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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート線及びデータ線を含む表示領域と、
　ゲート線の一端に接続し、複数のステージを含み、基板上に集積されてゲート電圧を出
力し、前記ステージはインバータ部及び出力部を含むゲート駆動部とを含み、
　前記出力部は、第１トランジスタ及び第１キャパシタを含み、
　前記第１トランジスタは、入力端子にクロック信号が印加され、制御端子が、第１キャ
パシタを介してゲート電圧出力端子に接続されている接続点と接続されており、出力端子
が、ゲート電圧出力端子と接続されて、クロック信号に基づくゲートオン電圧、及び、第
１低電圧に基づくゲートオフ電圧を出力し、
　前記インバータ部は、第１インバータ出力電圧と、これより低くゲートオフ電圧よりも
低い第２低電圧に基づく第２インバータ出力電圧を出力し、
　前記ステージは、ノイズ除去部をさらに含み、
　前記ノイズ除去部は、少なくとも一つのトランジスタをさらに含み、
　ノイズ除去部にさらに含まれる少なくとも一つのトランジスタは、制御端子が前段ステ
ージの前記インバータ部からの前記第１インバータ出力電圧及び第２インバータ出力電圧
 の印加を受け、入力端子が前記ゲート電圧出力端子と接続されており、出力端子が、前
記第１低電圧が印加される導体と接続されている、表示装置。
【請求項２】
　前記インバータ部は、少なくとも二つのトランジスタを含み、
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　前記少なくとも二つのトランジスタは、前記第２低電圧が印加される導体と接続されて
いる、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　ノイズ除去部に含まれる少なくとも一対のトランジスタは、制御端子が前記第１インバ
ータ出力電圧、及び前記第２インバータ出力電圧の印加を受け、入力端子が前記接続点に
接続されており、出力端子が、前記第２低電圧が印加される導体と接続されている、請求
項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記ステージは、プルダウン部をさらに含み、
　プルダウン部に含まれる少なくとも一対のトランジスタは、制御端子が次段ステージか
らの出力の印加を受け、入力端子が前記接続点に接続されており、出力端子が、前記第２
低電圧が印加される導体と接続されている、請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記ステージは、伝達信号生成部をさらに含み、
　伝達信号生成部に含まれる少なくとも一つのトランジスタは、入力端子に前記クロック
信号が印加され、制御端子が前記接続点と接続されており、出力端子が伝達信号出力端子
と接続されて伝達信号を出力する、請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記プルダウン部は、少なくとも一つのトランジスタをさらに含み、
　プルダウン部にさらに含まれる少なくとも一つのトランジスタは、制御端子が前記次段
ステージからの出力の印加を受け、入力端子が前記伝達信号出力端子と接続されており、
　出力端子が、前記第２低電圧が印加される導体と接続されている、請求項５に記載の表
示装置。
【請求項７】
　前記プルダウン部は、少なくとも一つのトランジスタをさらに含み、
　このようにさらに含まれる少なくとも一つのトランジスタは、制御端子が、次の次の段
の前記ステージからの出力の印加を受け、入力端子が前記接続点と接続されており、出力
端子が、前記第２低電圧が印加される導体と接続されている、請求項６に記載の表示装置
。
【請求項８】
　前記トランジスタは全て酸化物半導体を含む、請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記ステージは、プルダウン部をさらに含み、
　プルダウン部に含まれる少なくとも一対のトランジスタは、制御端子が次段ステージか
らの出力の印加を受け、入力端子が前記接続点に接続されており、出力端子が、前記第１
低電圧が印加される導体と接続されている、請求項３に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記ステージは、プルダウン部をさらに含み、
　プルダウン部に含まれる少なくとも一つのトランジスタは、制御端子が次段ステージか
らの出力の印加を受け、入力端子が前記接続点に接続されており、出力端子が、前記第２
低電圧が印加される導体と接続されている、請求項３に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記ステージは、プルダウン部をさらに含み、
　プルダウン部に含まれる少なくとも一つのトランジスタは、制御端子が次段ステージか
らの出力の印加を受け、入力端子が前記接続点に接続されており、出力端子が、前記第１
低電圧が印加される導体と接続されている、請求項３に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記ステージは、ノイズ除去部をさらに含み、
　ノイズ除去部に含まれる少なくとも一つのトランジスタは、制御端子が前記第１インバ
ータ出力電圧、及び前記第２インバータ出力電圧の印加を受け、入力端子が前記接続点に
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接続されており、出力端子が、前記第２低電圧が印加される導体と接続されている、請求
項２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、表示パネルに関し、表示パネルに集積されたゲート駆動部を有する表示パネ
ルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示パネルのうちの液晶表示装置は、現在、最も幅広く使用されている平板表示装置の
一つであって、画素電極と共通電極など電界生成電極（ｆｉｅｌｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）が形成されている二枚の表示パネルと、その間に挿入されてい
る液晶層とを含む。液晶表示装置は、電界生成電極に電圧を印加して液晶層に電界を生成
し、これを通じて液晶層の液晶分子の方向を決定して、入射光の偏光を制御することによ
って画像を表示する。表示パネルは、液晶表示装置以外にも有機発光表示装置、プラズマ
表示装置、及び電気泳動表示装置などがある。
【０００３】
　このような表示装置には、ゲート駆動部及びデータ駆動部が含まれている。このうちゲ
ート駆動部は、ゲート線、データ線、薄膜トランジスタなどと共にパターニングして、パ
ネルの上に集積してもよい。このように集積されたゲート駆動部は、別途のゲート駆動用
チップを形成する必要がなくて、製造原価が節減される長所がある。
【０００４】
　しかし、このように集積されたゲート駆動部の内部に形成された薄膜トランジスタは、
ゲート信号を印加する間に一定水準の漏洩電流が発生して出力が低下することにより、ゲ
ート電圧のレベルが低下する問題が生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、表示パネルに実装されたゲート駆動部が出力するゲートオン電圧のレ
ベルが低くなることを防止するか、または漏洩電流によって問題が生じないようにするこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような課題を解決するために、本発明の実施形態による表示装置は、ゲート線及び
データ線を含む表示領域、及びゲート線の一端に接続し、複数のステージを含み、基板上
に集積されてゲート電圧を出力し、前記ステージは、インバータ部、出力部を含むゲート
駆動部を含み、前記出力部は、第１トランジスタ及び第１キャパシタを含み、前記第１ト
ランジスタの入力端子はクロック信号が印加され、制御端子はＱ接続点と接続されており
、出力端子はゲート電圧出力端子と接続してゲート電圧が出力され、前記インバータの出
力電圧のうち低電圧は、前記出力部によって出力されるゲート電圧の低電圧より低い第２
低電圧を有する。
【０００７】
　前記インバータ部は、少なくとも二つのトランジスタを含み、前記少なくとも二つのト
ランジスタが前記第２低電圧と接続してもよい。
【０００８】
　前記ステージは、制御端子は前記インバータの前記出力電圧の印加を受け、入力端子は
前記Ｑ接続点に接続されており、出力端子は前記第２低電圧と接続されている、少なくと
も一対のトランジスタを含むノイズ除去部をさらに含んでもよい。
【０００９】
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　前記ステージは、制御端子は次段ステージの出力の印加を受け、入力端子は前記Ｑ接続
点に接続されており、出力端子は前記第２低電圧と接続されている、少なくとも一対のト
ランジスタを含むプルダウン部をさらに含んでもよい。
【００１０】
　前記ノイズ除去部は、制御端子は前段ステージの前記インバータの前記出力電圧の印加
を受け、入力端子は前記ゲート電圧出力端子と接続されており、出力端子は前記ゲート電
圧の低電圧と接続されている、少なくとも一つのトランジスタをさらに含んでもよい。
【００１１】
　前記ステージは、入力端子は前記クロック信号が印加され、制御端子は前記Ｑ接続点と
接続されており、出力端子は伝達信号出力端子と接続されて伝達信号が出力される、少な
くとも一つのトランジスタを含む伝達信号生成部をさらに含んでもよい。
【００１２】
　前記プルダウン部は、制御端子は前記次段ステージの出力の印加を受け、入力端子は前
記伝達信号出力端子と接続されており、前記出力端子は前記第２低電圧と接続されている
、少なくとも一つのトランジスタをさらに含んでもよい。
【００１３】
　前記プルダウン部は、次の次段前記ステージの出力の印加を受け、入力端子は前記Ｑ接
続点と接続されており、出力端子は前記第２低電圧と接続されている少なくとも一つのト
ランジスタをさらに含んでもよい。
【００１４】
　前記トランジスタは全て酸化物半導体を含んでもよい。
【００１５】
　前記ステージは、制御端子は次段ステージの出力の印加を受け、入力端子は前記Ｑ接続
点に接続されており、出力端子は前記ゲート電圧の低電圧と接続されている、少なくとも
一対のトランジスタを含むプルダウン部をさらに含んでもよい。
【００１６】
　前記ステージは、制御端子は次段ステージの出力の印加を受け、入力端子は前記Ｑ接続
点に接続されており、出力端子は前記第２低電圧と接続されている、少なくとも一つのト
ランジスタを含むプルダウン部をさらに含んでもよい。
【００１７】
　前記ステージは、制御端子は次段ステージの出力の印加を受け、入力端子は前記Ｑ接続
点に接続されており、出力端子は前記ゲート電圧の低電圧と接続されている、少なくとも
一つのトランジスタを含むプルダウン部をさらに含んでもよい。
【００１８】
　前記ステージは、制御端子は前記インバータの前記出力電圧の印加を受け、入力端子は
前記Ｑ接続点に接続されており、出力端子は前記第２低電圧と接続されている、少なくと
も一つのトランジスタを含むノイズ除去部をさらに含んでもよい。
【００１９】
　本発明の他の実施形態による表示装置は、ゲート線及びデータ線を含む表示領域、及び
ゲート線の一端に接続し、複数のステージを含み、基板上に集積されてゲート電圧を出力
し、前記ステージはインバータ部、出力部を含むゲート駆動部を含み、前記出力部は第１
トランジスタ及び第１キャパシタを含み、前記第１トランジスタの入力端子はクロック信
号が印加され、制御端子はＱ接続点と接続されており、出力端子はゲート電圧出力端子と
接続してゲート電圧が出力され、前記インバータの出力電圧のうち低電圧は、前記出力部
によって出力されるゲート電圧の低電圧を有する。
【００２０】
　前記インバータ部は、出力端子は前記ゲート電圧の低電圧より低い第２低電圧と接続さ
れている、少なくとも二つのトランジスタを含んでもよい。
【発明の効果】
【００２１】
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　以上のように、表示パネルに実装されたゲート駆動部のトランジスタのうちの一部トラ
ンジスタの出力端子をさらに低い低電圧と接続して、当該トランジスタにかかる電圧差を
減らすことにより、ゲート駆動部が出力するゲートオン電圧のレベルが低くなることを防
止するか、または漏洩電流によって問題が生じないようにする。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態による表示パネルの平面図である。
【図２】図１のゲート駆動部及びゲート線を具体化して示したブロック図である。
