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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力端子、出力端子およびクロック端子と、
　前記クロック端子に入力されるクロック信号を前記出力端子に供給する第１トランジス
タと、
　各々が前記出力端子を放電する第２および第３トランジスタと、
　第１制御信号の活性時には前記第２トランジスタを駆動し、第２制御信号の活性時には
前記第３トランジスタを駆動する駆動回路とを備え、
　前記第１、第２および第３トランジスタの各制御電極が接続するノードをそれぞれ第１
、第２および第３ノードとし、
　前記第２ノードに接続する制御電極を有し、前記第１ノードを放電する第４トランジス
タと、
　前記第３ノードに接続する制御電極を有し、前記第１ノードを放電する第５トランジス
タとを備え、
　電源の投入後、前記クロック信号が動作を開始する前に、前記第１および第２制御信号
の少なくとも片方が所定時間だけ活性化される
ことを特徴とするシフトレジスタ回路。
【請求項２】
　請求項１記載のシフトレジスタ回路であって、
　前記駆動回路は、
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　第１制御信号を電源とし、前記第１ノードを入力端、前記第２ノードを出力端とする第
１インバータと、
　第２制御信号を電源とし、前記第１ノードを入力端、前記第３ノードを出力端とする第
２インバータとを含む
ことを特徴とするシフトレジスタ回路。
【請求項３】
　前記所定時間が、前記クロック信号の１パルス幅以上である
請求項１または請求項２に記載のシフトレジスタ回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走査線駆動回路に関するものであり、特に、例えば画像表示装置やイメージ
センサなどの電気光学装置に使用される、同一導電型の電界効果トランジスタのみを用い
て構成される走査線駆動回路を構成するシフトレジスタ回路に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置等の画像表示装置（以下「表示装置」）では、複数の画素が行列状に配列
された表示パネルの画素行（画素ライン）ごとにゲート線（走査線）が設けられ、表示信
号の１水平期間（１Ｈ期間）の周期でそのゲート線を順次選択して駆動することにより表
示画像の更新が行われる。そのように画素ラインすなわちゲート線を順次選択して駆動す
るためのゲート線駆動回路（走査線駆動回路）としては、表示信号の１フレーム期間で一
巡するシフト動作を行うシフトレジスタを用いることができる。
【０００３】
　ゲート線駆動回路としてのシフトレジスタは、１つの画素ラインすなわち１つのゲート
線ごとに設けられた複数のシフトレジスタ回路が縦続接続（カスケード接続）して構成さ
れる。本明細書では、ゲート線駆動回路を構成する複数のシフトレジスタ回路の各々を「
単位シフトレジスタ」と称する。即ち、ゲート線駆動回路を構成する個々の単位シフトレ
ジスタの出力端子は、対応するゲート線に接続されるだけでなく、その次段あるいは後段
の単位シフトレジスタの入力端子に接続される。
【０００４】
　ゲート線駆動回路に使用されるシフトレジスタは、表示装置の製造プロセスにおける工
程数を少なくするために、同一導電型の電界効果トランジスタのみを用いて構成されるこ
とが望ましい。このため、Ｎ型またはＰ型の電界効果トランジスタのみを用いて構成され
たシフトレジスタ、およびそれを搭載する表示装置が種々提案されている（例えば、下記
の特許文献１－１０）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－３５１８８号公報
【特許文献２】特開２００６－６０２２５号公報
【特許文献３】特開２００４－１５７５０８号公報
【特許文献４】特開２００６－２４３５０号公報
【特許文献５】特開２００４－２９５１２６号公報
【特許文献６】特開２００２－１３３８９０号公報
【特許文献７】特開２００７－２５００５２号公報
【特許文献８】特開２００６－２７７８６０号公報（図１、図２、図１３）
【特許文献９】特開２００４－２４６３５８号公報（図１）
【特許文献１０】特開２００６－３４４３０６号公報（図１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　特許文献１の図６に、Ｐ型ＭＯＳトランジスタのみを用いて構成した従来の単位シフト
レジスタの回路図が示されている。当該単位シフトレジスタの出力信号（ＯＵＴ）は、出
力を活性レベル（ここではＬ（Low）レベル）にするトランジスタ（Ｔ２）（以下「プル
アップトランジスタ」）を通してクロック信号（Ｃ１）が出力端子に供給されることによ
って活性化される。特にゲート線駆動回路に用いられる単位シフトレジスタは、出力信号
を用いて大きな負荷容量となるゲート線を駆動するため、プルアップトランジスタには大
きな駆動能力（電流を流す能力）が要求される。そのためプルアップトランジスタのオン
抵抗は非常に低く設定される。
【０００７】
　シフトレジスタの通常動作（信号のシフト動作）では、縦続接続した複数の単位シフト
レジスタの出力信号が１つずつ順番に活性化されるように、各段のプルアップトランジス
タは順番にオンになる。しかし、例えば電源投入直後など、回路の各ノードの電位が不定
の状態では、複数の単位シフトレジスタのプルアップトランジスタがオンしている場合が
あり、そのときクロック信号が活性化すると、オン抵抗の低い複数のプルアップトランジ
スタを通して、過大な電流が流れるため好ましくない。
【０００８】
　特許文献１の図６の単位シフトレジスタではその対策が図られている。即ち、当該単位
シフトレジスタでは、プルアップトランジスタのゲートと非活性レベル（ここではＨ（Hi
gh）レベル）の電源（ＶＤＤ）との間に、初期化信号（ＳＨＵＴ）で制御されるトランジ
スタ（Ｔ７ａ）（以下「初期化トランジスタ」）が接続される。通常動作の前には、初期
化信号を用いて全ての単位シフトレジスタの初期化トランジスタが一時的にオンにされる
。それにより、全ての単位シフトレジスタにおいて、プルアップトランジスタのゲート電
位が非活性レベルに初期化され、不定状態から脱する。その結果、全てのプルアップトラ
ンジスタがオフになるため、クロック信号が活性化しても、複数のプルアップトランジス
タを通して過大な電流が流れることはない。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１の図６の単位シフトレジスタでは、初期化トランジスタ（Ｔ
７ａ）を設けたことにより生じる問題も考えられる。以下、この問題を説明する。
【００１０】
　当該単位シフトレジスタにおいて、出力信号（ＯＵＴ）が活性化されるとき、プルアッ
プトランジスタ（Ｔ２）のゲート・チャネル間容量（ＭＯＳ容量）を介する結合により、
プルアップトランジスタのゲート電位が降下する。これによりプルアップトランジスタの
ゲート・ソース間電圧の絶対値が大きく維持されるため、プルアップトランジスタのオン
抵抗を低く維持でき、出力信号の活性レベルへの変化（ここでは出力信号の立ち下がり）
速度の低下が防止される。この効果は、プルアップトランジスタのゲート電位の降下幅が
大きいほど向上する。その下降幅はプルアップトランジスタのＭＯＳ容量とゲートが接続
するノード（ｎ２）の寄生容量との比に依存するため、プルアップトランジスタのゲート
が接続するノードの寄生容量は小さいことが好ましい。
【００１１】
　しかし当該単位シフトレジスタでは、プルアップトランジスタのゲートに、上記の初期
化トランジスタ（Ｔ７ａ）が接続されているため、プルアップトランジスタのゲートが接
続するノードの寄生容量が、初期化トランジスタのドレイン・ゲート間容量分だけ大きく
なる。その結果、出力信号の活性化時にプルアップトランジスタのゲート電位が充分に降
下されなくなると、プルアップトランジスタの駆動能力が低下して、出力信号の立ち下が
り速度が低下するという問題が生じる。
【００１２】
　また、特許文献１の図６の単位シフトレジスタのように、初期化信号（ＳＨＵＴ）を外
部から入力する場合には、初期化信号の生成回路を外部回路として設ける必要があり、製
造コストの上昇を招くという問題も考えられる。
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【００１３】
　本発明は以上のような課題を解決するためになされたものであり、各ノードのレベルを
初期化する初期化機能を備え、且つ、出力信号の活性レベルへの変化速度の低下が防止さ
れたシフトレジスタ回路を提供することを第１の目的とする。また初期化回路の制御信号
（初期化信号）を外部から供給する必要のないシフトレジスタ回路を提供することを第２
の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明に係るシフトレジスタ回路は、入力端子、出力端子およびクロック端子と、前記
クロック端子に入力されるクロック信号を前記出力端子に供給する第１トランジスタと、
各々が前記出力端子を放電する第２および第３トランジスタと、第１制御信号の活性時に
は前記第２トランジスタを駆動し、第２制御信号の活性時には前記第３トランジスタを駆
動する駆動回路とを備え、前記第１、第２および第３トランジスタの各制御電極が接続す
るノードをそれぞれ第１、第２および第３ノードとし、前記第２ノードに接続する制御電
極を有し、前記第１ノードを放電する第４トランジスタと、前記第３ノードに接続する制
御電極を有し、前記第１ノードを放電する第５トランジスタとを備え、電源の投入後、前
記クロック信号が動作を開始する前に、前記第１および第２制御信号の少なくとも片方が
所定時間だけ活性化されるものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係るシフトレジスタ回路は、電源投入時に第１および第２制御信号の少なくと
も片方が活性化されるのに応じて第１ノードが非活性レベルに初期化される。よって第１
トランジスタはオフ状態になり、通常動作の開始前にクロック信号が活性化しても、第１
トランジスタを通して過大な電流が流れることを防止できる。さらに、第１および第２制
御信号により第１ノードの非活性化ができるので、外部からのリセット信号を必要としな
い。
【００１６】
　また第１ノードの初期化は、電源投入時の第１および第２制御信号の活性化に応じて、
駆動回路が第４または第５トランジスタをオンにすることで実行される。第４および第５
トランジスタは、通常動作の非選択時に第１ノードを非活性レベルに固定するためのもの
であり、従来のシフトレジスタ回路も有していたものである。つまり本発明では、第１ノ
ードに初期化のための回路素子を新たに接続させる必要が無い。よって第１ノードの寄生
容量は、従来の単位シフトレジスタと同じである。従って、出力信号の活性化時における
第１ノードの昇圧効果は低減されず、第１トランジスタのオン抵抗の上昇は伴わない。従
って、出力信号の活性化の速度（出力端子の充電速度）の低下を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る液晶表示装置の概略ブロック図である。
【図２】実施の形態１に係るゲート線駆動回路の構成を示す図である。
【図３】実施の形態１に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図４】実施の形態１に係る単位シフトレジスタの動作を示す信号は系図である。
【図５】実施の形態１の第１の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図６】実施の形態１の第２の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図７】実施の形態１の第３の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図８】実施の形態１の第４の変更例に係るゲート線駆動回路の概略ブロック図である。
【図９】実施の形態１の第４の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図１０】実施の形態１の第４の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【図１１】実施の形態２に係る単位シフトレジスタの構成を示す回路図である。
【図１２】実施の形態２に係る単位シフトレジスタの通常動作を示す信号波形図である。
【図１３】実施の形態２に係る単位シフトレジスタの初期リセット動作を説明するための
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信号波形図である。
【図１４】実施の形態２の第１の変更例に係る単位シフトレジスタの初期リセット動作を
説明するための信号波形図である。
【図１５】実施の形態２の第２の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。なお、説明が重複して冗長
になるのを避けるため、各図において同一または相当する機能を有する要素には同一符号
を付してある。
【００１９】
　また、各実施の形態に用いられるトランジスタは、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ
である。絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、ゲート絶縁膜中の電界により半導体層内
のドレイン領域とソース領域との間の電気伝導度が制御される。ドレイン領域およびソー
ス領域が形成される半導体層の材料としては、ポリシリコン、アモルファスシリコン、ペ
ンタセン等の有機半導体、単結晶シリコンあるいはＩＧＺＯ（In-Ga-Zn-O）等の酸化物半
導体などを用いることができる。
【００２０】
　よく知られているように、トランジスタは、それぞれ制御電極（狭義にはゲート（電極
））と、一方の電流電極（狭義にはドレイン（電極）またはソース（電極））と、他方の
電流電極（狭義にはソース（電極）またはドレイン（電極））とを含む少なくとも３つの
電極を有する素子である。トランジスタはゲートに所定の電圧を印加することによりドレ
インとソース間にチャネルが形成されるスイッチング素子として機能する。トランジスタ
