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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルのゲート線を駆動し、信号のシフト方向を変更可能な多段のシフトレジスタ
と、
　前記多段のシフトレジスタの最前段のさらに前段に設けられたダミーのシフトレジスタ
である第１ダミー段と、
　前記多段のシフトレジスタの最後段のさらに次段に設けられたダミーのシフトレジスタ
である第２ダミー段と
を備えるゲート線駆動回路であって、
　前記第１ダミー段は、
　前記最前段から前記最後段へ向けて信号をシフトさせる順方向走査時には信号を出力せ
ず、前記最後段から前記最前段へ向けて信号をシフトさせる逆方向走査時には、前記最前
段の出力信号に応じて第１ダミー信号を出力し、
　前記第２ダミー段は、
　前記逆方向走査時には信号を出力せず、前記順方向走査時には、前記最後段の出力信号
に応じて第２ダミー信号を出力し、
　前記第１ダミー信号は、
　前記逆方向走査時に、前記最前段の動作を終了させるエンド信号として用いられ、
　前記第２ダミー信号は、
　前記順方向走査時に、前記最後段の動作を終了させるエンド信号として用いられ、
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　前記第１および第２ダミー段の各々は、
　第１入力端子、第１出力端子、第１クロック端子および第１リセット端子と、
　前記第１クロック端子に入力される第１クロック信号を前記第１出力端子に供給する第
１トランジスタと、
　前記第１出力端子を放電する第２トランジスタと、
　前記第１入力端子に接続した制御電極を有し、前記第１トランジスタの制御電極が接続
する第１ノードを充電する第３トランジスタと、
　前記第１リセット端子に接続した制御電極を有し、前記第１ノードを放電する第４トラ
ンジスタとを備え、
　前記第２ダミー段においては、
　前記第３トランジスタの一方の主電極は前記第１ノードに接続し、他方の主電極には前
記順方向走査が行われる間活性化される第１電圧信号が供給され、
　前記第１入力端子には、前記最後段の出力信号が入力されており、
　前記第１ダミー段においては、
　前記第３トランジスタの一方の主電極は前記第１ノードに接続し、他方の主電極には前
記逆方向走査が行われる間活性化される第２電圧信号が供給され、
　前記第１入力端子には、前記最前段の出力信号が入力されている
ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項２】
　請求項１記載のゲート線駆動回路であって、
　前記第１ダミー信号は、
　前記逆方向走査時において、前記多段のシフトレジスタの各段の出力信号の各々と、出
力される頻度およびパルス幅が同じであり、
　前記第２ダミー信号は、
　前記順方向走査時において、前記多段のシフトレジスタの各段の出力信号の各々と、出
力される頻度およびパルス幅が同じである
ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載のゲート線駆動回路であって、
　前記第１および第２ダミー段の各々において、
　前記第４トランジスタは、前記第１ノードと前記第１入力端子との間に接続し、
　前記第１リセット端子には、前記第１クロック信号とは位相の異なる第２クロック信号
が入力される
ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項記載のゲート線駆動回路であって、
　前記第１および第２ダミー段の各々は、前記第２トランジスタを２つ備え、
　前記第１ダミー段においては、
　前記第１ダミー信号を出力しない期間、前記２つの第２トランジスタが所定の周期で交
互にオン状態になり、
　前記第２ダミー段においては、
　前記第２ダミー信号を出力しない期間、前記２つの第２トランジスタが所定の周期で交
互にオン状態になる
ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項５】
　請求項４記載のゲート線駆動回路であって、
　前記所定の周期は、前記第１クロック信号の周期に対応している
ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項６】
　請求項４記載のゲート線駆動回路であって、
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　前記所定の周期は、当該ゲート線駆動回路の動作周期あるいはその整数倍に対応してい
る
ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項記載のゲート線駆動回路であって、
　前記多段のシフトレジスタの各段は、
　第２および第３入力端子、並びに第２出力端子および第２クロック端子と、
　前記第１および第２電圧信号がそれぞれ入力される第１および第２電圧信号端子と、
　前記第２クロック端子に入力される第３クロック信号を前記第２出力端子に供給する第
５トランジスタと、
　前記第２出力端子を放電する第６トランジスタと、
　前記第２入力端子に接続した制御電極を有し、前記第１電圧信号を前記第５トランジス
タの制御電極が接続する第２ノードに供給する第７トランジスタと、
　前記第３入力端子に接続した制御電極を有し、前記第２電圧信号を前記第２ノードに供
給する第８トランジスタとを備え、
　前記多段のシフトレジスタのうち前記最前段および最後段はさらに、
　第２リセット端子と、
　前記第２リセット端子に接続した制御電極を有し、前記第２ノードを放電する第９トラ
ンジスタとをさらに備える
ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項８】
　請求項７記載のゲート線駆動回路であって、
　前記多段のシフトレジスタのうち最前段および最後段を除く中間段では、
　前記第２入力端子は、自己の前段の前記第２出力端子に接続され、
　前記第３入力端子は、自己の次段の前記第２出力端子に接続されており、
　前記最前段では、
　前記第２入力端子に、順方向走査時に当該最前段の動作を開始させるためのスタート信
号が入力され、
　前記第３入力端子は、自己の次段の前記第２出力端子に接続され、
　前記第２リセット端子は、前記第１ダミー段の前記第１出力端子に接続されており、
　前記最後段では、
　前記第２入力端子は、自己の前段の前記第２出力端子に接続され、
　前記第３入力端子に、順方向走査時に当該最後段の動作を開始させるためのスタート信
号が入力され、
　前記第２リセット端子は、前記第２ダミー段の前記第１出力端子に接続されている
ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項９】
　請求項７または請求項８記載のゲート線駆動回路であって、
　前記第１および第２ダミー段の各々は、
　負荷素子を介して電源が供給されると共に前記第１ノードに制御電極が接続したトラン
ジスタにより放電される制御電極を有し、前記第１ノードを放電する第１０トランジスタ
をさらに備え、
　前記多段のシフトレジスタの各段は、
　負荷素子を介して電源が供給されると共に前記第２ノードに制御電極が接続したトラン
ジスタにより放電される制御電極を有し、前記第２ノードを放電する第１１トランジスタ
をさらに備え、
　前記第１および第２ダミー段の各々における前記第１トランジスタのゲート幅に対する
前記第１０トランジスタのゲート幅の比が、前記多段のシフトレジスタの各段における前
記第５トランジスタのゲート幅に対する前記第１１トランジスタのゲート幅の比よりも大
きい
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ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項１０】
　請求項７または請求項８記載のゲート線駆動回路であって、
　前記第１および第２ダミー段の各々は、
　前記第１ノードと前記第１出力端子との間に接続した第１容量素子をさらに備え、
　前記多段のシフトレジスタの各段は、
　前記第２ノードと前記第２出力端子との間に接続した第２容量素子をさらに備え、
　前記第１および第２ダミー段の各々における前記第１トランジスタのゲート幅に対する
前記第１容量素子の容量値の比が、前記多段のシフトレジスタの各段における前記第５ト
ランジスタのゲート幅に対する前記第２容量素子の容量値の比よりも大きい
ことを特徴とするゲート線駆動回路。
【請求項１１】
　請求項３から請求項８のいずれか一項記載のゲート線駆動回路であって、
　前記第１および第２ダミー段の各々は、
　第３および第４リセット端子と、
　前記第３リセット端子に接続した制御電極を有し、前記第１ノードを放電する第１２ト
ランジスタと、
　前記第４リセット端子に接続した制御電極を有し、前記第１ノードを放電する第１３ト
ランジスタとをさらに備え、
　前記第１ダミー段においては、
　前記第３リセット端子に、前記順方向走査時に前記最前段の動作を開始させるためのス
タート信号が入力され、
　前記第４リセット端子に、前記最前段の次段の出力信号が入力されており、
　前記第２ダミー段においては、
　前記第３リセット端子に、前記逆方向走査時に前記最後段の動作を開始させるためのス
タート信号が入力され、
　前記第４リセット端子に、前記最後段の前段の出力信号が入力されている
ことを特徴とするゲート線駆動回路。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば画像表示装置の走査線駆動回路などに使用される同一導電型の電界効
果トランジスタのみにより構成されるシフトレジスタ回路に関するものであり、特に、信
号をシフトさせる向きを反転可能な双方向シフトレジスタ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で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で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。電界効果トランジスタとして
は、ＭＯＳ（Metal Oxide Semiconductor）トランジスタや薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：T
hin Film Transistor）などが用いられる。
【０００４】
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　ゲート線駆動回路は複数の段（ステージ）から成るシフトレジスタ（多段のシフトレジ
スタ）により構成される。即ち、ゲート線駆動回路は、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、多段のシフトレジスタの各段を構成する個々のシフトレジス
タ回路を「単位シフトレジスタ」と称する。
【０００５】
　液晶画素が行列状に配設されたマトリクス型の液晶表示装置において、その表示画像を
上下および左右に反転させたり、表示の際の表示順序を変更する等の、表示パターン変更
の要望はたびたび生じる。
【０００６】
　例えば表示反転は、液晶表示装置をＯＨＰ（Overhead Projector）用の投影装置に適用
し、透過式スクリーンを用いる場合に望まれる。透過式スクリーンを用いる場合には、視
聴者から見てスクリーンの裏側から映像を投写するため、スクリーンの表側から投写する
場合に対してスクリーン上の映像が反転するためである。また、表示順序の変更は、表示
画像がその上から下へ徐々に現れるようにしたり、逆に下から上へ徐々に現れるようにす
るなどして、棒グラフやヒストグラム等の表示に演出的効果を得たい場合に望まれる。
【０００７】
　このような表示装置の表示パターン変更を行う手法の一つとして、ゲート線駆動回路に
おける信号のシフト方向（走査方向）を切り換えることが挙げられる。そのため、信号の
シフト方向を切り替え可能なシフトレジスタが提案されている（例えば、下記の特許文献
１～３）。以下、信号のシフト方向を切り替え可能なシフトレジスタを「双方向シフトレ
ジスタ」と、その各段を「双方向単位シフトレジスタ」とそれぞれ称することもある。
【０００８】
　特許文献１の図１３には、Ｎチャネル型の電界効果トランジスタのみにより構成された
ｎ段の双方向シフトレジスタが開示されている。この双方向シフトレジスタには、信号の
シフト動作の開始および終了を制御する信号として、第１段目の単位シフトレジスタ（Ｒ
Ｓ（１））に第１制御信号（Ｄ１）が、第ｎ段目の単位シフトレジスタ（ＲＳ（ｎ））に
第２制御信号（Ｄ２）がそれぞれ入力される。
【０００９】
　第１段目から第ｎ段目への方向に信号をシフトさせる「順方向走査」を行う場合、第１
制御信号（Ｄ１）は順方向走査の初段である第１段目の動作を開始させるスタート信号（
スタートパルス）となり、第２の制御信号（Ｄ２）は順方向走査の最終段である第ｎ段目
の動作を停止させるエンド信号（エンドパルス）となる。また第ｎ段目から第１段目に向
かう方向に信号をシフトさせる「逆方向走査」を行う場合、第２の制御信号（Ｄ２）は逆
方向走査の初段である第ｎ段目の動作を開始させるスタート信号となり、第１の制御信号
（Ｄ１）は逆方向走査の最終段である第１段目の動作を停止させるエンド信号となる。
【００１０】
　このように特許文献１の図１３における第１および第２制御信号（Ｄ１，Ｄ２）は、互
いに異なるタイミングで活性化される２種類の信号である。これら第１および第２制御信
号は、ゲート線駆動回路の外部に設けられた駆動制御回路から供給されるが、駆動制御回
路から供給される信号の数は、表示装置のコスト低減の観点からできるだけ少ないことが
好ましい。
【００１１】
　一方、特許文献２の図１６には、１種類の制御信号すなわちスタート信号のみを用いて
動作させることが可能な双方向シフトレジスタが開示されている。同図１６の双方向シフ
トレジスタは、同図１７の双方向単位シフトレジスタが縦続接続することにより構成され
る。
【００１２】
　当該単位シフトレジスタは、出力信号（ＧＯＵＴ［Ｎ］）の出力端子にクロック信号（
ＣＫＶ）を供給する第１トランジスタ（Ｍ１）（出力プルアップトランジスタ）と、当該



