
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶と、
　複数 号線と、 複数 号線に交差する走査信号線と、 走査信号線から 走
査信号の供給によって駆動されるスイッチング素子と、 スイッチング素子を介し
号線 画素電極と、を有する第１基板と、
　 液晶を介して第１基板に対して対向配置されている第２基板と、
　コントロール回路が搭載されたプリント基板と、
　
　
　

　

　

　
　 配置されてい
ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
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の信 前記 の信 前記 の
前記 て信

に接続されている
前記

前記コントロール回路からの信号が供給される第１の回路基板と、
前記コントロール回路からの信号が供給される第２の回路基板と、
前記第１の回路基板又は前記第２の回路基板を介して、前記コントロール回路から信号

が供給される複数のドレイン駆動回路とを有し、
前記第１の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第１の延在部を備え、前

記第１の延在部は前記プリント基板に接続された第１の接続部を備え、
前記第２の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第２の延在部を備え、前

記第２の延在部は前記プリント基板に接続された第２の接続部を備え、
前記第１の接続部と前記第２の接続部とは互いに隣接し、
前記コントロール回路は、前記第１の接続部と前記第２の接続部との間に



　液晶と、
　複数 号線と、 複数の信号線 交差する走査信号線と、 走査信号線から 走
査信号の供給によって駆動されるスイッチング素子と、 スイッチング素子を介し
号線 画素電極と、を有する第１基板と、
　 液晶を介して第１基板に対して対向配置されている第２基板と、
　コントロール回路が搭載されたプリント基板と、
　

　
　

　

　

　

　

　
　 配置されてい
ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　液晶と、
　複数 号線と、 複数 号線に交差する走査信号線と、 走査信号線からの走
査信号 供給によって駆動されるスイッチング素子と、 スイッチング素子を介し
号線 画素電極と、を有する第１基板と、
　 液晶を介して第１基板に対して対向配置されている第２基板と、
　コントロール回路が搭載されたプリント基板と、
　 コントロール回路から信号が供給され 数のドレイン駆動回路と、
　

　
　
　

　

　

　
　 配置されてい
ることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に係り、特に、アクティブ・マトリックス型の液晶表示装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
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の信 前記 に 前記 の
前記 て信

に接続されている
前記

前記走査信号線の延在方向に並設され、コントロール回路から信号が供給される複数の
ドレイン駆動回路と、

第１の回路基板と第２の回路基板を有し、
前記第１の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第１の延在部を備え、前

記第１の延在部は前記プリント基板に接続された第１の接続部を備え、
前記第２の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第２の延在部を備え、前

記第２の延在部は前記プリント基板に接続された第２の接続部を備え、
前記走査信号線の延在方向を横として前記複数のドレイン駆動回路を左右半分に分けた

場合、
左半分のドレイン駆動回路に対して、前記第１の接続部を介して前記コントロール回路

からの信号を供給し、
右半分のドレイン駆動回路に対して、前記第２の接続部を介して前記コントロール回路

からの信号を供給し、
前記第１の接続部と前記第２の接続部とは、互いに隣接し、
前記コントロール回路は、前記第１の接続部と前記第２の接続部との間に

の信 前記 の信 前記
の 前記 て信

に接続されている
前記

前記 る複
前記走査信号線の延在方向に並設され、コントロール回路から信号が供給される複数の

ドレイン駆動回路と、
第１の回路基板と、
第２の回路基板とを有し、
前記第１の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第１の延在部を備え、前

記第１の延在部は前記プリント基板に接続された第１の接続部を備え、
前記第２の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第２の延在部を備え、前

記第２の延在部は前記プリント基板に接続された第２の接続部を備え、
全ドレイン駆動回路の半数に対して前記第１の接続部を介して信号が供給され、もう半

数に対して前記第２の接続部を介して信号が供給され、
前記第１の接続部と前記第２の接続部とは、互いに隣接し、
前記コントロール回路は、前記第１の接続部と前記第２の接続部との間に