のドレインとソースは、基本的に同一の構造であり、印加される電圧条件によって互いに
その呼称が入れ代わる。例えば、Ｎ型トランジスタであれば、相対的に電位の高い電極を
ドレイン、低い電極をソースと呼称する（Ｐ型トランジスタの場合はその逆となる）。
【００２１】
　特に示さない限り、それらのトランジスタは半導体基板上に形成されるものであっても
よく、またガラスなどの絶縁性基板上に形成される薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）であって
もよい。トランジスタが形成される基板としては、単結晶基板あるいはＳＯＩ、ガラス、
樹脂などの絶縁性基板であってもよい。
【００２２】
　本発明のゲート線駆動回路は、単一導電型のトランジスタのみを用いて構成される。例
えばＮ型トランジスタは、ゲート・ソース間電圧が当該トランジスタのしきい値電圧より
も高いＨ（ハイ）レベルになると活性状態（オン状態、導通状態）となり、同しきい値電
圧よりも低いＬ（ロー）レベルで非活性状態（オフ状態、非導通状態）となる。そのため
Ｎ型トランジスタを用いた回路においては信号のＨレベルが「活性レベル」、Ｌレベルが
「非活性レベル」となる。また、Ｎ型トランジスタを用いて構成した回路の各ノードは、
充電されてＨレベルになることで、非活性レベルから活性レベルへの変化が生じ、放電さ
れてＬレベルになることで、活性レベルから非活性レベルへの変化が生じる。
【００２３】
　逆にＰ型トランジスタは、ゲート・ソース間電圧がトランジスタのしきい値電圧（ソー
スを基準として負の値）よりも低いＬレベルになると活性状態（オン状態、導通状態）と
なり、同しきい値電圧よりも高いＨレベルで非活性状態（オフ状態、非導通状態）となる
。そのためＰ型トランジスタを用いた回路においては信号のＬレベルが「活性レベル」、
Ｈレベルが「非活性レベル」となる。また、Ｐ型トランジスタを用いて構成した回路の各
ノードは、充電・放電の関係がＮ型トランジスタの場合と逆になり、充電されてＬレベル
になることで、非活性レベルから活性レベルへの変化が生じ、放電されてＨレベルになる
ことで、活性レベルから非活性レベルへの変化が生じる。
【００２４】
　本明細書では、非活性レベルから活性レベルへの変化を「プルアップ」、活性レベルか
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ら非活性レベルへの変化「プルダウン」と定義する。つまり、Ｎ型トランジスタを用いた
回路では、ＬレベルからＨレベルへの変化が「プルアップ」、ＨレベルからＬレベルの変
化が「プルダウン」と定義され、Ｐ型トランジスタを用いた回路では、ＨレベルからＬレ
ベルへの変化が「プルアップ」、ＬレベルからＨレベルの変化が「プルダウン」と定義さ
れる。
【００２５】
　また本明細書においては、二つの素子間、二つのノード間あるいは一の素子と一のノー
ドとの間の「接続」とはその他の要素（素子やスイッチなど）を介しての接続であるが実
質的に直接接続されているのと等価な状態を含むものとして説明する。例えば二つの素子
がスイッチを介して接続している場合であっても、それらが直接接続されているときと同
一に機能できるような場合には、その二つの素子が「接続している」と表現する。
【００２６】
　本発明においては、互いに位相の異なるクロック信号（多相クロック信号）が用いられ
る。以下では説明の簡単のため、一のクロック信号の活性期間とその次に活性化するクロ
ック信号の活性期間との間に一定の間隔を設けている（例えば図４の時刻ｔ5～ｔ6の間隔
）。しかし本発明では各クロック信号の活性期間が実質的に重ならなければよく、上記の
間隔は無くてもよい。例えば活性レベルをＨレベルとすると、一のクロック信号の立ち下
がりタイミングとその次に活性化するクロック信号の立ち上がりタイミングとが同時であ
ってもよい。
【００２７】
　＜実施の形態１＞
　図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の構成を示す概略ブロック図であり、表
示装置の代表例として液晶表示装置１００の全体構成を示している。なお、本発明は、液
晶表示装置への適用に限定されるものではなく、電気信号を光の輝度に変換する表示装置
であるエレクトロルミネッセンス（ＥＬ）、有機ＥＬ、プラズマディスプレイ、電子ペー
パ等、あるいは光の強度を電気信号に変換する撮像装置（画像センサ）などの電気光学装
置に広く適用可能である。
【００２８】
　液晶表示装置１００は、液晶アレイ部１０と、ゲート線駆動回路（走査線駆動回路）３
０と、ソースドライバ４０とを備える。後の説明により明らかになるが、本発明の実施の
形態に係るゲート線駆動信号生成回路は、ゲート線駆動回路３０に搭載される。
【００２９】
　液晶アレイ部１０は、行列状に配設された複数の画素１５を含む。画素の行（以下「画
素ライン」とも称する）の各々にはそれぞれゲート線ＧＬ1，ＧＬ2…（総称「ゲート線Ｇ
Ｌ」）が配設され、また、画素の列（以下「画素列」とも称する）の各々にはそれぞれデ
ータ線ＤＬ1，ＤＬ2…（総称「データ線ＤＬ」）がそれぞれ設けられる。図１には、第１
行の第１列および第２列の画素１５、並びにこれに対応するゲート線ＧＬ1およびデータ
線ＤＬ1，ＤＬ2が代表的に示されている。
【００３０】
　各画素１５は、対応するデータ線ＤＬと画素ノードＮｐとの間に設けられる画素スィッ
チ素子１６と、画素ノードＮｐおよび共通電極ノードＮＣの間に並列に接続されるキャパ
シタ１７および液晶表示素子１８とを有している。画素ノードＮｐと共通電極ノードＮＣ
との間の電圧差に応じて、液晶表示素子１８中の液晶の配向性が変化し、これに応答して
液晶表示素子１８の表示輝度が変化する。これにより、データ線ＤＬおよび画素スィッチ
素子１６を介して画素ノードＮｐへ伝達される表示電圧によって、各画素の輝度をコント
ロールすることが可能となる。即ち、最大輝度に対応する電圧差と最小輝度に対応する電
圧差との間の中間的な電圧差を、画素ノードＮｐと共通電極ノードＮＣとの間に印加する
ことによって、中間的な輝度を得ることができる。従って、上記表示電圧を段階的に設定
することにより、階調的な輝度を得ることが可能となる。
【００３１】
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　ゲート線駆動回路３０は、所定の走査周期に基づき、ゲート線ＧＬを順に選択して駆動
する。画素スィッチ素子１６のゲート電極は、それぞれ対応するゲート線ＧＬと接続され
る。特定のゲート線ＧＬが選択されている間は、それに接続する各画素において、画素ス
ィッチ素子１６が導通状態になり画素ノードＮｐが対応するデータ線ＤＬと接続される。
そして、画素ノードＮｐへ伝達された表示電圧がキャパシタ１７によって保持される。一
般的に、画素スィッチ素子１６は、液晶表示素子１８と同一の絶縁体基板（ガラス基板、
樹脂基板等）上に形成されるＴＦＴで構成される。
【００３２】
　ソースドライバ４０は、Ｎビットのデジタル信号である表示信号ＳＩＧによって段階的
に設定される表示電圧を、データ線ＤＬへ出力するためのものである。ここでは一例とし
て、表示信号ＳＩＧは６ビットの信号であり、表示信号ビットＤＢ０～ＤＢ５から構成さ
れるものとする。６ビットの表示信号ＳＩＧに基づくと、各画素において、２6＝６４段
階の階調表示が可能となる。さらに、Ｒ（Red）、Ｇ（Green）およびＢ（Blue）の３つの
画素により１つのカラー表示単位を形成すれば、約２６万色のカラー表示が可能となる。
【００３３】
　また、図１に示すように、ソースドライバ４０は、シフトレジスタ５０と、データラッ
チ回路５２，５４と、階調電圧生成回路６０と、デコード回路７０と、アナログアンプ８
０とから構成されている。
【００３４】
　表示信号ＳＩＧにおいては、各々の画素１５の表示輝度に対応する表示信号ビットＤＢ
０～ＤＢ５がシリアルに生成される。すなわち、各タイミングにおける表示信号ビットＤ
Ｂ０～ＤＢ５は、液晶アレイ部１０中のいずれか１つの画素１５における表示輝度を示し
ている。
【００３５】
　シフトレジスタ５０は、表示信号ＳＩＧの設定が切り換わる周期に同期したタイミング
で、データラッチ回路５２に対して、表示信号ビットＤＢ０～ＤＢ５の取り込みを指示す
る。データラッチ回路５２は、シリアルに生成される表示信号ＳＩＧを順に取り込み、１
つの画素ライン分の表示信号ＳＩＧを保持する。
【００３６】
　データラッチ回路５４に入力されるラッチ信号ＬＴは、データラッチ回路５２に１つの
画素ライン分の表示信号ＳＩＧが取り込まれるタイミングで活性化する。データラッチ回
路５４はそれに応答して、そのときデータラッチ回路５２に保持されている１つの画素ラ
イン分の表示信号ＳＩＧを取り込む。
【００３７】
　階調電圧生成回路６０は、高電圧ＶＤＨおよび低電圧ＶＤＬの間に直列に接続された６
３個の分圧抵抗で構成され、６４段階の階調電圧Ｖ１～Ｖ６４をそれぞれ生成する。
【００３８】
　デコード回路７０は、データラッチ回路５４に保持されている表示信号ＳＩＧをデコー
ドし、当該デコード結果に基づいて各デコード出力ノードＮｄ1，Ｎｄ2…（総称「デコー
ド出力ノードＮｄ」）に出力する電圧を、階調電圧Ｖ１～Ｖ６４のうちから選択して出力
する。
【００３９】
　その結果、デコード出力ノードＮｄには、データラッチ回路５４に保持された１つの画
素ライン分の表示信号ＳＩＧに対応した表示電圧（階調電圧Ｖ１～Ｖ６４のうちの１つ）
が同時に（パラレルに）出力される。なお、図１においては、第１列目および第２列目の
データ線ＤＬ1，ＤＬ2に対応するデコード出力ノードＮｄ1，Ｎｄ2が代表的に示されてい
る。
【００４０】
　アナログアンプ８０は、デコード回路７０からデコード出力ノードＮｄ1，Ｎｄ2…に出
力された各表示電圧に対応したアナログ電圧を電流増幅して、それぞれデータ線ＤＬ1，
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ＤＬ2…に出力する。
【００４１】
　ソースドライバ４０が、所定の走査周期に基づいて、一連の表示信号ＳＩＧに対応する
表示電圧を１画素ライン分ずつデータ線ＤＬへ繰り返し出力し、ゲート線駆動回路３０が
その走査周期に同期してゲート線ＧＬ1，ＧＬ2…を順に駆動することにより、液晶アレイ
部１０に表示信号ＳＩＧに基づいた画像の表示が成される。
【００４２】
　なお、図１には、ゲート線駆動回路３０およびソースドライバ４０が液晶アレイ部１０
と一体的に形成された液晶表示装置１００の構成を例示したが、ゲート線駆動回路３０と
液晶アレイ部１０とを一体的に形成し、ソースドライバ４０については液晶アレイ部１０
の外部回路として設ける、あるいはゲート線駆動回路３０およびソースドライバ４０につ
いては、液晶アレイ部１０の外部回路として設けることも可能である。
【００４３】
　図２は、実施の形態１に係るゲート線駆動回路３０の構成を示す図である。ゲート線駆
動回路３０は、縦続接続（カスケード接続）した複数の単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ2

，ＳＲ3，ＳＲ4…で構成されるシフトレジスタを含んでいる（説明の便宜上、シフトレジ
スタ回路ＳＲ1，ＳＲ2…のそれぞれを「単位シフトレジスタＳＲ」と総称する）。単位シ
フトレジスタＳＲは、１つの画素ラインすなわち１つのゲート線ＧＬごとに設けられる。
【００４４】
　また図２に示すクロック信号発生器３１は、位相が互いに異なる（活性期間が重ならな
い）２相のクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫをゲート線駆動回路３０の単位シフトレジスタ
ＳＲに入力するものである。クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫは、表示装置の走査周期に同
期したタイミングで、交互に活性化するよう制御されている。
【００４５】
　各単位シフトレジスタＳＲは、入力端子ＩＮ、出力端子ＯＵＴ、クロック端子ＣＫおよ
びリセット端子ＲＳＴを有している。図２のように、各単位シフトレジスタＳＲのクロッ
ク端子ＣＫには、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫのいずれかが供給される。具体的には、
クロック信号ＣＬＫは奇数段の単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ3，ＳＲ5…に供給され、
クロック信号／ＣＬＫは偶数段の単位シフトレジスタＳＲ2，ＳＲ4，ＳＲ6…に供給され
る。図２の例では最後段である第ｎ段目（第ｎステージ）の単位シフトレジスタＳＲnは
偶数段であり、当該単位シフトレジスタＳＲnには、クロック信号／ＣＬＫが供給されて
いる。
【００４６】
　スタート信号発生器３２は、ゲート線駆動回路３０に信号のシフト動作を開始させるた
めのスタートパルスＳＴを生成する。本実施の形態において、スタートパルスＳＴは画像
信号の各フレーム期間の先頭に対応するタイミングで活性化される（Ｈレベルになる）信
号である。
【００４７】
　スタートパルスＳＴは、第１段目（第１ステージ）である単位シフトレジスタＳＲ1の
入力端子ＩＮに入力される。第２段目以降の各単位シフトレジスタＳＲにおいては、入力
端子ＩＮはその前段の単位シフトレジスタＳＲの出力端子ＯＵＴに接続される。
【００４８】
　各単位シフトレジスタＳＲのリセット端子ＲＳＴは、その次段の単位シフトレジスタＳ
Ｒの出力端子ＯＵＴに接続される。但し、最後段の単位シフトレジスタＳＲnのリセット
端子ＲＳＴには、上記のスタートパルスＳＴが入力される。
【００４９】
　つまり各単位シフトレジスタＳＲの出力端子ＯＵＴから出力される出力信号Ｇは、垂直
（又は水平）走査パルスとしてそれぞれ対応するゲート線ＧＬへと供給されると共に、自
己の次段の入力端子ＩＮおよび自己の前段のリセット端子ＲＳＴへと供給される。
【００５０】
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　図２のゲート線駆動回路３０において、単位シフトレジスタＳＲの各々は、クロック信
号ＣＬＫ，／ＣＬＫに同期して、入力端子ＩＮに入力される信号（スタートパルスＳＴあ
るいは自己の前段の出力信号）を時間的にシフトさせながら、対応するゲート線ＧＬ並び
に自己の後段の単位シフトレジスタＳＲへと伝達する（単位シフトレジスタＳＲの動作の
