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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カスケード接続された走査線を駆動操作する走査駆動回路であって、
　直前の走査信号を受信し、前記直前の走査信号に基づいて、対応する前記走査線の走査
レベル信号を生成するプルアップ制御モジュールと、
　前記走査レベル信号及び現在のクロック信号に基づいて、対応する前記走査線の現在の
走査信号をプルアップするプルアップモジュールと、
　直後の走査信号に基づいて、対応する前記走査線の走査レベル信号をプルダウンするプ
ルダウンモジュールと、
　対応する前記走査線の走査レベル信号をローレベルに維持するプルダウン維持モジュー
ルと、
　前記走査線の現在の走査信号をハイレベルにするブートストラップコンデンサと、
　現在の前記走査線の走査レベル信号をリセット操作するリセットモジュールと、
　プルダウンローレベルを提供する定電圧ローレベル源と、
　を含み、
　前記プルアップ制御モジュールはそれぞれ前記プルアップモジュール、前記プルダウン
モジュール、前記プルダウン維持モジュール及び前記ブートストラップコンデンサに接続
され、前記定電圧ローレベル源はそれぞれ前記プルダウン維持モジュール及び前記プルダ
ウンモジュールに接続され、
　前記プルアップ制御モジュールは、第１スイッチトランジスタを更に含み、前記第１ス
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イッチトランジスタの制御端は前記直前の走査信号を入力し、前記第１スイッチトランジ
スタの入力端は前記直前の走査信号を入力し、前記第１スイッチトランジスタの出力端は
それぞれ前記プルアップモジュール、前記プルダウンモジュール、前記プルダウン維持モ
ジュール及び前記ブートストラップコンデンサに接続され、
　前記プルダウン維持モジュールは、第１プルダウン維持部、第２プルダウン維持部、第
１３スイッチトランジスタ及び第１４スイッチトランジスタを含み、
　前記第１３スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に
接続され、前記第１３スイッチトランジスタの出力端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記
第１３スイッチトランジスタの入力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、
　前記第１４スイッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１４スイ
ッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１４スイッチトラン
ジスタの入力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、
　前記第１プルダウン維持部は、第９スイッチトランジスタ、第１０スイッチトランジス
タ、第６スイッチトランジスタ、第８スイッチトランジスタ、第１６スイッチトランジス
タを含み、
　前記第１０スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１
０スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１０スイ
ッチトランジスタの出力端は第２スイッチトランジスタの出力端に接続され、
　前記第９スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第９ス
イッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第９スイッチト
ランジスタの出力端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接続され、
　前記第６スイッチトランジスタの制御端は第１パルス信号に接続され、前記第６スイッ
チトランジスタの入力端は前記第１パルス信号に接続され、前記第６スイッチトランジス
タの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、
　前記第１６スイッチトランジスタの制御端は第２パルス信号に接続され、前記第１６ス
イッチトランジスタの入力端は前記第１パルス信号に接続され、前記第１６スイッチトラ
ンジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、
　前記第８スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接
続され、前記第８スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、
前記第８スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、
　前記第２プルダウン維持部は、第１１スイッチトランジスタ、第１２スイッチトランジ
スタ、第５スイッチトランジスタ、第１５スイッチトランジスタ、第７スイッチトランジ
スタを含み、
　前記第１１スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、前記第１
１スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１１スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第２スイッチトランジスタの出力端に接続され、
　前記第１２スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、前記第１
２スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１２スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接続され、
　前記第５スイッチトランジスタの制御端は第２パルス信号に接続され、前記第５スイッ
チトランジスタの入力端は前記第２パルス信号に接続され、前記第５スイッチトランジス
タの出力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、
　前記第１５スイッチトランジスタの制御端は第１パルス信号に接続され、前記第１５ス
イッチトランジスタの入力端は前記第２パルス信号に接続され、前記第１５スイッチトラ
ンジスタの出力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、
　前記第７スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接
続され、前記第７スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、
前記第７スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される走査駆動回路
。
【請求項２】
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　前記第１パルス信号は前記第２パルス信号の電位と逆である請求項１に記載の走査駆動
回路。
【請求項３】
　前記第１プルダウン維持部は第１８スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１８ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１８スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１８スイッチトランジスタの出
力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、
　前記第２プルダウン維持部は第１７スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１７ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１７スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１７スイッチトランジスタの出
力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される請求項１に記載の走査駆動回路。
【請求項４】
　前記第１プルダウン維持部は第１８スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１８ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１８スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１８スイッチトランジスタの出
