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(57)【要約】
【課題】複数の制御回路基板を有する表示装置の低コス
ト化を図る。
【解決手段】表示装置は、表示パネルの背面に配置され
、データ線駆動回路及びゲート線駆動回路を制御するた
めの制御信号を生成する制御回路がそれぞれに搭載され
た複数の制御回路基板と、複数のゲート接続配線と、基
板接続配線と、を含み、各制御回路基板は、第１辺側に
配置された第１辺側ゲート接続部と、第２辺側に配置さ
れた第２辺側基板接続部と、を含み、前記制御回路基板
を前記第１辺から前記第２辺に向かって前記第１方向に
見たときに、第１辺側ゲート接続部と、第２辺側基板接
続部とは、互いに重ならないように配置されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に延在する複数のゲート線と、第２方向に延在する複数のデータ線と、を含む
表示パネルと、
　前記表示パネルの背面に配置され、データ線駆動回路及びゲート線駆動回路を制御する
ための制御信号を生成する制御回路がそれぞれに搭載された複数の制御回路基板と、
　前記制御回路基板と前記ゲート線駆動回路とを互いに電気的に接続するための複数のゲ
ート接続配線と、
　隣り合う２つの前記制御回路基板を互いに電気的に接続するための基板接続配線と、
　を含み、
　前記各制御回路基板は、第１辺側に配置された、前記ゲート接続配線が電気的に接続す
るための第１辺側ゲート接続部と、前記第１辺に対向する第２辺側に配置された、前記基
板接続配線が電気的に接続するための第２辺側基板接続部と、を含み、
　前記制御回路基板を前記第１辺から前記第２辺に向かって前記第１方向に見たときに、
前記第１辺側ゲート接続部と、前記第２辺側基板接続部とは、互いに重ならないように配
置されている、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記各制御回路基板は、
　前記第１辺側に配置された、前記基板接続配線が電気的に接続するための第１辺側基板
接続部と、
　前記第２辺側に配置された、前記ゲート接続配線が電気的に接続するための第２辺側ゲ
ート接続部と、を更に含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　隣り合う２つの前記制御回路基板は、それぞれの前記第１辺側基板接続部または前記第
２辺側基板接続部に電気的に接続された前記基板接続配線を介して互いに電気的に接続さ
れており、
　前記各制御回路基板において、前記第１辺側ゲート接続部及び前記第２辺側ゲート接続
部のうち一方には、前記ゲート接続配線が電気的に接続されており、他方には、前記ゲー
ト接続配線が電気的に接続されていない、
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１辺と前記第２辺とを結ぶ第３辺側に配置され、前記基板接続配線が電気的に接
続するための第３辺側基板接続部、を更に含み、
　隣り合う２つの前記制御回路基板は、それぞれの前記第１辺側基板接続部、前記第２辺
側基板接続部、及び前記第３辺側基板接続部のいずれかに電気的に接続された前記基板接
続配線を介して互いに電気的に接続されており、
　前記各制御回路基板において、前記第１辺側基板接続部、前記第２辺側基板接続部、及
び前記第３辺側基板接続部のうち１つ又は２つは、前記基板接続配線が電気的に接続され
ていない、
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第３辺側基板接続部は、前記第３辺に沿って並べられた２つの基板接続部を含み、
　前記各制御回路基板において、前記２つの基板接続部のうち一方には、前記基板接続配
線が電気的に接続されており、他方には、前記基板接続配線が電気的に接続されていない
、
　ことを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記制御回路基板と前記データ線駆動回路とを互いに電気的に接続するための複数のデ