【図３】本発明の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して示した
回路図である。
【図４】酸化物半導体を含む薄膜トランジスタの電圧による電流グラフである。
【図５】本発明の実施形態によるゲート駆動部の動作特性を示したタイミング図である。
【図６】本発明の実施形態によるゲート駆動部の動作特性を示したタイミング図である。
【図７】本発明の実施形態によるゲート駆動部の動作特性を示したタイミング図である。
【図８】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して示
した回路図である。
【図９】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して示
した回路図である。
【図１０】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して
示した回路図である。
【図１１】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して
示した回路図である。
【図１２】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して
示した回路図である。
【図１３】他の実施形態によるゲート駆動部及びゲート線を具体化して示したブロック図
である。
【図１４】図１３の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して示し
た回路図である。
【図１５】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して
示した回路図である。
【図１６】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して
示した回路図である。
【図１７】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して
示した回路図である。
【図１８】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して
示した回路図である。
【図１９】本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して
示した回路図である。
【図２０】本発明の他の実施形態による表示装置の平面図である。
【図２１】図２０の実施形態で使用されたクロック信号の波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　添付した図面を参照して、本発明の実施形態について本発明が属する技術分野における
通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は種々
の異なる形態に実現でき、ここで説明する実施形態に限られない。
【００２４】
　図面において、種々の層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。明細
書の全体にわたって類似する部分に対しては同一の図面符号を付けた。層、膜、領域、板
などの部分が他の部分の「上」にあるというとき、これは他の部分の「すぐ上」にある場
合だけでなく、その中間に他の部分がある場合も含む。一方、ある部分が他の部分の「す



(6) JP 6305709 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

ぐ上」にあるというときには、中間に他の部分がないことを意味する。
【００２５】
　次に、本発明の実施形態による表示装置について、図１を参照して詳細に説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の実施形態による表示装置の平面図である。
【００２７】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態による表示パネル１００は、画像を表示する表
示領域３００、表示領域３００のゲート線にゲート電圧を印加するゲート駆動部５００を
含む。一方、表示領域３００のデータ線は、表示パネル１００に付着されたフレキシブル
プリント回路膜（ＦＰＣ；ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｆｉｌ
ｍ）４５０などのフィルムの上に形成されたデータドライバＩＣ４６０からデータ電圧が
印加される。一方、ゲート駆動部５００及びデータドライバＩＣ４６０は信号制御部６０
０によって制御される。フレキシブルプリント回路膜４５０などのフィルムの外側にはプ
リント回路基板（ＰＣＢ；ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒｄ）が形成されて
、信号制御部６００からの信号をデータドライバＩＣ４６０及びゲート駆動部５００に伝
達する。信号制御部６００から提供される信号としては、第１クロック信号ＣＫＶ、第２
クロック信号ＣＫＶＢ、及びスキャン開示信号ＳＴＶＰなどの信号と、特定レベルの低電
圧Ｖｓｓ１、Ｖｓｓ２を提供する信号を含む。実施形態によっては低電圧を一種類だけ有
してもよい。
【００２８】
　表示領域３００は、液晶表示パネルである場合には、薄膜トランジスタＴｒｓｗ、液晶
キャパシタＣｌｃ、及び維持キャパシタＣｓｔなどを含み、図１においては液晶表示パネ
ルを例として挙げている。一方、有機発光表示パネルにおいては薄膜トランジスタ、及び
有機発光ダイオードを含み、その他の表示パネルにおいては薄膜トランジスタなどの素子
を含んで表示領域３００を形成する。本発明は液晶表示パネルに限定されないが、明確に
説明するために、以下では液晶表示パネルを例として挙げて説明する。
【００２９】
　表示領域３００には、多数のゲート線Ｇ１～Ｇｎ及び多数のデータ線Ｄ１～Ｄｍを含み
、多数のゲート線Ｇ１～Ｇｎ及び多数のデータ線Ｄ１～Ｄｍは絶縁して交差している。
【００３０】
　各画素ＰＸには、薄膜トランジスタＴｒｓｗ、液晶キャパシタＣｌｃ、及び維持キャパ
シタＣｓｔを含む。薄膜トランジスタＴｒｓｗの制御端子は一つのゲート線に接続され、
薄膜トランジスタＴｒｓｗの入力端子は一つのデータ線に接続され、薄膜トランジスタＴ
ｒｓｗの出力端子は液晶キャパシタＣｌｃの一側端子及び維持キャパシタＣｓｔの一側端
子に接続される。液晶キャパシタＣｌｃの他側端子は共通電極に接続され、維持キャパシ
タＣｓｔの他側端子は信号制御部６００から印加される維持電圧Ｖｃｓｔが印加される。
液晶表示パネルの画素ＰＸの構造も多様な実施形態が存在し、図１に示した画素ＰＸの基
本構造から追加構成を有する画素ＰＸも本発明を適用することができる。
【００３１】
　多数のデータ線Ｄ１～Ｄｍは、データドライバＩＣ４６０からデータ電圧が印加され、
多数のゲート線Ｇ１～Ｇｎは、ゲート駆動部５００からゲート電圧が印加される。
【００３２】
　データドライバＩＣ４６０は、表示パネル１００の上側または下側に形成されて、縦方
向に延長されたデータ線Ｄ１～Ｄｍと接続しているが、図１においては、データドライバ
ＩＣ４６０が表示パネル１００の上側に位置する実施形態を示している。
【００３３】
　ゲート駆動部５００は、クロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢ、スキャン開示信号ＳＴＶＰ、
及びゲートオフ電圧に準ずる第１低電圧Ｖｓｓ１と、ゲートオフ電圧より低い第２低電圧
Ｖｓｓ２の印加を受け、ゲート電圧（ゲートオン電圧及びゲートオフ電圧）を生成して、
ゲート線Ｇ１～Ｇｎに順次にゲートオン電圧を印加する。
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【００３４】
　ゲート駆動部５００に印加されるクロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢ、スキャン開示信号Ｓ
ＴＶＰ、第１低電圧Ｖｓｓ１、及び第２低電圧Ｖｓｓ２は、図１に示したようにデータド
ライバＩＣ４６０が位置するフレキシブルプリント回路膜４５０のうち、最もゲート駆動
部５００と近いフレキシブルプリント回路膜４５０を通じてゲート駆動部５００に印加さ
れる。このような信号は、外部または信号制御部６００からプリント回路基板４００を通
じてフレキシブルプリント回路膜４５０などのフイルムに伝達される。
【００３５】
　以上、表示装置の全体的な構造について説明した。
【００３６】
　以下、本発明と関するゲート駆動部５００及びゲート線Ｇ１～Ｇｎを中心に説明する。
【００３７】
　図２は、図１のゲート駆動部及びゲート線を具体化して示したブロック図である。
【００３８】
　図２においては、ゲート駆動部５００をブロック化して詳細に示している。
【００３９】
　図２において、表示領域３００を抵抗ＲｐとキャパシタンスＣｐに示した。これは、ゲ
ート線Ｇ１～Ｇｎ、液晶キャパシタＣｌｃ、及び維持キャパシタＣｓｔは、それぞれ抵抗
値及びキャパシタンスを有し、これらを全て合わせて一つの抵抗Ｒｐ及び一つのキャパシ
タンスＣｐに示したものである。つまり、ゲート線は、図２に示したように、回路的には
抵抗ＲｐとキャパシタンスＣｐを有するものと示すことができる。これら値は、一つのゲ
ート線が全体的に有する値であり、表示領域３００の構造及び特性によって他の値を有す
ることができる。ステージＳＲから出力されたゲート電圧はゲート線に伝達される。各ス
テージＳＲｎに対応してそれぞれゲート線Ｇｎが接続されている。
【００４０】
　以下、ゲート駆動部５００について説明する。
【００４１】
　ゲート駆動部５００は、互いに従属的に接続された多数のステージＳＲ１、ＳＲ２、Ｓ
Ｒ３、ＳＲ４を含む。各ステージＳＲ１、ＳＲ２、ＳＲ３、ＳＲ４、．．．は、三個の入
力端子ＩＮ１、ＩＮ２、ＩＮ３、一つのクロック入力端子ＣＫ、二つの電圧入力端子Ｖｉ
ｎ１、Ｖｉｎ２、ゲート電圧を出力するゲート電圧出力端子ＯＵＴ、伝達信号出力端子Ｃ
Ｒｏｕｔ、及びインバータ信号出力端子ＩＶＴｏｕｔを含む。
【００４２】
　先ず、第１入力端子ＩＮ１は、前段ステージの伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔに接続して
、以前段の伝達信号ＣＲの印加を受けるが、最初のステージは前段ステージが存在しない
ので、第１入力端子ＩＮ１にスキャン開示信号ＳＴＶＰが印加される。
【００４３】
　第２入力端子ＩＮ２は、次段ステージの伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔに接続して、次段
の伝達信号ＣＲの印加を受ける。
【００４４】
　ｎ－１番目ゲート線Ｇｎ－１に接続されたステージＳＲｎ－１（図示せず）、及びｎ番
目ゲート線Ｇｎに接続されたステージＳＲｎ（図示せず）は、次段及び次の次段ステージ
から伝達信号ＣＲを受信するために、ダミーステージを二つ形成してもよい。ダミーステ
ージＳＲｎ＋１、ＳＲｎ＋２（図示せず）は、他のステージＳＲ１～ＳＲｎとは異なり、
ダミーゲート電圧を生成して出力するステージである。つまり、他のステージＳＲ１－Ｓ
Ｒｎから出力されたゲート電圧は、ゲート線を通じて伝達されながら画素にデータ電圧が
印加されて画像を表示する。しかし、ダミーステージＳＲｎ＋１、ＳＲｎ＋２は、ゲート
線に接続していなくてもよく、ゲート線と接続しても画像を表示しないダミー画素（図示
せず）のゲート線と接続していて、画像を表示するのに用いられなくてもよい。
【００４５】
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　一方、第３入力端子ＩＮ３は、前段ステージのインバータ信号出力端子ＩＶＴｏｕｔに
接続して、以前段のインバータ信号ＩＶＴが印加されるが、最初のステージは前段ステー
ジが存在しないので、これに対応する信号を別途に生成して入力させるか、またはダミー
ステージＳＲｎ＋１、ＳＲｎ＋２（図示せず）でこれとタイミングの適した信号を生成す
るようにして、これを受信してもよい。即ち、当該ステージにおいてゲートオン電圧が印
加される１Ｈ区間では、低電圧Ｖｓｓ１またはＶｓｓ２が印加されるタイミングを有する
信号を出力制御信号ＯＣＳという。
【００４６】
　クロック入力端子ＣＫにはクロック信号が印加されるが、多数のステージのうち奇数番
目ステージのクロック入力端子ＣＫには第１クロック信号ＣＫＶが印加され、偶数番目ス
テージのクロック入力端子ＣＫには第２クロック信号ＣＫＶＢが印加される。第１クロッ
ク信号ＣＫＶと第２クロック信号ＣＫＶＢは、互いに位相が反対になるクロック信号であ
る。
【００４７】
　第１電圧入力端子Ｖｉｎ１にはゲートオフ電圧に該当する第１低電圧Ｖｓｓ１が印加さ
れ、第２電圧入力端子Ｖｉｎ２には第１低電圧Ｖｓｓ１より低い第２低電圧Ｖｓｓ２が印
