各画素の液晶に独立した極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ各
画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。この図の例では、ソース信号ＳＳの極
性が同一の第ｍフレーム内において、駆動される画素の色の順番ごとに異なる。具体的に
は、同じｎ行のＲ画素、Ｇ画素、およびＢ画素をこの順に駆動する時、Ｒ画素の駆動時に
はＳＳを正極性に変化させ、Ｇ画素の駆動時にはＳＳを負極性に変化させ、Ｂ画素の駆動
時にはＳＳを正極性に変化させる。すなわち、ＲＧＢの順に極性を正負正と変化させる。
なお、詳しくは後述するが、次の第ｍ＋１フレームでは、極性変化の順番を前フレーム（
第ｍ）とは反対にする。
【００７３】
　各補助容量ラインには、画素の色に応じた極性の電圧を印加する。このとき、補助容量
ラインに印加する電圧極性の変化方向を、ＳＳの極性の変化方向と同一にする。具体的に
は、ＣＳｎ＿ｒの電圧は正極性に変化させ、ＣＳｎ＿ｇの電圧は負極性に変化させ、ＣＳ
ｎ＿ｒの電圧は正極性に変化させる。
【００７４】
　これらの印加電圧の変化によって、Ｄｎ＿ｒは正極性に変化し、Ｄｎ＿ｇは負極性に変
化し、Ｄｎ＿ｂは正極性に変化する。なお、図８に示す電圧印加のタイミングは、図５の
それとまったく同一である。そのため、各印加電圧の変化の流れの詳細説明は省略する。
【００７５】
　図８に示すように、第ｍフレームにおいて液晶表示パネル１を駆動する時、Ｖｃｓ＿ｒ
＝Ｖｃｓ＿ｇ＝Ｖｃｓ＿ｂ（いずれも絶対値）であるにも関わらず、Ｖｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂ（
いずれも絶対値）となる。この結果、同一フレーム内において、ＲＧＢ各画素の電圧に印
加される電圧が画素の色に応じた値となるような調整が、可能となる。これにより、各画
素の色に特性によらず、入力階調と表示輝度との関係を一定に保つことができる。したが
って、図７に示す効果と同等の効果が得られる。
【００７６】
　（駆動信号の波形図：ｍ＋１フレーム、独立極性）
　本実施形態の液晶表示パネル１は、各画素を独立して駆動する場合も、いわゆるフレー
ム反転駆動を行う。すなわち、第ｍフレームにおいて各画素に印加する電圧とは反対の極
性の電圧を、次の第ｍ＋１フレームにおいて印加する。
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【００７７】
　図９は、ＲＧＢ各画素の液晶に独立した極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ各
画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。この図に示すように、第ｍ＋１フレー
ムにおいて電圧画素に印加される電圧の極性は、第ｍフレームにおいて画素に印加される
電圧の極性とは反対である（各ゲートバスラインへの印加電圧を除く）。したがって、電
圧印加のタイミングは図８のそれとまったく同一である。
【００７８】
　図９に示す各印加電圧の変化によって、第ｍ＋１フレームにおいては、Ｄｎ＿ｒは負極
性に変化し、Ｄｎ＿ｇは正極性に変化し、Ｄｎ＿ｂは負極性に変化する。すなわち、第ｍ
＋１フレームにおいて液晶表示パネル１を駆動する時、Ｖｃｓ＿ｒ＝Ｖｃｓ＿ｇ＝Ｖｃｓ
＿ｂ（いずれも絶対値）であるにも関わらず、Ｖｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂ（いずれも絶対値）とな
る。この結果、同一フレーム内において、ＲＧＢ各画素の電圧に印加される電圧が画素の
色に応じた値となるような調整が、可能となる。これにより、各画素の色に特性によらず
、入力階調と表示輝度との関係を一定に保つことができる。したがって、図７に示す効果
と同等の効果が得られる。
【００７９】
　〔実施形態２〕
　本発明に係る第２の実施形態について、図１０～図１３を参照して以下に説明する。な
お、上述した第１の実施形態と共通する各部材には同じ符号を付し、詳細な説明を省略す
る。
【００８０】