(3) JP 2017-58430 A 2017.3.23

10

20

30

40

50

ータ接続配線と、
　前記各制御回路基板は、前記第１辺と前記第２辺とを結ぶ第４辺側に配置された、前記
データ接続配線が電気的に接続するためのデータ接続部と、を更に含み、
　前記各制御回路基板において、前記データ接続部と前記第１辺側ゲート接続部と前記第
２辺側ゲート接続部と前記第１辺側基板接続部と前記第２辺側基板接続部とは、前記第４
辺方向の中心線に対して線対称となるように配置されている、
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１方向に隣り合う、第１制御回路基板及び第２制御回路基板は、
　前記第１制御回路基板の前記第１辺と、前記第２制御回路基板の前記第２辺とが対向す
るように配置されているとともに、
　前記第１制御回路基板における、前記第１辺側ゲート接続部、前記第２辺側ゲート接続
部、前記第１辺側基板接続部及び前記第２辺側基板接続部のそれぞれの位置と、前記第２
制御回路基板における、前記第１辺側ゲート接続部、前記第２辺側ゲート接続部、前記第
１辺側基板接続部及び前記第２辺側基板接続部のそれぞれの位置とが、前記第１方向に平
行移動した関係となるように配置されている、
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第２方向に隣り合う、第１制御回路基板及び第２制御回路基板は、
　前記第１制御回路基板における、前記第１辺と前記第２辺とを結ぶ第３辺と、前記第２
制御回路基板における前記第３辺とが対向するように配置されているとともに、
　前記第１制御回路基板における、前記第１辺側ゲート接続部、前記第２辺側ゲート接続
部、前記第１辺側基板接続部及び前記第２辺側基板接続部のそれぞれの位置と、前記第２
制御回路基板における、前記第１辺側ゲート接続部、前記第２辺側ゲート接続部、前記第
１辺側基板接続部及び前記第２辺側基板接続部のそれぞれの位置とが、互いに点対称の関
係となるように配置されている、
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記データ線駆動回路がそれぞれに搭載された複数のデータ線駆動回路基板と、前記ゲ
ート線駆動回路がそれぞれに搭載された複数のゲート線駆動回路基板と、をさらに含み、
　前記各データ線駆動回路基板は、長辺方向の中心線に対して線対称に形成されており、
　前記各ゲート線駆動回路基板は、長辺方向の中心線に対して線対称に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記複数の制御回路基板のいずれか１つが、前記複数の制御回路基板に搭載された複数
の制御回路の動作を同期させるためのタイミング信号を生成するタイミング信号生成回路
を備え、
　前記複数の制御回路基板それぞれの前記制御回路は、前記生成されたタイミング信号に
基づいて動作する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記複数の制御回路基板のうち、１の制御回路基板は特定部品が搭載されており、他の
制御回路基板は前記特定部品が搭載されていない、
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記特定部品は、前記複数の制御回路基板に搭載された複数の制御回路の動作を同期さ
せるためのタイミング信号を生成するタイミング信号生成回路である、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記各制御回路基板は、前記複数の制御回路基板に搭載された複数の制御回路の動作を
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同期させるためのタイミング信号を生成するタイミング信号生成回路を有し、前記複数の
制御回路基板のうち、１の制御基板回路の搭載された前記タイミング信号生成回路は、そ
の機能がオンされており、他の制御基板回路に搭載された前記タイミング信号生成回路は
、その機能がオフされている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項１４】
　第１方向に延在する複数のゲート線と、第２方向に延在する複数のデータ線と、を含む
表示パネルと、
　前記表示パネルの背面において前記第１方向及び前記第２方向にマトリクス状に配置さ
れ、データ線駆動回路及びゲート線駆動回路を制御するための制御信号を生成する制御回
路がそれぞれに搭載された４つの制御回路基板と、
　前記各制御回路基板と前記ゲート線駆動回路とを互いに電気的に接続するための複数の
ゲート接続配線と、
　前記第１方向に隣り合う２つの前記制御回路基板と、前記第２方向に隣り合う２つの前
記制御回路基板とを、それぞれ互いに電気的に接続するための複数の基板接続配線と、
　を含み、
　前記各制御回路基板は、第１辺側に配置された、前記ゲート接続配線が電気的に接続す
るための第１辺側ゲート接続部及び前記基板接続配線が電気的に接続するための第１辺側
基板接続部と、前記第１辺に対向する第２辺側に配置された、前記ゲート接続配線が電気
的に接続するための第２辺側ゲート接続部及び前記基板接続配線が電気的に接続するため
の第２辺側基板接続部と、前記第１辺と前記第２辺を結ぶ第３辺側に配置された、前記基
板接続配線が電気的に接続するための第３辺側基板接続部と、を含み、
　前記第２方向に隣り合う２つの前記制御回路基板は、前記第３辺側基板接続部に電気的
に接続された前記基板接続配線を介して互いに電気的に接続されており、
　前記各制御回路基板において、
　前記第１辺側ゲート接続部及び前記第２辺側ゲート接続部のうち一方には、前記ゲート
接続配線が電気的に接続されており、他方には、前記ゲート接続配線が電気的に接続され
ておらず、かつ、前記第１辺側基板接続部及び前記第２辺側基板接続部のうち一方には、
前記基板接続配線が電気的に接続されており、他方には、前記基板接続配線が電気的に接
続されていない、
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１５】
　前記各制御回路基板において、
　前記第１辺側ゲート接続部に前記ゲート接続配線が電気的に接続されており、前記第２
辺側ゲート接続部に前記ゲート接続配線が電気的に接続されていない場合は、前記第２辺
側基板接続部に前記基板接続配線が電気的に接続されており、前記第１辺側基板接続部に
前記基板接続配線が電気的に接続されていない一方、
　前記第２辺側ゲート接続部に前記ゲート接続配線が電気的に接続されており、前記第１
辺側ゲート接続部に前記ゲート接続配線が電気的に接続されていない場合は、前記第１辺
側基板接続部に前記基板接続配線が電気的に接続されており、前記第２辺側基板接続部に
前記基板接続配線が電気的に接続されていない、
　ことを特徴とする請求項１４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、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネルなどの表示パネルを備えた表示装置がテレビジョン受像機や各種モニターな
どの用途に利用されている。表示装置は、表示パネルと、表示パネルの映像信号線（デー
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タ線）にデータ信号を供給するための映像信号線駆動回路（データ線駆動回路）と、表示
パネルの走査信号線（ゲート線）に走査信号（ゲート信号）を供給するための走査信号線
駆動回路（ゲート線駆動回路）と、前記２つの駆動回路それぞれに制御信号を供給するた
めの制御回路と、を含んで構成される。
【０００３】
　近年、画面サイズの大型化及び表示画像の高精細化に伴い、画像表示領域を複数の領域
（分割領域）に分割し、複数の制御回路を用いてそれぞれの分割領域を駆動する技術が提
案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１２８３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、複数の制御回路を備える表示装置では、１つの制御回路を１つの制御回路基板
に搭載し、各制御回路基板を各分割領域に応じた位置に配置することになる。このため、
信号配線を接続するための接続部（例えばコネクタ）の位置等が制御回路基板ごとに異な
り、表示装置全体としてコストが増大するという問題が生じる。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みて為されたものであり、その目的は、複数の制御回路基板を有
する表示装置の低コスト化を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る表示装置は、第１方向に延在する複数のゲー