(6) JP 5496270 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

出力端子に基準電圧（ＶＳＳ）を供給して当該出力端子を放電する第２トランジスタ（Ｍ
２）（出力プルダウントランジスタ）とを備えている。ここで、第１トランジスタ（Ｍ１
）のゲートが接続するノード（ゲートノード）を「第１ノード」、第２トランジスタ（Ｍ
２）のゲートノードを「第２ノード」と定義する。
【００１３】
　第１トランジスタ（Ｍ１）は、次の第３および第４トランジスタ（Ｍ３，Ｍ５）により
駆動される。第３トランジスタ（Ｍ３）は、前段の出力信号（ＧＯＵＴ［Ｎ－１］）に基
づいて、所定の第１電圧信号（Ｖｂｕｆ）を第１ノードへ供給するものである。第４トラ
ンジスタ（Ｍ５）は、次段の出力信号（ＧＯＵＴ［Ｎ＋１］）に基づいて、所定の第２電
圧信号（Ｖｄｉｓ）を第１ノードへ供給するものである。この第１および第２電圧信号（
Ｖｂｕｆ，Ｖｄｉｓ）は、その一方の電圧レベル（以下、単に「レベル」）がＨ（High）
レベルのとき他方がＬ（Low）レベルになる、互いに相補な信号である。
【００１４】
　一方、第２トランジスタ（Ｍ２）は、第１ノードを入力端とするインバータ（Ｍ６，Ｍ
７）により駆動される。即ち第２トランジスタのゲートノード（第２ノード）は、当該イ
ンバータ（Ｍ６，Ｍ７）の出力端に接続される。
【００１５】
　当該単位シフトレジスタが出力信号を出力する期間（選択期間）には、第３および第４
トランジスタが第１ノードをＨレベルにして、第１トランジスタをオンにする。第１ノー
ドがＨレベルになるとインバータが第２ノードをＬレベルにするので、第２トランジスタ
はオフになる。そして、この状態で当該単位シフトレジスタにクロック信号が入力される
ことによって、当該クロック信号が第１トランジスタを通して出力端子へ伝達されその結
果、出力信号が出力される。
【００１６】
　一方、当該単位シフトレジスタが出力信号を出力しない期間（非選択期間）は、第３お
よび第４トランジスタが第１ノードをＬレベルにして、第１トランジスタをオフにする。
その間、インバータは第２ノードをＨレベルにするので、第２トランジスタはオンにされ
、出力端子（出力信号）はＬレベルに保持される。なお特許文献２の図１７において、ゲ
ートが第２ノードに接続し、第１ノードに基準電圧（ＶＳＳ）を供給する第５トランジス
タ（Ｍ４）は、非選択期間に第１ノードを確実にＬレベルに維持し、誤動作を防止する働
きをしている。
【００１７】
　例えば第１電圧信号（Ｖｂｕｆ）がＨレベル、第２電圧信号（Ｖｄｉｓ）がＬレベルの
場合、各単位シフトレジスタにおいては、自己の前段の出力信号が活性化したときに、第
１ノードがＨレベル、第２ノードがＬレベルになって、第１トランジスタがオン、第２ト
ランジスタがオフの状態になる。よってその次にクロック信号が入力されると、それが出
力端子に伝達され、当該シフトレジスタ回路から出力信号が出力される。つまり、第１電
圧信号がＨレベル、第２電圧信号がＬレベルである場合には、各単位シフトレジスタは自
己の前段の出力信号を時間的にシフトし、それを自己の出力信号として次段へと出力する
ように動作する。その結果、多段の双方向シフトレジスタ（引用文献３の図１６）は、順
方向走査を行うことになる。
【００１８】
　逆に、第１電圧信号（Ｖｂｕｆ）がＬレベル、第２電圧信号（Ｖｄｉｓ）がＨレベルの
場合、各単位シフトレジスタにおいては、自己の次段の出力信号が活性化したときに、第
１ノードがＨレベル、第２ノードがＬレベルになって、第１トランジスタがオン、第２ト
ランジスタがオフの状態になる。よってその次にクロック信号が入力されると、それが出
力端子に伝達され、出力信号が出力される。つまり、第１電圧信号がＬレベル、第２電圧
信号がＨレベルである場合には、各単位シフトレジスタは自己の次段の出力信号を時間的
にシフトし、それを自己の出力信号として前段へと出力するように動作する。その結果、
多段の双方向シフトレジスタは、逆方向走査を行うことになる。
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【００１９】
　このように、従来の双方向単位シフトレジスタ（特許文献２の図１７）は、第３および
第４トランジスタ（Ｍ３，Ｍ５）を通して第１トランジスタ（Ｍ１）のゲートに供給され
る第１および第２電圧信号（Ｖｂｕｆ，Ｖｄｉｓ）のレベルを切り替えることによって、
信号のシフト方向が切り替わるようになっている。
【００２０】
　先に述べたように、特許文献２の図１６の双方向シフトレジスタは、１種類の制御信号
（スタート信号）のみを用いて動作させることが可能である。それを可能にするために、
第１段目（ＳＲＣ１）のさらに前段に第１ダミー段（０）が設けられ、最後段（ＳＲＣ４
）のさらに後段に第２ダミー段（１）が設けられている。第１ダミー段（０）の出力信号
は、逆方向走査時のエンド信号として利用でき、第２ダミー段（１）の出力信号は順方向
走査時のエンド信号として利用できる。
【００２１】
　第１段目（ＳＲＣ１）の第３トランジスタのゲートには、スタート信号（ＳＴＶ）また
は第１ダミー段の出力信号（逆方向走査時のエンド信号）が、走査方向に応じて選択的に
入力されるように、第１および第２電圧信号（Ｖｂｕｆ，Ｖｄｉｓ）で制御される２つの
選択トランジスタ（Ｍ８，Ｍ９）が設けられる（同図１９参照）。また同様に、最後段（
ＳＲＣ４）の第４トランジスタのゲートには、スタート信号（ＳＴＶ）または第２ダミー
段の出力信号（順方向走査時のエンド信号）の片方が、走査方向に応じて選択的に入力さ
れるように、第１および第２電圧信号（Ｖｂｕｆ，Ｖｄｉｓ）で制御される２つの選択ト
ランジスタ（Ｍ１０，Ｍ１１）が設けられる（同図２０参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】特開２００１－３５０４３８号公報
【特許文献２】特開２００４－１５７５０８号公報
【特許文献３】特表平１１－５０２３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　ゲート線駆動回路のシフトレジスタを非晶質シリコンＴＦＴ（ａ－Ｓｉ ＴＦＴ）で構
成した表示装置は、大面積化が容易で且つ生産性が高く、例えばノート型ＰＣの画面や大
画面ディスプレイ装置などに広く採用されている。しかしその反面、ａ－Ｓｉ ＴＦＴは
ゲート電極が継続的に正バイアスされた場合に、そのしきい値電圧が正方向にシフトして
駆動能力（電流を流す能力）が小さくなる傾向がある。
【００２４】
　特許文献２の図１７の各単位シフトレジスタでは、その非選択期間の間、第２ノードが
Ｈレベルに固定される。つまり各単位シフトレジスタにおいては、上記の第２トランジス
タ（Ｍ２）（出力プルダウントランジスタ）並びに第５トランジスタ（Ｍ４）ゲートが約
１フレーム期間（約１６ｍｓ）、直流的に正バイアスされる動作が連続的に行われる。よ
って、それらの駆動能力が次第に低下する。
【００２５】
　第２トランジスタの駆動能力が低下すると、ノイズ等に起因して出力端子に不要に電荷
が供給されたときに、その電荷を放電することができず、ゲート線が誤って活性化される
という誤動作が生じる。また第５トランジスタの駆動能力が低下すると、非活性期間の第
１ノードのレベルが上昇しやすくなるので、第１トランジスタがオンしやすくなり、これ
もゲート線が誤って活性化される原因となる。
【００２６】
　また、このしきい値電圧シフトの問題は、ａ－Ｓｉ ＴＦＴのみならず有機ＴＦＴにお
いても同様に生じることが分かっている。
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【００２７】
　先に述べたように、特許文献２の図１６の双方向シフトレジスタは、スタート信号のみ
で動作させるために、第１段目の単位シフトレジスタ（ＳＲＣ１）の第３トランジスタの
ゲートに、それぞれ第１および第２電圧信号（Ｖｂｕｆ，Ｖｄｉｓ）で制御される２つの
選択トランジスタ（Ｍ８，Ｍ９）が接続される。同様に、最後段の単位シフトレジスタ（
ＳＲＣ４）の第４トランジスタのゲートにも、第１および第２電圧信号（Ｖｂｕｆ，Ｖｄ
ｉｓ）で制御される２つの選択トランジスタ（Ｍ１０，Ｍ１１）が接続される。
【００２８】
　第１段目の単位シフトレジスタに設けられる選択トランジスタは、第３トランジスタを
駆動するものであり、最後段の単位シフトレジスタに設けられる選択トランジスタは、第
４トランジスタを駆動するものである。第１および第２電圧信号（Ｖｂｕｆ，Ｖｄｉｓ）
は、走査方向が切り換わらない限り一定レベルに維持される直流的な信号である。従って
、それに制御される上記４つの選択トランジスタ（Ｍ８～Ｍ１０）にもしきい値電圧のシ
フトが生じる。
【００２９】
　選択トランジスタはソースフォロア動作するため、しきい値電圧のシフトが生じるとそ
のシフト分だけ第１段目の第３トランジスタおよび最後段の第４トランジスタのゲートに
供給される信号のレベルが下がり、それらの駆動能力が低下する。そうなると、第１段目
あるいは最後段の第１トランジスタ（Ｍ１）のゲート（第１ノード）が充分に充電されな
くなり、当該第１トランジスタの駆動能力が低下する。その結果、第１段目あるいは最後
段の単位シフトレジスタにおいて、ゲート線の充電能力が低下してしまう。またそれによ
って信号のシフト動作が正常に行われなくなることも懸念される。
【００３０】
　トランジスタのしきい値電圧シフトは、特許文献２の図１６のダミー段（ダミーステー
ジ０，１）の回路においても問題を生じさせる。例えば第１ダミー段（同図１８）では、
その第１トランジスタ（Ｍ１）のゲートは、第１段目の出力信号が入力されると充電され
、スタート信号が入力されたときに放電される。よって順方向走査時には、第１ダミー段
の第１トランジスタのゲートが約１フレーム期間（約１６ｍｓ）、直流的に正バイアスさ
れる動作が連続的に行われ、次第にその駆動能力が低下する。
【００３１】
　そうなると、その後に逆方向走査に切り換わったとき、第１ダミー段は、第１段目の第
３トランジスタのゲートへ、充分な充電能力を有する信号（逆方向走査時のエンド信号）
を供給することができない。その結果、第１段目の第１トランジスタのゲート（第１ノー
ド）を充分に放電することができなくなり、当該第１トランジスタがオフにならずに第１
段目から誤信号が出力される。なお、逆方向走査時には、第２ダミー段（図２１）にて同
様の問題が生じるため、逆方向走査から順方向走査に切り換わったときに、最後段から誤
信号が出力されるようになる。
【００３２】
　本発明は以上のような課題を解決するために成されたものであり、１種類のスタート信
号のみを用いて動作可能な双方向シフトレジスタにおいて、それを構成するトランジスタ
のしきい値電圧シフトに起因する誤動作の発生を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　本発明に係るゲート線駆動回路は、表示パネルのゲート線を駆動し、信号のシフト方向
を変更可能な多段のシフトレジスタと、前記多段のシフトレジスタの最前段のさらに前段
に設けられたダミーのシフトレジスタである第１ダミー段と、前記多段のシフトレジスタ
の最後段のさらに次段に設けられたダミーのシフトレジスタである第２ダミー段とを備え
るゲート線駆動回路であって、前記第１ダミー段は、前記最前段から前記最後段へ向けて
信号をシフトさせる順方向走査時には信号を出力せず、前記最後段から前記最前段へ向け
て信号をシフトさせる逆方向走査時には、前記最前段の出力信号に応じて第１ダミー信号
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を出力し、前記第２ダミー段は、前記逆方向走査時には信号を出力せず、前記順方向走査
時には、前記最後段の出力信号に応じて第２ダミー信号を出力し、前記第１ダミー信号は
、前記逆方向走査時に、前記最前段の動作を終了させるエンド信号として用いられ、前記
第２ダミー信号は、前記順方向走査時に、前記最後段の動作を終了させるエンド信号とし
て用いられ、前記第１および第２ダミー段の各々は、第１入力端子、第１出力端子、第１
クロック端子および第１リセット端子と、前記第１クロック端子に入力される第１クロッ
ク信号を前記第１出力端子に供給する第１トランジスタと、前記第１出力端子を放電する
第２トランジスタと、前記第１入力端子に接続した制御電極を有し、前記第１トランジス
タの制御電極が接続する第１ノードを充電する第３トランジスタと、前記第１リセット端
子に接続した制御電極を有し、前記第１ノードを放電する第４トランジスタとを備え、前
記第２ダミー段においては、前記第３トランジスタの一方の主電極は前記第１ノードに接
続し、他方の主電極には前記順方向走査が行われる間活性化される第１電圧信号が供給さ
れ、前記第１入力端子には、前記最後段の出力信号が入力されており、前記第１ダミー段
においては、前記第３トランジスタの一方の主電極は前記第１ノードに接続し、他方の主
電極には前記逆方向走査が行われる間活性化される第２電圧信号が供給され、前記第１入
力端子には、前記最前段の出力信号が入力されている。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、第１ダミー段は、順方向走査時には信号を出力せず、第２ダミー段は
、逆方向走査時には信号を出力しないので、第１および第２ダミー段の出力端子を充電す
るトランジスタのしきい値電圧シフトを抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態に係る表示装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図２】実施の形態１に係る双方向単位シフトレジスタを用いたゲート線駆動回路の構成
例を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１に係る単位シフトレジスタおよびダミー段の回路構成を示す図であ
る。
【図４】実施の形態１に係る単位シフトレジスタの回路構成を示す図である。
【図５】実施の形態１に係る単位シフトレジスタおよびダミー段の回路構成を示す図であ
る。
【図６】実施の形態１に係るゲート線駆動回路の順方向走査時の動作を示すタイミング図
である。
【図７】実施の形態１に係るゲート線駆動回路の逆方向走査時の動作を示すタイミング図
である。
【図８】実施の形態２に係るダミー段の回路構成を示す図である。
【図９】実施の形態３に係るダミー段の回路構成を示す図である。
【図１０】実施の形態３に係るゲート線駆動回路の順方向走査時の動作を示すタイミング
図である。
【図１１】実施の形態３に係るゲート線駆動回路の逆方向走査時の動作を示すタイミング
図である。
【図１２】実施の形態４に係るダミー段の回路構成を示す図である。
【図１３】実施の形態５に係る双方向単位シフトレジスタを用いたゲート線駆動回路の構
成例を示すブロック図である。
【図１４】実施の形態５に係る単位シフトレジスタおよびダミー段の回路構成を示す図で
ある。
【図１５】実施の形態５に係る単位シフトレジスタの回路構成を示す図である。
【図１６】実施の形態５に係る単位シフトレジスタおよびダミー段の回路構成を示す図で
ある。
【図１７】実施の形態５に係る単位シフトレジスタの変形例を説明するための図である。
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【図１８】実施の形態５に係るダミー段の変形例を示す図である。
【図１９】実施の形態５に係るダミー段の変形例を示す図である。
【図２０】実施の形態５に係るダミー段の変形例を示す図である。
【図２１】実施の形態６に係る単位シフトレジスタおよびダミー段の回路構成を示す図で
ある。
【図２２】実施の形態６に係る単位シフトレジスタの回路構成を示す図である。
【図２３】実施の形態６に係る単位シフトレジスタおよびダミー段の回路構成を示す図で
ある。
【図２４】実施の形態６に係るダミー段の変形例を示す図である。
【図２５】実施の形態６に係るダミー段の変形例を示す図である。
【図２６】実施の形態６に係るダミー段の変形例を示す図である。
【図２７】実施の形態７に係るダミー段の変形例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　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。
【００３７】
　＜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１０の全体構成を示している。
【００３８】
　液晶表示装置１０は、液晶アレイ部２０と、ゲート線駆動回路（走査線駆動回路）３０
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
態に係る双方向シフトレジスタはゲート線駆動回路３０に搭載される。
【００３９】
　液晶アレイ部２０は、行列状に配設された複数の画素２５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
ＧＬ」）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２５、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。
【００４０】
　各画素２５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イッ
チ素子２６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２７および液晶表示素子２８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２８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２８の表示輝度が変化する。これにより、データ線ＤＬおよび画素スイッチ
素子２６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。
【００４１】
　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。本実施の形態では、ゲート線駆動回路３０は双方向シフトレジスタにより構成され
ており、ゲート線ＧＬを活性化させる順番の向きを切り替えることができる。画素スイッ
チ素子２６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、画素スイッチ素子２６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
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ドＮｐへ伝達された表示電圧がキャパシタ２７によって保持される。一般的に、画素スイ
ッチ素子２６は、液晶表示素子２８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。
【００４２】
　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。
【００４３】
　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。
【００４４】
　表示信号ＳＩＧにおいては、各々の画素２５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２０中のいずれか１つの画素２５における表示輝度を示し
ている。
【００４５】
　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。
【００４６】
　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。
【００４７】
　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。
【００４８】
　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。
【００４９】
　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。
【００５０】
　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、それぞれデータ線ＤＬ1，ＤＬ2，…に
出力する。
【００５１】
　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へ出力し、ゲート線駆動回路３０がその走査
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周期に同期してゲート線ＧＬ1，ＧＬ2，…をこの順あるいはその逆順に駆動することによ
り、液晶アレイ部２０に表示信号ＳＩＧに基づいた画像あるいはその反転画像の表示が成
される。
【００５２】
　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２０
と一体的に形成された液晶表示装置１０の構成例を示したが、ゲート線駆動回路３０と液
晶アレイ部２０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２０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２０の外部回路として設けることも可能である。
【００５３】
　図２は、ゲート線駆動回路３０の構成を示す図である。このゲート線駆動回路３０は、
１種類のスタート信号を用いて動作可能であり、複数段の双方向シフトレジスタにより構
成されている。即ち、当該ゲート線駆動回路３０は縦続接続（カスケード接続）したｎ個
の双方向単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ2，ＳＲ3，ＳＲ4，…，ＳＲnから成っている（
以下、縦続接続するシフトレジスタＳＲ1，ＳＲ2，…，ＳＲnを「単位シフトレジスタＳ
Ｒ」と総称する）。
【００５４】
　単位シフトレジスタＳＲは、１つの画素ライン即ち１つのゲート線ＧＬ毎に１つずつ設
けられ、それぞれのゲート線ＧＬは、対応する単位シフトレジスタＳＲの出力端子ＯＵＴ
に接続される。つまり、単位シフトレジスタＳＲの出力端子ＯＵＴに出力される信号（出
力信号）が、ゲート線ＧＬを活性化するための垂直（水平）走査パルスとなる。
【００５５】
　ゲート線駆動回路３０では、それらｎ個の単位シフトレジスタＳＲ1～ＳＲnがゲート線
を駆動することになる。第１段目の単位シフトレジスタＳＲ1のさらに前段には、ダミー
のシフトレジスタであるダミー段ＳＲＤ１が接続され、また最後段の単位シフトレジスタ
ＳＲnのさらに次段には、ダミーのシフトレジスタであるダミー段ＳＲＤ２が接続される
。以下、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２を除くゲート線を駆動するための単位シフトレジス
タＳＲ1～ＳＲnを、「ゲート線駆動段」と総称することもある。
【００５６】
　図２の如く、ゲート線駆動段の単位シフトレジスタＳＲのそれぞれは、第１入力端子Ｉ
Ｎ１、第２入力端子ＩＮ２、出力端子ＯＵＴ、第１クロック端子ＣＫ１、第２クロック端
子ＣＫ２、第１電圧信号端子Ｔ１および第２電圧信号端子Ｔ２を有している。
【００５７】
　但し、ゲート線駆動段の最前段および最後段である単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnは
、さらにリセット端子ＲＳＴを備えている。また、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２はそれぞ
れ、入力端子ＩＮ、出力端子ＯＵＴ、第１クロック端子ＣＫ１、第２クロック端子ＣＫ２
およびリセット端子ＲＳＴを有している。単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnおよびダミー
段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２に設けられたリセット端子ＲＳＴは、それら各々を後述の「リセッ
ト状態」にするための制御端子である。
【００５８】
　クロック発生器３１は、互いに位相が異なる２相のクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫを、
ゲート線駆動段およびダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２に供給するものである。これらクロッ
ク信号ＣＬＫ，／ＣＬＫは、互いに相補関係にあり、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（互いの活性期間は重ならない）。
【００５９】
　ゲート線駆動段の各単位シフトレジスタＳＲおよびダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の第１
および第２クロック端子ＣＫ１，ＣＫ２には、クロック発生器３１が出力するクロック信
号ＣＬＫ，／ＣＬＫが供給される。奇数段の単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ3，…，ＳＲ

