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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリックス状に配置された複数の画素表示部と、
　映像信号を供給する複数のビデオラインと、
　複数の前記画素表示部と接続されており、該画素表示部に映像信号を伝達する複数の信
号線と、
　複数の前記ビデオラインから供給された映像信号をサンプリングし、上記信号線に供給
する複数のサンプリング手段と、
　上記ビデオラインに交差する方向に配置され、上記各ビデオラインと上記サンプリング
手段とを接続する接続配線とが同一基板上に一体的に形成され、
　さらに、上記各接続配線間における映像信号の遅延差を補償するように上記各ビデオラ
インに流れる映像信号を遅延させる遅延手段が設けられていることを特徴とする表示装置
。
【請求項２】
　上記遅延手段は、各ビデオラインの最初の接続配線との接続点までの抵抗値を調整して
、各ビデオラインに流れる映像信号を遅延させることを特徴とする請求項１記載の表示装
置。
【請求項３】
　ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとしたとき
、
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　上記ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
　Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞…＞Ｒｃｎ＞Ｒｃ(ｎ＋１)＞…、かつ、Ｒｖ１＜ＲＶ２＜…＜Ｒｖｎ
＜Ｒｖ(ｎ＋１)＜…
　または、
　Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜…＜Ｒｃｎ＜Ｒｃ(ｎ＋１)＜…、かつ、Ｒｖ１＞ＲＶ２＞…＞Ｒｖｎ
＞Ｒｖ(ｎ＋１)＞…
の関係式を満たすように設定されていることを特徴とする請求項２記載の表示装置。
【請求項４】
　上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時にサ
ンプリングする場合、
　ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとしたとき
、
　上記ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
　Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞…＞Ｒｃｎ、かつ、Ｒｖ１＜ＲＶ２＜…＜Ｒｖｎ
　または、
　Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜…＜Ｒｃｎ、かつ、Ｒｖ１＞ＲＶ２＞…＞Ｒｖｎ
の関係式を満たすように設定されていることを特徴とする請求項２記載の表示装置。
【請求項５】
　ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとしたとき
、
　上記ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
　Ｒｖ１＋Ｒｃ１＝Ｒｖ２＋Ｒｃ２＝…＝Ｒｖｎ＋Ｒｃｎ＝Ｒｖ(ｎ＋1)＋Ｒｃ(ｎ＋1)＝
…
の関係式を満たすように設定されていることを特徴とする請求項２記載の表示装置。
【請求項６】
　上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時にサ
ンプリングする場合、
　ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとしたとき
、
　上記ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
　Ｒｖ１＋Ｒｃ１＝Ｒｖ２＋Ｒｃ２＝…＝Ｒｖｎ＋Ｒｃｎ
の関係式を満たすように設定されていることを特徴とする請求項２記載の表示装置。
【請求項７】
　上記遅延手段は、ビデオラインから接続配線を介してサンプリング手段に至る経路にか
かる寄生容量と抵抗値とから求められる時定数を調整して、各ビデオラインに流れる映像
信号を遅延させることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項８】
　ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量
Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量
をＣｓｌとしたとき、
　上記ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ(ｎ＋１)×（Ｃｃ(ｎ＋１)／
２＋Ｃｓｌ）＞…、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＜
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
＜Ｒｖ(ｎ＋１)×（Ｃｖ(ｎ＋１)／２＋Ｃｃ(ｎ＋１)＋Ｃｓｌ）＜…
または、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ(ｎ＋１)×（Ｃｃ(ｎ＋１)／
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２＋Ｃｓｌ）＜…、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＞
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
＞Ｒｖ(ｎ＋１)×（Ｃｖ(ｎ＋１)／２＋Ｃｃ(ｎ＋１)＋Ｃｓｌ）＞…
の関係式を満たすように設定されていることを特徴とする請求項７記載の表示装置。
【請求項９】
　上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時にサ
ンプリングする場合、
　ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量
Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量
をＣｓｌとしたとき、
　上記ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＜
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
または、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＞
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
の関係式を満たすように設定されていることを特徴とする請求項７記載の表示装置。
【請求項１０】
　ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量
Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量
をＣｓｌとしたとき、
　上記ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ２×
（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝…＝Ｒｖｎ×（Ｃ
ｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ(ｎ＋１)×（Ｃｖ
(ｎ＋１)／２＋Ｃｃ(ｎ＋１)＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ(ｎ＋１)×（Ｃｃ(ｎ＋１)／２＋Ｃｓｌ）
＝…
の関係式を満たすように設定されていることを特徴とする請求項７記載の表示装置。
【請求項１１】
　上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時にサ
ンプリングする場合、
　ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量
Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量
をＣｓｌとしたとき、
　上記ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ２×
（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝…＝Ｒｖｎ×（Ｃ
ｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）
の関係式を満たすように設定されていることを特徴とする請求項７記載の表示装置。
【請求項１２】
　上記ビデオラインの抵抗値は、該ビデオラインの配線幅または配線長で調整されている
ことを特徴とする請求項２ないし１１の何れか１項に記載の表示装置。
【請求項１３】
　上記ビデオラインの抵抗値は、ビデオラインとは異なる素材からなる抵抗素子を該ビデ
オラインに電気的に接続することで調整されていることを特徴とする請求項２ないし１１
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の何れか１項に記載の表示装置。
【請求項１４】
　複数の画素表示部と、映像信号を供給する複数のビデオラインと、複数の上記画素表示
部と接続されており、該画素表示部に映像信号を伝達する複数の信号線と、複数の前記ビ
デオラインから供給された映像信号をサンプリングし、上記信号線に供給する複数のサン
プリング手段と、上記ビデオラインに交差する方向に配置され、上記各ビデオラインと上
記サンプリング手段とを接続する接続配線とが同一基板上に一体的に形成された表示装置
の駆動方法において、
　上記各接続配線間で生じる映像信号の遅延差を補償するように遅延された映像信号を、
各ビデオラインから該各接続配線に入力することを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項１５】
　表示装置を有し、該表示装置の表示画面を拡大投影するプロジェクタ装置において、
　上記表示装置として、請求項１ないし１３の何れか１項に記載の表示装置が用いられて
いることを特徴とするプロジェクタ装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画素表示部と、該画素表示部に映像信号を伝達するための映像信号線と、該画
素表示部を駆動する駆動回路のうち少なくともサンプリング回路とが同一基板上に一体に
形成された表示装置及び駆動方法並びにプロジェクタ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示装置は、ＣＲＴ(cathode ray tube)に比べて小型化・薄型化が可能であることや
、消費電力が小さいこと等の利点を有しているため、携帯用電子機器の表示装置のみなら
ず、パーソナルコンピュータ等の据え置き型電子機器の表示装置にも広く用いられている
。中でも、表示パネル内の各画素表示部にスイッチング素子を設けて液晶を駆動するアク
ティブマトリクス型液晶表示装置は、原理的にコントラストが高く、また応答速度を速く
することができるなどの点で特に優れており、近年広く用いられている。
【０００３】
このアクティブマトリックス型液晶表示装置のスイッチング素子には、非線形抵抗素子や
半導体素子が用いられるが、中でも透過型表示が可能であり、大面積化も容易であるなど
の理由から、透明な絶縁性基板上に形成された薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor
：以下、「ＴＦＴ」と称する）が近年広く用いられている。
【０００４】
このようなＴＦＴのうち、そのチャネル部分の半導体層に多結晶シリコン（ｐ－Ｓｉ）を
用いた液晶表示装置は、従来の非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）を用いたものに比べて、さら
に低消費電力であり、高速応答が可能である。また、この高速応答が可能である利点を活
かして、多結晶シリコンを用いたＴＦＴを液晶表示装置の外周部に設置して液晶駆動用回
路を構成することができる。このように、多結晶シリコンを用いたＴＦＴは、同一基板上
に表示部と駆動回路部とを一体的に形成するモノリシックプロセスに応用することが可能
である。このような一体的に形成された液晶表示装置は、ドライバーモノリシック型液晶
表示装置と呼ばれている。
【０００５】
ここで、駆動回路を内蔵したドライバーモノリシック型液晶表示装置の構成例について、
図７及び図８を参照しながら以下に説明する。
【０００６】
図７は、表示装置の概略構成を示した模式図である。
【０００７】
すなわち、表示装置は、図７に示すように、マトリックス状に配置された複数の画素ＴＦ