力端は前記第１パルス信号に接続され、
　前記第２プルダウン維持部は第１７スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１７ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１７スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１７スイッチトランジスタの出
力端は前記第２パルス信号に接続される請求項１に記載の走査駆動回路。
【請求項５】
　前記第１プルダウン維持部は第２０スイッチトランジスタをさらに含み、前記第２０ス
イッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第２０スイッチトラ
ンジスタの入力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第２０スイッチトランジスタの
出力端は前記第１パルス信号に接続され、
　前記第２プルダウン維持部は第１９スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１９ス
イッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１９スイッチトラ
ンジスタの入力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１９スイッチトランジスタの
出力端は前記第２パルス信号に接続される請求項４に記載の走査駆動回路。
【請求項６】
　前記第１パルス信号と前記第２パルス信号は高周波パルス信号又は低周波電位信号であ
る請求項１に記載の走査駆動回路。
【請求項７】
　カスケード接続された走査線を駆動操作する走査駆動回路であって、
　直前の走査信号を受信し、前記直前の走査信号に基づいて、対応する前記走査線の走査
レベル信号を生成するプルアップ制御モジュールと、
　前記走査レベル信号及び現在のクロック信号に基づいて、対応する前記走査線の現在の
走査信号をプルアップするプルアップモジュールと、
　直後の走査信号に基づいて、対応する前記走査線の走査レベル信号をプルダウンするプ
ルダウンモジュールと、
　対応する前記走査線の走査レベル信号をローレベルに維持するプルダウン維持モジュー
ルと、
　前記走査線の現在の走査信号をハイレベルにするブートストラップコンデンサと、
　プルダウンローレベルを提供する定電圧ローレベル源と、
　を含み、
　前記プルアップ制御モジュールはそれぞれ前記プルアップモジュール、前記プルダウン
モジュール、前記プルダウン維持モジュール及び前記ブートストラップコンデンサに接続
され、前記定電圧ローレベル源はそれぞれ前記プルダウン維持モジュール及び前記プルダ
ウンモジュールに接続され、
　前記プルアップ制御モジュールは第１スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１ス
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イッチトランジスタの制御端は前記直前の走査信号を入力し、前記第１スイッチトランジ
スタの入力端は前記直前の走査信号を入力し、前記第１スイッチトランジスタの出力端は
それぞれ前記プルアップモジュール、前記プルダウンモジュール、前記プルダウン維持モ
ジュール及び前記ブートストラップコンデンサに接続され、
　前記プルダウン維持モジュールは第１プルダウン維持部、第２プルダウン維持部、第１
３スイッチトランジスタ及び第１４スイッチトランジスタを含み、
　前記第１３スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に
接続され、前記第１３スイッチトランジスタの出力端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記
第１３スイッチトランジスタの入力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、
　前記第１４スイッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１４スイ
ッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１４スイッチトラン
ジスタの入力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、
　前記第１プルダウン維持部は第９スイッチトランジスタ、第１０スイッチトランジスタ
、第６スイッチトランジスタ、第８スイッチトランジスタ、第１６スイッチトランジスタ
を含み、
　前記第１０スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１
０スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１０スイ
ッチトランジスタの出力端は第２スイッチトランジスタの出力端に接続され、
　前記第９スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第９ス
イッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第９スイッチト
ランジスタの出力端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接続され、
　前記第６スイッチトランジスタの制御端は第１パルス信号に接続され、前記第６スイッ
チトランジスタの入力端は前記第１パルス信号に接続され、前記第６スイッチトランジス
タの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、
　前記第１６スイッチトランジスタの制御端は第２パルス信号に接続され、前記第１６ス
イッチトランジスタの入力端は前記第１パルス信号に接続され、前記第１６スイッチトラ
ンジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、
　前記第８スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接
続され、前記第８スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、
前記第８スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、
　前記第２プルダウン維持部は第１１スイッチトランジスタ、第１２スイッチトランジス
タ、第５スイッチトランジスタ、第１５スイッチトランジスタ、第７スイッチトランジス
タを含み、
　前記第１１スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、前記第１
１スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１１スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第２スイッチトランジスタの出力端に接続され、
　前記第１２スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、前記第１
２スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１２スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接続され、
　前記第５スイッチトランジスタの制御端は第２パルス信号に接続され、前記第５スイッ
チトランジスタの入力端は前記第２パルス信号に接続され、前記第５スイッチトランジス
タの出力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、
　前記第１５スイッチトランジスタの制御端は第１パルス信号に接続され、前記第１５ス
イッチトランジスタの入力端は前記第２パルス信号に接続され、前記第１５スイッチトラ
ンジスタの出力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、
　前記第７スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接
続され、前記第７スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、
前記第７スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される走査駆動回路
。
【請求項８】
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　前記第１パルス信号は前記第２パルス信号の電位と逆である請求項７に記載の走査駆動