　本実施形態では、液晶表示パネル１の表示領域内における、補助容量ラインの形成様式
の変形例を幾つか説明する。まず、図１０～図１３に共通する用語を定義すると、次の通
りである；
Ｗ＿ｒ：ＣＳｎ＿ｒにおける、Ｒ画素のドレイン電極と重なる部分の横幅
Ｗ＿ｇ：ＣＳｎ＿ｇにおける、Ｇ画素のドレイン電極と重なる部分の横幅
Ｗ＿ｂ：ＣＳｎ＿ｂにおける、Ｂ画素のドレイン電極と重なる部分の横幅
Ｌ＿ｒ：ＣＳｎ＿ｒにおける、Ｒ画素のドレイン電極と重なる部分の長さ
Ｌ＿ｇ：ＣＳｎ＿ｇにおける、Ｇ画素のドレイン電極と重なる部分の長さ
Ｌ＿ｂ：ＣＳｎ＿ｂにおける、Ｂ画素のドレイン電極と重なる部分の長さ
ここで、ｎは１以上の任意の整数である。
【００８１】
　（第１の変形例）
　図１０は、液晶表示パネル１内の表示領域の一部（第１の変形例）を示す図である。こ
の図の例では、補助容量ラインのうち画素のドレイン電極と重なる部分の全部の横幅が、
画素の色ごとに異なる。具体的には、Ｗ＿ｒ＞Ｗ＿ｇ＞Ｗ＿ｂである。
【００８２】
　（第２の変形例）
　図１１は、液晶表示パネル１の表示領域の一部（第２の変形例）を示す図である。この
図の例では、補助容量ラインのうち画素のドレイン電極と重なる部分の一部の横幅が、画
素の色ごとに異なる。具体的には、Ｗ＿ｒ＞Ｗ＿ｇ＞Ｗ＿ｂである。
【００８３】
　（第３の変形例）
　図１２は、液晶表示パネル１の表示領域の一部（第３の変形例）を示す図である。この
図の例では、補助容量ラインのうち画素のドレイン電極と重なる部分のうち少なくとも一
部の横幅が、互いに同じであり、かつ当該少なくとも一部以外の部分よりも厚くなってい
る。さらに、当該少なくとも一部の横幅は、画素の色ごとに異なる。具体的には、Ｗ＿ｒ
＝Ｗ＿ｇ＝Ｗ＿ｂであり、かつ、Ｌ＿ｒ＞Ｌ＿ｇ＞Ｌ＿ｂである。
【００８４】
　（第４の変形例）
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　図１３は、液晶表示パネル１内の表示領域の一部（第４の変形例）を示す図である。こ
の図の例では、補助容量ラインのうち画素のドレイン電極と重なる部分のうち少なくとも
一部の横幅が、画素の色ごとに異なる。さらに、当該少なくとも一部の長さが、画素の色
ごとに異なる。具体的には、Ｗ＿ｒ＞Ｗ＿ｇ＞Ｗ＿ｂであり、かつＬ＿ｒ＞Ｌ＿ｇ＞Ｌ＿
ｂである。
【００８５】
　図１０～図１１のいずれの構成においても、各画素のドレイン電極に接する補助容量ラ
インの面積は、画素の色に応じた値となる。結果、各補助容量ラインに同じ電圧を印加し
ても、Ｖｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂとなるので、いずれも図１の構成と同様の作用効果が得られる。
【００８６】
　〔実施形態３〕
　本発明に係る第３の実施形態について、図１４～図１７を参照して以下に説明する。な
お、上述した第の実施形態と共通する各部材には同じ符号を付し、詳細な説明を省略する
。
【００８７】
　本実施形態と第１の実施形態との違いは２点ある。一つは各補助容量ラインの形状であ
り、もう一つは各補助容量ラインに出力する電圧の振幅である。すなわち、本実施形態で
は各補助容量ラインの形状は、画素の色に拠らず一定である。一方、各補助容量ラインに
出力する電圧の振幅が、画素の色に応じて異なる。具体的には、Ｖｃｓ＿ｒ＞Ｖｃｓ＿ｇ
＞Ｖｃｓ＿ｂである。これにより、補助容量によるドレイン電圧変化量を、画素の色ごと
に異ならせることができる。結果、第１の実施形態と同様の作用効果が得られる。
【００８８】
　（駆動信号の波形例：第ｍフレーム、共通極性）
　図１４は、ＲＧＢ各画素の液晶に共通して正極性の電圧を印加する場合における、ＲＧ
Ｂ各画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【００８９】
　この図に示すように、ＣＳｎ＿ｒに出力される電圧Ｖｃｓ＿ｒは、ＣＳｎ＿ｇに出力さ
れる電圧Ｖｃｓ＿ｇよりも大きい。さらに、ＣＳｎ＿ｇに出力される電圧Ｖｃｓ＿ｇは、
ＣＳｎ＿ｂに出力される電圧Ｖｃｓ＿ｂよりも大きい。結果、Ｖｃｓ＿ｒ＞Ｖｃｓ＿ｇ＞
