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(57)【要約】
【課題】　１つの表示領域を２つの領域に分割し、当該
２つの領域に並行して映像や画像を表示する液晶表示装
置におけるドライバ回路の発熱を抑え、かつ、画質の低
下を防ぐ。
【解決手段】　液晶表示パネルの１つの表示領域は、走
査信号線の延在方向と一致する境界線により第１の表示
領域と第２の表示領域に分割されており、前記第１の表
示領域の画素のＴＦＴ素子が接続している映像信号線と
、前記第２の表示領域の画素のＴＦＴ素子が接続してい
る映像信号線とは、電気的に絶縁されており、前記第１
の表示領域および前記第２の表示領域のそれぞれの表示
領域において、前記映像信号線の延在方向に沿って並ん
だ複数個の画素の列には、それぞれ、２本の隣接する映
像信号線のうちの一方の映像信号線にＴＦＴ素子が接続
している画素と、前記２本の隣接する映像信号線のうち
の他方の映像信号線にＴＦＴ素子が接続している画素と
が、交互に並んでいる液晶表示装置。
【選択図】　　　　図２（ａ）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と第２の基板との間に液晶材料を封入した液晶表示パネルを有し、
　前記第１の基板は、複数本の走査信号線、複数本の映像信号線、複数個のＴＦＴ素子、
および複数個の画素電極を有し、
　前記液晶表示パネルは、前記ＴＦＴ素子および前記画素電極を有する画素の集合で設定
される１つの表示領域を有する液晶表示装置であって、
　前記１つの表示領域は、前記走査信号線の延在方向と一致する境界線により第１の表示
領域と第２の表示領域に分割されており、
　前記第１の表示領域に属する画素の前記ＴＦＴ素子のソースまたはドレインが接続して
いる映像信号線と、前記第２の表示領域に属する画素の前記ＴＦＴ素子のソースまたはド
レインが接続している映像信号線とは、電気的に絶縁されており、
　前記第１の表示領域において前記映像信号線の延在方向に沿って並んだ複数個の画素の
列、および前記第２の表示領域において前記映像信号線の延在方向に沿って並んだ複数個
の画素の列には、それぞれ、２本の隣接する映像信号線のうちの一方の映像信号線に前記
ＴＦＴ素子のソースまたはドレインが接続している画素と、前記２本の隣接する映像信号
線のうちの他方の映像信号線に前記ＴＦＴ素子のソースまたはドレインが接続している画
素とが、交互に並んでいることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記境界線を挟んで隣接する前記第１の表示領域に属する画素と前記第２の表示領域に
属する画素とは、前記第１の基板上における当該各画素の前記ＴＦＴ素子および前記画素
電極の配置位置の関係が、前記境界線を対称軸とする線対称の関係になっていることを特
徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１の表示領域を通る複数本の映像信号線、および前記第２の表示領域を通る複数
本の映像信号線には、それぞれ、１フレーム期間中、常に同じ極性の信号が加わり、
　１フレーム期間中に前記第１の表示領域を通る複数本の映像信号線、および前記第２の
表示領域を通る複数本の映像信号線に加わる信号は、それぞれ、同じ表示領域において隣
接する２本の映像信号線に加わる信号の極性が互いに反対の極性であり、かつ、
　前記境界線を挟んで対向する２本の映像信号線に加わる信号の極性が互いに反対の極性
であることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記境界線を挟んで隣接する前記第１の表示領域に属する画素と前記第２の表示領域に
属する画素とは、前記第１の基板上における当該各画素の前記ＴＦＴ素子および前記画素
電極の配置位置の関係が、前記境界線のうちの当該２つの画素を分割する線分の中心を対
称の中心とする点対称の関係になっていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装
置。
【請求項５】
　前記第１の表示領域を通る複数本の映像信号線、および前記第２の表示領域を通る複数
本の映像信号線には、それぞれ、１フレーム期間中、常に同じ極性の信号が加わり、
　１フレーム期間中に前記第１の表示領域を通る複数本の映像信号線、および前記第２の
表示領域を通る複数本の映像信号線に加わる信号は、それぞれ、同じ表示領域において隣
接する２本の映像信号線に加わる信号の極性が互いに反対の極性であり、かつ、
　前記境界線を挟んで対向する２本の映像信号線に加わる信号の極性が同じ極性であるこ
とを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第１の表示領域に属する画素の前記ＴＦＴ素子のゲート、および前記第２の表示領
域に属する画素の前記ＴＦＴ素子のゲートは、それぞれ、当該画素の画素電極よりも、前
記ＴＦＴ素子のソースまたはドレインが接続している映像信号線の信号入力端側に位置す
る走査信号線に接続していることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記
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載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第２の基板は、前記第１の基板の前記複数本の走査信号線および前記複数本の映像
信号線に対向する位置、および前記境界線が通る位置に延在する網目状の遮光膜を有し、
　前記遮光膜のうちの、前記境界線が通る位置に延在する部分の前記映像信号線の延在方
向に沿った寸法が、前記走査信号線に対向する位置に延在する部分の前記映像信号線の延
在方向に沿った寸法とおおむね等しいことを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、特に、１つの表示領域を上下に２分割した液晶表示装
置に適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置には、液晶テレビや、ＰＣ（パーソナル・コンピュータ）に接続す
る液晶ディスプレイなどがある。前記液晶テレビなどの液晶表示装置は、通常、アクティ
ブマトリクス型と呼ばれる駆動方式で映像や画像（すなわち動画や静止画）を表示してい
る。
【０００３】
　前記アクティブマトリクス型の液晶表示装置に用いる液晶表示パネルは、１つの表示領
域が、たとえば、ＴＦＴ素子および画素電極を有する画素の集合で設定されている。前記
液晶表示パネルは、一対の基板の間に液晶材料が封入された表示パネルであり、前記一対
の基板のうちの一方の基板（以下、ＴＦＴ基板と呼ぶ。）は、たとえば、複数本の走査信