回路。
【請求項９】
　前記第１プルダウン維持部は第１８スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１８ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１８スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１８スイッチトランジスタの出
力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、
　前記第２プルダウン維持部は第１７スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１７ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１７スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１７スイッチトランジスタの出
力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される請求項７に記載の走査駆動回路。
【請求項１０】
　前記第１プルダウン維持部は第１８スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１８ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１８スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１８スイッチトランジスタの出
力端は前記第１パルス信号に接続され、
　前記第２プルダウン維持部は第１７スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１７ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１７スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１７スイッチトランジスタの出
力端は前記第２パルス信号に接続される請求項７に記載の走査駆動回路。
【請求項１１】
　前記第１プルダウン維持部は第２０スイッチトランジスタをさらに含み、前記第２０ス
イッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第２０スイッチトラ
ンジスタの入力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第２０スイッチトランジスタの
出力端は前記第１パルス信号に接続され、
　前記第２プルダウン維持部は第１９スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１９ス
イッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１９スイッチトラ
ンジスタの入力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１９スイッチトランジスタの
出力端は前記第２パルス信号に接続される請求項１０に記載の走査駆動回路。
【請求項１２】
　前記第１パルス信号と前記第２パルス信号は高周波パルス信号又は低周波電位信号であ
る請求項７に記載の走査駆動回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示駆動分野、特に走査駆動回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｇａｔｅ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｏｎ　Ａｒｒａｙ（ＧＯＡ）とは、従来の薄膜トランジスタ
液晶ディスプレイのアレイ基板に走査駆動回路を制作することにより、走査線を行毎に走
査することを実現する駆動方式である。従来の走査駆動回路の構造模式図を図１に示す。
該走査駆動回路１０は、プルアップ制御モジュール１０１、プルアップモジュール１０２
、下りモジュール１０３、プルダウンモジュール１０４、ブートストラップコンデンサ１
０５及びプルダウン維持モジュール１０６を含む。
　該走査駆動回路１０が高温状態で動作する場合、スイッチトランジスタの閾値電圧は負
の値に変化することにより、走査駆動回路１０の各モジュールのスイッチトランジスタに
漏電が発生しやすく、該走査駆動回路の信頼性に影響を与える。
　そのため、従来技術における問題を解決するために、走査駆動回路を提供する必要があ
る。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、漏電が少なく且つ信頼性が高い走査駆動回路を提供することにより、従来技
術における、走査駆動回路に漏電が発生し易く、走査駆動回路の信頼性に影響を与えると
いう技術問題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　前記の問題を解決するために、本発明は以下の技術案を提供する。
【０００５】
　本発明の実施例は、カスケード接続された走査線を駆動操作する走査駆動回路を提供す
る。該走査駆動回路は、
　直前の走査信号を受信し、前記直前の走査信号に基づいて、対応する前記走査線の走査
レベル信号を生成するプルアップ制御モジュールと、
　前記走査レベル信号及び現在のクロック信号に基づいて、対応する前記走査線の現在の
走査信号をプルアップするプルアップモジュールと、
　直後の走査信号に基づいて、対応する前記走査線の走査レベル信号をプルダウンするプ
ルダウンモジュールと、
　対応する前記走査線の走査レベル信号をローレベルに維持するプルダウン維持モジュー
ルと、
　前記走査線の現在の走査信号をハイレベルにするブートストラップコンデンサと、
　現在の前記走査線の走査レベル信号をリセット操作するリセットモジュールと、
　プルダウンローレベルを提供する定電圧ローレベル源と、
　を含み、
　前記プルアップ制御モジュールはそれぞれ前記プルアップモジュール、前記プルダウン
モジュール、前記プルダウン維持モジュール及び前記ブートストラップコンデンサに接続
され、前記定電圧ローレベル源はそれぞれ前記プルダウン維持モジュール及び前記プルダ
ウンモジュールに接続され、
　前記プルアップ制御モジュールは第１スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１ス
イッチトランジスタの制御端は前記直前の走査信号を入力し、前記第１スイッチトランジ
スタの入力端は前記直前の走査信号を入力し、前記第１スイッチトランジスタの出力端は
それぞれ前記プルアップモジュール、前記プルダウンモジュール、前記プルダウン維持モ
ジュール及び前記ブートストラップコンデンサに接続される。
【０００６】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記プルアップモジュールは第２スイッチトラ
ンジスタを含み、前記第２スイッチトランジスタの制御端は前記プルアップ制御モジュー
ルの第１スイッチトランジスタの出力端に接続され、前記第２スイッチトランジスタの入
力端は前記現在のクロック信号を入力し、前記第２スイッチトランジスタの出力端は現在
の走査信号を出力する。
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記プルダウンモジュールは第３スイッチトラ
ンジスタを含み、前記第３スイッチトランジスタの制御端は前記直後の走査信号を入力し
、前記第３スイッチトランジスタの入力端は前記プルアップ制御モジュールの第１スイッ
チトランジスタの出力端に接続され、前記第３スイッチトランジスタの出力端は前記定電
圧ローレベル源に接続される。
【０００７】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記プルダウン維持モジュールは第１プルダウ
ン維持部、第２プルダウン維持部、第１３スイッチトランジスタ及び第１４スイッチトラ
ンジスタを含む。
【０００８】
　前記第１３スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に
接続され、前記第１３スイッチトランジスタの出力端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記
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第１３スイッチトランジスタの入力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【０００９】
　前記第１４スイッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１４スイ
ッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１４スイッチトラン
ジスタの入力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００１０】
　前記第１プルダウン維持部は第９スイッチトランジスタ、第１０スイッチトランジスタ
、第６スイッチトランジスタ、第８スイッチトランジスタ、第１６スイッチトランジスタ
を含む。
【００１１】
　前記第１０スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１
０スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１０スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第２スイッチトランジスタの出力端に接続される。
【００１２】
　前記第９スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第９ス
イッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第９スイッチト
ランジスタの出力端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接続される。
【００１３】
　前記第６スイッチトランジスタの制御端は第１パルス信号に接続され、前記第６スイッ
チトランジスタの入力端は前記第１パルス信号に接続され、前記第６スイッチトランジス
タの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００１４】
　前記第１６スイッチトランジスタの制御端は第２パルス信号に接続され、前記第１６ス
イッチトランジスタの入力端は前記第１パルス信号に接続され、前記第１６スイッチトラ
ンジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００１５】
　前記第８スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接
続され、前記第８スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、
前記第８スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００１６】
　前記第２プルダウン維持部は第１１スイッチトランジスタ、第１２スイッチトランジス
タ、第５スイッチトランジスタ、第１５スイッチトランジスタ、第７スイッチトランジス
タを含む。
【００１７】
　前記第１１スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、前記第１
１スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１１スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第２スイッチトランジスタの出力端に接続される。
【００１８】
　前記第１２スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、前記第１
２スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１２スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接続される。
【００１９】
　前記第５スイッチトランジスタの制御端は第２パルス信号に接続され、前記第５スイッ
チトランジスタの入力端は前記第２パルス信号に接続され、前記第５スイッチトランジス
タの出力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００２０】
　前記第１５スイッチトランジスタの制御端は第１パルス信号に接続され、前記第１５ス
イッチトランジスタの入力端は前記第２パルス信号に接続され、前記第１５スイッチトラ
ンジスタの出力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００２１】
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　前記第７スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接
続され、前記第７スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、
前記第７スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００２２】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１パルス信号は前記第２パルス信号の電
位と逆である。
【００２３】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１プルダウン維持部は第１８スイッチト
ランジスタをさらに含み、前記第１８スイッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を
入力し、前記第１８スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され
、前記第１８スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
　前記第２プルダウン維持部は第１７スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１７ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１７スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１７スイッチトランジスタの出
力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００２４】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１プルダウン維持部は第１８スイッチト
ランジスタをさらに含み、前記第１８スイッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を
入力し、前記第１８スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され
、前記第１８スイッチトランジスタの出力端は前記第１パルス信号に接続される。
　前記第２プルダウン維持部は第１７スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１７ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１７スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１７スイッチトランジスタの出
力端は前記第２パルス信号に接続される。
【００２５】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１プルダウン維持部は第２０スイッチト
ランジスタをさらに含み、前記第２０スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ
）に接続され、前記第２０スイッチトランジスタの入力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続さ
れ、前記第２０スイッチトランジスタの出力端は前記第１パルス信号に接続される。
　前記第２プルダウン維持部は第１９スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１９ス
イッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１９スイッチトラ
ンジスタの入力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１９スイッチトランジスタの
出力端は前記第２パルス信号に接続される。
【００２６】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１パルス信号及び前記第２パルス信号は
高周波パルス信号又は低周波電位信号である。
【００２７】
　本発明の実施例は、カスケード接続された走査線を駆動操作する走査駆動回路をさらに
提供する。該走査駆動回路は、
　直前の走査信号を受信し、前記直前の走査信号に基づいて、対応する前記走査線の走査
レベル信号を生成するプルアップ制御モジュールと、
　前記走査レベル信号及び現在のクロック信号に基づいて、対応する前記走査線の現在の