Ｖｃｓ＿ｂとなるので、同図に示すようにＶｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂとなる。したがって、図５に
示した第１の実施形態と同様の作用・効果が得られる。
【００９０】
　（駆動信号の波形例：第ｍ＋１フレーム、共通極性）
　図１５は、ＲＧＢ各画素の液晶に共通して負極性の電圧を印加する場合における、ＲＧ
Ｂ各画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。第ｍフレームにおいて図１４に示
す波形の各電圧を各画素に印加した後、第ｍフレームにおいて、極性を反転させた各電圧
を各画素に印加する。結果、負極性の場合も結果、Ｖｃｓ＿ｒ＞Ｖｃｓ＿ｇ＞Ｖｃｓ＿ｂ
となるので、同図に示すようにＶｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂとなる。したがって、図１５の例でも、
図５に示した第１の実施形態と同様の作用・効果が得られる。
【００９１】
　なお、本実施形態ではＶｃｓ＿ｒ＞Ｖｃｓ＿ｇ＞Ｖｃｓ＿ｂであるが、Ｖｃｓ＿ｒ＝Ｖ
ｃｓ＿ｇ＞Ｃｃｓ＿ｂとしてもよい。具体的には、Ｒ画素に接続される補助容量ラインに
印加される電圧の振幅と、Ｇ画素に接続される補助容量ラインに印加される電圧の振幅と
を同一にするとともに、Ｂ画素に接続される補助容量ラインに印加される電圧の振幅を、
これらよりも小さくする。
【００９２】
　この構成において、ソース信号の電圧振幅を画素ごとに共通させ、さらに補助容量駆動
信号の電圧振幅も画素ごとに共通させたとしても、Ｂ画素における入力階調と正規化輝度
との関係を、Ｒ画素およびＧ画素のそれに近づけることができる。結果、従来技術に比べ
て、表示画像の表示品位を高めることができる。
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【００９３】
　また、画素の色ごとに、補助容量ライン印加電圧の振幅を変化させる場合、必ずしも、
印加電圧のＨｉｇｈ値とＬｏｗ値とを両方とも変化させる必要はない。本発明の液晶表示
パネル１では、次の式が成立する；
Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｒ＝Ｖｃｓ＿ｒ＿ｈｉｇｈ－Ｖｃｓ＿ｒ＿ｌｏｗ
Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｇ＝Ｖｃｓ＿ｇ＿ｈｉｇｈ－Ｖｃｓ＿ｇ＿ｌｏｗ
Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｂ＝Ｖｃｓ＿ｂ＿ｈｉｇｈ－Ｖｃｓ＿ｂ＿ｌｏｗ。
ここで、Ｖｃｓ＿ｒ＿ｈｉｇｈは、ＣＳｎ＿ｒに印加される電圧のＨｉｇｈ側の値である
。Ｖｃｓ＿ｒ＿ｌｏｗは、ＣＳｎ＿ｒに印加される電圧のＬｏｗ側の値である。Ｖｃｓ＿
ｇ＿ｈｉｇｈは、ＣＳｎ＿ｇに印加される電圧のＨｉｇｈ側の値である。Ｖｃｓ＿ｇ＿ｌ
ｏｗは、ＣＳｎ＿ｇに印加される電圧のＬｏｗ側の値である。Ｖｃｓ＿ｂ＿ｈｉｇｈは、
ＣＳｎ＿ｂに印加される電圧のＨｉｇｈ側の値である。Ｖｃｓ＿ｂ＿ｌｏｗは、ＣＳｎ＿
ｂに印加される電圧のＬｏｗ側の値である。
【００９４】
　このとき、Ｈｉｇｈ側の値またはＬｏｗ側の値を、画素ごとに共通化させ、もう一方の
値を、画素の色に応じて変化させてもよい。たとえば、Ｌｏｗ側の値を画素ごとに共通化
させた場合、次の式が成立する。
Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｒ＝Ｖｃｓ＿ｒ＿ｈｉｇｈ－Ｖｃｓ＿ｌｏｗ
Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｇ＝Ｖｃｓ＿ｇ＿ｈｉｇｈ－Ｖｃｓ＿ｌｏｗ
Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｂ＝Ｖｃｓ＿ｂ＿ｈｉｇｈ－Ｖｃｓ＿ｌｏｗ
この場合もＶｃｓ＿ｐｐ＿ｒ≠Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｇ≠Ｖｃｓ＿ｐｐ＿ｂとなるので、Ｖｃｓ
＿ｒ≠Ｖｃｓ＿ｇ≠Ｖｃｓ＿ｂが成立する。したがって、図７に示す効果と同様の効果が
