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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シフト・レジスタユニットであって、
　ドレーン及びゲートが信号入力端子に接続される第１の薄膜トランジスタと、
　ドレーンが前記第１の薄膜トランジスタのソースに接続され、ゲートがリセット信号入
力端子に接続され、ソースが低電圧信号入力端子に接続される第２の薄膜トランジスタと
、
　ドレーンが第１のクロック信号入力端子に接続され、ゲートが前記第１の薄膜トランジ
スタのソースに接続され、ソースが信号出力端子に接続される第３の薄膜トランジスタと
、
　ドレーンが前記第３の薄膜トランジスタのソースに接続され、ゲートが前記リセット信
号入力端子に接続され、ソースが前記低電圧信号入力端子に接続される第４の薄膜トラン
ジスタと、
　ドレーンが前記第１の薄膜トランジスタのソースに接続され、ソースが前記低電圧信号
入力端子に接続される第５の薄膜トランジスタと、
　ドレーンが前記第３の薄膜トランジスタのソースに接続され、ソースが前記低電圧信号
入力端子に接続される第６の薄膜トランジスタと、
　ドレーンが第２のクロック信号入力端子に接続され、ソースがそれぞれ前記第５の薄膜
トランジスタのゲートと前記第６の薄膜トランジスタのゲートに接続される第７の薄膜ト
ランジスタと、
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　ドレーンが前記第７の薄膜トランジスタのソースに接続され、ゲートが前記第１の薄膜
トランジスタのソースに接続され、ソースが前記低電圧信号入力端子に接続される第８の
薄膜トランジスタと、
　ドレーンとゲートがいずれも前記第２のクロック信号入力端子に接続され、ソースが前
記第７の薄膜トランジスタのゲートに接続される第９の薄膜トランジスタと、
　ドレーンが前記第９の薄膜トランジスタのソースに接続され、ゲートが前記第１の薄膜
トランジスタのソースに接続され、ソースが前記低電圧信号入力端子に接続される第１０
の薄膜トランジスタとを備え、
　前記第７の薄膜トランジスタのチャンネルの長さに対する幅の比と第８の薄膜トランジ
スタのチャンネルの長さに対する幅の比との間の比例は１／１～１／５０であり、前記第
９の薄膜トランジスタのチャンネルの長さに対する幅の比と第１０の薄膜トランジスタの
チャンネルの長さに対する幅の比との間の比例は１／１～１／５０であり、
　前記第１のクロック信号入力端子には第１のクロック信号が入力され、前記第２のクロ
ック信号入力端子には前記第１のクロック信号と相補なクロック信号である第２のクロッ
ク信号が入力される
　ことを特徴とするシフト・レジスタユニット。
【請求項２】
　両端がそれぞれ前記第３の薄膜トランジスタのゲートと前記信号出力端子に接続される
コンデンサをさらに備える
　ことを特徴とする請求項１に記載のシフト・レジスタユニット。
【請求項３】
　ドレーンが前記信号出力端子に接続され、ソースが前記低電圧信号入力端子に接続され
、ゲートが前記第２のクロック信号入力端子に接続される第１２の薄膜トランジスタ、を
さらに備える
　ことを特徴とする請求項２に記載のシフト・レジスタユニット。
【請求項４】
　ドレーンが前記信号入力端子に接続され、ゲートが前記第２のクロック信号入力端子に
接続され、ソースが前記第１の薄膜トランジスタのソースに接続される第１１の薄膜トラ
ンジスタ、をさらに備える
　ことを特徴とする請求項３に記載のシフト・レジスタユニット。
【請求項５】
　前記第７の薄膜トランジスタのチャンネルの長さに対する幅の比と第８の薄膜トランジ
スタのチャンネルの長さに対する幅の比との間の比例は１／５であり、前記第９の薄膜ト
ランジスタのチャンネルの長さに対する幅の比と第１０の薄膜トランジスタのチャンネル
の長さに対する幅の比との間の比例は１／５である
　ことを特徴とする請求項１に記載のシフト・レジスタユニット。
【請求項６】
　液晶ディスプレーのゲート駆動装置であって、液晶ディスプレーアレイ基板に堆積した
請求項１ないし５のいずれかに記載の複数のシフト・レジスタユニットを備え、
　第１のシフト・レジスタユニットと最後のシフト・レジスタユニット以外に、他の各シ
フト・レジスタユニットの信号出力端子のそれぞれは、自身と隣接する次のシフト・レジ
スタユニットの信号入力端子および自身と隣接する前のシフト・レジスタユニットのリセ
ット信号入力端子に接続され、第１のシフト・レジスタユニットの信号出力端子が第２の
シフト・レジスタユニットの信号入力端子に接続され、最後のシフト・レジスタユニット
の信号出力端子は、自身と隣接する前のシフト・レジスタユニットのリセット信号入力端
子およびそれ自身のリセット信号入力端子に接続され、
　第１のシフト・レジスタユニットの信号入力端子にはフレーム開始信号が入力され、奇
数目のシフト・レジスタユニットの第１のクロック信号入力端子には第１のクロック信号
が入力され、第２のクロック信号入力端子には第２のクロック信号が入力され、偶数目の
シフト・レジスタユニットの第１のクロック信号入力端子には第２のクロック信号が入力
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され、第２のクロック信号入力端子が第１のクロック信号を入力し、