ト線と、第２方向に延在する複数のデータ線と、を含む表示パネルと、前記表示パネルの
背面に配置され、データ線駆動回路及びゲート線駆動回路を制御するための制御信号を生
成する制御回路がそれぞれに搭載された複数の制御回路基板と、前記制御回路基板と前記
ゲート線駆動回路とを互いに電気的に接続するための複数のゲート接続配線と、隣り合う
２つの前記制御回路基板を互いに電気的に接続するための基板接続配線と、を含み、前記
各制御回路基板は、第１辺側に配置された、前記ゲート接続配線が電気的に接続するため
の第１辺側ゲート接続部と、前記第１辺に対向する第２辺側に配置された、前記基板接続
配線が電気的に接続するための第２辺側基板接続部と、を含み、前記制御回路基板を前記
第１辺から前記第２辺に向かって前記第１方向に見たときに、前記第１辺側ゲート接続部
と、前記第２辺側基板接続部とは、互いに重ならないように配置されている、ことを特徴
とする。
【０００８】
　本発明に係る表示装置では、前記各制御回路基板は、前記第１辺側に配置された、前記
基板接続配線が電気的に接続するための第１辺側基板接続部と、前記第２辺側に配置され
た、前記ゲート接続配線が電気的に接続するための第２辺側ゲート接続部と、を更に含ん
でもよい。
【０００９】
　本発明に係る表示装置では、隣り合う２つの前記制御回路基板は、それぞれの前記第１
辺側基板接続部または前記第２辺側基板接続部に電気的に接続された前記基板接続配線を
介して互いに電気的に接続されており、前記各制御回路基板において、前記第１辺側ゲー
ト接続部及び前記第２辺側ゲート接続部のうち一方には、前記ゲート接続配線が電気的に
接続されており、他方には、前記ゲート接続配線が電気的に接続されていなくてもよい。
【００１０】
　本発明に係る表示装置では、前記第１辺と前記第２辺とを結ぶ第３辺側に配置され、前
記基板接続配線が電気的に接続するための第３辺側基板接続部、を更に含み、隣り合う２
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つの前記制御回路基板は、それぞれの前記第１辺側基板接続部、前記第２辺側基板接続部
、及び前記第３辺側基板接続部のいずれかに電気的に接続された前記基板接続配線を介し
て互いに電気的に接続されており、前記各制御回路基板において、前記第１辺側基板接続
部、前記第２辺側基板接続部、及び前記第３辺側基板接続部のうち１つ又は２つは、前記
基板接続配線が電気的に接続されていなくてもよい。
【００１１】
　本発明に係る表示装置では、前記第３辺側基板接続部は、前記第３辺に沿って並べられ
た２つの基板接続部を含み、前記各制御回路基板において、前記２つの基板接続部のうち
一方には、前記基板接続配線が電気的に接続されており、他方には、前記基板接続配線が
電気的に接続されていなくてもよい。
【００１２】
　本発明に係る表示装置では、前記制御回路基板と前記データ線駆動回路とを互いに電気
的に接続するための複数のデータ接続配線と、前記各制御回路基板は、前記第１辺と前記
第２辺とを結ぶ第４辺側に配置された、前記データ接続配線が電気的に接続するためのデ
ータ接続部と、を更に含み、前記各制御回路基板において、前記データ接続部と前記第１
辺側ゲート接続部と前記第２辺側ゲート接続部と前記第１辺側基板接続部と前記第２辺側
基板接続部とは、前記第４辺方向の中心線に対して線対称となるように配置されてもよい
。
【００１３】
　本発明に係る表示装置では、前記第１方向に隣り合う、第１制御回路基板及び第２制御
回路基板は、前記第１制御回路基板の前記第１辺と、前記第２制御回路基板の前記第２辺
とが対向するように配置されているとともに、前記第１制御回路基板における、前記第１
辺側ゲート接続部、前記第２辺側ゲート接続部、前記第１辺側基板接続部及び前記第２辺
側基板接続部のそれぞれの位置と、前記第２制御回路基板における、前記第１辺側ゲート
接続部、前記第２辺側ゲート接続部、前記第１辺側基板接続部及び前記第２辺側基板接続
部のそれぞれの位置とが、前記第１方向に平行移動した関係となるように配置されてもよ
い。
【００１４】
　本発明に係る表示装置では、前記第２方向に隣り合う、第１制御回路基板及び第２制御
回路基板は、前記第１制御回路基板における、前記第１辺と前記第２辺とを結ぶ第３辺と
、前記第２制御回路基板における前記第３辺とが対向するように配置されているとともに
、前記第１制御回路基板における、前記第１辺側ゲート接続部、前記第２辺側ゲート接続
部、前記第１辺側基板接続部及び前記第２辺側基板接続部のそれぞれの位置と、前記第２
制御回路基板における、前記第１辺側ゲート接続部、前記第２辺側ゲート接続部、前記第
１辺側基板接続部及び前記第２辺側基板接続部のそれぞれの位置とが、互いに点対称の関
係となるように配置されてもよい。
【００１５】
　本発明に係る表示装置では、前記データ線駆動回路がそれぞれに搭載された複数のデー
タ線駆動回路基板と、前記ゲート線駆動回路がそれぞれに搭載された複数のゲート線駆動
回路基板と、をさらに含み、前記各データ線駆動回路基板は、長辺方向の中心線に対して
線対称に形成されており、前記各ゲート線駆動回路基板は、長辺方向の中心線に対して線
対称に形成されてもよい。
【００１６】
　本発明に係る表示装置は、前記複数の制御回路基板のいずれか１つが、前記複数の制御
回路基板に搭載された複数の制御回路の動作を同期させるためのタイミング信号を生成す
るタイミング信号生成回路を備え、前記複数の制御回路基板それぞれの前記制御回路は、
前記生成されたタイミング信号に基づいて動作してもよい。
【００１７】
　本発明に係る表示装置では、前記複数の制御回路基板のうち、１の制御回路基板は特定
部品が搭載されており、他の制御回路基板は前記特定部品が搭載されていなくてもよい。
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【００１８】
　本発明に係る表示装置では、前記特定部品は、前記複数の制御回路基板に搭載された複
数の制御回路の動作を同期させるためのタイミング信号を生成するタイミング信号生成回
路であってもよい。
【００１９】
　本発明に係る表示装置では、前記各制御回路基板は、前記複数の制御回路基板に搭載さ
れた複数の制御回路の動作を同期させるためのタイミング信号を生成するタイミング信号
生成回路を有し、前記複数の制御回路基板のうち、１の制御基板回路の搭載された前記タ
イミング信号生成回路は、その機能がオンされており、他の制御基板回路に搭載された前
記タイミング信号生成回路は、その機能がオフされていてもよい。
【００２０】
　また、上記課題を解決するために本発明に係る表示装置は、第１方向に延在する複数の
ゲート線と、第２方向に延在する複数のデータ線と、を含む表示パネルと、前記表示パネ
ルの背面において前記第１方向及び前記第２方向にマトリクス状に配置され、データ線駆
動回路及びゲート線駆動回路を制御するための制御信号を生成する制御回路がそれぞれに
搭載された４つの制御回路基板と、前記各制御回路基板と前記ゲート線駆動回路とを互い
に電気的に接続するための複数のゲート接続配線と、前記第１方向に隣り合う２つの前記
制御回路基板と、前記第２方向に隣り合う２つの前記制御回路基板とを、それぞれ互いに
電気的に接続するための複数の基板接続配線と、を含み、前記各制御回路基板は、第１辺
側に配置された、前記ゲート接続配線が電気的に接続するための第１辺側ゲート接続部及
び前記基板接続配線が電気的に接続するための第１辺側基板接続部と、前記第１辺に対向
する第２辺側に配置された、前記ゲート接続配線が電気的に接続するための第２辺側ゲー
ト接続部及び前記基板接続配線が電気的に接続するための第２辺側基板接続部と、前記第
１辺と前記第２辺を結ぶ第３辺側に配置された、前記基板接続配線が電気的に接続するた
めの第３辺側基板接続部と、を含み、前記第２方向に隣り合う２つの前記制御回路基板は
、前記第３辺側基板接続部に電気的に接続された前記基板接続配線を介して互いに電気的
に接続されており、前記各制御回路基板において、前記第１辺側ゲート接続部及び前記第
２辺側ゲート接続部のうち一方には、前記ゲート接続配線が電気的に接続されており、他
方には、前記ゲート接続配線が電気的に接続されておらず、かつ、前記第１辺側基板接続
部及び前記第２辺側基板接続部のうち一方には、前記基板接続配線が電気的に接続されて
おり、他方には、前記基板接続配線が電気的に接続されていない、ことを特徴とする。
【００２１】
　本発明に係る表示装置では、前記各制御回路基板において、前記第１辺側ゲート接続部
に前記ゲート接続配線が電気的に接続されており、前記第２辺側ゲート接続部に前記ゲー
ト接続配線が電気的に接続されていない場合は、前記第２辺側基板接続部に前記基板接続
配線が電気的に接続されており、前記第１辺側基板接続部に前記基板接続配線が電気的に