加される。第１低電圧Ｖｓｓ１及び第２低電圧Ｖｓｓ２の電圧値は実施形態によって多様
でありうるが、本実施形態においては、第１低電圧Ｖｓｓ１値として－６Ｖを使用してお
り、第２低電圧Ｖｓｓ２値として－１０Ｖを使用している。つまり、第２低電圧Ｖｓｓ２
が第１低電圧Ｖｓｓ１よりさらに低い電圧を使用する。
【００４８】
　次に、ゲート駆動部５００の動作について説明する。
【００４９】
　先ず、第１ステージＳＲ１は、クロック入力端子ＣＫを通じて外部から提供される第１
クロック信号ＣＫＶを、第１入力端子ＩＮ１を通じてスキャン開示信号ＳＴＶＰを、第１
 電圧入力端子Ｖｉｎ１及び第２電圧入力端子Ｖｉｎ２に第１低電圧Ｖｓｓ１及び第２低
電圧Ｖｓｓ２を、第２入力端子ＩＮ２を通じて第２ステージＳＲ２から提供される伝達信
号ＣＲを、そして第３入力端子ＩＮ３を通じて出力制御信号を受信して、第１ゲートライ
ンにゲート電圧出力端子ＯＵＴを通じてゲートオン電圧を出力する。また、伝達信号出力
端子ＣＲｏｕｔでは伝達信号ＣＲを出力して第２ステージＳＲ２の第１入力端子ＩＮ１に
伝達し、インバータ信号出力端子ＩＶＴｏｕｔではインバータ信号ＩＶＴを第２ステージ
ＳＲ２の第３入力端子ＩＮ３に伝達する。
【００５０】
　第２ステージＳＲ２は、クロック入力端子ＣＫを通じて外部から提供される第２クロッ
ク信号ＣＫＶＢを、第１入力端子ＩＮ１を通じて第１ステージＳＲ１の伝達信号ＣＲを、
第１電圧入力端子Ｖｉｎ１及び第２電圧入力端子Ｖｉｎ２に第１低電圧Ｖｓｓ１及び第２
低電圧Ｖｓｓ２を、第２入力端子ＩＮ２を通じて第３ステージＳＲ３からそれぞれ提供さ
れる伝達信号ＣＲを、そして第３入力端子ＩＮ３を通じて第１ステージＳＲ１から提供さ
れるインバータ信号ＩＶＴを受信して、第２ゲートラインにゲート電圧出力端子ＯＵＴを
通じてゲートオン電圧を出力する。また、伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔでは伝達信号ＣＲ
を出力して、第３ステージＳＲ３の第１入力端子ＩＮ１及び第１ステージＳＲ１の第２入
力端子ＩＮ２に伝達し、インバータ信号出力端子ＩＶＴｏｕｔではインバータ信号ＩＶＴ
を第３ステージＳＲ３の第３入力端子ＩＮ３に伝達する。
【００５１】
　一方、第３ステージＳＲ３は、クロック入力端子ＣＫを通じて外部から提供される第１
クロック信号ＣＫＶを、第１入力端子ＩＮ１を通じて第２ステージＳＲ２の伝達信号ＣＲ
を、第１電圧入力端子Ｖｉｎ１及び第２電圧入力端子Ｖｉｎ２に第１低電圧Ｖｓｓ１及び
第２低電圧Ｖｓｓ２を、第２入力端子ＩＮ２を通じて第４ステージＳＲ４から提供される
伝達信号ＣＲを、そして第３入力端子ＩＮ３を通じて第２ステージＳＲ２から提供される
インバータ信号ＩＶＴを受信して、第３ゲートラインにゲート電圧出力端子ＯＵＴを通じ
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てゲートオン電圧を出力する。また、伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔでは伝達信号ＣＲを出
力して、第４ステージＳＲ４の第１入力端子ＩＮ１及び第２ステージＳＲ２の第２入力端
子ＩＮ２に伝達し、インバータ信号出力端子ＩＶＴｏｕｔではインバータ信号ＩＶＴを第
４ステージＳＲ４の第３入力端子ＩＮ３に伝達する。
【００５２】
　上記と同様の方法により、ｎ番目ステージＳＲｎは、クロック入力端子ＣＫを通じて外
部から提供される第２クロック信号ＣＫＶＢを、第１入力端子ＩＮ１を通じて第ｎ－１ス
テージＳＲ２の伝達信号ＣＲを、第１電圧入力端子Ｖｉｎ１及び第２電圧入力端子Ｖｉｎ
２に第１低電圧Ｖｓｓ１及び第２低電圧Ｖｓｓ２を、第２入力端子ＩＮ２及び第３入力端
子ＩＮ３を通じて第ｎ＋１ステージＳＲｎ＋１（ダミーステージ）からそれぞれ提供され
る伝達信号ＣＲを、そして第３入力端子ＩＮ３を通じて第ｎ－１ステージＳＲｎ－１から
提供されるインバータ信号ＩＶＴを受信して、ｎ番目ゲートラインにゲート電圧出力端子
ＯＵＴを通じてゲートオン電圧を出力する。また、伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔでは伝達
信号ＣＲを出力して、第ｎ＋１ステージＳＲｎ＋１（ダミーステージ）の第１入力端子Ｉ
Ｎ１及び第ｎ－１ステージＳＲｎ－１の第２入力端子ＩＮ２に伝達し、インバータ信号出
力端子ＩＶＴｏｕｔではインバータ信号ＩＶＴを第ｎ＋１ステージＳＲｎ＋１（ダミース
テージ）に伝達する。
【００５３】
　図２を参照して、全体的なゲート駆動部５００のステージＳＲの接続構造について説明
した。以下では、図３を参照して、一つのゲート線に接続されたゲート駆動部のステージ
ＳＲの構造についてさらに詳細に説明する。
【００５４】
　図３は、本発明の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡大して示し
た回路図である。
【００５５】
　本実施形態によるゲート駆動部５００の各ステージＳＲは、入力部５１１、インバータ
部５１２、伝達信号生成部５１３、出力部５１４、ノイズ除去部５１５、及びプルダウン
部５１６を含む。
【００５６】
　先ず、入力部５１１は、一つのトランジスタ（第４トランジスタＴｒ４）を含み、第４
トランジスタＴｒ４の入力端子及び制御端子は、第１入力端子ＩＮ１に共通接続（ダイオ
ード接続）されており、出力端子は、Ｑ接続点（以下、第１ノードともいう）と接続され
ている。入力部５１１は、第１入力端子ＩＮ１にハイ電圧が印加される場合、これをＱ接
続点に伝達する役割を果たす。
【００５７】
　インバータ部５１２は、４個のトランジスタ（第１２トランジスタＴｒ１２、第７トラ
ンジスタＴｒ７、第８トランジスタＴｒ８、及び第１３トランジスタＴｒ１３）を含む。
先ず、第１２トランジスタＴｒ１２は、ダイオード接続して制御端子が接続された一端（
入力端）はクロック入力端子ＣＫと接続されており、他端（出力端）は第７トランジスタ
Ｔｒ７の制御端子及び第１３トランジスタＴｒ１３の入力端子と接続されている。第７ト
ランジスタＴｒ７は、制御端子が第１２トランジスタＴｒ１２の出力端と接続され、入力
端子はクロック入力端子ＣＫと接続され、出力端子はＩ接続点（インバータノードまたは
第２ノードともいう）と接続されている。第８トランジスタＴｒ８は、制御端子は本段ス
テージの伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔと接続され、入力端子はＩ接続点と接続され、出力
端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。第１３トランジスタＴｒ１３は、入
力端子が第１２トランジスタＴｒ１２の出力端と接続され、制御端子は本段ステージの伝
達信号出力端子ＣＲｏｕｔと接続され、出力端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続され
ている。以上のような接続によってクロック信号にハイ信号が印加されると、第１２トラ
ンジスタＴｒ１２及び第７トランジスタＴｒ７によってそれぞれ第８トランジスタＴｒ８
及び第１３トランジスタＴｒ１３の入力端子に伝達されて、Ｉ接続点がハイ電圧を有し、
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伝達されたハイ信号は、本段ステージの伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔから伝達信号ＣＲが
出力されると、Ｉ接続点の電圧を第２低電圧Ｖｓｓ２に低くする。その結果、インバータ
部５１２のＩ接続点は、本段ステージの伝達信号ＣＲ及びゲートオン電圧と反対の電圧レ
ベルを有する。
【００５８】
　伝達信号生成部５１３は、一つのトランジスタ（第１５トランジスタＴｒ１５）を含む
。第１５トランジスタＴｒ１５の入力端子にはクロック入力端子ＣＫが接続して、第１ク
ロック信号ＣＫＶまたは第２クロック信号ＣＫＶＢが入力され、制御端子は前記入力部５
１１の出力、即ち、Ｑ接続点に接続され、出力端子は伝達信号ＣＲを出力する伝達信号出
力端子ＣＲｏｕｔに接続されている。ここで、制御端子と出力端子の間には寄生キャパシ
タ（図示せず）が形成されていてもよい。第１５トランジスタＴｒ１５の出力端子は、伝
達信号出力端子ＣＲｏｕｔだけでなく、ノイズ除去部５１５及びプルダウン部５１６と接
続して、第２低電圧Ｖｓｓ２の印加を受ける。その結果、伝達信号ＣＲがロー（ｌｏｗ）
のときの電圧値は、第２低電圧Ｖｓｓ２値を有する。
【００５９】
　出力部５１４は、一つのトランジスタ（第１トランジスタＴｒ１）及び一つのキャパシ
タ（第１キャパシタＣ１）を含む。第１トランジスタＴｒ１の制御端子はＱ接続点に接続
され、入力端子はクロック入力端子ＣＫを通じて第１クロック信号ＣＫＶまたは第２クロ
ック信号ＣＫＶＢの入力を受け、制御端子と出力端子の間には第１キャパシタＣ１が形成
され、出力端子はゲート電圧出力端子ＯＵＴと接続されている。また、出力端子はノイズ
除去部５１５及びプルダウン部５１６と接続されており、ノイズ除去部５１５及びプルダ
ウン部５１６を通じて第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されている。その結果、ゲートオ
フ電圧の電圧値は第１低電圧Ｖｓｓ１値を有する。このような出力部５１４は、Ｑ接続点
における電圧及び前記第１クロック信号ＣＫＶによってゲート電圧を出力する。Ｑ接続点
の電圧によって第１トランジスタＴｒ１の制御端子と出力端子の間に電圧差が発生し、こ
の電圧差が第１キャパシタＣ１に保存された後、クロック信号によってハイ電圧が印加さ
れると、充電された電圧がブーストアップされて高い電圧がゲートオン電圧に出力される
。
【００６０】
　ノイズ除去部５１５は、Ｉ接続点の出力によって制御される部分であって、５個のトラ
ンジスタ（第３トランジスタＴｒ３、第１０トランジスタＴｒ１０及び第１０－１トラン
ジスタＴｒ１０－１、第１１トランジスタＴｒ１１及び第１１－１トランジスタＴｒ１１
－１）を含む。第３トランジスタＴｒ３の制御端子はＩ接続点と接続され、入力端子はゲ
ート電圧出力端子ＯＵＴと接続され、出力端子は第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されて
いる。第３トランジスタＴｒ３は、Ｉ接続点の電圧によってゲート電圧出力端子ＯＵＴの
電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させる。第１０トランジスタＴｒ１０及び第１０－１ト
ランジスタＴｒ１０－１は、入力端子と出力端子を互いに接続し、制御端子が同一の端子
に接続（以下、これを略して追加接続という）された一対のトランジスタであって、制御
端子は全てＩ接続点に接続され、一対のトランジスタの入力端子はＱ接続点に接続され、
出力端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。第１０トランジスタＴｒ１０及
び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１は、Ｉ接続点の電圧によってＱ接続点の電圧を第
２低電圧Ｖｓｓ２に変更させる。一対の追加接続されたトランジスタを使用することによ
って、二つのトランジスタが第２低電圧とＩ接続点の間の電圧差を分けて印加を受けるよ
うにして、Ｑ接続点における漏洩電流の発生を少なくする。実施形態によって第１０トラ
ンジスタＴｒ１０及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１は、３個以上の薄膜トランジ
スタが追加接続された構造に形成してもよい。このとき、追加形成されるトランジスタも
入力端子と出力端子を互いに接続し、制御端子が同一のＩ接続点に接続していてもよい。
第１１トランジスタＴｒ１１は、制御端子がＩ接続点と接続され、入力端子は伝達信号出
力端子ＣＲｏｕｔと接続され、出力端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。
つまり、第１１トランジスタＴｒ１１は、Ｉ接続点の電圧によって伝達信号出力端子ＣＲ
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ｏｕｔの電圧を第２低電圧Ｖｓｓ２に変更させる。第１１－１トランジスタＴｒ１１－１
は、制御端子が第３入力端子ＩＮ３を通じて前段ステージのＩ接続点と接続され、入力端
子はゲート電圧出力端子ＯＵＴと接続され、出力端子は第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続
されている。第１１－１トランジスタＴｒ１１－１は、前段ステージのＩ接続点（インバ
ータ出力）の電圧によってゲート電圧出力端子ＯＵＴの電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に変更