アクティブ・マトリックス型の液晶表示装置は、その液晶表示パネルの各画素毎にたとえ
ば薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）からなるスイッチング素子が組み込まれている構成に特徴
を有する。
すなわち、液晶を介して互いに対向配置される透明基板を外囲器とし、該液晶の広がり方
向に形成された各画素は、一方の透明基板の液晶側の面に形成された隣接する走査信号線
および隣接する映像信号線によって囲まれた部分に構成され、一方の走査信号線から走査
信号の供給によって駆動されるスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して一方
の映像信号線から供給される映像信号が印加される画素電極とが備えられている。
このことから、各走査信号線の一端からは走査用の駆動回路からの信号が入力されるよう
になっているともとに、各映像信号線の一端からは映像信号用の駆動回路からの信号が入
力されるようになっている。そして、これら各駆動回路は一方の透明基板の周辺に搭載さ
れるようになっている。
また、これら各駆動回路には、たとえばプリント基板に搭載されたコントロール回路等か
らの信号が入力されるようになっているが、それら信号の伝達は該プリント基板と液晶表
示パネルの一方の透明基板（各駆動回路が搭載された側の透明基板）との間に接続された
フレキシブル配線基板によって行われているものがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このように構成された液晶表示装置は、それが大型化される傾向にあるの
にともない、液晶表示パネルの一方の透明基板に対するフレキシブル配線基板の接続不良
が往々にして発生することが指摘されるに到った。
すなわち、一方の透明基板とフレキシブル配線基板はそれらに形成された対応する配線端
子同士が互いに対向して接続される構成となっているが、フレキシブル配線基板の熱によ
る膨張によって、その配線端子が一方の透明基板側の配線端子に対してずれてしまうこと
が確認された。
そして、このずれは液晶表示装置（正確には、液晶表示パネル）の大型化に比例して大き
くなることから、その対策が必須となるに到った。
【０００４】
ここで、フレキシブル配線基板の熱による膨張の弊害は、該フレキシブル配線基板を液晶
表示パネルの一方の透明基板に対する接続の際に発生するばかりでなく、接続の後におい
ても発生することも判明している。
フレキシブル配線基板を良好に接続させた後でも、該フレキシブル配線基板の膨張によっ
て該接続部が剥がれてしまうからである。
【０００５】
さらに、このように構成された液晶表示装置は、やはりそれが大型化される傾向にあるの
に伴い、並設される映像信号線の並設方向の一方の側の映像信号線における映像信号に波
形の歪みが生じ易いことが指摘されるに到っている。
すなわち、コントロール回路は、フレキシブル配線基板を介して、各駆動回路に信号を供
給する構成となっているが、該コントロール回路に対して遠方にある映像信号線に伝達さ
れる映像信号は、その伝達の過程で接続されている他の駆動回路の影響によって波形の歪
みが生じることが確認された。
【０００６】
本発明はこのような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、液晶表示パネルの
大型化にも拘らず、該液晶表示パネルの透明基板に対するフレキシブル配線基板の接続不
良を防止できる液晶表示装置を提供することにある。
また、本発明の目的は、液晶表示パネルの大型化にも拘らず、並設される信号線の並設方
向の一方の側の信号線における信号に波形の歪みが生じるのを防止できる液晶表示装置を
提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
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上記課題を解決する手段は、次の通りです。
＜手段１＞

液晶と、
複数の信号線と、前記複数の信号線に交差する走査信号線と、前記走査信号線からの走

査信号の供給によって駆動されるスイッチング素子と、前記スイッチング素子を介して信
号線に接続されている画素電極と、を有する第１基板と、

前記液晶を介して第１基板に対して対向配置されている第２基板と、
コントロール回路が搭載されたプリント基板と、
前記コントロール回路からの信号が供給される第１の回路基板と、
前記コントロール回路からの信号が供給される第２の回路基板と、
前記第１の回路基板又は前記第２の回路基板を介して、前記コントロール回路から信号

が供給される複数のドレイン駆動回路とを有し、
前記第１の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第１の延在部を備え、前

記第１の延在部は前記プリント基板に接続された第１の接続部を備え、
前記第２の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第２の延在部を備え、前

記第２の延在部は前記プリント基板に接続された第２の接続部を備え、
前記第１の接続部と前記第２の接続部とは互いに隣接し、
前記コントロール回路は、前記第１の接続部と前記第２の接続部との間に配置されてい