接続されていない一方、前記第２辺側ゲート接続部に前記ゲート接続配線が電気的に接続
されており、前記第１辺側ゲート接続部に前記ゲート接続配線が電気的に接続されていな
い場合は、前記第１辺側基板接続部に前記基板接続配線が電気的に接続されており、前記
第２辺側基板接続部に前記基板接続配線が電気的に接続されていなくてもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る表示装置によれば、複数の制御回路基板を有する表示装置の低コスト化を
実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施形態に係る液晶表示装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】本実施形態に係る表示パネルの背面図である。
【図３】本実施形態に係る制御回路基板の概略構成を示す図である。
【図４】本実施形態に係る第１方向に隣り合う複数の制御回路基板の概略構成を示す図で
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ある。
【図５】本実施形態に係る第２方向に隣り合う複数の制御回路基板の概略構成を示す図で
ある。
【図６】本実施形態に係る第２方向に隣り合う複数の制御回路基板の第３基板接続部の概
略構成を示す図である。
【図７】本実施形態に係る第１方向だけに配列された複数の制御回路基板の概略構成を示
す図である。
【図８】本実施形態に係る第２方向だけに配列された複数の制御回路基板の概略構成を示
す図である。
【図９】本実施形態の変形例に係る表示パネルの背面図である。
【図１０】本実施形態の変形例に係る第１方向に隣り合う複数の制御回路基板の概略構成
を示す図である。
【図１１】本実施形態に係るゲート線駆動回路基板の概略構成を示す図である。
【図１２】本実施形態に係るデータ線駆動回路基板の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の実施形態について、図面を用いて以下に説明する。本実施形態では、液晶表示
装置を例にして説明するが、本発明に係る表示装置は液晶表示装置に限定されるものでは
なく、例えば、有機ＥＬ表示装置等であってもよい。
【００２５】
　図１は、本実施形態に係る液晶表示装置１の全体構成を示す斜視図である。図１に示す
ように、本実施形態に係る液晶表示装置１は、画像を表示する表示パネル１０と、制御回
路２４０（図２参照）を搭載する複数の制御回路基板５０と、ゲート線駆動回路６１０（
図２参照）を搭載する複数のゲート線駆動回路基板６０と、データ線駆動回路７１０（図
２参照）を搭載する複数のデータ線駆動回路基板７０と、を含んで構成される。表示パネ
ル１０は、対向基板（第１の基板）１１と、ＴＦＴ基板（第２の基板）１２と、両基板間
に挟持された液晶層（図示せず）と、対向基板１１の前面側（表示面側）に配置された上
フレーム１３と、ＴＦＴ基板１２の背面側に配置された下フレーム１４と、を含んで構成
される。ＴＦＴ基板１２の背面側には、例えば、光を照射するバックライトが設けられて
いる。複数の制御回路基板５０と、複数のゲート線駆動回路基板６０と、複数のデータ線
駆動回路基板７０とは、表示パネル１０の背面に配置される。
【００２６】
　図示は省略するが、ＴＦＴ基板１２には、例えば、第１方向（例えば行方向）に延在す
る複数のゲート線と、絶縁層を介して複数のゲート線と交差し第１方向に直交する第２方
向（例えば列方向）に延在する複数のデータ線と、隣り合う２本のゲート線及び隣り合う
２本のデータ線で囲まれた各画素領域に対して配置される、複数の薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ）及び複数の画素電極と、共通電極と、が形成されている。また、対向基板１１には
、例えば、カラーフィルタとブラックマトリクスが形成されている。ＴＦＴ基板１２及び
対向基板１１は、周知の構成を適用することができる。
【００２７】
　ゲート線駆動回路６１０は、複数のゲート線のそれぞれにゲート信号を供給する。デー
タ線駆動回路７１０は、複数のデータ線のそれぞれにデータ信号を供給する。複数のゲー
ト線駆動回路基板６０は、表示パネル１０の背面における左辺側及び右辺側に、第２方向
に一例に並んで配置される。複数のデータ線駆動回路基板７０は、表示パネル１０の背面
における上辺側及び下辺側に、第１方向に一例に並んで配置される。本実施形態において
複数のゲート線駆動回路基板６０及び複数のデータ線駆動回路基板７０は、表示パネル１
０の背面において、表示パネル１０の外形の各辺に沿って配置される。制御回路基板５０
は、表示パネル１０の背面において、ゲート線駆動回路基板６０及びデータ線駆動回路基
板７０に沿うように配置される。なお、複数のゲート線駆動回路基板６０が、表示パネル
１０の背面における左辺側と右辺側とのいずれか一方において第２方向に一列に並んで配
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置されてもよい。また、複数のデータ線駆動回路基板７０が、表示パネル１０の背面にお
ける上辺側と下辺側とのいずれか一方において第１方向に一列に並んで配置されてもよい
。
【００２８】
　図２は、本実施形態に係る表示パネル１０の背面図である。図２は、本実施形態に係る
表示パネル１０の背面に、４つの制御回路基板５０（５０Ａ～５０Ｄ）と、４つのゲート
線駆動回路基板６０（６０Ａ～６０Ｄ）と、８つのデータ線駆動回路基板７０（７０Ａ１
～７０Ｄ１，７０Ａ２～７０Ｄ２）と、が配置された例を示している。図２に示すように
、４つの制御回路基板５０は、第１方向及び第２方向にマトリクス状に配置されている。
また、各制御回路基板５０は、データ接続配線１００（１００Ａ～１００Ｄ）を介してデ
ータ線駆動回路基板７０に電気的に接続されている。また、各制御回路基板５０は、ゲー
ト接続配線２００（２００Ａ～２００Ｄ）を介してゲート線駆動回路基板６０に電気的に
接続されている。また、隣り合う２つの制御回路基板５０は、基板接続配線３００を介し
て互いに電気的に接続されている。
【００２９】
　なお、表示パネル１０の背面に配置される４つの制御回路基板５０について、表示パネ
ル１０の背面から見て右上、左上、右下、左下の順に制御回路基板５０Ａ、制御回路基板
５０Ｂ、制御回路基板５０Ｃ、制御回路基板５０Ｄとする。これら制御回路基板５０Ａ～
５０Ｄは互いに略同一の形状である。また、表示パネル１０の背面に配置される４つのゲ
ート線駆動回路基板６０について、表示パネル１０の背面から見て右上、左上、右下、左
下の順にゲート線駆動回路基板６０Ａ、ゲート線駆動回路基板６０Ｂ、ゲート線駆動回路
基板６０Ｃ、ゲート線駆動回路基板６０Ｄとする。これらゲート線駆動回路基板６０Ａ～
６０Ｄは互いに略同一の形状である。また、表示パネル１０の背面に配置される８つのデ
ータ線駆動回路基板７０について、表示パネル１０の背面から見て上辺の右側からデータ
線駆動回路基板７０Ａ１、データ線駆動回路基板７０Ａ２、データ線駆動回路基板７０Ｂ
１、データ線駆動回路基板７０Ｂ２とし、表示パネル１０の背面から見て下辺の右側から
データ線駆動回路基板７０Ｃ１、データ線駆動回路基板７０Ｃ２、データ線駆動回路基板
７０Ｄ１、データ線駆動回路基板７０Ｄ２とする。これらデータ線駆動回路基板７０Ａ１
～７０Ｄ２は互いに略同一の形状である。
【００３０】
　ここで、制御回路基板５０の具体的な構成について制御回路基板５０Ａを例として説明
する。
【００３１】
　図３は、本実施形態に係る制御回路基板５０Ａの概略構成を示す図である。制御回路基
板５０Ａは、第１辺から第４辺の４つの辺を有する略矩形状のプリント回路基板であり、
例えば図３に示すように、制御回路基板５０Ａは、第２方向に延在する２つの短辺（第１
辺、第２辺）、２つの短辺を結び第１方向に延在する２つの長辺（第３辺、第４辺）、を
有する略矩形状のプリント回路基板である。制御回路基板５０Ａは、例えば、データ接続
部２１０、ゲート接続部２２０（第１ゲート接続部２２０ａ、第２ゲート接続部２２０ｂ
）、及び基板接続部２３０（第１基板接続部２３０ａ、第２基板接続部２３０ｂ、第３基
板接続部２３０ｃ）を含んで構成される。
【００３２】
　データ接続部２１０は、制御回路基板５０Ａの第１の長辺１１０（第４辺に相当する）
側に配置された、制御回路基板５０Ａとデータ線駆動回路７１０とを互いに電気的に接続
するための１または複数のデータ接続配線１００を接続するための領域である。なお、デ
ータ接続部２１０は複数のデータ接続部を含むこととしてもよい。また、データ接続部２
１０は、データ接続配線１００を接続するための端子（コネクタ）であってもよいし、該
端子を搭載するための領域であってもよい。
【００３３】
　ゲート接続部２２０は、制御回路基板５０Ａとゲート線駆動回路６１０とを互いに電気