させる。ここで、第３トランジスタＴｒ３は、本段ステージのインバータ出力によってゲ
ート電圧出力端子ＯＵＴを第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させる動作を行い、第１１－１トラ
ンジスタＴｒ１１－１は、前段ステージのインバータ出力によってゲート電圧出力端子Ｏ
ＵＴを第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させる動作を行う。
【００６１】
　プルダウン部５１６は、次段の伝達信号ＣＲによって制御される部分で、４個のトラン
ジスタ（第２トランジスタＴｒ２、第９トランジスタＴｒ９、第９－１トランジスタＴｒ
９－１、第１７トランジスタＴｒ１７）を含む。第２トランジスタＴｒ２は、制御端子は
第２入力端子ＩＮ２に接続され、入力端子はゲート電圧出力端子ＯＵＴと接続され、出力
端子は第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されている。第２トランジスタＴｒ２は、次段の
伝達信号ＣＲによってゲート電圧出力端子ＯＵＴの電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させ
る。第９トランジスタＴｒ９及び第９－１トランジスタＴｒ９－１は、入力端子と出力端
子を互いに接続し、制御端子が同一の端子に接続、即ち、追加接続された一対のトランジ
スタであって、制御端子は全て第２入力端子ＩＮ２に接続され、一対のトランジスタの入
力端子はＱ接続点に接続され、出力端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。
以上のように、一対の追加接続されたトランジスタを使用することによって、二つのトラ
ンジスタが第２低電圧と次段のキャリー信号間の電圧（特に、低電圧での電圧）差を分け
て印加を受けるようにして、Ｑ接続点における漏洩電流の発生を少なくする。実施形態に
よって第９トランジスタＴｒ９及び第９－１トランジスタＴｒ９－１は、３個以上の薄膜
トランジスタが追加接続された構造に形成してもよい。このとき、追加形成されるトラン
ジスタも入力端子と出力端子を互いに接続し、制御端子が同一の第２入力端子ＩＮ２に接
続していてもよい。第１７トランジスタＴｒ１７は、制御端子は第２入力端子ＩＮ２に接
続され、入力端子は伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔに接続され、出力端子は第２電圧入力端
子Ｖｉｎ２に接続されている。
【００６２】
　ゲート電圧及び伝達信号ＣＲは多様な電圧値を有してもよいが、本実施形態においては
、ゲートオン電圧は２５Ｖ、ゲートオフ電圧及び第１低電圧Ｖｓｓ１は－５Ｖを有し、伝
達信号ＣＲのハイ（ｈｉｇｈ）電圧は２５Ｖ、ロー（ｌｏｗ）電圧及び第２低電圧Ｖｓｓ
２は－１０Ｖを有する。以下、上述の電圧レベルに基づいて動作を説明する。
【００６３】
　まとめると、一つのステージＳＲは、Ｑ接続点における電圧によって伝達信号生成部５
１３、出力部５１４が動作して、伝達信号ＣＲのハイ（ｈｉｇｈ）電圧及びゲートオン電
圧を出力し、前段及び次段の伝達信号ＣＲによって、伝達信号ＣＲはハイ（ｈｉｇｈ）電
圧から第２低電圧Ｖｓｓ２に低くなり、ゲートオン電圧は第１低電圧Ｖｓｓ１に低くなっ
て、ゲートオフ電圧となる。
【００６４】
　以上のような構造は、次のような特徴を有する。
【００６５】
　先ず、インバータ部５１２の第８トランジスタＴｒ８及び第１３トランジスタＴｒ１３
は、出力端子が第２低電圧Ｖｓｓ２と接続されている。その結果、Ｉ接続点の低い電圧値
で第２低電圧Ｖｓｓ２値を有するようにする。これは、インバータの出力であるＩ接続点
の電圧を制御端子に受けるノイズ除去部５１５のトランジスタに影響を与える。例えば、
第１０トランジスタＴｒ１０及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１は、制御端子の電
圧（Ｉ接続点電圧）のうち低い電圧（第２低電圧Ｖｓｓ２）と、出力端子の電圧（第２低
電圧Ｖｓｓ２）との間の電圧レベル差がなくなって、薄膜トランジスタのソースとゲート
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電極間の電圧差がゼロとなり、漏洩電流が発生しない。このような点は、薄膜トランジス
タのチャネル層を酸化物半導体で使用した場合にも維持される。一般に、酸化物半導体を
使用する薄膜トランジスタは、非晶質シリコンを使用した薄膜トランジスタに比べ、漏洩
電流が１０倍以上発生するため、酸化物半導体を使用する場合、漏洩電流を減らす必要が
ある。３種類の酸化物半導体を使用した薄膜トランジスタの特性は、図４のグラフに示し
ている。
【００６６】
　図４は、酸化物半導体を含む薄膜トランジスタの電圧による電流グラフであり、横軸は
ゲート電極とソース電極間の電圧差であり、縦軸はソース電極とドレイン電極間の電流（
漏洩電流）を示す。図４では、３種類の酸化物半導体を使用した薄膜トランジスタのそれ
ぞれの特性が、実線、破線、一点鎖線で表されている。　図４に示したように、酸化物半
導体を使用する薄膜トランジスタは、電圧の変化に敏感に漏洩電流が急減することを確認
でき、ゲート電極とソース電極間の電圧差を減らすのが漏洩電流による問題を除去する方
法である。
【００６７】
　図３の第８トランジスタＴｒ８及び第１３トランジスタＴｒ１３とは異なり、Ｔｒ８及
びＴｒ１３の出力端子が第１低電圧Ｖｓｓ１に接続された場合には、Ｉ接続点の低電圧が
－５Ｖ値を有するようになるが、この場合、第１０トランジスタＴｒ１０及び第１０－１
トランジスタＴｒ１０－１は第２低電圧Ｖｓｓ２の－１０Ｖと、制御端子には－５Ｖの低
電圧が印加されるので、５Ｖの電圧差が発生する。これについて図４を参照すれば、電流
がオフである場合の電流量に比べ５Vである場合の電流量が約１０の４乗倍の電流が流れ
ることが分かり、漏洩電流が相対的に大きいということが分かる。したがって、図３に示
したように、第８トランジスタＴｒ８及び第１３トランジスタＴｒ１３の出力端子が第２
低電圧Ｖｓｓ２に接続されることで、ノイズ除去部５１５に含まれているトランジスタの
漏洩電流を減らすことができ、Ｑ接続点の電流漏れによってゲートオン電圧が十分な電圧
値を有しないことを防止する。
【００６８】
　Ｑ接続点の電流の漏れを減らすために、図３の実施形態においては、一対の薄膜トラン
ジスタを追加接続（入力端子と出力端子を互いに接続し、制御端子が同一の端子に接続）
した構造を有する。第９トランジスタ及び第９－１トランジスタと、第１０トランジスタ
及び第１０－１トランジスタである。二対のトランジスタは、全てＱ接続点の電圧を第２
低電圧Ｖｓｓ２に低くする動作を行い、第９トランジスタＴｒ９及び第９－１トランジス
タＴｒ９－１は、次段ステージの伝達信号ＣＲによって動作し、第１０トランジスタＴｒ
１０及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１は、インバータ出力（Ｉ接続点の電圧）に
よって動作する。これらトランジスタをこのように追加接続した構造の一対のトランジス
タに形成したことは、一つのトランジスタに形成したときに比べ、漏洩電流を減らすこと
ができるためである。つまり、制御端子に印加される電圧と第２低電圧間の電圧差によっ
て、トランジスタがターンオフの状態でも漏洩電流が発生するが、二つのトランジスタを
追加接続すれば、二つのトランジスタがこれら電圧差を分けて有するようになるので、ト
ランジスタを通じて漏洩電流が減少するようになる。特に、酸化物半導体を使用する薄膜
トランジスタの場合、図４に示したように、電圧が増加することによって幾何級数的に漏
洩電流が高くなるが、電圧が半分に落ちると、漏洩電流も半分以上減るので、漏洩電流を
減らすことができる。
【００６９】
　また、図３の実施形態においては、第１１－１トランジスタＴｒ１１－１によって、前
段ステージのＩ接続点の電圧（インバータ出力）を利用して本段ステージでフローティン
グされる区間をフローティングされないようにし、ゲート電圧を安定化させる。これによ
り、クロック信号が反転しながら発生するノイズに対しても、ゲート電圧を低電圧に維持
させることができる。
【００７０】
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　また、図３の実施形態においては、第１７トランジスタＴｒ１７を使用して、クロック
信号の遅延によって伝達信号ＣＲの出力端から発生するノイズ（Ｇｌｉｔｃｈ　ｎｏｉｓ
ｅ）を、次のステージの伝達信号ＣＲに基づいて除去するようにする。
【００７１】
　また、図３の実施形態においては、次の次段ステージの信号（例えば、伝達信号ＣＲ）
を利用して、本段ステージを安定化させるトランジスタ及び配線を削除した。実施形態に
よってはこのようなトランジスタを使用した本段ステージのＱ接続点またはＩ接続点の電
圧を安定化させることができるが、図３の実施形態においては、これを削除してステージ
間の配線接続を簡略化し、ステージからもトランジスタを一つ削除して、そのサイズを小
さくした。その結果、表示装置で画像を表示する表示領域以外の周辺領域に含まれている
ゲート駆動部のサイズを小さくして、狭いベゼル（ｂｅｚｅｌ）を有するようにすること
ができる。
【００７２】
　また、図３の実施形態においては、第９トランジスタ及び第９－１トランジスタの出力
端子が第２低電圧Ｖｓｓ２と接続するように形成している。これは、Ｑ接続点から発生す
るディレイ現象によってゲート電圧が下がる時間が遅れることを改善する。つまり、さら
に低い電圧でＱ接続点の電圧を下げて、ゲート電圧も急速に低電圧に低くなるようにする
。その結果、第２トランジスタＴｒ２のようにゲート電圧出力端子ＯＵＴの電圧をプルダ
ウンさせるトランジスタのサイズを小さくすることができる。このように、ステージに含
まれているトランジスタのサイズが減れば、各ステージのサイズが減って、狭いベゼルを
有する表示装置を実現することができる。
【００７３】
　以上のような特徴を有する図３の実施形態と、以上のような特徴を有していない比較例
について、図５乃至図７を参照して比較する。
【００７４】
　図５乃至図７は、本発明の実施形態によるゲート駆動部の動作特性を示したタイミング
図である。
【００７５】
　図５乃至図７において、実線グラフは図３の実施形態を示し、点線は比較例を示してお
り、酸化物半導体を使用した薄膜トランジスタを基準として実験した。
【００７６】
　図５の最初のグラフによれば、比較例と図３の実施形態はブーストアップされた電圧値
は同一であるが、図３の実施形態は、電流漏れが少なくて電圧値が維持されるのに対し、
比較例は、Ｑ接続点（Ｑ－ｎｏｄｅ）における電流漏れによって電圧値が下がることを確
認できる。
【００７７】
　また、ゲートオン電圧がゲートオフ電圧に低くなるときにも、図３の実施形態は、若干
の遅延と共に正確に下がるが、比較例は、一定のレベルの電圧を１Ｈ程度の期間の間に維
持することを確認できる。これは、Ｑ接続点における電圧降下が速かに起こるようにする
ためである。
【００７８】
　図５の２番目グラフにおいては、伝達信号ＣＲの出力において、比較例ではクロック信
号によってノイズ（Ｇｌｉｔｃｈ　ｎｏｉｓｅ；拡大された図面部分を参照）が発生する
ことが分かる。しかし、図３の実施形態ではノイズが除去されたことを確認できる。
【００７９】
　図５の３番目グラフにおいては、ゲートオン電圧の出力を示したもので、比較例と図３
の実施形態は差がないことが分かる。つまり、比較例でもゲートオン電圧は適切に生成し
ているが、Ｑ接続点の電圧と伝達信号ＣＲで問題があって、長時間使用するとき誤動作の
問題が発生するおそれが大きい。
【００８０】
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　図５の実施形態は、６０Ｈｚの駆動で図３の実施形態と比較例を実験した結果であるが
、図６においては、それよりも低周波数である３０Ｈｚ及び１０Ｈｚでの結果値を示して
いる。低周波数の駆動になるほど、比較例では問題点がさらに明確に現れるのが見られる
が、図３の実施形態では６０Ｈｚと差がない動作を行うことが分かる。その結果、消費電
力を減らすために、停止画像を表示するとき駆動周波数を低くしても、図３の実施形態で
はゲート駆動部の出力による表示品質の低下が発生しないことが分かる。
【００８１】
　一方、図７においては、ノイズ（Ｇｌｉｔｃｈ　ｎｏｉｓｅ）による問題点を明確に観
察するために、クロック信号ＣＫＶに負荷（ｌｏａｄ）を大きく印加して、それによる結
果波形をみた。
【００８２】
　先ず、一般的な負荷のサイズに６倍をした場合（図７の上部グラフ）をみると、図７の
２番目グラフに示したように、図３の実施形態及び比較例のいずれも図５及び図６に比べ