Ｔおよび画素表示部ならびにこれらに接続されて互いに直交する複数の信号線および走査
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線を含む表示部１００と、画素ＴＦＴに接続されたこれらの信号線および走査線を介して
所望の画素表示部へ所望の映像信号を伝達する制御を行う信号線駆動回路２００および走
査線駆動回路３００と、映像信号を伝達するビデオライン４００とを備える。
【０００８】
図８は、上記表示部１００の詳細な構成を示した模式図である。
【０００９】
すなわち、表示部１００は、図８に示すように、複数の信号線からなる信号線群１２０と
、複数の走査線からなる走査線群１１０と、画素ＴＦＴ１３０とを備える。画素ＴＦＴ１
３０は、信号線群１２０と走査線群１１０との各交差部分に対応して配置され、画素ＴＦ
Ｔ１３０のゲート端子が走査線に、そのソース端子もしくはドレイン端子の一方が信号線
に、その他方が画素表示部に接続されている。例えば、図８では、画素ＴＦＴ１３０のゲ
ート端子１３１が走査線１１１に、そのソース端子１３２が信号線１２１に、そのドレイ
ン端子１３３が画素表示部１４０に、それぞれ接続された状態を示している。
【００１０】
ここで、上記画素ＴＦＴ１３０は、走査線１１１の電位によって、画素表示部に含まれる
画素電極を信号線１２１と電気的に接続するためのスイッチング素子として機能する。
【００１１】
また、信号線駆動回路２００は、ビデオライン４００から供給された映像信号を所望の信
号線に供給する役割をもつ。
【００１２】
さらに、走査線駆動回路３００は、各水平期間に所望の走査線に対して画素ＴＦＴをオン
するための電圧（以下、「走査線選択電圧」と称する）またはオフするための電圧（以下
、「走査線非選択電圧」と称する）を印加する役割をもつ。
【００１３】
上記の構成で、各画素表示部の画素電極と対向電極との間に所望の映像信号に相当する電
圧を印加することにより、電極間に存在する液晶層の光透過率を制御することができ、所
望の画素表示が行われる。
【００１４】
なお、以上では、液晶表示装置を例に説明したが、アクティブマトリックス型のＥＬ（El
ectro luminescence）表示装置などの表示装置であっても、画素ＴＦＴを有しており、そ
の画素ＴＦＴを介して映像信号を各画素表示部へ伝達している点では同等の構成である。
したがって、ここでの説明は、ドライバーモノリシック型表示装置一般に対して適応でき
る。
【００１５】
ここで、液晶表示装置を備えたプロジェクタ装置の構成について、図１０を参照しつつ説
明する。
【００１６】
図１０に示すプロジェクタ装置は、ＲＧＢにそれぞれ対応した液晶パネル６０１～６０３
を備えた、いわゆる３板式液晶プロジェクタ装置である。ＵＨＰランプ（高圧水銀ランプ
）等のランプ６１４から得られる光を、ダイクロイックミラー６０５によってＲＧＢに分
離した上で、液晶パネル６０１～６０３に入射し、クロスプリズム６０６で再度ＲＧＢを
合成して、投射レンズ６０７を通じてスクリーンへ投射する仕組みである。つまり、液晶
パネル６０１～６０３は、ＲＧＢいずれかの単色光を透過するシャッターの役割を持ち、
光透過率を制御することで中間調を含めた階調表示を可能とする。そして、ＲＧＢ各々で
得られる階調を合成することで、フルカラー表示を行うことができる。
【００１７】
ところで、近年、より高精細の表示装置が求められるようになり、その表示画素数が多く
なるにつれて、同じ周波数でリフレッシュするときの１画素当たりに割り当てられる時間
が短くなりつつある。そのため、映像信号の高速なサンプリングが求められている。例え
ば、ＸＧＡ（１０２４×７６８）の解像度ではドットクロックが６５ＭＨｚであり、ＤＴ
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Ｖ（１２８０×７２０）の解像度では７４．３４ＭＨｚであるから、単純に計算すると１
画素あたりに割り当てられる時間は１０～１５ｎｓｅｃにしかすぎない。さらに表示のち
らつきを抑えるために倍速駆動を行うときには、さらにその１／２の時間しかサンプリン
グに使うことができない。
【００１８】
このような高速サンプリングの要請に対して、基板外部に設けられたＩＣ回路により数画
素分の映像信号をシリアル－パラレル変換する処理を行ってサンプリング期間を確保する
手法（いわゆる多点同時サンプリングの手法）が従来用いられている。この手法によると
、通常のサンプリングに比べて、例えば６相展開で６倍、１２相展開で１２倍の時間をサ
ンプリング期間として割り当てることができる。
【００１９】
ここで、多点同時サンプリングの手法を用いた場合における信号線駆動回路の内部構成に
ついて、図９を参照しつつ説明する。
【００２０】
図９に示す信号線駆動回路は、シフトレジスタ回路２１０と、サンプリング回路２３０と
を備える。シフトレジスタ回路２１０から順次出力されるサンプリングパルス信号は、サ
ンプリング回路２３０内に設けられた複数のサンプリング用アナログスイッチからなるア
ナログスイッチ群２４０のゲートに入力される。サンプリング用アナログスイッチ群２４
０は、そのゲートに入力された信号に応じて、ビデオライン４００を構成するライン４０
１～４０３のうちの１本と、所望の信号線とを接続する。つまり、サンプリング用アナロ
グスイッチ群２４０は、このサンプリングパルスが入力されたときにオン状態となり、映
像信号をサンプリングする。この映像信号は、サンプリング用アナログスイッチ群２４０
を介して信号線へ供給され、上述した所望の画素へ伝達されることになる。
【００２１】
図９に示す信号線駆動回路においては、３点同時サンプリングを例示しており、シフトレ
ジスタ回路２１０から出力されたサンプリングパルス信号は、途中で分岐され、例えば３
つのサンプリング用アナログスイッチ２４１～２４３に同時に入力される。つまり、上記
の例では、サンプリングパルス信号によって、同時にサンプリング用アナログスイッチ２
４１～２４３が動作することになる。
【００２２】
また、映像信号は、ビデオライン４０１～４０３を介して入力された後、当該ビデオライ
ン４０１～４０３に交差する方向に配置された接続配線２５１～２５３を通じて、サンプ
リング用アナログスイッチ２４１～２４３へ入力される。この時、映像信号が入力端子か
ら３本のビデオラインを介してサンプリング用アナログスイッチへ至る経路の総抵抗（信
号の遅延量）が等しくなることが理想である。なぜなら、同時にサンプリングされる３経
路の映像信号が等しく伝達されなければ、表示した際にライン状の輝度ムラとして認識さ
れるからである。
【００２３】
例えば、液晶表示装置には、映像信号として４～５Ｖ程度の振幅を有する信号が入力され
るが、１２８階調をアナログレベルで表現する場合、わずか数十ｍＶの電位変動で階調ず
れを引き起こすことになる。そのため、映像信号の伝達に係る経路の電気的特性を等しく
し、均等に信号を伝達することが、表示品位を向上させるために必須の条件となる。つま
り、表示品位を向上させるには、接続配線で生じる映像信号のずれ（遅延差）を無くすよ
うにする必要がある。
【００２４】
そこで、このような接続配線間の映像信号の遅延差を無くようにするための先行技術とし
て、特許文献１（特開平７－１７５０３８号公報）、特許文献２（特開平７－３１９４２
８号公報）、特許文献３（特開平９－３２５３７０号公報）が知られている。
【００２５】
上記各特許文献において、映像信号の伝達に係る経路の電気的特性を等しくし、各接続配
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線間の遅延差を補償するように、以下の措置を講じている。
【００２６】
すなわち、特許文献１においては、ビデオラインから分岐した接続配線と接続されるサン
プリング用アナログスイッチのコンタクトホールの位置をビデオラインの配線パターン間
隔分だけ移動させて接続することにより、接続用配線における配線抵抗を同一のものとす
る。
【００２７】
また、特許文献２においては、ビデオラインから分岐した接続配線を、Ｎ型不純物イオン
の注入量が異なるｐ－Ｓｉ膜で形成することで、各接続配線の抵抗を等しくする。
【００２８】
また、特許文献３においては、ビデオラインから分岐した接続配線の幅又は長さを調整す
ることにより、接続配線の配線抵抗をほぼ等しくする。
【００２９】
【特許文献１】
特開平７－１７５０３８号公報（１９９５年７月１４日公開）
【００３０】
【特許文献２】
特開平７－３１９４２８号公報（１９９５年１２月８日公開）
【００３１】
【特許文献３】
特開平９－３２５３７０号公報（１９９７年１２月１６日公開）
【００３２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年、液晶表示装置等の表示装置において、小型・高精細化が求められている
。
【００３３】
ところが、上記３つの特許文献に開示された技術（以下、従来の技術と称する）は、何れ
もビデオラインから分岐した接続配線もしくはその接続配線とサンプリング用アナログス
イッチとのコンタクト部における抵抗を調整することに主眼がおかれている。
【００３４】
このため、従来の技術では、より小型・高精細の表示装置が求められることに対して、レ
イアウト上の制約が大きいと同時に、接続配線もしくはサンプリング用アナログスイッチ
とのコンタクト部における抵抗を増大させる要素を含むという問題が生じる。
【００３５】
上記の問題点を詳細に述べると以下のようになる。
【００３６】
複数のビデオラインに対して、複数の接続配線が交差する方向に配置されている場合、１
つの接続配線に対して接続すべきビデオライン以外のビデオラインとの電気的ショートを
避けるために、ビデオラインと接続配線とを異なる層で形成して、選択的にビデオライン
と接続配線とを接続することが必要である。
【００３７】
ここで、ビデオラインには低抵抗が要求されるため、配線材料としてアルミニウム等の低
抵抗金属を含む配線が使用される。一方、ビデオラインからサンプリング用アナログスイ
ッチに至るまでの接続配線の材料としては、より高抵抗の材料が使用されることが多い。
例えば、プロセスを簡略にする上で、ゲート電極と同一の材料、例えば多結晶シリコン薄
膜を使用することが有効となる。
【００３８】
ところが、多結晶シリコン薄膜のシート抵抗は、上記ビデオラインに使用される低抵抗金
属に比べて、数十倍もの大きな値となることと、ビデオラインからサンプリング回路に至
るまでの接続配線は、各ビデオラインとサンプリング回路との距離の違いにより、抵抗が
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大きく異なることにより、接続配線自体の抵抗を等しくするためには、同時に接続される
接続配線の組み合わせ毎にレイアウトを大きく変更することが必要となる。
【００３９】
特に、２０μｍ以下の小さなピッチでレイアウトをするような高精細表示装置を想定する
場合、上記従来の技術の何れにおいても、最も高抵抗となる経路に合わせて、他の経路の
抵抗を大きくすることとなり、レイアウトの自由度を低下させるだけにとどまらず、自由
度の低下による無理なレイアウトにより、高速サンプリングの要求に対して致命的な抵抗
の増加につながる虞がある。
【００４０】
この結果、２０μｍ以下の小さなピッチでレイアウトをするような高精細表示装置におい
て、映像信号の伝達経路における抵抗がバラバラになり、サンプリングされる各経路の映
像信号に遅延差が生じ、表示した際にライン状の輝度ムラ（表示ムラ）となり、表示品位
の低下を招く。
【００４１】
また、図１０に示すようなプロジェクタ装置を小型化する場合、液晶表示装置の小型化は
もちろんのこと、該液晶表示装置の高精細化も求められる。しかしながら、従来の液晶表
示装置では、小型化、高精細化を図ることが困難であるので、従来の液晶表示装置をプロ
ジェクタ装置に適用した場合、該プロジェクタ装置の小型化、高精細化には限界があった
。
【００４２】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ビデオラインに伝達さ
れる映像信号の遅延量を調整して、ビデオラインからサンプリング回路までの映像信号の
各伝達経路における遅延差を補償することで、特に、高精細化を図った場合でのライン状
の表示ムラをなくし、表示品位を向上させることができる表示装置及び駆動方法並びにプ
ロジェクタ装置を提供することにある。
【００４３】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、本発明の表示装置は、マトリックス状に配置された複数の
画素表示部と、映像信号を供給する複数のビデオラインと、複数の前記画素表示部と接続
されており、上記画素表示部に映像信号を伝達する複数の信号線と、複数の前記ビデオラ
インから供給された映像信号をサンプリングし、上記信号線に供給する複数のサンプリン
グ手段と、上記ビデオラインに交差する方向に配置され、上記各ビデオラインと上記サン
プリング手段とを接続する接続配線とが同一基板上に一体的に形成され、さらに、上記各