n-1とダミー段ＳＲＤ２では、第１クロック端子ＣＫ１にクロック信号ＣＬＫが、第２ク
ロック端子ＣＫ２にクロック信号／ＣＬＫがそれぞれ入力される。偶数段の単位シフトレ
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ジスタＳＲ2，ＳＲ4，…，ＳＲnおよびダミー段ＳＲＤ１では、反対に第１クロック端子
ＣＫ１にクロック信号／ＣＬＫが、第２クロック端子ＣＫ２にクロック信号ＣＬＫがそれ
ぞれ入力される。
【００６０】
　電圧信号発生器３３は、双方向シフトレジスタにおける信号のシフト方向（走査方向）
を決定する第１電圧信号Ｖｎおよび第２電圧信号Ｖｒを生成する。電圧信号発生器３３は
、前段から後段への向き（順方向）すなわち単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲ2，ＳＲ3，
…の順に信号をシフトさせる場合に、第１電圧信号ＶｎをＨレベルにし（活性化）、第２
電圧信号ＶｒをＬレベルにする。逆に、後段から前段への向き（逆方向）すなわち単位シ
フトレジスタＳＲn，ＳＲn-1，ＳＲn-2，…の順に信号をシフトさせる場合には、第２電
圧信号ＶｒをＨレベル（活性化）、第１電圧信号ＶｎをＬレベルにする。つまり第１およ
び第２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒは互いに相補な関係になる。第１電圧信号Ｖｎは、各単位シフ
トレジスタＳＲの第１電圧信号端子Ｔ１に入力され、第２電圧信号Ｖｒは、各単位シフト
レジスタＳＲの第２電圧信号端子Ｔ２に入力される。
【００６１】
　スタート信号発生器３２は、第１および第２制御信号ＳＴｎ，ＳＴｒを生成する。第１
および第２制御信号ＳＴｎ，ＳＴｒは、走査方向に応じて片方がスタート信号となり、他
方はＬレベルに固定される信号である。第１制御信号ＳＴｎは、ゲート線駆動段の最前段
である単位シフトレジスタＳＲ1の第１入力端子ＩＮ１に入力され、第２制御信号ＳＴｒ
は、ゲート線駆動段の最後段である単位シフトレジスタＳＲnの第２入力端子ＩＮ２に入
力される。順方向走査時には、第１制御信号ＳＴｎがスタート信号となり、第２制御信号
ＳＴｒはＬレベルに固定される。逆方向走査時には、第２制御信号ＳＴｒがスタート信号
となり、第１制御信号ＳＴｎはＬレベルに固定される。
【００６２】
　Ｌレベルに固定される信号は低電位側電源（後述の電位ＶＳＳの供給源）から供給する
ことができるので、スタート信号発生器３２は、順方向走査時および逆方向走査時に、そ
れぞれ１種類のスタート信号のみを生成することになる。つまり、この双方向シフトレジ
スタの動作には、信号のシフト動作を終了させるためのエンド信号が不要である。その理
由は、順方向走査時にはダミー段ＳＲＤ２の出力信号Ｄ２（以下「ダミー信号Ｄ２」）が
エンド信号として機能し、逆方向走査時にはダミー段ＳＲＤ１の出力信号Ｄ１（以下「ダ
ミー信号Ｄ１」）がエンド信号として機能するからである。
【００６３】
　クロック発生器３１、スタート信号発生器３２、電圧信号発生器３３が生成するクロッ
ク信号ＣＬＫ，／ＣＬＫ、第１および第２制御信号ＳＴｎ，ＳＴｒおよび第１および第２
電圧信号Ｖｎ，Ｖｒは、各々のプログラムあるいは配線の接続変更により、走査方向に応
じて互いに交換できるようになっている。配線の接続変更による交換は、表示装置の製造
前に走査方向を固定するような場合に有効である。またプログラムによる交換は、表示装
置の製造後にシフト方向を固定する、あるいは表示装置の使用中に走査方向を変更可能に
する場合に有効である。
【００６４】
　図２のように、各単位シフトレジスタＳＲの出力端子ＯＵＴは、自己の次段の第１入力
端子ＩＮ１、および自己の前段の第２入力端子ＩＮ２に接続する。言い換えれば、各単位
シフトレジスタＳＲの第１入力端子ＩＮ１は、自己の前段の出力端子ＯＵＴに接続され、
第２入力端子ＩＮ２は自己の後段の出力端子ＯＵＴに接続される。それにより単位シフト
レジスタＳＲは双方向に縦続接続することになる。
【００６５】
　但し、単位シフトレジスタＳＲ1においては、出力端子ＯＵＴが単位シフトレジスタＳ
Ｒ2の第１入力端子ＩＮ１とダミー段ＳＲＤ１の入力端子ＩＮに接続され、第１入力端子
ＩＮ１には上述のとおり第１制御信号ＳＴｎが入力され、リセット端子ＲＳＴがダミー段
ＳＲＤ１の出力端子ＯＵＴに接続される。またダミー段ＳＲＤ１のリセット端子ＲＳＴに
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は、その第２クロック端子ＣＫ２と同じくクロック信号ＣＬＫが入力される。
【００６６】
　一方、単位シフトレジスタＳＲnにおいては、出力端子ＯＵＴが単位シフトレジスタＳ
Ｒn-1の第１入力端子ＩＮ２とダミー段ＳＲＤ２の入力端子ＩＮに接続され、第１入力端
子ＩＮ１には上述のとおり第２制御信号ＳＴｒが入力され、リセット端子ＲＳＴがダミー
段ＳＲＤ２の出力端子ＯＵＴに接続される。またダミー段ＳＲＤ２のリセット端子ＲＳＴ
には、その第２クロック端子ＣＫ２と同じくクロック信号／ＣＬＫが入力される。
【００６７】
　本実施の形態においては、ゲート線駆動段およびダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２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り、ここでは全てＮ型の
ａ－Ｓｉ ＴＦＴであるものとする。Ｎ型ＴＦＴは、ゲートがＨレベルになると活性（オ
ン）状態となり、Ｌレベルで非活性（オフ）状態となる。ただし、単位シフトレジスタお
よびダミーシフトレジスタはＰ型トランジスタで構成することも可能である。Ｐ型トラン
ジスタの場合はゲートがＬレベルになると活性（オン）状態となり、Ｈレベルで非活性（
オフ）状態となる。また本発明の適用はａ－Ｓｉ ＴＦＴに限定されるものではなく、例
えば有機ＴＦＴ等で構成された単位シフトレジスタＳＲに対しても適用可能である。
【００６８】
　図３～図５は、本実施の形態に係るゲート線駆動回路３０の具体的回路構成を示す図で
ある。図３は、ダミー段ＳＲＤ１およびゲート線駆動段の最前の２段（単位シフトレジス
タＳＲ1，ＳＲ2）を示している。図４は、ゲート線駆動段の中間段として第ｋ－１段目か
ら第ｋ＋１段目まで（単位シフトレジスタＳＲk-1，ＳＲk，ＳＲk+1）を示している。ま
た図５は、ゲート線駆動段の最後の２段（単位シフトレジスタＳＲn-1，ＳＲn）およびダ
ミー段ＳＲＤ２を示している。
【００６９】
　ゲート線駆動段の最前段および最後段（単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲn）と、中間段
（単位シフトレジスタＳＲ2～ＳＲn-1）と、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２とでは、それぞ
れ少しずつ回路構成が異なっている。但し図３～図５では、それらにおいて同様に機能す
る要素には同一の符号を付してある。
【００７０】
　まずゲート線駆動段の中間段（第２段目～第ｎ－１段目）の単位シフトレジスタＳＲの
構成について説明する。中間段の単位シフトレジスタＳＲは、全て同じ構成を有している
ので、ここでは代表的に、図４に示す単位シフトレジスタＳＲkについて説明する。
【００７１】
　図４の如く、単位シフトレジスタＳＲkは、既に図２で示した第１，第２入力端子ＩＮ
１，ＩＮ２、出力端子ＯＵＴ、第１および第２クロック端子ＣＫ１，ＣＫ２および第１，
第２電圧信号端子Ｔ１，Ｔ２の他に、低電位側電源電位ＶＳＳが供給される第１電源端子
Ｓ１を有している。以下の説明では、低電位側電源電位ＶＳＳを回路の基準電位（＝０Ｖ
）とする。但し実使用では、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、例えば高電位側電源電位（ＶＤＤ）は１７Ｖ、低電位側電源電位（ＶＳＳ）は－
１２Ｖなどと設定される。
【００７２】
　図４に示すように、単位シフトレジスタＳＲkの出力段は、出力端子ＯＵＴと第１クロ
ック端子ＣＫ１との間に接続するトランジスタＱ１および、共に出力端子ＯＵＴと第１電
源端子Ｓ１との間に接続するトランジスタＱ２，Ｑ７により構成されている。即ち、トラ
ンジスタＱ１は、第１クロック端子ＣＫ１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Ｑ２，Ｑ７はそれぞれ、第１電源端子Ｓ１の電位（低
電位側電源電位ＶＳＳ）を出力端子ＯＵＴに供給することで出力端子ＯＵＴを放電するも
のである。ここでトランジスタＱ１のゲート（制御電極）が接続するノードを「ノードＮ
１」、トランジスタＱ２のゲートが接続するノードを「ノードＮ２」と定義する。
【００７３】
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　トランジスタＱ１のゲート・ソース間すなわちノード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。
【００７４】
　ノードＮ１と第１電圧信号Ｖｎが入力される第１電圧信号端子Ｔ１との間には、ゲート
が第１入力端子ＩＮ１に接続したトランジスタＱ３が接続し、またノードＮ１と第２電圧
信号Ｖｒが入力される第２電圧信号端子Ｔ２との間には、ゲートが第２入力端子ＩＮ２に
接続したトランジスタＱ４が接続する。即ち、トランジスタＱ３は、第１入力端子ＩＮ１
に入力される信号（第１入力信号）に基づいて、第１電圧信号ＶｎをノードＮ１に供給す
るものである。またトランジスタＱ４は、第２入力端子ＩＮ２に入力される信号（第２入
力信号）に基づいて、第２電圧信号ＶｒをノードＮ１に供給するものである。
【００７５】
　また単位シフトレジスタＳＲkは、共にノードＮ１を入力端とする２つのインバータを
備えている。その一つはトランジスタＱ６と容量素子Ｃ２とから成るインバータ（以下「
第１インバータ」）であり、もう一つはトランジスタＱ９と容量素子Ｃ３とから成るイン
バータ（以下「第２インバータ」）である。
【００７６】
　第１インバータにおいて、トランジスタＱ６は、ノードＮ２と第１電源端子Ｓ１との間
に接続し、そのゲートがノードＮ１に接続する。容量素子Ｃ２は、ノードＮ２と第１クロ
ック端子ＣＫ１との間に接続される。即ち第１インバータは、容量素子Ｃ２を負荷素子と
する容量性負荷型のインバータであり、ノードＮ１を入力端とし、ノードＮ２を出力端と
している。但し当該第１インバータは、第１クロック端子ＣＫ１に入力されるクロック信
号が電源として供給されている点で、通常のインバータとは異なっている。つまり当該第
１インバータは、第１クロック端子ＣＫ１に入力されるクロック信号により活性化される
交流的な動作を行う。そのため容量素子Ｃ２は、第１インバータの負荷素子であると共に
、その出力端（ノードＮ２）と第１クロック端子ＣＫ１との間の結合容量としても機能す
る。
【００７７】
　一方、第２インバータにおいては、トランジスタＱ９は、当該第２インバータの出力端
となるノード（「ノードＮ３」と定義する）と、第１電源端子Ｓ１との間に接続し、その
ゲートがノードＮ１に接続する。容量素子Ｃ３は、ノードＮ３と第２クロック端子ＣＫ２
との間に接続される。即ち第２インバータは、容量素子Ｃ３を負荷素子とする容量性負荷
型のインバータであり、ノードＮ１を入力端とし、ノードＮ３を出力端としている。但し
当該第２インバータは、第２クロック端子ＣＫ２に入力されるクロック信号が電源として
供給される点で、通常のインバータとは異なっている。つまり当該第２インバータは、第
２クロック端子ＣＫ２に入力されるクロック信号により活性化される交流的な動作を行う
。そのため容量素子Ｃ３は、第２インバータの負荷素子であると共に、その出力端（ノー
ドＮ３）と第２クロック端子ＣＫ２との間の結合容量としても機能する。
【００７８】
　第１インバータの出力端は、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続したトランジ
スタＱ５のゲートに接続される。また第２インバータの出力端は、同じくノードＮ１と第
１電源端子Ｓ１との間に接続したトランジスタＱ８のゲートに接続される。つまりこれら
トランジスタＱ５，Ｑ８は、それぞれノードＮ１のレベルを第１および第２インバータが
反転させたレベルに基づいて制御され、ノードＮ１を放電するトランジスタである。
【００７９】
　また第１インバータの出力端は、単位シフトレジスタＳＲkの出力端子ＯＵＴを放電（
プルダウン）する出力プルダウントランジスタであるトランジスタＱ２のゲートノード（
ノードＮ２）である。つまりトランジスタＱ２も、ノードＮ１のレベルを第１インバータ
が反転させたレベルに基づいて制御されている。よって第１インバータは、出力プルダウ
ントランジスタ（トランジスタＱ２）を駆動するための「プルダウン駆動回路」（特許文



(16) JP 5496270 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

献２の図１７におけるトランジスタＭ６，Ｍ７から成るインバータに相当）としても機能
している。一方、トランジスタＱ２に並列に接続したもう一つの出力プルダウントランジ
スタであるトランジスタＱ７のゲートは、第２クロック端子ＣＫ２に接続される。
【００８０】
　次に図３および図５を参照し、ゲート線駆動段の最前段および最後段である単位シフト
レジスタＳＲ1，ＳＲnの構成について説明する。図３および図５から分かるように、単位
シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnは共に同じ回路構成を有しており、それは上で説明した中間
段の単位シフトレジスタＳＲkに類似している。即ち、単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲn

は、中間段の単位シフトレジスタＳＲkの回路に対し、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１と
の間に接続し、ゲートがリセット端子ＲＳＴに接続したトランジスタＱ１０をさらに備え
るものである。
【００８１】
　続いて、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の構成について説明する。図３および図５から分
かるように、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は共に同じ回路構成を有しており、それらも中
間段の単位シフトレジスタＳＲkに類似している。即ち、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は
、中間段の単位シフトレジスタＳＲkの回路に対し、第２インバータ（容量素子Ｃ３およ
びトランジスタＱ９）およびトランジスタＱ８が省略され、且つ、トランジスタＱ３，Ｑ
４に代えて下記のトランジスタＱ３Ｄ，Ｑ４Ｄを備えるものである。
【００８２】
　トランジスタＱ３Ｄ，Ｑ４Ｄは、共にノードＮ１と入力端子ＩＮとの間に接続している
。そのうちトランジスタＱ３Ｄのゲートは入力端子ＩＮに接続する（即ちトランジスタＱ
３Ｄは、入力端子ＩＮ側がアノード、ノードＮ１側がカソードとなるようにダイオード接
続されている）。よってトランジスタＱ３Ｄは、入力端子ＩＮに入力される信号に応じて
ノードＮ１を充電するように機能する。一方、トランジスタＱ４Ｄのゲートはリセット端
子ＲＳＴに接続される。よってトランジスタＱ４Ｄは、入力端子ＩＮがＬレベルのときに
クロック信号ＣＬＫに応じてノードＮ１を放電するように機能する。
【００８３】
　実施の形態１に係るゲート線駆動回路３０の動作を説明する。以下では簡単のため、ク
ロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫ、第１および第２制御信号ＳＴｎ，ＳＴｒ、並びに第１およ
び第２電圧信号Ｖｎ，ＶｒのＨレベルおよびＬレベルの電位はそれぞれ互いに等しいもの
とし、そのＨレベルの電位は高電位側電源電位ＶＤＤ、Ｌレベルの電位は低電位側電源電
位ＶＳＳであるとする。また電位ＶＳＳは０Ｖとする。さらに、単位シフトレジスタＳＲ
およびダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２を構成する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。
【００８４】
　以下では説明の便宜のため、クロック信号ＣＬＫの活性期間（Ｈレベルになる期間）と
クロック信号／ＣＬＫの活性期間との間に一定の間隔を設けた例を示すが、この間隔は無
くてもよい。即ち、クロック信号ＣＬＫが立ち上がるのと同時にクロック信号／ＣＬＫが
立ち下がり、クロック信号ＣＬＫが立ち下がるのと同時にクロック信号／ＣＬＫが立ち上
がるような２相クロックでよい。
【００８５】
　まず図４を参照し、ゲート線駆動段の中間段である第ｋ段目の単位シフトレジスタＳＲ

kの順方向走査時の動作を説明する。順方向走査時には、電圧信号発生器３３から供給さ
れる第１電圧信号ＶｎはＨレベル（ＶＤＤ）であり、第２電圧信号ＶｒはＬレベル（ＶＳ
Ｓ）である。
【００８６】
　ここで、単位シフトレジスタＳＲkの第１クロック端子ＣＫ１には、図４の如くクロッ
ク信号ＣＬＫが入力され、第２クロック端子ＣＫ２にはクロック信号／ＣＬＫが入力され
るものと仮定する（図２の奇数段に相当）。また、第ｉ段目の単位シフトレジスタＳＲi

の出力信号をＧiと表す。
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【００８７】
　初期状態として、単位シフトレジスタＳＲkのノードＮ１が充電されておらずＬレベル
である状態（ノードＮ１がＬレベルの状態を「リセット状態」と称する）を仮定する。ノ
ードＮ１がＬレベルのときにはトランジスタＱ６，Ｑ９はオフであるので、ノードＮ２，
Ｎ３はフローティング状態になるが、初期状態ではその両者ともＬレベルであると仮定す
る。またこのときクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫはいずれもＬレベルであるとする。
【００８８】
　そしてクロック信号／ＣＬＫの立ち上がりのタイミングで、前段の単位シフトレジスタ
ＳＲk-1から出力信号Ｇk-1が出力され、単位シフトレジスタＳＲ1の第１入力端子ＩＮ１
に入力されたとする。
【００８９】
　すると単位シフトレジスタＳＲkでは、トランジスタＱ３がオンし、ノードＮ１が充電
されてＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）になる（ノードＮ１がＨレベルの状態を「セット状態
」と称する）。応じてトランジスタＱ１がオンになる。この時点ではクロック信号ＣＬＫ
はＬレベルであるので、トランジスタＱ１がオンすることにより、出力端子ＯＵＴは低イ
ンピーダンスのＬレベルになる。またクロック信号／ＣＬＫがＨレベルであるのでトラン
ジスタＱ７がオンになり、これも出力端子ＯＵＴを低インピーダンスでＬレベルにするよ
うに働く。
【００９０】
　このとき、容量素子Ｃ２およびトランジスタＱ６から成る第１インバータは、電源（ク
ロック信号ＣＬＫ）が供給されておらず非活性状態にある。しかし、ノードＮ１がＨレベ
ルになったことで、トランジスタＱ６がオンするため、その出力端であるノードＮ２は低
インピーダンスでＬレベルになる。よってトランジスタＱ２，Ｑ５はオフを維持する。
【００９１】
　一方、容量素子Ｃ３およびトランジスタＱ９から成る第２インバータには電源（クロッ
ク信号／ＣＬＫ）が供給されるため活性状態になる。その入力端であるノードＮ１がＨレ
ベルであるのでトランジスタＱ９はオンになり、その出力端であるノードＮ３が低インピ
ーダンスでＬレベルになる。よってトランジスタＱ８はオフを維持する。
【００９２】
　その後クロック信号／ＣＬＫおよび前段の出力信号Ｇk-1がＬレベルになると、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－Ｖｔ
ｈ）に維持される。またトランジスタＱ７もオフになるが、トランジスタＱ１がオンを維
持するため、出力端子ＯＵＴは低インピーダンスのＬレベルに維持される。またこのとき
第１および第２インバータは非活性状態になるので、それらの出力端であるノードＮ２，
Ｎ３は共にＬレベルを維持し、トランジスタＱ５，Ｑ８はオフを維持する。
【００９３】
　次いでクロック信号ＣＬＫが立ち上がると、第１インバータが活性化されるが、ノード
Ｎ１がＨレベルであるのでトランジスタＱ６はオンを維持し、ノードＮ２は低インピーダ
ンスでＬレベルに維持される。つまりこのときトランジスタＱ１はオン、トランジスタＱ
２，Ｑ７はオフである。よってクロック信号ＣＬＫの立ち上がりに伴い、出力端子ＯＵＴ
（出力信号Ｇk）のレベルがＨレベルへと上昇する。出力端子ＯＵＴのレベルが上昇する
と、トランジスタＱ１のゲート・チャネル間容量および容量素子Ｃ１を介した結合により
、ノードＮ１のレベルが昇圧される。
【００９４】
　ノードＮ１のレベルが昇圧されることによって、出力信号Ｇkが出力されている間もト
ランジスタＱ１の駆動能力は大きく保たれる。またトランジスタＱ１が非飽和動作を行う
ため、出力信号Ｇkのレベルはクロック信号ＣＬＫのＨレベルと同じＶＤＤにまで達する
。その結果、ゲート線ＧＬkが選択状態となる。以下、単位シフトレジスタＳＲiが出力信
号Ｇiを出力する期間を、単位シフトレジスタＳＲiまたはゲート線ＧＬiの「選択期間」
、それ以外を「非選択期間」と称する。
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【００９５】
　そしてクロック信号ＣＬＫがＬレベルになると、それに追随して出力信号ＧkもＬレベ
ル（ＶＳＳ）となり、ゲート線ＧＬkの選択期間が終了する。また出力信号Ｇkの立ち下が
りに伴い、ノードＮ１のレベルはＶＤＤ－Ｖｔｈに戻る。
【００９６】
　次にクロック信号／ＣＬＫが立ち上がると、このタイミングで次段の単位シフトレジス
タＳＲk+1の出力信号Ｇk+1がＨレベルになる。すると単位シフトレジスタＳＲkのトラン
ジスタＱ４がオンになり、ノードＮ１を放電して低インピーダンスのＬレベルにする。つ
まり単位シフトレジスタＳＲkはリセット状態に戻る。それによりトランジスタＱ１がオ
フになるが、ほぼ同時にトランジスタＱ７がオンになるので出力端子ＯＵＴは低インピー
ダンスのＬレベルに維持される。
【００９７】
　このとき第１インバータは非活性状態であるので、ノードＮ１がＬレベルになってもノ
ードＮ２はＬレベルから変化しない。よってトランジスタＱ２，Ｑ５はオフを維持する。
一方、第２インバータは活性状態にあるので、その入力端であるノードＮ１がＬレベルに
なってトランジスタＱ９がオフになると、その出力端であるノードＮ３はＨレベルになる
。よってトランジスタＱ８はオンになる。
【００９８】
　そしてクロック信号／ＣＬＫおよび次段の出力信号Ｇk+1がＬレベルになると、トラン
ジスタＱ４，Ｑ７がオフになる。また第２インバータも非活性状態になるので、ノードＮ
３がＬレベルになり、トランジスタＱ８もオフになる。
【００９９】
　しかしその直後にクロック信号ＣＬＫがＨレベルになると、第１インバータが活性化さ
れ、その出力端であるノードＮ２がＨレベルになってトランジスタＱ２，Ｑ５がオンにな
るので、出力端子ＯＵＴおよびノードＮ１は共に低インピーダンスでＬレベルにされる。
【０１００】
　さらにその後、クロック信号ＣＬＫがＬレベルになると、第１インバータが非活性状態
になりトランジスタＱ２，Ｑ５はオフするが、その直後にクロック信号／ＣＬＫがＨレベ
ルになるとトランジスタＱ７がオンになると共に、第２インバータが活性化してトランジ
スタＱ８をオンになるので、出力端子ＯＵＴおよびノードＮ１は共に低インピーダンスで
Ｌレベルになる。
【０１０１】
　これ以降は、再び第１入力端子ＩＮ１に前段の出力信号Ｇk-1が入力されるまで（即ち
、次フレームにおける単位シフトレジスタＳＲkの選択期間まで）、クロック信号ＣＬＫ
の活性期間にトランジスタＱ２，Ｑ５がオンする動作と、クロック信号／ＣＬＫの活性期
間にトランジスタＱ７，Ｑ８がオンする動作とが交互に繰り返される。つまり非選択期間
の間、出力端子ＯＵＴおよびノードＮ１は共に低インピーダンスでＬレベルに維持される
。
【０１０２】
　以上の順方向走査時の単位シフトレジスタＳＲkの動作をまとめて説明する。第１入力
端子ＩＮ１に前段の出力信号Ｇk-1が入力されると、トランジスタＱ３がオンしてノード
Ｎ１がＨレベルになる。つまり単位シフトレジスタＳＲkはセット状態になる。すると第
１インバータ（容量素子Ｃ２およびトランジスタＱ６）の出力端であるノードＮ２、並び
に第２インバータ（容量素子Ｃ３およびトランジスタＱ９）の出力端であるノードＮ３は
、共にＬレベルに固定される。その結果トランジスタＱ２，Ｑ５，Ｑ８はオフになる。よ
って、次に第１クロック端子ＣＫ１のクロック信号ＣＬＫがＨレベルになるとき、出力端
子ＯＵＴから出力信号Ｇkが出力される（第２クロック端子ＣＫ２には第１クロック端子
ＣＫ１とは位相の異なるクロック信号／ＣＬＫが入力されるので、このときトランジスタ
Ｑ７はオフである）。
【０１０３】