　各シフト・レジスタユニットの低電圧信号入力端子には低電圧信号が入力される
　ことを特徴とする液晶ディスプレーのゲート駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレー駆動技術に関し、特にシフト・レジスタユニットおよび液
晶ディスプレーのゲート駆動装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図1aは従来技術に係るシフト・レジスタユニットの構成概略図である。図1bは図1aに示
したシフト・レジスタユニットのシーケンス図である。シフト・レジスタユニットは、第
1の薄膜トランジスタT1と、第2の薄膜トランジスタT2と、第3の薄膜トランジスタT3と、
第4の薄膜トランジスタT4と、第5の薄膜トランジスタT5と、第6の薄膜トランジスタT6と
、第7の薄膜トランジスタT7と、第8の薄膜トランジスタT8と、第9の薄膜トランジスタT9
と、第10の薄膜トランジスタT10のドレーンと、第11の薄膜トランジスタT11と、第12の薄
膜トランジスタT12と、を備え、さらにコンデンサC1を備える。信号入力端子（INPUT-1）
には信号（INPUT）が入力され、第1のクロック信号入力端子（CLKIN）には第1のクロック
信号（CLK）が入力され、第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）には第2のクロック信号
（CLKB）が入力され、低電圧信号入力端子（VSSIN）には低電圧信号（VSS）が入力され、
リセット信号入力端子（RESETIN）にはリセット信号（RESET）が入力され、信号出力端子
（OUT）からゲート駆動信号（OUTPUT）が出力される。第1の薄膜トランジスタT1のソース
と、第2の薄膜トランジスタT2のドレーンと、第10の薄膜トランジスタT10のゲートと、コ
ンデンサC1との集合処がPU接合部であり、第5の薄膜トランジスタT5のゲートと、第6の薄
膜トランジスタT6のゲートと、第8の薄膜トランジスタT8のドレーンと、第7の薄膜トラン
ジスタT7のソースのとの集合処がPD接合部であり、第9の薄膜トランジスタT9のソースと
、第10の薄膜トランジスタT10のドレーンと、第7の薄膜トランジスタT7のゲートとの集合
処がPD_CN接合部である。
【０００３】
　図1bに示すように、ゲート駆動信号（OUTPUT）がローレベルである場合に、第1のクロ
ック信号（CLK）又は第2のクロック信号（CLKB）がハイレベルであっても、ゲート駆動信
号（OUTPUT）とPU接合部における信号はローレベルに保持されることができる。ゲート駆
動信号（OUTPUT）がハイレベルである場合に、第1のクロック信号（CLK）とPU接合部にお
ける信号は共にハイレベルとなる。コンデンサC1のカップリング作用により、PU接合部に
おける信号のレベルが特に高くて、第9の薄膜トランジスタT9と第10の薄膜トランジスタT
10は同時にオンされて、より大きいリーク電流が形成されるので、シフト・レジスタユニ
ットの消費電力の増加をもたらす。その結果、このシフト・レジスタユニットを使用した
液晶ディスプレーの消費電力の増加をもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、従来技術において存在する課題に対して、シフト・レジスタユニットの消費
電力を低減して、液晶ディスプレーのゲート駆動装置の消費電力を低減することができる
シフト・レジスタユニットおよび液晶ディスプレーのゲート駆動装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を実現するために本発明が提供するシフト・レジスタユニットは、ドレーン及
びゲートが共に信号入力端子に接続される第1の薄膜トランジスタと、ドレーンが前記第1
の薄膜トランジスタのソースに接続され、ゲートがリセット信号入力端子に接続され、ソ
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ースが低電圧信号入力端子に接続される第2の薄膜トランジスタと、ドレーンが第1のクロ
ック信号入力端子に接続され、ゲートが前記第1の薄膜トランジスタのソースに接続され
、ソースが信号出力端子に接続される第3の薄膜トランジスタと、ドレーンが前記第3の薄
膜トランジスタのソースに接続され、ゲートが前記リセット信号入力端子に接続され、ソ
ースが前記低電圧信号入力端子に接続される第4の薄膜トランジスタと、ドレーンが前記
第1の薄膜トランジスタのソースに接続され、ソースが前記低電圧信号入力端子に接続さ
れる第5の薄膜トランジスタと、ドレーンが前記第3の薄膜トランジスタのソースに接続さ
れ、ソースが前記低電圧信号入力端子に接続される第6の薄膜トランジスタと、ドレーン
が第2のクロック信号入力端子に接続され、ソースがそれぞれ前記第5の薄膜トランジスタ
のゲートと前記第6の薄膜トランジスタのゲートに接続される第7の薄膜トランジスタと、
ドレーンが前記第7の薄膜トランジスタのソースに接続され、ゲートが前記第1の薄膜トラ
ンジスタのソースに接続され、ソースが前記低電圧信号入力端子に接続される第8の薄膜