号線、複数本の映像信号線、複数個の前記ＴＦＴ素子、および複数個の前記画素電極など
が配置されている。また、前記一対の基板のうちの他方の基板（以下、対向基板と呼ぶ。
）は、たとえば、前記ＴＦＴ基板の前記複数本の走査信号線に対向する位置および前記複
数本の映像信号線に対向する位置に延在する網目状の遮光膜や、カラーフィルタなどが配
置されている。
【０００４】
　また、前記液晶材料中の液晶分子を駆動させる際に前記画素電極と対になる対向電極（
共通電極と呼ぶこともある。）は、前記液晶分子の駆動方法により、前記ＴＦＴ基板側に
配置されていることもあるし、前記対向基板側に配置されていることもある。
【０００５】
　また、前記アクティブマトリクス型の液晶表示パネルは、一般に、１つの表示領域にお
いて前記走査信号線の延在方向に並んだ複数個の画素のＴＦＴ素子のゲートが共通の１本
の走査信号線に接続している。また、前記アクティブマトリクス型の液晶表示パネルは、
一般に、１つの表示領域において前記映像信号線の延在方向に並んだ複数個の画素のＴＦ
Ｔ素子のドレインが共通の１本の映像信号線に接続している。
【０００６】
　また、前記液晶テレビなどの液晶表示装置は、近年、大画面化、すなわち使用する液晶
表示パネルにおける１つの表示領域の大面積化が進んでいる。また、前記液晶テレビなど
の液晶表示装置は、近年、高精細化、すなわち使用する液晶表示パネルにおける１つの表
示領域を構成する画素の数の増大化が進んでいる。そのため、従来の一般的な液晶表示装
置、たとえば、１つの表示領域の左端側のみに走査信号線の信号入力端があり、上端側の
みに映像信号線の信号入力端がある液晶表示装置では、走査信号線や映像信号線の信号入
力端からの距離が近い画素と遠い画素とで、各信号線に加わった信号の遅延量の差が大き
くなり、画質が低下しやすくなる。
【０００７】
　上記のような画質の低下を防ぐために、近年の液晶表示装置は、たとえば、１つの表示
領域の左端側および右端側に走査信号線の信号入力端を設けたり、上端側および下端側に
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映像信号線の信号入力端を設けたりすることがある。
【０００８】
　また、前記１つの表示領域の上端側および下端側に映像信号線の信号入力端を設ける場
合は、たとえば、前記１つの表示領域を走査信号線の延在方向に沿った境界線で上下に分
割し、前記境界線の上側にある第１の表示領域に属する画素のＴＦＴ素子のドレインに接
続する映像信号線と、前記境界線の下側にある第２の表示領域に属する画素のＴＦＴ素子
のドレインに接続する映像信号線とを電気的に絶縁させておく。このようにすると、たと
えば、前記第１の表示領域と前記第２の表示領域のそれぞれに、並行して映像や画像を表
示させることができる。そのため、映像や画像の１フレームの表示にかかる時間が従来の
半分になり、表示の高速化への対応が容易になる。
【０００９】
　しかしながら、前記１つの表示領域を上下に２分割した場合、たとえば、前記境界線部
分で画質が大きく変化して、画質が低下することがある。そのため、前記１つの表示領域
を上下に２分割して、前記第１の表示領域と前記第２の表示領域に並行して映像や画像を
表示させる液晶表示装置では、前記境界線部分で生じる画質の低下を防ぐ方法が種々提案
されている（たとえば、特許文献１または特許文献２を参照。）。
【特許文献１】特開平１０－２６８２６１号公報
【特許文献２】特開平８－２２０２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、従来の前記アクティブマトリクス型の液晶表示パネルは、一般に、１つ
の表示領域において前記映像信号線の延在方向に並んだ複数個の画素のＴＦＴ素子のドレ
インが共通の１本の映像信号線に接続している。また、前記１つの表示領域を上下に２分
割した液晶表示パネルの場合は、一般に、前記第１の表示領域において前記映像信号線の
延在方向に並んだ複数個の画素のＴＦＴ素子のドレインは、共通の１本の映像信号線に接
続しており、前記第２の表示領域において前記映像信号線の延在方向に並んだ複数個の画
素のＴＦＴ素子のドレインは、別の共通の１本の映像信号線に接続している。
【００１１】
　そのため、前記液晶表示装置を、たとえば、ドット反転と呼ばれる反転方法、すなわち
、走査信号線の延在方向で隣接する２つの画素の極性が互いに反対の極性であり、かつ、
映像信号線の延在方向で隣接する２つの画素の極性も互いに反対の極性であるような反転
方法で駆動させる場合、各映像信号線に加える信号を生成するドライバ回路の負荷が増大
し、当該ドライバ回路の発熱量が増大する。そのため、従来のドット反転で駆動させる液
晶表示装置は、たとえば、前記ドライバ回路が故障しやすくなる、誤動作が起こりやすく
なるという問題があった。
【００１２】
　なお、前記極性というのは、映像信号線から画素電極に書き込まれた信号（階調電圧）
の電位と対向電極の電位との関係を表しており、一般に、画素電極の電位が対向電極の電
位よりも高い場合を正極性と呼び、画素電極の電位が対向電極の電位よりも低い場合を負
極性と呼ぶ。
【００１３】
　また、前記液晶表示装置を、たとえば、カラム反転と呼ばれる反転方法。すなわち、走
査信号線の延在方向で隣接する２つの画素の極性が互いに反対の極性であり、かつ、映像
信号線の延在方向で隣接する２つの画素の極性は互いに同じ極性であるような反転方法で
駆動させる場合、各映像信号線に加える信号を生成するドライバ回路の負荷は、ドット反
転の場合に比べて小さくなる。しかしながら、前記映像信号線の延在方向に並んだ複数個
の画素の極性が、すべて同じ極性になるので、たとえば、縦スミアやフリッカ（縦筋流れ
）などと呼ばれる現象が発生し、画質が低下するという問題があった。
【００１４】
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　本発明の目的は、たとえば、１つの表示領域を２つの領域に分割し、当該２つの領域に
並行して映像や画像を表示する液晶表示装置におけるドライバ回路の発熱を抑え、かつ、
画質の低下を防ぐことが可能な技術を提供することにある。
【００１５】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面に
よって明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概略を説明すれば、以下の通りで
ある。
【００１７】
　（１）第１の基板と第２の基板との間に液晶材料を封入した液晶表示パネルを有し、前
記第１の基板は、複数本の走査信号線、複数本の映像信号線、複数個のＴＦＴ素子、およ
び複数個の画素電極を有し、前記液晶表示パネルは、前記ＴＦＴ素子および前記画素電極