(19) JP 5496270 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

　そして第２入力端子ＩＮ２に次段の出力信号Ｇk+1が入力されると、ノードＮ１はＬレ
ベルになる。つまり単位シフトレジスタＳＲkはリセット状態になる。この状態では、第
１インバータがクロック信号ＣＬＫにより活性化される間、ノードＮ２がＨレベルになり
、また第２インバータがクロック信号／ＣＬＫにより活性化される間、ノードＮ３がＨレ
ベルになる。つまりノードＮ２，Ｎ３はクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫに同期して交互に
Ｈレベルになる。よって非選択期間の出力端子ＯＵＴおよびノードＮ１は、クロック信号
ＣＬＫの活性期間にトランジスタＱ５によって放電（プルダウン）され、クロック信号／
ＣＬＫの活性期間にトランジスタＱ８によって放電される。よって非選択期間の殆どの期
間ノードＮ１は低インピーダンスでＬレベルになる。
【０１０４】
　一方、出力端子ＯＵＴをプルダウンするトランジスタＱ２は、クロック信号ＣＬＫによ
り活性化される第１インバータにより駆動される。またトランジスタＱ７のゲートにはク
ロック信号／ＣＬＫが入力される。よって非選択期間では、出力端子ＯＵＴがトランジス
タＱ２，Ｑ７によって交互に放電され、出力端子ＯＵＴは殆どの期間低インピーダンスで
Ｌレベルになる。従ってその間、出力信号Ｇkは活性化されない。
【０１０５】
　このように動作する複数の単位シフトレジスタＳＲを図２のように縦続接続し、ゲート
線駆動回路３０を構成すると、単位シフトレジスタＳＲ1の第１入力端子ＩＮ１に入力さ
れたスタート信号としての第１制御パルスＳＴｎを切っ掛けにして、図６に示すタイミン
グ図のように、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

，…が順に出力される。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…をこの順に駆動することができる。
【０１０６】
　以上のように本実施の形態の単位シフトレジスタＳＲkでは、非選択期間に出力端子Ｏ
ＵＴを放電するトランジスタＱ２，Ｑ７のゲートは、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫに同
期して交互にＨレベルにされる。つまり直流的にバイアスされない。よってそれらのしき
い値電圧のシフトは抑制され、駆動能力の低下が抑えられており、誤信号としての出力信
号Ｇkの発生をより確実に防止することができる。
【０１０７】
　また非選択期間では、トランジスタＱ５，Ｑ８のゲートもクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬ
Ｋに同期して交互にＨレベルにされる。つまりトランジスタＱ５，Ｑ８のゲートも直流的
にバイアスされないので、そのしきい値電圧のシフトすなわち駆動能力の低下は抑制され
る。
【０１０８】
　トランジスタＱ５，Ｑ８は、非選択期間のノードＮ１を低インピーダンスのＬレベルに
維持するように機能している。例えばノードＮ１が高インピーダンス状態になると、第１
クロック端子ＣＫ１に入力されるクロック信号ＣＬＫの立ち上がり時に、トランジスタＱ
１のドレイン・ゲート間のオーバラップ容量を介した結合によって、ノードＮ１のレベル
が不要に上昇する。その上昇によってトランジスタＱ１がオンすると、誤信号としての出
力信号Ｇｋが出力される。本実施の形態では、トランジスタＱ５，Ｑ８の駆動能力の低下
が抑制されるので、この誤信号の発生をより確実に防止できる。
【０１０９】
　次に、逆方向走査時の単位シフトレジスタＳＲkの動作について説明する。ゲート線駆
動回路３０が逆方向走査を行う場合には、電圧信号発生器３３は、第１電圧信号ＶｎをＬ
レベル（ＶＳＳ）にし、第２電圧信号ＶｒをＨレベル（ＶＤＤ）にする。つまり逆方向走
査時には、順方向シフトのときとは反対に、単位シフトレジスタＳＲkのトランジスタＱ
３がノードＮ１を放電（プルダウン）するトランジスタとして機能し、トランジスタＱ４
がノードＮ１を充電（プルアップ）するトランジスタとして機能する。このようにトラン
ジスタＱ３，Ｑ４の機能が入れ代わるが、単位シフトレジスタＳＲkは順方向走査時とほ
ぼ同様の動作を行う。
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【０１１０】
　即ち、逆方向走査時の単位シフトレジスタＳＲkでは、第２入力端子ＩＮ2に次段の出力
信号Ｇk+1が入力されると、トランジスタＱ４がオンしてノードＮ１がＨレベルになる。
つまり単位シフトレジスタＳＲkはセット状態になる。すると順方向走査時と同様に、第
１インバータ（容量素子Ｃ２およびトランジスタＱ６）の出力端であるノードＮ２、並び
に第２インバータ（容量素子Ｃ３およびトランジスタＱ９）の出力端であるノードＮ３は
、共にＬレベルに固定される。その結果トランジスタＱ２，Ｑ５，Ｑ８はオフになる。よ
って、次に第１クロック端子ＣＫ１のクロック信号ＣＬＫがＨレベルになるとき、出力端
子ＯＵＴから出力信号Ｇkが出力される（第２クロック端子ＣＫ２には第１クロック端子
ＣＫ１とは位相の異なるクロック信号／ＣＬＫが入力されるので、このときトランジスタ
Ｑ７はオフである）。
【０１１１】
　そして第１入力端子ＩＮ１に前段の出力信号Ｇk-1が入力されると、ノードＮ１はＬレ
ベルになる。つまり単位シフトレジスタＳＲkはリセット状態になる。この状態では、順
方向走査時と同様に、第１インバータがクロック信号ＣＬＫにより活性化される間、ノー
ドＮ２がＨレベルになり、また第２インバータがクロック信号／ＣＬＫにより活性化され
る間、ノードＮ３がＨレベルになる。つまりノードＮ２，Ｎ３はクロック信号ＣＬＫ，／
ＣＬＫに同期して交互にＨレベルになる。よって非選択期間の出力端子ＯＵＴおよびノー
ドＮ１は、クロック信号ＣＬＫの活性期間にトランジスタＱ５によって放電（プルダウン
）され、クロック信号／ＣＬＫの活性期間にトランジスタＱ８によって放電される。よっ
て非選択期間の殆どの期間ノードＮ１は低インピーダンスでＬレベルになる。
【０１１２】
　従って、逆方向走査時のゲート線駆動回路３０では、単位シフトレジスタＳＲnの第２
入力端子ＩＮ２に入力されたスタート信号としての第２制御パルスＳＴｒを切っ掛けにし
て、図７に示すタイミング図のように、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫに同期したタイミ
ングで出力信号Ｇn，Ｇn-1，Ｇn-2，…が順に出力される。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ＧＬn，ＧＬn-1，ＧＬn-2，…をこの順に、即ち
順方向シフトとは逆の順に駆動することができる。
【０１１３】
　以上説明した中間段の単位シフトレジスタＳＲkの動作を踏まえ、順方向走査時におけ
る、最前段および最後段の単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnおよびダミー段ＳＲＤ１，Ｓ
ＲＤ２の動作を説明する。
【０１１４】
　ダミー信号Ｄ１がＬレベルのとき、単位シフトレジスタＳＲ1のトランジスタＱ１０は
オフであり、その間の単位シフトレジスタＳＲ1は、中間段の単位シフトレジスタＳＲkと
同様に動作する。よって図６の如く、クロック信号／ＣＬＫの立ち上がりと共に、スター
ト信号としての第１制御信号ＳＴｎが単位シフトレジスタＳＲ1の入力端子ＩＮに入力さ
れると、次にクロック信号ＣＬＫがＨレベルになるタイミングで、単位シフトレジスタＳ
Ｒ1から出力信号Ｇ1が出力される。出力信号Ｇ1は、単位シフトレジスタＳＲ2の第１入力
端子ＩＮ１に入力されると共に、ダミー段ＳＲＤ１の入力端子ＩＮにも入力される。
【０１１５】
　クロック信号ＣＬＫの立ち上がり時に、ダミー段ＳＲＤ１の入力端子ＩＮに出力信号Ｇ

1が入力されると、トランジスタＱ３Ｄがオンになる。トランジスタＱ４Ｄのゲートには
、リセット端子ＲＳＴを介してクロック信号ＣＬＫが入力されるが、ソースにそれと同相
の出力信号Ｇ1が入力されるためこのときトランジスタＱ４Ｄはオンしない。従って、ノ
ードＮ１はトランジスタＱ３ＤによってＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）に充電され、トラン
ジスタＱ１がオンする。つまりダミー段ＳＲＤ１はセット状態になる。このときダミー段
ＳＲＤ１の第１インバータ（容量素子Ｃ２およびトランジスタＱ６）は非活性状態である
が、ノードＮ１がＨレベルになったことにより、トランジスタＱ６がオンするためノード
Ｎ２は低インピーダンスでＬレベルになる。よってトランジスタＱ２がオフになる。
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【０１１６】
　クロック信号ＣＬＫおよび出力信号Ｇ1がＬレベルになると、トランジスタＱ３Ｄ，Ｑ
４Ｄはオフになる。また第１インバータ（容量素子Ｃ２およびトランジスタＱ６）は非活
性状態であり、ノードＮ２はＬレベルなので、トランジスタＱ５もオフである。よってダ
ミー段ＳＲＤ１のノードＮ１はフローティング状態でＨレベルに維持される。
【０１１７】
　次いでクロック信号／ＣＬＫがＨレベルになると、ダミー段ＳＲＤ１からダミー信号Ｄ
１が出力される。ダミー信号Ｄ１は単位シフトレジスタＳＲ1のリセット端子ＲＳＴに入
力され、単位シフトレジスタＳＲ1のトランジスタＱ１０がオンになる。その結果、単位
シフトレジスタＳＲ1のノードＮ１はＬレベルになり、当該単位シフトレジスタＳＲ1はリ
セット状態に戻る。その結果、次フレームにおける単位シフトレジスタＳＲ1の選択期間
まで、出力信号Ｇ1はＬレベルに維持される。
【０１１８】
　ダミー信号Ｄ１を出力した後のダミー段ＳＲＤ１においては、クロック信号／ＣＬＫの
活性化タイミングで、第１インバータがトランジスタＱ２，Ｑ５をオンにする。またクロ
ック信号ＣＬＫの活性化タイミングで、トランジスタＱ７，Ｑ４Ｄがオンになる。つまり
次のフレーム期間に出力信号Ｇ1がＨレベルになるまでの期間、ダミー段ＳＲＤ１のノー
ドＮ１はトランジスタＱ４Ｄ，Ｑ５によって交互に放電されてＬレベルに維持され、同じ
く出力端子ＯＵＴはトランジスタＱ２，Ｑ７によって交互に放電されてＬレベルに維持さ
れる。よってその間、ダミー信号Ｄ１は出力されない。
【０１１９】
　なお、ダミー信号Ｄ１が単位シフトレジスタＳＲ1のリセット端子ＲＳＴに入力される
のと同じタイミングで、単位シフトレジスタＳＲ1の第２入力端子ＩＮ２には、単位シフ
トレジスタＳＲ2の出力信号Ｇ2が入力される。よって、単位シフトレジスタＳＲ1のノー
ドＮ１は、トランジスタＱ４によっても放電される。従って、理論的には順方向走査時に
ダミー段ＳＲＤ１がダミー信号Ｄ１を出力するまでもなく、単位シフトレジスタＳＲ1を
リセット状態にすることはできる。本実施の形態において、そのような動作が行われる理
由については後述する。
【０１２０】
　その後、単位シフトレジスタＳＲ1から出力信号Ｇ1が出力された後は、図６に示したよ
うに、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫに同期したタイミングで、単位シフトレジスタＳＲ