ることを特徴とする液晶表示装置。
＜手段２＞

液晶と、
複数の信号線と、前記複数の信号線に交差する走査信号線と、前記走査信号線からの走

査信号の供給によって駆動されるスイッチング素子と、前記スイッチング素子を介して信
号線に接続されている画素電極と、を有する第１基板と、

前記液晶を介して第１基板に対して対向配置されている第２基板と、
コントロール回路が搭載されたプリント基板と、
前記走査信号線の延在方向に並設され、コントロール回路から信号が供給される複数の

ドレイン駆動回路と、
第１の回路基板と第２の回路基板を有し、
前記第１の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第１の延在部を備え、前

記第１の延在部は前記プリント基板に接続された第１の接続部を備え、
前記第２の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第２の延在部を備え、前

記第２の延在部は前記プリント基板に接続された第２の接続部を備え、
前記走査信号線の延在方向を横として前記複数のドレイン駆動回路を左右半分に分けた

場合、
左半分のドレイン駆動回路に対して、前記第１の接続部を介して前記コントロール回路

からの信号を供給し、
右半分のドレイン駆動回路に対して、前記第２の接続部を介して前記コントロール回路

からの信号を供給し、
前記第１の接続部と前記第２の接続部とは、互いに隣接し、
前記コントロール回路は、前記第１の接続部と前記第２の接続部との間に配置されてい

ることを特徴とする液晶表示装置。
＜手段３＞

液晶と、
複数の信号線と、前記複数の信号線に交差する走査信号線と、前記走査信号線からの走

査信号の供給によって駆動されるスイッチング素子と、前記スイッチング素子を介して信
号線に接続されている画素電極と、を有する第１基板と、

前記液晶を介して第１基板に対して対向配置されている第２基板と、
コントロール回路が搭載されたプリント基板と、
前記コントロール回路から信号が供給される複数のドレイン駆動回路と、



　

　
　
　

　

　

　
　

【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による液晶表示装置の実施例を図面を用いて説明をする。

〔全体構成〕
図１は、本発明による液晶表示装置の全体を示す概略構成図である。
この実施例では、広い視野角をもつものとして知られているいわゆる横電界方式を採用し
た液晶表示装置に本発明を適用させている。
【００１０】
まず、液晶表示パネル１があり、その液晶表示パネル１は、液晶を介して互いに対向配置
された透明基板１Ａ，１Ｂを外囲器としている。この場合、一方の透明基板（図中下側の
基板：マトリックス基板１Ａ）は他方の透明基板（図中上側の基板：カラーフィルタ基板
１Ｂ）に対して若干大きく形成され、図中下側と右側の周辺端はほぼ面一に合わせて配置
されてる。
この結果、一方の透明基板１Ａの図中左側の周辺および図中上側の周辺は他方の基透明板
１Ｂに対して外方に延在されるようになっている。後に詳述するが、この部分はゲート駆
動回路およびドレイン駆動回路が搭載される領域となっている。
【００１１】
各透明基板１Ａ，１Ｂの重畳する領域にはマトリックス状に配置された画素２が構成され
、この画素２は、図中ｘ方向に延在されｙ方向に並設される走査信号線３とｙ方向に延在
されｘ方向に並設される映像信号線４とで囲まれる領域に形成され、少なくとも、一方の
走査信号線３から走査信号の供給によって駆動されるスイッチング素子ＴＦＴと、このス
イッチング素子ＴＦＴを介して一方の映像信号線４から供給される映像信号が印加される
画素電極とが備えられている。
ここでは、上述したように、各画素２は、いわゆる横電界方式を採用したもので、後に詳
述するように、上記のスイッチング素子ＴＦＴおよび画素電極の他に、基準電極および付
加容量素子が備えられるようになっている。
【００１２】
そして、各走査信号線３はその一端（図中左側の端部）が透明基板１Ｂ外にまで延在され
、透明基板１Ａに搭載されたゲート駆動回路（ＩＣ）５の出力端子に接続されるようにな
っている。
この場合、ゲート駆動回路５は複数設けられているともに、前記走査信号線３は互いに隣
接するもの同士でグループ化され、これら各グループ化された走査信号線３が近接する各
ゲート駆動回路５にそれぞれ接続されるようになっている。
なお、この部分における詳細は、後に図４を用いてさらに説明をする。
【００１３】
また、同様に、各映像信号線４はその一端（図中上側の端部）が透明基板１Ｂ外にまで延
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前記走査信号線の延在方向に並設され、コントロール回路から信号が供給される複数の
ドレイン駆動回路と、