トランジスタと、ドレーンとゲートがいずれも前記第2のクロック信号入力端子に接続さ
れ、ソースが前記第7の薄膜トランジスタのゲートに接続される第9の薄膜トランジスタと
、ドレーンが前記第9の薄膜トランジスタのソースに接続され、ゲートが前記第1の薄膜ト
ランジスタのソースに接続され、ソースが前記低電圧信号入力端子に接続される第10の薄
膜トランジスタと、を備える。
【０００６】
　本発明はさらに液晶ディスプレーアレイ基板に堆積した複数の前述シフト・レジスタユ
ニットを備える液晶ディスプレーのゲート駆動装置を提供し、第1のシフト・レジスタユ
ニットと最後のシフト・レジスタユニット以外に、他の各シフト・レジスタユニットの信
号出力端子のそれぞれは、自身と隣接する次のシフト・レジスタユニットの信号入力端子
および自身と隣接する前のシフト・レジスタユニットのリセット信号入力端子に接続され
、第1のシフト・レジスタユニットの信号出力端子が第2のシフト・レジスタユニットの信
号入力端子に接続され、最後のシフト・レジスタユニットの信号出力端子は、自身と隣接
する前のシフト・レジスタユニットのリセット信号入力端子およびそれ自身のリセット信
号入力端子に接続され、第1のシフト・レジスタユニットの信号入力端子にはフレーム開
始信号が入力され、奇数目のシフト・レジスタユニットの第1のクロック信号入力端子に
は第1のクロック信号が入力され、第2のクロック信号入力端子には第2のクロック信号が
入力され、偶数目のシフト・レジスタユニットの第1のクロック信号入力端子には第2のク
ロック信号が入力され、第2のクロック信号入力端子にはシステムの第1のクロック信号が
入力され、各シフト・レジスタユニットの低電圧信号入力端子には低電圧信号が入力され
る。
【０００７】
　本発明の実施方式において提供するシフト・レジスタユニットおよび液晶ディスプレー
のゲート駆動装置は、第9の薄膜トランジスタのドレーンとゲートおよび第7の薄膜トラン
ジスタのドレーンと、第2のクロック信号入力端子とが接続され、ゲート駆動信号がハイ
レベルである期間に、第7の薄膜トランジスタと第8の薄膜トランジスタと第9の薄膜トラ
ンジスタと第10の薄膜トランジスタとにおいてリーク電流が生じないため、シフト・レジ
スタユニットの消費電力を低減してこのシフト・レジスタユニットを用いた液晶ディスプ
レーの消費電力を低減することができる。
【０００８】
　以下は図面と実施例を通じて本発明の技術方案をさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１ａ】従来技術に係るシフト・レジスタユニットの構成概略図。
【図１ｂ】図1aに示したシフト・レジスタユニットのシーケンス図。
【図２ａ】本発明に係るシフト・レジスタユニットの構成概略図。
【図２ｂ】図2aに示したシフト・レジスタユニットのシーケンス図。
【図３ａ】本発明に係るシフト・レジスタユニットの実施例1の構成概略図。
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【図３ｂ】図3aに示したシフト・レジスタユニットのシーケンス図。
【図４】本発明に係るシフト・レジスタユニットの実施例2の構成概略図。
【図５】本発明に係るシフト・レジスタユニットの実施例3の構成概略図。
【図６ａ】本発明に係る液晶ディスプレーのゲート駆動装置の構成概略図。
【図６ｂ】図6aに示した液晶ディスプレーのゲート駆動装置の入力出力シーケンス図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図2aは本発明に係るシフト・レジスタユニットの構成概略図である。このシフト・レジ
スタユニットは10個の薄膜トランジスタを備える。第1の薄膜トランジスタT1のゲートと
ドレーンは共に信号入力端子（INPUT-1）に接続され、第2の薄膜トランジスタT2のドレー
ンは第1の薄膜トランジスタT1のソースに接続され、第2の薄膜トランジスタT2のゲートは
リセット信号入力端子（RESETIN）に接続され、第2の薄膜トランジスタT2のソースは低電
圧信号入力端子（VSSIN）に接続され、第3の薄膜トランジスタT3のドレーンは第1のクロ
ック信号入力端子（CLKIN）に接続され、第3の薄膜トランジスタT3のゲートは第1の薄膜
トランジスタT1のソースに接続され、第3の薄膜トランジスタT3のソースは信号出力端子
（OUT）に接続され、第4の薄膜トランジスタT4のゲートはリセット信号入力端子（RESETI
N）に接続され、第4の薄膜トランジスタT4のドレーンは第3の薄膜トランジスタT3のソー
スに接続され、第4の薄膜トランジスタT4のソースは低電圧信号入力端子（VSSIN）に接続
され、第5の薄膜トランジスタT5のドレーンは第1の薄膜トランジスタT1のソースに接続さ
れ、第5の薄膜トランジスタT5のソースは低電圧信号入力端子（VSSIN）に接続され、第6
の薄膜トランジスタT6のドレーンは第3の薄膜トランジスタT3のソースに接続され、第6の
薄膜トランジスタT6のソースは低電圧信号入力端子（VSSIN）に接続され、第7の薄膜トラ
ンジスタT7のドレーンは第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）に接続され、第7の薄膜ト