2，ＳＲ3，…，ＳＲnから、順番に出力信号Ｇ2，Ｇ3，…，Ｇnが出力される。
【０１２１】
　ダミー信号Ｄ２がＬレベルのとき、単位シフトレジスタＳＲnのトランジスタＱ１０は
オフであり、その間の単位シフトレジスタＳＲnは、中間段の単位シフトレジスタＳＲkと
同様に動作する。よって図６の如く、クロック信号ＣＬＫの立ち上がりと共に、出力信号
Ｇn-1が単位シフトレジスタＳＲnの入力端子ＩＮに入力されると、次にクロック信号／Ｃ
ＬＫがＨレベルになるタイミングで、単位シフトレジスタＳＲnから出力信号Ｇnが出力さ
れる。出力信号Ｇnは、単位シフトレジスタＳＲn-1の第２入力端子ＩＮ２に入力されると
共に、ダミー段ＳＲＤ２の入力端子ＩＮにも入力される。
【０１２２】
　ダミー段ＳＲＤ２の入力端子ＩＮに出力信号Ｇnが入力されると、ダミー段ＳＲＤ２で
は、トランジスタＱ３ＤがオンになりノードＮ１が充電される。ダミー段ＳＲＤ２のトラ
ンジスタＱ４Ｄのゲートには、リセット端子ＲＳＴに供給されるクロック信号／ＣＬＫが
入力されるが、トランジスタＱ４Ｄのソースには当該クロック信号／ＣＬＫと同相の出力
信号Ｇnが入力されるので、このときトランジスタＱ４Ｄはオンしない。従って、ダミー
段ＳＲＤ２のノードＮ１はトランジスタＱ３ＤによってＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）に充
電される。即ちダミー段ＳＲＤ２はセット状態になり、そのトランジスタＱ１がオンにな
る。
【０１２３】
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　そしてクロック信号／ＣＬＫおよび出力信号ＧnがＬレベルになると、ダミー段ＳＲＤ
２のトランジスタＱ３Ｄ，Ｑ４Ｄはオフになる。また第１インバータ（容量素子Ｃ２およ
びトランジスタＱ６）は非活性状態であるので、トランジスタＱ５もオフである。よって
ダミー段ＳＲＤ２のノードＮ１はフローティング状態でＨレベルに維持される。
【０１２４】
　次いでクロック信号ＣＬＫがＨレベルになると、ダミー段ＳＲＤ２からダミー信号Ｄ２
が出力される。ダミー信号Ｄ２は単位シフトレジスタＳＲnのリセット端子ＲＳＴに入力
され、単位シフトレジスタＳＲnのトランジスタＱ１０がオンになる。その結果、単位シ
フトレジスタＳＲnのノードＮ１はＬレベルになり、当該単位シフトレジスタＳＲnはリセ
ット状態に戻る。
【０１２５】
　ダミー信号Ｄ２を出力した後のダミー段ＳＲＤ２においては、クロック信号ＣＬＫの活
性化タイミングで、第１インバータがトランジスタＱ２，Ｑ５をオンにする。またクロッ
ク信号／ＣＬＫの活性化タイミングで、トランジスタＱ７，Ｑ４Ｄがオンになる。つまり
次のフレーム期間に出力信号ＧnがＨレベルになるまでの期間、ダミー段ＳＲＤ１のノー
ドＮ１はトランジスタＱ４Ｄ，Ｑ５によって交互に放電されてＬレベルに維持され、同じ
く出力端子ＯＵＴはトランジスタＱ２，Ｑ７によって交互に放電されてＬレベルに維持さ
れる。よってその間、ダミー信号Ｄ２は出力されない。
【０１２６】
　このように単位シフトレジスタＳＲnが、それをリセット状態にするためのリセット端
子ＲＳＴおよびトランジスタＱ１０を備えており、ダミー段ＳＲＤ２が出力するダミー信
号Ｄ２がそれに入力されるので、当該ダミー信号Ｄ２を順方向走査時のエンド信号として
機能させることができる。その結果、当該ゲート線駆動回路３０はスタート信号のみで動
作することができる。
【０１２７】
　また、ダミー信号Ｄ１，Ｄ２をそれぞれ出力しない期間のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２
においては、ノードＮ１を放電するトランジスタＱ４Ｄ，Ｑ５のゲートおよび、出力端子
ＯＵＴを放電するトランジスタＱ２，Ｑ７のゲートは、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫに
同期して交互にバイアスされる。つまり継続的にバイアスされないので、それらのしきい
値電圧シフトすなわち駆動能力の低下は抑えられる。よって、ノードＮ１および出力端子
ＯＵＴをより確実に低インピーダンスでＬレベルに維持することができ、誤信号としての
ダミー信号Ｄ２の発生を防止することができる。
【０１２８】
　なお、ゲート線駆動回路３０が逆方向走査を行う場合には、第１電圧信号ＶｎがＬレベ
ル（ＶＳＳ）になり、第２電圧信号ＶｒがＨレベル（ＶＤＤ）になり、また第２制御パル
スＳＴｒがスタート信号として、単位シフトレジスタＳＲnの第２入力端子ＩＮ２に入力
される。それにより、ゲート先駆動段における信号のシフトが逆方向になるが、基本的に
ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２自体は走査方向を問わず同じ動作を行う。
【０１２９】
　即ち、逆方向走査時においても、ダミー段ＳＲＤ１は、出力信号Ｇ1が出力された次の
タイミングでダミー信号Ｄ１を出力し、ダミー段ＳＲＤ２は、出力信号Ｇnが出力された
次のタイミングでダミー信号Ｄ２を出力する。逆方向走査時のダミー信号Ｄ１は、逆方向
走査の最終段となる単位シフトレジスタＳＲ1のトランジスタＱ１０をオンにして当該単
位シフトレジスタＳＲ1リセット状態にするエンド信号として機能する。
【０１３０】
　以上のように本実施の形態では、単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnが、それら各々をリ
セット状態にするためのリセット端子ＲＳＴを備えており、それらのダミー信号Ｄ１，Ｄ
２がそれぞれ入力される。よって順方向走査時には、ダミー信号Ｄ２を、単位シフトレジ
スタＳＲnをリセット状態にするためのエンド信号として機能させることができ、また逆
方向走査時には、単位シフトレジスタＳＲ1をリセット状態にするためエンド信号として
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機能させることができる。その結果、当該ゲート線駆動回路３０は、順方向走査時でも逆
方向走査時でも、１種類のスタート信号のみで動作することができる。
【０１３１】
　なお逆方向走査時には、ダミー信号Ｄ２が単位シフトレジスタＳＲnのリセット端子Ｒ
ＳＴに入力されるのと同じタイミングで、単位シフトレジスタＳＲnの第１入力端子ＩＮ
２には、単位シフトレジスタＳＲn-1の出力信号Ｇn-1が入力される。よって、単位シフト
レジスタＳＲnのノードＮ１は、トランジスタＱ３によっても放電される。従って、理論
的には逆方向走査時にダミー段ＳＲＤ２がダミー信号Ｄ２を出力するまでもなく、単位シ
フトレジスタＳＲ1をリセット状態にすることはできる。
【０１３２】
　先に述べたように、このことは順方向走査時のダミー信号Ｄ１についても同様であった
。つまり、順方向走査時のダミー信号Ｄ１並びに逆方向走査時のダミー信号Ｄ２は、必ず
しもゲート先駆動段の動作に必要なものではない。しかし本実施の形態では、それらをあ
えて出力させている。そのようにした理由を以下に説明する。
【０１３３】
　例えば順方向走査時において、ダミー段ＳＲＤ１からダミー信号Ｄ１が出力されないよ
うにした場合、ダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ１のソースである出力端子ＯＵＴは、
トランジスタＱ２、Ｑ７によって常にＬレベルに固定されることになる。また当該トラン
ジスタＱ１のゲート（ノードＮ１）は、トランジスタＱ５によって常にＬレベルに固定さ
れる。従って、ダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ１のゲートがＨレベルにバイアスされ
ることはなく、当該トランジスタＱ１にしきい値電圧のシフトは生じない。
【０１３４】
　それに対し、ダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ５は、ノードＮ１をＬレベルに維持さ
せるために、クロック信号／ＣＬＫに応じてオン、オフを繰り返す。つまりトランジスタ
Ｑ５のゲートはクロック信号／ＣＬＫにより交流的に正バイアスされる。トランジスタＱ
５はゲートが直流的にバイアスされないので、上記のとおりしきい値電圧のシフトは抑制
されるが、ある程度のシフトは生じる。その結果、トランジスタＱ５の駆動能力、すなわ
ちノードＮ１を放電（プルダウン）する能力は若干低下する。
【０１３５】
　ダミー段ＳＲＤ１において、トランジスタＱ５によるノードＮ１の放電は、第１クロッ
ク端子ＣＫ１に入力されるクロック信号／ＣＬＫの立ち上がり時に、トランジスタＱ１の
ドレイン・ゲート間のオーバラップ容量を介した結合によってノードＮ１のレベルが不要
に上昇することを、防止するためのものである。よって、トランジスタＱ５におけるノー
ドＮ１の放電能力が低下すると、そのクロック信号／ＣＬＫの立ち上がりに伴うノードＮ
１のレベル上昇を抑制できなくなり、トランジスタＱ１がオンして誤信号としてのダミー
信号Ｄ１が発生するようになる。
【０１３６】
　そうなると、単位シフトレジスタＳＲ1において、スタート信号としての第１制御信号
ＳＴｎに応じてのノードＮ１の充電が、誤信号としてのダミー信号Ｄ１でトランジスタＱ
１０Ｄがオンすることによって妨げられる。また、その後に逆方向走査に切り換えた場合
にも、単位シフトレジスタＳＲ1において、出力信号Ｇ2に応じてのノードＮ１の充電が、
誤信号としてのダミー信号Ｄ１でトランジスタＱ１０Ｄがオンすることで妨げられる。そ
の結果、単位シフトレジスタＳＲ1が誤動作するという問題が生じる。
【０１３７】
　この問題は、逆方向走査時にダミー段ＳＲＤ２からダミー信号Ｄ２が出力されないよう
にした場合でも、ダミー段ＳＲＤ２において同様に生じ、その場合には単位シフトレジス
タＳＲnの誤動作が生じやすくなる。
【０１３８】
　一方、ゲート線駆動段の各段においては、トランジスタＱ１のゲート（ノードＮ１）は
、トランジスタＱ３又はＱ４を介した充電と、出力信号Ｇの出力時における昇圧により、
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定期的にＨレベルにバイアスされるため、しきい値電圧に一定のシフトが生じる。トラン
ジスタＱ１にしきい値電圧のシフトが生じることは問題を生じさせるようにも思われるが
、トランジスタＱ１が若干オンし難くなるため、上記のようなトランジスタＱ５の僅かな
放電能力の低下に起因する誤動作が防止されるように作用するという利点がある。
【０１３９】
　ゲート線駆動段の各段では、トランジスタＱ１，Ｑ５の両方でしきい値電圧のシフトが
生じることを前提にして、上記の誤動作が起こらないように、それらの寸法（ゲート幅、
すなわちチャネル幅）が決定される。トランジスタＱ１のオーバラップ容量は、そのゲー
ト幅に比例するためである。またトランジスタＱ１のドレイン・ゲート間のオーバラップ
容量によるノードＮ１のレベル上昇の現象には、昇圧容量Ｃ１の容量値も関係している。
容量素子Ｃ１は、そのノードＮ１のレベル上昇時に、ノードＮ１のレベルの安定化容量と
して機能しており、その容量値が大きい程、ノードＮ１のレベル上昇は抑えられるからで
ある。
【０１４０】
　このようにゲート線駆動段の各段においては、Ｑ１のドレイン・ゲート間のオーバラッ
プ容量によるノードＮ１のレベル上昇対策のために、トランジスタＱ１，Ｑ５の両方でし
きい値電圧のシフトが生じることを考慮した上で、トランジスタＱ１のゲート幅Ｗ（Ｑ１
）、トランジスタＱ５のゲート幅Ｗ（Ｑ５）、容量素子Ｃ１の容量値Ｃ１が一定の関係に
なるように設定されている。
【０１４１】
　そのため、順方向走査時のダミー段ＳＲＤ１および逆方向走査時のダミー段ＳＲＤ２が
、それぞれダミー信号Ｄ１，Ｄ２を出力しないようにして、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２
のトランジスタＱ１のしきい値電圧のシフトが生じないようにすると、ゲート線駆動段の
各段における上記Ｗ（Ｑ１）、Ｗ（Ｑ５）、Ｃ１の値の設定を、そのままダミー段ＳＲＤ
１，ＳＲＤ２に適用することができなくなる。つまり、ゲート線駆動段とダミー段ＳＲＤ
１，ＳＲＤ２とで、上記のＷ（Ｑ１）、Ｗ（Ｑ５）、およびＣ１の値を個別に設定する必
要が生じる。
【０１４２】
　本実施の形態では、順方向走査時のダミー段ＳＲＤ１および逆方向走査時のダミー段Ｓ
ＲＤ２にも、ゲート線駆動段の各段と同様に１フレーム期間に一度ダミー信号Ｄ１，Ｄ２
を出力させることによって、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２においてもゲート線駆動段と同
じようにトランジスタＱ１のしきい値電圧のシフトを発生させている。
【０１４３】
　またダミー信号Ｄ１，Ｄ２は、ゲート線駆動段の出力信号Ｇと同様に、そのパルス幅は
クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫの１つのパルス幅と同じである。つまりダミー信号Ｄ１，
Ｄ２とゲート線駆動段の出力信号Ｇの各々とは、同じ頻度で出力され、且つ、１フレーム
期間内における活性時間（Ｈレベルになる時間すなわちパルス幅）すなわちデューティ比
（活性時間とフレーム期間の長さとの比）が等しい。よって、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ
２とゲート線駆動段とでトランジスタＱ１のしきい値電圧のシフト量はほぼ一致すること
になる。
【０１４４】
　そうすることにより、ゲート線駆動段とダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２とで、上記のＷ（
Ｑ１）、Ｗ（Ｑ５）、およびＣ１の値を揃えることができる。つまり、ダミー段ＳＲＤ１
，ＳＲＤ２の各々とゲート線駆動段の各段との間で、Ｗ（Ｑ１）に対するＷ（Ｑ５）の比
の値、およびＷ（Ｑ１）に対するＣ１の比の値を、それぞれ次の式（１）および式（２）
のように互いに等しくすることができる。なお、式（１）および式（２）では、［・］DM

は、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２での値を表し、［・］GDはゲート線駆動段での値を表し
ている。
【０１４５】
　［Ｗ（Ｑ５）／Ｗ（Ｑ１）］DM＝［Ｗ（Ｑ５）／Ｗ（Ｑ１）］GD　…式（１）
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【０１４６】
　［Ｃ１／Ｗ（Ｑ１）］DM＝［Ｃｌ／Ｗ（Ｑ１）］GD　…式（２）
【０１４７】
　以上説明したように、本実施の形態に係るゲート線駆動回路３０では、順方向走査時に
はダミー段ＳＲＤ２が出力するダミー信号Ｄ２がエンド信号として機能するため、外部か
らエンド信号を入力する必要は無い。よって順方向走査時には、スタート信号発生器３２
は、第１制御信号ＳＴｎをスタート信号として機能させ、第２制御信号ＳＴｒをＬレベル
に固定する（図６参照）。また逆方向走査時にはダミー段ＳＲＤ１が出力するダミー信号
Ｄ１がエンド信号として機能するため、外部からエンド信号を入力する必要は無い。よっ
て逆方向走査時には、スタート信号発生器３２は第２制御信号ＳＴｒをスタート信号とし
て機能させ、第１制御信号ＳＴｎをＬレベルに固定する（図７）。
【０１４８】
　Ｌレベルに固定される信号は低電位側電源電位ＶＳＳから供給することができるので、
スタート信号発生器３２は、順方向走査時および逆方向走査時に、それぞれ１種類のスタ
ート信号のみを生成すればよいことになる。このようにゲート線駆動回路３０を駆動させ
るための信号数が減ることで、コストの削減に寄与できる。
【０１４９】
　またダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２およびゲート線駆動段の各段においては、誤信号が出
力されることを防止するために、それぞれの非選択期間に出力端子ＯＵＴおよびトランジ
スタＱ１のゲート（ノードＮ１）の放電が行われる。出力端子ＯＵＴの放電は、トランジ
スタＱ２，Ｑ７がクロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫに同期して交互にオンすることにより行
われる。ノードＮ１の放電は、ゲート線駆動段の各段においてはトランジスタＱ５，Ｑ８
が、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２にあってはトランジスタＱ５，Ｑ４Ｄが、それぞれクロ
ック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫに同期して交互にオンすることにより行われる。
【０１５０】
　つまりトランジスタＱ２，Ｑ５，Ｑ４Ｄ，Ｑ７，Ｑ８のゲートが継続的にバイアスされ
ないようになっており、それらのしきい値電圧のシフトが抑制される。その結果、トラン
ジスタＱ２，Ｑ５，Ｑ４Ｄ，Ｑ７，Ｑ８の駆動能力（放電能力）の低下が抑えられ、ゲー
ト線駆動回路３０の誤動作を防止することができる。
【０１５１】
　なお、本実施の形態では、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫ、第１および第２制御信号Ｓ
Ｔｎ，ＳＴｒ、並びに第１および第２電圧信号Ｖｎ，ＶｒのＨレベルおよびＬレベルの電
位はそれぞれ互いに等しいものと仮定したが、必ずしもそうである必要はなく、ゲート線
駆動回路３０の各トランジスタを充分駆動できる範囲の値であればよい。
【０１５２】
　＜実施の形態２＞
　図８（ａ），（ｂ）は本発明の実施の形態２に係るダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の構成
を示す回路図である。図８（ａ），（ｂ）のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は、それぞれ図
３に示したダミー段ＳＲＤ１および図５に示したダミー段ＳＲＤ２の回路に対し、ノード
Ｎ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続したトランジスタＱ１０Ｄをさらに設けたものであ
る。
【０１５３】
　トランジスタＱ１０Ｄのゲートは、リセット端子ＲＳＴとは別に設けられたリセット端
子ＲＳＴ１に接続される。以下、本実施の形態２および後述の実施の形態３では、ダミー
段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２のリセット端子ＲＳＴを「第１リセット端子」、リセット端子ＲＳ
Ｔ１を「第２リセット端子」と称する。ダミー段ＳＲＤ１の第２リセット端子ＲＳＴ１に
は第１制御信号ＳＴｎが入力され、ダミー段ＳＲＤ２の第２リセット端子ＲＳＴ１には第
２制御信号ＳＴｒが入力される。
【０１５４】
　従って、ダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ１０Ｄは、順方向走査時のスタート信号（
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第１制御信号ＳＴｎ）に応じてオンし、当該ダミー段ＳＲＤ１のノードＮ１を放電する。
また、ダミー段ＳＲＤ２のトランジスタＱ１０Ｄは、逆方向走査時のスタート信号（第２
制御信号ＳＴｒ）に応じてオンし、当該ダミー段ＳＲＤ２のノードＮ１を放電する。
【０１５５】
　例えば順方向走査時の単位シフトレジスタＳＲ1において、入力端子ＩＮにスタート信
号（第１制御信号ＳＴｎ）が入力されノードＮ１が充電されているときに、誤信号として
のダミー信号Ｄ１がリセット端子ＲＳＴに入力されると、トランジスタＱ１０によりノー
ドＮ１が放電されてしまう。そうなると単位シフトレジスタＳＲ1はセット状態になるこ
とができず、正常な動作ができない。また逆方向走査時の単位シフトレジスタＳＲnにお
いても、スタート信号（第２制御信号ＳＴｒ）が入力されたときに、誤信号としてのダミ
ー信号Ｄ２が発生すると同様の問題が生じる。
【０１５６】
　本実施の形態においては、順方向走査時には、単位シフトレジスタＳＲ1にスタート信
号（第１制御信号ＳＴｎ）が入力されるタイミングで、ダミー段ＳＲＤ１のトランジスタ
Ｑ１が確実にオフになる。よってそのときに誤信号としてのダミー信号Ｄ１を出力される
ことが防止される。また逆方向走査時においても、単位シフトレジスタＳＲnにスタート
信号（第２制御信号ＳＴｒ）が入力されるタイミングで、誤信号としてのダミー信号Ｄ２
が出力されることが防止される。よって上記の問題は生じない。
【０１５７】
　但し本実施の形態では、トランジスタＱ１０Ｄおよび第１および第２制御信号ＳＴｎ，
ＳＴｒの信号配線の分だけ、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の回路の占有面積が大きくなる
ことに留意すべきである。
【０１５８】
　なお、順方向走査時におけるダミー段ＳＲＤ２のトランジスタＱ１０Ｄは、常にオフに
なるので（順方向走査時の第２制御信号ＳＴｒはＬレベルに固定されている）、当該ダミ
ー段ＳＲＤ２の動作には影響しない。同様に、逆方向走査時におけるダミー段ＳＲＤ１の
トランジスタＱ１０Ｄは、常にオフになるので（逆方向走査時の第１制御信号ＳＴｎはＬ
レベルに固定されている）、当該ダミー段ＳＲＤ１の動作には影響しない。
【０１５９】
　＜実施の形態３＞
　図９（ａ），（ｂ）は本発明の実施の形態３に係るダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の構成
を示す回路図である。図９（ａ），（ｂ）のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は、それぞれ図
８（ａ），（ｂ）に示したダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の回路に対し、ノードＮ１と第１
電源端子Ｓ１との間に接続したトランジスタＱ１１Ｄがさらに設けられている。トランジ
スタＱ１１Ｄのゲートは、第１リセット端子ＲＳＴおよび第２リセット端子ＲＳＴ１とは
別に設けられた第３リセット端子ＲＳＴ２に接続されている。ダミー段ＳＲＤ１の第３リ
セット端子ＲＳＴ２は、単位シフトレジスタＳＲ2の出力端子ＯＵＴに接続され、ダミー
段ＳＲＤ２の第３リセット端子ＲＳＴ２は、単位シフトレジスタＳＲn-1の出力端子ＯＵ
Ｔに接続される。
【０１６０】
　またダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ３Ｄのドレインは、第２電圧信号Ｖｒが供給さ
れる第２電圧信号端子Ｔ２に接続される。つまりダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ３Ｄ
は、ノードＮ１と第２電圧信号端子Ｔ２との間に接続し、ゲートが入力端子ＩＮに接続さ
れる。一方、ダミー段ＳＲＤ２のトランジスタＱ３Ｄのドレインは、第１電圧信号Ｖｎが
供給される第１電圧信号端子Ｔ１に接続されている。つまりダミー段ＳＲＤ２のトランジ
スタＱ３Ｄは、ノードＮ１と第１電圧信号端子Ｔ１との間に接続し、ゲートが入力端子Ｉ
Ｎに接続される。
【０１６１】
　例えば順方向走査時において、ダミー段ＳＲＤ１のノードＮ１は、スタート信号（第１
制御信号ＳＴｎ）に応じてトランジスタＱ１０Ｄにより放電され、続いて出力信号Ｇ1に
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応じてトランジスタＱ３Ｄにより放電され（順方向走査時であるので第２電圧信号Ｖｒは
Ｌレベルである）、さらに出力信号Ｇ2に応じてトランジスタＱ１１Ｄにより放電される
。よって、ダミー段ＳＲＤ１はセット状態にならない。従って図１０に示すように、順方
向走査時のダミー段ＳＲＤ１からダミー信号Ｄ１は出力されない。
【０１６２】
　なお順方向走査時のダミー段ＳＲＤ２のノードＮ１は、出力信号Ｇn-1に応じてトラン
ジスタＱ１１Ｄにより放電されるが、続いて出力信号Ｇnが入力されるときにはトランジ
スタＱ３Ｄがオンして充電される（順方向走査時であるので第１電圧信号ＶｎはＨレベル
である）。よって出力信号Ｇnの入力タイミングでセット状態になり、エンド信号として
のダミー信号Ｄ２を出力できる。
【０１６３】
　また逆方向走査時において、ダミー段ＳＲＤ２のノードＮ１は、スタート信号（第２制
御信号ＳＴｒ）に応じてトランジスタＱ１０Ｄにより放電され、続いて出力信号Ｇnに応
じてトランジスタＱ３Ｄにより放電され（逆方向走査時であるので第１電圧信号ＶｎはＬ
レベルである）、さらに出力信号Ｇn-1に応じてトランジスタＱ１１Ｄにより放電される
。よって、ダミー段ＳＲＤ２はセット状態にならない。従って図１１に示すように、逆方
向走査時のダミー段ＳＲＤ２からダミー信号Ｄ２は出力されない。
【０１６４】
　また逆方向走査時のダミー段ＳＲＤ１のノードＮ１は、出力信号Ｇ2に応じてトランジ
スタＱ１１Ｄにより放電されるが、続いて出力信号Ｇ1が入力されるときにはトランジス
タＱ３Ｄがオンして充電される（逆方向走査時であるので第２電圧信号ＶｒはＨレベルで
ある）。よって出力信号Ｇ1の入力タイミングでセット状態になり、エンド信号としての
ダミー信号Ｄ１を出力できる。
【０１６５】
　実施の形態１で述べたように、順方向走査時のダミー信号Ｄ１および逆方向走査時のダ
ミー信号Ｄ２は、必ずしも単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnの動作に必要ではないので、
それらが出力されなくてもゲート線駆動段の動作に影響は無い。またトランジスタＱ１０
Ｄの作用については、実施の形態２で説明したとおりである。
【０１６６】
　ここで、トランジスタＱ１１Ｄの作用について説明する。実施の形態１でも説明したよ
うに、例えば順方向走査時に、ダミー段ＳＲＤ１がダミー信号Ｄ１を出力しない場合、ダ
ミー段ＳＲＤ１ではトランジスタＱ５のしきい値電圧がシフトするが、トランジスタＱ１
のしきい値電圧はシフトしない。そのためダミー段ＳＲＤ１からは、クロック信号／ＣＬ
Ｋの活性化タイミングで、誤信号としてのダミー信号Ｄ１が出力されやすくなる。そうな
ると、その後に逆方向走査に切り換えたとき、単位シフトレジスタＳＲ1における出力信
号Ｇ2に応じてのノードＮ１の充電が妨げられ、単位シフトレジスタＳＲ1が誤動作する。
【０１６７】
　ダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ１１Ｄは、この逆方向走査時の単位シフトレジスタ
ＳＲ1の誤動作を防止する目的で設けられている。つまり、出力信号Ｇ2が出力されるタイ
ミングで、ダミー段ＳＲＤ１のノードＮ１のレベルが上昇するのを防ぎ、誤信号としての
ダミー信号Ｄ１が出力されるのを防止しているのである。
【０１６８】
　同様に、ダミー段ＳＲＤ２のトランジスタＱ１１Ｄは、順方向走査時の単位シフトレジ
スタＳＲnの誤動作を防止する目的で設けられている。つまり順方向走査時の出力信号Ｇn