第１の回路基板と、
第２の回路基板とを有し、
前記第１の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第１の延在部を備え、前

記第１の延在部は前記プリント基板に接続された第１の接続部を備え、
前記第２の回路基板は、前記プリント基板側に一部が延在した第２の延在部を備え、前

記第２の延在部は前記プリント基板に接続された第２の接続部を備え、
全ドレイン駆動回路の半数に対して前記第１の接続部を介して信号が供給され、もう半

数に対して前記第２の接続部を介して信号が供給され、
前記第１の接続部と前記第２の接続部とは、互いに隣接し、
前記コントロール回路は、前記第１の接続部と前記第２の接続部との間に配置されてい

ることを特徴とする液晶表示装置。

実施例１．



在され、透明基板１Ａに搭載されたドレイン駆動回路（ＩＣ）６の出力端子に接続される
ようになっている。
この場合も、ドレイン駆動回路６は複数設けられているともに、前記映像信号線４は互い
に隣接するもの同士でグループ化され、これら各グループ化された映像信号線４が近接す
る各ドレイン駆動回路６にそれぞれ接続されるようになっている。
なお、この部分における詳細は、後に図６を用いてさらに説明をする。
【００１４】
一方、このようにゲート駆動回路５およびドレイン駆動回路６が搭載された液晶表示パネ
ル１に近接して配置されるプリント基板１０（コントロール基板１０）があり、このプリ
ント基板１０には電源回路１１等の他に、前記ゲート駆動回路５およびドレイン駆動回路
６に入力信号を供給するためのコントロール回路１２が搭載されている。
そして、このコントロール回路１２からの信号はフレキシブル配線基板（ゲート回路基板
１５、ドレイン回路基板１６Ａ、ドレイン回路基板１６Ｂ）を介してゲート駆動回路５お
よびドレイン駆動回路６に供給されるようになっている。
【００１５】
すなわち、ゲート駆動回路５側には、これら各ゲート駆動回路５の入力側の端子にそれぞ
れ対向して接続される端子を備えるフレキシブル配線基板（ゲート回路基板１５）が配置
されている。
そのゲート回路基板１５は、その一部が前記コントロール基板１０側に延在されて形成さ
れ、その延在部において、該コントロール基板１０と接続部１８を介して接続されている
。
【００１６】
コントロール基板１０に搭載されたコントロール回路１２からの出力信号は、該コントロ
ール基板１０上の配線層、前記接続部１８、さらにはゲート回路基板１５上の配線層を介
して各ゲート駆動回路５に入力されるようになっている。
【００１７】
また、ドレイン駆動回路６側には、これら各ドレイン駆動回路６の入力側の端子にそれぞ
れ対向して接続される端子を備えるドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂが配置されている。
このドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂは、その一部が前記コントロール基板１０側に延在
されて形成され、その延在部において、該コントロール基板１０と接続部１９Ａ，１９Ｂ
を介して接続されている。
【００１８】
コントロール基板１０に搭載されたコントロール回路１２からの出力信号は、該コントロ
ール基板１０上の配線層、前記接続部１９Ａ，１９Ｂ、さらにはドレイン回路基板１６Ａ
，１６Ｂ上の配線層を介して各ドイレン駆動回路１６Ａ，１６Ｂに入力されるようになっ
ている。
【００１９】
ここで、この実施例において特徴をなすのは、ドレイン駆動回路６側のドレイン回路基板
１６Ａ，１６Ｂは、図示のように、２個に分割されて設けられていることにある。
このようにした理由は、液晶表示パネル１の大型化にともなって、ドレイン回路基板の図
中ｘ方向への長さの増大による熱膨張による弊害を防止するためである。
【００２０】
すなわち、ドレイン回路基板の液晶表示パネル１への接続を行う前において、熱によって
ドレイン回路基板が膨張していた場合、このドレイン回路基板と液晶表示パネル１との充
分な電気的接続が図れなくなる。
ドレイン回路基板および液晶表示パネル１にはそれぞれ互いに対向するようにして配置さ
れる配線端子が設けられ、これら各配線端子の導電体を介した接続によってなされるため
、ドイレン回路基板側において大きな熱膨張（透明基板のそれと比較して）があった場合