詳細は後述する）。その結果、一連の単位シフトレジスタＳＲは、所定の走査周期に基づ
いたタイミングでゲート線ＧＬを順に活性化させる、いわゆるゲート線駆動ユニットとし
て機能する。
【００５１】
　本実施の形態の単位シフトレジスタＳＲは、自己の回路の各ノードの電位を特定のレベ
ルに初期化する初期化機能（初期リセット機能）を有している。通常、電源投入直後など
にはシフトレジスタの回路の各ノードの電位は不安定になるが、本実施の形態のゲート線
駆動回路３０では、電源が投入されると各単位シフトレジスタＳＲの各ノードの電位が所
定のレベルに初期化され、不安定状態を脱する。
【００５２】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る単位シフトレジスタの構成を示す回路図である。
ゲート線駆動回路３０を構成する各単位シフトレジスタＳＲは全て同様の構成を有してい
るため、ここでは代表的に、第ｋ段目の単位シフトレジスタＳＲkを示している。
【００５３】
　本発明に係る単位シフトレジスタＳＲkを構成するトランジスタは全て同一導電型の電
界効果トランジスタであるが、以下の実施の形態では、それらは全てＮ型ＴＦＴであるも
のとして説明する。またそれらトランジスタのしきい値電圧は全て等しいと仮定し、その
値をＶｔｈとする。
【００５４】
　図３の如く、単位シフトレジスタＳＲkは、図２に示した入力端子ＩＮ、出力端子ＯＵ
Ｔ、クロック端子ＣＫおよびリセット端子ＲＳＴの他に、低電位側電源電位（ロー側電源
電位）ＶＳＳが供給される第１電源端子Ｓ１、高電位側電源電位（ハイ側電源電位）ＶＤ
Ｄが供給される第２電源端子Ｓ２を有している。以下の説明ではロー側電源電位ＶＳＳを
０Ｖとしてそれを回路の基準電位として定義しているが、実使用では、画素に書き込まれ
るデータの電圧を基準にして基準電位が設定され、例えばハイ側電源電位ＶＤＤは１７Ｖ
、ロー側電源電位ＶＳＳは－１２Ｖなどと設定される。
【００５５】
　図３に示すように、単位シフトレジスタＳＲkは、出力回路部２０、プルダウン駆動回
路部２１、プルアップ駆動回路部２２および初期リセット回路部２３とから構成されてい
る。
【００５６】
　出力回路部２０は、出力信号Ｇkの活性化および非活性化を行うものであり、ゲート線
ＧＬkの選択期間に出力信号Ｇkを活性レベル（Ｈレベル）にするトランジスタＱ１（出力
プルアップトランジスタ）と、ゲート線ＧＬkの非選択期間に出力信号Ｇkを非活性レベル
（Ｌレベル）に維持するためのトランジスタＱ２（出力プルダウントランジスタ）とを含
んでいる。
【００５７】
　トランジスタＱ１は、出力端子ＯＵＴとクロック端子ＣＫとの間に接続し、クロック端
子ＣＫに入力されるクロック信号を出力端子ＯＵＴに供給することによって出力信号Ｇk

を活性化させる。出力信号Ｇkは、大きな容量負荷であるゲート線ＧＬkを活性化させるの
に用いられるため、トランジスタＱ１には大きな駆動能力が要求される。よってトランジ
スタＱ１のオン抵抗（インピーダンス）は充分小さく設定される。またトランジスタＱ２
は、出力端子ＯＵＴと第１電源端子Ｓ１との間に接続し、出力端子ＯＵＴを放電して電位
ＶＳＳにすることで、出力信号Ｇkを非活性レベルに維持する。ここで、トランジスタＱ
１のゲート（制御電極）が接続するノードを「ノードＮ１」と定義する。
【００５８】
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　トランジスタＱ１のゲート・ソース間（即ち出力端子ＯＵＴとノードＮ１との間）には
容量素子Ｃ１が接続される。この容量素子Ｃ１は、出力端子ＯＵＴのレベル上昇に伴うノ
ードＮ１の昇圧効果を高めるためのものである。但し、容量素子Ｃ１は、トランジスタＱ
１のゲート・チャネル間容量が充分大きい場合にはそれで置き換えることができるので、
そのような場合には省略してもよい。
【００５９】
　プルダウン駆動回路部２１は、第２電源端子Ｓ２と第１電源端子Ｓ１との間に直列接続
したトランジスタＱ６，Ｑ７から構成される。トランジスタＱ６，Ｑ７間の接続ノードを
「ノードＮ２」と定義すると、トランジスタＱ６は、ノードＮ２と第２電源端子Ｓ２との
間に接続し、そのゲートは第２電源端子Ｓ２に接続される（即ちトランジスタＱ６はダイ
オード接続されている）。またトランジスタＱ７は、ノードＮ２と第１電源端子Ｓ１との
間に接続される。トランジスタＱ７のゲートが接続するノードを「ノードＮ３」と定義す
る。ノードＮ２は、プルダウン駆動回路部２１の出力端であり、出力回路部２０のトラン
ジスタＱ２のゲート、並びに、後述するプルアップ駆動回路部２２のトランジスタＱ５の
ゲートに接続される。
【００６０】
　トランジスタＱ７のオン抵抗はトランジスタＱ６のオン抵抗よりも充分小さく設定され
ており、これらトランジスタＱ６，Ｑ７により、ノードＮ３を入力端、ノードＮ２を出力
端とするレシオ型インバータが構成される。当該インバータでは、トランジスタＱ６が負
荷素子、トランジスタＱ７が駆動素子として機能する。このインバータの負荷素子は電流
駆動素子であればよく、トランジスタＱ６に代えて例えば抵抗素子や定電流素子を用いて
もよい。このことは以下の実施の形態およびその変更例においても同様である。
【００６１】
　プルダウン駆動回路部２１は、通常動作時にはノードＮ３のレベル変化に応じてトラン
ジスタＱ２，Ｑ５を駆動する回路として機能する。即ち、通常動作時のプルダウン駆動回
路部２１は、トランジスタＱ２，Ｑ５を、ゲート線ＧＬkの選択期間にはオフにし、非選
択期間にはオンにする。但し、当該プルダウン駆動回路部２１は、初期リセット時には、
ノードＮ１のレベルを初期化する回路として機能する。
【００６２】
　プルアップ駆動回路部２２は、トランジスタＱ１（出力プルアップトランジスタ）を駆
動する回路であり、トランジスタＱ１を、ゲート線ＧＬkの選択期間はオンにし、非選択
期間はオフにする。当該プルアップ駆動回路部２２は、入力端子ＩＮに入力される信号の
活性化に応じてノードＮ１を充電するトランジスタＱ３と、リセット端子ＲＳＴに入力さ
れる信号の活性化に応じてノードＮ１を放電するトランジスタＱ４と、ゲート線ＧＬkの
非選択期間にノードＮ１をＬレベルに維持するトランジスタＱ５とを含んでいる。
【００６３】
　トランジスタＱ３は、入力端子ＩＮに接続したゲートを有し、入力端子ＩＮとノードＮ
１との間に接続される。トランジスタＱ４は、リセット端子ＲＳＴに接続したゲートを有
し、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続される。トランジスタＱ５は、ノードＮ
２に接続したゲートを有し、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続される。なお、
トランジスタＱ３のドレインは第２電源端子Ｓ２に接続させてもよい。
【００６４】
　ノードＮ１（トランジスタＱ１のゲート）とノードＮ３（トランジスタＱ７のゲート）
との間に介在する初期リセット回路部２３は、ダイオード接続された３つのトランジスタ
Ｑ８～Ｑ１０（一方向性素子）により構成されている。トランジスタＱ８は、第２電源端
子Ｓ２とノードＮ３との間に、ノードＮ３側がアノード、第２電源端子Ｓ２側がカソード
となるように接続される。またトランジスタＱ９は、ノードＮ１とノードＮ３との間に、
ノードＮ３側がアノード、ノードＮ１側がカソードとなるように接続される。トランジス
タＱ１０は、入力端子ＩＮとノードＮ３との間に、入力端子ＩＮ側がアノード、ノードＮ
３側がカソードとなるように接続される。なおトランジスタＱ１０は、ダイオード接続さ
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せずに、そのドレインを電源端子Ｓ２に接続させてもよい。
【００６５】
　詳細は後述するが、電源投入時の初期リセット回路部２３は、ノードＮ３をしきい値電
圧Ｖｔｈ以下にするように動作し、これにより、電源投入時に各ノードのレベルが初期化
されるようになる。また通常動作時の初期リセット回路部２３は、出力信号Ｇの活性化に
伴ってノードＮ１が昇圧されるときに、ノードＮ３とノードＮ１とを分離してノードＮ１
の寄生容量を小さくするように動作する。これによりノードＮ１の昇圧幅が小さくなるこ
とを防止している。
【００６６】
　以下、図３の単位シフトレジスタＳＲの動作を説明する。図４は、その動作を示す信号
波形図である。説明の簡単のため、クロック信号ＣＬＫ、／ＣＬＫおよびスタートパルス
ＳＴのＨレベルは、全てハイ側電源電位ＶＤＤに等しいとする。またクロック信号ＣＬＫ
，／ＣＬＫおよびスタートパルスＳＴのＬレベルの電位はロー側電源電位ＶＳＳと等しい
ものとし、その電位を０Ｖとする（ＶＳＳ＝０）。クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫは互い
に１水平期間（１Ｈ）の位相差を持つ繰り返し信号である。なお初期リセットは、全ての
単位シフトレジスタＳＲにおいて行われるが、図４では、代表的に単位シフトレジスタＳ
Ｒ1のノードＮ１～Ｎ３の信号波形を示している。
【００６７】
　図４の時刻ｔ0は、ゲート線駆動回路３０への電源投入時である。このときハイ側電源
およびロー側電源がそれぞれ適切な電位に設定される。即ち、ハイ側電源（第２電源端子
Ｓ２）の電位はＶＤＤになり、ロー側電源（第１電源端子Ｓ１）の電位はＶＳＳになる（
ここではＶＳＳ＝０であるので電源投入時に第１電源端子Ｓ１の電位の変動はない）。ク
ロック信号発生器３１、スタート信号発生器３２の電源もこのとき投入される。時刻ｔ0

の直後は、ゲート線駆動回路３０の出力信号Ｇ1，Ｇ2…のレベルは不定状態にある。
【００６８】
　この時点では、各単位シフトレジスタＳＲのノードＮ１（トランジスタＱ１のゲート）
のレベルも不定である。もし複数の単位シフトレジスタＳＲでノードＮ１がＨレベルにな
っていると、それらのトランジスタＱ１が同時にオン状態になるので、そのままクロック
信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが活性化すると、オン抵抗の低い複数のトランジスタＱ１を通して
過大な電流が流れるため好ましくない。
【００６９】
　ここではあえて、各単位シフトレジスタＳＲのノードＮ１がＨレベルになっていると仮
定する。
【００７０】
　時刻ｔ0以前では、電源は遮断されているので、ハイ側電源（第２電源端子Ｓ２）の電
位はＶＳＳレベルになっている。このときノードＮ３の電位がＶｔｈ以上であったならば
、トランジスタＱ８がオンし、ノードＮ３は放電されてＶｔｈにまで下がる。またノード
Ｎ３がＶｔｈ以下であったならば、トランジスタＱ８はオンせず、ノードＮ３はその電位
に維持される。つまりノードＮ３のレベルは必ずＶｔｈ以下になる。よってノードＮ３側
がアノードとなるようにダイオード接続したトランジスタＱ９は逆バイアス状態となり、
ノードＮ１のＨレベルは維持されることになる。
【００７１】
　時刻ｔ0で電源が投入されると、第２電源端子Ｓ２（ハイ側電源）の電位がＶＤＤにな
り、トランジスタＱ６がオンになる。このときトランジスタＱ８がオフするため、トラン
ジスタＱ７のゲート（ノードＮ３）の電位はＶｔｈ以下に維持され、トランジスタＱ７に
は最大でもサブスレッシュホールド電流しか流れない。つまりトランジスタＱ７は実質的
にオフ状態であり、ノードＮ２はトランジスタＱ６によって充電されＨレベル（ＶＤＤ－
Ｖｔｈ）になる。ノードＮ２がＨレベルになると、トランジスタＱ５がオンしてノードＮ
１を放電するので、ノードＮ１はＬレベル（ＶＳＳ）に初期化される。
【００７２】
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　この初期リセットの動作は、ゲート線駆動回路３０の全ての単位シフトレジスタで行わ
れる。このときトランジスタＱ８はオフしているが、ノードＮ１の電位がＶＳＳになった
ことで、今度はトランジスタＱ９が、ノードＮ３をＶｔｈ以下に維持する働きをする。つ
まりトランジスタＱ９は、ノードＮ３の電位がＶｔｈ以上になるとオンし、ノードＮ３を
Ｖｔｈにまで下げる。またノードＮ３がＶｔｈ以下であれば、トランジスタＱ８はオンせ
ず、ノードＮ３はその電位に維持される。
【００７３】
　初期リセットが行われた後は、全ての単位シフトレジスタＳＲにおいて、ノードＮ１が
Ｌレベル、ノードＮ２がＨレベルの状態（以下、この状態を単位シフトレジスタＳＲの「
リセット状態」と称する）であり、トランジスタＱ１がオフ、トランジスタＱ２がオンに
なる。よって全ての単位シフトレジスタＳＲの出力端子ＯＵＴ（出力信号Ｇ）は、低イン
ピーダンスのＬレベルに初期化される。またこのときクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが活
性化しても、全ての単位シフトレジスタＳＲのトランジスタＱ１はオフしているため、複
数のトランジスタＱ１を通して過大な電流が流れることはない。
【００７４】
　この初期化後のリセット状態は、通常動作が開始されるまで維持される。トランジスタ
Ｑ５，Ｑ６，Ｑ７，Ｑ９はハーフラッチ回路を構成しており、それによってノードＮ１，
Ｎ２，Ｎ３のレベルが保持されるからである。
【００７５】
　このようにゲート線駆動回路３０は、各単位シフトレジスタＳＲが初期リセットされた
後、スタートパルスＳＴおよびクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが活性化されることによっ
て、シフトレジスタとしての通常動作を開始する。なお、第２電源端子Ｓ２がＶＤＤにな
った後は、トランジスタＱ８は常時オフになるため、トランジスタＱ８は通常動作には寄
与しない。
【００７６】
　通常動作は、単位シフトレジスタＳＲの初期リセット動作が完了した後、即ちノードＮ
１の電位がＶＳＳまで下がる時刻ｔ1以降に開始されることが好ましい。つまり図４の如
く、スタートパルスＳＴおよびクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫは、少なくとも時刻ｔ1ま
では非活性レベルに維持されることが好ましい。そうすることにより、初期リセット動作
前の不安定状態にある単位シフトレジスタＳＲの誤動作の発生や、トランジスタＱ１を電
流が流れることをより確実に防止することができる。
【００７７】
　時刻ｔ2で、スタートパルスＳＴがＨレベル（ＶＤＤ）になると、第１段目の単位シフ