-1が出力されるタイミングで、ダミー段ＳＲＤ２のノードＮ１のレベルが上昇するのを防
ぎ、誤信号としてのダミー信号Ｄ２が出力されるのを防止している。
【０１６９】
　このように、本実施の形態のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２においては、トランジスタＱ
１のゲート（ノードＮ１）が、ほぼ常に低インピーダンスのＬレベルになるので、確実に
トランジスタＱ１をオフに維持することができる。よって、実施の形態１のように、あえ
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てトランジスタＱ１のしきい値電圧シフトを起こさせずとも、誤信号としてのダミー信号
Ｄ１，Ｄ２の発生を防止することができる。
【０１７０】
　但し、実施の形態１，２によりも、トランジスタＱ１１Ｄおよび第１および第２電圧信
号Ｖｎ，Ｖｒの配線領域の分だけ、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の回路の占有面積が大き
くなること留意すべきである。
【０１７１】
　＜実施の形態４＞
　図１２（ａ），（ｂ）は本発明の実施の形態４に係るダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の構
成を示す回路図である。図１２（ａ），（ｂ）のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は、それぞ
れ図９（ａ），（ｂ）に示した実施の形態３のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の回路に対し
、トランジスタＱ１０Ｄ，Ｑ１１Ｄを除いたものである。その分だけ、実施の形態３より
もダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の回路の占有面積を小さくすることができる。
【０１７２】
　本実施の形態のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２では、実施の形態３と同様に、順方向走査
時にはダミー段ＳＲＤ１がセット状態にならないのでダミー信号Ｄ１が出力されず、逆方
向走査時にはダミー段ＳＲＤ２がセット状態にならないのでダミー信号Ｄ２が出力されな
い。
【０１７３】
　従ってダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２のトランジスタＱ１のしきい値電圧シフトは生じな
い。しかし、本実施の形態のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は、トランジスタＱ１０Ｄ，Ｑ
１１Ｄを有していないため、トランジスタＱ１にしきい値電圧シフトが生じなければ、ト
ランジスタＱ５のしきい値電圧シフトによるノードＮ１の放電能力の低下に起因して、誤
信号としてのダミー信号Ｄ１，Ｄ２が発生しやすくなることが懸念される。
【０１７４】
　実施の形態１で説明したように、ゲート線駆動段の各段においては、それらが誤信号を
発生しないように、トランジスタＱ１，Ｑ５のゲート幅（Ｗ（Ｑ１），Ｗ（Ｑ５））およ
び容量素子Ｃ１の容量値（Ｃ１）が所定の関係になるように設定される。
【０１７５】
　そこで本実施の形態では、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２が、ゲート線駆動段よりも誤信
号を発生し難くなるように、それらの値を設定する。即ち、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２
においては、トランジスタＱ１のドレイン・ゲート間のオーバラップ容量（トランジスタ
Ｑ１のゲート幅に比例する）とトランジスタＱ５の駆動能力（トランジスタＱ５のゲート
幅に比例する）との比を、ゲート線駆動段のそれに比べて十分大きく設定する。つまり下
の式（３）の関係を満たすようにする。ここでも［・］DMは、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ
２での値を表し、［・］GDはゲート線駆動段での値を表している。
【０１７６】
　［Ｗ（Ｑ５）／Ｗ（Ｑ１）］DM＞［Ｗ（Ｑ５）／Ｗ（Ｑ１）］GD　…式（３）
【０１７７】
　式（３）の関係が満たされるように各パラメータを設定すれば、ダミー段ＳＲＤ１，Ｓ
ＲＤ２におけるトランジスタＱ５の放電能力が比較的高くなる。よってダミー段ＳＲＤ１
，ＳＲＤ２のトランジスタＱ１にしきい値電圧シフトが生じない場合でも、そのノードＮ
１のレベルが不要に上昇することが抑制される。その結果、誤信号としてのダミー信号Ｄ
１，Ｄ２が発生することを防止することができる。
【０１７８】
　あるいは、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２において、トランジスタＱ１のゲート幅と容量
素子Ｃ１の容量値（Ｃ１）との比を、ゲート線駆動段に比べ充分大きくしてもよい。即ち
、下の式（４）の関係を満たすようにする。これによってもダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２
が、ゲート線駆動段よりも誤信号を発生し難くなる。
【０１７９】
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　［Ｃ１／Ｗ（Ｑ１）］DM＞［Ｃ１／Ｗ（Ｑ１）］GD　…式（４）
【０１８０】
　式（４）の関係が満たされるように各パラメータを設定しても、ダミー段ＳＲＤ１，Ｓ
ＲＤ２のノードＮ１のレベル上昇を抑制することができ、上記と同様の効果が得られる。
【０１８１】
　＜実施の形態５＞
　図１３は、実施の形態５に係るゲート線駆動回路３０の構成を示す図である。また図１
４～図１６は、当該ゲート線駆動回路３０の具体的な回路構成を示す図である。図１４は
ダミー段ＳＲＤ１およびゲート線駆動段の最前段（単位シフトレジスタＳＲ1）を示して
おり、図１５はゲート線駆動段の中間段（単位シフトレジスタＳＲk）、図１６はゲート
線駆動段の最終段（単位シフトレジスタＳＲn）およびダミー段ＳＲＤ２を示している。
【０１８２】
　図１４～図１６から分かるように、本実施の形態のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２および
ゲート線駆動段の各段は、出力端子ＯＵＴを放電するトランジスタ（出力プルダウントラ
ンジスタ）を２つずつ（トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂ）有している。またノードＮ１を放
電するトランジスタも２つずつ（トランジスタＱ５Ａ，Ｑ５Ｂ）有している。
【０１８３】
　図１３に示すフレーム信号発生器３４は、それらトランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂ，Ｑ５Ａ
，Ｑ５Ｂを切り替えて動作させるための第１および第２フレーム信号ＶＦＲ，／ＶＦＲを
生成するものである。ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２およびゲート線駆動段の各段は、第１
フレーム信号ＶＦＲが入力される第１フレーム信号端子ＴＡおよび、第２フレーム信号／
ＶＦＲが入力される第２フレーム信号端子ＴＢを有している。
【０１８４】
　第１フレーム信号ＶＦＲと第２フレーム信号／ＶＦＲとは互いに相補な信号である。こ
の第１および第２フレーム信号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）よう制御されることが望ましく、例えば、表示
画像の１フレーム毎の周期でレベルが切り替わるよう制御される。当該周期は１フレーム
毎でなくてもよく、その整数倍（例えば２フレーム毎、３フレーム毎など）であってもよ
い。ゲート線駆動回路３０は、１フレーム期間ごとにゲート線ＧＬ1～ＧＬnを繰り返し活
性化させるように動作するので、映像信号のフレーム周期がその動作周期となる。
【０１８５】
　図１５を参照し、ゲート線駆動段の中間段である双方向単位シフトレジスタＳＲkの構
成について説明する。当該単位シフトレジスタＳＲkの出力段は、出力端子ＯＵＴと第１
クロック端子ＣＫ１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。トラ
ンジスタＱ１は、第１クロック端子ＣＫ１に入力されるクロック信号を出力端子ＯＵＴに
供給するものである。トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂは、それぞれが第１電源端子Ｓ１の電
位を出力端子ＯＵＴに供給することで、当該出力端子ＯＵＴを放電するものである。
【０１８６】
　ここで図１５に示すように、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。
【０１８７】
　トランジスタＱ１のゲートとソースとの間すなわちノード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。ノードＮ１と第１電圧信号端子Ｔ１との間には、ゲ
ートが第１入力端子ＩＮ１に接続するトランジスタＱ３が接続しており、ノードＮ１と第
１電圧信号端子Ｔ１との間には、ゲートが第２入力端子ＩＮ２に接続したトランジスタＱ
４が接続されている。また、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間には、ゲートがノード
Ｎ２Ａ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。
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【０１８８】
　トランジスタＱ１３Ａは、第１フレーム信号端子ＴＡとノードＮ２Ａの間に接続し、ト
ランジスタＱ１３Ｂは、第２フレーム信号端子ＴＢとノードＮ２Ｂとの間に接続する。ト
ランジスタＱ１３ＡのゲートはトランジスタＱ１３Ｂのドレイン（ノードＮ２Ｂ）に接続
し、トランジスタＱ１３ＢのゲートはトランジスタＱ１３Ａのドレイン（ノードＮ２Ａ）
に接続する。即ち、トランジスタＱ１３ＡおよびトランジスタＱ１３Ｂは、その片方の主
電極（ここではドレイン）がたすき掛けに互いの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。
【０１８９】
　トランジスタＱ１２Ａはダイオード接続しており、ノードＮ２Ａと第１フレーム信号端
子ＴＡとの間に接続している。トランジスタＱ６Ａは、ノードＮ２Ａと第１電源端子Ｓ１
との間に接続し、ゲートがノードＮ１に接続している。これらトランジスタＱ６Ａ，Ｑ１
２Ａは、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。つまりトランジスタＱ６ＡはトランジスタＱ１２Ａよりもオン抵抗が充分低く設
定されており、このインバータのＬレベル出力の電位は、それらのオン抵抗の比で決まる
値となる。但し当該インバータは、通常のインバータと異なり、その電源としては第１フ
レーム信号ＶＦＲが供給されている。
【０１９０】
　またトランジスタＱ１２Ｂはダイオード接続しており、ノードＮ２Ｂと第２フレーム信
号端子ＴＢとの間に接続している。トランジスタＱ６Ｂは、ノードＮ２Ｂと第１電源端子
Ｓ１との間に接続し、ゲートがノードＮ１に接続している。これらトランジスタＱ６Ｂ，
Ｑ１２Ｂは、ノードＮ１を入力端、ノードＮ２Ｂを出力端とするレシオ型の第２インバー
タを構成しているが、通常のインバータと異なり、その電源として第２フレーム信号／Ｖ
ＦＲが供給されている。
【０１９１】
　本実施の形態では、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ１２Ａ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，Ｑ１２Ｂより成るインバータを「第２インバータ」
と称する。
【０１９２】
　第１インバータは、ノードＮ１を入力端とし、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５Ａのゲートが
接続するノードＮ２Ａを出力端としている。よってトランジスタＱ２Ａ，Ｑ５Ａは、ノー
ドＮ１のレベルを第１インバータが反転させたレベルに基づいて制御されることになる。
また第２インバータは、ノードＮ１を入力端とし、トランジスタＱ２Ｂ，Ｑ５Ｂのゲート
が接続するノードＮ２Ｂを出力端としている。よってトランジスタＱ２Ｂ，Ｑ５Ｂは、ノ
ードＮ１のレベルを第２インバータが反転させたレベルに基づいて制御されることになる
。
【０１９３】
　次に、ゲート線駆動段の最前段および最後段である単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnの
構成について説明する。図１４および図１６から分かるように、単位シフトレジスタＳＲ