に、接続されるべき各配線端子にずれが発生してしまうからである。
【００２１】
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また、ドレイン回路基板の液晶表示パネル１への接続を行った後において、たとえ上述し
た弊害がなく充分な電気的接続が図れたとしても、その後のドレイン回路基板の熱による
膨張によって、接続された各配線端子の間に応力が発生し、それらの接続が剥がれてしま
うからである。
【００２２】
このため、この実施例のようにフレキシブル配線基板を２つに分割することによって、そ
れぞれのフレキシブル配線基板１６Ａ，１６Ｂの熱による膨張を少なくすることができ、
上述した弊害の発生を緩和させることができるようになる。
【００２３】
このことから、フレキシブル配線基板は必ずしも２つに分割することに限定されることは
ないのはいうまでもない。それ以上にすることによって上述した弊害に対する効果はさら
に大きくなるからである。
【００２４】
また、ドレイン回路基板は、その駆動回路に接続される側において、少なくともその反対
側より熱による膨張が少なくなる手段が施されるようにしてもよいことはもちろんである
。
【００２５】
たとえば、図２に示すように、ドレイン回路基板の駆動回路に接続される側において、該
ドレイン回路基板の長手方向に直交する方向にスリット２０を設けるようにしてもよい。
この場合、ドレイン回路基板は、上述した実施例のように分割されていないが、分割され
ている場合と同様な効果を得ることができるからである。
【００２６】
また、実施例のように、たとえば２つに分割されたドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂは、
それぞれコントロール基板１０との接続部１９Ａ，１９Ｂが形成され、これら接続部１９
Ａ，１９Ｂは、ドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂに対するコントロール基板１０の機械的
および電気的な接続を図っている。
【００２７】
そして、コントロール基板１０上のコントロール回路１２からの出力は、図１の点線Ａ，
Ｂで示すように、ドレイン回路基板１６Ａの接続部１９Ａ、およびドレイン回路基板１６
Ｂの接続部１９Ｂをそれぞれ介して、対応するドレイン駆動回路６に入力されている。
【００２８】
このように構成した場合、各ドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂの接続部１９Ａ，１９Ｂか
らそれぞれ最も遠い映像信号線４およびその近傍の映像信号線４までの距離が従来よりも
短くなるため、該映像信号線４に供給される映像信号の波形歪みの発生を防止することが
できるようになる。
すなわち、ドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂの配線は、充放電を繰り返す回路が組み込ま
れているドレイン駆動回路６によって容量が大きくなってしまうが、そのドレイン駆動回
路６の数を上述した構成によって半減させることにより、容量の大幅な減少を達成できる
ようになるからである。
【００２９】
そして、図１に示すように、コントロール基板１０には、映像信号源２２からケーブル２
３によってインターフェース基板２４を介して映像信号が供給され、該コントロール基板
１０に搭載されたコントロール回路１２に入力されるようになっている。
【００３０】
なお、この図では、液晶表示パネル１、ゲート回路基板１５、ドイレン回路基板１６Ａ，
１６Ｂ、およびコントロール基板１０がほぼ同一平面内に位置づけられるように描かれて
いいるが、実際には該コントロール基板１０はゲート回路基板１５、ドイレン回路基板１
６Ａ，１６Ｂの部分で屈曲されて液晶表示パネル１に対してほぼ直角になるように位置づ
けられるようになっている。
いわゆる額縁の面積を小さくさせる趣旨からである。ここで、額縁とは、液晶表示装置の
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外枠の輪郭と表示部の輪郭の間の領域をいい、この領域を小さくすることによって、外枠
に対して表示部の面積を大きくできる効果を得ることができる。
【００３１】
〔画素の構成〕
図３は、前記画素２の詳細な構成を示す平面図を示している。
同図において、透明基板（マトリックス基板）１Ａの主表面に、ｘ方向に延在する走査信