を有する画素の集合で設定される１つの表示領域を有する液晶表示装置であって、前記１
つの表示領域は、前記走査信号線の延在方向と一致する境界線により第１の表示領域と第
２の表示領域に分割されており、前記第１の表示領域に属する画素の前記ＴＦＴ素子のソ
ースまたはドレインが接続している映像信号線と、前記第２の表示領域に属する画素の前
記ＴＦＴ素子のソースまたはドレインが接続している映像信号線とは、電気的に絶縁され
ており、前記第１の表示領域において前記映像信号線の延在方向に沿って並んだ複数個の
画素の列、および前記第２の表示領域において前記映像信号線の延在方向に沿って並んだ
複数個の画素の列には、それぞれ、２本の隣接する映像信号線のうちの一方の映像信号線
に前記ＴＦＴ素子のソースまたはドレインが接続している画素と、前記２本の隣接する映
像信号線のうちの他方の映像信号線に前記ＴＦＴ素子のソースまたはドレインが接続して
いる画素とが、交互に並んでいる液晶表示装置。
【００１８】
　（２）前記（１）の液晶表示装置において、前記境界線を挟んで隣接する前記第１の表
示領域に属する画素と前記第２の表示領域に属する画素とは、前記第１の基板上における
当該各画素の前記ＴＦＴ素子および前記画素電極の配置位置の関係が、前記境界線を対称
軸とする線対称の関係になっている液晶表示装置。
【００１９】
　（３）前記（２）の液晶表示装置において、前記第１の表示領域を通る複数本の映像信
号線、および前記第２の表示領域を通る複数本の映像信号線には、それぞれ、１フレーム
期間中、常に同じ極性の信号が加わり、１フレーム期間中に前記第１の表示領域を通る複
数本の映像信号線、および前記第２の表示領域を通る複数本の映像信号線に加わる信号は
、それぞれ、同じ表示領域において隣接する２本の映像信号線に加わる信号の極性が互い
に反対の極性であり、かつ、前記境界線を挟んで対向する２本の映像信号線に加わる信号
の極性が互いに反対の極性である液晶表示装置。
【００２０】
　（４）前記（１）の液晶表示装置において、前記境界線を挟んで隣接する前記第１の表
示領域に属する画素と前記第２の表示領域に属する画素とは、前記第１の基板上における
当該各画素の前記ＴＦＴ素子および前記画素電極の配置位置の関係が、前記境界線のうち
の当該２つの画素を分割する線分の中心を対称の中心とする点対称の関係になっている液
晶表示装置。
【００２１】
　（５）前記（４）の液晶表示装置において、前記第１の表示領域を通る複数本の映像信
号線、および前記第２の表示領域を通る複数本の映像信号線には、それぞれ、１フレーム
期間中、常に同じ極性の信号が加わり、１フレーム期間中に前記第１の表示領域を通る複
数本の映像信号線、および前記第２の表示領域を通る複数本の映像信号線に加わる信号は
、それぞれ、同じ表示領域において隣接する２本の映像信号線に加わる信号の極性が互い
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に反対の極性であり、かつ、前記境界線を挟んで対向する２本の映像信号線に加わる信号
の極性が同じ極性である液晶表示装置。
【００２２】
　（６）前記（１）乃至（５）のいずれかの液晶表示装置において、前記第１の表示領域
に属する画素の前記ＴＦＴ素子のゲート、および前記第２の表示領域に属する画素の前記
ＴＦＴ素子のゲートは、それぞれ、当該画素の画素電極よりも、前記ＴＦＴ素子のソース
またはドレインが接続している映像信号線の信号入力端側に位置する走査信号線に接続し
ている液晶表示装置。
【００２３】
　（７）前記（６）の液晶表示装置において、前記第２の基板は、前記第１の基板の前記
複数本の走査信号線および前記複数本の映像信号線に対向する位置、および前記境界線が
通る位置に延在する網目状の遮光膜を有し、前記遮光膜のうちの、前記境界線が通る位置
に延在する部分の前記映像信号線の延在方向に沿った寸法が、前記走査信号線に対向する
位置に延在する部分の前記映像信号線の延在方向に沿った寸法とおおむね等しい液晶表示
装置。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の液晶表示装置によれば、１つの表示領域を２つの領域に分割し、当該２つの領
域に並行して映像や画像を表示しても、前記複数本の映像信号線に加える信号を生成する
ドライバ回路の発熱を抑えることができる。また、本発明の液晶表示装置によれば、たと
えば、縦スミアと呼ばれる現象の発生を抑えることができ、当該縦スミアによる画質の低
下を防ぐことができる。
【００２５】
　またさらに、本発明の液晶表示装置によれば、前記境界線部分が目立たないようにする
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明について、図面を参照して実施の形態（実施例）とともに詳細に説明する
。
  なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは、同一符号を付
け、その繰り返しの説明は省略する。
【実施例】
【００２７】
　図１（ａ）乃至図１（ｅ）は、本発明による一実施例の液晶表示装置の概略構成を示す
模式図である。
  図１（ａ）は、本実施例の液晶表示装置における液晶表示パネルおよびドライバ回路の
概略構成の一例を示す模式平面図である。図１（ｂ）は、液晶表示パネルの表示領域にお
ける１つの画素の回路構成の一例を示す模式回路図である。図１（ｃ）は、２分割された
表示領域のうちの一方の表示領域の中央付近における画素の配列方法の一例を示す模式回
路図である。図１（ｄ）は、１つの表示領域を２分割する境界線を挟んで隣接する２つの
画素の配列方法の一例を示す模式回路図である。図１（ｅ）は、１つの表示領域を２分割
する境界線を挟んで隣接する２つの画素の配列方法の別の例を示す模式回路図である。
  なお、図１（ｂ）乃至図１（ｅ）に示したｘ方向およびｙ方向は、それぞれ、図１（ａ
）に示したｘ方向およびｙ方向と一致する方向である。また、図１（ｂ）乃至図１（ｅ）
において、走査信号線の一端および映像信号線の一端にある三角形は、それぞれ、信号入
力端がある方向を表している。
【００２８】
　本実施例では、本発明の適用が望まれる液晶表示装置の一例として、液晶テレビのよう
な大画面で高精細な液晶表示装置を挙げる。大画面で高精細な液晶表示装置では、たとえ
ば、図１（ａ）に示すように、液晶表示パネル１の４つの辺１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄに第
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１のドライバ回路２ａ、第２のドライバ回路２ｂ、第３のドライバ回路２ｃ、および第４
のドライバ回路２ｄが取り付けられている。また、液晶表示パネル１の１つの表示領域３