1，ＳＲnは共に同じ回路構成を有しており、それは上で説明した中間段の単位シフトレジ
スタＳＲkに類似している。即ち、単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnは、中間段の単位シ
フトレジスタＳＲkの回路に対し、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続し、ゲー
トがリセット端子ＲＳＴに接続したトランジスタＱ１０をさらに備えるものである。
【０１９４】
　ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の構成について説明する。図１４および図１６から分かる
ように、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は共に同じ回路構成を有しており、それらも中間段
の単位シフトレジスタＳＲkに類似している。即ち、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は、中
間段の単位シフトレジスタＳＲkの回路に対し、トランジスタＱ３，Ｑ４に代えて以下の
トランジスタＱ３Ｄ，Ｑ４Ｄを備えるものである。
【０１９５】
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　トランジスタＱ３Ｄ，Ｑ４Ｄは、共にノードＮ１と入力端子ＩＮとの間に接続している
。そのうちトランジスタＱ３Ｄのゲートは入力端子ＩＮに接続する（即ちトランジスタＱ
３Ｄは、入力端子ＩＮ側がアノード、ノードＮ１側がカソードとなるようにダイオード接
続されている）。よってトランジスタＱ３Ｄは、入力端子ＩＮに入力される信号に応じて
ノードＮ１を充電するように機能する。一方、トランジスタＱ４のゲートはリセット端子
ＲＳＴに接続される。よってトランジスタＱ４Ｄは、入力端子ＩＮがＬレベルのときにク
ロック信号ＣＬＫに応じてノードＮ１を放電するように機能する。
【０１９６】
　本実施の形態に係るゲート線駆動回路３０の動作を説明する。ここでも簡単のため、ク
ロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫ、第１および第２制御信号ＳＴｎ，ＳＴｒ、第１および第２
電圧信号Ｖｎ，Ｖｒ，第１および第２フレーム信号ＶＦＲ，／ＶＦＲのＨレベルおよびＬ
レベルの電位はそれぞれ互いに等しいものとし、そのＨレベルの電位は高電位側電源電位
ＶＤＤ、Ｌレベルの電位は低電位側電源電位ＶＳＳであるとする。また電位ＶＳＳは０Ｖ
とする。また第１および第２フレーム信号ＶＦＲ，／ＶＦＲのレベルは、１フレーム毎の
ブランキング期間に切り換わるものとする。さらに各単位シフトレジスタＳＲおよびダミ
ー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２を構成する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。
【０１９７】
　まず図１５を参照し、ゲート線駆動段の中間段である第ｋ段目の単位シフトレジスタＳ
Ｒkの順方向走査時の動作を説明する。順方向走査時には、電圧信号発生器３３が生成す
る第１電圧信号ＶｎはＨレベル（ＶＤＤ）であり、第２電圧信号ＶｒはＬレベル（ＶＳＳ
）である。また単位シフトレジスタＳＲkの第１クロック端子ＣＫ１には、図１５の如く
クロック信号ＣＬＫが入力され、第２クロック端子ＣＫ２にはクロック信号／ＣＬＫが入
力されるものと仮定する（図１３の奇数段に相当）。
【０１９８】
　ブランキング期間に、第１フレーム信号ＶＦＲがＨレベル、第２フレーム信号／ＶＦＲ
がＬレベルに切り換わったとする。すると単位シフトレジスタＳＲkでは、トランジスタ
Ｑ１２Ａのドレインおよびゲート（第１フレーム信号端子ＴＡ）の電位がＶＳＳからＶＤ
Ｄへ変化し、当該トランジスタＱ１２Ａがオンになる。即ち、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ１
２Ａ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
のときトランジスタＱ５ＢがオンしておりノードＮ１はＬレベルなので、トランジスタＱ
６Ａはオンせず、ノードＮ２Ａのレベルが上昇する。
【０１９９】
　他方、トランジスタＱ１２Ｂのドレインおよびゲート（第２フレーム信号端子ＴＢ）の
電位はＶＤＤからＶＳＳへ変化する。即ち、トランジスタＱ６Ｂ，Ｑ１２Ｂより成る第２
インバータには電源が供給されない。トランジスタＱ１２Ｂは第２フレーム信号端子ＴＢ
側をアノード、ノードＮ２Ｂ側をカソード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Ｑ６を通しては放電されない。しかし上記のようにノードＮ
２Ａのレベルが上昇しており、且つトランジスタＱ１３Ｂのソース（第２フレーム信号端
子ＴＢ）がＬレベル（ＶＳＳ）になっているので、トランジスタＱ１３Ｂがオンしてノー
ドＮ２ＢはＬレベル（ＶＳＳ）になる。応じてトランジスタＱ１３Ａがオフとなり、ノー
ドＮ２ＡはＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）となる。
【０２００】
　このように第１フレーム信号ＶＦＲがＨレベル、第２フレーム信号／ＶＦＲがＬレベル
である期間は、第２インバータが活性化せず、その出力端であるノードＮ２Ｂ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Ｑ５Ｂは、ゲート
がバイアスされず休止状態になる。つまりその期間、この単位シフトレジスタＳＲkにお
いて、トランジスタＱ１，Ｑ２Ａ，Ｑ３，Ｑ４，Ｑ５Ａ，Ｑ６Ａ，Ｑ１２Ａの組み合わせ
により、特許文献２の図１７に示した双方向単位シフトレジスタと等価な回路が構成され
、それと同様の動作が可能である。
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【０２０１】
　即ち、前段の出力信号Ｇk-1がＨレベルになると、それが第１入力端子ＩＮ１に入力さ
れてトランジスタＱ３がオンする。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のオン抵抗に比べ十分低く設定されており
、ノードＮ１はＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）となり、トランジスタＱ１がオンになる。つ
まり単位シフトレジスタＳＲkはセット状態になる。
【０２０２】
　ノードＮ１がＨレベルになると、トランジスタＱ６Ａ，Ｑ１２Ａより成る第１インバー
タの動作により、ノードＮ２ＡがＬレベルになる。応じて、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５Ａ
がオフになる。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になるのでノードＮ１のＨレベルは維持され
る。
【０２０３】
　トランジスタＱ１がオン、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂがオフであるので、次にクロッ
ク信号ＣＬＫがＨレベルになると、そのＨレベルが出力端子ＯＵＴに伝達され、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
ネル間容量を介した結合により、ノードＮ１のレベルが特定の電圧だけ昇圧される。従っ
てトランジスタＱ１のソース・ゲート間電圧は高く保たれ、当該トランジスタＱ１が低イ
ンピーダンスに維持される。
【０２０４】
　その後、クロック信号ＣＬＫがＬレベルになり、さらにクロック信号／ＣＬＫがＨレベ
ルになるとき、次段のシフトレジスタの出力信号Ｇk+1がＨレベルになる。それにより単
位シフトレジスタＳＲkのトランジスタＱ４がオンし、ノードＮ１がＬレベルになる。つ
まり単位シフトレジスタＳＲkはリセット状態になる。応じてトランジスタＱ６Ａがオフ
し、ノードＮ２ＡがＨレベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）に戻る。その後、次のブランキング期間
で第１および第２フレーム信号ＶＦＲ，／ＶＦＲのレベルが反転するまでは、この状態が
維持される。
【０２０５】
　そしてブランキング期間で、第１フレーム信号ＶＦＲがＬレベル、第２フレーム信号／
ＶＦＲがＨレベルになると、それまでとは逆に、トランジスタＱ６Ｂ，Ｑ１２Ｂより成る
第２インバータが活性化されて、ノードＮ２ＢがＨレベルになる。応じてトランジスタＱ
１３Ａがオンになり、且つ第１インバータは非活性状態にあるため、ノードＮ２ＡはＬレ
ベル（ＶＳＳ）になる。
【０２０６】
　即ち、第１フレーム信号ＶＦＲがＬレベル、第２フレーム信号／ＶＦＲがＨレベルであ
る期間では、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が休止状態になる。また、第１インバータも電源が供給されないため動作
しない。よって当該単位シフトレジスタＳＲkにおいて、トランジスタＱ１，Ｑ２Ｂ，Ｑ
３，Ｑ４，Ｑ５Ｂ，Ｑ６Ｂ，Ｑ１２Ｂの組み合わせによって、特許文献２の図１７に示し
た双方向単位シフトレジスタと等価な回路が構成され、それによって信号のシフト動作が
行われる。
【０２０７】
　一方、ゲート線駆動回路３０が逆方向走査を行う場合には、電圧信号発生器３３は、第
１電圧信号ＶｎをＬレベル（ＶＳＳ）にし、第２電圧信号ＶｒをＨレベル（ＶＤＤ）にす
る。つまり逆方向走査の場合には、順方向シフトのときとは反対に、単位シフトレジスタ
ＳＲkのトランジスタＱ３がノードＮ１を放電（プルダウン）するトランジスタとして機
能し、トランジスタＱ４がノードＮ１を充電（プルアップ）するトランジスタとして機能
する。
【０２０８】
　従って逆方向走査時には、単位シフトレジスタＳＲkは、第２入力端子ＩＮ２に次段の
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出力信号Ｇk+1が入力されない間はリセット状態を維持する。リセット状態ではトランジ
スタＱ１がオフ、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂの片方がオンであるため、出力端子ＯＵＴ
（出力信号Ｇk）は低インピーダンスのＬレベル（ＶＳＳ）に維持される。そして第２入
力端子ＩＮ２に出力信号Ｇk+1が入力されると、単位シフトレジスタＳＲkはセット状態に
切り替わる。セット状態ではトランジスタＱ１がオン、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂがオ
フであるため、クロック信号ＣＬＫがＨレベルになる期間、出力端子ＯＵＴがＨレベルに
なって出力信号Ｇkが出力される。そしてその後、第１入力端子ＩＮ１に前段の出力信号
Ｇk-1が入力されると、元のリセット状態に戻る。
【０２０９】
　このように、図１５の単位シフトレジスタＳＲkは、従来の双方向単位シフトレジスタ
（特許文献２の図１７）と同様の動作を行うことができる。そして、第１および第２フレ
ーム信号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、それらのゲートが継続的に
バイアスされることが防止される。従って、非選択期間に出力端子ＯＵＴを放電（プルダ
ウン）するトランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂ、およびノードＮ１を放電するトランジスタＱ５
Ａ，Ｑ５Ｂのしきい値電圧のシフトを抑制することができる。その結果、当該単位シフト
レジスタＳＲkから誤信号としての出力信号Ｇkが出力されることを防止することができる
。
【０２１０】
　以上説明した中間段の単位シフトレジスタＳＲkの動作を踏まえ、順方向走査時におけ
る、最前段および最後段の単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnおよびダミー段ＳＲＤ１，Ｓ
ＲＤ２の動作を説明する。本実施の形態のゲート線駆動回路３０の動作は、図６と同じタ
イミング図により表される。またここでは、第１フレーム信号ＶＦＲはＨレベル、第２フ
レーム信号／ＶＦＲがＬレベルであるとする。
【０２１１】
　ダミー信号Ｄ１がＬレベルのとき、単位シフトレジスタＳＲ1のトランジスタＱ１０は
オフであり、その間単位シフトレジスタＳＲ1は、中間段の単位シフトレジスタＳＲkと同
様に動作する。よって図６の如く、クロック信号／ＣＬＫの立ち上がりと共にスタート信
号としての第１制御信号ＳＴｎが単位シフトレジスタＳＲ1の入力端子ＩＮに入力される
と、次にクロック信号ＣＬＫがＨレベルになるタイミングで単位シフトレジスタＳＲ1は
出力信号Ｇ1を出力する。出力信号Ｇ1は、単位シフトレジスタＳＲ2の第１入力端子ＩＮ
１に入力されると共に、ダミー段ＳＲＤ１の入力端子ＩＮにも入力される。
【０２１２】
　ダミー段ＳＲＤ１においては、出力信号Ｇ1が入力されると、トランジスタＱ３Ｄがオ
ンになる。トランジスタＱ４のゲートには、リセット端子ＲＳＴを介してクロック信号Ｃ
ＬＫが入力されるが、ソースにそれと同相の出力信号Ｇ1が入力されるためこのときトラ
ンジスタＱ４はオンしない。従って、ノードＮ１はトランジスタＱ３ＤによってＨレベル
（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）に充電され、トランジスタＱ１がオンする。つまりダミー段ＳＲＤ１
はセット状態になる。
【０２１３】
　クロック信号ＣＬＫおよび出力信号Ｇ1がＬレベルになると、ダミー段ＳＲＤ１の入力
端子ＩＮはＬレベルになる。しかしトランジスタＱ３Ｄ，Ｑ４Ｄはオフになり、またノー
ドＮ１がＨレベルであるので、第１インバータ（トランジスタＱ６Ａ，Ｑ１２Ａ）の出力
端であるノードＮ２ＡはＬレベルになっており、トランジスタＱ５Ａもオフである。また
第２インバータ（トランジスタＱ６Ｂ，Ｑ１２Ｂ）は非活性状態であるので、その出力端
であるノードＮ２ＢはＬレベルになっており、トランジスタＱ５Ｂもオフである。よって
ダミー段ＳＲＤ１のノードＮ１はフローティング状態でＨレベルに維持される。
【０２１４】
　またこのときダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ１はオン、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２
Ｂはオフである。よって次にクロック信号／ＣＬＫがＨレベルになると、ダミー段ＳＲＤ
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１からダミー信号Ｄ１が出力される。ダミー信号Ｄ１は単位シフトレジスタＳＲ1のリセ
ット端子ＲＳＴに入力され、単位シフトレジスタＳＲ1のトランジスタＱ１０がオンにな
る。その結果、単位シフトレジスタＳＲ1のノードＮ１はＬレベルになり、当該単位シフ
トレジスタＳＲ1はリセット状態に戻る。その結果、次フレームにおける単位シフトレジ
スタＳＲ1の選択期間まで、出力信号Ｇ1はＬレベルに維持される。
【０２１５】
　ダミー信号Ｄ１を出力した後のダミー段ＳＲＤ１においては、リセット端子ＲＳＴに入
力されるクロック信号ＣＬＫの立ち上がり時に、トランジスタＱ４Ｄがオンになりノード
Ｎ１をＬレベルにする。ノードＮ１がＬレベルになると、第１インバータの出力端である
ノードＮ２ＡがＨレベルになり、トランジスタＱ５Ａがオンになるので、ノードＮ１は低
インピーダンスでＬレベルに維持される。
【０２１６】
　また次のブランキング期間に第１および第２フレーム信号ＶＦＲ，／ＶＦＲのレベルが
切り換わっても、第２インバータが活性化されてノードＮ２ＢをＨレベルにするので、ト
ランジスタＱ５Ｂがオンになり、ノードＮ１をＬレベルに維持する。よって次のフレーム
期間に出力信号Ｇ1がＨレベルになるまでの期間、ダミー信号Ｄ１は出力されない。
【０２１７】
　なお本実施の形態でも順方向シフト時には、ダミー信号Ｄ１が単位シフトレジスタＳＲ

1のリセット端子ＲＳＴに入力されるのと同じタイミングで、単位シフトレジスタＳＲ1の
第２入力端子ＩＮ２には、の出力信号Ｇ2が入力される。よって、単位シフトレジスタＳ
Ｒ1のノードＮ１は、トランジスタＱ４によっても放電される。従って、理論的には順方
向走査時にダミー段ＳＲＤ１がダミー信号Ｄ１を出力するまでもなく、単位シフトレジス
タＳＲ1をリセット状態になる。本実施の形態において、そのような動作が行われる理由
は、実施の形態１で説明したとおりである。つまり、ダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ
１にあえてしきい値電圧シフトを生じさせ、それによって誤信号の発生を抑制するためで
ある。
【０２１８】
　単位シフトレジスタＳＲ1から出力信号Ｇ1が出力された後は、図６に示したように、ク
ロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫに同期したタイミングで、単位シフトレジスタＳＲ2，ＳＲ3

，…，ＳＲnから、順番に出力信号Ｇ2，Ｇ3，…，Ｇnが出力される。
【０２１９】
　ダミー信号Ｄ２がＬレベルのとき、単位シフトレジスタＳＲnのトランジスタＱ１０は
オフであり、その間単位シフトレジスタＳＲnは、中間段の単位シフトレジスタＳＲkと同
様に動作する。よって図６の如く、クロック信号ＣＬＫの立ち上がりと共に出力信号Ｇn-

1が単位シフトレジスタＳＲnの入力端子ＩＮに入力されると、次にクロック信号／ＣＬＫ
がＨレベルになるタイミングで、単位シフトレジスタＳＲnは出力信号Ｇnを出力する。出
力信号Ｇnは、単位シフトレジスタＳＲn-1の第２入力端子ＩＮ２に入力されると共に、ダ
ミー段ＳＲＤ２の入力端子ＩＮにも入力される。
【０２２０】
　するとダミー段ＳＲＤ２では、トランジスタＱ３Ｄがオンになり、ノードＮ１が充電さ
れる。ダミー段ＳＲＤ２のトランジスタＱ４Ｄのゲートには、リセット端子ＲＳＴに供給
されるクロック信号／ＣＬＫが入力されるが、トランジスタＱ４Ｄのソースには当該クロ
ック信号／ＣＬＫと同相の出力信号Ｇnが入力されるので、このときトランジスタＱ４Ｄ
はオンしない。従って、ダミー段ＳＲＤ２のノードＮ１はトランジスタＱ３ＤによってＨ
レベル（ＶＤＤ－Ｖｔｈ）に充電される。即ちダミー段ＳＲＤ２はセット状態になり、そ
のトランジスタＱ１がオンになる。
【０２２１】
　そしてクロック信号／ＣＬＫおよび出力信号ＧnがＬレベルになると、ダミー段ＳＲＤ
２の入力端子ＩＮはＬレベルになる。しかしトランジスタＱ３Ｄ，Ｑ４Ｄはオフになり、
またノードＮ１がＨレベルであるので、第１インバータ（トランジスタＱ６Ａ，Ｑ１２Ａ
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）の出力端であるノードＮ２ＡはＬレベルになっており、トランジスタＱ５Ａもオフであ
る。また第２インバータ（トランジスタＱ６Ｂ，Ｑ１２Ｂ）は非活性状態であるので、そ
の出力端であるノードＮ２ＢはＬレベルになっており、トランジスタＱ５Ｂもオフである
。よってダミー段ＳＲＤ２のノードＮ１はフローティング状態でＨレベルに維持される。
【０２２２】
　このときダミー段ＳＲＤ２のトランジスタＱ１がオン、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂが
オフである。よって次にクロック信号ＣＬＫがＨレベルになると、ダミー段ＳＲＤ２から
ダミー信号Ｄ２が出力される。ダミー信号Ｄ２は単位シフトレジスタＳＲnのリセット端
子ＲＳＴに入力され、単位シフトレジスタＳＲnのトランジスタＱ１０がオンになる。そ
の結果、単位シフトレジスタＳＲnのノードＮ１はＬレベルになり、当該単位シフトレジ
スタＳＲnはリセット状態に戻る。
【０２２３】
　ダミー信号Ｄ２を出力した後のダミー段ＳＲＤ２においては、リセット端子ＲＳＴに入
力されるクロック信号ＣＬＫの立ち上がり時に、トランジスタＱ４Ｄがオンになりノード
Ｎ１をＬレベルにする。ノードＮ１がＬレベルになると、第１インバータの出力端である
ノードＮ２ＡがＨレベルになり、トランジスタＱ５Ａがオンになるので、ノードＮ１はＬ
レベルに維持される。また次のブランキング期間に第１および第２フレーム信号ＶＦＲ，
／ＶＦＲのレベルが切り換わっても、第２インバータが活性化してノードＮ２ＢをＨレベ
ルにするので、トランジスタＱ５Ｂがオンになり、ノードＮ１はＬレベルに維持される。
よって次のフレーム期間に出力信号ＧnがＨレベルになるまでの期間、ダミー信号Ｄ２は
出力されない。
【０２２４】
　また以上では主に、第１フレーム信号ＶＦＲがＨレベル、第２フレーム信号／ＶＦＲが
Ｌレベルの場合について説明したが、それらのレベルが切り換わっても、動作に寄与する
トランジスタが入れ代わるだけであり、基本的に上記と同じ動作が行われる。
【０２２５】
　なお、ゲート線駆動回路３０が逆方向走査を行う場合には、第１電圧信号ＶｎがＬレベ
ル（ＶＳＳ）になり、第２電圧信号ＶｒがＨレベル（ＶＤＤ）になる。また第２制御パル
スＳＴｒがスタート信号として、ゲート先駆動段の最後段である単位シフトレジスタＳＲ