号線３と対向電圧信号線５０とが形成されている。そして、これら各信号線３，５０と後
述のｙ方向に延在する映像信号線２とで囲まれる領域が画素領域として形成されることに
なる。
【００３２】
すなわち、この実施例では、走査信号線３との間に対向電圧信号線５０が走行して形成さ
れ、その対向電圧信号線５０を境にして±ｙ方向のそれぞれに画素領域が形成されること
になる。
このようにすることによって、ｙ方向に並設される対向電圧信号線５０は従来の約半分に
減少させることができ、それによって閉められていた領域を画素領域側に分担させること
ができ、該画素領域の面積を大きくすることができるようになる。
【００３３】
各画素領域において、前記対向電圧信号線５０にはそれと一体となってｙ方向に延在され
た対向電極５０Ａがたとえば３本当間隔に形成されている。これら各対向電極５０Ａは走
査信号線３に接続されることなく近接して延在され、このうち両脇の２本は映像信号線３
に隣接して配置され、残りの１本は中央に位置づけられている。
【００３４】
さらに、このように走査信号線３、対向電圧信号線５０、および対向電極５０Ａが形成さ
れた透明基板１Ａの主表面には、これら走査信号線３等をも被ってたとえばシリコン窒化
膜からなる絶縁膜が形成されている。この絶縁膜は後述する映像信号線２に対しては走査
信号線３および対向電圧信号線５０との絶縁を図るための層間絶縁膜として、薄膜トラン
ジスタＴＦＴに対してはゲート絶縁膜として、蓄積容量Ｃｓｔｇに対しては誘電体膜とし
て機能するようになっている。
【００３５】
この絶縁膜の表面には、まず、その薄膜トランジスタＴＦＴの形成領域において半導体層
５１が形成されている。この半導体層５１はたとえばアモルファスＳｉからなり、走査信
号線３上において後述する映像信号線２に近接された部分に重畳されて形成されている。
これにより、走査信号線３の一部が薄膜トランジスタＴＦＴのゲート電極を兼ねた構成と
なっている。
【００３６】
そして、この絶縁膜の表面にはそのｙ方向に延在しかつｘ方向に並設される映像信号線２
が形成されている。この映像信号線２は、薄膜トランジスタＴＦＴを構成する前記半導体
層５１の表面の一部にまで延在されて形成されたドレイン電極２Ａが一体となって備えら
れている。
【００３７】
さらに、画素領域における絶縁膜の表面には薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極５３Ａ
に接続された画素電極５３が形成されている。この画素電極５３は前記対向電極５０Ａの
それぞれの中央をｙ方向に延在して形成されている。すなわち、画素電極５３の一端は前
記薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極５３Ａを兼ね、そのままｙ方向に延在され、さら
に対向電圧信号線５０上をｘ方向に延在された後に、ｙ方向に延在するコ字形状となって
いる。
【００３８】
ここで、画素電極５３の対向電圧信号線５０に重畳される部分は、該対向電圧信号線５０
との間に前記絶縁膜を誘電体膜とする蓄積容量Ｃｓｔｇを構成している。この蓄積容量Ｃ
ｓｔｇによってたとえば薄膜トランジスタＴＦＴがオフした際に画素電極５３に映像情報
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を長く蓄積させる効果を奏するようにしている。
【００３９】
なお、前述した薄膜トランジスタＴＦＴのドレイン電極２Ａとソース電極５３Ａとの界面
に相当する半導体層５１の表面にはリン（Ｐ）がドープされて高濃度層となっており、こ
れにより前記各電極におけるオーミックコンタクトを図っている。この場合、半導体層５
１の表面の全域には前記高濃度層が形成されており、前記各電極を形成した後に、該電極
をマスクとして該電極形成領域以外の高濃度層をエッチングするようにして上記の構成と
することができる。
【００４０】
そして、このように薄膜トランジスタＴＦＴ、映像信号線２、画素電極５３、および蓄積
容量Ｃｓｔｇが形成された絶縁膜の上面にはたとえばシリコン窒化膜からなる保護膜が形
成され、この保護膜の上面には配向膜が形成されて、液晶表示パネル１のいわゆる下側基
板を構成している。
【００４１】
なお、図示していないが、いわゆる上側基板となる透明基板（カラーフィルタ基板）１Ｂ
の液晶側の部分には、各画素領域に相当する部分に開口部を有するブラックマトリックス