トレジスタＳＲ1において、トランジスタＱ３がオンになる。このときトランジスタＱ５
もオン状態であるが、トランジスタＱ３はトランジスタＱ５よりも充分にオン抵抗が小さ
く設定されており、ノードＮ１はＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）になる。応じてトランジス
タＱ１がオンになるが、この時点ではクロック端子ＣＫに入力されているクロック信号Ｃ
ＬＫは非活性レベル（Ｌレベル）であるので、出力端子ＯＵＴから出力される出力信号Ｇ

1はＬレベル（ＶＳＳ）のままである。
【００７８】
　またスタートパルスＳＴがＨレベルになったとき、単位シフトレジスタＳＲ1ではトラ
ンジスタＱ１０がオンするため、ノードＮ３も充電されてＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）に
なる。応じてトランジスタＱ７がオンになり、ノードＮ２は放電されてＬレベルになる。
よってトランジスタＱ２，Ｑ５がオフになる。このようにノードＮ１がＨレベル、ノード
Ｎ２がＬレベルの状態、つまりトランジスタＱ１がオン、トランジスタＱ２がオフの状態
を、以下では単位シフトレジスタＳＲの「セット状態」と称する。
【００７９】
　こうして単位シフトレジスタＳＲ1がセット状態になった後、時刻ｔ3で、スタートパル
スＳＴがＬレベルになる。単位シフトレジスタＳＲ1では、トランジスタＱ３がオフにな
るが、トランジスタＱ５もオフしているため、ノードＮ１は高インピーダンス状態（フロ
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ーティング状態）でＨレベルに維持される。またこのときトランジスタＱ１０もオフする
ため、ノード３も高インピーダンス状態でＨレベルに維持される。よってトランジスタＱ
７はオンに維持され、ノードＮ２はＬレベルに維持される。即ち、単位シフトレジスタＳ
Ｒ1のセット状態は維持される。
【００８０】
　時刻ｔ4でクロック信号ＣＬＫがＨレベル（ＶＤＤ）に変化すると、単位シフトレジス
タＳＲ1では、オン状態のトランジスタＱ１を通してそのレベル変化が出力端子ＯＵＴへ
と伝達され、出力信号Ｇ1がＨレベルになる。出力信号Ｇ1のレベルが上昇するとき、容量
素子Ｃ１およびトランジスタＱ１のＭＯＳ容量を介する結合により、ノードＮ１が昇圧さ
れる。このノードＮ１の昇圧効果により、トランジスタＱ１は非飽和領域で動作すること
ができる。従って、出力信号Ｇ1のＨレベル電位は、クロック信号ＣＬＫのＨレベルと同
じＶＤＤにまで上昇する。これによりゲート線ＧＬ1が選択状態になる。
【００８１】
　なお、ダイオード接続したトランジスタＱ９はノードＮ３側がアノードなので、ノード
Ｎ１からノードＮ３への放電を阻止する一方向性素子として機能する。よってノードＮ１
が昇圧されても、トランジスタＱ９を通してノードＮ１からノードＮ３へ電荷は移動しな
い。またトランジスタＱ９がノードＮ１とノードＮ３との間を分離するため、トランジス
タＱ７のゲート容量がノードＮ１の寄生容量に寄与しなくなり、その分だけノードＮ１の
寄生容量が小さくなる。従って、出力信号Ｇ1の活性化時におけるノードＮ１の昇圧幅が
大きくなる。よってそのときのトランジスタＱ１のオン抵抗が下がり、出力信号Ｇ1の立
ち上がり速度の低下が防止される。
【００８２】
　その後、時刻ｔ5でクロック信号ＣＬＫがＬレベル（ＶＳＳ）に変化すると、オン状態
のトランジスタＱ１を通して出力端子ＯＵＴが放電され、出力信号Ｇ1はＬレベル（ＶＳ
Ｓ）になる。
【００８３】
　ここで、出力信号Ｇ1は第２段目の単位シフトレジスタＳＲ2の入力端子ＩＮにも入力さ
れているので、上記の時刻ｔ3で出力信号Ｇ1がＨレベルになったとき、単位シフトレジス
タＳＲ2はセット状態に移行している。よって時刻ｔ6で、クロック信号／ＣＬＫがＨレベ
ルになると、第２段目の出力信号Ｇ2がＨレベルになる。出力信号Ｇ2は単位シフトレジス
タＳＲ1のリセット端子ＲＳＴに入力されるので、単位シフトレジスタＳＲ1では、トラン
ジスタＱ４がオンになり、ノードＮ１が放電されてＬレベルになる。
【００８４】
　このときトランジスタＱ９はオンになり、ノードＮ３も放電されて電位Ｖｔｈになる。
よってトランジスタＱ７は実質的にオフ状態になり、ノードＮ２はトランジスタＱ６によ
り充電されてＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）になる。つまり単位シフトレジスタＳＲ1は、
トランジスタＱ１がオフ、トランジスタＱ２がオンのリセット状態に戻る。
【００８５】
　その後、単位シフトレジスタＳＲ1は、次のフレーム期間でスタートパルスＳＴがＨレ
ベルになるまでリセット状態に維持される。ここでもトランジスタＱ５，Ｑ６，Ｑ７，Ｑ
９から成るハーフラッチ回路によって、ノードＮ１，Ｎ２，Ｎ３のレベルが保持されるか
らである。またその間、トランジスタＱ２がオンしているので、出力端子ＯＵＴは低イン
ピーダンスでＬレベルに維持される。
【００８６】
　以上、ゲート線駆動回路３０の第１段目の単位シフトレジスタＳＲ1の動作を説明した
が、２段目以降の単位シフトレジスタＳＲもこれと同様に動作する。つまり２段目以降の
単位シフトレジスタＳＲkは、前段の出力信号Ｇk-1の活性化に応じてセット状態になり、
そのときクロック端子ＣＫに入力されるクロック信号の活性化に応じて自己の出力信号Ｇ

kを活性化させ、その後、次段の出力信号Ｇk+1の活性化に応じてリセット状態に戻り出力
信号ＧkをＬレベルに維持する。なお図２の構成では、最後段の単位シフトレジスタＳＲn
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は、次のフレーム期間でスタートパルスＳＴよってリセット状態にされる。
【００８７】
　従って、ゲート線駆動回路３０においては、単位シフトレジスタＳＲ1に入力されるス
タートパルスＳＴの活性化を切っ掛けにして、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫに同期した
タイミングで出力信号Ｇ1，Ｇ2，Ｇ3…が順に活性化される。それによって、ゲート線駆
動回路３０は、所定の走査周期でゲート線ＧＬ1，ＧＬ2，ＧＬ3…を順番に駆動すること
ができる。
【００８８】
　以上のように、本実施の形態に係る単位シフトレジスタＳＲは、電源投入時に初期リセ
ット回路部２３がノードＮ３の電位をＶｔｈ以下に維持することにより、ノードＮ１がＬ
レベル、ノードＮ２がＨレベルにそれぞれ初期化される。よって、通常動作の開始前にク
ロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが活性化しても、複数のトランジスタＱ１を通して過大な電
流が流れることはない。またこの初期リセット動作は、電源投入（第２電源端子Ｓ２の電
位上昇）に応じて実行され、外部からの初期化信号を必要としない。つまり外部回路とし
て初期化信号の生成回路を設ける必要がなく、製造コストの上昇を抑えることができる。
【００８９】
　また出力信号Ｇの活性化に伴いノードＮ１が昇圧されるとき、トランジスタＱ９はオフ
になりノードＮ１とノードＮ３との間を分離する。よってこのときトランジスタＱ７のゲ
ート容量がノードＮ１の寄生容量に寄与しなくなり、ノードＮ１の寄生容量を小さくする
ことができる。従って、出力信号Ｇの活性化時におけるノードＮ１の昇圧幅を大きくでき
、出力信号Ｇの立ち上がり速度の低下が防止される。
【００９０】
　またノードＮ１の初期化動作は、トランジスタＱ５をオンにすることで実行される。こ
のトランジスタＱ５は、通常動作の非選択時にノードＮ１を非活性レベルに固定するため
に、従来の単位シフトレジスタＳＲにも設けられていたものである。つまり本実施の形態
では、ノードＮ１を初期化（非活性化）させるための素子を新たに設けてはいない。この
点からも、ノードＮ１の寄生容量は小さく抑えられている。
【００９１】
　［第１の変更例］
　図５は、実施の形態１の第１の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。当該
単位シフトレジスタＳＲkは、図３の回路に対し、プルダウン駆動回路部２１としてトラ
ンジスタＱ６，Ｑ７１，Ｑ７２，Ｑ１１から構成されるシュミットトリガ型インバータを
用いたものである。
【００９２】
　図５の如く、トランジスタＱ６は、第２電源端子Ｓ２とノードＮ２との間に接続し、そ
のゲートは第２電源端子Ｓ２に接続している（つまりトランジスタＱ６はダイオード接続
している）。トランジスタＱ７１，Ｑ７２は、プルダウン駆動回路部２１の出力端である
ノードＮ２（トランジスタＱ２，Ｑ５のゲート）と第１電源端子Ｓ１との間に直列に接続
し、それらのゲートは共にノードＮ３に接続される。トランジスタＱ１１は、第２電源端
子Ｓ２とトランジスタＱ７１，Ｑ７２間の接続ノードとの間に接続し、そのゲートはノー
ドＮ２に接続される。
【００９３】
　シュミットトリガ型インバータでは、その出力ノード（ノードＮ２）の電圧変化に応答
して、駆動トランジスタ（トランジスタＱ７１，Ｑ７２）に流れる帰還電流が変化し、そ
れによりしきい値電圧（反転電圧）が変化する。その結果、通常のレシオ型インバータ（
図３のプルダウン駆動回路部２１）よりもしきい値電圧が高くなる。よって、ノードＮ３
の電位がＶｔｈのときでも、駆動トランジスタ（トランジスタＱ７１，Ｑ７２）は充分に
オフしている（図３のトランジスタＱ７のようにサブスレッシュホールド状態にはならな
い）。従って、図３の回路よりも、プルダウン駆動回路部２１がノードＮ２を安定してＨ
レベルに設定することができる。
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【００９４】
　［第２の変更例］
　図６は、実施の形態１の第２の変更例に係る単位シフトレジスタの回路図である。当該
単位シフトレジスタＳＲkは、図３の回路に対し、トランジスタＱ８のバックゲートをゲ
ート（ノードＮ３）に接続させたものである。
【００９５】
　電源遮断時に、第２電源端子Ｓ２の電位がＶＳＳ（＝０Ｖ）となると、電位関係より、
トランジスタＱ８では第２電源端子Ｓ２側がソース、ノードＮ３側がドレインとなる。こ
のときトランジスタＱ８のバックゲートとソース間の電圧が仮にＶｔｈであったとすると
、トランジスタＱ８のバックゲートはソースに対し正バイアスされるため、トランジスタ
Ｑ８のしきい値電圧は低下してＶｔｈより小さくなる。そのため電源遮断後には、ノード
Ｎ３のレベルはＶｔｈ以下になる。
【００９６】
　よって次の電源投入時には、トランジスタＱ７のゲート電位はＶｔｈ以下になっており
、トランジスタＱ７は確実にオフしている。従って初期リセット動作の際、ノードＮ２が
より確実にＨレベルに設定されるようになる。
【００９７】
　なお通常動作時は、第２電源端子Ｓ２の電位がＶＤＤであるので、電位関係より、トラ
ンジスタＱ８ではノードＮ３側がソース、第２電源端子Ｓ２側がドレインとなる。このと
きトランジスタＱ８のバックゲートとソースは同電位となるので、しきい値電圧は一定の
正電圧となり、トランジスタＱ８はオフに維持される。よって単位シフトレジスタＳＲの
動作には影響しない。
【００９８】
　本変更例においても、上記の第１の変更例を適用し、プルダウン駆動回路部２１のトラ
ンジスタＱ６，Ｑ７から成るインバータに代えて、シュミットトリガ型インバータを用い
てもよい。
【００９９】
　［第３の変更例］
　図７は実施の形態１の第３の変更例に係る単位シフトレジスタＳＲkの回路図である。
当該単位シフトレジスタＳＲkは、図３の回路と同様に出力回路部２０、プルダウン駆動
回路部２１、プルアップ駆動回路部２２および初期リセット回路部２３から構成されてい
るが、出力回路部２０以外の構成が図３とは異なっている。
【０１００】
　プルダウン駆動回路部２１は、図３と同様のトランジスタＱ６，Ｑ７から成るレシオ型
インバータに加え、そのインバータの入力端であるノードＮ３（トランジスタＱ７のゲー
ト）に適切な信号を供給するための入力回路が設けられる。入力回路は、トランジスタＱ
１５～Ｑ１７から成っている。
【０１０１】
　トランジスタＱ１５は、入力端子ＩＮに接続したゲートを有し、第２電源端子Ｓ２とノ
ードＮ３との間に接続される。トランジスタＱ１６，Ｑ１７は、共にノードＮ３と第１電
源端子Ｓ１との間に接続するが、トランジスタＱ１６のゲートはリセット端子ＲＳＴに接
続され、トランジスタＱ１７のゲートはノードＮ２に接続される。
【０１０２】
　トランジスタＱ１５はトランジスタＱ１７よりもオン抵抗が充分小さく設定されている
。よって通常動作時において、前段の出力信号Ｇk-1の活性化に応じてトランジスタＱ１
５がオンすると、ノードＮ３は充電してＨレベルになる。またトランジスタＱ１６は、次
段の出力信号Ｇk+1の活性化に応じて、ノードＮ３を放電してＬレベルに変化させる。従
って通常動作時のプルダウン駆動回路部２１は、ノードＮ２を、前段の出力信号Ｇk-1の
活性化に応じてＬレベルにし、次段の出力信号Ｇk+1の活性化に応じてＨレベルにするよ
うに機能する。



(16) JP 5710046 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

【０１０３】
　初期リセット回路部２３は、第２電源端子Ｓ２とノードＮ３との間に接続し、そのゲー
トがノードＮ３に接続したトランジスタＱ８のみから成る。トランジスタＱ８は、電源が
遮断されて第２電源端子Ｓ２が電位ＶＳＳのときは、ノードＮ３の電位をＶｔｈ以下に維
持する。また電源が投入されて第２電源端子Ｓ２が電位ＶＤＤになった後は、常時オフ状
態になり、単位シフトレジスタＳＲの通常動作には寄与しない。
【０１０４】
　一方、プルアップ駆動回路部２２は、入力端子ＩＮとノードＮ１（トランジスタＱ１の
ゲート）との間に接続したトランジスタＱ３と、当該トランジスタＱ３のゲートとノード
Ｎ２との間に接続したトランジスタＱ１４とから成っている。トランジスタＱ１４のゲー
トは、第２電源端子Ｓ２に接続される。ここで、トランジスタＱ３のゲートが接続するノ
ードを「ノードＮ６」と定義する。
【０１０５】
　ここで、図７の単位シフトレジスタＳＲの電源投入時に行われる初期リセット動作につ
いて説明する。
【０１０６】
　各単位シフトレジスタＳＲにおいて、電源が投入される前、すなわち第２電源端子Ｓ２
の電位がＶＳＳのときは、初期リセット回路部２３のトランジスタＱ８の作用によりノー