ランジスタT7のソースはそれぞれ第5の薄膜トランジスタT5のゲートと第6の薄膜トランジ
スタT6のゲートとに接続され、第8の薄膜トランジスタT8のゲートは第1の薄膜トランジス
タT1のソースに接続され、第8の薄膜トランジスタT8のドレーンは第7の薄膜トランジスタ
T7のソースに接続され、第8の薄膜トランジスタT8のソースは低電圧信号入力端子（VSSIN
）に接続され、第9の薄膜トランジスタT9のゲートとドレーンはいずれも第2のクロック信
号入力端子（CLKBIN）に接続され、第9の薄膜トランジスタT9のソースは第7の薄膜トラン
ジスタT7のゲートに接続され、第10の薄膜トランジスタT10のゲートは第1の薄膜トランジ
スタT1のソースに接続され、第10の薄膜トランジスタT10のドレーンは第9の薄膜トランジ
スタT9のソースに接続され、第10の薄膜トランジスタT10のソースは低電圧信号入力端子
（VSSIN）に接続されている。第1の薄膜トランジスタT1のソースと第2の薄膜トランジス
タT2のドレーンと第5の薄膜トランジスタT5のドレーンと第10の薄膜トランジスタT10のゲ
ートと第8の薄膜トランジスタT8のゲートと第3の薄膜トランジスタT3のゲートとの集合処
はPU接合部であり、第7の薄膜トランジスタT7のソースと第8の薄膜トランジスタT8のドレ
ーンと第5の薄膜トランジスタT5のゲートと第6の薄膜トランジスタT6のゲートとの集合処
はPD接合部であり、第9の薄膜トランジスタT9のソースと第10の薄膜トランジスタT10のド
レーンと第7の薄膜トランジスタT7のゲートとの集合処はPD_CN接合部である。
【００１１】
　本発明に記載のシフト・レジスタユニットと図1aに示したシフト・レジスタユニットと
の構成上の区別は、本発明が提供したシフト・レジスタユニットにおいて第9の薄膜トラ
ンジスタT9のゲート及びドレーンと第7の薄膜トランジスタT7のドレーンはいずれも第2の
クロック信号入力端子（CLKBIN）に接続されているが、図1aにおいて第9の薄膜トランジ
スタT9のゲート及びドレーンと第7の薄膜トランジスタT7のドレーンはいずれも第1のクロ
ック信号入力端子（CLKIN）に接続され、且つ本発明が提供したシフト・レジスタユニッ
トにおいて第11の薄膜トランジスタT11と第12の薄膜トランジスタT12とコンデンサC1が省
略されている。
【００１２】
　図2bは図2aに示したシフト・レジスタユニットのシーケンス図である。図2aにおいて、
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信号入力端子（INPUT-1）には信号（INPUT）が入力され、第1のクロック信号入力端子（C
LKIN）には第1のクロック信号（CLK）が入力され、第2のクロック信号入力端子（CLKBIN
）には第2のクロック信号（CLKB）が入力され、低電圧信号入力端子（VSSIN）には低電圧
信号（VSS）が入力され、リセット信号入力端子（RESETIN）にはリセット信号（RESET）
が入力され、信号出力端子（OUT）からゲート駆動信号（OUTPUT）が出力される。図2bに
おいて低電圧信号（VSS）は示さない。低電圧信号（VSS）はずっとローレベルに維持され
ている信号である。
【００１３】
　以下、本発明シフト・レジスタユニットの動作原理を、図2aと図2bを結合して説明する
。
【００１４】
　図2bに示したシーケンス図の一部を選択して五つの段階に分ける。第1の段階に、信号
入力端子（INPUT-1）に入力された信号（INPUT）はハイレベルであり、リセット信号入力
端子（RESETIN）に入力されたリセット信号（RESET）はローレベルであり、第1の薄膜ト
ランジスタT1はオンされる。PU接合部における信号はハイレベルであり、第3の薄膜トラ
ンジスタT3と第8の薄膜トランジスタT8と第10の薄膜トランジスタT10とはオンされる。第
1のクロック信号入力端子（CLKIN）に入力された第1のクロック信号（CLK）はローレベル
であり、第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）に入力された第2のクロック信号（CLKB）
はハイレベルであり、第7の薄膜トランジスタT7と第9の薄膜トランジスタT9とはオンされ
る。第7の薄膜トランジスタT7のチャンネルの長さに対する幅の比（width to length rat
io）と第8の薄膜トランジスタT8のチャンネルの長さに対する幅の比との間の比例、およ
び第9の薄膜トランジスタT9のチャンネルの長さに対する幅の比と第10の薄膜トランジス
タT10のチャンネルの長さに対する幅の比との間の比例を設置することで、PD接合部にお
ける信号がローレベルとなるようにすることができる。こうして、第5の薄膜トランジス
タT5と第6の薄膜トランジスタT6はオフされる。第7の薄膜トランジスタT7のチャンネルの
長さに対する幅の比と第8の薄膜トランジスタT8のチャンネルの長さに対する幅の比との
間の比例は1/1～1/50であってもよい。例えば、当該比例は1/5であってもよい。第9の薄
膜トランジスタT9のチャンネルの長さに対する幅の比と第10の薄膜トランジスタT10のチ
ャンネルの長さに対する幅の比との間の比例は1/1～1/50であってもよい。例えば、当該
比例は1/5であってもよい。リセット信号入力端子（RESETIN）に入力されたリセット信号