（図３の符号５４に相当する）が形成されている。
さらに、このブラックマトリックス５４の画素領域に相当する部分に形成された開口部を
被ってカラーフィルタが形成されている。このカラーフィルタはｘ方向に隣接する画素領
域におけるそれとは異なった色を備えるとともに、それぞれブラックマトリックス５４上
において境界部を有するようになっている。
また、このようにブラックマトリックス、およびカラーフィルタが形成された面には樹脂
膜等からなる平坦膜が形成され、この平坦膜の表面には配向膜が形成されている。
【００４２】
〔ゲート駆動回路周辺の構成〕
図４は、ゲート駆動回路およびその周辺の構成の詳細を示す図で、同図（ａ）は平面図で
図１の点線で囲まれた枠Ｐの部分を示し、同図（ｂ）は同図（ａ）のｂ－ｂ線における断
面図である。
同図において、透明基板（マトリックス基板）１Ａの表面には、図中右側から走査信号線
３が延在されている。これら各走査信号線３は互いに隣接するもの同士でグループ化され
、これらグループ化された各走査信号線は互いに収束する方向に屈曲され、その先端部に
おいて端子が形成されている。
これら各端子は、ゲート駆動回路５の出力側の各電極（バンプ）に対応して設けられるも
ので、該各電極とピッチが同じになっている。
ゲート駆動回路５は半導体集積回路（ＩＣ）から構成され、その電極が形成された面を下
にして（フェースダウン）透明基板１Ａ上に搭載（フェースダウンボンデング）されてい
る。
また、透明基板１Ａ上にはゲート駆動回路５の入力側の各電極（バンプ）に接続される配
線層が形成され、この配線層は透明基板の周辺端にまで延在されている。
この配線層の延在部は、ゲート回路基板１５に形成された端子に接続される部分となって
おり、該端子とピッチが同じになっている。
上述したように、コントロール基板１０上のコントロール回路１２からの信号はこのゲー
ト回路基板１５に形成された配線を介して各ゲート駆動回路５に入力され、これら各ゲー
ト駆動回路５の出力は各走査信号線３に供給されるようになっている。
図５は、ゲート回路基板１５を介してゲート駆動回路５に入力される各信号（換言すれば
、コントロール回路１２から出力される各信号）と、各ゲート駆動回路５から各走査信号
線３に供給される信号との関係を示している。
【００４３】
〔ドレイン駆動回路周辺の構成〕
図６は、ドレイン駆動回路およびその周辺の構成の詳細を示す図で、同図（ａ）は平面図
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で図１の点線で囲まれた枠Ｑの部分を示し、同図（ｂ）は同図（ａ）のｂ－ｂ線における
断面図である。
同図から明らかとなるように、ゲート駆動回路５の周辺の構成とほぼ同じになっている。
ここで、ゲート駆動回路５の周辺の構成と異なる部分は、図１の構成で説明したように、
図中ｘ方向に並設されている各ドレイン駆動回路６のうち左半分の各ドレイン駆動回路６
はドレイン回路基板１６Ａの側から信号が供給されるようになっており、右半分の各ドレ
イン駆動回路６はドレイン回路基板１６Ｂの側から信号が供給されるようになっているこ
とにある。
図７は、たとえば一方のドレイン回路基板１６Ａを介してドレイン駆動回路６に入力され
る各信号（換言すれば、コントロール回路１２から出力される各信号）と、各ドレイン駆
動回路６から各映像信号線４に供給される信号との関係を示している。
なお、図６はドレイン駆動回路６がｘ方向に並設されている状態で示しているのに対し、
図７はドレイン駆動回路６がｙ方向に並設されている状態で示している。
【００４４】
〔フレキシブル配線基板〕
図８は、ゲート回路基板１５、ドレイン回路基板１６Ａ、およびドレイン回路基板１６Ｂ
の断面を示している。
同図から明らかなように、これら各回路基板１５，１６Ａ，１６Ｂは多層構造からなって
いる。
すなわち、各層は、ポリイミドフィルム６０を基板としてＣｕからなる配線層６１が形成
され、その表面にはＣｕメッキ６２がなされている。そして、これら各層は接着材６３に
よって接着されることによって多層となっている。
そして、各層の配線層との接続は、それら配線層の重畳部において形成された貫通孔６４
に充填された導電材によってなされている。
この場合、液晶表示パネル１に接続される部分は、単層になっており、その端子にはＡｕ
メッキ６５が施されている。
【００４５】