ドＮ３の電位はＶｔｈ以下になっている。このとき各単位シフトレジスタＳＲの出力端子
ＯＵＴの電位は不定である。
【０１０７】
　電源が投入されると、第２電源端子Ｓ２の電位がＶＤＤなるが、トランジスタＱ８はノ
ードＮ３側がアノードになるようにダイオード接続されているため、ノードＮ３はＶｔｈ
以下に維持される。よってトランジスタＱ７はオフ状態（またはサブスレッシュホールド
状態）であり、ノードＮ２はトランジスタＱ６により充電されてＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔ
ｈ）に初期化される。応じてトランジスタＱ２がオンし、出力端子ＯＵＴは低インピーダ
ンスのＬレベル（ＶＳＳ）になる。またこのときトランジスタＱ１７がオンするため、ノ
ードＮ３は電位ＶＳＳのＬレベルになる。
【０１０８】
　電源投入時には、プルアップ駆動回路部２２のトランジスタＱ１４がオンするため、ノ
ードＮ４がＨレベルになるとノードＮ６もＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）になる。応じてト
ランジスタＱ３がオンする。各単位シフトレジスタＳＲの入力端子ＩＮは、その前段の出
力端子ＯＵＴに接続されているが、上記のように各単位シフトレジスタＳＲの出力端子Ｏ
ＵＴはＬレベル（ＶＳＳ）に初期化されるので（第１段目の単位シフトレジスタＳＲ1の
場合は、スタートパルスＳＴがＬレベルになっている）、トランジスタＱ３がオンすると
ノードＮ１はＬレベル（ＶＳＳ）に初期化される。よってトランジスタＱ１はオフ状態に
なる。
【０１０９】
　このように初期リセット動作が行われると、全ての単位シフトレジスタＳＲにおいて、
ノードＮ１がＬレベル、ノードＮ２がＨレベルの状態（リセット状態）になり、トランジ
スタＱ１がオフ、トランジスタＱ２がオンとなる。よって全ての単位シフトレジスタＳＲ
の出力信号Ｇは不定状態を脱してＬレベルになる。またこのときクロック信号ＣＬＫ，／
ＣＬＫが活性化しても、全ての単位シフトレジスタＳＲのトランジスタＱ１はオフしてい
るため、複数のトランジスタＱ１を通して過大な電流が流れることはない。
【０１１０】
　このリセット状態は、通常動作が開始されるまで維持される。トランジスタＱ６，Ｑ７
，Ｑ１７はハーフラッチ回路を構成しており、それによってノードＮ２，Ｎ３のレベルが
保持されるからである。
【０１１１】
　続いて、図７の単位シフトレジスタＳＲの通常動作について説明する。ここでは代表的
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に、第ｋ段目の単位シフトレジスタＳＲkの動作を示す。単位シフトレジスタＳＲkのクロ
ック端子ＣＫには、クロック信号ＣＬＫが入力されていると仮定する（ゲート線駆動回路
３０の奇数段がこれに相当する）。
【０１１２】
　リセット状態の単位シフトレジスタＳＲkにおいて、前段の出力信号Ｇk-1（第１段目の
単位シフトレジスタＳＲ1の場合にはスタートパルスＳＴ）が活性化したとする。プルア
ップ駆動回路部２２のトランジスタＱ３はオン状態であるので、ノードＮ１のレベルが上
昇する。
【０１１３】
　このとき入力端子ＩＮおよびノードＮ１とノードＮ６との間は、トランジスタＱ３の寄
生容量（ゲート・チャネル間容量、ゲートとソース・ドレインとの間のオーバラップ容量
など）により容量結合しており、入力端子ＩＮおよびノードＮ１のレベル上昇に伴ってノ
ードＮ６のレベルも上昇する。ノードＮ６の電位は前段の出力信号Ｇk-1の振幅（ＶＤＤ
）よりも大きくなり、それがＶＤＤ＋Ｖｔｈ以上になれば、トランジスタＱ３は非飽和領
域で動作する。その結果ノードＮ１は高速に充電（プリチャージ）され、電位ＶＤＤのＨ
レベルになる。応じてトランジスタＱ１がオンになる。
【０１１４】
　他方、プルダウン駆動回路部２１では、前段の出力信号Ｇk-1の立ち上がりに応じて、
トランジスタＱ１５がオンし、ノードＮ３のレベルが上昇する。応じてトランジスタＱ７
がオンになり、ノードＮ２のレベルが低下し始める。ノードＮ２のレベルが低下すると、
トランジスタＱ１４がオンしてノードＮ６からノードＮ２への方向に電流が流れる。よっ
てノードＮ６のレベルは、ノードＮ２のレベル低下に伴って低下する。
【０１１５】
　ノードＮ２，Ｎ６のレベルがＬレベルになると、出力回路部２０のトランジスタＱ２が
オフになる。つまり単位シフトレジスタＳＲkは、トランジスタＱ１がオン、トランジス
タＱ２がオフのセット状態となるが、この時点ではクロック信号ＣＬＫはＬレベルである
ので、出力端子ＯＵＴ（出力信号Ｇk）は低インピーダンスでＬレベルに維持される。ま
たトランジスタＱ３がオフになるので、ノードＮ１はフローティング状態でＨレベルに維
持される。
【０１１６】
　またプルダウン駆動回路部２１では、ノードＮ２がＬレベルになるとトランジスタＱ１
７がオフになる。その結果ノードＮ３は電位ＶＤＤ－ＶｔｈのＨレベルになる。
【０１１７】
　ここでノードＮ１のプリチャージ時におけるトランジスタＱ１４の動作に注目する。ノ
ードＮ１がプリチャージされる前は、ノードＮ２がＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）であり、
またトランジスタＱ１４のゲート電位はＶＤＤに固定されているので、トランジスタＱ１
４はノードＮ２からノードＮ６へと電流を流し、ノードＮ６をＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ
）に充電する。
【０１１８】
　前段の出力信号Ｇk-1が立ち上がってトランジスタＱ３によるノードＮ１のプリチャー
ジが開始されたとき、ノードＮ６が昇圧されるので、電位関係からノードＮ２側がトラン
ジスタＱ１４のソースとなる。この時点ではノードＮ２の電位はＶＤＤ－Ｖｔｈであるの
で、トランジスタＱ１４のゲート（第２電源端子Ｓ２）・ソース（ノードＮ２）間電圧は
Ｖｔｈとなり、当該トランジスタＱ１４は実質的にオフ（サブスレッシュホールド状態）
になる。よってトランジスタＱ１４にはノードＮ６からノードＮ２への方向にサブスレッ
シュホールド電流が流れるが、これは微小な電流なので、ノードＮ６が昇圧されている短
い期間にノードＮ６から放出される電荷は無視できる程度である。
【０１１９】
　そしてノードＮ１がプリチャージされてＨレベル（ＶＤＤ）になった後、ノードＮ２が
Ｌレベルになると、トランジスタＱ１４はオンになり、ノードＮ６からノードＮ２へと電
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流が流れ、ノードＮ６はＬレベル（ＶＳＳ）になる。その後も、ノードＮ２がＬレベルの
間はトランジスタＱ１４はオン状態であり、ノードＮ６はＬレベルに維持される。
【０１２０】
　このようにトランジスタＱ１４は、ノードＮ１のプリチャージ前、ノードＮ２がＨレベ
ルになっている段階では、ノードＮ２の電位をノードＮ６に伝達する抵抗素子として働き
、ノードＮ１のプリチャージ開始時にノードＮ６が昇圧された段階では、ノードＮ６とノ
ードＮ２との間を遮断する遮断素子として働く。またノードＮ１のプリチャージが進みノ
ードＮ２のレベルが低下する段階およびそれ以降のノードＮ２がＬレベルに維持されてい
る段階では、トランジスタＱ１４はノードＮ６の電荷をノードＮ２に放電する抵抗素子と
して働く。つまりトランジスタＱ１４は、前段の出力信号Ｇk-1の活性化に先んじてノー
ドＮ６を充電し、また前段の出力信号Ｇk-1の非活性化に先んじてノードＮ６を放電する
充放電回路として機能する。
【０１２１】
　単位シフトレジスタＳＲkにおいてノードＮ１のプリチャージが完了した後、前段の出
力信号Ｇk-1はＬレベルに戻る。このときプルアップ駆動回路部２２のトランジスタＱ３
は既にオフ状態になっているので、ノードＮ１のレベルは変化しない。またプルダウン駆
動回路部２１のトランジスタＱ１５はオフになる。
【０１２２】
　その後、クロック信号ＣＬＫが立ち上がると、そのレベル変化がオン状態のトランジス
タＱ１を通して出力端子ＯＵＴへと伝達され、出力信号Ｇkのレベルが上昇する。このと
き容量素子Ｃ１を介する結合によりノードＮ１が昇圧され、トランジスタＱ１を非飽和領
域で動作させる。よって出力信号Ｇkは、クロック信号ＣＬＫのＨレベルと同じ電位ＶＤ
ＤのＨレベルになる。
【０１２３】
　クロック信号ＣＬＫが立ち下がると、オン状態のトランジスタＱ１を通して出力端子Ｏ
ＵＴからクロック端子ＣＫへと電流が流れ、出力端子ＯＵＴが放電される。その結果、出
力信号ＧkはＬレベルに戻る。このとき容量素子Ｃ１を介する結合により、ノードＮ１は
昇圧される前のレベル（ＶＤＤ）に戻る。
【０１２４】
　ここで、出力信号Ｇkは、次段の単位シフトレジスタＳＲk+1の入力端子ＩＮにも入力さ
れているので、出力信号ＧkがＨレベルになったとき、次段の単位シフトレジスタＳＲk+1

はセット状態に移行している。
【０１２５】
　そのため次にクロック信号／ＣＬＫのレベルが立ち上がると、次段の出力信号Ｇk+1が
Ｈレベルになる。よって単位シフトレジスタＳＲkでは、トランジスタＱ１６がオンにな
り、ノードＮ３がＬレベルになる。応じてトランジスタＱ７がオフになるため、ノードＮ
２がトランジスタＱ６により充電されてＨレベルになる。
【０１２６】
　ノードＮ２がＨレベルになると、オン状態のトランジスタＱ１４を通しノードＮ２から
ノードＮ６へと電流が流れ、ノードＮ６は電位ＶＤＤ－ＶｔｈのＨベルになる。その結果
トランジスタＱ３がオンになり、ノードＮ１は放電され、低インピーダンスのＬレベルに
なる。その結果単位シフトレジスタＳＲkは、トランジスタＱ１がオフ、トランジスタＱ
２がオンのリセット状態に戻る。
【０１２７】
　その後、次段の出力信号Ｇk+1はＬレベルに戻るが、単位シフトレジスタＳＲkは、次の
フレーム期間で前段の出力信号Ｇk-1が活性化されるまでリセット状態に維持される。ト
ランジスタＱ６，Ｑ７，Ｑ１７から成るハーフラッチ回路が、ノードＮ２，Ｎ３のレベル
を保持するからである。またその間、トランジスタＱ２がオンしているので、出力端子Ｏ
ＵＴは低インピーダンスでＬレベルに維持される。
【０１２８】
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　本変更例の単位シフトレジスタＳＲにおいては、トランジスタＱ３の寄生容量がノード
Ｎ６の昇圧手段として機能し、それがノードＮ１のプリチャージ時のトランジスタＱ３の
ゲート電位を上昇させる。それによりトランジスタＱ３は非飽和領域で動作するので、ノ
ードＮ１のレベル上昇速度は従来よりも高速になる。よって、クロック信号の周波数が高
くなり、入力端子ＩＮに入力される信号のパルス幅が狭くなった場合であっても、ノード
Ｎ１を充分にプリチャージすることができる。そのため、トランジスタＱ１の駆動能力の
低下を防止できるという効果が得られる。
【０１２９】
　以上の動作から分かるように、図７の単位シフトレジスタＳＲでは、トランジスタＱ３
は単位シフトレジスタＳＲkをセット状態にするノードＮ１の充電（プリチャージ）と、
リセット状態にするためのノードＮ１の放電の両方を行う。つまり、当該トランジスタＱ
３は、図３におけるトランジスタＱ３，Ｑ５の両方の働きをしている。
【０１３０】
　また図７の単位シフトレジスタＳＲでは、ノードＮ１（トランジスタＱ１のゲート）と
ノードＮ３（トランジスタＱ７のゲート）とが分離されており、またノードＮ３の放電は
プルダウン駆動回路部２１のトランジスタＱ１６が行うことができる。よって初期リセッ
ト回路部２３には、図３のトランジスタＱ９に相当するものを設ける必要はない。その分
、ノードＮ１に接続するトランジスタが少なくなり、ノードＮ１の寄生容量は図３よりも
さらに小さくなる。
【０１３１】
　なお図７の単位シフトレジスタＳＲでは、ノードＮ３の充電はプルダウン駆動回路部２
１のトランジスタＱ１５が行っている。当該トランジスタＱ１５は、図３のトランジスタ
Ｑ１０と同じ働きをしている。
【０１３２】
　本変更例においても、上記の第１の変更例を適用し、プルダウン駆動回路部２１のトラ
ンジスタＱ６，Ｑ７から成るインバータに代えて、シュミットトリガ型インバータを用い
てもよい。あるいは第２の変更例を適用し、初期リセット回路部２３のトランジスタＱ８
のバックゲートをノードＮ３に接続させてもよい。
【０１３３】
　［第４の変更例］
　本変更例では、実施の形態１の初期リセット回路部２３を、本発明者による特開２００
７－２５７８１３号公報に開示された単位シフトレジスタＳＲに適用する。
【０１３４】
　図８は、実施の形態１の第４の変更例に係るゲート線駆動回路３０の概略ブロック図で
ある。同図に示すように、本変更例のクロック信号発生器３１は、それぞれ位相の異なる
（活性期間が重複しない）３相のクロック信号ＣＬＫ１，ＣＬＫ２，ＣＬＫ３を生成する
。これらは１水平走査期間（１Ｈ）ずつ位相がずれており、ＣＬＫ１，ＣＬＫ２，ＣＬＫ
３，ＣＬＫ１，ＣＬＫ２…の順に繰り返し活性化するものとする。
【０１３５】
　また本変更例のスタート信号発生器３２は、第１および第２スタートパルスＳＴ１，Ｓ
Ｔ２を出力する。第１および第２スタートパルスＳＴ１，ＳＴ２は、共に画像信号の各フ
レーム期間の先頭に対応するタイミングでＨレベルになる信号であるが、１水平走査期間
（１Ｈ）だけ位相がずれており、活性期間が重ならない。第１スタートパルスＳＴ１は第
２スタートパルスＳＴ２よりも先に活性化し、第２スタートパルスＳＴ２はその１水平走
査期間後（スタートパルスＳＴ１が非活性化した後）に活性化する。
【０１３６】
　図８に示すように、各単位シフトレジスタＳＲは、クロック端子ＣＫ、リセット端子Ｒ
ＳＴおよび出力端子ＯＵＴ、第１入力端子ＩＮ１および第２入力端子ＩＮ２を有している
。各単位シフトレジスタＳＲのクロック端子ＣＫには、クロック信号ＣＬＫ１，ＣＬＫ２
，ＣＬＫ３のうち所定の１つが供給される。この例では、クロック信号ＣＬＫ１は［３ｍ
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－２］段目の単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ4，ＳＲ7…に供給され、クロック信号ＣＬ
Ｋ２は［３ｍ－１］段目の単位シフトレジスタＳＲ2，ＳＲ5，ＳＲ8…に供給され、クロ
ック信号ＣＬＫ３は［３ｍ］段目の単位シフトレジスタＳＲ3，ＳＲ6，ＳＲ9…に供給し