（RESET）はローレベルであり、第2の薄膜トランジスタT2と第4の薄膜トランジスタT4は
オフされる。信号出力端子（OUT）から出力したゲート駆動信号（OUTPUT）はローレベル
である。
【００１５】
　第2の階段において、信号入力端子（INPUT-1）に入力される信号（INPUT）はローレベ
ルであり、リセット信号入力端子（RESETIN）に入力されるリセット信号（RESET）はロー
レベルであり、第1の薄膜トランジスタはオフされ、PU接合部における信号はハイレベル
に保持されることで、第3の薄膜トランジスタT3と第8の薄膜トランジスタT8と第10の薄膜
トランジスタT10はそのままオンされている。第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）に入
力された第2のクロック信号（CLKB）はローレベルであり、第9の薄膜トランジスタT9はオ
フされる。PD接合部における信号はローレベルに保持され、第5の薄膜トランジスタT5と
第6の薄膜トランジスタT6はそのままオフされている。リセット信号入力端子（RESETIN）
に入力された信号（RESET）はローレベルであり、第2の薄膜トランジスタT2と第4の薄膜
トランジスタT4はそのままオフされている。第1のクロック信号入力端子（CLKIN）に入力
された第1のクロック信号（CLK）はハイレベルであり、且つ第3の薄膜トランジスタはそ
のままオンされるので、信号出力端子（OUT）から出力されたゲート駆動信号（OUTPUT）
はハイレベルとなる。
【００１６】
　第3の階段において、信号入力端子（INPUT-1）に入力された信号（INPUT）はローレベ
ルであり、リセット信号入力端子（RESETIN）に入力されたリセット信号（RESET）はハイ
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レベルであり、第2の薄膜トランジスタT2と第4の薄膜トランジスタT4はオンされる。第2
の薄膜トランジスタT2のソースは低電圧信号入力端子（VSSIN）に接続されることで、PU
接合部はローレベルにプルダウンされ、第3の薄膜トランジスタT3と第8の薄膜トランジス
タT8と第10の薄膜トランジスタT10はオフされる。第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）
に入力された第2のクロック信号（CLKB）はハイレベルであり、第7の薄膜トランジスタT7
と第9の薄膜トランジスタT9はオンされ、PD接合部はハイレベルであり、PD_CN接合部はハ
イレベルである。こうして、第5の薄膜トランジスタT5と第6の薄膜トランジスタT6はオン
される。第1のクロック信号入力端子（CLKIN）に入力された第1のクロック信号（CLK）は
ローレベルであり、且つ第4の薄膜トランジスタT4はオンされるので、信号出力端子（OUT
）から出力したゲート駆動信号（OUTPUT）はローレベルにプルダウンされる。
【００１７】
　第4の階段において、信号入力端子（INPUT-1）に入力された信号（INPUT）はローレベ
ルであり、リセット信号入力端子（RESETIN）に入力されたリセット信号（RESET）はロー
レベルであり、第1の薄膜トランジスタT1はオフされ、PU接合部での信号はローレベルに
保持され、第8の薄膜トランジスタT8と第10の薄膜トランジスタT10はオフされる。第2の
クロック信号入力端子（CLKBIN）に入力された第2のクロック信号（CLKB）はローレベル
であり、第9の薄膜トランジスタT9はオフされる。第3の階段のPD_CN接合部における信号
はハイレベルであり、第4の階段において第9の薄膜トランジスタT9と第10の薄膜トランジ
スタT10はオフされるので、PD_CN接合部における信号はハイレベルに保持され、こうして
、第7の薄膜トランジスタT7はオンされる。第7の薄膜トランジスタT7のドレーンは第2の
クロック信号入力端子（CLKBIN）に接続され、第4の階段の第2のクロック信号（CLKB）は
ローレベルであり、第3の階段のPD接合部における信号はハイレベルにあるので、第4の階
段においてPD接合部における信号はハイレベルからローレベルに次第に低減され、第5の
薄膜トランジスタT5と第6の薄膜トランジスタT6は次第にオンからオフに変化する。リセ
ット信号入力端子（RESETIN）に入力されたリセット信号（RESET）はローレベルであり、
第2の薄膜トランジスタT2と第4の薄膜トランジスタT4がオフされ、信号出力端子（OUT）
から出力されたゲート駆動信号（OUTPUT）はローレベルに保持される。
【００１８】
　第5の階段において、信号入力端子（INPUT-1）に入力された信号（INPUT）はローレベ
ルであり、リセット信号入力端子（RESETIN）に入力されたリセット信号（RESET）はロー
レベルであり、第1の薄膜トランジスタT1はオフされ、PU接合部における信号はローレベ
ルであり、第8の薄膜トランジスタT8と第10の薄膜トランジスタT10はオフされる。第2の
クロック信号入力端子（CLKBIN）に入力された第2のクロック信号（CLKB）はハイレベル
であり、第7の薄膜トランジスタT7と第9の薄膜トランジスタT9はオンされ、PD接合部にお