上述した実施例では、ドレイン駆動回路６の側に接続される２個のドレイン回路基板１６
Ａ，１６Ｂに、コントロール回路１２からの出力がそれぞれ入力されるように構成された
ものである。
それによって、映像信号線への映像信号の波形歪みの発生を抑制せしめるためである。
しかし、該ドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂの熱膨張による弊害を防止する目的のみなら
ば、このように構成することなく、コントロール回路１２からの出力をドレイン回路基板
１６Ａに入力させ、さらに、このドレイン回路基板１６Ａを介してドレイン回路基板１６
Ｂに入力させるように構成してもよい。
すなわち、ドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂはそれぞれ分割された形態をとるのみで、こ
れら各ドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂの信号伝達経路は従来と同様となる構成とするも
のである。
【００４６】
上述した実施例では、ドレイン駆動回路６の側に接続される２個のドレイン回路基板１６
Ａ，１６Ｂは、コントロール基板１０に接続されるそれぞれの接続部１９Ａ，１９Ｂが、
同じ方向（図中左側）に形成されたものである。
しかし、図９に示すように、ドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂは、それら各接続部１９Ａ
，１９Ｂが互いに隣接するように配置するようにしてもよいことはいうまでもない。
そして、この場合、各接続部１９Ａ，１９Ｂの間にコントロール回路１２を配置させ、か
つ、このコントロール回路１２からの出力をそれぞれ前記各接続部１９Ａ，１９Ｂを介し
てドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂらに供給させることによって、該コントロール回路１
２から最も遠い位置にある映像信号線４までの距離を大幅に小さくさせることができるよ
うになる。
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このことは、該コントロール回路１２から最も遠い位置にある映像信号線４およびその近
傍の映像信号線４に供給される映像信号の波形歪みの発生を減少させることができるよう
になる。
【００４７】
上述した各実施例では、ドレイン駆動回路６側のドレイン回路基板１６Ａ，１６Ｂの改良
について説明したものである。しかし、ゲート駆動回路５側のゲート回路基板１５にも本
発明を適用できることはいうまでもない。
ゲート駆動回路５側のゲート回路基板１５は、ドレイン駆動回路６側のドレイン回路基板
１６Ａ，１６Ｂと比較して、供給される信号が異なるのみで、機械的構成においては全く
同じである。そして、液晶表示パネル１の大型化がさらに進み、液晶表示パネル１のゲー
ト駆動回路５側の辺がさらに大きくなることによって、同様の問題が発生するからである
。
【００４８】
上述した各実施例では、液晶表示装置としていわゆる横電界方式のものについて説明した
ものである。しかし、いわゆる縦電界方式のものについても適用できることはいうまでも
ない。
【００４９】
ここで、縦電界方式の液晶表示装置とは、液晶を介して互いに対向配置される透明基板の
液晶側の面に、それぞれ透明な電極が形成され、これら各電極の間の電位差によって液晶
に電界を発生させる構造のものをいう。
このような液晶表示装置であっても、その液晶表示パネルに搭載される駆動回路、フレキ
シブル配線基板、およびプリント基板等において同じ構成ならば、そのまま本発明を適用
できるからである。
【００５０】
【発明の効果】
以上説明したことから明らかなように、本発明による液晶表示装置によれば、液晶表示パ
ネルの大型化にも拘らず、該液晶表示パネルの透明基板に対するフレキシブル配線基板の
接続不良を防止することができるようになる。
また、液晶表示パネルの大型化にも拘らず、並設される信号線の並設方向の一方の側の信
号線における信号に波形の歪みが生じるのを防止することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す全体構成図である。
【図２】本発明による液晶表示装置のドレイン回路基板の他の実施例を示す構成図である
。
【図３】本発明による液晶表示装置の画素の一実施例を示す平面図である。
【図４】本発明による液晶表示装置のゲート駆動回路およびその周辺の一実施例を示す構
成図である。
【図５】本発明による液晶表示装置のゲート駆動回路の入出力信号の関係を示す図である
。
【図６】本発明による液晶表示装置のドレイン駆動回路およびその周辺の一実施例を示す
構成図である。
【図７】本発明による液晶表示装置のドレイン駆動回路の入出力信号の関係を示す図であ
る。
【図８】本発明による液晶表示装置に用いられるフレキシブル基板の構成を示す断面図で
ある。
【図９】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す説明図である。
【符号の説明】
１…液晶表示パネル、２…画素、５…ゲート駆動回路、６…ドレイン駆動回路、１０…コ
ントロール基板、１２…コントロール回路、１５…ゲート回路基板、１６Ａ，１６Ｂ……
ドレイン回路基板。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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