(10) JP 2017-58430 A 2017.3.23

10

20

30

40

50

的に接続するための１または複数のゲート接続配線２００を接続するための領域であり、
本実施形態では第１ゲート接続部２２０ａ及び第２ゲート接続部２２０ｂを含む。第１ゲ
ート接続部２２０ａは、制御回路基板５０Ａの第１の短辺１３０（第１辺または第２辺に
相当する）側に配置される。第２ゲート接続部２２０ｂは、制御回路基板５０Ａの第１の
短辺１３０に対向する第２の短辺１４０（第１辺または第２辺に相当する）側に配置され
る。第１ゲート接続部２２０ａ及び第２ゲート接続部２２０ｂは、それぞれ複数のゲート
接続部を含むこととしてもよい。また、ゲート接続部２２０は、ゲート接続配線２００を
接続するための端子（コネクタ）であってもよいし、該端子を搭載するための領域であっ
てもよい。
【００３４】
　基板接続部２３０は、隣り合う制御回路基板５０を互いに電気的に接続するための１ま
たは複数の基板接続配線３００を接続するための領域であり、本実施形態では第１基板接
続部２３０ａ、第２基板接続部２３０ｂ、及び第３基板接続部２３０ｃを含む。第１基板
接続部２３０ａは、制御回路基板５０Ａの第１の短辺１３０（第１辺または第２辺に相当
する）側に配置される。第２基板接続部２３０ｂは、制御回路基板５０Ａの第２の短辺１
４０（第１辺または第２辺に相当する）側に配置される。第３基板接続部２３０ｃは、制
御回路基板５０Ａの第１の長辺１１０に対向する第２の長辺１２０（第３辺に相当する）
側に配置される。なお、第１基板接続部２３０ａ、第２基板接続部２３０ｂ、及び第３基
板接続部２３０ｃは、それぞれ複数の基板接続部を含むこととしてもよい。また、基板接
続部２３０は、基板接続配線３００を接続するための端子（コネクタ）であってもよいし
、該端子を搭載するための領域であってもよい。
【００３５】
　制御回路２４０は、例えば、ゲート線駆動回路６１０及びデータ線駆動回路７１０を制
御するための制御信号を生成する。制御回路２４０には、例えばタイミングコントローラ
等の特定部品２４１が含まれる。
【００３６】
　図３に示す制御回路基板５０Ａにおいて、データ接続部２１０と、ゲート接続部２２０
と、基板接続部２３０とは、制御回路基板５０Ａの長辺方向（第１方向）の中心線Ｃ１に
対して線対称となるように配置されている。具体的には、図３に示すように、第１ゲート
接続部２２０ａと第２ゲート接続部２２０ｂとは、中心線Ｃ１に対して左右対称となるよ
うに配置されている。また、第１基板接続部２３０ａと第２基板接続部２３０ｂとは、中
心線Ｃ１に対して左右対称となるように配置されている。なお、図３に示す第１の短辺１
３０側において、第１ゲート接続部２２０ａの位置と第１基板接続部２３０ａの位置とを
逆にしてもよい。その場合、第２の短辺１４０側においても、第１ゲート接続部２２０ａ
の位置と第１基板接続部２３０ａの位置とが逆となる。つまり、制御回路基板５０Ａを第
１の短辺１３０から第２の短辺１４０に向かって長辺方向（第１方向）に見たときに、第
１ゲート接続部２２０ａと、第２基板接続部２３０ｂとは、互いに重ならないように配置
されている。すなわち、第１ゲート接続部２２０ａと、第２基板接続部２３０ｂとは、第
１の短辺１３０に垂直な方向（第１方向）において重畳していない。また、制御回路基板
５０Ａを第１の短辺１３０から第２の短辺１４０に向かって長辺方向（第１方向）に見た
ときに、第２ゲート接続部２２０ｂと、第１基板接続部２３０ａとは、互いに重ならない
ように配置されている。すなわち、第２ゲート接続部２２０ｂと、第１基板接続部２３０
ａとは、第１の短辺１３０に垂直な方向（第１方向）において重畳していない。
【００３７】
　また、データ接続部２１０が複数のデータ接続部を含む場合には、それら複数のデータ
接続部も、制御回路基板５０Ａの長辺方向（第１方向）の中心線Ｃ１に対して線対称とな
るように配置される。なお、第１ゲート接続部２２０ａ、第２ゲート接続部２２０ｂ、第
１基板接続部２３０ａ、第２基板接続部２３０ｂ、及び第３基板接続部２３０ｃにおいて
も同様である。
【００３８】
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　なお、図３において、制御回路基板５０Ａを略矩形状としたが、制御回路基板５０Ａに
おいて上記各部が第１方向の中心線Ｃ１に対して線対称となるよう配置されれば制御回路
基板５０Ａの形状は問わない。
【００３９】
　ここでは制御回路基板５０Ａを例として説明したが、制御回路基板５０Ｂ～５０Ｄもそ
れぞれ上述した制御回路基板５０Ａと同様の構成を有する。
【００４０】
　本実施形態では、図３に示すような制御回路基板５０が表示パネル１０の背面に複数配
置される。以下、複数の制御回路基板５０を表示パネル１０の背面に配置するための具体
的な構成について説明する。
【００４１】
　まず、第１方向に隣り合う２つの制御回路基板５０（図２における制御回路基板５０Ａ
及び制御回路基板５０Ｂ）を例として、第１方向に隣り合う複数の制御回路基板５０を配
置するための構成について説明する。ここでは図２における制御回路基板５０Ａ及び制御
回路基板５０Ｂを例に挙げるが、制御回路基板５０Ｃ及び制御回路基板５０Ｄについても
同様である。
【００４２】
　図４は、本実施形態に係る第１方向に隣り合う複数の制御回路基板５０の概略構成を示
す図である。図４では、説明の便宜上、図２における制御回路基板５０Ａ、制御回路基板
５０Ｂ、及びこれら制御回路基板に接続される配線のみを示す。図４に示すように、第１
方向に隣り合う２つの制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂは、制御回路基板５０
Ａの第１の短辺１３０と、制御回路基板５０Ｂの第２の短辺１４０とが対向するように配
置されている。また、制御回路基板５０Ａにおける、データ接続部２１０、ゲート接続部
２２０、及び基板接続部２３０のそれぞれの位置と、制御回路基板５０Ｂにおける、デー
タ接続部２１０、ゲート接続部２２０、基板接続部２３０のそれぞれの位置とが、第１方
向に平行移動した関係となるように配置されている。
【００４３】
　具体的には、制御回路基板５０Ａのデータ接続部２１０は、データ接続配線１００Ａを
介してデータ線駆動回路７１０と電気的に接続される。また、制御回路基板５０Ａの第２
ゲート接続部２２０ｂは、ゲート接続配線２００Ａを介してゲート線駆動回路６１０と電
気的に接続される。一方で制御回路基板５０Ａの第１ゲート接続部２２０ａにはゲート接
続配線が接続されず不使用状態となる。制御回路基板５０Ａの第３基板接続部２３０ｃは
、基板接続配線３００を介して制御回路基板５０Ｃと電気的に接続される。制御回路基板
５０Ｂのデータ接続部２１０は、データ接続配線１００Ｂを介してデータ線駆動回路７１
０と電気的に接続される。また制御回路基板５０Ｂの第１ゲート接続部２２０ａは、ゲー
ト接続配線２００Ｂを介してゲート線駆動回路６１０と電気的に接続される。一方で制御
回路基板５０Ｂの第２ゲート接続部２２０ｂにはゲート接続配線が接続されず不使用状態
となる。制御回路基板５０Ｂの第３基板接続部２３０ｃは、基板接続配線３００を介して
制御回路基板５０Ｄと電気的に接続される。また、制御回路基板５０Ａの第１基板接続部
２３０ａと、制御回路基板５０Ｂの第２基板接続部２３０ｂとが、基板接続配線３００を
介して互いに電気的に接続される。一方で制御回路基板５０Ａの第２基板接続部２３０ｂ
及び制御回路基板５０Ｂの第１基板接続部２３０ａには基板接続配線３００が電気的に接
続されず不使用状態となる。なお、制御回路基板５０Ａの第３基板接続部２３０ｃと、制
御回路基板５０Ｂの第３基板接続部２３０ｃとが基板接続配線３００を介して互いに電気
的に接続されることとしてもよい。
【００４４】
　このように、第１方向に隣り合う制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂそれぞれ
において、第１ゲート接続部２２０ａ及び第２ゲート接続部２２０ｂのうち一方にはゲー
ト接続配線が電気的に接続され、他方にはゲート接続配線が電気的に接続されないことと
なる。
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【００４５】
　また、第１方向に隣り合う制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂそれぞれにおい
て、第１基板接続部２３０ａ、第２基板接続部２３０ｂ、及び第３基板接続部２３０ｃの
うち１つは、基板接続配線３００が電気的に接続されないこととなる。
【００４６】
　第１方向に配列される制御回路基板５０の数は、２つに限定されず、３つ以上であって
もよい。例えば、第１方向に３つの制御回路基板５０が配列される場合、各制御回路基板
５０における、データ接続部２１０、ゲート接続部２２０、及び基板接続部２３０のそれ