走査信号をプルアップするプルアップモジュールと、
　直後の走査信号に基づいて、対応する前記走査線の走査レベル信号をプルダウンするプ
ルダウンモジュールと、
　対応する前記走査線の走査レベル信号をローレベルに維持するプルダウン維持モジュー
ルと、
　前記走査線の現在の走査信号をハイレベルにするブートストラップコンデンサと、
　プルダウンローレベルを提供する定電圧ローレベル源と、
　を含み、
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　前記プルアップ制御モジュールはそれぞれ前記プルアップモジュール、前記プルダウン
モジュール、前記プルダウン維持モジュール及び前記ブートストラップコンデンサに接続
され、前記定電圧ローレベル源はそれぞれ前記プルダウン維持モジュール及び前記プルダ
ウンモジュールに接続される。
【００２８】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記プルアップ制御モジュールは第１スイッチ
トランジスタをさらに含み、前記第１スイッチトランジスタの制御端は前記直前の走査信
号を入力し、前記第１スイッチトランジスタの入力端は前記直前の走査信号を入力し、前
記第１スイッチトランジスタの出力端はそれぞれ前記プルアップモジュール、前記プルダ
ウンモジュール、前記プルダウン維持モジュール及び前記ブートストラップコンデンサに
接続される。
【００２９】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記プルアップモジュールは第２スイッチトラ
ンジスタを含み、前記第２スイッチトランジスタの制御端は前記プルアップ制御モジュー
ルの第１スイッチトランジスタの出力端に接続され、前記第２スイッチトランジスタの入
力端は前記現在のクロック信号を入力し、前記第２スイッチトランジスタの出力端は現在
の走査信号を出力する。
【００３０】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記プルダウンモジュールは第３スイッチトラ
ンジスタを含み、前記第３スイッチトランジスタの制御端は前記直後の走査信号を入力し
、前記第３スイッチトランジスタの入力端は前記プルアップ制御モジュールの第１スイッ
チトランジスタの出力端に接続され、前記第３スイッチトランジスタの出力端は前記定電
圧ローレベル源に接続される。
【００３１】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記プルダウン維持モジュールは第１プルダウ
ン維持部、第２プルダウン維持部、第１３スイッチトランジスタ及び第１４スイッチトラ
ンジスタを含む。
【００３２】
　前記第１３スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に
接続され、前記第１３スイッチトランジスタの出力端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記
第１３スイッチトランジスタの入力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
　前記第１４スイッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１４スイ
ッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１４スイッチトラン
ジスタの入力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００３３】
　前記第１プルダウン維持部は第９スイッチトランジスタ、第１０スイッチトランジスタ
、第６スイッチトランジスタ、第８スイッチトランジスタ、第１６スイッチトランジスタ
を含む。
【００３４】
　前記第１０スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１
０スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１０スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第２スイッチトランジスタの出力端に接続される。
【００３５】
　前記第９スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第９ス
イッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第９スイッチト
ランジスタの出力端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接続される。
【００３６】
　前記第６スイッチトランジスタの制御端は第１パルス信号に接続され、前記第６スイッ
チトランジスタの入力端は前記第１パルス信号に接続され、前記第６スイッチトランジス
タの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
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【００３７】
　前記第１６スイッチトランジスタの制御端は第２パルス信号に接続され、前記第１６ス
イッチトランジスタの入力端は前記第１パルス信号に接続され、前記第１６スイッチトラ
ンジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００３８】
　前記第８スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接
続され、前記第８スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、
前記第８スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００３９】
　前記第２プルダウン維持部は第１１スイッチトランジスタ、第１２スイッチトランジス
タ、第５スイッチトランジスタ、第１５スイッチトランジスタ、第７スイッチトランジス
タを含む。
【００４０】
　前記第１１スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、前記第１
１スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１１スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第２スイッチトランジスタの出力端に接続される。
【００４１】
　前記第１２スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、前記第１
２スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１２スイ
ッチトランジスタの出力端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接続される。
【００４２】
　前記第５スイッチトランジスタの制御端は第２パルス信号に接続され、前記第５スイッ
チトランジスタの入力端は前記第２パルス信号に接続され、前記第５スイッチトランジス
タの出力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００４３】
　前記第１５スイッチトランジスタの制御端は第１パルス信号に接続され、前記第１５ス
イッチトランジスタの入力端は前記第２パルス信号に接続され、前記第１５スイッチトラ
ンジスタの出力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００４４】
　前記第７スイッチトランジスタの制御端は前記第１スイッチトランジスタの出力端に接
続され、前記第７スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、
前記第７スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００４５】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１パルス信号は前記第２パルス信号の電
位と逆である。
【００４６】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１プルダウン維持部は第１８スイッチト
ランジスタをさらに含み、前記第１８スイッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を
入力し、前記第１８スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され
、前記第１８スイッチトランジスタの出力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