接続配線間における映像信号の遅延差を補償するように上記各ビデオラインに流れる映像
信号を遅延させる遅延手段が設けられていることを特徴としている。
【００４４】
上記の構成によれば、接続配線間における映像信号の遅延差を補償するために、ビデオラ
インに流れる映像信号を遅延させる遅延手段が設けられていることで、接続配線には、予
め遅延された映像信号が入力されることになる。つまり、各ビデオラインから接続配線を
経てサンプリング手段に至る映像信号の伝達経路における抵抗差を、ビデオラインに流れ
る映像信号を遅延させることで補償するようになっている。
【００４５】
これにより、接続配線間で生じている抵抗差、主に、配線長の違いによる抵抗差に応じて
遅延された映像信号が各接続配線に入力されるように、上記遅延手段によってビデオライ
ンに流れる映像信号を遅延させれば、サンプリング手段に対して各接続配線からの映像信
号をほぼ同時に入力させることができる。
【００４６】
したがって、ビデオラインからサンプリング手段までの映像信号の伝達経路における遅延
が補償されるので、映像信号がサンプリング手段に入力される際の遅延差によるライン状
の表示ムラを無くすことができ、表示品位の向上を図ることができる。
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【００４７】
しかも、接続配線の配線幅や配線長さを変更することなく、ビデオライン側で映像信号の
遅延量を調整して、接続配線側で生じている映像信号の遅延差、すなわち配線長から生じ
る抵抗差を補償するようになっているので、接続配線及びサンプリング手段のレイアウト
に自由度を持たせることができる。
【００４８】
このように、接続配線やサンプリング手段に対して無理なレイアウトを強要しないので、
特に、高速サンプリングが必要な表示装置、例えば画素表示におけるレイアウトピッチが
２０μｍ以下である高精細化を図った表示装置において、最適なレイアウトで画素表示部
を設計することがきるので、高速サンプリングを実現しつつ、ライン状の輝度ムラを排除
し、良好な表示品位を確保することができる。
【００４９】
ビデオラインにおける映像信号の遅延量を調整する具体的な方法としては、ビデオライン
に入力される前に各ビデオラインに流れる映像信号を遅延回路を通すこと等が考えられる
が、遅延量の調整のし易さ、設計のし易さ等を考慮した場合、以下に示すように、ビデオ
ラインの抵抗値を調整することで、該ビデオラインに流れる映像信号の遅延量を調整する
ことも考えられる。
【００５０】
すなわち、上記遅延手段は、各ビデオラインの最初の接続配線との接続点までの抵抗値を
調整して、各ビデオラインに流れる映像信号を遅延させるようにしてもよい。
【００５１】
ここで、ビデオラインの抵抗値を調整する具体的な手段として、以下に示すような手段が
ある。
【００５２】
例えば、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとし
たとき、上記ビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎを、
Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞…＞Ｒｃｎ＞Ｒｃ(ｎ＋１)＞…、かつ、Ｒｖ１＜ＲＶ２＜…＜Ｒｖｎ＜
Ｒｖ(ｎ＋１)＜…
または、
Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜…＜Ｒｃｎ＜Ｒｃ(ｎ＋１)＜…、かつ、Ｒｖ１＞ＲＶ２＞…＞Ｒｖｎ＞
Ｒｖ(ｎ＋１)＞…
の関係式を満たすように設定すればよい。
【００５３】
上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時にサン
プリング（多点同時サンプリング）する場合には、例えばｎ（ｎ＞０）番目のビデオライ
ンに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとしたとき、上記ビデオラインの抵抗値を示
す配線抵抗Ｒｖｎを、
Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞…＞Ｒｃｎ、かつ、Ｒｖ１＜ＲＶ２＜…＜Ｒｖｎ
または、
Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜…＜Ｒｃｎ、かつ、Ｒｖ１＞ＲＶ２＞…＞Ｒｖｎ
の関係式を満たすように設定すればよい。
【００５４】
この場合、接続配線の配線抵抗が高いものに対して、ビデオラインの配線抵抗を低くする
ようにしているので、配線抵抗の高い接続配線を流れる映像信号と、配線抵抗の低い接続
配線を流れる映像信号との遅延差を縮めることができる。
【００５５】
これにより、接続配線の配線幅や配線長等を変更することなく、サンプリング手段に入力
される映像信号の遅延差に起因するライン状の輝度ムラを低減することができる。
【００５６】
また、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとした
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とき、上記ビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１＋Ｒｃ１＝Ｒｖ２＋Ｒｃ２＝…＝Ｒｖｎ＋Ｒｃｎ＝Ｒｖ(ｎ＋1)＋Ｒｃ(ｎ＋1)＝…
の関係式を満たすように設定されるようにしてもよい。
【００５７】
さらに、上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同
時にサンプリング（多点同時サンプリング）する場合、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオライン
に接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとしたとき、上記ビデオラインの抵抗値を示す
配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１＋Ｒｃ１＝Ｒｖ２＋Ｒｃ２＝…＝Ｒｖｎ＋Ｒｃｎ
の関係式を満たすように設定されるようにしてもよい。
【００５８】
この場合、単に接続配線の配線抵抗が高いものに対して、ビデオラインの配線抵抗を低く
するようにしているのではなく、ビデオラインから接続配線を経てサンプリング手段に至
る経路における配線抵抗を、各経路で同じにしているので、各経路を流れる映像信号に遅
延差は生じない。
【００５９】
したがって、映像信号は、各接続配線で同じタイミングでサンプリング手段に入力される
ことになり、映像信号の遅延差に起因するライン状の輝度ムラを確実に無くすことができ
、この結果、表示品位の向上を図ることができる。
【００６０】
しかも、画素表示部におけるレイアウトピッチが２０μｍ以下である高精細化された表示
装置であっても、上記の関係式を満たすようにすれば、接続配線間での映像信号に遅延差
が生じないので、ライン状の輝度ムラの無い高精細で高品位の表示を行うことができる。
【００６１】
また、上記遅延手段は、ビデオラインから接続配線を介してサンプリング手段に至る経路
にかかる寄生容量と抵抗値とから求められる時定数を調整して、各ビデオラインに流れる
映像信号を遅延させるようにしてもよい。
【００６２】
この場合、各ビデオラインに流れる映像信号を遅延させるために、ビデオラインから接続
配線を介してサンプリング手段に至る配線経路において、寄生容量と抵抗値とから求めた
時定数を調整するようになっているので、配線経路の寄生容量・抵抗を含めた分布定数回
路としてほぼ等価な経路を実現することができる。
【００６３】
したがって、接続配線を流れる映像信号の遅延差を確実に無くすことができるので、さら
なる表示品位の向上を図ることができる。
【００６４】
この場合においても、上述した配線経路の抵抗を考慮した場合と同様に、例えば、ｎ（ｎ
＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量Ｃｃｎ、
該ｎ番目のビデオラインの寄生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量をＣｓｌ
としたとき、上記ビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎを、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ(ｎ＋１)×（Ｃｃ(ｎ＋１)／
２＋Ｃｓｌ）＞…、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＜
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
＜Ｒｖ(ｎ＋１)×（Ｃｖ(ｎ＋１)／２＋Ｃｃ(ｎ＋１)＋Ｃｓｌ）＜…
または、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ(ｎ＋１)×（Ｃｃ(ｎ＋１)／
２＋Ｃｓｌ）＜…、かつ、
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Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＞
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
＞Ｒｖ(ｎ＋１)×（Ｃｖ(ｎ＋１)／２＋Ｃｃ(ｎ＋１)＋Ｃｓｌ）＞…
の関係式を満たすように設定すればよい。
【００６５】
また、上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時
にサンプリング（多点同時サンプリング）する場合、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに
接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄
生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量をＣｓｌとしたとき、上記ビデオライ
ンの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎを、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＜
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
または、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＞
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
の関係式を満たすように設定すればよい。
【００６６】
この場合、接続配線の時定数（配線抵抗と寄生容量との積）が高いものに対して、ビデオ
ラインの時定数（配線抵抗と寄生容量との積）を低くするようにしているので、時定数の
高い接続配線を流れる映像信号と、時定数の低い接続配線を流れる映像信号とで生じてい
る遅延差を確実に縮めることができる。
【００６７】
これにより、接続配線の配線幅や配線長等を変更することなく、サンプリング手段に入力
される映像信号の遅延差に起因するライン状の輝度ムラを低減することができる。
【００６８】
また、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生
容量Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷
容量をＣｓｌとしたとき、上記ビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ２×
（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝…＝Ｒｖｎ×（Ｃ
ｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ(ｎ＋１)×（Ｃｖ
(ｎ＋１)／２＋Ｃｃ(ｎ＋１)＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ(ｎ＋１)×（Ｃｃ(ｎ＋１)／２＋Ｃｓｌ）
＝…
の関係式を満たすように設定すればよい。
【００６９】
上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時にサン
プリング（多点同時サンプリング）する場合、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続さ
れた接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄生容量
Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量をＣｓｌとしたとき、上記ビデオラインの抵
抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ２×
（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝…＝Ｒｖｎ×（Ｃ
ｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）
の関係式を満たすように設定すればよい。
【００７０】
この場合、単に時定数が高いものに対して、ビデオラインの時定数を低くするようにして
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いるのではなく、ビデオラインから接続配線を経てサンプリング手段に至る経路における
時定数を、各経路で同じにしているので、各経路を流れる映像信号に遅延差は生じない。
しかも、配線経路の寄生容量・抵抗を含めた分布定数回路としてほぼ等価な経路を実現す
ることができる。
【００７１】
したがって、より確実に接続配線を流れる映像信号の遅延差を無くし、表示品位の向上を
図ることができる。
【００７２】
しかも、画素表示部におけるレイアウトピッチが２０μｍ以下である高精細化された表示
装置であっても、上記の関係式を満たすようにすれば、接続配線間での映像信号に遅延差
を確実に生じさせないようにすることができるので、ライン状の輝度ムラの無い高精細で
高品位の表示を行うことができる。
【００７３】
上記ビデオラインの抵抗値は、該ビデオラインの配線幅または配線長で調整されていれば
よい。
【００７４】
この場合、簡単な構成でビデオラインの配線抵抗を調整することができる。
【００７５】
また、上記ビデオラインの抵抗値は、ビデオラインとは異なる素材からなる抵抗素子を該
ビデオラインに電気的に接続することで調整されていればよい。
【００７６】
この場合、ビデオラインとは別に抵抗素子を設けるようになっているので、ビデオライン
の配線幅や配線長に係る例えばレイアウト上の制約がある場合においても、ビデオライン
に流れる映像信号の遅延量を調整することが可能となる。
【００７７】
本発明の表示装置の駆動方法は、以上のように、複数の画素表示部と、映像信号を供給す
る複数のビデオラインと、複数の上記画素表示部と接続されており、該画素表示部に映像
信号を伝達する複数の信号線と、複数の前記ビデオラインから供給された映像信号をサン
プリングし、上記信号線に供給する複数のサンプリング手段と、上記ビデオラインに交差
する方向に配置され、上記各ビデオラインと上記サンプリング手段とを接続する接続配線
とが同一基板上に一体的に形成された表示装置の駆動方法において、上記各接続配線間で
生じる映像信号の遅延差を補償するように遅延された映像信号を、各ビデオラインから該
各接続配線に入力することを特徴としている。
【００７８】
この場合、ビデオラインに流れる映像信号を遅延させるための遅延手段を表示装置の駆動
回路内に設ける必要がなくなる。つまり、上記の遅延手段は、表示装置の駆動回路内に設
けてもよいし、外部に設けてもよいことになる。
【００７９】
したがって、より簡単な構成で、接続配線間の映像信号の遅延差を補償し、表示品位の向
上を図ることができる表示装置を実現することができる。
【００８０】
以上の本発明は、同一基板上に画素表示部と駆動回路のうちサンプリング回路とを一体的
に形成した表示装置であれば、どのような表示装置にも適用可能であり、例えば液晶表示
装置に好適に用いられる。
【００８１】
また、プロジェクタ装置等のように液晶表示装置を拡大投影するような場合、投影された
表示を高精細で表示品位の高いものにするには、液晶表示装置側を高精細で表示品位の高
いものにする必要がある。
【００８２】
したがって、本願発明は、このような高精細で高表示品位が要求されるような液晶表示装
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置に好適に用いられる。これにより、高精細で表示品位の高いプロジェクタ装置を実現す
ることができる。
【００８３】
【発明の実施の形態】
〔実施の形態１〕
本発明の一実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では
、表示装置として、アクティブマトリクス型液晶表示装置について説明する。以下の他の
実施の形態においても同じとする。
【００８４】
本実施の形態に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置は、図１に示すように、マトリ
ックス状に配置された複数の画素表示部、これを駆動する画素ＴＦＴならびにこれらに接
続されて互いに直交する複数の信号線および走査線を含む表示部１００と、画素ＴＦＴに
接続されたこれらの信号線および走査線を介して所望の画素表示部へ所望の映像信号を伝
達する制御を行う駆動回路としての信号線駆動回路２００および走査線駆動回路３００と
、映像信号を伝達するビデオライン４０１～４０３を含む映像信号入力部４００とを有し
ており、同一基板上に、上記表示部１００、信号線駆動回路２００、走査線駆動回路３０
０及び映像信号入力部４００が一体的に形成された、いわゆるドライバーモノリッシク型
の液晶表示装置である。
【００８５】
ここまでの構成は、図７に示す従来の液晶表示装置と同じ構成であるが、上記液晶表示装
置では、図１に示すように、映像信号入力部４００の各ビデオラインに伝達される映像信
号の遅延量を調整するための遅延量調整手段としての遅延量調整部５００が設けられてい
る。なお、この遅延量調整部５００の詳細については、後述する。
【００８６】
上記表示部１００は、図２に示すように、複数の信号線１２１からなる信号線群１２０と
、複数の走査線１１１からなる走査線群１１０と、複数の画素ＴＦＴ１３０とを備える。
【００８７】
上記画素ＴＦＴ１３０は、信号線群１２０と走査線群１１０との各交差部分に対応して配
置され、ゲート端子１３１が走査線１１１に、ソース端子１３２が信号線１２１に、ドレ
イン端子１３３が画素表示部１４０に、それぞれ接続されている。この画素ＴＦＴ１３０
は、いわゆる片チャンネル（ＮＭＯＳもしくはＰＭＯＳ）のＴＦＴからなるアナログスイ
ッチであり、走査線１１１の電位によって、画素表示部１４０に含まれる画素電極を信号
線１２１と電気的に接続するためのスイッチング素子として機能する。
【００８８】
また、上記信号線駆動回路２００は、映像信号入力部４００の各ビデオラインから供給さ
れた映像信号を所望の信号線１２１に供給する役割をもつ。さらに、走査線駆動回路３０
０は、各水平期間に所望の走査線１１１に対して画素ＴＦＴ１３０をオンするための電圧
（以下、「走査線選択電圧」と称する）またはオフするための電圧（以下、「走査線非選
択電圧」と称する）を印加する役割をもつ。
【００８９】
上記の構成において、画素表示部１４０では、各画素電極と対向電極との間に所望の映像
信号に相当する電圧が印加されることにより、電極間に存在する液晶層の光透過率が制御
され、所望の画素表示が行われる。
【００９０】
ここで、上記信号線駆動回路２００の内部構成について、図３を参照しながら以下に説明
する。
【００９１】
信号線駆動回路２００は、図３に示すように、シフトレジスタ回路２１０と、サンプリン
グ回路２３０とを備える。
【００９２】
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上記構成の信号線駆動回路２００において、シフトレジスタ回路２１０から順次出力され
るサンプリングパルス信号は、サンプリング回路２３０内に設けられた複数のサンプリン
グ用アナログスイッチからなるアナログスイッチ群２４０のゲートに入力される。
【００９３】
サンプリング用アナログスイッチ群２４０は、そのゲートに入力された信号に応じて、映
像信号入力部４００を構成するビデオライン４０１～４０３のうちの１本と、表示部１０
０に繋がる信号線１２１（図２）とを接続する。つまり、サンプリング用アナログスイッ
チ群２４０は、このサンプリングパルスが入力されたときにオン状態となり、映像信号を
サンプリングする。この映像信号は、サンプリング用アナログスイッチ群２４０を介して
信号線へ供給され、上述した所望の画素表示部１４０（図２）へ伝達されることになる。
【００９４】
図３に示す信号線駆動回路においては、３点同時サンプリングを例示しており、シフトレ
ジスタ回路２１０から出力されたサンプリングパルス信号は、途中で分岐され、３つのサ
ンプリング用アナログスイッチ２４１～２４３に同時に入力される。つまり、上記の例で
は、サンプリングパルス信号によって、同時にサンプリング用アナログスイッチ２４１～
２４３が動作することになる。
【００９５】
ここで、３本のビデオライン４０１～４０３とサンプリング用アナログスイッチ２４１～
２４３を接続している接続配線２５１～２５３は、各ビデオラインとサンプリング用アナ
ログスイッチとの距離が異なるために、異なる配線抵抗となる。この例においては、ビデ
オライン４０１が最も距離が遠いために、接続配線２５１が最も配線長が長く、抵抗が大
きくなる。その反対に、接続配線２５３が最も配線長が短く、抵抗が小さくなる。ここで
は、接続配線２５１～２５３の抵抗をそれぞれＲｃ１～Ｒｃ３とすると、Ｒｃ１＞Ｒｃ２
＞Ｒｃ３となる。
【００９６】
ここで、ビデオライン４０１～４０３は、接続配線２５１～２５３よりも配線抵抗の低い
、アルミニウム等の金属で構成されている。また、接続配線２５１～２５３は、ビデオラ
イン４０１～４０３よりも配線抵抗の高い（例えば５０倍程度）、多結晶シリコン薄膜で
構成されている。このため、ビデオライン側での配線長さや配線幅による抵抗差は、接続
配線側での配線長や配線幅による抵抗差ほど生じない。
【００９７】
このように、各接続配線における配線抵抗が異なる場合、接続配線毎に映像信号の遅延が
生じる。つまり、配線抵抗が高くなればなるほど、映像信号の遅延量が多くなり、サンプ
リング回路２３０に入力されるタイミングがずれることになる。したがって、シフトレジ
スタ回路２１０からのサンプリング信号が、サンプリング回路２３０のサンプリング用ア
ナログスイッチ群２４０の各ゲート電極に同時に送られても、映像信号の入力タイミング
がずれるので、ライン状に輝度ムラが生じ、表示品位を低下させる。
【００９８】
そこで、本実施形態では、図３に示すように、映像信号入力部４００のビデオライン４０
１～４０３の途中、すなわち映像信号が接続配線に入力されるまでの区間における該映像
信号の遅延量を調整する遅延量調整部５００が設けられている。
【００９９】
上記遅延量調整部５００では、接続配線のうち配線長が一番長い接続配線２５１に接続さ
れたビデオライン４０１の遅延量が一番小さく、配線長が一番短い接続配線２５３に接続
されたビデオライン４０３の遅延量が一番大きくなるように、すなわち、ビデオライン４
０１の遅延量＜（ビデオライン４０２の遅延量＜ビデオライン４０３の遅延量となるよう
に調整するようになっている。
【０１００】
実際には、ビデオラインの配線長もしくは配線幅を調整することにより、ビデオラインの
配線抵抗を調整することで、遅延量を調整し、上記の接続配線２５１～２５３の配線抵抗
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Ｒｃ１～Ｒｃ３の差を補償するようになっている。
【０１０１】
ここで、ビデオラインと接続配線のそれぞれの配線抵抗を表した等価回路を図４に示す。
ビデオライン４０１～４０３の配線抵抗をＲｖ１～Ｒｖ３とすると、以下の式（１）の関
係を満たすように、配線抵抗Ｒｖ１～Ｒｖ３を設定することで、各ビデオラインの遅延量
を調整し、それぞれのビデオラインに接続された接続配線での遅延差を補償することが可
能となる。
【０１０２】
Ｒｖ１＋Ｒｃ１＝Ｒｖ２＋Ｒｃ２＝Ｒｖ３＋Ｒｃ３　・・・・・・（１）
この場合、上述したように、ビデオラインの配線幅および／または配線長を調整すること
で、上記式（１）を満たすようにすればよい。つまり、ビデオラインの配線幅または配線
長、あるいは配線幅と配線長との組み合わせによって、上記式（１）を満たすようにすれ
ばよい。
【０１０３】
上記信号線駆動回路２００は、１段分のシフトレジスタ回路から出力されるサンプリング
パルスで動作をするサンプリング用スイッチ群が繰り返し存在するが、上記のように信号
線駆動回路２００のサンプリング回路２３０に入力されるまでの区間で抵抗を補償するこ
とにより、どの回路ブロックにおいても式（１）を満たすこととなり、映像信号が入力さ
れ、映像信号入力部４００のビデオライン４０１～４０３を通じて、接続配線を伝達し、
サンプリング用アナログスイッチに至る一連の経路において、全てのビデオラインに係る
経路はどれも一様の抵抗とすることが可能となる。
【０１０４】
なお、式（１）を満たす限り、接続配線のレイアウトならびに抵抗を変化させても同様の
効果が得られるため、レイアウトスペースを考慮しつつ柔軟にレイアウトを配置すること
が可能であり、最適解を見出しやすい構成となっている。特に、２０μｍ以下の画素ピッ
チをとる高精細表示装置に応用した場合、信号線駆動回路内のレイアウトスペースはかな