は、ＴＦＴ素子および画素電極を有する画素の集合で設定されており、かつ、ｘ方向に延
びる境界線ＢＬによって上下に２分割されている。以下の説明では、１つの表示領域３の
うちの境界線ＢＬの上にある領域を第１の表示領域３ａと呼び、境界線ＢＬの下にある領
域を第２の表示領域３ｂと呼ぶ。
【００２９】
　本実施例の液晶表示パネル１は、アクティブマトリクス型であり、図１（ａ）には示し
ていないが、複数本の走査信号線、複数本の映像信号線、複数個のＴＦＴ素子、複数個の
画素電極、および対向電極などが配置されている。このとき、複数本の走査信号線は、そ
れぞれがｘ方向に延在しており、かつ、ｙ方向に並んでいる。また、複数本の映像信号線
は、それぞれがｙ方向に延在しており、かつ、ｘ方向に並んでいる。またこのとき、第１
の表示領域３ａを通る映像信号線と、第２の表示領域３ｂを通る映像信号線は、境界線Ｂ
Ｌの部分において電気的に絶縁されている。
【００３０】
　また、液晶表示パネル１の第１の辺１ａに取り付けられた第１のドライバ回路２ａは、
第１の表示領域３ａを通る複数本の映像信号線に加える信号の生成などを行う回路である
。また、液晶表示パネル１の第２の辺１ｂに取り付けられた第２のドライバ回路２ｂは、
第２の表示領域３ｂを通る複数本の映像信号線に加える信号の生成などを行う回路である
。
【００３１】
　また、液晶表示パネル１の第３の辺１ｃおよび第４の辺１ｄに取り付けられた第３のド
ライバ回路２ｃは、第１の表示領域３ａを通る複数本の走査信号線に加える信号の生成な
どを行う回路である。また、液晶表示パネル１の第３の辺１ｃおよび第４の辺１ｄに取り
付けられた第４のドライバ回路２ｄは、第２の表示領域３ｂを通る複数本の走査信号線に
加える信号の生成などを行う回路である。
【００３２】
　すなわち、本実施例の液晶表示パネル１は、第１のドライバ回路２ａから映像信号線に
加える信号および第３のドライバ回路２ｃから走査信号線に加える信号により第１の表示
領域３ａの表示を制御し、第２のドライバ回路２ｂから映像信号線に加える信号および第
４のドライバ回路２ｄから走査信号線に加える信号により第２の表示領域３ｂの表示を制
御する。
【００３３】
　第１のドライバ回路２ａ、第２のドライバ回路２ｂ、第３のドライバ回路２ｃ、および
第４のドライバ回路２ｄは、それぞれ、たとえば、フレキシブルプリント配線板（インタ
ーポーザと呼ぶこともある）にチップ状のドライバＩＣを実装したＣＯＦまたはＴＡＢな
どの半導体パッケージである。なお、第１のドライバ回路２ａ、第２のドライバ回路２ｂ
、第３のドライバ回路２ｃ、および第４のドライバ回路２ｄは、上記の半導体パッケージ
に限らず、たとえば、前記チップ状のドライバＩＣ自身であってもよいし、液晶表示パネ
ル１に用いるＴＦＴ基板に走査信号線などとともに形成された回路であってもよい。
【００３４】
　また、１つの表示領域３において１つの画素が占有する領域は、２本の隣接する走査信
号線と、２本の隣接する映像信号線とで囲まれた領域に相当する。このとき、１つの画素
の回路構成は、たとえば、図１（ｂ）に示すような構成になっている。すなわち、１つの
画素は、ＴＦＴ素子４、画素容量５（液晶容量と呼ぶこともある。）、および保持容量６
（補助容量と呼ぶこともある。）とを有する。画素容量５は、当該１つの画素が有する画
素電極、対向電極、および液晶材料で形成される容量であり、保持容量６は、前記画素電
極、前記対向電極と同電位の保持容量線ＣＬ、および前記液晶材料とは異なる絶縁層で形
成される容量である。また、ＴＦＴ素子４は、ゲートが２本の隣接する走査信号線ＧＬの
うちの一方の走査信号線に接続しており、ドレインが２本の隣接する映像信号線ＤＬのう
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ちの一方の映像信号線に接続し、ソースが画素電極に接続している。
【００３５】
　また、本実施例の液晶表示パネル１では、第１の表示領域３ａにおける各画素の配列が
、たとえば、図１（ｃ）に示したような配列になっている。なお、図１（ｃ）には、第１
の表示領域３ａの中央付近における横２画素×縦６画素の計１２個の画素の配列の一例を
示している。
【００３６】
　すなわち、第１の表示領域３ａにおいて、映像信号線ＤＬの延在方向（ｙ方向）に並ん
でいる複数個の画素は、２本の隣接する映像信号線ＤＬのうちの一方の映像信号線ＤＬに
ＴＦＴ素子４のソースが接続している画素と、当該２本の隣接する映像信号線ＤＬのうち
の他方の映像信号線ＤＬにＴＦＴ素子４のソースが接続している画素とが交互に並んでい
る。またこのとき、各画素のＴＦＴ素子４のゲートは、当該ＴＦＴ素子４のソースに接続
している画素電極（画素容量５）よりも、当該ＴＦＴ素子４のドレインに接続している映
像信号線ＤＬの信号入力端側にある走査信号線ＧＬに接続させる。
【００３７】
　また、１本の走査信号線ＧＬを挟んで隣接する保持容量線ＣＬ同士は、たとえば、ブリ
ッジ配線ＢＲで電気的に接続する。このとき、ブリッジ配線ＢＲは、図１（ｃ）に示すよ
うに画素毎に設けてもよいし、数画素おきに設けてもよい。
【００３８】
　また、図示は省略するが、第２の表示領域３ｂにおける各画素の配列は、たとえば、図
１（ｃ）に示した配列の上下を反転させたような配列にする。
【００３９】
　このとき、第１の表示領域３ａにおける各画素の配列と第２の表示領域３ｂにおける各
画素の配列は、境界線ＢＬを挟んで隣接する第１の表示領域３ａの画素と第２の表示領域
３ｂの画素とが、たとえば、図１（ｄ）に示すような関係になるような配列にする。すな
わち、第１の表示領域３ａの画素におけるＴＦＴ素子４および画素電極（画素容量５）の
位置関係と、第２の表示領域３ｂの画素におけるＴＦＴ素子４および画素電極（画素容量
５）の位置関係とが、境界線ＢＬを対称軸とする線対称の関係になるような配列にする。
【００４０】
　なお、第１の表示領域３ａにおける各画素の配列と第２の表示領域３ｂにおける各画素
の配列は、境界線ＢＬを挟んで隣接する第１の表示領域３ａの画素と第２の表示領域３ｂ
の画素とが、たとえば、図１（ｅ）に示すような関係になるような配列になっていてもよ
い。すなわち、第１の表示領域３ａの画素におけるＴＦＴ素子４および画素電極（画素容
量５）の位置関係と、第２の表示領域３ｂの画素におけるＴＦＴ素子４および画素電極（
画素容量５）の位置関係とが、境界線ＢＬのうちの当該２つの画素を分割する線分の中心
Ｐを対称の中心とする点対称の関係になるような配列にしてもよい。
【００４１】
　図２（ａ）および図２（ｂ）は、本実施例の液晶表示パネルの駆動方法を説明するため
の模式図である。
  図２（ａ）は、各画素の配列が図１（ｃ）および図１（ｄ）に示したような配列の場合
の駆動方法の一例を示す模式図である。図２（ｂ）は、各画素の配列が図１（ｃ）および