ける信号はローレベルからハイレベルに次第に増加する。こうして、第5の薄膜トランジ
スタT5と第6の薄膜トランジスタT6はオフからオンに次第に変化する。リセット信号入力
端子（RESETIN）に入力されたリセット信号（RESET）はローレベルであり、第2の薄膜ト
ランジスタT2と第4の薄膜トランジスタT4はオフされ、信号出力端子（OUT）から出力され
たゲート駆動信号（OUTPUT）はローレベルに保持される。
【００１９】
　この五つの階段において、第1の階段の信号入力端子（INPUT-1）に入力された信号（IN
PUT）はハイレベルであり、第2の階段の信号出力端子（OUT）から出力されたゲート駆動
信号（OUTPUT）はハイレベルであり、一回のシフトが完成される。第3の階段のリセット
信号入力端子（RESETIN）に入力されたリセット信号（RESET）はハイレベルであって、リ
セットの操作が完成される。そこで、第1、2、3の階段をシフト・レジスタユニットの動
作期間に定義することができる。第4、5の階段において信号入力端子（INPUT-1）に入力
された信号（INPUT）とリセット信号入力端子（RESETIN）に入力されたリセット信号（RE
SET）はいずれもローレベルであるので、第4、5の階段をシフト・レジスタユニットの非
動作期間に定義することができる。図2bにおいて、シフト・レジスタユニットの一部のシ
ーケンス図のみが示されている。液晶ディスプレーが1フレームの画像を表示するたびに
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、ある行の液晶画素を制御するシフト・レジスタユニットは1つのハイレベル信号を出力
し、信号入力端子（INPUT-1）に入力された信号(INPUT )とリセット信号入力端子（RESET
IN）に入力されたリセット信号（RESET）と第1のクロック信号入力端子（CLKIN）に入力
された第1のクロック信号（CLK）とは、ともに第1、2、3の階段の入力シーケンスを繰り
返し、液晶ディスプレーが1フレームの画像を表示する時間のうち第1、2、3の階段以外の
時間に，信号入力端子（INPUT-1）に入力された信号（INPUT）とリセット信号入力端子（
RESETIN）に入力されたリセット信号（RESET）と第1のクロック信号入力端子（CLKIN）に
入力された第1のクロック信号（CLK）はともに第4と第5の階段と同じ入力シーケンスを繰
り返す。
【００２０】
　五つの階段に対する詳細な説明に示すように、第2の階段において第1のクロック信号（
CLK）とPU接合部から出力された信号とは同時にハイレベルとなるが、第9の薄膜トランジ
スタT9のゲートは第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）に接続されるので、第9の薄膜ト
ランジスタT9はオフされる。第7の薄膜トランジスタT7のゲートはPD_CN接合部に接続され
るが、PD_CN接合部における信号は第2の階段においてもローレベルであるので、第7の薄
膜トランジスタT7はオフされる。第8の薄膜トランジスタT8と第10の薄膜トランジスタT10
は第2の階段においてオンされ、第8の薄膜トランジスタT8のソースと第10の薄膜トランジ
スタT10のソースはいずれも低電圧信号入力端子（VSSIN）に接続されるので、第8の薄膜
トランジスタT8と第10の薄膜トランジスタT10のソースはローレベルである。第2の階段に
おいて、第2のクロック信号（CLKB）はローレベルであり、そして第9の薄膜トランジスタ
T9のドレーンと第10の薄膜トランジスタT10のソースとはいずれもローレベルとなるので
、第9の薄膜トランジスタT9と第10の薄膜トランジスタT10においてリーク電流が生じない
。第7の薄膜トランジスタT7のドレーンと第8の薄膜トランジスタT8のソースはいずれもロ
ーレベルとなるので、第7の薄膜トランジスタT7と第8の薄膜トランジスタT8においてもリ
ーク電流が生じない。
【００２１】
　図1aに示した従来技術のシフト・レジスタユニットと比べて、本発明が提供したシフト
・レジスタユニットにおいて、第7の薄膜トランジスタのドレーンおよび第9の薄膜トラン
ジスタのドレーンとゲートはいずれも第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）に接続され
ることで、第2の階段において第7の薄膜トランジスタと第8の薄膜トランジスタと第9の薄
膜トランジスタと第10の薄膜トランジスタとにおいてリーク電流が生じることを避けるこ
とができるため、シフト・レジスタユニットの消費電力を低減して、このシフト・レジス
タユニットを用いた液晶ディスプレーの消費電力を低減することができる。また、本発明
が提供したシフト・レジスタユニットは、第11の薄膜トランジスタT11と第12の薄膜トラ
ンジスタT12とコンデンサC1が減少されるため、シフト・レジスタユニットの構成が簡単
になって、シフト・レジスタユニットの面積が低減される。
【００２２】
　図3aは本発明のシフト・レジスタユニットの実施例一の構成概略図。図3bは図3aに示し
たシフト・レジスタユニットのシーケンス図。図3aに示したシフト・レジスタユニットは
、図2aに示したシフト・レジスタユニットをもとにして、両端がそれぞれ第3の薄膜トラ