り小さくなることが予想されるが、そのような時にも接続配線の幅・長さの選択の自由度
が高いため、映像信号の伝達経路全体での最適設計を容易に行うことができる。このよう
な自由度の高さ、最適設計の容易さの利点から、本実施の形態を用いた表示装置はより高
速なサンプリングに対応し、より高精細な表示を実現することができる。
【０１０５】
また、上記式（１）の関係を満たすことが最も好ましいが、接続配線の遅延差を補償する
という観点から、接続配線２５１～２５３の配線抵抗Ｒｃ１～Ｒｃ３の関係が、Ｒｃ１＞
Ｒｃ２＞Ｒｃ３のとき、ビデオライン４０１～４０３の配線抵抗Ｒｖ１～Ｒｖ３が、以下
の式（２）を満たすように、該ビデオライン４０１～４０３の配線抵抗Ｒｖ１～Ｒｖ３の
抵抗値を設定しても、従来の表示装置に比べて十分に表示品位を高めることが可能である
。
【０１０６】
Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞Ｒｃ３かつ、
Ｒｖ１＜Ｒｖ２＜Ｒｖ３　・・・・・・（２）
Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜Ｒｃ３の場合には、以下の式（２）’を満たすように、ビデオライン４
０１～４０３の配線抵抗Ｒｖ１～Ｒｖ３の抵抗値を設定してもよい。
【０１０７】
Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜Ｒｃ３かつ、
Ｒｖ１＞Ｒｖ２＞Ｒｖ３　・・・・・・（２）’
さらに、上記の例では、３点同時のサンプリングの場合について説明しているが、多点同
時、すなわちｎ（ｎ＞０）点同時のサンプリングの場合についても、以下の式（３）また
は（３）’の何れかの関係を満たすようにビデオラインの配線抵抗を設定するようにすれ
ばよい。
【０１０８】



(16) JP 4202110 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞Ｒｃ３…＞Ｒｃｎかつ、
Ｒｖ１＜Ｒｖ２＜Ｒｖ３…＜Ｒｖｎ　・・・・・（３）
または、
Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜Ｒｃ３…＜Ｒｃｎかつ、
Ｒｖ１＞Ｒｖ２＞Ｒｖ３…＞Ｒｖｎ　・・・・・（３）’
この場合においても、上記式（３）または（３）’の関係を満たすようにビデオラインの
配線抵抗を設定するようにすれば、従来の表示装置に比べて十分に表示品位を高めること
が可能であるが、以下の式（４）の関係を満たすことがさらに望ましい。
【０１０９】
Ｒｖ１＋Ｒｃ１＝Ｒｖ２＋Ｒｃ２＝Ｒｖ３＋Ｒｃ３…＝Ｒｖｎ＋Ｒｃｎ　・・・・・（４
）
なお、本実施の形態では、映像信号入力部４００から信号線駆動回路２００のサンプリン
グ回路２３０に至る経路の抵抗差を補償するために、映像信号入力部４００のビデオライ
ン４０１～４０３の配線幅や配線長を調整する例について説明したが、以下の実施の形態
２では、ビデオライン４０１～４０３に別部材としての抵抗（補償抵抗）を設けた例につ
いて説明する。
【０１１０】
〔実施の形態２〕
本発明の他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。
【０１１１】
本実施の形態に係る表示装置は、図５に示す信号線駆動回路２００を有している。この信
号線駆動回路２００は、前記実施の形態１とほとんど同じ構成であるが、遅延量調整部５
００としてビデオライン４０１～４０３の配線幅や配線長を調整した構成ではなく、該ビ
デオライン４０１～４０３とは別部材の抵抗（補償抵抗）からなる構成である点で異なる
。したがって、信号線駆動回路２００の遅延量調整部５００以外の他の構成は、前記実施
の形態１と同じであるので、その説明を省略する。
【０１１２】
上記遅延量調整部５００は、図５に示すように、ビデオライン４０１～４０３に対して、
それぞれ電気的に接続された補償抵抗５０１～５０３で構成されている。これら補償抵抗
５０１～５０３は、上記ビデオライン４０１～４０３とは異なる層で形成された配線から
なっている。
【０１１３】
本実施の形態では、映像信号入力部４００のビデオライン４０１～４０３の途中、信号線
駆動回路２００のサンプリング回路２３０に入力されるまでの区間に補償抵抗５０１～５
０３を追加することにより、上記の接続配線２５１～２５３の配線抵抗Ｒｃ１～Ｒｃ３の
差を補償するようになっている。
【０１１４】
ここで、ビデオライン、補償抵抗、接続配線のそれぞれの抵抗を表した等価回路を図６に
示す。ビデオライン４０１～４０３の配線抵抗を、Ｒｖ１～Ｒｖ３とし、補償抵抗５０１
～５０３の抵抗を、Ｒａ１～Ｒａ３としたとき、以下の式（５）の関係を満たすように、
補償抵抗５０１～５０３の抵抗Ｒａ１～Ｒａ３を設定することで、各ビデオラインの遅延
量を調整し、それぞれのビデオラインに接続された接続配線での遅延差を補償することが
可能となる。
【０１１５】
Ｒｖ１＋Ｒａ１＋Ｒｃ１＝Ｒｖ２＋Ｒａ２＋Ｒｃ２＝Ｒｖ３＋Ｒａ３＋Ｒｃ３
・・・・（５）
補償抵抗５０１～５０３としては、接続配線と同等の層で形成することがプロセスの簡略
化に有効であるが、他の導電層を利用してもかまわない。また、補償抵抗５０１～５０３
は、ビデオライン４０１～４０３と異なる層で形成されるため、コンタクトホールを介し
て電気的に接続する必要があるが、この時のコンタクト抵抗も含めて補償抵抗の抵抗値Ｒ
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ａ１～Ｒａ３とすれば、より高精度の抵抗調整が可能となる。
【０１１６】
なお、調整する抵抗値ができるだけ小さい値となるように、例えばビデオライン４０１～
４０３の中で最もサンプリング用アナログスイッチに遠い距離にあるビデオライン４０１
に係る補償抵抗５０１を削除し、他の補償抵抗５０２・５０３の抵抗値によって調整して
もかまわない。
【０１１７】
前記実施の形態１と同様に、本実施の形態に係る信号線駆動回路２００は、１段分のシフ
トレジスタ回路から出力されるサンプリングパルスで動作をするサンプリング用スイッチ
群が繰り返し存在するが、上記のように信号線駆動回路２００のサンプリング回路２３０
に入力されるまでの区間で抵抗差を補償することにより、どの回路ブロックにおいても上
記の式（５）を満たすこととなり、映像信号が入力され、ビデオライン４０１～４０３を
通じて、接続配線２５１～２５３を伝達し、サンプリング回路２３０のサンプリング用ア
ナログスイッチに至る一連の経路において、全てのビデオラインに係る経路はどれも一様
の抵抗とすることが可能となる。
【０１１８】
なお、式（５）を満たす限り、接続配線のレイアウトならびに抵抗を変化させても同様の
効果を得られることは、前記実施の形態１と同様であり、同じく自由度の高いレイアウト
が可能である。
【０１１９】
また、上記式（５）の関係を満たすことが好ましいが、接続配線の遅延差を補償するとい
う観点から、接続配線２５１～２５３の配線抵抗Ｒｃ１～Ｒｃ３の関係が、Ｒｃ１＞Ｒｃ
２＞Ｒｃ３のとき、少なくとも以下の式（６）の関係を満たすように補償抵抗５０１～５
０３の抵抗Ｒａ１～Ｒａ３を設定してもよい。
【０１２０】
Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞Ｒｃ３かつ、
Ｒａ１＜Ｒａ２＜Ｒａ３　・・・・・・・・・・・・・・・（６）
また、Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜Ｒｃ３の場合、以下の式（６）’を満たすように補償抵抗５０１
～５０３の抵抗Ｒａ１～Ｒａ３を設定してもよい。
【０１２１】
Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜Ｒｃ３かつ、
Ｒａ１＞Ｒａ２＞Ｒａ３　・・・・・・・・・・・・・・・（６）’
ここで、ビデオライン４０１～４０３は、接続配線とは異なり低抵抗の素材、例えばアル
ミニウムからなることから、該ビデオライン４０１～４０３自体の抵抗Ｒｖ1～Ｒｖ３は
、Ｒｖ１＝Ｒｖ２＝Ｒｖ３となるので、上記の式（６）または（６）’においては、補償
抵抗５０１～５０３の抵抗Ｒａ１～Ｒａ３のみの関係を示せばよい。
【０１２２】
このように、式（６）または（６）’の関係を満たすように、補償抵抗５０１～５０３の
抵抗Ｒａ１～Ｒａ３を設定するだけでも、従来の表示装置に比べて十分に表示品位を高め
ることが可能である。
【０１２３】
さらに、上記の例では、３点同時のサンプリングの場合について説明しているが、多点同
時、すなわちｎ（ｎ＞０）点同時のサンプリングの場合についても、以下の式（７）また
は（７）’の関係を満たすように補償抵抗の抵抗値を設定するようにすればよい。
【０１２４】
Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞Ｒｃ３…＞Ｒｃｎかつ、
Ｒａ１＜Ｒａ２＜Ｒａ３…＜Ｒａｎ　・・・・・・・・・・・・・（７）
または、
Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜Ｒｃ３…＜Ｒｃｎかつ、
Ｒａ１＞Ｒａ２＞Ｒａ３…＞Ｒａｎ　・・・・・・・・・・・・・（７）’
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この場合においても、上記式（７）または（７）’の関係を満たすように補償抵抗の抵抗
値を設定するようにすれば、従来の表示装置に比べて十分に表示品位を高めることが可能
であるが、以下の式（８）の関係を満たすことがさらに望ましい。
【０１２５】
Ｒｖ１＋Ｒｃ１＋Ｒａ１＝Ｒｖ２＋Ｒｃ２＋Ｒａ２＝Ｒｖ３＋Ｒｃ３＋Ｒ３＝…＝Ｒｖｎ
＋Ｒｃｎ＋Ｒａｎ・・・・・（８）
なお、前記実施の形態１及び２では、ビデオラインから接続配線に入力される映像信号の
遅延量の調整を、ビデオライン及び接続配線の配線抵抗を調整することによって行う例に
ついて説明したが、以下の実施の形態では、ビデオラインや接続配線にかかる寄生容量も
考慮した例について説明する。
【０１２６】
〔実施の形態３〕
本発明のさらに他の実施の形態について、図１ないし図５を参照しながら説明すれば、以
下の通りである。
【０１２７】
本実施の形態に係る表示装置は、図１に示すように、前記実施の形態１及び２に共通の構
成を示し、遅延量調整部５００による映像信号の遅延量の調整を、ビデオライン及び接続
配線の配線抵抗だけでなく、ビデオライン及び接続配線に係る寄生容量を考慮し、より高
精度に行うようになっている。したがって、表示装置の構成ならびに信号線駆動回路に係
る構成は、前記実施の形態１及び２とほぼ同様であるので、その説明を省略する。
【０１２８】
本実施の形態では、前記実施の形態１及び２において示した各式を、寄生容量を考慮した
ものに置き換えることで、ビデオラインから接続配線を通してサンプリング回路２３０に
至る経路において、より高精度の抵抗調整を行うことが可能となる。以下において、前記
実施の形態１及び２のそれぞれに対応した変形例として説明する。
【０１２９】
まず、前記実施の形態１の変形例として、接続配線２５１～２５３に係る寄生容量をＣｃ
１～Ｃｃ３とし、ビデオライン４０１～４０３に係る寄生容量をＣｖ１～Ｃｖ３とし、さ
らにサンプリング回路２３０に係る負荷容量をＣｓｌとした場合を考えると、前記実施の
形態１で示した式（１）は、以下の式（９）のように置き替わる。
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ２×
（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ３×（Ｃｖ３
／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ３×（Ｃｃ３／２＋Ｃｓｌ）・・・・・（９）
上記の式（９）の関係を満たすように、ビデオライン４０１～４０３の配線幅もしくは配
線長を調整すれば、ビデオライン４０１～４０３に係る寄生容量と接続配線に係る寄生容
量を考慮したことになるので、表示品位をより向上させることが可能となる。つまり、ビ
デオラインから接続配線を通り、サンプリング回路２３０に至る各経路の遅延時間を同じ
にするように、配線経路における寄生容量と抵抗値を調整しているので、配線経路の寄生
容量・抵抗を含めた分布定数回路としてほぼ等価な経路を実現することができる。ここで
、サンプリング回路２３０に係る負荷容量とは、主にサンプリングスイッチの容量（オン
容量）と信号線容量の合計になるが、これらの容量による影響が少ない場合には近似的に
省略して計算しても構わない。
【０１３０】
したがって、接続配線を流れる映像信号の遅延差を確実に無くすことができるので、さら
なる表示品位の向上を図ることができる。
【０１３１】
また、前記実施の形態１と同様に、本実施の形態においても、上記式（９）の関係を満た
すことが最も好ましいが、接続配線の遅延差を補償するという観点から、接続配線２５１
～２５３の各時定数の関係が、Ｒｃ１×Ｃｃ１＞Ｒｃ２×Ｃｃ２＞Ｒｃ３×Ｃｃ３のとき