図１（ｅ）に示したような配列の場合の駆動方法の一例を示す模式図である。
  なお、図２（ａ）および図２（ｂ）は、それぞれ、境界線部分における横４画素×縦６
画素の計２４画素の配列を示している。また、各画素には、ＴＦＴ素子および画素電極の
みを示している。
  また、図２（ａ）および図２（ｂ）に示したｘ方向およびｙ方向は、それぞれ、図１（
ａ）に示したｘ方向およびｙ方向と一致する方向である。また、図２（ａ）および図２（
ｂ）において、走査信号線の一端および映像信号線の一端にある三角形は、それぞれ、信
号入力端がある方向を表している。
【００４２】
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　本実施例の液晶表示パネル１のようなアクティブマトリクス型の液晶表示パネルにおい
て映像や画像を表示する場合、各画素における階調表示は、正極性での表示と負極性での
表示とを、あらかじめ定められたフレーム毎（たとえば、１フレーム毎）に切り替えて行
う。なお、前記正極性での表示というのは、映像信号線ＤＬから画素電極に書き込まれた
信号（階調電圧）の電位が対向電極の電位よりも高い状態での表示であり、前記負極性で
の表示というのは、映像信号線から画素電極に書き込まれた信号（階調電圧）の電位が対
向電極の電位よりも低い状態での表示である。
【００４３】
　また、アクティブマトリクス型の液晶表示パネル１において映像や画像を表示する場合
、１フレーム期間中における各画素の極性は、たとえば、図２（ａ）に示すように、走査
信号線ＧＬの延在方向（ｘ方向）で隣接する２つの画素の極性が互いに反対の極性であり
、かつ、映像信号線ＤＬの延在方向（ｙ方向）で隣接する２つの画素の極性も互いに反対
の極性であるようにすることが望ましい。このような表示方法は、一般に、ドット反転方
式と呼ばれる。
【００４４】
　なお、図２（ａ）は、境界線ＢＬを挟んで隣接する第１の表示領域３ａの画素と第２の
表示領域３ｂの画素が、図１（ｄ）に示したような線対称の場合を例に挙げている。また
、図２（ａ）において、各画素の画素電極ＰＸの中に示した＋（プラス）と－（マイナス
）は、＋が正極性であることを表し、－（マイナス）が負極性であることを表している。
【００４５】
　このように、各画素の配列が図１（ｃ）および図１（ｄ）に示したような配列の液晶表
示パネル１において、ドット反転方式で映像や画像を表示する場合、第１の表示領域３ａ
を通る複数本の映像信号線ＤＬに加える信号の極性は、２本の隣接する映像信号線ＤＬの
極性が互いに反対の極性になるようにすればよい。このとき、１本の映像信号線ＤＬに加
える信号の極性は、１フレーム期間中、常に同じ極性でよい。
【００４６】
　同様に、第２の表示領域３ｂを通る複数本の映像信号線ＤＬに加える信号の極性につい
ても、２本の隣接する映像信号線ＤＬの極性が互いに反対の極性になるようにすればよい
。このときも、１本の映像信号線ＤＬに加える信号の極性は、１フレーム期間中、常に同
じ極性でよい。
【００４７】
　なお、図２（ａ）に示したような配列の場合、境界線ＢＬを挟んで隣接する、第１の表
示領域３ａの画素のＴＦＴ素子４のドレインが接続している映像信号線ＤＬと、第２の表
示領域３ｂの画素のＴＦＴ素子４のドレインが接続している映像信号線ＤＬとは、境界線
ＢＬを挟んで対向している。そのため、境界線ＢＬを挟んで隣接する当該２つの画素の極
性が互いに反対の極性になるようにするには、図２（ａ）に示すように、境界線ＢＬを挟
んで対向する、第１の表示領域３ａの映像信号線ＤＬに加える信号の極性と第２の表示領
域３ｂの映像信号線ＤＬに加える信号の極性とが互いに反対の極性になるようにすればよ
い。
【００４８】
　また、図２（ａ）に示した各画素の極性は、ある１つのフレームを表示する際の極性の
例である。そのため、たとえば、次のフレームを表示する際には、各画素の極性が反対の
極性、すなわち正極性の画素は負極性になり、負極性の画素は正極性になる。
【００４９】
　また、各画素の配列が図１（ｃ）および図１（ｅ）に示したような配列の液晶表示パネ
ル１でも、ドット反転方式で映像や画像を表示することは可能であり、その場合、各画素
の極性および各映像信号線ＤＬに加える信号の極性は、たとえば、図２（ｂ）に示すよう
になる。すなわち、境界線ＢＬを挟んで隣接する、第１の表示領域３ａの画素の極性と第
２の表示領域３ｂの画素の極性とが互いに反対の極性になるようにするには、図２（ｂ）
に示すように、境界線ＢＬを挟んで対向する、第１の表示領域３ａの映像信号線ＤＬに加
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える信号の極性と第２の表示領域３ｂの映像信号線に加える極性とが同じ極性になるよう
にすればよい。
【００５０】
　このとき、第１の表示領域３ａを通る複数本の映像信号線ＤＬに加える信号の極性は、
１本の映像信号線ＤＬに加える信号の極性が１フレーム期間中、常に同じ極性であり、か
つ、２本の隣接する映像信号線ＤＬの極性が互いに反対の極性になるようにする。同様に
、第２の表示領域３ｂを通る複数本の映像信号線ＤＬに加える信号の極性は、１本の映像
信号線ＤＬに加える信号の極性が１フレーム期間中、常に同じ極性であり、かつ、２本の
隣接する映像信号線ＤＬの極性が互いに反対の極性になるようにする。
【００５１】
　このように、本実施例の液晶表示パネル１は、第１のドライバ回路２ａおよび第２のド
ライバ回路２ｂにおいて、各映像信号線ＤＬに加える信号をカラム反転方式と同様の方法
で生成するが、表示領域に表示される映像や画像はドット反転方式で表示される。そのた
め、ドット反転方式で映像や画像を表示させる際の第１のドライバ回路２ａおよび第２の
ドライバ回路２ｂの負荷が軽減し、発熱による故障や誤動作を低減できる。また、第１の
ドライバ回路２ａおよび第２のドライバ回路２ｂにおいてカラム反転方式と同様の方法で
生成した信号を各映像信号線ＤＬに加えても、ドット反転方式で映像や画像を表示するこ
とができるので、カラム反転方式での表示において問題となる縦スメアなどの発生を防げ
、当該縦スメアなどによる画質の低下を防ぐことができる。
【００５２】
　また、本実施例の液晶表示パネル１のように、１つの表示領域３を上下に２分割した場
合、たとえば、１つの表示領域３に映像または画像の１フレームを表示するときに、第１
の表示領域３ａの表示と第２の表示領域３ｂの表示とを並行して行うことができる。その
ため、映像または画像の１フレームの表示に要する時間を短縮でき、高速化（たとえば、
２４０Ｈｚ駆動）への対応が容易である。
【００５３】
　図３（ａ）乃至図３（ｅ）は、本実施例の液晶表示パネルのＴＦＴ基板における画素の
概略構成の一例を示す模式図である。
  図３（ａ）は、ＴＦＴ基板における第１の表示領域３ａの中央付近における画素の平面