得られる。
【００９５】
　（駆動信号の波形例：第ｍフレーム、独立極性）
　図１６は、ＲＧＢ各画素の液晶に独立した極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ
各画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。
【００９６】
　この図に示すように、ＣＳｎ＿ｒに出力される電圧Ｖｃｓ＿ｒの振幅の絶対値は、ＣＳ
ｎ＿ｇに出力される電圧Ｖｃｓ＿ｇの振幅の絶対値よりも大きい。さらに、ＣＳｎ＿ｇに
出力される電圧Ｖｃｓ＿ｇの振幅の絶対値は、ＣＳｎ＿ｂに出力される電圧Ｖｃｓ＿ｂの
振幅の絶対値よりも大きい。結果、絶対値で比較するとＶｃｓ＿ｒ＞Ｖｃｓ＿ｇ＞Ｖｃｓ
＿ｂとなるので、同図に示すように、絶対値で比較するとＶｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂとなる。した
がって、図１６の例でも、第１の実施形態と同様の作用・効果が得られる。
【００９７】
　（駆動信号の波形例：第ｍ＋１フレーム、独立極性）
　図１７は、ＲＧＢ各画素の液晶に独立した極性の電圧を印加する場合における、ＲＧＢ
各画素に印加される駆動信号の波形を示す図である。第ｍフレームにおいて図１４に示す
波形の各電圧を各画素に印加した後、第ｍ＋１フレームにおいて、第ｍフレーム（前フレ
ーム）と極性を反転させた電圧を、画素ごとに独立に印加する。前フレームとは極性を反
転させた場合も、絶対値で比較するとＶｃｓ＿ｒ＞Ｖｃｓ＿ｇ＞Ｖｃｓ＿ｂとなるので、
図１７に示すように、絶対値で比較するとＶｒ＞Ｖｇ＞Ｖｂとなる。したがって、図１７
の例でも、第１の実施形態と同様の作用・効果が得られる。
【００９８】
　（付記事項）
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではない。当業者は、請求項に示した範
囲内において、本発明をいろいろと変更できる。すなわち、請求項に示した範囲内におい
て、適宜変更された技術的手段を組み合わせれば、新たな実施形態が得られる。
【００９９】
　たとえば、本発明は、多種の液晶モードの液晶表示パネル１として実現できる。これら
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の液晶モードとして、具体的にはＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎ）モード、ＩＰＳ
（Ｉｎ　Ｐｌａｉｎｅ　）モード、ＡＦＦＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅ
ｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、
およびＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｅｎｄ）モードがある
。
【０１００】
　また、本発明の液晶表示パネル１を備えた液晶表示装置も、当然に実現される。
【０１０１】
　本発明に係る液晶表示パネルでは、さらに、
　上記補助容量ラインにおける、少なくとも上記画素内のスイッチング素子のドレイン電
極と重なる部分の形状が、当該画素の色に応じたものとなっていることが好ましい。
【０１０２】
　上記の構成によれば、各補助容量ラインに同じ振幅の電圧を出力したとしても、ドレイ
ン電極に接続される補助容量に印加される実効電圧が、画素の色に応じた値となる。これ
により、当該実効電圧を容易に制御できる。
【０１０３】
　本発明に係る液晶表示パネルでは、さらに、
　上記形状は、上記補助容量ラインの横幅であることが好ましい。
【０１０４】
　上記の構成によれば、簡単な加工によって、補助容量に印加される実効電圧を、画素の
色に応じたものにできる。
【０１０５】
　本発明に係る液晶表示パネルでは、さらに、
　上記形状は、上記補助容量ラインの長さであることが好ましい。
【０１０６】
　上記の構成によれば、簡単な加工によって、補助容量に印加される実効電圧を、画素の
色に応じたものにできる。
【０１０７】
