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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のゲートラインと複数のデータラインの交差部毎に液晶セルが形成された液晶パネ
ルと、
　外部から供給された複合映像信号からテレビ映像信号を分離して極性反転信号に基づい
てテレビ映像信号の極性を制御する映像信号処理部と、
　前記映像信号処理部から供給された前記テレビ映像信号を前記データラインに供給する
ためのデータドライバーと、
　ゲート制御信号に応答して前記ゲートラインを駆動するためのゲートドライバーと、
　１水平期間において複数のゲートラインを時分割して順次駆動するか、あるいは１水平
期間において１つのゲートラインを駆動するための前記ゲート制御信号を生成して前記ゲ
ートドライバーに供給して、１水平期間毎に極性が反転する前記極性反転信号を生成して
前記映像信号処理部に供給するタイミング制御部とを具備し、
　前記ゲート制御信号は、１水平期間内の一部の期間に相当する第１期間と、前記第１期
間に続いて前記水平期間内の残りの期間に相当する前記第１期間より短い第２期間と、前
記第２期間に続いて１水平期間と同一の長さを有する第３期間とを含み、
　前記ゲートドライバーは、連続する４つの水平期間に関して、第１の水平期間（ＭＨ）
において前記第１及び第２期間をそれぞれ特定するゲート制御信号に応答して前記第１期
間と前記第２期間とで１つずつゲートラインを駆動して、第２の水平期間（ＭＨ＋１）に
おいて前記第１及び第２期間をそれぞれ特定するゲート制御信号に応答して前記第１期間
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と前記第２期間とで１つずつゲートラインを駆動して、第３の水平期間（ＭＨ＋２）にお
いて前記第３期間を特定するゲート制御信号に応答して１つのゲートラインを駆動して、
第４の水平期間（ＭＨ＋３）において前記第３期間を特定するゲート制御信号に応答して
１つのゲートラインを駆動することを特徴とする液晶表示装置の駆動装置。
【請求項２】
　前記ゲート制御信号は、前記ゲートラインを駆動するためのゲートハイ電圧をシフトす
るゲートシフトクロック信号であることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の駆動
装置。
【請求項３】
　前記ゲート制御信号は、前記第１の水平期間（ＭＨ）乃至第４の水平期間（ＭＨ＋３）
を周期的に繰り返すように設定されることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の駆
動装置。
【請求項４】
　前記極性反転信号は、それぞれの水平ラインについてフィールド毎に反転することを特
徴とする請求項１記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項５】
　複数のゲートラインと複数のデータラインの交差部毎に液晶セルが形成された液晶パネ
ルを用意する段階と、
　１水平期間毎に極性が反転する極性反転信号を生成する段階と、
　外部から供給された複合映像信号からテレビ映像信号を分離して前記極性反転信号に基
づいて前記テレビ映像信号の極性を制御する段階と、
　１水平期間において複数のゲートラインを時分割して順次駆動するか、あるいは１水平
期間において１つのゲートラインを駆動するためのゲート制御信号を生成する段階と、
　前記ゲート制御信号に応答して１水平期間において１または複数のゲートラインを駆動
する段階と、
　１水平期間における１または複数のゲートラインの駆動に同期して前記テレビ映像信号
を前記データラインに供給する段階とを含み、
　前記ゲート制御信号は、１水平期間内の一部の期間に相当する第１期間と、前記第１期
間に続いて前記水平期間内の残りの期間に相当する前記第１期間より短い第２期間と、前
記第２期間に続いて１水平期間と同一の長さを有する第３期間とを含み、
　前記ゲートラインを駆動する段階は、連続する４つの水平期間に関して、第１の水平期
間（ＭＨ）において前記第１及び第２期間をそれぞれ特定するゲート制御信号に応答して
前記第１期間と前記第２期間とで１つずつゲートラインを駆動する段階と、
　第２の水平期間（ＭＨ＋１）において前記第１及び第２期間をそれぞれ特定するゲート
制御信号に応答して前記第１期間と前記第２期間とで１つずつゲートラインを駆動する段
階と、