ぞれの配置は、各制御回路基板５０で同一の配置となっている。各隣り合う２つの制御回
路基板５０において、一方の制御回路基板５０の第１基板接続部２３０ａと、他方の制御
回路基板５０の第２基板接続部２３０ｂとが、基板接続配線３００を介して互いに電気的
に接続される。そしてこの場合、両端の２つの制御回路基板５０において、第１ゲート接
続部２２０ａ及び第２ゲート接続部２２０ｂのうち一方にはゲート接続配線が電気的に接
続され、他方にはゲート接続配線が電気的に接続されないこととなる。その他（中央）の
制御回路基板５０は、第１ゲート接続部２２０ａ及び第２ゲート接続部２２０ｂのいずれ
にもゲート接続配線が電気的に接続されない。また、両端の２つの制御回路基板５０にお
いて、第１基板接続部２３０ａ、第２基板接続部２３０ｂ、及び第３基板接続部２３０ｃ
のうち１つは、基板接続配線３００が電気的に接続されないこととなる。その他（中央）
の制御回路基板５０は、第１基板接続部２３０ａ及び第２基板接続部２３０ｂのいずれに
も基板接続配線３００が電気的に接続される。
【００４７】
　次に、第２方向に隣り合う２つの制御回路基板５０（図２における制御回路基板５０Ａ
及び制御回路基板５０Ｃ）を例として、第２方向に隣り合う複数の制御回路基板５０を配
置するための構成について説明する。ここでは図２における制御回路基板５０Ａ及び制御
回路基板５０Ｃを例に挙げるが、制御回路基板５０Ｂ及び制御回路基板５０Ｄについても
同様である。
【００４８】
　図５は、本実施形態に係る第２方向に隣り合う複数の制御回路基板５０の概略構成を示
す図である。図５では、説明の便宜上、図２における制御回路基板５０Ａ、制御回路基板
５０Ｃ、及びこれら制御回路基板に接続される配線のみを示す。図５に示すように、第２
方向に隣り合う２つの制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｃは、制御回路基板５０
Ａにおける第２の長辺１２０と、制御回路基板５０Ｃにおける第２の長辺１２０とが、対
向するように配置されている。また、制御回路基板５０Ａにおける、データ接続部２１０
、ゲート接続部２２０、及び基板接続部２３０のそれぞれの位置と、制御回路基板５０Ｃ
における、データ接続部２１０、ゲート接続部２２０、及び基板接続部２３０のそれぞれ
の位置とが、互いに点対称の関係となるように配置されている。
【００４９】
　具体的には、制御回路基板５０Ａのデータ接続部２１０は、データ接続配線１００Ａを
介してデータ線駆動回路７１０と電気的に接続される。制御回路基板５０Ａの第２ゲート
接続部２２０ｂは、ゲート接続配線２００Ａを介してゲート線駆動回路６１０と電気的に
接続される。一方で制御回路基板５０Ａの第１ゲート接続部２２０ａにはゲート接続配線
が電気的に接続されず不使用状態となる。制御回路基板５０Ａの第１基板接続部２３０ａ
は、基板接続配線３００を介して制御回路基板５０Ｂと電気的に接続される。制御回路基
板５０Ａの第２基板接続部２３０ｂは、基板接続配線３００が電気的に接続されず不使用
状態となる。制御回路基板５０Ｃのデータ接続部２１０は、データ接続配線１００Ｃを介
してデータ線駆動回路７１０と電気的に接続される。制御回路基板５０Ｃの第１ゲート接
続部２２０ａは、ゲート接続配線２００Ｃを介してゲート線駆動回路６１０と電気的に接
続される。一方で制御回路基板５０Ｃの第２ゲート接続部２２０ｂには、ゲート接続配線
が電気的に接続されず不使用状態となる。制御回路基板５０Ｃの第２基板接続部２３０ｂ
は、基板接続配線３００を介して制御回路基板５０Ｄと電気的に接続される。制御回路基
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板５０Ｃの第１基板接続部２３０ａは、基板接続配線３００が電気的に接続されず不使用
状態となる。また、制御回路基板５０Ａの第３基板接続部２３０ｃと、制御回路基板５０
Ｃの第３基板接続部２３０ｃとが、基板接続配線３００を介して互いに電気的に接続され
る。なお、制御回路基板５０Ａの第１基板接続部２３０ａまたは第２基板接続部２３０ｂ
と、制御回路基板５０Ｃの第１基板接続部２３０ａまたは第２基板接続部２３０ｂとが、
基板接続配線３００を介して互いに電気的に接続されることとしてもよい。
【００５０】
　このように、第２方向に隣り合う制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｃそれぞれ
において、第１ゲート接続部２２０ａ及び第２ゲート接続部２２０ｂのうち一方にはゲー
ト接続配線が電気的に接続され、他方にはゲート接続配線が電気的に接続されないことと
なる。
【００５１】
　また、第２方向に隣り合う制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｃそれぞれにおい
て、第１基板接続部２３０ａ、第２基板接続部２３０ｂ、及び第３基板接続部２３０ｃの
うち１つは、基板接続配線３００が電気的に接続されないこととなる。
【００５２】
　図６に示すように制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｃそれぞれの第３基板接続
部２３０ｃは、第１方向に隣り合う２つの基板接続部（第４基板接続部２３１ｃ及び第５
基板接続部２３２ｃ）を含んでいてもよい。図６は、図５に示した第２方向に隣り合う複
数の制御回路基板５０（制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｃ）の第３基板接続部
２３０ｃの概略構成を示す図である。第４基板接続部２３１ｃ及び第５基板接続部２３２
ｃは、第２の長辺１２０に沿って並べられる。この場合、制御回路基板５０Ａ及び制御回
路基板５０Ｃそれぞれにおいて、第４基板接続部２３１ｃのピン配列と第５基板接続部２
３２ｃのピン配列とが逆順になるように形成されることが好ましい。つまり、第４基板接
続部２３１ｃに形成されるピン配列を第１の短辺１３０側からＰ１～ＰＮ（Ｎは自然数を
示す）に設定し、第５基板接続部２３２ｃに形成されるピン配列を第２の短辺１４０側か
らＰ１～ＰＮに設定する。そうすると、制御回路基板５０Ａの第４基板接続部２３１ｃに
形成されるピン配列と、制御回路基板５０Ｃの第５基板接続部２３２ｃに形成されるピン
配列とが第２方向に互いに揃うこととなるので、制御回路基板５０Ａの第４基板接続部２
３１ｃと制御回路基板５０Ｃの第５基板接続部２３２ｃとの接続が容易になる。なお同様
に制御回路基板５０Ａの第５基板接続部２３２ｃに形成されるピン配列と、制御回路基板
５０Ｃの第４基板接続部２３１ｃに形成されるピン配列とが第２方向に互いに揃うので、
制御回路基板５０Ａの第５基板接続部２３２ｃと、制御回路基板５０Ｃの第４基板接続部
２３１ｃとが基板接続配線３００を介して電気的に接続されてもよい。
【００５３】
　図４に示した第１方向に隣り合う複数の制御回路基板５０の配置の構成と、図５に示し
た第２方向に隣り合う複数の制御回路基板５０の配置の構成と、を適用することにより、
図２に示すように液晶表示装置１に４つの制御回路基板５０を配置することができる。第
１方向及び第２方向にマトリクス状に４つの制御回路基板５０が配置された液晶表示装置
１においては、第２方向に隣り合う２つの制御回路基板は、第３基板接続部２３０ｃに電
気的に接続された基板接続配線３００を介して互いに電気的に接続されることとなる。ま
た、４つの各制御回路基板において、第１ゲート接続部２２０ａ及び第２ゲート接続部２
２０ｂのうち一方には、ゲート接続配線が電気的に接続されており、他方には、ゲート接
続配線が電気的に接続されておらず、かつ、第１基板接続部２３０ａ及び第２基板接続部
２３０ｂのうち一方には、基板接続配線３００が電気的に接続されており、他方には、基
板接続配線３００が電気的に接続されていないこととなる。
【００５４】
　また、４つの各制御回路基板において、第１ゲート接続部２２０ａにゲート接続配線が
電気的に接続されており、第２ゲート接続部２２０ｂにゲート接続配線が電気的に接続さ
れていない場合は、第２基板接続部２３０ｂに基板接続配線３００が電気的に接続されて
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おり、第１基板接続部２３０ａに基板接続配線３００が電気的に接続されていない。一方
、第２ゲート接続部２２０ｂにゲート接続配線が電気的に接続されており、第１ゲート接
続部２２０ａにゲート接続配線が電気的に接続されていない場合は、第１基板接続部２３
０ａに基板接続配線３００が電気的に接続されており、第２基板接続部２３０ｂに基板接
続配線３００が電気的に接続されていないこととなる。
【００５５】
　このようにして図２に示すような略同一の形状及び同様の構成を有する複数の制御回路
基板５０が配置されることによって、液晶表示装置１の製造コストを抑制することが可能
となる。
【００５６】
　なお、図２では、４つの制御回路基板５０が第１方向及び第２方向に配列された構成を