　本発明に係る液晶表示パネルでは、さらに、
　上記原色は、赤色、青色、および緑色のいずれかであり、
　上記青色の画素に接続された補助容量ラインにおける上記部分の面積が、他の上記原色
の画素に接続された補助容量ラインにおける上記部分の面積よりも狭いことが好ましい。
【０１０８】
　上記の構成によれば、青色の画素における入力階調－透過率の特性を、赤色および緑色
のそれに近づけることができる。したがって、赤、青、緑の三原色によって表示する画像
の表示品位の低下を防止できる。
【０１０９】
　本発明に係る液晶表示パネルでは、さらに、
　上記原色は、赤色、青色、および緑色のいずれかであり、
　上記赤色の画素に接続された補助容量ラインにおける上記部分の面積が、他の上記原色
の画素に接続された補助容量ラインにおける上記部分の面積よりも広いことが好ましい。
【０１１０】
　上記の構成によれば、赤色の画素における入力階調－透過率の特性を、青色および緑色
のそれに近づけることができる。したがって、赤、青、緑の三原色によって表示する画像
の表示品位の低下を防止できる。
【０１１１】
　本発明に係る液晶表示パネルはさらに、
　上記補助容量ラインに、当該補助容量ラインが接続された上記画素の原色に応じた値の
電圧を出力する補助容量駆動回路をさらに備えていることが好ましい。
【０１１２】
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　上記の構成によれば、補助容量ラインの形状を画素の色に拠らず同じにしても、補助容
量の印加される実効電圧の振幅を、画素の色に応じたものにできる。したがって、液晶表
示パネルの表示領域に特別な加工をすることがなく、本発明の効果を得ることができる。
【０１１３】
　本発明に係る液晶表示パネルでは、さらに、
　上記原色は、赤色、青色、および緑色のいずれかであり、
　上記補助容量駆動回路は、上記青色の画素に接続された上記補助容量ラインに印加する
電圧の変化量を、他の上記原色の画素に接続された上記補助容量ラインに印加される電圧
の変化量よりも低くすることが好ましい。
【０１１４】
　上記の構成によれば、青色の画素における入力階調－透過率の特性を、赤色および緑色
のそれに近づけることができる。したがって、赤、青、緑の三原色によって表示する画像
の表示品位の低下を防止できる。
【０１１５】
　本発明に係る液晶表示パネルでは、さらに、
　上記原色は、赤色、青色、および緑色のいずれかであり、
　上記補助容量駆動回路は、上記赤色の画素に接続された上記補助容量ラインに印加する
電圧の変化量を、他の上記原色の画素に接続された上記補助容量ラインに印加される電圧
の変化量よりも高くすることを特徴とする請求項７または８に記載の液晶表示パネル。
【０１１６】
　上記の構成によれば、赤色の画素における入力階調－透過率の特性を、青色および緑色
のそれに近づけることができる。したがって、赤、青、緑の三原色によって表示する画像
の表示品位の低下を防止できる。
【０１１７】
　発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あくまでも
、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義
に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範囲内で、いろいろ
と変更して実施することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　本発明は、各種の液晶表示パネル、および当該液晶表示パネルを備えた液晶表示装置と
して、幅広く利用できる。
【符号の説明】
【０１１９】
１　液晶表示パネル
２　表示領域
３　ソースドライバ
４　ゲートドライバ
５　補助容量ドライバ（補助容量駆動回路）
６　共通電極ドライバ
１１　ＴＦＴ
１２　液晶セル
１３　補助容量
Ｇ１＿ｒ～Ｇｎ＿ｂ　ゲートバスライン
Ｓ１～Ｓｍ　ソースバスライン
ＣＳ１＿ｒ～ＣＳｎ＿ｂ　補助容量ライン
ＣＯＭ　共通電極ライン
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