構成の一例を示す模式平面図である。図３（ｂ）は、図３（ａ）に示したＡ－Ａ’線にお
けるＴＦＴ基板の断面構成の一例を示す模式平面図である。図３（ｃ）は、図３（ａ）に
示したＢ－Ｂ’線におけるＴＦＴ基板の断面構成の一例を示す模式平面図である。図３（
ｄ）は、図３（ａ）に示したＣ－Ｃ’線におけるＴＦＴ基板の断面構成の一例を示す模式
平面図である。図３（ｅ）は、ＴＦＴ基板における境界線を挟んで隣接する２つの画素の
平面構成の一例を示す模式平面図である。
  なお、図３（ａ）および図３（ｅ）に示したｘ方向およびｙ方向は、それぞれ、図１（
ａ）に示したｘ方向およびｙ方向と一致する方向である。
【００５４】
　本実施例の液晶表示パネル１は、上記のように、図１（ｃ）および図１（ｄ）に示した
ような回路構成、または図１（ｃ）および図１（ｅ）に示したような回路構成を有する。
そこで、次に、上記のような回路構成を有する液晶表示パネル１が、実際にどのような構
成になっているかついて簡単に説明する。なお、以下の説明では、液晶表示パネル１とし
て、画素電極および対向電極がＴＦＴ基板に配置されており、かつ、画素電極と対向電極
とが絶縁層を介して積層配置されている横電界駆動方式の液晶表示パネルを例に挙げる。
【００５５】
　前記横電界駆動方式の液晶表示パネル１に本発明を適用した場合、ＴＦＴ基板の、第１
の表示領域３ａの中央付近にある画素は、たとえば、図３（ａ）乃至図３（ｄ）に示した
ような構成になっている。まず、ガラス基板などの絶縁基板ＳＵＢの表面には、対向電極
ＣＴ、走査信号線ＧＬ、保持容量線ＣＬが配置されている。なお、図３（ａ）乃至図３（
ｄ）に示した例では、絶縁基板ＳＵＢの表面に、たとえば、ＩＴＯなどの透明な導電膜の
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成膜およびエッチングして対向電極ＣＴを形成した後、たとえば、アルミニウムなどの導
電膜の成膜およびエッチングをして走査信号線ＧＬおよび保持容量線ＣＬを形成している
。しかしながら、これに限らず、たとえば、ＩＴＯ膜およびアルミニウム膜を続けて成膜
した後、アルミニウム膜をエッチングして走査信号線ＧＬおよび保持容量線ＣＬを形成し
、続けてＩＴＯ膜をエッチングして対向電極ＣＴを形成してもよい。またさらに、たとえ
ば、絶縁基板ＳＵＢの表面にアルミニウム膜の成膜およびエッチングをして走査信号線Ｇ
Ｌおよび保持容量線ＣＬを形成した後、続けてＩＴＯ膜の成膜およびエッチングをして対
向電極ＣＴを形成してもよい。
【００５６】
　対向電極ＣＴ、走査信号線ＧＬ、および保持容量線ＣＬの上には、第１の絶縁層ＰＡＳ
１を介して、ＴＦＴ素子４の半導体層ＳＣ、映像信号線ＤＬ（ＴＦＴ素子４のドレイン電
極ＳＤ１を含む）、およびＴＦＴ素子４のソース電極ＳＤ２が配置されている。第１の絶
縁層ＰＡＳ１は、ＴＦＴ素子４のゲート絶縁膜としての機能を有する絶縁層であり、たと
えば、シリコン酸化膜またはシリコン窒化膜を成膜して形成する。なお、図３（ｂ）乃至
図３（ｄ）に示した例では、半導体層ＳＣや映像信号線ＤＬを形成する面が平坦になるよ
うに第１の絶縁層ＰＡＳ１を形成しているが、これに限らず、第１の絶縁層ＰＡＳ１は、
たとえば、絶縁基板ＳＵＢの各位置における膜厚がほぼ均一になるように形成してもよい
。すなわち、第１の絶縁層ＰＡＳ１は、半導体層ＳＣや映像信号線ＤＬを形成する面に段
差があってもよい。
【００５７】
　また、半導体層ＳＣは、チャネルが形成される能動層、能動層とドレイン電極ＳＤ１と
の間に介在するドレイン拡散層、能動層とソース電極ＳＤ２との間に介在するソース拡散
層とで構成されている。また、ドレイン電極ＳＤ１は、映像信号線ＤＬと一体に形成され
ている。また、ドレイン電極ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２はその一部分が半導体層ＳＣ
に乗り上げている。
【００５８】
　半導体層ＳＣ、映像信号線ＤＬ（ドレイン電極ＳＤ１を含む）、およびソース電極ＳＤ
２を形成するときには、たとえば、まず、第１の絶縁層ＰＡＳ１の表面全体に前記能動層
に用いる第１の半導体膜と、前記ドレイン拡散層および前記ソース拡散層に用いる第２の
半導体膜を成膜し、エッチングして島状の能動層を形成する。このとき、前記能動層の上
にある前記第２の半導体膜は、まだ前記ドレイン拡散層と前記ソース拡散層とに分離され
ていない。次に、たとえば、アルミニウムなどの導電膜の成膜およびエッチングをして映
像信号線ＤＬ（ドレイン電極ＳＤ１を含む）およびソース電極ＳＤ２を形成する。その後
、ドレイン電極ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２をマスクにして前記第２の半導体層をエッ
チングし、前記ドレイン拡散層と前記ソース拡散層に分離する。
【００５９】
　半導体層ＳＣ、映像信号線ＤＬ（ドレイン電極ＳＤ１を含む）、およびソース電極ＳＤ
２の上には、第２の絶縁層ＰＡＳ２を介して、画素電極ＰＸおよびブリッジ配線ＢＲが配
置されている。第２の絶縁層ＰＡＳ２は、たとえば、シリコン窒化膜、あるいはその他の
無機絶縁膜または有機絶縁膜を成膜して形成する。このとき、第２の絶縁層ＰＡＳ２は、
１種類の絶縁膜であってもよいし、２種類以上の絶縁膜が積層されていてもよい。なお、
図３（ｂ）乃至図３（ｄ）に示した例では、画素電極ＰＸおよびブリッジ配線ＢＲを形成
する面が平坦になるように第２の絶縁層ＰＡＳ２を形成しているが、これに限らず、第２
の絶縁層ＰＡＳ２は、たとえば、絶縁基板ＳＵＢの各位置における膜厚がほぼ均一になる
ように形成してもよい。すなわち、第２の絶縁層ＰＡＳ２は、画素電極ＰＸおよびブリッ
ジ配線ＢＲを形成する面に段差があってもよい。
【００６０】
　また、第２の絶縁層ＰＡＳを形成するときには、たとえば、ソース電極ＳＤ２の上、対
向電極ＣＴの角部、および保持容量線ＣＬの上などにスルーホールＴＨ１，ＴＨ２，ＴＨ
３を形成しておく。
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【００６１】
　また、画素電極ＰＸおよびブリッジ配線ＢＲは、たとえば、ＩＴＯなどの透明な導電膜
の成膜およびエッチングをして形成する。このとき、画素電極ＰＸは、ＴＦＴ素子４のソ
ース電極ＳＤ２とスルーホールＴＨ１により接続される。またこのとき、画素電極ＰＸは
、一般に櫛歯状と呼ばれる平面形状になっており、平面でみて対向電極ＣＴと重なる部分
に複数本のスリットが形成される。
【００６２】
　また、ブリッジ配線ＢＲは、走査信号線ＧＬと交差するように配置され、当該走査信号
線ＧＬを挟んで隣接する２つの対向電極ＣＴのうちの一方の対向電極ＣＴとスルーホール
ＴＨ２により接続され、他方の対向電極ＣＴ（保持容量線ＣＬ）とスルーホールＴＨ３に
より電気的に接続される。