てノイズ（Ｇｌｉｔｃｈ　ｎｏｉｓｅ）が大きく発生しているが、Ｑ接続点の電圧及びゲ
ート出力は、図３の実施形態では依然として問題ないことを確認できる。しかし、比較例
ではＱ接続点の電圧が低電圧に下がるのに遅延が発生することが分かる。
【００８３】
　また、負荷を１０倍した場合（図７の下部グラフ）においては、図３の実施形態及び比
較例のいずれもノイズ（Ｇｌｉｔｃｈ　ｎｏｉｓｅ）が大きく発生しているが、図３の実
施形態はＱ接続点の電圧やゲート出力は問題がなく、比較例はＱ接続点の電圧が低電圧に
下がるのに遅延が発生している。
【００８４】
　以上のように、図３の実施形態においては、ゲート電圧、Ｑ接続点の電圧、及び伝達信
号において良好な特性を提供することを確認できる。
【００８５】
　図３の実施形態について変形された実施形態も良好な出力を有する。以下、これについ
て説明する。
【００８６】
　先ず、図８乃至図１２について説明する。
【００８７】
　図８乃至図１２は、本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージ
を拡大して示した回路図である。
【００８８】
　図８の実施形態は、図３と異なり、第９－１トランジスタＴｒ９－１の出力端子が第１
電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続している点で差がある。
【００８９】
　その結果、追加接続された一対のトランジスタＴｒ９、Ｔｒ９－１により、次段ステー
ジの伝達信号ＣＲによって本段ステージのＱ接続点の電圧が第１低電圧Ｖｓｓ１に低くな
る。
【００９０】
　図８の実施形態によって第９トランジスタＴｒ９及び第９－１トランジスタＴｒ９－１
により、Ｑ接続点の電圧がさらに低い第２低電圧Ｖｓｓ２に下がらないようにして、Ｑ接
続点の電圧が低電圧に下がるのに遅延が発生しうるが、プルダウン部５１６の他のトラン
ジスタによって動作には問題がない。また、図５乃至図７から見られるように、比較例も
ゲートオン電圧の出力には変化がなくて、本実施形態を使用するのに問題はない。
【００９１】
　一方、図９の実施形態は、図３の実施形態と比較するとき、第１７トランジスタＴｒ１
７が除去されている。
【００９２】
　図３の実施形態において、第１７トランジスタＴｒ１７は、次段ステージの伝達信号Ｃ
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Ｒによって本段の伝達信号ＣＲを第２低電圧Ｖｓｓ２に低くする役割を果たす。しかし、
インバータの出力（Ｉ接続点の電圧）によって伝達信号ＣＲを第２低電圧に下げる第１１
トランジスタＴｒ１１が存在するので、第１７トランジスタＴｒ１７がない図９の実施形
態も使用可能である。
【００９３】
　図９の実施形態は、図８の実施形態と同様に、第９－１トランジスタＴｒ９－１の出力
端子が第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されている変形も可能である。
【００９４】
　一方、図１０の実施形態は、図３の実施形態と比較するとき、第１１－１薄膜トランジ
スタＴｒ１１－１が除去されている。
【００９５】
　第１１－１トランジスタＴｒ１１－１は、前段ステージのＩ接続点（インバータ出力）
の電圧によってゲート電圧出力端子ＯＵＴの電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させる動作
を行うトランジスタであって、反転クロックによって生成された前段ステージのインバー
タ出力によってゲート電圧を低電圧に下げる。しかし、ゲート電圧出力を第１低電圧に下
げるトランジスタは、第２トランジスタＴｒ２及び第３トランジスタＴｒ３も存在するの
で、削除されても動作するのに問題がない。
【００９６】
　図１０の実施形態は、図８の実施形態と同様に、第９－１トランジスタＴｒ９－１の出
力端子が第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続しているか、または図９の実施形態と同様に、
第１７トランジスタＴｒ１７が除去される変形も可能である。
【００９７】
　一方、図１１の実施形態は、図３の実施形態と比較するとき、第９－１トランジスタＴ
ｒ９－１及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１が除去されている。
【００９８】
　つまり、図３の実施形態において追加接続されている一対のトランジスタを、一つのト
ランジスタに変更した構造である。図３においては、漏洩電流を減らすために一対のトラ
ンジスタＴｒ９、Ｔｒ９－１、Ｔｒ１０、Ｔｒ１０－１を使用しているが、必ず一対のト
ランジスタを要することではなく、一つのトランジスタのチャネルの幅及び長さを利用し
て、薄膜トランジスタを大きく形成してもよい。一方、実施形態によっては第９－１薄膜
トランジスタ及び第１０－１薄膜トランジスタのうちの一つだけを除去してもよい。
【００９９】
　図１１の実施形態は、図８の実施形態と同様に、第９－１トランジスタＴｒ９－１の出
力端子が第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続しているか、または図９の実施形態と同様に、
第１７トランジスタＴｒ１７が除去されているか、または図１０の実施形態と同様に、第
９－１トランジスタＴｒ９－１または第１０－１トランジスタＴｒ１０－１が除去されて
いる変形も可能である。
【０１００】
　一方、図１２の実施形態は、図３の実施形態と比較するとき、インバータ部５１２が第
２低電圧Ｖｓｓ２と接続されておらず、第１低電圧Ｖｓｓ１と接続されている。つまり、
インバータ部５１２の第８トランジスタＴｒ８及び第１３トランジスタＴｒ１３の出力端
子が第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。図１２の実施形態においては、Ｉ接続
点の電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に低くするようになるので、Ｉ接続点の電圧を制御端子に
印加を受けるトランジスタが影響を受けることがある。つまり、第１０トランジスタＴｒ
１０及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１のトランジスタの制御端子及び出力端子間
の電圧差が発生し、漏洩電流が発生しうるが、酸化物半導体を使用しない場合には漏洩電
流の問題がなく、酸化物半導体を使用しても薄膜トランジスタの漏洩電流特性を良好に形
成することもでき、図３に示したように追加接続された一対のトランジスタを通じて漏洩
電流を減らすことも可能である。したがって、図１２の実施形態も使用するのに問題はな
い。
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【０１０１】
　図１２の実施形態は、図８の実施形態と同様に、第９－１トランジスタＴｒ９－１の出
力端子が第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続しているか、または図９の実施形態と同様に、
第１７トランジスタＴｒ１７が除去されているか、または図１０の実施形態と同様に、第
９－１トランジスタＴｒ９－１または第１０－１トランジスタＴｒ１０－１が除去されて
いるか、または図１１の実施形態と同様に、第８トランジスタＴｒ８及び第１３トランジ
スタＴｒ１３の出力端子が第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている変形も可能である
。
【０１０２】
　以上のような図８乃至図１２の実施形態とは異なり、各ステージでは次の次段ステージ
の伝達信号ＣＲを受信して動作するトランジスタを含んでもよい。
【０１０３】
　以下、図１３及び図１４を参照して説明する。
【０１０４】
　図１３は、他の実施形態によるゲート駆動部及びゲート線を具体化して示したブロック
図であり、図１４は、図１３の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステージを拡
大して示した回路図である。
【０１０５】
　図１３に示したゲート駆動部５００を参照すると、次の通りである。
【０１０６】
　ゲート駆動部５００は、互いに従属的に接続された多数のステージＳＲ１、ＳＲ２、Ｓ
Ｒ３、ＳＲ４を含む。各ステージＳＲ１、ＳＲ２、ＳＲ３、ＳＲ４、．．．は、四つの入
力端子ＩＮ１、ＩＮ２、ＩＮ３、ＩＮ４、一つのクロック入力端子ＣＫ、二つの電圧入力
端子Ｖｉｎ１、Ｖｉｎ２、ゲート電圧を出力するゲート電圧出力端子ＯＵＴ、伝達信号出
力端子ＣＲｏｕｔ、及びインバータ信号出力端子ＩＶＴｏｕｔを含む。
【０１０７】
　先ず、第1入力端子ＩＮ1は、前段ステージの伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔに接続されて
、以前段の伝達信号ＣＲが印加されるが、最初のステージは、前段ステージが存在しない
ので、第１入力端子ＩＮ１にスキャン開示信号ＳＴＶＰが印加される。
【０１０８】
　第２入力端子ＩＮ２は、次段ステージの伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔに接続されて、次
段の伝達信号ＣＲが印加される。また、第４入力端子ＩＮ４は、次の次段ステージの伝達
信号出力端子ＣＲｏｕｔに接続されて、次の次段伝達信号ＣＲが印加される。
【０１０９】
　ｎ－１番目ゲート線Ｇｎ－１に接続されたステージＳＲｎ－１（図示せず）、及びｎ番
目ゲート線Ｇｎに接続されたステージＳＲｎ（図示せず）は、次段及び次の次段ステージ
から伝達信号ＣＲを受信するために、ダミーステージを二つ形成してもよい。ダミーステ
ージＳＲｎ＋１、ＳＲｎ＋２（図示せず）は、他のステージＳＲ１－ＳＲｎとは異なり、
ダミーゲート電圧を生成して出力するステージである。つまり、他のステージＳＲ１－Ｓ
Ｒｎから出力されたゲート電圧はゲート線を通じて伝達されながら、画素にデータ電圧が
印加されて画像を表示する。しかし、ダミーステージＳＲｎ＋１、ＳＲｎ＋２はゲート線
に接続していなくてもよく、ゲート線と接続しても画像を表示しないダミー画素（図示せ
ず）のゲート線と接続していて、画像を表示するのに使用されなくてもよい。
【０１１０】
　一方、第３入力端子ＩＮ３は、前段ステージのインバータ信号出力端子ＩＶＴｏｕｔに
接続して、以前段のインバータ信号ＩＶＴが印加されるが、最初のステージは前段ステー
ジが存在しないので、これに対応する信号を別途に生成して入力させるか、またはダミー
ステージＳＲｎ＋１、ＳＲｎ＋２（図示せず）でこれとタイミングが適した信号を生成す
るようにして、これを受信してもよい。ここで、最初のステージの第３入力端子ＩＮ３に
入力される信号は、第１ゲート線Ｇ１にゲートオン電圧が印加される１Ｈ区間では第２低
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電圧Ｖｓｓ２が印加され、その後１Ｈ区間では伝達信号ＣＲの高電圧（実施形態によって
多様でありうるが、本実施形態では２０Ｖの電圧が印加される必要がある。以上のように
、当該ステージにおいてゲートオン電圧が印加される１Ｈ区間では、低電圧Ｖｓｓ１また
はＶｓｓ２が印加されるタイミングを有する信号を、以下、出力制御信号ＯＣＳといい、
出力制御信号ＯＣＳは、実施形態によってゲートオン電圧が印加された後の１Ｈで高電圧
（伝達信号ＣＲの高電圧またはゲートオン電圧）が印加されるタイミングを有してもよい
。以下では、出力制御信号ＯＣＳの特性を有する信号として前段ステージまたは本段ステ
ージのインバータ信号ＩＶＴを使用する実施形態を中心に説明されている。しかし、必ず
これに限定されることではない。
【０１１１】
　クロック入力端子ＣＫにはクロック信号が印加されるが、多数のステージのうち奇数番
目ステージのクロック入力端子ＣＫには第１クロック信号ＣＫＶが印加され、偶数番目ス
テージのクロック入力端子ＣＫには第２クロック信号ＣＫＶＢが印加される。第１クロッ
ク信号ＣＫＶと第２クロック信号ＣＫＶＢは互いに位相が反対になるクロック信号である
。
【０１１２】
　第１電圧入力端子Ｖｉｎ１にはゲートオフ電圧に該当する第１低電圧Ｖｓｓ１が印加さ
れ、第２電圧入力端子Ｖｉｎ２には第１低電圧Ｖｓｓ１より低い第２低電圧Ｖｓｓ２が印
加される。第１低電圧Ｖｓｓ１及び第２低電圧Ｖｓｓ２の電圧値は、実施形態によって多
様でありうるが、本実施形態においては、第１低電圧Ｖｓｓ１値として－６Ｖを使用し、
第２低電圧Ｖｓｓ２値として－１０Ｖを使用する。つまり、第２低電圧Ｖｓｓ２が第１低
電圧Ｖｓｓ１よりもさらに低い電圧を使用する。
【０１１３】
　ゲート駆動部５００の動作について説明すると、次の通りである。
【０１１４】
　先ず、第１ステージＳＲ１は、クロック入力端子ＣＫを通じて外部から提供される第１