、ビデオライン４０１～４０３の各時定数が、以下の式（１０）を満たすように、該ビデ
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オライン４０１～４０３の配線抵抗Ｒｖ１～Ｒｖ３の抵抗を設定しても、従来の表示装置
に比べて十分に表示品位を高めることが可能である。
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＜
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）　・・・・・（１０）
また、Ｒｃ１×Ｃｃ１＜Ｒｃ２×Ｃｃ２＜Ｒｃ３×Ｃｃ３のとき、ビデオライン４０１～
４０３の各時定数が、以下の式（１０）’を満たすように、該ビデオライン４０１～４０
３の配線抵抗Ｒｖ１～Ｒｖ３の抵抗を設定してもよい。
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＞
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）　・・・・・（１０）’
さらに、上記の例では、３点同時のサンプリングの場合について説明しているが、多点同
時、すなわちｎ（ｎ＞０）点同時のサンプリングの場合についても、以下の式（１１）ま
たは（１１）’の関係を満たすようにビデオラインの配線抵抗を設定するようにすればよ
い。
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）のとき、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＜
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
・・・・・（１１）
または、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）のとき、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＞
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
・・・・・（１１）’
この場合においても、上記式（１１）または（１１）’の関係を満たすようにビデオライ
ンの配線抵抗を設定するようにすれば、従来の表示装置に比べて十分に表示品位を高める
ことが可能であるが、以下の式（１２）の関係を満たすことがさらに望ましい。
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ２×
（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝…＝Ｒｖｎ×（Ｃ
ｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）・・・・・・・（１２）
次に、前記実施の形態２の変形例として、接続配線２５１～２５３に係る寄生容量をＣｃ
１～Ｃｃ３とし、ビデオライン４０１～４０３に係る寄生容量をＣｖ１～Ｃｖ３とし、さ
らに補償抵抗５０１～５０３に係る寄生容量をＣａ１～Ｃａ３とした場合を考えると、前
記実施の形態２で示した式（５）は、以下の式（１３）のように置き替わる。
Ｒａ１×（Ｃａ１／２＋Ｃｖ１＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃ
ｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒａ２×（Ｃａ２／２＋Ｃｖ２＋Ｃｃ２＋Ｃ
ｓｌ）＋Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝
Ｒａ３×（Ｃａ３／２＋Ｃｖ３＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）＋Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃ
ｓｌ）＋Ｒｃ３×（Ｃｃ３／２＋Ｃｓｌ）・・・・・（１３）
上記の式（１３）を満たすように補償抵抗５０１～５０３のレイアウトを工夫する。レイ
アウト上の変更点としては、前記実施の形態２で示したようにビデオライン４０１～４０
３とは異なる層で補償抵抗５０１～５０３を形成することが考えられる。この場合、各補
償抵抗５０１～５０３をどれだけビデオライン４０１～４０３と重ねて配置するかを調整
することで、容易に容量成分の調整ができる。
【０１３２】
また、前記実施の形態２と同様に、本実施の形態においても、上記式（１３）の関係を満
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たすことが最も好ましいが、接続配線の遅延差を補償するという観点から、接続配線２５
１～２５３の各時定数の関係が、Ｒｃ１×Ｃｃ１＞Ｒｃ２×Ｃｃ２＞Ｒｃ３×Ｃｃ３のと
き、補償抵抗５０１～５０３の各時定数が、以下の式（１４）を満たすように、該補償抵
抗５０１～５０３の抵抗Ｒａ１～Ｒａ３を設定しても、従来の表示装置に比べて十分に表
示品位を高めることが可能である。
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）かつ、
Ｒａ１×（Ｃａ１／２＋Ｃｖ１＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒａ２×（Ｃａ２／２＋Ｃｖ２＋Ｃ
ｃ２＋Ｃｓｌ）＜Ｒａ３×（Ｃａ３／２＋Ｃｖ３＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）・・・・・・（１４
）
また、Ｒｃ１×Ｃｃ１＜Ｒｃ２×Ｃｃ２＜Ｒｃ３×Ｃｃ３のとき、以下に示す式（１４）
’を満たすように、該補償抵抗５０１～５０３の抵抗Ｒａ１～Ｒａ３を設定してもよい。
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）かつ、
Ｒａ１×（Ｃａ１／２＋Ｃｖ１＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒａ２×（Ｃａ２／２＋Ｃｖ２＋Ｃ
ｃ２＋Ｃｓｌ）＞Ｒａ３×（Ｃａ３／２＋Ｃｖ３＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）・・・・・・（１４
）’
ここで、ビデオライン４０１～４０３は、接続配線とは異なり低抵抗の素材、例えばアル
ミニウムからなることから、該ビデオライン４０１～４０３自体の抵抗Ｒｖ1～Ｒｖ３は
、Ｒｖ１＝Ｒｖ２＝Ｒｖ３となり、寄生容量Ｃｖ1＝Ｃｖ２＝Ｃｖ３となる。従って、上
記の式（１４）または（１４）’では、Ｒｖ１＝Ｒｖ２＝Ｒｖ３となるので、上記の式（
１４）または（１４）’においては、Ｒｖに関わる項を省いた関係のみを示せばよい。
【０１３３】
このように、式（１４）または（１４）’の関係を満たすように、補償抵抗５０１～５０
３の時定数を決定する抵抗Ｒａ１～Ｒａ３を設定するだけでも、従来の表示装置に比べて
十分に表示品位を高めることが可能である。
【０１３４】
さらに、上記の例では、３点同時のサンプリングの場合について説明しているが、多点同
時、すなわちｎ（ｎ＞０）点同時のサンプリングの場合についても、以下の式（１５）ま
たは（１５）’の関係を満たすように補償抵抗の抵抗値を設定するようにすればよい。
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）かつ、
Ｒａ１×（Ｃａ１／２＋Ｃｖ１＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒａ２×（Ｃａ２／２＋Ｃｖ２＋Ｃ
ｃ２＋Ｃｓｌ）＜Ｒａ３×（Ｃａ３／２＋Ｃｖ３＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＜Ｒａｎ×（Ｃａ
ｎ／２＋Ｃｖｎ＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）・・・・・（１５）
または、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）かつ、
Ｒａ１×（Ｃａ１／２＋Ｃｖ１＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒａ２×（Ｃａ２／２＋Ｃｖ２＋Ｃ
ｃ２＋Ｃｓｌ）＞Ｒａ３×（Ｃａ３／２＋Ｃｖ３＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＞Ｒａｎ×（Ｃａ
ｎ／２＋Ｃｖｎ＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）・・・・・（１５）’
この場合においても、上記式（１５）または（１５）’の関係を満たすように補償抵抗の
抵抗値を設定するようにすれば、従来の表示装置に比べて十分に表示品位を高めることが
可能であるが、以下の式（１６）の関係を満たすことがさらに望ましい。
Ｒａ１×（Ｃａ１／２＋Ｃｖ１＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃ
ｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒａ２×（Ｃａ２／２＋Ｃｖ２＋Ｃｃ２＋Ｃ
ｓｌ）＋Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝
Ｒａ３×（Ｃａ３／２＋Ｃｖ３＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）＋Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃ
ｓｌ）＋Ｒｃ３×（Ｃｃ３／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒａｎ×（Ｃａｎ／２＋Ｃｖｎ＋Ｃｃｎ＋Ｃ
ｓｌ）＋Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）・
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・・・・（１６）
なお、近年コンピュータによる回路シミュレーション設計が広まりつつあることより、時
定数を考慮した上記の式（９）～（１６）を直接計算せずとも、映像信号の伝達経路にお
ける回路シミュレーションを実行することでも、上記のような最適化設計ができる。特に
レイアウトからの寄生容量分抽出にはコンピュータによる支援が有効であるが、その場合
においても、上記各実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１３５】
上記の構成によれば、接続配線間における映像信号の遅延差を補償するために、ビデオラ
インに流れる映像信号を遅延させる遅延手段が設けられていることで、接続配線には、予
め遅延された映像信号が入力されることになる。つまり、各ビデオラインから接続配線を
経てサンプリング手段に至る映像信号の伝達経路における抵抗差を、ビデオラインに流れ
る映像信号を遅延させることで補償するようになっている。
【０１３６】
これにより、接続配線間で生じている抵抗差、主に、配線長の違いによる抵抗差に応じて
遅延された映像信号が各接続配線に入力されるように、上記遅延手段によってビデオライ
ンに流れる映像信号を遅延させれば、サンプリング手段に対して各接続配線からの映像信
号をほぼ同時に入力させることができる。
【０１３７】
したがって、ビデオラインからサンプリング手段までの映像信号の伝達経路における遅延
が補償されるので、映像信号がサンプリング手段に入力される際の遅延差によるライン状
の表示ムラを無くすことができ、表示品位の向上を図ることができる。
【０１３８】
しかも、接続配線の配線幅や配線長さを変更することなく、ビデオライン側で映像信号の
遅延量を調整して、接続配線側で生じている映像信号の遅延差、すなわち配線長から生じ
る抵抗差を補償するようになっているので、接続配線及びサンプリング手段のレイアウト
に自由度を持たせることができる。
【０１３９】
つまり、本願発明では、信号線駆動回路内部の調整ではなく、信号線駆動回路に入力され
るまでの映像信号の伝達経路、すなわちビデオラインにおけるレイアウトを工夫すること
で、従来の信号線駆動回路の構成を大きく変更することなく、ビデオラインから接続配線
を通してサンプリング回路に至る経路における映像信号の遅延差を補償するように、各経
路における抵抗調整が可能となり、より柔軟なレイアウト構成を選択することができる。
【０１４０】
このように、接続配線やサンプリング手段に対して無理なレイアウトを強要しないので、
特に、高速サンプリングが必要な表示装置、例えば画素表示におけるレイアウトピッチが
２０μｍ以下である高精細化を図った表示装置において、最適なレイアウトで画素表示部
を設計することがきるので、高速サンプリングを実現しつつ、ライン状の輝度ムラを排除