　前記第２プルダウン維持部は第１７スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１７ス
イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１７スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１７スイッチトランジスタの出
力端は前記基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００４７】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１プルダウン維持部は第１８スイッチト
ランジスタをさらに含み、前記第１８スイッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を
入力し、前記第１８スイッチトランジスタの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され
、前記第１８スイッチトランジスタの出力端は前記第１パルス信号に接続される。
　前記第２プルダウン維持部は第１７スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１７ス
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イッチトランジスタの制御端は直前の走査信号を入力し、前記第１７スイッチトランジス
タの入力端は前記定電圧ローレベル源に接続され、前記第１７スイッチトランジスタの出
力端は前記第２パルス信号に接続される。
【００４８】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１プルダウン維持部は第２０スイッチト
ランジスタをさらに含み、前記第２０スイッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ
）に接続され、前記第２０スイッチトランジスタの入力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続さ
れ、前記第２０スイッチトランジスタの出力端は前記第１パルス信号に接続される。
　前記第２プルダウン維持部は第１９スイッチトランジスタをさらに含み、前記第１９ス
イッチトランジスタの制御端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１９スイッチトラ
ンジスタの入力端は前記基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、前記第１９スイッチトランジスタの
出力端は前記第２パルス信号に接続される。
【００４９】
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記第１パルス信号及び前記第２パルス信号は
高周波パルス信号又は低周波電位信号である。
　本発明に記載の走査駆動回路において、前記走査駆動回路は、現在の前記走査線の走査
レベル信号をリセット操作するリセットモジュールをさらに含む。
【発明の効果】
【００５０】
　従来の走査駆動回路に比べて、本発明の走査駆動回路は、プルアップ制御モジュールを
設置することにより、漏電の発生を回避し、走査駆動回路の信頼性を向上させることがで
き、従来の走査駆動回路に漏電が発生しやすく、走査駆動回路の信頼性に影響を与えると
いう技術問題を解決する。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】は従来の走査駆動回路の構造模式図である。
【図２】は本発明の走査駆動回路の第１の好ましい実施例の構造模式図である。
【図３】は本発明の走査駆動回路の第１の好ましい実施例の信号波形図である。
【図４】は本発明の走査駆動回路の第２の好ましい実施例の構造模式図である。
【図５】は本発明の走査駆動回路の第３の好ましい実施例の構造模式図である。
【図６】は本発明の走査駆動回路の第４の好ましい実施例の構造模式図である。
【図７】は本発明の走査駆動回路の第５の好ましい実施例の構造模式図である。
【図８】は本発明の走査駆動回路の第５の好ましい実施例の信号波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下の各実施例は、図面を参照して説明され、本発明の実施可能な特定な実施例を例示
するものである。本発明でいう方向用語、例えば「上」、「下」、「前」、「後」、「左
」、「右」、「内」、「外」、「側面」等は、図面における方向に過ぎない。よって、用
いられる方向用語は、本発明を説明及び理解するためのもので、本発明を制限しない。
【００５３】
　図面において、構造が類似する単位を同一の符号で表示する。
【００５４】
　図２と図３において、図２は本発明の走査駆動回路の第１の好ましい実施例の構造模式
図であり、図３は本発明の走査駆動回路の第１の好ましい実施例の信号波形図である。本
好ましい実施例の走査駆動回路２０はプルアップ制御モジュール２１、プルアップモジュ
ール２２、プルダウンモジュール２３、プルダウン維持モジュール２４、ブートストラッ
プコンデンサＣｂ及び定電圧ローレベル源ＶＳＳを含む。プルアップ制御モジュール２１
は直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）を受信し、直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）に基づいて、対応
する走査線の走査レベル信号Ｑ（Ｎ）を生成し、プルアップモジュール２２は走査レベル
信号Ｑ（Ｎ）及び現在のクロック信号ＣＫ（Ｎ）（後述の第２パルス信号ＣＫＮと同等）
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に基づいて、対応する走査線の現在の走査信号Ｇ（Ｎ）をプルアップし、プルダウンモジ
ュール２３は、直後の走査信号Ｇ（Ｎ＋１）に基づいて、対応する走査線の走査レベル信
号Ｑ（Ｎ）をプルダウンし、プルダウン維持モジュール２４は対応する走査線の走査レベ
ル信号Ｑ（Ｎ）をローレベルに維持し、ブートストラップコンデンサＣｂは、第１スイッ
チトランジスタＴ１の出力端と第２スイッチトランジスタＴ２の出力端との間に設置され
、走査線の現在の走査信号Ｇ（Ｎ）をハイレベルにする。定電圧ローレベル源ＶＳＳはプ
ルダウンローレベルを提供する。
【００５５】
　ここで、プルアップ制御モジュール２１はそれぞれプルアップモジュール２２、プルダ
ウンモジュール２３、プルダウン維持モジュール２４及びブートストラップコンデンサＣ
ｂに接続され、定電圧ローレベル源ＶＳＳはそれぞれプルダウン維持モジュール２４及び
プルダウンモジュール２３に接続される。
【００５６】
　プルアップ制御モジュール２１は第１スイッチトランジスタＴ１を含み、第１スイッチ
トランジスタＴ１の制御端は直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）を入力し、第１スイッチトラン
ジスタＴ１の入力端は直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）を入力し、第１スイッチトランジスタ
Ｔ１の出力端はそれぞれプルアップモジュール２２、プルダウンモジュール２３、プルダ
ウン維持モジュール２４及びブートストラップコンデンサＣｂに接続される。
【００５７】
　プルアップモジュール２２は第２スイッチトランジスタＴ２を含み、第２スイッチトラ
ンジスタＴ２の制御端はプルアップ制御モジュール２１の第１スイッチトランジスタＴ１
の出力端に接続され、第２スイッチトランジスタＴ２の入力端は現在のクロック信号ＣＫ
（Ｎ）を入力し、第２スイッチトランジスタＴ２の出力端は現在の走査信号Ｇ（Ｎ）を出
力する。
【００５８】
　プルダウンモジュール２３は第３スイッチトランジスタＴ３を含み、第３スイッチトラ
ンジスタＴ３の制御端は直後の走査信号Ｇ（Ｎ＋１）を入力し、第３スイッチトランジス
タＴ３の入力端はプルアップ制御モジュール２１の第１スイッチトランジスタＴ１の出力
端に接続され、第３スイッチトランジスタＴ３の出力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接
続される。
【００５９】
　プルダウン維持モジュール２４は第１プルダウン維持部２４１、第２プルダウン維持部
２４２、第１３スイッチトランジスタＴ１３及び第１４スイッチトランジスタＴ１４を含
む。
【００６０】
　第１３スイッチトランジスタＴ１３の制御端は第１スイッチトランジスタＴ１の出力端
に接続され、第１３スイッチトランジスタＴ１３の出力端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、