ている。
【０１３７】
　第１段目の単位シフトレジスタＳＲ1では、第１入力端子ＩＮ１に第１スタートパルス
ＳＴ１が入力され、第２入力端子ＩＮ２に第２スタートパルスＳＴ２が入力される。第２
段目の単位シフトレジスタＳＲ2では、第１入力端子ＩＮ１に第２スタートパルスＳＴ２
が入力され、第２入力端子ＩＮ２には第１段目の単位シフトレジスタＳＲ1の出力信号Ｇ
が入力される。第３段目以降の単位シフトレジスタＳＲkでは、第１入力端子ＩＮ１には
前段（単位シフトレジスタＳＲk-1）の出力信号Ｇk-1が入力され、第２入力端子ＩＮ２に
はその２段前（単位シフトレジスタＳＲk-2）の出力信号Ｇk-2が入力される。
【０１３８】
　また、各単位シフトレジスタＳＲのリセット端子ＲＳＴには、その次段の出力信号Ｇが
入力される。但し図８の例では、最後段（第ｎ段目）の単位シフトレジスタＳＲnでは、
リセット端子ＲＳＴに第１スタートパルスＳＴ１が入力される。
【０１３９】
　図９は、本変更例に係る単位シフトレジスタＳＲの回路図である。ここでも代表的に第
ｋ段目の単位シフトレジスタＳＲkを示す。当該単位シフトレジスタＳＲkは、図３の回路
に対し、プルアップ駆動回路部２２の構成が異なっている。それに伴い、初期リセット回
路部２３では、トランジスタＱ９がノードＮ１から分離され、トランジスタＱ１０のドレ
インが第１入力端子ＩＮ１に接続される構成となっている。
【０１４０】
　当該単位シフトレジスタＳＲのプルアップ駆動回路部２２は、以下のトランジスタＱ３
～Ｑ５，Ｑ１２，Ｑ１３および容量素子Ｃ２とから構成される。トランジスタＱ３は、ノ
ードＮ１（トランジスタＱ１のゲート）と第２電源端子Ｓ２との間に接続する。トランジ
スタＱ３のゲートが接続するノードを「ノードＮ５」と定義すると、トランジスタＱ４は
、ノードＮ５と第１電源端子Ｓ１との間に接続し、そのゲートはリセット端子ＲＳＴに接
続される。トランジスタＱ５は、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続し、そのゲ
ートはノードＮ２（プルダウン駆動回路部２１の出力端）に接続される。
【０１４１】
　トランジスタＱ１２は、第２電源端子Ｓ２とノードＮ５との間に接続し、そのゲートは
第１入力端子ＩＮ１に接続される。トランジスタＱ１３は、ノードＮ５と第１電源端子Ｓ
１との間に接続し、そのゲートはノードＮ２に接続される。容量素子Ｃ２は、第２入力端
子ＩＮ２とノードＮ５との間に接続される。
【０１４２】
　本変更例の初期リセット回路部２３は、図３と同じ回路構成であるが、上記のプルアッ
プ駆動回路部２２の構成変更に対応して、トランジスタＱ９，Ｑ１０の接続関係を変更し
ている。トランジスタＱ９は、ノードＮ３（プルダウン駆動回路部２１の入力端）とノー
ドＮ５との間に接続される。またトランジスタＱ１０は、第１入力端子ＩＮ１とノードＮ
３との間に接続される。
【０１４３】
　以下、本変更例に係る単位シフトレジスタＳＲの動作を説明する。説明の簡単のため、
クロック信号ＣＬＫ１，ＣＬＫ２，ＣＬＫ３、第１および第２スタートパルスＳＴ１，Ｓ
Ｔ２のＨレベルは全てハイ側電源電位ＶＤＤに等しく、またそれらのＬレベルはロー側電
源電位ＶＳＳに等しいと仮定する。
【０１４４】
　まず、当該単位シフトレジスタＳＲの電源投入時に行われる初期リセット動作について
説明する。
【０１４５】
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　各単位シフトレジスタＳＲにおいて、電源が投入される前、すなわち第２電源端子Ｓ２
の電位がＶＳＳのときは、初期リセット回路部２３のトランジスタＱ８の作用によりノー
ドＮ３の電位はＶｔｈ以下になっている。このとき各単位シフトレジスタＳＲの出力端子
ＯＵＴの電位は不定であるので、ノードＮ１，Ｎ２，Ｎ５の電位も不定状態である。
【０１４６】
　電源が投入され、第２電源端子Ｓ２の電位がＶＤＤになると、トランジスタＱ６がオン
する。ノードＮ３の電位はＶｔｈ以下なのでトランジスタＱ７はオフ（またはサブスレッ
シュホールド状態）しており、ノードＮ２は充電されてＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）にな
る。応じて、トランジスタＱ５，Ｑ１３がオンになり、ノードＮ１，Ｎ５が共にＬレベル
（ＶＳＳ）に初期化される。なお、このときトランジスタＱ８はオフしているが、ノード
Ｎ５の電位がＶＳＳになったことで、今度はトランジスタＱ９が、ノードＮ３をＶｔｈ以
下に維持する働きをする。
【０１４７】
　初期リセットが行われた後は、全ての単位シフトレジスタＳＲにおいて、ノードＮ１が
Ｌレベル、ノードＮ２がＨレベルの状態（リセット状態）であり、トランジスタＱ１がオ
フ、トランジスタＱ２がオンとなる。よって全ての単位シフトレジスタＳＲの出力端子Ｏ
ＵＴ（出力信号Ｇ）は、低インピーダンスのＬレベルに初期化される。またこのときクロ
ック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３が活性化しても、全ての単位シフトレジスタＳＲのトランジ
スタＱ１はオフしているため、複数のトランジスタＱ１を通して過大な電流が流れること
はない。
【０１４８】
　この初期化後のリセット状態は、通常動作が開始されるまで維持される。トランジスタ
Ｑ６，Ｑ７，Ｑ９，Ｑ１３はハーフラッチ回路を構成しており、それによってノードＮ２
，Ｎ３のレベルが保持されるからである。
【０１４９】
　続いて、図９の単位シフトレジスタＳＲの通常動作について説明する。ここでは代表的
に、第ｋ段目の単位シフトレジスタＳＲkの動作を示す。当該単位シフトレジスタＳＲkの
クロック端子ＣＫには、クロック信号ＣＬＫ１が入力されているものとする（例えば図８
の単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ4などがこれに該当する）。
【０１５０】
　リセット状態の単位シフトレジスタＳＲkにおいて、２段前の出力信号Ｇk-2（第１段目
の単位シフトレジスタＳＲ1の場合には第１スタートパルスＳＴ１）がＨレベルになると
、プルアップ駆動回路部２２のトランジスタＱ１２がオンする。このときトランジスタＱ
１３もオンしているが、トランジスタＱ１２はトランジスタＱ１３よりもオン抵抗が充分
小さく設定されており、ノードＮ５のレベルが上昇する。つまりトランジスタＱ１２は、
第１入力端子ＩＮ１に入力される信号の活性化に応じてノードＮ５を充電する充電回路と
して機能する。
【０１５１】
　一方、初期リセット回路部２３では、トランジスタＱ１０がオンになり、ノードＮ３が
Ｈレベルになる。応じて、プルダウン駆動回路部２１のトランジスタＱ７がオンし、ノー
ドＮ２は放電されてＬレベルになる。するとトランジスタＱ１３はオフになるため、ノー
ドＮ５のＨレベル電位は充分高くなる。またこのときトランジスタＱ２，Ｑ５もオフにな
る。
【０１５２】
　なお、トランジスタＱ１２は、ソースフォロアモードで動作してノードＮ５を充電する
が、ノードＮ５の容量成分（主にトランジスタＱ３のゲート容量と容量素子Ｃ２）は、ノ
ードＮ１の容量成分（主にトランジスタＱ１のゲート容量と容量素子Ｃ１）よりも充分小
さいため、ノードＮ５は高速に充電されて、そのＨレベル電位はほぼ理論値（ＶＤＤ－Ｖ
ｔｈ）になる。トランジスタＱ１は大きな容量負荷であるゲート線ＧＬkを充電するので
そのゲート幅を大きくする必要があるが、トランジスタＱ５はその必要がないためである
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。
【０１５３】
　ノードＮ５がＨレベルになるとトランジスタＱ３がオンし、ノードＮ１の充電を開始す
る。上記のようにノードＮ１の容量成分は大きく、またトランジスタＱ３はソースフォロ
アモードで動作するため、ノードＮ１のレベル上昇速度は比較的速くない。従って、クロ
ック信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３の周波数が高く、２段前の出力信号Ｇk-2の活性期間（パル
ス幅）が短い場合、その間にはノードＮ１の電位は理論値（ＶＤＤ－２×Ｖｔｈ）には達
しない。
【０１５４】
　２段前の出力信号Ｇk-2がＬレベルに戻ると、トランジスタＱ１０，Ｑ１２がオフにな
るので、ノードＮ３，Ｎ５はフローティング状態でＨレベルに維持される。
【０１５５】
　次いで、前段の出力信号Ｇk-1（第１段目の単位シフトレジスタＳＲ1の場合には第２ス
タートパルスＳＴ２）がＨレベルになると、単位シフトレジスタＳＲkにおいて、容量素
子Ｃ２を介する結合によりノードＮ５が昇圧される。即ち、容量素子Ｃ２は、第２入力端
子ＩＮ２の信号の活性化に応じて、ノードＮ５を昇圧する昇圧回路として機能する。
【０１５６】
　容量素子Ｃ２による昇圧後のノードＮ５の電位は、昇圧前に対し、前段の出力信号Ｇk-

1の振幅（ＶＤＤ）だけ上昇する。つまり昇圧後のノードＮ５の電位は、およそ２×ＶＤ
Ｄ－Ｖｔｈとなる。この状態では、トランジスタＱ３がソースフォロワモードではなく非
飽和領域で動作してノードＮ１を充電する。よってノードＮ１の充電速度が上がり、しか
もしきい値電圧Ｖｔｈの損失は生じないので、ノードＮ１は電位ＶＤＤのＨレベルになる
。
【０１５７】
　こうして単位シフトレジスタＳＲkは、ノードＮ１がＨレベル、ノードＮ２がＬレベル
の状態（セット状態）になり、トランジスタＱ１がオン、トランジスタＱ２がオフになる
。但し、この時点ではクロック信号ＣＬＫ１はＬレベルなので、出力信号ＧkはＬレベル
から変化しない。
【０１５８】
　その後、前段の出力信号Ｇk-1がＬレベルに戻ると、容量素子Ｃ２を介する結合により
ノードＮ５の電位が引き下げられ、昇圧前の電位（約ＶＤＤ－Ｖｔｈ）に戻る。このとき
トランジスタＱ３はオフになるが、ノードＮ１はフローティング状態でＨレベル（ＶＤＤ
）に維持される。従って単位シフトレジスタＳＲkのセット状態も維持される。
【０１５９】
　次いで、クロック信号ＣＬＫ１がＨレベルになると、オン状態のトランジスタＱ１を通
して出力端子ＯＵＴが充電され、出力信号ＧkがＨレベルになる。このとき容量素子Ｃ１
およびトランジスタＱ１のゲート・チャネル間容量を介する結合により、ノードＮ１が昇
圧される。その結果トランジスタＱ１は非飽和領域で動作するため、出力信号ＧkのＨレ
ベル電位は、クロック信号ＣＬＫ１のＨレベルと同じＶＤＤとなる。
【０１６０】
　クロック信号ＣＬＫ１がＬレベルに戻ると、オン状態のトランジスタＱ１を通して出力
端子ＯＵＴが放電され、出力信号ＧkはＬレベル（ＶＳＳ）に戻る。このときノードＮ１
の電位も、昇圧前のＶＤＤに下降する。
【０１６１】
　その後、次段の出力信号Ｇk+1がＨレベルになると、トランジスタＱ４がオンし、ノー
ドＮ５は放電されてＬレベル（ＶＳＳ）になる。このときトランジスタＱ９がオンになる
ため、ノードＮ３もノードＮ５と共に放電される。その結果ノードＮ３の電位はＶｔｈに
なり、トランジスタＱ７は実質的にオフ（サブスレッシュホールド状態）になるので、ノ
ードＮ２はＨレベルになる。応じてトランジスタＱ５，Ｑ１５がオンして、ノードＮ１が
Ｌレベルになる。その結果、単位シフトレジスタＳＲkは、トランジスタＱ１がオフ、ト
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ランジスタＱ２がオンのリセット状態に戻り、出力信号Ｇkは低インピーダンスのＬレベ
ルになる。
【０１６２】
　次段の出力信号Ｇk+1がＬレベルに戻った後も、トランジスタＱ５，Ｑ１３はオンに維
持されるため、ノードＮ１，Ｎ５はＬレベルに維持される。よって単位シフトレジスタＳ
Ｒkのリセット状態は、次のフレームで再び２段前の出力信号Ｇk-2が活性化するまで継続
する。
【０１６３】
　本変更例に係る単位シフトレジスタＳＲkによれば、トランジスタＱ１２（充電回路）
がノードＮ５を充電し、次いで容量素子Ｃ２（昇圧回路）がノードＮ５を昇圧するため、
トランジスタＱ３が非飽和領域で動作してノードＮ１の充電（プリチャージ）を行う。そ
のためノードＮ１を高速に、且つ高い電位にまで充電することができる。よって、クロッ
ク信号ＣＬＫ１～ＣＬＫ３の周波数が高い場合でも、ノードＮ１を充分にプリチャージす
ることができ、トランジスタＱ１のオン抵抗の上昇を防止できる。従って、ゲート線駆動
回路３０の動作の高速化を図ることができる。
【０１６４】
　また図９の単位シフトレジスタＳＲkでは、前段の出力信号Ｇk-1の活性化に伴ってノー
ドＮ５が昇圧されるとき、トランジスタＱ９はオフになりノードＮ５とノードＮ３とを分
離する。よってこのときトランジスタＱ７のゲート容量がノードＮ５の寄生容量に寄与し
なくなり、特開２００７－２５７８１３号の単位シフトレジスタに対し、ノードＮ５の寄
生容量を小さくすることができる。
【０１６５】
　なお、図９の回路では、ダイオード接続されたトランジスタＱ９のカソードをノードＮ
５に接続させていたが、これを図１０の如くノードＮ１に接続させてもよい。この場合に
は、次段の出力信号Ｇk+1の活性化に応じて単位シフトレジスタＳＲkがリセット状態にな
るように、リセット端子ＲＳＴに接続したゲートを有しノードＮ１を放電するトランジス
タＱ１８を設ける必要がある。図１０の構成では、トランジスタＱ９は、ノードＮ１の昇
圧時に、ノードＮ１とノードＮ３との間を分離して、当該ノードＮ１の寄生容量を小さく
するように機能する。
【０１６６】
　本変更例においても、上記の第１の変更例を適用し、プルダウン駆動回路部２１のトラ
ンジスタＱ６，Ｑ７から成るインバータに代えて、シュミットトリガ型インバータを用い
てもよい。あるいは第２の変更例を適用し、初期リセット回路部２３のトランジスタＱ８
のバックゲートをノードＮ３に接続させてもよい。
【０１６７】
　＜実施の形態２＞
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る単位シフトレジスタＳＲの構成を示す回路図で
ある。当該単位シフトレジスタは、本発明者による特開２００８－１３０１３９号公報に
開示された単位シフトレジスタと同様に、出力プルダウントランジスタを２つ有するもの
であり、その両者を交互に動作／休止させることによって、出力プルダウントランジスタ
のしきい値電圧のシフトを低減できるように構成されている。
【０１６８】
　本実施の形態におけるゲート線駆動回路３０は、図１１の単位シフトレジスタＳＲが、