クロック信号ＣＫＶを、第１入力端子ＩＮ１を通じてスキャン開示信号ＳＴＶＰを、第１
電圧入力端子Ｖｉｎ１及び第２電圧入力端子Ｖｉｎ２に第１低電圧Ｖｓｓ１及び第２低電
圧Ｖｓｓ２を、第２入力端子ＩＮ２及び第４入力端子ＩＮ４を通じて第２ステージＳＲ２
及び第３ステージＳＲ３からそれぞれ提供される伝達信号ＣＲを、そして第３入力端子Ｉ
Ｎ３を通じて出力制御信号を受信して、第１ゲートラインにゲート電圧出力端子ＯＵＴを
通じてゲートオン電圧を出力する。また、伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔでは伝達信号ＣＲ
を出力して第２ステージＳＲ２の第１入力端子ＩＮ１に伝達し、インバータ信号出力端子
ＩＶＴｏｕｔではインバータ信号ＩＶＴを第２ステージＳＲ２の第３入力端子ＩＮ３に伝
達する。
【０１１５】
　第２ステージＳＲ２は、クロック入力端子ＣＫを通じて外部から提供される第２クロッ
ク信号ＣＫＶＢを、第１入力端子ＩＮ１を通じて第１ステージＳＲ１の伝達信号ＣＲを、
第１電圧入力端子Ｖｉｎ１及び第２電圧入力端子Ｖｉｎ２に第１低電圧Ｖｓｓ１及び第２
低電圧Ｖｓｓ２を、第２入力端子ＩＮ２及び第４入力端子ＩＮ４を通じて第３ステージＳ
Ｒ３及び第４ステージＳＲ４からそれぞれ提供される伝達信号ＣＲを、そして第３入力端
子ＩＮ３を通じて第１ステージＳＲ１から提供されるインバータ信号ＩＶＴを受信して、
第２ゲートラインにゲート電圧出力端子ＯＵＴを通じてゲートオン電圧を出力する。また
、伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔでは伝達信号ＣＲを出力して、第３ステージＳＲ３の第１
入力端子ＩＮ１及び第１ステージＳＲ１の第２入力端子ＩＮ２に伝達し、インバータ信号
出力端子ＩＶＴｏｕｔではインバータ信号ＩＶＴを第３ステージＳＲ３の第３入力端子Ｉ
Ｎ３に伝達する。
【０１１６】
　一方、第３ステージＳＲ３は、クロック入力端子ＣＫを通じて外部から提供される第１
クロック信号ＣＫＶを、第１入力端子ＩＮ１を通じて第２ステージＳＲ２の伝達信号ＣＲ
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を、第１電圧入力端子Ｖｉｎ１及び第２電圧入力端子Ｖｉｎ２に第１低電圧Ｖｓｓ１及び
第２低電圧Ｖｓｓ２を、第２入力端子ＩＮ２及び第４入力端子ＩＮ４を通じて第４ステー
ジＳＲ４及び第５ステージＳＲ５からそれぞれ提供される伝達信号ＣＲを、そして第３入
力端子ＩＮ３を通じて第２ステージＳＲ２から提供されるインバータ信号ＩＶＴを受信し
て、第３ゲートラインにゲート電圧出力端子ＯＵＴを通じてゲートオン電圧を出力する。
また、伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔでは伝達信号ＣＲを出力して、第４ステージＳＲ４の
第１入力端子ＩＮ１、第１ステージＳＲ１の第４入力端子ＩＮ４、及び第２ステージＳＲ
２の第２入力端子ＩＮ２に伝達し、インバータ信号出力端子ＩＶＴｏｕｔではインバータ
信号ＩＶＴを第４ステージＳＲ４の第３入力端子ＩＮ３に伝達する。
【０１１７】
　上記と同様の方法により、ｎ番目ステージＳＲｎはクロック入力端子ＣＫを通じて外部
から提供される第２クロック信号ＣＫＶＢを、第１入力端子ＩＮ１を通じて第ｎ－１ステ
ージＳＲ２の伝達信号ＣＲを、第１電圧入力端子Ｖｉｎ１及び第２電圧入力端子Ｖｉｎ２
に第１低電圧Ｖｓｓ１及び第２低電圧Ｖｓｓ２を、第２入力端子ＩＮ２及び第４入力端子
ＩＮ４を通じて第ｎ＋１ステージＳＲｎ＋１（ダミーステージ）及び第ｎ＋２ステージＳ
Ｒｎ＋２（ダミーステージ）からそれぞれ提供される伝達信号ＣＲを、そして第３入力端
子ＩＮ３を通じて第ｎ－１ステージＳＲｎ－１から提供されるインバータ信号ＩＶＴを受
信して、ｎ番目ゲートラインにゲート電圧出力端子ＯＵＴを通じてゲートオン電圧を出力
する。また、伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔでは伝達信号ＣＲを出力して、第ｎ＋１ステー
ジＳＲｎ＋１（ダミーステージ）の第１入力端子ＩＮ１、第ｎ－２ステージＳＲｎ－２の
第４入力端子ＩＮ４、及び第ｎ－１ステージＳＲｎ－１の第２入力端子ＩＮ２に伝達し、
インバータ信号出力端子ＩＶＴｏｕｔではインバータ信号ＩＶＴを第ｎ＋１ステージＳＲ
ｎ＋１（ダミーステージ）に伝達する。
【０１１８】
　以上のように、図１３を参照して、全体的なゲート駆動部５００のステージＳＲの接続
構造について説明した。以下では、図１４を参照して、一つのゲート線に接続されたゲー
ト駆動部のステージＳＲの構造について、さらに詳細に説明する。
【０１１９】
　図１４の実施形態は、図３とは異なり、第６トランジスタＴｒ６が追加形成されている
。第６トランジスタＴｒ６は第４入力端子ＩＮ４と制御端子が接続され、入力端子はＱ接
続点と接続され、出力端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されて第２低電圧Ｖｓｓ２
に接続されている。その結果、二番目の次段ステージの伝達信号ＣＲによって、Ｑ接続点
の電圧を第２低電圧Ｖｓｓ２に低くする動作を行う。第６トランジスタＴｒ６はプルダウ
ン部５１６に含まれる。
【０１２０】
　図１４の実施形態によるゲート駆動部５００の各ステージＳＲは、入力部５１１、イン
バータ部５１２、伝達信号生成部５１３、出力部５１４、ノイズ除去部５１５、及びプル
ダウン部５１６を含む。
【０１２１】
　先ず、入力部５１１は、一つのトランジスタ（第４トランジスタＴｒ４）を含み、第４
トランジスタＴｒ４の入力端子及び制御端子は第１入力端子ＩＮ１に共通接続（ダイオー
ド接続）され、出力端子はＱ接続点（以下、第１ノードとも言う）と接続されている。入
力部５１１は、第１入力端子ＩＮ１にハイ電圧が印加される場合、これをＱ接続点に伝達
する役割を果たす。
【０１２２】
　インバータ部５１２は、４個のトランジスタ（第１２トランジスタＴｒ１２、第７トラ
ンジスタＴｒ７、第８トランジスタＴｒ８、及び第１３トランジスタＴｒ１３）を含む。
先ず、第１２トランジスタＴｒ１２は、ダイオード接続して制御端子が接続された一端（
入力端）はクロック入力端子ＣＫと接続されており、他端（出力端）は第７トランジスタ
Ｔｒ７の制御端子及び第１３トランジスタＴｒ１３の入力端子と接続されている。第７ト
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ランジスタＴｒ７は、制御端子が第１２トランジスタＴｒ１２の出力端と接続され、入力
端子はクロック入力端子ＣＫと接続され、出力端子はＩ接続点（インバータノードまたは
第２ノードともいう）と接続されている。第８トランジスタＴｒ８は、制御端子は本段ス
テージの伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔと接続され、入力端子はＩ接続点と接続され、出力
端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。第１３トランジスタＴｒ１３は、入
力端子が第１２トランジスタＴｒ１２の出力端と接続され、制御端子は本段ステージの伝
達信号出力端子ＣＲｏｕｔと接続され、出力端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続され
ている。以上のような接続により、クロック信号にハイ信号が印加されると、第１２トラ
ンジスタＴｒ１２及び第７トランジスタＴｒ７によってそれぞれ第８トランジスタＴｒ８
及び第１３トランジスタＴｒ１３の入力端子に伝達されて、Ｉ接続点がハイ電圧を有し、
伝達されたハイ信号は、本段ステージの伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔから伝達信号ＣＲが
出力されると、Ｉ接続点の電圧を第２低電圧Ｖｓｓ２に低くする。その結果、インバータ
部５１２のＩ接続点は、本段ステージの伝達信号ＣＲ及びゲートオン電圧と反対の電圧レ
ベルを有する。
【０１２３】
　伝達信号生成部５１３は、一つのトランジスタ（第１５トランジスタＴｒ１５）を含む
。第１５トランジスタＴｒ１５の入力端子にはクロック入力端子ＣＫが接続されて、第１
クロック信号ＣＫＶまたは第２クロック信号ＣＫＶＢが入力され、制御端子は前記入力部
５１１の出力、即ち、Ｑ接続点に接続され、出力端子は伝達信号ＣＲを出力する伝達信号
出力端子ＣＲｏｕｔと接続されている。ここで、制御端子と出力端子の間には寄生キャパ
シタ（図示せず）が形成されていてもよい。第１５トランジスタＴｒ１５の出力端子は伝
達信号出力端子ＣＲｏｕｔだけでなく、ノイズ除去部５１５及びプルダウン部５１６と接
続されて、第２低電圧Ｖｓｓ２が印加される。その結果、伝達信号ＣＲがロー（ｌｏｗ）
のときの電圧値は、第２低電圧Ｖｓｓ２値を有する。
【０１２４】
　出力部５１４は、一つのトランジスタ（第１トランジスタＴｒ１）及び一つのキャパシ
タ（第１キャパシタＣ１）を含む。第１トランジスタＴｒ１の制御端子はＱ接続点に接続
され、入力端子はクロック入力端子ＣＫを通じて第１クロック信号ＣＫＶまたは第２クロ
ック信号ＣＫＶＢを受信し、制御端子と出力端子の間には第１キャパシタＣ１が形成され
、出力端子はゲート電圧出力端子ＯＵＴと接続されている。また、出力端子はノイズ除去
部５１５及びプルダウン部５１６と接続され、ノイズ除去部５１５及びプルダウン部５１
６を通じて第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されている。その結果、ゲートオフ電圧の電
圧値は第１低電圧Ｖｓｓ１値を有する。このような出力部５１４は、Ｑ接続点における電
圧及び前記第１クロック信号ＣＫＶによってゲート電圧を出力する。Ｑ接続点の電圧によ
って第１トランジスタＴｒ１の制御端子と出力端子の間に電圧差が発生し、この電圧差が
第１キャパシタＣ１に保存された後、クロック信号によってハイ電圧が印加されると、充
電された電圧がブーストアップされながら高い電圧がゲートオン電圧に出力される。
【０１２５】
　ノイズ除去部５１５は、Ｉ接続点の出力によって制御される部分であって、５個のトラ
ンジスタ（第３トランジスタＴｒ３、第１０トランジスタＴｒ１０、第１０－１トランジ
スタＴｒ１０－１、第１１トランジスタＴｒ１１、及び第１１－１トランジスタＴｒ１１
－１）を含む。第３トランジスタＴｒ３の制御端子はＩ接続点と接続され、入力端子はゲ
ート電圧出力端子ＯＵＴと接続され、出力端子は第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されて
いる。第３トランジスタＴｒ３は、Ｉ接続点の電圧によってゲート電圧出力端子ＯＵＴの
電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させる。第１０トランジスタＴｒ１０及び第１０－１ト
ランジスタＴｒ１０－１は、入力端子と出力端子を互いに接続して、制御端子が同一の端
子に接続（以下、これを略して追加接続という）された一対のトランジスタであって、制
御端子は全てＩ接続点に接続され、一対のトランジスタの入力端子はＱ接続点に接続され
、出力端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。第１０トランジスタＴｒ１０
及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１は、Ｉ接続点の電圧によってＱ接続点の電圧を
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第２低電圧Ｖｓｓ２に変更させる。一対の追加接続されたトランジスタを使用することに
より、二つのトランジスタが第２低電圧とＩ接続点の間の電圧差を分けて印加を受けるよ
うにして、Ｑ接続点における漏洩電流の発生を少なくする。第１１トランジスタＴｒ１１
は、制御端子がＩ接続点と接続され、入力端子は伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔと接続され
、出力端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。つまり、第１１トランジスタ
Ｔｒ１１は、Ｉ接続点の電圧によって伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔの電圧を第２低電圧Ｖ
ｓｓ２に変更させる。第１１－１トランジスタＴｒ１１－１は、制御端子が第３入力端子
ＩＮ３を通じて前段ステージのＩ接続点と接続され、入力端子はゲート電圧出力端子ＯＵ
Ｔと接続され、出力端子は第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されている。第１１－１トラ
ンジスタＴｒ１１－１は、前段ステージのＩ接続点（インバータ出力）の電圧によってゲ