nの第２入力端子ＩＮ２に入力される。これにより、ゲート先駆動段における信号のシフ
トが逆方向になるが、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の動作は、順方向走査時と同じである
。
【０２２６】
　即ち、逆方向走査時においても、ダミー段ＳＲＤ１は、出力信号Ｇ1が出力された次の
タイミングでダミー信号Ｄ１を出力し、ダミー段ＳＲＤ２は、出力信号Ｇnが出力された
次のタイミングでダミー信号Ｄ２を出力する。よって、ダミー信号Ｄ１は逆方向走査の最
終段となる単位シフトレジスタＳＲ1をリセット状態にするエンド信号として機能する。
【０２２７】
　本実施の形態に係るゲート線駆動回路３０では、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２およびゲ
ート線駆動段の各段において、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５ＡとトランジスタＡ２Ｂ、Ｑ５
Ｂとの切り換え周期（フレーム期間に相当）が、実施の形態１におけるトランジスタＱ２
，Ｑ５とトランジスタＱ７，Ｑ８との切り換え周期（クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫの周
期に相当）よりも数十倍長い。そのため実施の形態１よりも消費電力を低減することがで
きる。ただし、フレーム周期で交番する、互いに相補な第１および第２フレーム信号ＶＦ
Ｒ，／ＶＦＲを生成するためのフレーム信号生成器３４をゲート線駆動回路３０に設ける
必要がある。
【０２２８】
　なお本実施の形態では、クロック信号ＣＬＫ，／ＣＬＫ、第１および第２制御信号ＳＴ
ｎ，ＳＴｒ、第１および第２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒ並びに第１および第２フレーム信号ＶＦ
Ｒ，／ＶＦＲのＨレベルおよびＬレベルの電位はそれぞれ互いに等しいものと仮定したが
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、必ずしもそうである必要はなく、ゲート線駆動回路３０の各トランジスタを充分駆動で
きる範囲の値であればよい。
【０２２９】
　また本実施の形態では、フリップフロップ回路を構成しているトランジスタＱ１３Ａお
よびトランジスタＱ１３Ｂにおいて、一方のゲートが他方のドレインに接続された例を示
したが、一方のゲートが他方のソースに接続されるようにしてもよい。即ち、図１７に示
すように、トランジスタＱ１３ＡのゲートをトランジスタＱ１３Ｂのソース（第２フレー
ム信号端子ＴＢ）に接続させ、トランジスタＱ１３ＢのゲートはトランジスタＱ１３Ａの
ソース（第１フレーム信号端子ＴＡ）に接続させてもよい。このように構成しても、上記
と同様の動作を行うことができる。
【０２３０】
　上記の実施の形態２～４は、本実施の形態のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２に対しても適
用可能である。図１８（ａ），（ｂ）は実施の形態２を適用した例である。この場合、図
１４に示したダミー段ＳＲＤ１および図１６に示したダミー段ＳＲＤ２の回路に対し、ノ
ードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続したトランジスタＱ１０Ｄがさらに設けられる
。
【０２３１】
　トランジスタＱ１０Ｄのゲートは、リセット端子ＲＳＴ（第１リセット端子）とは別に
設けられたリセット端子ＲＳＴ１に接続（第２リセット端子）される。ダミー段ＳＲＤ１
の第２リセット端子ＲＳＴ１には第１制御信号ＳＴｎが入力され、ダミー段ＳＲＤ２の第
２リセット端子ＲＳＴ１には第２制御信号ＳＴｒが入力される。この構成によっても、実
施の形態２と同様の効果が得られる。
【０２３２】
　図１９（ａ），（ｂ）は実施の形態３を適用した例である。この場合、ダミー段ＳＲＤ
１，ＳＲＤ２は、図１８（ａ），（ｂ）に示したダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の回路に対
し、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続したトランジスタＱ１１Ｄがさらに設け
られる。トランジスタＱ１１Ｄのゲートは、第１リセット端子ＲＳＴおよび第２リセット
端子ＲＳＴ１とは別に設けられた第３リセット端子ＲＳＴ２に接続される。ダミー段ＳＲ
Ｄ１の第３リセット端子ＲＳＴ２は、単位シフトレジスタＳＲ2の出力端子ＯＵＴに接続
され、ダミー段ＳＲＤ２の第３リセット端子ＲＳＴ２は、単位シフトレジスタＳＲn-1の
出力端子ＯＵＴに接続される。
【０２３３】
　またダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ３Ｄのドレインは、第２電圧信号Ｖｒが供給さ
れる第２電圧信号端子Ｔ２に接続され、ダミー段ＳＲＤ２のトランジスタＱ３Ｄのドレイ
ンは、第１電圧信号Ｖｎが供給される第１電圧信号端子Ｔ１に接続される。この構成によ
っても、実施の形態３と同様の効果が得られる。
【０２３４】
　図２０（ａ），（ｂ）は実施の形態４を適用した例である。この場合、ダミー段ＳＲＤ
１，ＳＲＤ２は、図１９（ａ），（ｂ）に示したダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の回路に対
し、トランジスタＱ１０Ｄ，Ｑ１１Ｄを除いたものとなる。
【０２３５】
　この場合にも、上記の式（３）又は式（４）の条件を満たすようにすることが望ましい
。但し、本実施の形態では、実施の形態１のトランジスタＱ５の代わりに、トランジスタ
Ｑ５Ａ，Ｑ５Ｂが片方ずつ動作することになるため、式（３）におけるＷ（Ｑ５）の値は
、トランジスタＱ５Ａ，Ｑ５Ｂのゲート幅のうちの小さい方とする（通常はトランジスタ
Ｑ５Ａ，Ｑ５Ｂのゲート幅は同じにする）。
【０２３６】
　＜実施の形態６＞
　実施の形態５では、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２およびゲート線駆動段の各段において
、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５ＡとトランジスタＱ２Ｂ，Ｑ５Ｂとの交互の駆動を、２つの
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インバータを用いて行っていたが、本実施の形態では同様の動作を１つのインバータを用
いて行う例を示す。
【０２３７】
　図２１～図２３は、当該ゲート線駆動回路３０の具体的な回路構成を示す図である。図
２１はダミー段ＳＲＤ１およびゲート線駆動段の最前段（単位シフトレジスタＳＲ1）を
示しており、図２２はゲート線駆動段の中間段（単位シフトレジスタＳＲk）、図２３は
ゲート線駆動段の最終段（単位シフトレジスタＳＲn）およびダミー段ＳＲＤ２を示して
いる。なお、本実施の形態でも、ゲート線駆動回路３０の全体的な構成（ダミー段ＳＲＤ
１，ＳＲＤ２およびゲート線駆動段の各段間の接続関係）は、図１３と同様である。
【０２３８】
　図２２を参照し、ゲート線駆動回路３０の中間段である双方向単位シフトレジスタＳＲ

kの構成について説明する。本実施の形態の単位シフトレジスタＳＲkにおいては、トラン
ジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂを駆動するプルダウン駆動回路は、トランジスタＱ６，Ｑ１２から
成るインバータと、当該インバータの出力端（「ノードＮ４」と定義する）とノードＮ２
Ａとの間に接続するトランジスタＱ１４Ａと、当該ノードＮ４とノードＮ２Ｂとの間に接
続するトランジスタＱ１４Ｂとにより構成される。トランジスタＱ１４Ａのゲートは、第
１フレーム信号ＶＦＲが入力される第１フレーム信号端子ＴＡに接続し、トランジスタＱ
１４Ｂのゲートは第２フレーム信号／ＶＦＲが入力される第２フレーム信号端子ＴＢに接
続する。また上記インバータにおいては、トランジスタＱ１２は、ノードＮ４と高電位側
電源電位ＶＤＤ１が供給される第２電源端子Ｓ２との間に接続しており、第２電源端子Ｓ
２側がアノード、ノードＮ４側がカソードになるようダイオード接続される。トランジス
タＱ６はノードＮ４と第１電源端子Ｓ１との間に接続され、そのゲートは当該インバータ
の入力端であるノードＮ１に接続される。なお電位ＶＤＤ１は、上記の電位ＶＤＤ（各信
号のＨレベル）と同じであってもよい。
【０２３９】
　この構成によれば、第１フレーム信号ＶＦＲがＨレベル、第２フレーム信号／ＶＦＲが
Ｌレベルの期間は、トランジスタＱ１４Ａがオン、トランジスタＱ１４Ｂがオフになるの
で、インバータの出力端すなわちノードＮ４はノードＮ２Ａに電気的に接続される。つま
りその間は、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５Ａが駆動され、トランジスタＱ２Ｂ，Ｑ５Ｂは休
止状態になる。逆に、第１フレーム信号ＶＦＲがＬレベル、第２フレーム信号／ＶＦＲが
Ｈレベルの期間は、トランジスタＱ１４Ａがオフ、トランジスタＱ１４Ｂがオンになるの
で、ノードＮ４はノードＮ２Ｂに電気的に接続される。つまりその間は、トランジスタＱ
２Ｂ，Ｑ５Ｂが駆動され、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５Ａは休止状態になる。
【０２４０】
　このように、トランジスタＱ１４Ａ，Ｑ１４Ｂは、第１および第２フレーム信号ＶＦＲ
，／ＶＦＲに基づいて、トランジスタＱ６，Ｑ１２より成るインバータの出力端（ノード
Ｎ４）を、ノードＮ２ＡおよびノードＮ２Ｂへと交互に接続させる切替回路として機能す
る。
【０２４１】
　次に、ゲート線駆動段の最前段および最後段である単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnの
構成について説明する。図２１および図２３から分かるように、単位シフトレジスタＳＲ

1，ＳＲnは共に同じ回路構成を有しており、それは上で説明した中間段の単位シフトレジ
スタＳＲkに類似している。即ち、単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲnは、中間段の単位シ
フトレジスタＳＲkの回路に対し、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続し、ゲー
トがリセット端子ＲＳＴに接続したトランジスタＱ１０をさらに備えるものである。
【０２４２】
　ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の構成について説明する。図２１および図２３から分かる
ように、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は共に同じ回路構成を有しており、それらも中間段
の単位シフトレジスタＳＲkに類似している。即ち、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２は、中
間段の単位シフトレジスタＳＲkの回路に対し、トランジスタＱ３，Ｑ４に代えて以下の
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トランジスタＱ３Ｄ，Ｑ４Ｄを備えるものである。
【０２４３】
　トランジスタＱ３Ｄ，Ｑ４Ｄは、共にノードＮ１と入力端子ＩＮとの間に接続している
。そのうちトランジスタＱ３Ｄのゲートは入力端子ＩＮに接続する（即ちトランジスタＱ
３Ｄは、入力端子ＩＮ側がアノード、ノードＮ１側がカソードとなるようにダイオード接
続されている）。よってトランジスタＱ３Ｄは、入力端子ＩＮに入力される信号に応じて
ノードＮ１を充電するように機能する。一方、トランジスタＱ４のゲートはリセット端子
ＲＳＴに接続される。よってトランジスタＱ４Ｄは、入力端子ＩＮがＬレベルのときにク
ロック信号ＣＬＫに応じてノードＮ１を放電するように機能する。
【０２４４】
　実施の形態５では、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２およびゲート線駆動段の各段において
、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ５ＡとトランジスタＱ２Ｂ，Ｑ５Ｂとの交互の駆動を、トラン
ジスタＱ２Ａ，Ｑ５Ａを駆動する第１インバータと、トランジスタＱ２Ｂ，Ｑ５Ｂを駆動
する第２インバータとを交互に動作させることで行っていた。それに対し本実施の形態で
は、単一のインバータ（トランジスタＱ６，Ｑ１２）の出力端の接続先を、トランジスタ
Ｑ２Ａのゲート（ノードＮ１）と、トランジスタＱ２Ｂのゲート（ノードＮ２）とに交互
に切り替えることによって行っている。その点を除けば、本実施の形態のゲート線駆動回
路３０の動作（ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２およびゲート線駆動段の各段の動作）は実施
の形態５と同様であるので、ここでの詳細な説明は省略する。
【０２４５】
　本実施の形態においても、第１および第２フレーム信号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、実施の形態５と同様にトランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂ，Ｑ５Ａ，Ｑ５Ｂのしきい値電圧
シフトを防止でき、誤信号の発生を防止することができる。
【０２４６】
　また本実施の形態では、トランジスタＱ２Ａ，Ｑ２Ｂを１つのインバータを用いて駆動
しているため、実施の形態５よりも消費電力を小さくできるという利点もある。さらに、
実施の形態５と比較してゲートがノードＮ１に接続したトランジスタが少なく、ノードＮ
１に接続されるトランジスタのゲート容量が小さくなる。よって、ノードＮ１の寄生容量
が低減され、第１クロック端子ＣＫ１に入力されるクロック信号によるノードＮ１の昇圧
効果が高くなり、トランジスタＱ１の駆動能力が向上するという利点もある。また使用さ
れるトランジスタが実施の形態５より少ないため、回路の占有面積が小さくなるという利
点もある。
【０２４７】
　なお図２１～図２３では、フリップフロップ回路を構成しているトランジスタＱ１３Ａ
およびトランジスタＱ１３Ｂにおいて、一方のゲートが他方のドレインに接続された例を
示したが、実施の形態５で示した図１７と同様に、一方のゲートが他方のソースに接続さ
れるようにしてもよい。
【０２４８】
　また実施の形態２～４は、本実施の形態のダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２に対しても適用
可能である。図２４（ａ），（ｂ）は実施の形態２を適用した例である。この場合、図２
１に示したダミー段ＳＲＤ１および図２３に示したダミー段ＳＲＤ２の回路に対し、ノー
ドＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続したトランジスタＱ１０Ｄがさらに設けられる。
【０２４９】
　トランジスタＱ１０Ｄのゲートは、リセット端子ＲＳＴ（第１リセット端子）とは別に
設けられたリセット端子ＲＳＴ１に接続（第２リセット端子）される。ダミー段ＳＲＤ１
の第２リセット端子ＲＳＴ１には第１制御信号ＳＴｎが入力され、ダミー段ＳＲＤ２の第
２リセット端子ＲＳＴ１には第２制御信号ＳＴｒが入力される。この構成によっても、実
施の形態２と同様の効果が得られる。
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【０２５０】
　図２５（ａ），（ｂ）は実施の形態３を適用した例である。この場合、ダミー段ＳＲＤ
１，ＳＲＤ２は、図２４（ａ），（ｂ）に示したダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の回路に対
し、ノードＮ１と第１電源端子Ｓ１との間に接続したトランジスタＱ１１Ｄがさらに設け
られる。トランジスタＱ１１Ｄのゲートは、第１リセット端子ＲＳＴおよび第２リセット
端子ＲＳＴ１とは別に設けられた第３リセット端子ＲＳＴ２に接続される。ダミー段ＳＲ
Ｄ１の第３リセット端子ＲＳＴ２は、単位シフトレジスタＳＲ2の出力端子ＯＵＴに接続
され、ダミー段ＳＲＤ２の第３リセット端子ＲＳＴ２は、単位シフトレジスタＳＲn-1の
出力端子ＯＵＴに接続される。
【０２５１】
　またダミー段ＳＲＤ１のトランジスタＱ３Ｄのドレインは、第２電圧信号Ｖｒが供給さ
れる第２電圧信号端子Ｔ２に接続され、ダミー段ＳＲＤ２のトランジスタＱ３Ｄのドレイ
ンは、第１電圧信号Ｖｎが供給される第１電圧信号端子Ｔ１に接続される。この構成によ
っても、実施の形態３と同様の効果が得られる。
【０２５２】
　図２６（ａ），（ｂ）は実施の形態４を適用した例である。この場合、ダミー段ＳＲＤ
１，ＳＲＤ２は、図２５（ａ），（ｂ）に示したダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の回路に対
し、トランジスタＱ１０Ｄ，Ｑ１１Ｄを除いたものとなる。
【０２５３】
　この場合にも、上記の式（３）又は式（４）の条件を満たすようにすることが望ましい
。但し、本実施の形態では、実施の形態１のトランジスタＱ５の代わりに、トランジスタ
Ｑ５Ａ，Ｑ５Ｂが片方ずつ動作することになるため、式（３）におけるＷ（Ｑ５）の値は
、トランジスタＱ５Ａ，Ｑ５Ｂのゲート幅のうちの小さい方とする（通常はトランジスタ
Ｑ５Ａ，Ｑ５Ｂのゲート幅は同じにする）。
【０２５４】
　＜実施の形態７＞
　本実施の形態では、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２の変形例を示す。以下ではトランジス
タＱ３Ｄのドレインの接続先の変形例を示すが、実施の形態３，４では、ダミー段ＳＲＤ
１のトランジスタＱ３Ｄのドレインは第２電圧信号端子Ｔ２に、ダミー段ＳＲＤ２のトラ
ンジスタＱ３Ｄのドレインは第１電圧信号端子Ｔ１に、それぞれ接続される必要があるた
め、以下の変形例は適用されない。
【０２５５】
　実施の形態３，４を除いて、トランジスタＱ３Ｄは、専らノードＮ１の充電するために
用いられるので、トランジスタＱ３Ｄのドレインは、図２７（ａ）の如く高電位側電源電
位ＶＤＤ２が供給される第３電源端子Ｓ３に接続してもよい。電位ＶＤＤ２は、上記の電
位ＶＤＤ（各信号のＨレベル）と同じであってもよいし、実施の形態６に適用する場合は
電位ＶＤＤ１（インバータの電源電位）と同じであってもよい。
【０２５６】
　また図２７（ｂ）のように、トランジスタＱ３Ｄのドレインと第１電圧信号端子Ｔ１と
の間にダイオード接続したトランジスタＱ１５ｎを接続させると共に、当該トランジスタ
Ｑ３Ｄのドレインと第２電圧信号端子Ｔ２との間にダイオード接続したトランジスタＱ１
５ｒを接続させてもよい。第１および第２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒは互いに相補関係にあるの
で、トランジスタＱ３Ｄのドレインには、常に第１および第２電圧信号Ｖｎ，Ｖｒの片方
によりＨレベルの電位が供給され、図２７（ａ）のように一定の電位を供給する場合とほ
ぼ等価になる。
【０２５７】
　また実施の形態４，５においては、図２７（ｃ）のように、トランジスタＱ３Ｄのドレ
インと第１フレーム信号端子ＴＡとの間にダイオード接続したトランジスタＱ１５Ａを接
続させると共に、当該トランジスタＱ３Ｄのドレインと第２フレーム信号端子ＴＢとの間
にダイオード接続したトランジスタＱ１５Ｂを接続させてもよい。第１および第２フレー
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ム信号ＶＦＲ，／ＶＦＲは互いに相補関係にあるので、トランジスタＱ３Ｄのドレインに
は、常に第１および第２フレーム信号ＶＦＲ，／ＶＦＲの片方によりＨレベルの電位が供
給され、図２７（ａ）のように一定の電位を供給する場合とほぼ等価になる。
【０２５８】
　本実施の形態によれば、ダミー段ＳＲＤ１，ＳＲＤ２およびゲート線駆動段の各出力端
子ＯＵＴにかかる負荷容量を軽減させることができる。また、ゲート線駆動段の最前段お
よび最後段（単位シフトレジスタＳＲ1，ＳＲn）と中間段（単位シフトレジスタＳＲ2～
ＳＲn-1）とで、出力端子ＯＵＴにかかる負荷容量を均一化することができる。
【符号の説明】
【０２５９】
　３０　ゲート線駆動回路、３１　クロック発生器、３２　スタート信号発生器、３３　
電圧信号発生器、ＳＲ　単位シフトレジスタ、ＳＲＤ１，ＳＲＤ２　ダミー段、ＩＮ１　
第１入力端子、ＩＮ２　第２入力端子、ＯＵＴ　出力端子、ＧＬ　ゲート線、Ｓ１，Ｓ２
，Ｓ３　電源端子、ＣＫ１，ＣＫ２　クロック端子、Ｃ１～Ｃ３　容量素子、Ｑ１～Ｑ１
５　トランジスタ、ＲＳＴ，ＲＳＴ１，ＲＳＴ２　リセット端子、Ｔ１　第１電圧信号端
子、Ｔ２　第２電圧信号端子、ＴＡ　第１フレーム信号端子、ＴＢ　第２フレーム信号端
子。

【図１】 【図２】
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