図２と同様に複数個縦続接続して構成される。但し、図１１に示すように、各単位シフト
レジスタＳＲは、第１制御信号ＶＦＲが供給される第１制御端子ＣＴＡと、第２制御信号
／ＶＦＲが供給される第２制御端子ＣＴＢを有している。第１および第２制御信号ＶＦＲ
，／ＶＦＲは互いに相補の信号であり、ゲート線駆動回路３０の制御装置により生成され
る。この第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲは、表示画像のフレーム間のブランキ
ング期間にレベルが切り替わる（交番する）よう制御されており、例えば、表示画像の１
フレーム毎にレベルが切り替わるよう制御される。
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【０１６９】
　図１１に示すように、当該単位シフトレジスタＳＲの出力段は、出力端子ＯＵＴとクロ
ック端子ＣＫとの間に接続するトランジスタＱ１と、共に出力端子ＯＵＴと第１電源端子
Ｓ１（ロー側電源電位ＶＳＳ）との間に接続するトランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂとにより構
成されている。即ち、トランジスタＱ１は、クロック端子ＣＫに入力されるクロック信号
を出力端子ＯＵＴに供給するものであり、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂは、出力端子ＯＵ
Ｔを放電するものである。ここで、トランジスタＱ１のゲートが接続するノードを「ノー
ドＮ１」、トランジスタＱ２Ａのゲートが接続するノードを「ノードＮ２Ａ」、トランジ
スタＱ２Ｂのゲートが接続するノードを「ノードＮ２Ｂ」と定義する。
【０１７０】
　トランジスタＱ１のゲート・ソース間（ノードＮ１と出力端子ＯＵＴとの間）には容量
素子Ｃ１が設けられている。この容量素子Ｃ１は、出力端子ＯＵＴのレベル上昇に伴うノ
ードＮ１の昇圧効果を高めるためのものであるが、トランジスタＱ１のゲート・チャネル
間容量が充分に大きい場合にはそれで置き換えることができ、そのような場合には省略し
てもよい。
【０１７１】
　第２電源端子Ｓ２（ハイ側電源電位ＶＤＤ）とノードＮ１との間には、ゲートが入力端
子ＩＮに接続するトランジスタＱ３が接続される。またノードＮ１と第１電源端子Ｓ１と
の間には、ゲートがリセット端子ＲＳＴに接続したトランジスタＱ４、ゲートがノードＮ
２Ａに接続したトランジスタＱ５Ａ、並びに、ゲートがノードＮ２Ｂに接続したトランジ
スタＱ５Ｂが接続している。
【０１７２】
　トランジスタＱ８Ａは、第１制御端子ＣＴＡとノードＮ２Ａとの間に接続し、トランジ
スタＱ８Ｂは第２制御端子ＣＴＢとノードＮ２Ｂとの間に接続する。トランジスタＱ８Ａ
のゲートはトランジスタＱ８Ｂのドレイン（ノードＮ２Ｂ）に接続し、トランジスタＱ８
ＢのゲートはトランジスタＱ８Ａのドレイン（ノードＮ２Ａ）に接続する。即ち、トラン
ジスタＱ８ＡおよびトランジスタＱ８Ｂは、その一の主電極（ここではドレイン）がたす
き掛けに互いの制御電極（ゲート）に接続されており、いわゆるフリップフロップ回路を
構成している。
【０１７３】
　トランジスタＱ６Ａは、第１制御端子ＣＴＡとノードＮ２Ａとの間に接続し、そのゲー
トは第１制御端子ＣＴＡに接続する（トランジスタＱ６Ａはダイオード接続されている）
。トランジスタＱ７Ａは、ノードＮ２Ａと第１電源端子Ｓ１との間に接続し、そのゲート
はノードＮ１に接続する。トランジスタＱ７ＡはトランジスタＱ６Ａよりもオン抵抗が充
分低く設定されており、これらトランジスタＱ６Ａ，Ｑ７Ａで、ノードＮ１を入力端、ノ
ードＮ２Ａを出力端とするレシオ型インバータを構成している。但し、通常のインバータ
と異なり、その電源としては第１制御信号ＶＦＲが供給される。
【０１７４】
　トランジスタＱ６Ｂは、第２制御端子ＣＴＢとノードＮ２Ｂとの間に接続し、そのゲー
トは第２制御端子ＣＴＢに接続する（トランジスタＱ６Ｂはダイオード接続されている）
。トランジスタＱ７Ｂは、ノードＮ２Ｂと第１電源端子Ｓ１との間に接続し、そのゲート
はノードＮ１に接続する。トランジスタＱ７ＢはトランジスタＱ６Ｂよりもオン抵抗が充
分低く設定されており、これらトランジスタＱ６Ｂ，Ｑ７Ｂで、ノードＮ１を入力端、ノ
ードＮ２Ｂを出力端とするレシオ型インバータを構成している。但し、通常のインバータ
と異なり、その電源としては第２制御信号／ＶＦＲが供給される。
【０１７５】
　つまり、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ７Ａより成るインバータは、第１制御信号ＶＦＲがＨ
レベルのときインバータとして機能するが、第１制御信号ＶＦＲがＬレベルのときは電源
が供給されずに休止状態となる。休止状態のインバータは、その出力端（ノードＮ２Ａ）
を活性化させることができない。同様に、トランジスタＱ６Ｂ，Ｑ７Ｂより成るインバー
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タは、第２制御信号／ＶＦＲがＨレベルのときインバータとして機能するが、第２制御信
号／ＶＦＲがＬレベルのときは休止状態となり、その出力端（ノードＮ２Ｂ）を活性化さ
せることができない。以下、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ７Ａより成るインバータを「第１イ
ンバータ」と称し、トランジスタＱ６Ｂ，Ｑ７Ｂより成るインバータを「第２インバータ
」と称する。
【０１７６】
　図１１の単位シフトレジスタＳＲの動作を説明する。本実施の形態でも、図２と同様に
ゲート線駆動回路３０は２相のクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫを用いて駆動されるものと
仮定する。
【０１７７】
　説明の簡単のため、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫ、並びに、第１および第２制御信号
ＶＦＲ，／ＶＦＲそれぞれのＨレベルは全てハイ側電源電位ＶＤＤに等しいものとし、そ
れらのＬレベルは全てロー側電源電位ＶＳＳに等しいものとする。また第１および第２制
御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲは、それぞれ表示画像の１フレーム毎に、ブランキング期間内の
タイミングでレベルが切り替わるよう制御されているものとする。さらに単位シフトレジ
スタＳＲを構成する各トランジスタのしきい値電圧は全て等しいと仮定し、その値をＶｔ
ｈとする。
【０１７８】
　ここではまず、単位シフトレジスタＳＲの通常動作から説明する。図１２は、その動作
を示すタイミング図である。図１２に示されている時刻ｔ1は、２つのフレーム期間の間
のブランキング期間（図示は省略）内のものである。当該時刻ｔ1で、第１制御信号ＶＦ
ＲがＨレベル、第２制御信号／ＶＦＲがＬレベルになったとする。
【０１７９】
　すると全ての単位シフトレジスタＳＲにおいて、トランジスタＱ６Ａのドレインおよび
ゲートの電位がＶＳＳ（＝０）からＶＤＤへと変化し、当該トランジスタＱ６Ａがオンに
なる。即ち、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ７Ａより成る第１インバータに電源が供給され、当
該第１インバータが活性化される。この時点ではトランジスタＱ５Ｂがオンしており、ノ
ードＮ１がＬレベル状態である。よってトランジスタＱ７Ａはオフしているので、トラン
ジスタＱ６Ａのオンにより、ノードＮ２Ａのレベルは上昇する。
【０１８０】
　他方、トランジスタＱ６Ｂのドレインおよびゲートの電位はＶＤＤからＶＳＳへ変化す
る。即ち、トランジスタＱ６Ｂ，Ｑ７Ｂより成る第２インバータは電源が供給されずに休
止状態になる。トランジスタＱ６Ｂは第２制御端子ＣＴＢからノードＮ２Ｂへの方向を順
方向とするダイオードとして機能するため、ノードＮ２Ｂの電荷はトランジスタＱ６Ｂを
通しては放電されない。しかし上記のようにノードＮ２Ａのレベルが上昇し、且つトラン
ジスタＱ８Ｂのソース（第２制御端子ＣＴＢ）がＶＳＳになっているので、トランジスタ
Ｑ８Ｂがオンし、ノードＮ２Ｂを放電してＬレベル（ＶＳＳ）にする。
【０１８１】
　従ってトランジスタＱ８Ａはオフとなり、ノードＮ２ＡはＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）
となる。応じてトランジスタＱ５Ａがオンになる。
【０１８２】
　このように第１制御信号ＶＦＲがＨレベル、第２制御信号／ＶＦＲがＬレベルになると
、各単位シフトレジスタＳＲにおいて、第２インバータが休止状態になるため、ノードＮ
２ＢはＬレベルに固定される。よってその間のトランジスタＱ２ＢおよびトランジスタＱ
５Ｂは、ゲートがバイアスされず休止状態（常時オフ）になる。つまりその期間、各シフ
トレジスタＳＲにおいては、トランジスタＱ１，Ｑ２Ａ，Ｑ３，Ｑ４，Ｑ５Ａ，Ｑ６Ａ，
Ｑ７Ａの組み合わせにより、通常の単位シフトレジスタ（特許文献９（特開２００４－２
４６３５８号）の図１の回路）と等価な回路が構成され、それと同様の動作が可能になる
。
【０１８３】
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　第ｋ段目の単位シフトレジスタＳＲkに注目する（当該単位シフトレジスタＳＲkのクロ
ック端子ＣＫには、クロック信号ＣＬＫが入力されているものとする）。時刻ｔ1直後の
フレーム期間内の時刻ｔ2において、前段（単位シフトレジスタＳＲk-1）の出力信号Ｇk-

1がＨレベルになると、単位シフトレジスタＳＲkでは、トランジスタＱ３がオンになる。
このときトランジスタＱ５Ａもオンしているが、トランジスタＱ３のオン抵抗はトランジ
スタＱ５Ａのオン抵抗に比べ充分低く設定されており、ノードＮ１はＨレベル（ＶＤＤ－
Ｖｔｈ）となる。応じて、トランジスタＱ１がオンとなる。
【０１８４】
　またトランジスタＱ６Ａ、Ｑ７Ａより成る第１インバータがノードＮ２ＡをＬレベルに
するため、トランジスタＱ２Ａ、Ｑ５Ａがオフになる。以下、ノードＮ１がＨレベルの状
態（即ちトランジスタＱ１がオンの状態）を「セット状態」と称する。
【０１８５】
　その後、前段の出力信号Ｇk-1がＬレベルに戻るとトランジスタＱ３はオフするが、ノ
ードＮ１はフローティング状態でＨレベルに維持される。そのため時刻ｔ3でクロック信
号ＣＬＫがＨレベルになると、オン状態のトランジスタＱ１を通して出力端子ＯＵＴが充
電され、出力信号ＧkがＨレベルになる。つまりゲート線ＧＬkが選択状態になる。
【０１８６】
　このとき、容量素子Ｃ１およびトランジスタＱ１のゲート・チャネル間容量を介した結
合により、ノードＮ１が昇圧され、トランジスタＱ１は非飽和領域で動作する。従って出
力信号ＧkのＨレベル電位はクロック信号ＣＬＫと同じＶＤＤまで上昇する。
【０１８７】
　クロック信号ＣＬＫがＬレベルに戻ると、出力端子ＯＵＴがトランジスタＱ１を通して
放電され、出力信号ＧkはＬレベル（ＶＳＳ）に戻る。このとき容量素子Ｃ１およびトラ
ンジスタＱ１のゲート・チャネル間容量を介した結合により、ノードＮ１の電位は引き下
げられ、昇圧前の電位（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）に戻る。
【０１８８】
　続く時刻ｔ4で、次段（単位シフトレジスタＳＲk+1）の出力信号Ｇk+1がＨレベルにな
ると、当該単位シフトレジスタＳＲkにおいて、トランジスタＱ４がオンとなる。応じて
ノードＮ１がＬレベルになり、トランジスタＱ１はオフに戻る。以下、ノードＮ１がＬレ
ベルの状態（即ちトランジスタＱ１がオフの状態）を「リセット状態」と称する。
【０１８９】
　このときトランジスタＱ７Ａがオフになり、ノードＮ２ＡはＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ
）になる。その結果トランジスタＱ２Ａがオンになり、出力端子ＯＵＴは低インピーダン
スでＬレベルに維持されるようになる。またトランジスタＱ５Ａもオンになる。トランジ
スタＱ５Ａは、ノードＮ２ＡがＨレベルの間、ノードＮ１を低インピーダンスでＬレベル
に維持するためのものである。それにより、非選択期間にノイズの影響などによってノー
ドＮ１のレベルが上昇することが防止され、単位シフトレジスタＳＲkの誤動作の発生が
抑制される。
【０１９０】
　その後、次のブランキング期間内の時刻ｔ5で第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦ
Ｒのレベルが反転するまで、単位シフトレジスタＳＲkはリセット状態に維持される。
【０１９１】
　そして時刻ｔ5で、第１制御信号ＶＦＲがＬレベル、第２制御信号／ＶＦＲがＨレベル
になると、各単位シフトレジスタＳＲにおいて、それまでとは逆にトランジスタＱ６Ｂ，
Ｑ７Ｂより成る第２インバータが活性化され、ノードＮ２ＢがＨレベルになる。応じてト
ランジスタＱ８Ａがオンになり、且つ第１インバータが休止状態になるため、ノードＮ２
ＡはＬレベル（ＶＳＳ）になる。
【０１９２】
　時刻ｔ5の直後のフレーム期間では、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５Ａのゲートはバイアス
されず、当該トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５Ａは休止状態になる。また、第１インバータも、
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電源が供給されないため休止状態となる。その結果、当該単位シフトレジスタＳＲkにお
いて、トランジスタＱ１，Ｑ２Ｂ，Ｑ３，Ｑ４，Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂ，Ｑ７Ｂの組み合わせに
より、通常の単位シフトレジスタ（特許文献９（特開２００４－２４６３５８号）の図１
の回路）と等価な回路が構成され、それによって上記の時刻ｔ2～ｔ5と同様の動作が行わ
れる。
【０１９３】
　このように、図１１の単位シフトレジスタＳＲkは、通常の単位シフトレジスタと同様
の動作を行うことができる。なお且つ、第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲが反転