し、良好な表示品位を確保することができる。
【０１４１】
なお、上記各実施形態では、シフトレジスタ回路２１０の出力をそのまま分岐してサンプ
リング回路２３０に入力する例を示したが、多点同時サンプリングの手法を用いたいかな
る回路構成に対しても、同様な効果が得られる。
【０１４２】
また、本願発明は、サンプリング信号がサンプリング回路に入力され、スイッチング素子
をオン・オフするタイミングで映像信号が該サンプリング回路に入力するように、ビデオ
ライン上での映像信号の遅延量を調整するものであるので、上述のように多点同時サンプ
リングはもとより、点順次サンプリングであっても提供可能である。この場合においても
、サンプリング信号がサンプリング回路に入力されるタイミングに合わせて映像信号を入
力させることが可能となるので、ライン状の輝度ムラの無い表示品位の高い画像を表示す
る表示装置を提供することができる。
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また、上記各実施の形態では、片チャンネル（ＮＭＯＳもしくはＰＭＯＳ）のＴＦＴから
なるアナログスイッチを例示しているが、これに限定されるものではなく、ＣＭＯＳ構成
のアナログスイッチであっても同様の効果を得ることができる。
【０１４３】
さらに、上記の各実施の形態では、信号線駆動回路２００が表示部１００や走査線駆動回
路３００と同じ基板上に設けられた例について説明したが、信号線駆動回路２００を構成
するシフトレジスタ回路２１０は別基板に設けられていても本願発明を適用することがで
きる。
【０１４４】
従って、本願発明を適用するには、同一基板上に、少なくとも表示部、走査線駆動回路、
ビデオライン、サンプリング回路が一体的に設けられていればよい。
【０１４５】
また、上記各実施の形態では、映像信号として主にアナログ信号を入力する、いわゆるア
ナログ駆動回路について説明してきたが、本願の作用としてはこれに限られるものではな
く、いわゆるデジタル駆動回路についても適用することが可能である。つまり、映像信号
としてデジタル信号を入力する場合においても、高速動作が必要で、なおかつそのタイミ
ングが重要となりうる条件では、本願発明を応用することは容易に可能である。
【０１４６】
すなわち、入力された映像信号を各段でサンプリングするという意味で、本願発明を説明
したアナログドライバ（サンプリング手段）における基本的な回路構成はデジタルドライ
バにも適用できる。この場合、上記アナログドライバにラッチ回路やＤ／Ａコンバータ等
を追加することでデジタルドライバとして使用することが可能となる。また、ラッチ回路
やＤ／Ａコンバータ等を含めて「サンプリング手段」とみなすことができる。
【０１４７】
例えば、これまでのデジタルドライバでは、デジタル信号を入力する部分における信号遅
延が問題となっていた。具体的には、２種類の不具合が生じる。一つ目の不具合は、ＲＧ
Ｂのように多点同時サンプリングを行なう部分での問題で、アナログドライバと同様に隣
接するラインの信号を誤って入力するためにライン状の表示不良が生じることである。二
つ目の不具合は、ｎビットの入力を行なう部分での問題で、ビット毎に遅延時間が変化し
て誤ったデジタル信号を入力するために意図した映像信号を表示できないことである。
【０１４８】
何れの不具合も、入力された映像信号を適切なタイミングでサンプリングできないことが
原因で生じるものであるので、入力された映像信号を適切なタイミングでサンプリングす
るためになされた本願発明は、上記デジタルドライバにも有効に働き、何れの不具合をも
解消することができる。
【０１４９】
さらに、本願発明は、上記の各実施の形態において説明した表示装置としての液晶表示装
置の他に、ＥＬ表示装置等のドライバーモノリシック型表示装置一般についても適用可能
であり、上記の各実施の形態と同様の作用および効果を奏する構成を実現することができ
る。
【０１５０】
以上の本発明は、同一基板上に画素表示部と駆動回路のうちサンプリング回路とを一体的
に形成した表示装置であれば、どのような表示装置にも適用可能であり、例えば液晶表示
装置に好適に用いられる。
【０１５１】
また、プロジェクタ装置等のように液晶表示装置を拡大投影するような場合、投影された
表示を高精細で表示品位の高いものにするには、液晶表示装置側を高精細で表示品位の高
いものにする必要がある。
【０１５２】
ここで、本願発明の液晶表示装置を備えたプロジェクタ装置の構成について、図１０を参
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照しつつ説明する。
【０１５３】
図１０に示すプロジェクタ装置は、本願発明を適用した液晶表示装置としてのＲＧＢにそ
れぞれ対応した液晶パネル６０１～６０３を備えた、いわゆる３板式液晶プロジェクタ装
置である。ＵＨＰランプ（高圧水銀ランプ）等のランプ６１４から得られる光を、ダイク
ロイックミラー６０５によってＲＧＢに分離した上で、液晶パネル６０１～６０３に入射
し、クロスプリズム６０６で再度ＲＧＢを合成して、投射レンズ６０７を通じてスクリー
ンへ投射する仕組みである。つまり、液晶パネル６０１～６０３は、ＲＧＢいずれかの単
色光を透過するシャッターの役割を持ち、光透過率を制御することで中間調を含めた階調
表示を可能とする。そして、ＲＧＢ各々で得られる階調を合成することで、フルカラー表
示を行うことができる。
【０１５４】
ところで、図１０で示したプロジェクタ装置の構成図からも明らかなように、直視型表示
装置と比べて構成部材が多く複雑なため、各種レンズ等の光学系部材も含めて、よりいっ
そうの小型化が求められることは必至であり、小型高精細の液晶表示装置を開発すること
は性能・価格両面で優位となりうる。小型高精細の液晶表示装置で課題となる高速動作と
レイアウトスペースの縮小は、本願発明により、十分な柔軟性を残したまま実現すること
ができ、さらに高品位な表示性能を得ることが可能である。
【０１５５】
従って、本願発明は、このような高精細で高表示品位が要求されるような液晶表示装置に
好適に用いられる。これにより、高精細で表示品位の高いプロジェクタ装置を実現するこ
とができる。
【０１５６】
【発明の効果】
以上のように、本発明の表示装置は、マトリックス状に配置された複数の画素表示部と、
映像信号を供給する複数のビデオラインと、複数の前記画素表示部と接続されており、上
記画素表示部に映像信号を伝達する複数の信号線と、複数の前記ビデオラインから供給さ
れた映像信号をサンプリングし、上記信号線に供給する複数のサンプリング手段と、上記
ビデオラインに交差する方向に配置され、上記各ビデオラインと上記サンプリング手段と
を接続する接続配線とが同一基板上に一体的に形成され、さらに、上記各接続配線間にお
ける映像信号の遅延差を補償するように上記各ビデオラインに流れる映像信号を遅延させ
る遅延手段が設けられている構成である。
【０１５７】
それゆえ、接続配線間における映像信号の遅延差を補償するために、ビデオラインに流れ
る映像信号を遅延させる遅延手段が設けられていることで、接続配線には、予め遅延され
た映像信号が入力されることになる。つまり、各ビデオラインから接続配線を経てサンプ
リング手段に至る映像信号の伝達経路における抵抗差を、ビデオラインに流れる映像信号
を遅延させることで補償するようになっている。
【０１５８】
これにより、接続配線間で生じている抵抗差、主に、配線長の違いによる抵抗差に応じて
遅延された映像信号が各接続配線に入力されるように、上記遅延手段によってビデオライ
ンに流れる映像信号を遅延させれば、サンプリング手段に対して各接続配線からの映像信
号をほぼ同時に入力させることができる。
【０１５９】
したがって、ビデオラインからサンプリング手段までの映像信号の伝達経路における遅延
が補償されるので、映像信号がサンプリング手段に入力される際の遅延差によるライン状
の表示ムラを無くすことができ、表示品位の向上を図ることができる。
【０１６０】
しかも、接続配線の配線幅や配線長さを変更することなく、ビデオライン側で映像信号の
遅延量を調整して、接続配線側で生じている映像信号の遅延差、すなわち配線長から生じ
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る抵抗差を補償するようになっているので、接続配線及びサンプリング手段のレイアウト
に自由度を持たせることができる。
【０１６１】
このように、接続配線やサンプリング手段に対して無理なレイアウトを強要しないので、
特に、高速サンプリングが必要な表示装置、例えば画素表示におけるレイアウトピッチが
２０μｍ以下である高精細化を図った表示装置において、最適なレイアウトで画素表示部
を設計することがきるので、高速サンプリングを実現しつつ、ライン状の輝度ムラを排除
し、良好な表示品位を確保することができるという効果を奏する。
【０１６２】
ビデオラインにおける映像信号の遅延量を調整する具体的な方法としては、ビデオライン
に入力される前に各ビデオラインに流れる映像信号を遅延回路を通すこと等が考えられる
が、遅延量の調整のし易さ、設計のし易さ等を考慮した場合、以下に示すように、ビデオ
ラインの抵抗値を調整することで、該ビデオラインに流れる映像信号の遅延量を調整する
ことも考えられる。
【０１６３】
すなわち、上記遅延手段は、各ビデオラインの最初の接続配線との接続点までの抵抗値を
調整して、各ビデオラインに流れる映像信号を遅延させるようにしてもよい。
【０１６４】
ここで、ビデオラインの抵抗値を調整する具体的な手段として、以下に示すような手段が
ある。
【０１６５】
例えば、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとし
たとき、上記ビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞…＞Ｒｃｎ＞Ｒｃ(ｎ＋１)＞…、かつ、Ｒｖ１＜ＲＶ２＜…＜Ｒｖｎ＜
Ｒｖ(ｎ＋１)＜…
または、
Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜…＜Ｒｃｎ＜Ｒｃ(ｎ＋１)＜…、かつ、Ｒｖ１＞ＲＶ２＞…＞Ｒｖｎ＞
Ｒｖ(ｎ＋１)＞…
の関係式を満たすように設定されればよい。
【０１６６】
上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時にサン
プリング（多点同時サンプリング）する場合には、例えばｎ（ｎ＞０）番目のビデオライ
ンに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとしたとき、上記ビデオラインの抵抗値を示
す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｃ１＞Ｒｃ２＞…＞Ｒｃｎ、かつ、Ｒｖ１＜ＲＶ２＜…＜Ｒｖｎ
または、
Ｒｃ１＜Ｒｃ２＜…＜Ｒｃｎ、かつ、Ｒｖ１＞ＲＶ２＞…＞Ｒｖｎ
の関係式を満たすように設定されればよい。
【０１６７】
この場合、接続配線の配線抵抗が高いものに対して、ビデオラインの配線抵抗を低くする
ようにしているので、配線抵抗の高い接続配線を流れる映像信号と、配線抵抗の低い接続
配線を流れる映像信号との遅延差を縮めることができる。
【０１６８】
これにより、接続配線の配線幅や配線長等を変更することなく、サンプリング手段に入力
される映像信号の遅延差に起因するライン状の輝度ムラを低減することができるという効
果を奏する。
【０１６９】
また、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとした
とき、上記ビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１＋Ｒｃ１＝Ｒｖ２＋Ｒｃ２＝…＝Ｒｖｎ＋Ｒｃｎ＝Ｒｖ(ｎ＋1)＋Ｒｃ(ｎ＋1)＝…
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の関係式を満たすように設定されるようにしてもよい。
【０１７０】
さらに、上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同
時にサンプリング（多点同時サンプリング）する場合、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオライン
に接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎとしたとき、上記ビデオラインの抵抗値を示す
配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１＋Ｒｃ１＝Ｒｖ２＋Ｒｃ２＝…＝Ｒｖｎ＋Ｒｃｎ
の関係式を満たすように設定されるようにしてもよい。
【０１７１】
この場合、単に接続配線の配線抵抗が高いものに対して、ビデオラインの配線抵抗を低く
するようにしているのではなく、ビデオラインから接続配線を経てサンプリング手段に至
る経路における配線抵抗を、各経路で同じにしているので、各経路を流れる映像信号に遅
延差は生じない。
【０１７２】