第１３スイッチトランジスタＴ１３の入力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００６１】
　第１４スイッチトランジスタＴ１４の制御端は直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）を入力し、
第１４スイッチトランジスタＴ１４の出力端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、第１４スイッ
チトランジスタＴ１４の入力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００６２】
　第１プルダウン維持部２４１は第９スイッチトランジスタＴ９、第１０スイッチトラン
ジスタＴ１０、第６スイッチトランジスタＴ６、第８スイッチトランジスタＴ８、第１６
スイッチトランジスタＴ１６を含む。
　第１０スイッチトランジスタＴ１０の制御端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、第１０スイ
ッチトランジスタＴ１０の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され、第１０スイッ
チトランジスタＴ１０の出力端は第２スイッチトランジスタＴ２の出力端に接続される。
【００６３】
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　第９スイッチトランジスタＴ９の制御端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、第９スイッチト
ランジスタＴ９の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され、第９スイッチトランジ
スタＴ９の出力端は第１スイッチトランジスタＴ１の出力端に接続される。
【００６４】
　第６スイッチトランジスタＴ６の制御端は第１パルス信号ＸＣＫＮ（即ち、クロック信
号）に接続され、第６スイッチトランジスタＴ６の入力端は第１パルス信号ＸＣＫＮに接
続され、第６スイッチトランジスタＴ６の出力端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００６５】
　第１６スイッチトランジスタＴ１６の制御端は第２パルス信号ＣＫＮ（即ち、ＸＣＫＮ
と逆方法のクロック信号）に接続され、第１６スイッチトランジスタＴ１６の入力端は第
１パルス信号ＸＣＫＮに接続され、第１６スイッチトランジスタＴ１６の出力端は基準点
Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００６６】
　第８スイッチトランジスタＴ８の制御端は第１スイッチトランジスタＴ１の出力端に接
続され、第８スイッチトランジスタＴ８の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され
、第８スイッチトランジスタＴ８の出力端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。
【００６７】
　第２プルダウン維持部２４２は第１１スイッチトランジスタＴ１１、第１２スイッチト
ランジスタＴ１２、第５スイッチトランジスタＴ５、第７スイッチトランジスタＴ８、第
１５スイッチトランジスタＴ１５を含む。
【００６８】
　第１１スイッチトランジスタＴ１１の制御端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、第１１スイ
ッチトランジスタＴ１１の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され、第１１スイッ
チトランジスタＴ１１の出力端は第２スイッチトランジスタＴ２の出力端に接続される。
【００６９】
　第１２スイッチトランジスタＴ１２の制御端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続され、第１２スイ
ッチトランジスタＴ１２の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され、第１２スイッ
チトランジスタＴ１２の出力端は第１スイッチトランジスタＴ１の出力端に接続される。
【００７０】
　第５スイッチトランジスタＴ５の制御端は第２パルス信号ＣＫＮに接続され、第５スイ
ッチトランジスタＴ５の入力端は第２パルス信号ＣＫＮに接続され、第５スイッチトラン
ジスタＴ５の出力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００７１】
　第１５スイッチトランジスタＴ１５の制御端は第１パルス信号ＸＣＫＮに接続され、第
１５スイッチトランジスタＴ１５の入力端は第２パルス信号ＣＫＮに接続され、第１５ス
イッチトランジスタＴ１５の出力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００７２】
　第７スイッチトランジスタＴ７の制御端は第１スイッチトランジスタＴ１の出力端に接
続され、第７スイッチトランジスタＴ７の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され
、第７スイッチトランジスタＴ７の出力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００７３】
　第１パルス信号ＸＣＫＮは第２パルス信号ＣＫＮの電位と逆であり、第１パルス信号Ｘ
ＣＫＮと第２パルス信号ＣＫＮとのデューティ比は約０．５である。
【００７４】
　好ましくは、本好ましい実施例の走査駆動回路２０は、現在の走査線の走査レベル信号
Ｑ（Ｎ）をリセット操作するリセットモジュール２５を含んでも良い。該リセットモジュ
ール２５はスイッチトランジスタＴ４を含み、スイッチトランジスタＴ４の制御端にハイ
レベル信号を入力することにより、走査線の走査レベル信号Ｑ（Ｎ）（即ち、基準点Ｑ（
Ｎ））にリセット処理を行う。
【００７５】



(14) JP 6691991 B2 2020.5.13

10

20

30

40

50

　図２と図３を参照すると、本好ましい実施例の走査駆動回路２０が動作状態にあって、
直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）はハイレベルである場合に、第１スイッチトランジスタＴ１
がオンし、直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）は第１スイッチトランジスタＴ１を介してブート
ストラップコンデンサＣｂを充電することにより、基準点Ｑ（Ｎ）はより高いレベルにな
る。そして、直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）はローレベルになり、第１スイッチトランジス
タＴ１がオフし、基準点Ｑ（Ｎ）はブートストラップコンデンサＣｂにより比較的に高い
レベルに維持され、第２スイッチトランジスタＴ２がオンする。
【００７６】
　次に、現在のクロック信号ＣＫ（Ｎ）はハイレベルになり、クロック信号ＣＫ（Ｎ）は
第２スイッチトランジスタＴ２を介して引き続きブートストラップコンデンサＣｂを充電
することにより、基準点Ｑ（Ｎ）はより高いレベルに達し、現在の走査信号Ｇ（Ｎ）もハ
イレベルになる。
【００７７】
　この場合、第１３スイッチトランジスタＴ１３がオンし、第７スイッチトランジスタＴ
７と第８スイッチトランジスタＴ８の制御端はともにハイレベルの走査制御信号Ｑ（Ｎ）
を入力することにより、第７スイッチトランジスタＴ７と第８スイッチトランジスタＴ８
がオンし、基準点Ｐ（Ｎ）と基準点Ｋ（Ｎ）は定電圧ローレベル源ＶＳＳの制御によりロ
ーレベルに保持されるとともに、第９スイッチトランジスタＴ９、第１０スイッチトラン
ジスタＴ１０、第１１スイッチトランジスタＴ１１及び第１２スイッチトランジスタＴ１
２はオフ状態に保持されることで、走査制御信号Ｑ（Ｎ）のハイレベルが保証される。
【００７８】
　直後の走査信号Ｇ（Ｎ＋１）はハイレベルになった場合に、第３スイッチトランジスタ
Ｔ３がオンし、基準点Ｑ（Ｎ）、即ち走査制御信号Ｑ（Ｎ）は定電圧ローレベル源ＶＳＳ
によりローレベルにプルダウンされ、この場合に第１３スイッチトランジスタＴ１３及び
第２スイッチトランジスタＴ２がオフする。第１プルダウン維持部２４１又は第２プルダ
ウン維持部２４２は、第１パルス信号ＸＣＫＮと第２パルス信号ＣＫＮの作用により基準
点Ｑ（Ｎ）がローレベルに維持される。
【００７９】
　第１高周波パルス信号ＸＣＫＮはハイレベル、第２高周波パルス信号ＣＫＮはローレベ
ルである場合に、第１５スイッチトランジスタＴ１５及び第６スイッチトランジスタＴ６
がオンし、基準点Ｋ（Ｎ）は第６スイッチトランジスタＴ６によりハイレベルにプルアッ
プされ、基準点Ｐ（Ｎ）は第１５スイッチトランジスタＴ１５によりローレベルに維持さ