ート電圧出力端子ＯＵＴの電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させる。ここで、第３トラン
ジスタＴｒ３は、本段ステージのインバータ出力でゲート電圧出力端子ＯＵＴを第１低電
圧Ｖｓｓ１に変更させ、第１１－１トランジスタＴｒ１１－１は、前段ステージのインバ
ータ出力でゲート電圧出力端子ＯＵＴを第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させる。
【０１２６】
　プルダウン部５１６は、次段の伝達信号ＣＲによって制御される部分であって、５個の
トランジスタ（第２トランジスタＴｒ２、第６トランジスタＴｒ６、第９トランジスタＴ
ｒ９、第９－１トランジスタＴｒ９－１、及び第１７トランジスタＴｒ１７）を含む。第
２トランジスタＴｒ２は、制御端子は第２入力端子ＩＮ２に接続され、入力端子はゲート
電圧出力端子ＯＵＴと接続され、出力端子は第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されている
。第２トランジスタＴｒ２は、次段の伝達信号ＣＲによってゲート電圧出力端子ＯＵＴの
電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させる。第６トランジスタＴｒ６は、図３実施形態と差
がある部分であって、制御端子は第４入力端子ＩＮ４と接続され、入力端子はＱ接続点と
接続され、出力端子は第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されて第２低電圧Ｖｓｓ２に接続
されている。その結果、次の次段ステージの伝達信号ＣＲによって、Ｑ接続点の電圧を第
２低電圧Ｖｓｓ２に低くする動作を行う。第９トランジスタＴｒ９及び第９－１トランジ
スタＴｒ９－１は、入力端子と出力端子を互いに接続し、制御端子が同一の端子に接続、
即ち、追加接続された一対のトランジスタであって、制御端子は全て第２入力端子ＩＮ２
に接続され、一対のトランジスタの入力端子はＱ接続点に接続され、出力端子は第２電圧
入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。以上のように、一対の追加接続されたトランジスタ
を使用することにより、二つのトランジスタが第２低電圧と次段のキャリー信号間の電圧
（特に、低電圧における電圧）差を分けて印加を受けるようにして、Ｑ接続点における漏
洩電流の発生を少なくする。第１７トランジスタＴｒ１７は、制御端子は第２入力端子Ｉ
Ｎ２に接続され、入力端子は伝達信号出力端子ＣＲｏｕｔと接続され、出力端子は第２電
圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。
【０１２７】
　まとめると、一つのステージＳＲは、Ｑ接続点における電圧によって伝達信号生成部５
１３、出力部５１４が動作して、伝達信号ＣＲのハイ（ｈｉｇｈ）電圧及びゲートオン電
圧を出力し、前段及び次段の伝達信号ＣＲによって、伝達信号ＣＲはハイ（ｈｉｇｈ）電
圧から第２低電圧Ｖｓｓ２に低くなり、ゲートオン電圧は第１低電圧Ｖｓｓ１に低くなっ
て、ゲートオフ電圧となる。
【０１２８】
　以上のような構造は、次のような特徴を有する。
【０１２９】
　先ず、インバータ部５１２の第８トランジスタＴｒ８及び第１３トランジスタＴｒ１３
は、出力端子が第２低電圧Ｖｓｓ２と接続されている。その結果、Ｉ接続点の低い電圧値
で第２低電圧Ｖｓｓ２値を有するようにする。これは、インバータの出力のＩ接続点の電
圧を制御端子に受けるノイズ除去部５１５のトランジスタに影響を与える。例えば、第１
０トランジスタＴｒ１０及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１は、制御端子の電圧（
Ｉ接続点の電圧）のうちの低い電圧（第２低電圧Ｖｓｓ２）と出力端子の電圧（第２低電
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圧Ｖｓｓ２）間の電圧レベル差がなくなって、薄膜トランジスタのソースとゲート電極間
の電圧差がゼロになり、漏洩電流が発生しない。このような点は、薄膜トランジスタのチ
ャネル層を酸化物半導体で使用した場合にも維持される。一般に、酸化物半導体を使用す
る薄膜トランジスタは、非晶質シリコンを使用した薄膜トランジスタに比べ、漏洩電流が
１０倍以上発生するので、酸化物半導体を使用する場合、漏洩電流を減らす必要がある。
酸化物半導体を使用した薄膜トランジスタの特性は、前述の図４のグラフに示している。
【０１３０】
　図４は、酸化物半導体を含む薄膜トランジスタの電圧による電流グラフであり、横軸は
ゲート電極とソース電極の間の電圧差であり、縦軸はソース電極とドレイン電極の間の電
流（漏洩電流）を示す。
【０１３１】
　図４に示したように、酸化物半導体を使用する薄膜トランジスタは、電圧の変化に敏感
に漏洩電流が急減することを確認でき、ゲート電極とソース電極間の電圧差を減らすのが
が、漏洩電流による問題を除去する方法である。
【０１３２】
　図３（図１４）の第８トランジスタＴｒ８及び第１３トランジスタＴｒ１３とは異なり
、Ｔｒ８及びＴｒ１３の出力端子が第１低電圧Ｖｓｓ１に接続された場合には、Ｉ接続点
の低電圧が－５Ｖ値を有するようになるが、この場合、第１０トランジスタＴｒ１０及び
第１０－１トランジスタＴｒ１０－１は、第２低電圧Ｖｓｓ２である－１０Ｖと、制御端
子には－５Ｖの低電圧が印加されるので、５Ｖの電圧差が発生する。これについて図４を
参照すれば、約１０の４乗倍の電流が流れることが分かり、漏洩電流が相対的に大きいと
いうことが分かる。したがって、図３（図１４）と同様に、第８トランジスタＴｒ８及び
第１３トランジスタＴｒ１３の出力端子が第２低電圧Ｖｓｓ２に接続されて、ノイズ除去
部５１５に含まれているトランジスタの漏洩電流を減らすことができ、Ｑ接続点の電流漏
れによってゲートオン電圧が十分な電圧値を有しないことを防止する。
【０１３３】
　Ｑ接続点の電流漏れを減らすために、図３（図１４）の実施形態においては、一対の薄
膜トランジスタを追加接続（入力端子と出力端子を互いに接続し、制御端子が同一の端子
に接続）した構造を有する。第９トランジスタ及び第９－１トランジスタと、第１０トラ
ンジスタ及び第１０－１トランジスタである。二対のトランジスタは、全てＱ接続点の電
圧を第２低電圧Ｖｓｓ２に低くする動作を行い、第９トランジスタＴｒ９及び第９－１ト
ランジスタＴｒ９－１は次段ステージの伝達信号ＣＲによって動作し、第１０トランジス
タＴｒ１０及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１はインバータ出力（Ｉ接続点の電圧
）によって動作する。これらトランジスタをこのように追加接続した構造の一対のトラン
ジスタに形成したことは、一つのトランジスタに形成したときに比べ、漏洩電流を減らす
ことができるためである。つまり、制御端子に印加される電圧と第２低電圧の間の電圧差
によって、トランジスタがターンオフの状態でも漏洩電流が発生するが、二つのトランジ
スタを追加接続すれば、二つのトランジスタがこれら電圧差を分けて有するようになるの
で、トランジスタを通じて漏洩電流が減少する。特に、酸化物半導体を使用する薄膜トラ
ンジスタの場合、図４に示したように、電圧が増加することによって幾何級数的に漏洩電
流が高くなるが、電圧が半分に下がると、漏洩電流も半分以上減るので、漏洩電流を減ら
すことができる。
【０１３４】
　また、図３（図１４）の実施形態においては、第１１－１トランジスタＴｒ１１－１に
よって前段ステージのＩ接続点の電圧（インバータ出力）を利用して、本段ステージでフ
ローティングされる区間をフローティングされないようにして、ゲート電圧を安定化させ
る。これによってクロック信号が反転しながら発生するノイズに対しても、ゲート電圧を
低電圧に維持させることができる。
【０１３５】
　また、図３（図１４）の実施形態においては、第１７トランジスタＴｒ１７を使用して
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、クロック信号の遅延によって伝達信号ＣＲの出力端で発生するノイズ（Ｇｌｉｔｃｈ　
ｎｏｉｓｅ）を、次のステージの伝達信号ＣＲに基づいて除去するようにする。
【０１３６】
　また、図３（図１４）の実施形態においては、次の次段ステージの信号（例えば、伝達
信号ＣＲ）を利用して、本段ステージを安定化させるトランジスタ及び配線を削除した。
実施形態によっては、このようなトランジスタを使用して本段ステージのＱ接続点または
Ｉ接続点の電圧を安定化させることができるが、図３（図１４）の実施形態ではこれを削
除してステージ間の配線接続を簡略化しており、ステージからもトランジスタを一つ削除
して、そのサイズを小さくした。その結果、表示装置で画像を表示する表示領域以外の周
辺領域に含まれているゲート駆動部のサイズを小さくして、狭いベゼル（ｂｅｚｅｌ）を
有するようにすることができる。
【０１３７】
　また、図３（図１４）の実施形態においては、第９トランジスタ及び第９－１トランジ
スタの出力端子が第２低電圧Ｖｓｓ２と接続するように形成している。これは、Ｑ接続点
から発生するディレイ現象によって、ゲート電圧が下がる時間が遅れることを改善する。
つまり、さらに低い電圧でＱ接続点の電圧を下げて、ゲート電圧も速やかに低電圧に低く
なるようにする。その結果、第２トランジスタＴｒ２のようにゲート電圧出力端子ＯＵＴ
の電圧をプルダウンさせるトランジスタのサイズを小さくすることができる。このように
、ステージに含まれているトランジスタのサイズが減少すれと、各ステージのサイズが減
少して、狭いベゼルを有する表示装置を実現することができる。
【０１３８】
　それだけでなく、第６トランジスタＴｒ６により、次の次段の伝達信号ＣＲによってＱ
接続点の電圧が第２低電圧Ｖｓｓ２に低くなるので、Ｑ接続点の電圧がさらに安定化され
る。但し、図２及び図１３を比較してみれば分かるように、次の次段ステージで信号が入
力されなければならないので、ゲート駆動部５００が形成される領域が広くなる面がある
。
【０１３９】
　以上のような特徴を有する図１４の実施形態においても、図５乃至図７に示している図
３の実施形態の結果値と類似する結果値を有することと類推される。その理由は、差異点
が第６トランジスタＴｒ６以外にはなく、第６トランジスタＴｒ６はプルダウン部５１６
を補完する役割を果たすためである。
【０１４０】
　以下、図１４の変形された実施形態について、図１５乃至図１９を参照して説明する。
【０１４１】
　図１５乃至図１９は、本発明の他の実施形態によるゲート駆動部のうちの一つのステー
ジを拡大して示した回路図である。
【０１４２】
　図１５の実施形態は、図１４とは異なり、第９－１トランジスタＴｒ９－１の出力端子
が第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続している点で差がある。
【０１４３】
　その結果、追加接続された一対のトランジスタＴｒ９、Ｔｒ９－１により、次段ステー
ジの伝達信号ＣＲによって本段ステージのＱ接続点の電圧が第１低電圧Ｖｓｓ１に低くな
る。
【０１４４】
　図１５の実施形態により、第９トランジスタＴｒ９及び第９－１トランジスタＴｒ９－
１によってＱ接続点の電圧がさらに低い第２低電圧Ｖｓｓ２に下がらないようにして、Ｑ
接続点の電圧が低電圧に下がるのに遅延が発生しうるが、プルダウン部５１６の他のトラ
ンジスタによって動作には問題がない。また、図５乃至図７から見られるように、比較例
もゲートオン電圧の出力には変化がなく、本実施形態を使用するのに問題はない。
【０１４５】
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　一方、図１６の実施形態は、図１４の実施形態と比較するとき、第１７トランジスタＴ
ｒ１７が除去されている。
【０１４６】
　図１４の実施形態において、第１７トランジスタＴｒ１７は、次段ステージの伝達信号
ＣＲによって本段の伝達信号ＣＲを第２低電圧Ｖｓｓ２に低くする役割を果たす。しかし
、インバータの出力（Ｉ接続点の電圧）によって伝達信号ＣＲを第２低電圧に下げる第１
１トランジスタＴｒ１１が存在するので、第１７トランジスタＴｒ１７がない図１６の実
施形態も使用可能である。
【０１４７】
　図１６の実施形態は、図１５の実施形態と同様に、第９－１トランジスタＴｒ９－１の
出力端子が第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されている変形も可能である。
【０１４８】
　一方、図１７の実施形態は、図１４の実施形態と比較するとき、第１１－１薄膜トラン
ジスタＴｒ１１－１が除去されている。
【０１４９】
　第１１－１トランジスタＴｒ１１－１は、前段ステージのＩ接続点（インバータ出力）