示しているが、液晶表示装置１はこれに限定されない。例えば、液晶表示装置１は、複数
の制御回路基板５０が第１方向だけに配列された構成であってもよい。図７は、本実施形
態に係る第１方向だけに配列された複数の制御回路基板５０の概略構成を示す図である。
図７は、第１方向に隣り合う２つの制御回路基板５０（制御回路基板５０Ａ及び制御回路
基板５０Ｂ）を示している。図７に示す制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂは、
図４に示した制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂとは、第３基板接続部２３０ｃ
の構成に差異がある点を除けば、同一のものである。したがって、図４と同等の構成には
同符号を付し、その重複する説明は省略するものとする。図７において、制御回路基板５
０Ａの第３基板接続部２３０ｃと、制御回路基板５０Ｂの第３基板接続部２３０ｃとは、
基板接続配線３００が電気的に接続されず不使用状態となる。なお、制御回路基板５０Ａ
の第３基板接続部２３０ｃと、制御回路基板５０Ｂの第３基板接続部２３０ｃとが基板接
続配線３００を介して互いに電気的に接続されることとしてもよい。また、制御回路基板
５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂにおいて、制御回路基板５０Ａの第３基板接続部２３０ｃ
と、制御回路基板５０Ｂの第３基板接続部２３０ｃとは、配置されないこととしてもよい
。
【００５７】
　このように、第１方向に隣り合う２つの制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂそ
れぞれにおいて、第１ゲート接続部２２０ａ及び第２ゲート接続部２２０ｂのうち一方に
はゲート接続配線が電気的に接続され、他方にはゲート接続配線が電気的に接続されない
こととなる。また、第１方向に隣り合う制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂそれ
ぞれにおいて、第１基板接続部２３０ａ、第２基板接続部２３０ｂ、及び第３基板接続部
２３０ｃのうち２つは、基板接続配線３００が電気的に接続されないこととなる。
【００５８】
　また、液晶表示装置１は、複数の制御回路基板５０が第２方向だけに配列された構成で
あってもよい。図８は、本実施形態に係る第２方向だけに配列された複数の制御回路基板
５０の概略構成を示す図である。図８は、第２方向に隣り合う２つの制御回路基板５０（
制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｃ）を示している。図８に示す制御回路基板５
０Ａ及び制御回路基板５０Ｃは、図５に示した制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０
Ｃとは、第１基板接続部２３０ａ及び第２基板接続部２３０ｂの構成に差異がある点を除
けば、同一のものである。したがって、図５と同等の構成には同符号を付し、その重複す
る説明は省略するものとする。図８において、制御回路基板５０Ａの第１基板接続部２３
０ａと、制御回路基板５０Ｃの第２基板接続部２３０ｂとは、基板接続配線３００が電気
的に接続されず不使用状態となる。
【００５９】
　このように、第２方向に隣り合う制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｃそれぞれ
において、第１ゲート接続部２２０ａ及び第２ゲート接続部２２０ｂのうち一方にはゲー
ト接続配線が電気的に接続され、他方にはゲート接続配線が電気的に接続されないことと
なる。なお、制御回路基板５０Ａの第１基板接続部２３０ａまたは第２基板接続部２３０
ｂと、制御回路基板５０Ｃの第１基板接続部２３０ａまたは第２基板接続部２３０ｂとが
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、基板接続配線３００を介して互いに電気的に接続されることとしてもよい。よって、第
２方向に隣り合う制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｃそれぞれにおいて、第１基
板接続部２３０ａ、第２基板接続部２３０ｂ、及び第３基板接続部２３０ｃのうち２つは
、基板接続配線３００が電気的に接続されないこととなる。
【００６０】
　また、上述の説明では、図２に示す４つの制御回路基板５０それぞれが、図３に示した
制御回路基板５０Ａと同等の構成を有することとしたが、制御回路基板５０の構成はこれ
に限定されない。図９及び図１０を用いて本実施形態の変形例に係る液晶表示装置１につ
いて説明する。図９は、本実施形態の変形例に係る表示パネル１０の背面図である。図１
０は、図９に示した本実施形態の変形例に係る、第１方向に隣り合う複数の制御回路基板
５０（制御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂ）の概略構成を示す図である。図１０
では、説明の便宜上、図９における制御回路基板５０Ａ、制御回路基板５０Ｂ、及びこれ
ら制御回路基板に接続される配線のみを示す。図１０に示す本実施形態の変形例に係る制
御回路基板５０Ａ及び制御回路基板５０Ｂは、図４に示した制御回路基板５０Ａ及び制御
回路基板５０Ｂとは、制御回路基板５０の構成に差異がある点を除けば、同一のものであ
る。したがって、図４と同等の構成には同符号を付し、その重複する説明は省略するもの
とする。
【００６１】
　図１０において、変形例に係る制御回路基板５０Ａは、第１の長辺１１０側に配置され
、データ接続配線１００Ａが電気的に接続するデータ接続部２１０と、第２の短辺１４０
側に配置され、ゲート接続配線２００Ａが電気的に接続する第２ゲート接続部２２０ｂと
、第１の短辺１３０側に配置され、基板接続配線３００が電気的に接続する第１基板接続
部２３０ａと、第２の長辺１２０側に配置され、基板接続配線３００が電気的に接続する
第３基板接続部２３０ｃと、を含んで構成される。このように変形例に係る制御回路基板
５０Ａでは、全ての接続部に接続配線が接続される。そして、制御回路基板５０Ａを第１
の短辺１３０から第２の短辺１４０に向かって長辺方向（第１方向）に見たときに、第２
ゲート接続部２２０ｂと、第１基板接続部２３０ａとは、互いに重ならないように配置さ
れている。すなわち、第２ゲート接続部２２０ｂと、第１基板接続部２３０ａとは、第１
の短辺１３０に垂直な方向（第１方向）において、重畳していない。変形例に係る制御回
路基板５０Ｂは、第１の長辺１１０側に配置され、データ接続配線１００Ｂが電気的に接
続するデータ接続部２１０と、第１の短辺１３０側に配置され、ゲート接続配線２００Ｂ
が電気的に接続する第１ゲート接続部２２０ａと、第２の短辺１４０側に配置され、基板
接続配線３００が電気的に接続する第２基板接続部２３０ｂと、第２の長辺１２０側に配
置され、基板接続配線３００が電気的に接続する第３基板接続部２３０ｃと、を含んで構
成される。このように変形例に係る制御回路基板５０Ｂでは、全ての接続部に接続配線が
接続される。そして、制御回路基板５０Ｂを第１の短辺１３０から第２の短辺１４０に向
かって長辺方向（第１方向）に見たときに、第１ゲート接続部２２０ａと、第２基板接続
部２３０ｂとは、互いに重ならないように配置されている。すなわち、第１ゲート接続部
２２０ａと、第２基板接続部２３０ｂとは、第１の短辺１３０に垂直な方向（第１方向）
において、重畳していない。
【００６２】
　また、変形例に係る制御回路基板５０Ａにおける、データ接続部２１０、ゲート接続部
２２０、及び基板接続部２３０のそれぞれの位置と、変形例に係る制御回路基板５０Ｄに
おける、データ接続部２１０、ゲート接続部２２０、及び基板接続部２３０のそれぞれの
位置とが、互いに点対称の関係となるように配置されている。そして、変形例に係る制御
回路基板５０Ｂにおける、データ接続部２１０、ゲート接続部２２０、及び基板接続部２
３０のそれぞれの位置と、変形例に係る制御回路基板５０Ｃにおける、データ接続部２１
０、ゲート接続部２２０、及び基板接続部２３０のそれぞれの位置とが、互いに点対称の
関係となるように配置されている。
【００６３】
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　このようにして図９に示すような略同一の形状及び同様の構成を有する２組（制御回路
基板５０Ａと制御回路基板５０Ｄ、制御回路基板５０Ｂと制御回路基板５０Ｃ）の制御回
路基板５０が配置されることによって、液晶表示装置１の製造コストを抑制することが可
能となる。
【００６４】
　ここで、制御回路基板５０に搭載される制御回路２４０の構成について説明する。複数
の制御回路基板５０に搭載される制御回路２４０それぞれは、同一の構成を有していても
よいし、異なる構成を有していてもよい。例えば、複数の制御回路基板５０のうちいずれ