れることにより、第９スイッチトランジスタＴ９及び第１０スイッチトランジスタＴ１０
がオンし、基準点Ｑ（Ｎ）は第１プルダウン維持部２４１の第９スイッチトランジスタＴ
９により定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続されることで、基準点Ｑ（Ｎ）のローレベルが
保持され、現在の走査信号Ｇ（Ｎ）は第１プルダウン維持部２４１の第１０スイッチトラ
ンジスタＴ１０により定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続されることで、現在の走査信号Ｇ
（Ｎ）のローレベルが保持される。
【００８０】
　第１高周波パルス信号ＸＣＫＮはローレベル、第２高周波パルス信号ＣＫＮはハイレベ
ルである場合に、第５スイッチトランジスタＴ５及び第１６スイッチトランジスタＴ１６
がオンし、基準点Ｐ（Ｎ）は第５スイッチトランジスタＴ５によりハイレベルにプルアッ
プされ、基準点Ｋ（Ｎ）は第１６スイッチトランジスタＴ１６によりローレベルに保持さ
れることにより、第１１スイッチトランジスタＴ１１及び第１２スイッチトランジスタＴ
１２がオンし、基準点Ｐ（Ｎ）は第２プルダウン維持部２４２の第１２スイッチトランジ
スタＴ１２により定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続されることで、基準点Ｑ（Ｎ）のロー
レベルが保持され、現在の走査信号Ｇ（Ｎ）は第２プルダウン維持部２４２の第１１スイ
ッチトランジスタＴ１１により定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続されることで、現在の走
査信号Ｇ（Ｎ）のローレベルが保持される。
【００８１】
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　上記より、本好ましい実施例の走査駆動回路２０のプルダウン維持部２４は、基準点Ｑ
（Ｎ）が高電位状態にある場合に第９スイッチトランジスタＴ９、第１０スイッチトラン
ジスタＴ１０、第１１スイッチトランジスタＴ１１及び第１２スイッチトランジスタＴ１
２をオフすることにより、基準点Ｑ（Ｎ）の高電位を良好に保持することができる。また
、基準点Ｑ（Ｎ）が低電位状態にある場合に、順次に第１プルダウン維持部２４１及び第
２プルダウン維持部２４２の作用により、基準点Ｑ（Ｎ）及び現在の走査信号Ｇ（Ｎ）の
低電位を保持することができる。
【００８２】
　本発明の走査駆動回路は、プルアップ制御モジュールを設置することにより、漏電の発
生を良好に回避し、走査駆動回路の信頼性を向上させることができる。
【００８３】
　図４は本発明の走査駆動回路の第２の好ましい実施例の構造模式図である。第１の好ま
しい実施例に基づいて、本好ましい実施例の走査駆動回路４０の第１プルダウン維持部４
４１は第１８スイッチトランジスタＴ１８をさらに含み、第１８スイッチトランジスタＴ
１８の制御端は直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）を入力し、第１８スイッチトランジスタＴ１
８の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され、第１８スイッチトランジスタＴ１８
の出力端は基準点Ｋ（Ｎ）に接続される。本好ましい実施例の走査駆動回路４０の第２プ
ルダウン維持部４４２は第１７スイッチトランジスタＴ１７をさらに含み、第１７スイッ
チトランジスタＴ１７の制御端は直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）を入力し、第１７スイッチ
トランジスタＴ１７の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され、第１７スイッチト
ランジスタＴ１７の出力端は基準点Ｐ（Ｎ）に接続される。
【００８４】
　本好ましい実施例の第７スイッチトランジスタＴ７、第８スイッチトランジスタＴ８、
第１７スイッチトランジスタＴ１７及び第１８スイッチトランジスタＴ１８はいずれも基
準点Ｑ（Ｎ）に接続されていないため、基準点Ｑ（Ｎ）のＲＣインピーダンスをより良く
低減することができるとともに、第７スイッチトランジスタＴ７及び第１７スイッチトラ
ンジスタＴ１７により基準点Ｐ（Ｎ）の電位、また第８スイッチトランジスタＴ８及び第
１８スイッチトランジスタＴ１８により基準点Ｋ（Ｎ）の電位を良好にプルダウンするこ
とができる。
【００８５】
　図５は本発明の走査駆動回路の第３の好ましい実施例の構造模式図である。第１の好ま
しい実施例に基づいて、本好ましい実施例の走査駆動回路５０の第１プルダウン維持部５
４１は第１８スイッチトランジスタＴ１８をさらに含み、第１８スイッチトランジスタＴ
１８の制御端は直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）を入力し、第１８スイッチトランジスタＴ１
８の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され、第１８スイッチトランジスタＴ１８
の出力端は第１高周波パルス信号ＸＣＫＮに接続される。本好ましい実施例の走査駆動回
路５０の第２プルダウン維持部５４２は第１７スイッチトランジスタＴ１７をさらに含み
、第１７スイッチトランジスタＴ１７の制御端は直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）を入力し、
第１７スイッチトランジスタＴ１７の入力端は定電圧ローレベル源ＶＳＳに接続され、第
１７スイッチトランジスタＴ１７の出力端は第２高周波パルス信号ＣＫＮに接続される。
【００８６】
　本好ましい実施例の第７スイッチトランジスタＴ７、第８スイッチトランジスタＴ８、
第１７スイッチトランジスタＴ１７及び第１８スイッチトランジスタＴ１８がオンする場
合に、第１高周波パルス信号ＸＣＫＮ及び第２高周波パルス信号ＣＫＮをプルダウンする
ことができるため、現在の走査信号Ｇ（Ｎ）はハイレベルになると、基準点Ｐ（Ｎ）及び
基準点Ｋ（Ｎ）の電位を良好にプルダウンすることができる。
【００８７】
　図６は本発明の走査駆動回路の第４の好ましい実施例の構造模式図である。第３の好ま
しい実施例に基づいて、本好ましい実施例の走査駆動回路６０の第１プルダウン維持部６
４１は第２０スイッチトランジスタＴ２０をさらに含み、第２０スイッチトランジスタＴ
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は基準点Ｋ（Ｎ）に接続され、第２０スイッチトランジスタＴ２０の出力端は第１高周波
パルス信号ＸＣＫＮに接続される。第２プルダウン維持部６４２は第１９スイッチトラン
ジスタＴ１９をさらに含み、第１９スイッチトランジスタＴ１９の制御端は基準点Ｋ（Ｎ
）に接続され、第１９スイッチトランジスタＴ１９の出力端は第２高周波パルス信号ＣＫ
Ｎに接続される。
【００８８】
　第１９スイッチトランジスタＴ１９及び第２０スイッチトランジスタＴ２０の設置によ
り、第５スイッチトランジスタＴ５、第６スイッチトランジスタＴ６、第１５スイッチト
ランジスタＴ１５及び第１６スイッチトランジスタＴ１６のうちの１つ又は複数のスイッ
チトランジスタが故障しても、直前の走査信号Ｇ（Ｎ－１）がハイレベルである場合に、
基準点Ｐ（Ｎ）と基準点Ｋ（Ｎ）の電位をプルダウンすることができ、基準点Ｑ（Ｎ）の
高電位が保証される。
【００８９】
　図７と図８において、図７は本発明の走査駆動回路の第５の好ましい実施例の構造模式
図であり、図８は本発明の走査駆動回路の第５の好ましい実施例の信号波形図である。本
好ましい実施例及び走査駆動回路の第２の好ましい実施例との相違点は、第１高周波パル
ス信号ＸＣＫＮの代わりに、第１低周波電位信号ＬＣ２を使用し、第２高周波パルスＣＫ
Ｎの代わりに、第２低周波電位信号ＬＣ１を使用することにある。第１低周波電位信号Ｌ
Ｃ２及び第２低周波電位信号ＬＣ１は、数フレームの画面または数十フレームの画面の後
に電位を変換することにより、走査駆動回路のインパルススイッチ操作を減らして走査駆
動回路の消費電力を節約することができる。
【００９０】
　本発明の走査駆動回路は、プルアップ制御モジュールを設置することにより、漏電の発
生を良好に回避し、走査駆動回路の信頼性を向上させることができ、従来の走査駆動回路
に漏電が発生しやすく、走査駆動回路の信頼性に影響を与えるという技術問題が解決され
る。
【００９１】
　上記より、本発明は好ましい実施例により開示されたが、上記の好ましい実施例は本発
明を限定するものでなく、本発明の趣旨及び範囲を脱出しない限り、当業者であれば、様
々な変更及び修飾を加えることができるため、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲に基
づくものである。
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