【００６３】
　画素電極ＰＸおよびブリッジ配線ＢＲの上には、配向膜ＯＲＩが配置される。
【００６４】
　またこのとき、第１の表示領域３ａにおいて映像信号線ＤＬの延在方向（ｙ方向）で隣
接する２つの画素の平面レイアウトは、たとえば、左右を反転させた関係になっている。
なお、図３（ａ）に示した例では、画素電極ＰＸのスリットの向きも左右を反転させた関
係になっているが、これに限らず、スリットの向きが同じ向きになっていてもよい。
【００６５】
　なお、当然のことではあるが、各走査信号線ＧＬの間隔ＧＬｓは、すべて等間隔である
。
【００６６】
　また、図示は省略するが、第２の表示領域３ｂの中央付近における画素の平面レイアウ
トは、たとえば、図３（ａ）に示した平面レイアウトの上下を反転させたようなレイアウ
トになる。
【００６７】
　一方、境界線ＢＬを挟んで隣接する、第１の表示領域３ａの画素と第２の表示領域３ｂ
の画素の平面レイアウトは、たとえば、図３（ｅ）のようになる。なお、図３（ｅ）は、
当該２つの画素の配列が図１（ｄ）に示したような線対称の関係の場合の平面レイアウト
である。
【００６８】
　このとき、当然のことではあるが、第１の表示領域３ａにおいて境界線ＢＬに最も近い
走査信号線ＧＬと境界線ＢＬとの間隔（距離）と、第２の表示領域３ｂにおいて境界線Ｂ
Ｌに最も近い走査信号線ＧＬと境界線ＢＬとの間隔（距離）とは、第１の表示領域３ａに
おける２本の隣接する走査信号線ＧＬの間隔ＧＬｓと等間隔である。
【００６９】
　また、境界線ＢＬが通る部分には、走査信号線ＧＬおよび保持容量線ＣＬが配置されて
いないので、第１の表示領域３ａの画素の対向電極ＣＴと第２の表示領域３ｂの画素の対
向電極ＣＴとは、直接接続、すなわち一体に形成することが可能であり、ブリッジ配線Ｂ
Ｒによる接続が不要である。このとき、第１の表示領域３ａの画素の対向電極ＣＴと第２
の表示領域３ｂの画素の対向電極ＣＴとを接続する部分は、たとえば、図３（ｅ）に示し
たように、対向電極ＣＴとして機能する部分よりも細くすることが望ましい。このように
することで、第１の表示領域３ａの画素の対向電極ＣＴと第２の表示領域３ｂの画素の対
向電極ＣＴとの接続部における配線抵抗と、ブリッジ配線ＢＲを介した対向電極ＣＴ間の
接続部における配線抵抗とをおおむね等しくすることができ、各画素の対向電極ＣＴの電
位を安定化させることができる。
【００７０】
　なお、本実施例では、本発明を適用した液晶表示パネルのＴＦＴ基板の構成の一例とし
て、図３（ａ）乃至図３（ｅ）に示したような構成を挙げたが、これに限らず、本発明は
、種々の構成のＴＦＴ基板に適用できる。
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【００７１】
　図４（ａ）および図４（ｂ）、図５（ａ）および図５（ｂ）は、本実施例の液晶表示パ
ネルにおける別の作用効果の一例を説明するための模式図である。
  図４（ａ）は、液晶表示パネルを対向基板側からみたときの第１の表示領域３ａの中央
付近における画素の平面構成の一例を示す模式平面図である。図４（ｂ）は、図４（ａ）
に示したＤ－Ｄ’線における液晶表示パネルの断面構成の一例を示す模式平面図である。
  図５（ａ）は、液晶表示パネルを対向基板側からみたときの境界線を挟んで隣接する２
つの画素の平面構成の一例を示す模式平面図である。図５（ｂ）は、図５（ａ）に示した
Ｅ－Ｅ’線における液晶表示パネルの断面構成の一例を示す模式平面図である。
  なお、図４（ａ）および図４（ｂ）、図５（ａ）および図５（ｂ）には、図３（ａ）乃
至図３（ｅ）に示した構成のＴＦＴ基板を用いた液晶表示パネルにおける平面構成および
断面構成の一例を示している。また、図４（ａ）は、図３（ａ）に示した領域と同じ領域
を対向基板側からみた平面図を示しており、図５（ａ）は、図３（ｅ）に示した領域と同
じ領域を対向基板側からみた平面図を示している。
  また、図４（ｂ）および図５（ｂ）は、偏光板や位相差板などを省略している。
  また、図４（ａ）および図５（ａ）に示したｘ方向およびｙ方向は、それぞれ、図１（
ａ）に示したｘ方向およびｙ方向と一致する方向である。
【００７２】
　液晶表示パネル１は、ＴＦＴ基板７と対向基板８の間に液晶材料９を封入した表示パネ
ルであり、ＴＦＴ基板７は、たとえば、図３（ａ）乃至図３（ｅ）に示したような構成に
なっている。このとき、対向基板８は、たとえば、図４（ａ）および図４（ｂ）に示すよ
うに、ガラス基板などの絶縁基板ＳＵＢの表面（ＴＦＴ基板７と対向する面）に、遮光膜
（ブラックマトリクス）ＢＭ、カラーフィルタＣＦ、オーバーコート層ＯＣ、配向膜ＯＲ
Ｉなどが配置されている。
【００７３】
　遮光膜ＢＭは、遮光性の高い導電膜または絶縁膜で形成されており、表示領域３におけ
る平面形状は、一般に、走査信号線ＧＬと対向する位置および映像信号線ＤＬと対向する
位置に延在する網目状になっている。このとき、遮光膜ＢＭのうちの、走査信号線ＧＬと
対向する位置に延在している各部分は、走査信号線ＧＬと同じ間隔ＧＬｓで並んでおり、
かつ、映像信号線ＤＬの延在方向（ｙ方向）の寸法（幅）ＢＭｗはおおむね等しい。すな
わち、各画素の開口領域（光が透過する領域）のｙ方向の寸法ＯＡｙはおおむね等しい。
【００７４】
　ところが、本実施例の液晶表示パネル１の場合、境界線ＢＬを挟んで隣接する第１の表
示領域３ａの画素と第２の表示領域３ｂの画素の間（すなわち境界線ＢＬ上）には、たと
えば、図３（ｅ）に示したように、走査信号線ＧＬやＴＦＴ素子４が配置されていない。
このような液晶表示パネル１の場合、一般に、境界線ＢＬ上には遮光膜ＢＭを延在させる
必要がない。
【００７５】
　しかしながら、境界線ＢＬ上に遮光膜ＢＭがないと、境界線ＢＬを挟んで隣接する第１
の表示領域３ａの画素の開口領域と第２の表示領域３ｂの画素の開口領域は、１つの連続
した開口領域になり、当該２つの画素の開口率が、他の画素の開口率よりも大きくなる。
そのため、境界部分において、たとえば、輝度の違いなどにより第１の表示領域３ａと第
２の表示領域３ｂとの継ぎ目が目立ち、画質が低下する可能性がある。
【００７６】
　そこで、本実施例の液晶表示パネルでは、遮光膜ＢＭを形成するときに、たとえば、図
５（ａ）および図５（ｂ）に示すように、境界線ＢＬ上にも延在するように形成する。こ
のとき、遮光膜ＢＭのうちの境界線ＢＬと重なる部分は、映像信号線ＤＬの延在方向（ｙ
方向）の寸法（幅）が、走査信号線ＧＬと対向する位置に延在する部分のｙ方向の寸法Ｂ
Ｍｗとおおむね等しくなるようにする。またこのとき、遮光膜ＢＭの境界線ＢＬと重なる
部分は、境界線ＢＬを挟んで隣接する第１の表示領域３ａの画素の開口領域および第２の
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表示領域３ｂの画素の開口領域のｙ方向の寸法が、他の画素の開口領域のｙ方向の寸法Ｏ