ンジスタT3のゲートと信号出力端子（OUT）とに接続されている1つのコンデンサC1を追加
した。図3bに示したシーケンス図が図2bに示したシーケンス図に対して区別するところは
、第2の階段において図3bのPU接合部における信号のレベルが、コンデンサC1のカップリ
ング作用により、図2bのより高い、ということである。
【００２３】
　図3aにおけるシフト・レジスタユニットは、コンデンサC1が追加されるので、シフト・
レジスタユニットのノイズ除去能力を強化することができるため、シフト・レジスタの動
作の安定化を強化することができる。コンデンサC1はPU接合部の総容量を増加させ、第3
のトランジスタT3のドレーンの寄生容量（Cgd3）がPU接合部における比重を低減するので
、第1のクロック信号入力端子（CLKIN）が寄生容量（Cgd3）を介してPU接合部にカップリ
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ングするノイズを低減して、間接に信号出力端子（OUT）にカップリングするノイズも低
減される一方で、第3の薄膜トランジスタT3のリーク電流が対応的に低減され、信号出力
端子（OUT）のノイズがさらに低減される。
【００２４】
　図4は本発明のシフト・レジスタユニットの実施例二の構成概略図である。図4に示した
シフト・レジスタユニットのシーケンス図は図3bと同じである。この実施例においては、
図3aに示したシフト・レジスタユニットをもとにして、第12の薄膜トランジスタT12が追
加されている。第12の薄膜トランジスタT12は、ソースが低電圧信号入力端子（VSSIN）に
接続され、ドレーンが信号出力端子（OUT）に接続され、ゲートが第2のクロック信号入力
端子（CLKBIN）に接続される。第2のクロック信号（CLKB）がハイレベルである際に、第1
2の薄膜トランジスタT12は信号出力端子（OUT）から出力したゲート駆動信号（OUT）のレ
ベルをプルダウンすることができ、さらにシフト・レジスタユニットのノイズ除去能力を
向上させる。
【００２５】
　図5は本発明のシフト・レジスタユニットの実施例三の構成概略図。図5に示したシフト
・レジスタユニットのシーケンス図は図3bのと同じである。この実施例においては、図4
に示したシフト・レジスタユニットをもとにして第11の薄膜トランジスタT11が追加され
ている。第11の薄膜トランジスタT11は、ゲートが第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）
に接続され、ドレーンが信号入力端子（INPUT-1）に接続され、ソースがPU接合部に接続
される。この実施例においては、第1の階段に第2のクロック信号（CLKB）がハイレベルで
ある際に、第11の薄膜トランジスタT11はオンされる。信号入力端子（INPUT-1）に入力さ
れた信号（INPUT）がハイレベルであり、第11の薄膜トランジスタT11のソースがハイレベ
ルであるので、第11の薄膜トランジスタT11の追加がPU接合部から出力された信号のレベ
ルの上昇時間を低減することができ、PU接合部における信号の立ち上がりが急峻になるた
め、信号出力端子（OUT）が出力したゲート駆動信号の上昇時間を低減する。
【００２６】
　図5に示したシフト・レジスタユニットおよび図5に示したシフト・レジスタユニットの
シーケンス図をそれぞれ図1a及び図1bと比べて分かるように、図1aに示したシフト・レジ
スタユニットおよび図1bに示したシーケンス図においては、第4の階段に第1のクロック信
号（CLK）の立ち上がりで、第1のクロック信号（CLK）がゲート駆動信号（OUTPUT）にカ
ップリングするノイズが最も大きい。この際、PD接合部がローレベルであり、第6の薄膜
トランジスタと第5の薄膜トランジスタはいずれもオフされるため、ゲート駆動信号（OUT
PUT）をローレベルにプルダウンすることができなく、ノイズを除去するのに不利である
。本発明の図5に示した実施例においては、第4の階段に第1のクロック信号（CLK）の立ち
上がりでPD接合部における信号がハイレベルであり、第5の薄膜トランジスタと第6の薄膜
トランジスタはオンされるため、ゲート駆動信号（OUTPUT）の電圧をプルダウンすること
ができ、第1のクロック信号（CLK）がカップリングすることによるノイズを除去すること
ができる。
【００２７】
　図6aは本発明の液晶ディスプレーのゲート駆動装置の構成概略図である。図6bは図6aに
示した液晶ディスプレーのゲート駆動装置の入力出力シーケンス図である。STVは、フレ
ーム開始信号であり、第1のシフト・レジスタユニットの信号入力端子（INPUT-1）だけに
入力される。低電圧信号（VSS）（図6bにVSSが図示されない）は各シフト・レジスタユニ
ットの低電圧信号入力端子（VSSIN）に入力される。奇数目のシフト・レジスタユニット
の第1のクロック信号入力端子（CLKIN）に第1のクロック信号（CLK）が入力され、第2の
クロック信号入力端子（CLKBIN）に第2のクロック信号（CLKB）が入力される。偶数目の
シフト・レジスタユニットの第1のクロック信号入力端子（CLKIN）に第2のクロック信号
（CLKB）が入力され、第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）に第1のクロック信号（CLK