する毎に、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５ＡのペアとトランジスタＱ２Ｂ，Ｑ５Ｂのペアとが
交互に休止状態になるので、それらのゲートが直流的にバイアスされることが防止される
。従って、ａ－ＳｉＴＦＴのしきい値電圧のシフトによる誤動作を防止でき、動作の信頼
性が向上する。
【０１９４】
　次に、本実施形態に係る単位シフトレジスタＳＲの、電源投入時の初期リセット動作に
ついて説明する。図１３のその動作を示すタイミング図である。
【０１９５】
　図１３の時刻ｔ0は、ゲート線駆動回路３０への電源投入時である。このときハイ側電
源（第２電源端子Ｓ２）の電位はＶＤＤへと上昇する。同時にロー側電源はＶＳＳになる
が、ここではＶＳＳ＝０と仮定しているので、電源投入時に第１電源端子Ｓ１の電位の変
動はない。時刻ｔ0の直後は、ゲート線駆動回路３０の出力信号Ｇ1，Ｇ2…のレベルは不
定状態にある。
【０１９６】
　本実施の形態では、第１制御信号ＶＦＲは、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫの動作が開
始される前の時刻ｔ1で、Ｈレベル（活性レベル）になるように制御される。時刻ｔ1で第
１制御信号ＶＦＲがＨレベルになると、各単位シフトレジスタＳＲでは、トランジスタＱ
６Ａがオンし、ノードＮ２ＡがＨレベルに初期化される。応じてトランジスタＱ５Ａがオ
ンし、ノードＮ１がＬレベルに初期化される。よってトランジスタＱ１Ａがオフ、トラン
ジスタＱ２Ａがオンとなり、出力端子ＯＵＴ（出力信号Ｇ）が低インピーダンスでＬレベ
ルになる。
【０１９７】
　なお、時刻ｔ1では、第１制御信号ＶＦＲのみがＨレベルになり、第２制御信号／ＶＦ
ＲはＬレベル（非活性レベル）に維持される。そのためトランジスタＱ８Ｂがオンになり
、ノードＮ２ＢはＬレベルに初期化される。
【０１９８】
　続く時刻ｔ2からクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが動作を開始する（交互に活性化し始
める）。その後の時刻ｔ3で第１段目の単位シフトレジスタＳＲ1に供給されるスタートパ
ルスＳＴが活性化されると、以降は、縦続接続した複数の単位シフトレジスタＳＲにおい
て上記の通常動作が順番に行われる。
【０１９９】
　このように本実施の形態では、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが交番を開始する前に第
１制御信号ＶＦＲを活性化させることによって、単位シフトレジスタＳＲの初期リセット
を行わせている。上の例では、初期リセットのために第１制御信号ＶＦＲを活性化させた
が、第２制御信号／ＶＦＲの方を活性化させてもよい。
【０２００】
　仮に、第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲよりも先にクロック信号ＣＬＫ，／Ｃ
ＬＫが交番を開始した場合、以下の誤動作が生じる可能性がある。
【０２０１】
　電源投入直後では、第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲが共にＶＳＳ（＝０Ｖ）
であるので、各単位シフトレジスタＳＲのトランジスタＱ６Ａ，Ｑ６Ｂは共にオフしてお
り、トランジスタＱ５Ａ，Ｑ５Ｂもオフしている。このためノードＮ１は高インピーダン
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ス状態である。この状態でクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが動作を開始すると、クロック
信号ＣＬＫ，／ＣＬＫの立ち上がり時に、トランジスタＱ１のゲート・ドレイン間のオー
バラップ容量を介した結合により、ノードＮ１のレベルが上昇しようとする。
【０２０２】
　このノードＮ１のレベル上昇が大きい場合には、それによってトランジスタＱ１がオン
になり、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが活性化したときに、各単位シフトレジスタＳＲ
において誤信号としての出力信号Ｇが活性化される。
【０２０３】
　クロック端子ＣＫにクロック信号ＣＬＫが入力された単位シフトレジスタＳＲkに注目
すると、クロック信号／ＣＬＫが活性化したとき、その前段（単位シフトレジスタＳＲk-

1）と次段（単位シフトレジスタＳＲk+1）の両方で同時に誤信号が生じる。つまり前段の
出力信号Ｇk-1と、次段の出力信号Ｇk+1が同時に活性化される。このとき単位シフトレジ
スタＳＲkでは、トランジスタＱ３，Ｑ４の両方がオンするため、第２電源端子Ｓ２から
第１電源端子Ｓ１へ流れる貫通電流が生じる。
【０２０４】
　また、そのようにノードＮ１のレベル上昇が大きい状態で第１制御信号ＶＦＲ（または
第２制御信号／ＶＦＲ）がＨレベルになったとしても、トランジスタＱ７Ａ，Ｑ７Ｂが共
にオンしているため、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ７Ａ（またはトランジスタＱ６Ｂ，Ｑ７Ｂ
）を通して、第１制御端子ＣＴＡ（または第２制御端子ＣＴＢ）から第１電源端子Ｓ１へ
と流れる貫通電流が生じ、誤動作が改善することなく続くことになる。
【０２０５】
　これに対し、本実施の形態では第１制御信号ＶＦＲ（または第２制御信号／ＶＦＲ）を
、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが動作を開始する前に活性化させている。よってクロッ
ク信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが動作を開始した時点で、ノードＮ２Ａ（またはノードＮ２Ｂ）
がＨレベル、ノードＮ１がＬレベルに初期化され、出力端子ＯＵＴ（出力信号Ｇ）は低イ
ンピーダンスでＬレベルになっている。従って、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫが入力さ
れてもノードＮ１および出力端子ＯＵＴのレベル上昇は生じず、誤信号としての出力信号
Ｇｎが活性化させるという上記の誤動作は発生しない。
【０２０６】
　なお、第１制御信号ＶＦＲ（または第２制御信号／ＶＦＲ）を活性化させてから、クロ
ック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫの動作を開始させるまでの間隔は、通常はクロック信号ＣＬＫ
，／ＣＬＫの１パルス幅以上あればよい。しかし、例えば電源を遮断した直後では、ノー
ドＮ１が高インピーダンス状態でＨレベルになっている場合があり、そのような場合が想
定されるときは、上記間隔をより長く確保する必要がある。
【０２０７】
　このことを図１３のタイミング図を用いて説明する。電源を投入した時刻ｔ0が、その
前に電源を遮断した直後であり、時刻ｔ1において各単位シフトレジスタＳＲのノードＮ
１がＨレベルであったと仮定する。この場合、時刻ｔ1では第１制御信号ＶＦＲがＨレベ
ルになると、トランジスタＱ６Ａがオンするが、ノードＮ１がＨレベルのためトランジス
タＱ７Ａもオンしており、ノードＮ２Ａの電位は上昇しない。これは、トランジスタＱ６
Ａ，Ｑ７Ａがレシオ型インバータを構成しており、トランジスタのＱ７Ａのオン抵抗がト
ランジスタＱ６Ａのオン抵抗よりも低く設定されているためである。
【０２０８】
　このときのノードＮ１の電位が高いほど、ノードＮ２Ａの電位は低くなって、トランジ
スタＱ５Ａのインピーダンスが高くなる。そうなるとノードＮ１をＬレベルに引き下げる
のに時間が長くかかるようになる。よって、第１制御信号ＶＦＲ（または第２制御信号／
ＶＦＲ）を活性化させてから、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫの動作を開始させるまでの
間隔をより長くする必要が生じる。
【０２０９】
　［第１の変更例］
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　図１４は、実施の形態２の第１の変更例に係る単位シフトレジスタＳＲ（図１１）にお
ける初期リセット動作を説明するための信号波形図である。本変更例では、ゲート線駆動
回路３０への電源投入後、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫの動作が開始される前の一定期
間（時刻ｔ1～ｔ2）、第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲの両方をＨレベルにする
。
【０２１０】
　上記のように、図１１の単位シフトレジスタＳＲでは、電源投入時にノードＮ１が高イ
ンピーダンスでＨレベルになる場合、図１３の如く、電源投入後（時刻ｔ1）に初期リセ
ット動作のために第１制御信号ＶＦＲを活性化しても、トランジスタＱ５Ａのインピーダ
ンスが高いため、ノードＮ１がＬレベルに初期化されるまでの時間が長くなる。
【０２１１】
　本変更例では、初期リセット動作の際に第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲの両
方をＨレベルにするため、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ６Ｂが共にオンする。このときノード
Ｎ１が高インピーダンスでＨレベルであると、トランジスタＱ７Ａ，Ｑ７Ｂがオンしてい
るため、ノードＮ２Ａ，Ｎ２Ｂの電位が上昇しない。そのためトランジスタＱ５Ａ，Ｑ５
Ｂのインピーダンスは高くなるが、ノードＮ１はトランジスタＱ５Ａ，Ｑ５Ｂの２つによ
って放電されるため、図１３の場合よりも、ノードＮ１を速くＬレベルに初期化すること
ができる。
【０２１２】
　よって本変更例によれば、初期リセット動作に要する時間（電源投入からクロック信号
ＣＬＫ，／ＣＬＫの動作を開始させるまでの時間）の短縮化を図ることができる。なお、
第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲが共にＨレベルに設定されるのは初期リセット
動作時のみであり、通常動作時には、第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲは互いに
相補な信号となる。
【０２１３】
　［第２の変更例］
　図１５は、実施の形態２の第２の変更例に係る単位シフトレジスタＳＲの回路図である
。本変更例では、図１１の回路に対し、トランジスタＱ８Ａ，Ｑ８Ｂの互いのゲートに接
続する主電極をソースに変更したものである。またトランジスタＱ８Ａ，Ｑ８Ｂのオン抵
抗（インピーダンス）は、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ６Ｂのオン抵抗よりも比べ充分に低く
、且つ、トランジスタＱ７Ａ，Ｑ７Ｂのオン抵抗よりも低く設定される。
【０２１４】
　図１１の回路ではトランジスタＱ８Ａ，Ｑ８Ｂのオン／オフの切り替えが、それぞれ第
１および第２インバータの出力信号により行われていたが、本変更例の単位シフトレジス
タＳＲでは、それが第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲによって行われる。このこ
とを除いて、図１５の単位シフトレジスタＳＲの動作は図１１のものと同様である。
【０２１５】
　本変更例によれば、上記の第１の変更例のように、初期リセット動作の際に第１および
第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲを共にＨレベルにする場合、ノードＮ１をＬレベルに初期
化するのに要する期間をさらに短縮できる。このことを図１４のタイミング図を用いて説
明する。
【０２１６】
　図１５の単位シフトレジスタＳＲにおいて、電源投入後（時刻ｔ1）に第１および第２
制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲが共にＨレベルになると、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ６Ｂのみな
らずトランジスタＱ８Ａ，Ｑ８Ｂもオンする。上記のように、トランジスタＱ８Ａ，Ｑ８
Ｂのオン抵抗は、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ６Ｂのオン抵抗に比べ充分に低く、且つ、トラ
ンジスタＱ７Ａ，Ｑ７Ｂのオン抵抗よりも低く設定されている。そのため、時刻ｔ1でノ
ードＮ１が高インピーダンス状態でＨレベルでありトランジスタＱ７Ａ，Ｑ７Ｂがオンし
ていても、トランジスタＱ８Ａ，Ｑ８Ｂがオンすれば、ノードＮ２Ａ，Ｎ２Ｂを素早くＨ
レベルにすることができる。
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【０２１７】
　応じてトランジスタＱ５Ａ，Ｑ５ＢがオンしてノードＮ１はＬレベルに初期化される。
その結果、トランジスタＱ１がオフ、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂがオンするため、出力
端子ＯＵＴを低インピーダンスでＬレベルに初期化される。従って、クロック信号ＣＬＫ
，／ＣＬＫの活性化に応じてノードＮ１の電位は上昇することが防止され、誤信号として
の出力信号Ｇkが活性化させるという誤動作は発生しない。
【０２１８】
　本変更例では、電源投入直後のノードＮ１が高インピーダンス状態でＨレベルになって
いても、第１および第２制御信号ＶＦＲ，／ＶＦＲを活性化させてから、クロック信号Ｃ
ＬＫ，／ＣＬＫの動作を開始させるまでの間隔は、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫの１パ
ルス幅以上あればよい。
【符号の説明】
【０２１９】
　１００　液晶表示装置、１０　液晶アレイ部、３０　ゲート線駆動回路、３１　クロッ
ク信号発生器、３２　スタート信号発生器、４０　ソースドライバ、ＤＬ　データ線、Ｇ
Ｌ　ゲート線、ＳＲ　単位シフトレジスタ、２０　出力回路部、２１　プルダウン駆動回
路部、２２　プルアップ駆動回路部、２３　初期リセット回路部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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