Ａｙと等しくなるようにする。
【００７７】
　このようにすれば、境界線ＢＬを挟んで隣接する２つの画素の開口率が、他の画素の開
口率とおおむね等しくなり、輝度の違いなどによる画質の低下を防ぐことができる。
【００７８】
　また、本実施例の液晶表示パネル１は、ＴＦＴ基板７における第１の表示領域３ａと第
２の表示領域３ｂとの境界部分の構成が、たとえば、図３（ｅ）に示したような構成にな
っており、境界線ＢＬの周辺には走査信号線ＧＬや保持容量線ＣＬ、ＴＦＴ素子４などが
配置されていない。そのため、遮光膜ＢＭの、境界線ＢＬと重なる部分のｙ方向の寸法を
、走査信号線ＧＬと対向する部分の寸法ＢＭｗと合わせることは容易である。
【００７９】
　以上説明したように、本実施例の液晶表示パネルによれば、たとえば、ドット反転方式
で映像や画像を表示する際に、映像信号線に加える信号を生成するドライバ回路の負荷を
軽減し、発熱による故障や動作不良を低減できる。また、ドット反転方式で映像や画像を
表示することで、縦スメアやフリッカなどの発生を抑えることができ、当該縦スメアなど
による画質の低下を防ぐことができる。
【００８０】
　また、本実施例の液晶表示パネルによれば、１つの表示領域を上下に２分割し、それぞ
れの表示領域に並行して映像や画像を表示する際に、第１の表示領域と第２の表示領域と
の境界部分（継ぎ目）が目立たないようにすることができる。
【００８１】
　以上、本発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施例に限
定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々変更可能であることは
もちろんである。
【００８２】
　たとえば、前記実施例では、本発明を適用した液晶表示パネルの一例として、たとえば
、図３（ａ）乃至図３（ｅ）に示したような構成のＴＦＴ基板を有する液晶表示パネルを
挙げている。しかしながら、本発明は、これに限らず、他の構成の液晶表示パネルにも適
用可能であることはもちろんである。すなわち、本発明は、たとえば、画素電極および対
向電極がＴＦＴ基板側に配置されており、かつ、絶縁層の同一面上に並べて配置されてい
る液晶表示パネルにも適用できる。また、本発明は、画素電極がＴＦＴ基板側に配置され
、対向電極が対向基板側に配置されている液晶表示パネルにも適用できる。
【００８３】
　また、前記実施例では、液晶表示パネルを例に挙げている。しかしながら、本発明は、
液晶表示パネルに限らず、液晶表示パネルと同様の構成および原理で映像や画像を表示す
る他の表示パネルにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１（ａ）】本実施例の液晶表示装置における液晶表示パネルおよびドライバ回路の概
略構成の一例を示す模式平面図である。
【図１（ｂ）】液晶表示パネルの表示領域における１つの画素の回路構成の一例を示す模
式回路図である。
【図１（ｃ）】２分割された表示領域のうちの一方の表示領域の中央付近における画素の
配列方法の一例を示す模式回路図である。
【図１（ｄ）】１つの表示領域を２分割する境界線を挟んで隣接する２つの画素の配列方
法の一例を示す模式回路図である。
【図１（ｅ）】１つの表示領域を２分割する境界線を挟んで隣接する２つの画素の配列方
法の別の例を示す模式回路図である。
【図２（ａ）】各画素の配列が図１（ｃ）および図１（ｄ）に示したような配列の場合の
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駆動方法の一例を示す模式図である。
【図２（ｂ）】各画素の配列が図１（ｃ）および図１（ｅ）に示したような配列の場合の
駆動方法の一例を示す模式図である。
【図３（ａ）】ＴＦＴ基板における第１の表示領域３ａの中央付近における画素の平面構
成の一例を示す模式平面図である。
【図３（ｂ）】図３（ａ）に示したＡ－Ａ’線におけるＴＦＴ基板の断面構成の一例を示
す模式平面図である。
【図３（ｃ）】図３（ａ）に示したＢ－Ｂ’線におけるＴＦＴ基板の断面構成の一例を示
す模式平面図である。
【図３（ｄ）】図３（ａ）に示したＣ－Ｃ’線におけるＴＦＴ基板の断面構成の一例を示
す模式平面図である。
【図３（ｅ）】ＴＦＴ基板における境界線を挟んで隣接する２つの画素の平面構成の一例
を示す模式平面図である。
【図４（ａ）】液晶表示パネルを対向基板側からみたときの第１の表示領域３ａの中央付
近における画素の平面構成の一例を示す模式平面図である。
【図４（ｂ）】図４（ａ）に示したＤ－Ｄ’線における液晶表示パネルの断面構成の一例
を示す模式平面図である。
【図５（ａ）】液晶表示パネルを対向基板側からみたときの境界線を挟んで隣接する２つ
の画素の平面構成の一例を示す模式平面図である。
【図５（ｂ）】図５（ａ）に示したＥ－Ｅ’線における液晶表示パネルの断面構成の一例
を示す模式平面図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１…液晶表示パネル
　２ａ…第１のドライバ回路
　２ｂ…第２のドライバ回路
　２ｃ…第３のドライバ回路
　２ｄ…第４のドライバ回路
　３…１つの表示領域
　３ａ…第１の表示領域
　３ｂ…第２の表示領域
　４…ＴＦＴ素子
　５…画素容量
　６…保持容量
　７…ＴＦＴ基板
　８…対向基板
　９…液晶材料
　ＧＬ…走査信号線
　ＤＬ…映像信号線
　ＣＬ…保持容量線
　ＢＲ…ブリッジ配線
　ＳＵＢ…絶縁基板
　ＣＴ…対向電極
　ＰＡＳ１…第１の絶縁層
　ＳＣ…半導体層
　ＳＤ１…ドレイン電極
　ＳＤ２…ソース電極
　ＰＡＳ２…第２の絶縁層
　ＰＸ…画素電極
　ＯＲＩ…配向膜
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　ＢＭ…遮光膜
　ＣＦ…カラーフィルタ
　ＯＣ…オーバーコート層

【図１（ａ）】 【図１（ｂ）】
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【図１（ｃ）】 【図１（ｄ）】

【図１（ｅ）】 【図２（ａ）】
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【図２（ｂ）】 【図３（ａ）】

【図３（ｂ）】

【図３（ｃ）】

【図３（ｄ）】



(19) JP 2009-98336 A 2009.5.7

【図３（ｅ）】 【図４（ａ）】

【図４（ｂ）】 【図５（ａ）】
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【図５（ｂ）】
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