）が入力される。第1のシフト・レジスタユニットと最後のシフト・レジスタユニット以
外の各シフト・レジスタユニットの信号出力端子はいずれも自身と隣接した前のシフト・



(10) JP 5936812 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

レジスタユニットのリセット信号入力端子（RETSETIN）、および自身と隣接した次のシフ
ト・レジスタの信号入力端子（INPUT-1）に接続され、第1のシフト・レジスタユニットの
信号出力端子（OUT）は第2のシフト・レジスタユニットの信号入力端子（INPUT-1）だけ
に接続され、最後のシフト・レジスタユニット（図6aに示した第n+1のシフト・レジスタ
ユニット）の出力端子（OUT）はそれぞれ自身と隣接した第nのシフト・レジスタユニット
のリセット信号入力端子（RETSETIN）、それ自身のリセット信号入力端子（RETSETIN）に
接続される。
【００２８】
　薄膜トランジスタ液晶ディスプレーは、順次走査方式を使用し、同一行における液晶画
素と直列した薄膜トランジスタのゲートがいずれも同一のシフト・レジスタユニットに接
続されるので、液晶ディスプレーのゲート駆動装置におけるシフト・レジスタユニットは
同一行における全部薄膜トランジスタのオン/オフを制御することができる。図6aにおけ
る液晶ディスプレーのゲート駆動装置の具体的な原理は、以下の通りである。即ち、液晶
ディスプレーパネルにおいてn行の液晶画素があると、図6bに示したシーケンス図を参照
して、第1の階段においてフレーム開始信号が第1のシフト・レジスタユニットの信号入力
端子（INPUT-1）に入力される。第2の階段において第1のシフト・レジスタユニットの信
号出力端子（OUT）がハイレベル信号（OUTPUT1）を出力すると同時に、このハイレベル信
号（OUTPUT1）は第2のシフト・レジスタユニットの信号入力端子（INPUT-1）に入力され
る。第3の階段において第2のシフト・レジスタユニットの信号出力端子（OUT）がハイレ
ベル信号（OUTPUT2）を出力する。この後に第2、3段階の原理と同じように、各シフト・
レジスタユニットは順次にハイレベル信号を出力して、このシフト・レジスタユニットに
接続される同一行の薄膜トランジスタのオンを制御する。第4の階段において、第nのシフ
ト・レジスタユニットがハイレベル信号（OUTPUTn）を出力すると同時に、第nのシフト・
レジスタユニットが出力したハイレベル信号(OUTPUTn)は第n+1のシフト・レジスタユニッ
トの信号入力端子（INPUT-1）の入力信号とする。第5の階段において、第n+1のシフト・
レジスタユニットはハイレベル信号（OUTPUTn+1）を出力し、この第n+1のシフト・レジス
タユニットが出力したハイレベル信号（OUTPUTn+1）は負荷の駆動に用いられなく、即ち
、第n+1のシフト・レジスタユニットは、一行の液晶像素を制御する薄膜トランジスタを
駆動するのを負担しなく、それが出力するハイレベル信号（OUTPUTn+1）は、第nのシフト
・レジスタユニットとそれ自身のリセット信号だけとして用いられる。図6aにおける各シ
フト・レジスタユニットは、図2a、図3a、図4又は図5に示したシフト・レジスタユニット
であっても良い。
【００２９】
　図6aにおいては、最後のシフト・レジスタユニット、即ち第n+1のシフト・レジスタユ
ニットは、負荷の駆動に用いられなく、余計なシフト・レジスタユニットとみなされるこ
とができる。図6aに示したゲート駆動装置において、1つの余計なシフト・レジスタユニ
ットだけを備える。実際には、更に複数の余計なシフト・レジスタユニットを備えること
ができる。各余計なシフト・レジスタユニットを組合せて液晶ディスプレーのゲート駆動
装置がより信頼的にリセットされることを保証することができる。
【００３０】
　本発明の実施例に記載のシフト・レジスタユニットおよび液晶ディスプレーのゲート駆
動装置は、第9の薄膜トランジスタのドレーンとゲートおよび第7の薄膜トランジスタのド
レーンが第2のクロック信号入力端子（CLKBIN）に接続され、ゲート駆動信号（OUTPUT）
がハイレベルである期間に、第7の薄膜トランジスタと第8の薄膜トランジスタと第9の薄
膜トランジスタと第10の薄膜トランジスタにおいてリーク電流が生じないため、シフト・
レジスタユニットの消費電力を低減することができ、このシフト・レジスタユニットを用
いた液晶ディスプレーの消費電力を低減することができる。
【００３１】
　最後に、以下のように説明する必要がある。即ち、上記した実施例は、本発明の技術案
を説明するに用いられるものだけであり、それを制限するものではない。好適な実施例を
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参照して本発明を詳細に説明したが、当業者は、依然として本発明の技術案を補正し、或
いは同等の取替を行うことができ、この補正又は同等の取替が補正後の技術案を本発明の
技術案の主旨と範囲から離脱させないことが理解すべきである。
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