の電圧によって、ゲート電圧出力端子ＯＵＴの電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に変更させる動
作を行うトランジスタであって、反転クロックによって生成された前段ステージのインバ
ータ出力でゲート電圧を低電圧に下げる。しかし、ゲート電圧出力を第１低電圧に下げる
トランジスタは第２トランジスタＴｒ２及び第３トランジスタＴｒ３も存在するので、削
除されても動作するのに問題がない。
【０１５０】
　図１７の実施形態は、図１５の実施形態と同様に、第９－１トランジスタＴｒ９－１の
出力端子が第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されているか、または図１６の実施形態と同
様に、第１７トランジスタＴｒ１７が除去される変形も可能である。
【０１５１】
　一方、図１８の実施形態は、図１４の実施形態と比較するとき、第９－１トランジスタ
Ｔｒ９－１及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１が除去されている。
【０１５２】
　つまり、図１４の実施形態において追加接続されている一対のトランジスタを一つのト
ランジスタに変更した構造である。図１４においては、漏洩電流を減らすために一対のト
ランジスタＴｒ９、Ｔｒ９－１、Ｔｒ１０、Ｔｒ１０－１を使用したが、必ず一対のトラ
ンジスタを要することではなく、一つのトランジスタのチャネルの幅及び長さを利用して
、薄膜トランジスタを大きく形成することもできる。一方、実施形態によっては第９－１
薄膜トランジスタ及び第１０－１薄膜トランジスタのうちの一つだけが除去されてもよい
。
【０１５３】
　図１８の実施形態は、図１５の実施形態と同様に、第９－１トランジスタＴｒ９－１の
出力端子が第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続されているか、または図１６の実施形態と同
様に、第１７トランジスタＴｒ１７が除去されているか、または図１７の実施形態と同様
に、第９－１トランジスタＴｒ９－１または第１０－１トランジスタＴｒ１０－１が除去
されている変形も可能である。
【０１５４】
　一方、図１９の実施形態は、図１４の実施形態と比較するとき、インバータ部５１２が
第２低電圧Ｖｓｓ２と接続されておらず、第１低電圧Ｖｓｓ１と接続されている。つまり
、インバータ部５１２の第８トランジスタＴｒ８及び第１３トランジスタＴｒ１３の出力
端子が第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている。図１９の実施形態においては、Ｉ接
続点の電圧を第１低電圧Ｖｓｓ１に低くするようになるので、Ｉ接続点の電圧を制御端子
に印加を受けるトランジスタが影響を受けることがある。つまり、第１０トランジスタＴ
ｒ１０及び第１０－１トランジスタＴｒ１０－１のトランジスタの制御端子及び出力端子
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間の電圧差が発生し、漏洩電流が発生しうるが、酸化物半導体を使用しない場合には、漏
洩電流の問題がなく、酸化物半導体を使用しても薄膜トランジスタの漏洩電流特性を良好
に形成することもでき、図１４に示したように、追加接続された一対のトランジスタを通
じて漏洩電流を減らすことも可能である。したがって、図１９の実施形態も使用するのに
問題はない。
【０１５５】
　図１９の実施形態は、図１５の実施形態と同様に、第９－１トランジスタＴｒ９－１の
出力端子が第１電圧入力端子Ｖｉｎ１と接続しているか、または図１６の実施形態と同様
に、第１７トランジスタＴｒ１７が除去されているか、または図１７の実施形態と同様に
、第９－１トランジスタＴｒ９－１または第１０－１トランジスタＴｒ１０－１が除去さ
れているか、または図１８の実施形態と同様に、第８トランジスタＴｒ８及び第１３トラ
ンジスタＴｒ１３の出力端子が第２電圧入力端子Ｖｉｎ２と接続されている変形も可能で
ある。
【０１５６】
　以上のトランジスタは、酸化物半導体を含むか、または非晶質シリコンまたは多結晶シ
リコンを含んでもよい。
【０１５７】
　一方、以上では２個のクロック信号ＣＫＶ、ＣＫＶＢを使用する表示装置を基準に説明
した。
【０１５８】
　しかし、４個のクロック信号（即ち、二対のクロック信号）を使用してもよく、それ以
上の個数のクロック信号を使用する表示装置を形成することも可能である。
【０１５９】
　以下、図２０及び図２１を参照して、４個のクロック信号（つまり、二対のクロック信
号）を使用する表示装置について説明する。
【０１６０】
　図２０は、本発明の他の実施形態による表示装置の平面図であり、図２１は、図２０の
実施形態で使用されたクロック信号の波形図である。
【０１６１】
　図２０を参照すれば、本発明の実施形態による表示パネル１００は、画像を表示する表
示領域３００、及び表示領域３００のゲート線にゲート電圧を印加する一対のゲート駆動
部５００－１、５００－２を含む。一方、表示領域３００のデータ線は、表示パネル１０
０に付着されたフレキシブルプリント回路膜（ＦＰＣ；ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅ
ｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｆｉｌｍ）４５０などのフィルムの上に形成されたデータドライバ
ＩＣ４６０からデータ電圧が印加される。一方、ゲート駆動部５００－１、５００－２及
びデータドライバＩＣ４６０は信号制御部６００によって制御される。フレキシブルプリ
ント回路膜４５０などのフィルムの外側には、プリント回路基板（ＰＣＢ；ｐｒｉｎｔｅ
ｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒｄ）が形成されて、信号制御部６００からの信号をデータ
ドライバＩＣ４６０及びゲート駆動部５００－１、５００－２に伝達する。信号制御部６
００から提供される信号として、第１クロック信号ＣＫＶ１、第２クロック信号ＣＫＶＢ
１、第３クロック信号ＣＫＶ２、第４クロック信号ＣＫＶＢ２、スキャン開示信号ＳＴＶ
Ｐ１、ＳＴＶＰ２などの信号と、特定レベルの低電圧Ｖｓｓ１、Ｖｓｓ２を提供する信号
を含む。実施形態によっては低電圧を一種類だけ有してもよい。ここで、第１クロック信
号ＣＫＶ１、第２クロック信号ＣＫＶＢ１、第３クロック信号ＣＫＶ２、及び第４クロッ
ク信号ＣＫＶＢ２の関係は、図２１に示したような位相差を有してもよい。
【０１６２】
　表示領域３００は、液晶表示パネルである場合には、薄膜トランジスタＴｒｓｗ、液晶
キャパシタＣｌｃ、及び維持キャパシタＣｓｔなどを含み、図２０では液晶表示パネルを
例として挙げて示している。一方、有機発光表示パネルでは薄膜トランジスタ、及び有機
発光ダイオードを含み、その他の表示パネルでは薄膜トランジスタなどの素子を含んで表
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示領域３００を形成する。本発明は、液晶表示パネルに限定されないが、明確に説明する
ために、以下では液晶表示パネルを例として挙げて説明する。
【０１６３】
　表示領域３００には、多数のゲート線Ｇ１～Ｇｎ及び多数のデータ線Ｄ１～Ｄｍを含み
、多数のゲート線Ｇ１～Ｇｎ及び多数のデータ線Ｄ１～Ｄｍは絶縁して交差している。
【０１６４】
　各画素ＰＸには、薄膜トランジスタＴｒｓｗ、液晶キャパシタＣｌｃ、及び維持キャパ
シタＣｓｔを含む。薄膜トランジスタＴｒｓｗの制御端子は一つのゲート線に接続され、
薄膜トランジスタＴｒｓｗの入力端子は一つのデータ線に接続され、薄膜トランジスタＴ
ｒｓｗの出力端子は液晶キャパシタＣｌｃの一側端子及び維持キャパシタＣｓｔの一側端
子に接続される。液晶キャパシタＣｌｃの他側端子は共通電極に接続され、維持キャパシ
タＣｓｔの他側端子は信号制御部６００から印加される維持電圧Ｖｃｓｔが印加される。
液晶表示パネルの画素ＰＸの構造も多様な実施形態が存在し、図２０に示した画素ＰＸの
基本構造から追加構成を有する画素ＰＸも本発明を適用することができる。
【０１６５】
　多数のデータ線Ｄ１～Ｄｍは、データドライバＩＣ４６０からデータ電圧が印加され、
多数のゲート線Ｇ１～Ｇｎは、ゲート駆動部５００－１、５００－２からゲート電圧が印
加される。つまり、多数のゲート線Ｇ１～Ｇｎは、奇数行のゲート線と偶数行のゲート線
に区分され、奇数行のゲート線は第１ゲート駆動部５００－１に接続され、偶数行のゲー
ト線は第２ゲート駆動部５００－２に接続されている。
【０１６６】
　データドライバＩＣ４６０は、表示パネル１００の上側または下側に形成されて、縦方
向に延長されたデータ線Ｄ１～Ｄｍと接続しているので、図２０の実施形態においては、
データドライバＩＣ４６０が表示パネル１００の上側に位置する実施形態を示している。
【０１６７】
　第１ゲート駆動部５００－１は、第１クロック信号ＣＫＶ１、第２クロック信号ＣＫＶ
Ｂ１、第１スキャン開示信号ＳＴＶＰ１、及びゲートオフ電圧に準ずる第１低電圧Ｖｓｓ
１と、ゲートオフ電圧より低い第２低電圧Ｖｓｓ２の印加を受けて、ゲート電圧（ゲート
オン電圧及びゲートオフ電圧）を生成し、奇数行のゲート線に順次にゲートオン電圧を印
加する。
【０１６８】
　第２ゲート駆動部５００－２は、第３クロック信号ＣＫＶ２、第４クロック信号ＣＫＶ
Ｂ２、第２スキャン開示信号ＳＴＶＰ２、及びゲートオフ電圧に準ずる第１低電圧Ｖｓｓ
１と、ゲートオフ電圧より低い第２低電圧Ｖｓｓ２の印加を受けて、ゲート電圧（ゲート
オン電圧及びゲートオフ電圧）を生成し、偶数行のゲート線に順次にゲートオン電圧を印
加する。
【０１６９】
　図２１に示したように、本実施形態において、第１クロック信号ＣＫＶ１と第２クロッ
ク信号ＣＫＶＢ１は位相差が１８０度であり、第３クロック信号ＣＫＶ２と第４クロック
信号ＣＫＶＢ２は位相差が１８０度である。また、第１クロック信号ＣＫＶ１と第３クロ
ック信号ＣＫＶ２との位相差（図２１のＴｄ）は、実施形態によって多様でありうるが、
本実施形態では９０度の位相差を有する。
【０１７０】
　図２１に示しているように、第１ないし第４クロック信号の位相関係においては、奇数
行のゲート線と偶数行のゲート線のうち互いに隣接するゲート線間にはゲートオン電圧が
印加される区間が一部重なってもよい。このとき、データ電圧が、隣接する二行の画素に
全て印加されてもよいが、当該データ電圧は、二行の画素のうち一行の画素（前段行の画
素）に印加される電圧であり、それ以外の行の画素（後端行の画素）はプリーチャージ（
ｐｒｅ－ｃｈａｒｇｅ）されてもよい。
【０１７１】
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　ゲート駆動部５００－１、５００－２に印加されるクロック信号ＣＫＶ１、ＣＫＶＢ１
、ＣＫＶ２、ＣＫＶＢ２、スキャン開示信号ＳＴＶＰ１、ＳＴＶＰ２、第１低電圧Ｖｓｓ
１及び第２低電圧Ｖｓｓ２は、図２０に示したように、データドライバＩＣ４６０が位置
するフレキシブルプリント回路膜４５０のうち、ゲート駆動部５００－１、５００－２と
最も近いフレキシブルプリント回路膜４５０を通じてゲート駆動部５００－１、５００－
２にそれぞれ印加される。このような信号は、外部または信号制御部６００からプリント
回路基板４００を通じてフレキシブルプリント回路膜４５０などのフイルムに伝達される
。
【０１７２】
　以上、表示装置の全体的な構造について説明した。
【０１７３】
　図２０で使用されている第１ゲート駆動部５００－１及び第２ゲート駆動部５００－２
の構造は、図２または図１３の構造を有してもよいが、各ステージは、図３、図８乃至図
１２、及び図１４乃至図１９の構造を有してもよい。また、その他の本発明に対応する構
造を有してもよい。
【０１７４】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれ
に限定されることではなく、請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業
者の種々の変形及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。
【符号の説明】
【０１７５】
　１００　表示パネル
　３００　表示領域
　４００　プリント回路基板
　４５０　フレキシブルプリント回路膜
　４６０　データドライバＩＣ
　５００　ゲート駆動部
　５１１　入力部
　５１２　インバータ部
　５１３　伝達信号生成部
　５１４　出力部
　５１５　ノイズ除去部
　５１６　プルダウン部
　６００　信号制御部
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】
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