したがって、映像信号は、各接続配線で同じタイミングでサンプリング手段に入力される
ことになり、映像信号の遅延差に起因するライン状の輝度ムラを確実に無くすことができ
、この結果、表示品位の向上を図ることができる。
【０１７３】
しかも、画素表示部におけるレイアウトピッチが２０μｍ以下である高精細化された表示
装置であっても、上記の関係式を満たすようにすれば、接続配線間での映像信号に遅延差
が生じないので、ライン状の輝度ムラの無い高精細で高品位の表示を行うことができると
いう効果を奏する。
【０１７４】
また、上記遅延手段は、ビデオラインから接続配線を介してサンプリング手段に至る経路
にかかる寄生容量と抵抗値とから求められる時定数を調整して、各ビデオラインに流れる
映像信号を遅延させるようにしてもよい。
【０１７５】
この場合、各ビデオラインに流れる映像信号を遅延させるために、ビデオラインから接続
配線を介してサンプリング手段に至る配線経路において、寄生容量と抵抗値とから求めた
時定数を調整するようになっているので、配線経路の寄生容量・抵抗を含めた分布定数回
路としてほぼ等価な経路を実現することができる。
【０１７６】
したがって、より確実に接続配線を流れる映像信号の遅延差を無くし、表示品位の向上を
図ることができるという効果を奏する。
【０１７７】
この場合においても、上述した配線経路の抵抗を考慮した場合と同様に、例えば、ｎ（ｎ
＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量Ｃｃｎ、
該ｎ番目のビデオラインの寄生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量をＣｓｌ
としたとき、上記ビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ(ｎ＋１)×（Ｃｃ(ｎ＋１)／
２＋Ｃｓｌ）＞…、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＜
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
＜Ｒｖ(ｎ＋１)×（Ｃｖ(ｎ＋１)／２＋Ｃｃ(ｎ＋１)＋Ｃｓｌ）＜…
または、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ(ｎ＋１)×（Ｃｃ(ｎ＋１)／
２＋Ｃｓｌ）＜…、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＞
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Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
＞Ｒｖ(ｎ＋１)×（Ｃｖ(ｎ＋１)／２＋Ｃｃ(ｎ＋１)＋Ｃｓｌ）＞…
の関係式を満たすように設定されるようにすればよい。
【０１７８】
また、上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時
にサンプリング（多点同時サンプリング）する場合、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに
接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄
生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量をＣｓｌとしたとき、上記ビデオライ
ンの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＞Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＜Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＜
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
または、
Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＜Ｒｃ３×（Ｃｃ３
／２＋Ｃｓｌ）…＜Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）、かつ、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＞Ｒｖ２×（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＞
Ｒｖ３×（Ｃｖ３／２＋Ｃｃ３＋Ｃｓｌ）…＞Ｒｖｎ×（Ｃｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）
の関係式を満たすように設定されるようにすればよい。
【０１７９】
この場合、接続配線の時定数（配線抵抗と寄生容量との積）が高いものに対して、ビデオ
ラインの時定数（配線抵抗と寄生容量との積）を低くするようにしているので、時定数の
高い接続配線を流れる映像信号と、時定数の低い接続配線を流れる映像信号とで生じてい
る遅延差を確実に縮めることができる。
【０１８０】
これにより、接続配線の配線幅や配線長等を変更することなく、サンプリング手段に入力
される映像信号の遅延差に起因するライン状の輝度ムラを低減することができるという効
果を奏する。
【０１８１】
また、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続された接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生
容量Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄生容量Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷
容量をＣｓｌとしたとき、上記ビデオラインの抵抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ２×
（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝…＝Ｒｖｎ×（Ｃ
ｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ(ｎ＋１)×（Ｃｖ
(ｎ＋１)／２＋Ｃｃ(ｎ＋１)＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ(ｎ＋１)×（Ｃｃ(ｎ＋１)／２＋Ｃｓｌ）
＝…
の関係式を満たすように設定されるようにすればよい。
【０１８２】
上記サンプリング手段が、ｎ（ｎ＞０）本のビデオラインに流れる映像信号を同時にサン
プリング（多点同時サンプリング）する場合、ｎ（ｎ＞０）番目のビデオラインに接続さ
れた接続配線の配線抵抗をＲｃｎ、寄生容量Ｃｃｎ、該ｎ番目のビデオラインの寄生容量
Ｃｖｎ、サンプリング手段にかかる負荷容量をＣｓｌとしたとき、上記ビデオラインの抵
抗値を示す配線抵抗Ｒｖｎが、
Ｒｖ１×（Ｃｖ１／２＋Ｃｃ１＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ１×（Ｃｃ１／２＋Ｃｓｌ）＝Ｒｖ２×
（Ｃｖ２／２＋Ｃｃ２＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃ２×（Ｃｃ２／２＋Ｃｓｌ）＝…＝Ｒｖｎ×（Ｃ
ｖｎ／２＋Ｃｃｎ＋Ｃｓｌ）＋Ｒｃｎ×（Ｃｃｎ／２＋Ｃｓｌ）
の関係式を満たすように設定されるようにすればよい。
【０１８３】
この場合、単に時定数が高いものに対して、ビデオラインの時定数を低くするようにして
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いるのではなく、ビデオラインから接続配線を経てサンプリング手段に至る経路における
時定数を、各経路で同じにしているので、各経路を流れる映像信号に遅延差は生じない。
しかも、配線経路の寄生容量・抵抗を含めた分布定数回路としてほぼ等価な経路を実現す
ることができる。
【０１８４】
したがって、より確実に接続配線を流れる映像信号の遅延差を無くし、表示品位の向上を
図ることができる。
【０１８５】
しかも、画素表示部におけるレイアウトピッチが２０μｍ以下である高精細化された表示
装置であっても、上記の関係式を満たすようにすれば、接続配線間での映像信号に遅延差
を確実に生じさせないようにすることができるので、ライン状の輝度ムラの無い高精細で
高品位の表示を行うことができるという効果を奏する。
【０１８６】
上記ビデオラインの抵抗値は、該ビデオラインの配線幅または配線長で調整されていれば
よい。
【０１８７】
この場合、簡単な構成でビデオラインの配線抵抗を調整することができるという効果を奏
する。
【０１８８】
また、上記ビデオラインの抵抗値は、ビデオラインとは異なる素材からなる抵抗素子を該
ビデオラインに電気的に接続することで調整されていればよい。
【０１８９】
この場合、ビデオラインとは別に抵抗素子を設けるようになっているので、ビデオライン
の配線幅や配線長に係る例えばレイアウト上の制約がある場合においても、ビデオライン
に流れる映像信号の遅延量を調整することができるという効果を奏する。
【０１９０】
本発明の表示装置の駆動方法は、以上のように、複数の画素表示部と、映像信号を供給す
る複数のビデオラインと、複数の上記画素表示部と接続されており、該画素表示部に映像
信号を伝達する複数の信号線と、複数の前記ビデオラインから供給された映像信号をサン
プリングし、上記信号線に供給する複数のサンプリング手段と、上記ビデオラインに交差
する方向に配置され、上記各ビデオラインと上記サンプリング手段とを接続する接続配線
とが同一基板上に一体的に形成された表示装置の駆動方法において、上記各接続配線間で
生じる映像信号の遅延差を補償するように遅延された映像信号を、各ビデオラインから該
各接続配線に入力する構成である。
【０１９１】
それゆえ、ビデオラインに流れる映像信号を遅延させるための遅延手段を表示装置の駆動
回路内に設ける必要がなくなる。つまり、上記の遅延手段は、表示装置の駆動回路内に設
けてもよいし、外部に設けてもよいことになる。
【０１９２】
したがって、より簡単な構成で、接続配線間の映像信号の遅延差を補償し、表示品位の向
上を図ることができる表示装置を実現することができると。という効果を奏する。
【０１９３】
本発明のプロジェクタ装置は、以上のように、表示装置を有し、該表示装置の表示画面を
拡大投影するプロジェクタ装置において、上記表示装置として、上述した本発明の表示装
置を用いた構成である。
【０１９４】
それゆえ、高精細で表示品位の高いプロジェクタ装置を実現することができるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係る液晶表示装置の概略構成図である。
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【図２】図１に示した液晶表示装置に備えられた駆動回路と表示部との構成を概略的に示
した模式図である。
【図３】図１に示した液晶表示装置に備えられた信号線駆動回路の一例を示す概略構成図
である。
【図４】図３に示した信号線駆動回路におけるビデオラインと接続配線との関係を示す等
価回路である。
【図５】図１に示した液晶表示装置に備えられた信号線駆動回路の他の例を示す概略構成
図である。
【図６】図５に示した信号線駆動回路におけるビデオラインと接続配線との関係を示す等
価回路である。
【図７】従来の液晶表示装置の概略を示す概略構成図である。
【図８】図７に示した液晶表示装置に備えられた駆動回路と表示部との構成を概略的に示
した模式図である。
【図９】図７に示した液晶表示装置に備えられた信号線駆動回路の概略構成図である。
【図１０】３板式液晶プロジェクタ装置の概略構成図である。
【符号の説明】
１００　表示部
１１０　走査線群
１１１　走査線
１２０　信号線群
１２１　信号線
１３１　ゲート端子
１３２　ソース端子
１３３　ドレイン端子
１４０　画素表示部
２００　信号線駆動回路
２１０　シフトレジスタ回路
２３０　サンプリング回路（サンプリング手段）
２４０　サンプリング用アナログスイッチ群
２４１～２４３　サンプリング用アナログスイッチ
２５１～２５３　接続配線
３００　走査線駆動回路
４００　映像信号入力部
４０１～４０３　ビデオライン
５００　遅延量調整部（遅延手段）
５０１～５０３　補償抵抗
６０１　液晶パネル（緑）（表示装置）
６０２　液晶パネル（青）（表示装置）
６０３　液晶パネル（赤）（表示装置）
６０４　ミラー
６０５　ダイクロイックミラー
６０６　クロスプリズム
６０７　投射レンズ
６１０　偏光プリズム
６１１　第２フライアイレンズ
６１２　第１フライアイレンズ
６１３　リフレクタ（放物面ミラー）
６１４　ランプ
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