か１つが制御回路２４０に特定部品２４１を備え、他の制御回路基板５０は制御回路２４
０に特定部品２４１を備えないこととしてもよい。本実施形態に係る複数の制御回路基板
５０を有する液晶表示装置１においては、表示パネル１０に画像を表示させるために複数
の制御回路２４０の動作を同期させる必要がある。そのため、本実施形態では複数の制御
回路基板５０のうちいずれか１つが、複数の制御回路２４０の動作を同期させるためのタ
イミング信号（例えば、基準クロック）を生成するタイミング信号生成回路を特定部品２
４１として備える。また、複数の制御回路２４０それぞれには、電源が供給される。
【００６５】
　例えば、図２に示すように、表示パネル１０の背面から見て右上の制御回路基板５０Ａ
が、特定部品２４１としてタイミング信号生成回路を備えることとする。この場合、制御
回路基板５０Ａのタイミング信号生成回路により生成されたタイミング信号は、制御回路
基板５０Ａと制御回路基板５０Ｃとを電気的に接続する基板接続配線３００を介して制御
回路基板５０Ｃの制御回路２４０に入力される。さらに、制御回路基板５０Ｃの制御回路
２４０に入力されたタイミング信号は、制御回路基板５０Ｃと制御回路基板５０Ｄとを電
気的に接続する基板接続配線３００を介して制御回路基板５０Ｄの制御回路２４０に入力
される。また、制御回路基板５０Ａのタイミング信号生成回路により生成されたタイミン
グ信号は、制御回路基板５０Ａと制御回路基板５０Ｂとを電気的に接続する基板接続配線
３００を介して制御回路基板５０Ｂの制御回路２４０に入力される。そして、制御回路基
板５０Ａ～５０Ｄそれぞれの制御回路２４０は、制御回路基板５０Ａのタイミング信号生
成回路により生成されたタイミング信号に基づいて動作する。具体的には例えば、各制御
回路２４０は、上記タイミング信号に基づいて、ゲート線駆動回路６１０及びデータ線駆
動回路７１０を制御するための制御信号（スタートパルス、クロック等）を生成する。な
お、制御回路基板５０Ｂの制御回路２４０に入力されたタイミング信号は、制御回路基板
５０Ｂと制御回路基板５０Ｄとを電気的に接続する基板接続配線３００を介して制御回路
基板５０Ｄの制御回路２４０に入力されてもよい。
【００６６】
　なお、複数の制御回路基板５０それぞれが、特定部品２４１としてタイミング信号生成
回路を備えることとしてもよい。この場合、複数の制御回路基板５０のうちいずれか１つ
に備えられるタイミング信号生成回路の機能が有効（機能オン）となっており、他の制御
回路基板５０に備えられるタイミング信号生成回路の機能が無効（機能オフ）となってい
ることとしてもよい。
【００６７】
　次に、ゲート線駆動回路基板６０の具体的な構成についてゲート線駆動回路基板６０Ａ
を例として説明する。ここではゲート線駆動回路基板６０Ａを例に挙げるが、ゲート線駆
動回路基板６０Ｂ～６０Ｄについても同様である。
【００６８】
　図１１は、本実施形態に係るゲート線駆動回路基板６０Ａの概略構成を示す図である。
図１１に示すように、ゲート線駆動回路基板６０Ａは、第１方向に延在する２つの短辺と
、第２方向に延在する２つの長辺と、斜め方向に延在する２つの斜辺とを有するプリント
回路基板であって、例えばゲート線駆動回路６１０、及びゲート接続部６２０を含んで構
成される。
【００６９】
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　ゲート線駆動回路６１０は、ＴＦＴ基板１２に備えられるゲート線にゲート信号を供給
するための回路であり、ゲート線駆動回路基板６０Ａの第１の長辺６０１側に配置される
。本実施形態では、複数のゲート線駆動回路６１０が、ゲート線駆動回路基板６０Ａの第
１の長辺６０１に沿って一列に並んで配置される。
【００７０】
　ゲート接続部６２０は、制御回路基板５０Ａとゲート線駆動回路６１０とを互いに電気
的に接続するための１または複数のゲート接続配線を接続するための領域であり、ゲート
線駆動回路基板６０Ａの第２の長辺６０２側に配置される。
【００７１】
　そして、図１１に示すゲート線駆動回路基板６０Ａにおいて、ゲート線駆動回路６１０
と、ゲート接続部６２０とは、ゲート線駆動回路基板６０Ａの長辺方向（第２方向）の中
心線Ｃ２に対して線対称となるように配置されている。なお、ゲート線駆動回路基板６０
Ａは、上記各部がゲート線駆動回路基板６０Ａの長辺方向の中心線Ｃ２に対して線対称と
なるよう配置されればゲート線駆動回路基板６０Ａの形状は問わない。
【００７２】
　このように略同一の形状及び同様の構成を有する複数のゲート線駆動回路基板６０が配
置されることによって、液晶表示装置１の製造コストを抑制することができる。
【００７３】
　次に、データ線駆動回路基板７０の具体的な構成についてデータ線駆動回路基板７０Ａ
１を例として説明する。ここではデータ線駆動回路基板７０Ａ１を例に挙げるが、データ
線駆動回路基板７０Ａ２～７０Ｄ２についても同様である。
【００７４】
　図１２は、本実施形態に係るデータ線駆動回路基板７０Ａ１の概略構成を示す図である
。図１２に示すように、データ線駆動回路基板７０Ａ１は、第１方向に延在する２つの長
辺と、第２方向に延在する２つの短辺と、斜め方向に延在する２つの斜辺とを有するプリ
ント回路基板であって、例えばデータ線駆動回路７１０、及びデータ接続部７２０を含ん
で構成される。
【００７５】
　データ線駆動回路７１０は、ＴＦＴ基板１２に備えられるデータ線にデータ信号を供給
するための回路であり、データ線駆動回路基板７０Ａ１の第１の長辺７０１側に配置され
る。本実施形態では、複数のデータ線駆動回路７１０が、データ線駆動回路基板７０Ａ１
の第１の長辺７０１に沿って一列に並んで配置される。
【００７６】
　データ接続部７２０は、制御回路基板５０Ａとデータ線駆動回路７１０とを互いに電気
的に接続するための１または複数のデータ接続配線を接続するための領域であり、データ
線駆動回路基板７０Ａ１の第２の長辺７０２側に配置される。
【００７７】
　そして、図１２に示すデータ線駆動回路基板７０Ａ１において、データ線駆動回路７１
０と、データ接続部７２０とは、データ線駆動回路基板７０Ａ１の長辺方向（第１方向）
の中心線Ｃ３に対して線対称となるように配置されている。なお、データ線駆動回路基板
７０Ａ１は、上記各部がデータ線駆動回路基板７０Ａ１の長辺方向の中心線Ｃ３に対して
線対称となるよう配置されればデータ線駆動回路基板７０Ａ１の形状は問わない。
【００７８】
　このように略同一の形状及び同様の構成を有する複数のゲート線駆動回路基板６０が配
置されることによって、液晶表示装置１の製造コストを抑制することができる。
【００７９】
　また、図１１に示すゲート線駆動回路基板６０Ａは、第２の長辺６０２側の両角部を切
り欠いた形状に形成されている。図１２に示すデータ線駆動回路基板７０Ａ１も同様に、
第２の長辺７０２側の両角部を切り欠いた形状に形成されている。これにより、表示パネ
ル１０の角部において互いに直角に配置されるゲート線駆動回路基板６０及びデータ線駆
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動回路基板７０（例えば、ゲート線駆動回路基板６０Ａ及びデータ線駆動回路基板７０Ａ
１）が互いに干渉することを防ぐことができる。よって、ゲート線駆動回路基板６０及び
データ線駆動回路基板７０の配置の自由度を向上させることができる。
【００８０】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記各実施の形態に限定され
るものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で上記実施の形態から当業者が適宜変
更した形態も本発明の技術的範囲に含まれることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００８１】
　１　液晶表示装置、１０　表示パネル、１１　対向基板、１２　ＴＦＴ基板、１３　上
フレーム、１４　下フレーム、５０　制御回路基板、６０　ゲート線駆動回路基板、７０
　データ線駆動回路基板、１００　データ接続配線、１１０，６０１，７０１　第１の長
辺、１２０，６０２，７０２　第２の長辺、１３０　第１の短辺、１４０　第２の短辺、
２００　ゲート接続配線、２１０，７２０　データ接続部、２２０，６２０　ゲート接続
部、２２０ａ　第１ゲート接続部、２２０ｂ　第２ゲート接続部、２３０　基板接続部、
２３０ａ　第１基板接続部、２３０ｂ　第２基板接続部、２３０ｃ　第３基板接続部、２
３１ｃ　第４基板接続部、２３２ｃ　第５基板接続部、２４０　制御回路、２４１　特定
部品、３００　基板接続配線、６１０　ゲート線駆動回路、７１０　データ線駆動回路。

【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】
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