　第３の水平期間（ＭＨ＋２）において前記第３期間を特定するゲート制御信号に応答し
て１つのゲートラインを駆動する段階と、
第４の水平期間（ＭＨ＋３）において前記第３期間を特定するゲート制御信号に応答して
１つのゲートラインを駆動する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記ゲート制御信号は前記ゲートラインを駆動するためのゲートハイ電圧をシフトする
ゲートシフトクロック信号であることを特徴とする請求項５記載の液晶表示装置の駆動方
法。
【請求項７】
　前記ゲートラインを駆動する段階は、前記第１の水平期間（ＭＨ）乃至第４の水平期間
（ＭＨ＋３）を周期的に繰り返すことを特徴とする請求項５記載の液晶表示装置の駆動方
法。
【請求項８】
　前記極性反転信号は、それぞれの水平ラインについてフィールド毎に反転することを特
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徴とする請求項５記載の液晶表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置の駆動装置および駆動方法に関し、特に液晶に直流成分が残るこ
とを防止するようにした液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　アクティブマトリックス駆動方式の液晶表示装置は、スイッチング素子として薄膜トラ
ンジスタ（ＴＦＴ）を利用して自然な動画像を表示している。このような液晶表示装置は
ブラウン管に比べて小型化が可能でパーソナルコンピューターとノートブックコンピュー
ターは勿論、コピー機などのオフィスオートメーション機器、携帯電話機やポケットベル
などの携帯機器まで広く利用されている。
【０００３】
　アクティブマトリックスタイプの液晶表示装置は液晶セルがゲートラインとデータライ
ンの交差部それぞれに配列させられた画素マットリックス（Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｌｅｍｅ
ｎｔ ＭａｔｒｉｘまたはＰｉｘｅｌ Ｍａｔｒｉｘとも言う）にテレビ信号のようなビデ
オ信号による画像を表示する。ＴＦＴはゲートラインとデータラインの交差部に設置され
て、ゲートラインからのスキャン信号（ゲートパルス）に応答して液晶セルに送信された
データ信号を表示する。
【０００４】
　このような、液晶表示装置はテレビ信号方式によりＮＴＳＣ（アメリカカラーテレビ標
準方式選定のために組職した委員会）信号方式用とＰＡＬ（西ドイツで開発したカラーテ
レビ方式）信号方式用に分けられる。
【０００５】
　一般的に、ＮＴＳＣ信号（５２５垂直ライン）が入力されると液晶表示装置の水平ディ
スプレー解像度はサンプリングしたデータの数により表現されて、垂直解像度は２３４ラ
イン・デ－インターレース（Ｄｅｉｎｔｅｒｌａｃｅ）方式で表現する。ＰＡＬ信号（６
２５垂直ライン）が入力されると液晶表示装置の水平ディスプレー解像度はサンプリング
したデータの数により表現されて、垂直解像度は６個垂直ライン毎に１個のラインをとり
除いて５２１個ラインで構成されてＮＴＳＣ信号同様の処理方式で表現する。
【０００６】
　図１及び図２に図示されているように、従来の液晶表示装置の駆動装置は液晶セルがマ
トリックスタイプに配列した液晶パネル３０と、液晶パネル３０のゲートラインＧＬを駆
動するためのゲートドライバー３４と、液晶パネル３０のデータラインＤＬを駆動するた
めのデータドライバー３２と、ＮＴＳＣテレビ信号の入力を受けてテレビ複合信号をＲＧ
Ｂデータ信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）に分離してデータドライバー３２に供給して複合同期信号Ｃ
ｓｙｎｃを出力する映像信号処理部１０と、映像信号処理部１０から複合同期信号Ｃｓｙ
ｎｃを入力されて水平同期信号Ｈｓｙｎｃと垂直同期信号Ｖｓｙｎｃを分離して出力して
極性反転信号ＦＲＰを生成して映像信号処理部１０に供給してデータドライバー３２及び
ゲートドライバー３４の駆動を制御するタイミング制御部２０と、を具備する。
【０００７】
　液晶パネル３０はマトリックスタイプに配列した液晶セルと、ゲートラインＧＬとデー
タラインＤＬの交差部毎に形成されて液晶セルそれぞれと接続された薄膜トランジスタＴ
ＦＴを具備する。
【０００８】
　薄膜トランジスタＴＦＴはゲートラインＧＬからのスキャン信号、すなわちゲートハイ
電圧ＶＧＨが供給された場合にターンオンされて、データラインＤＬからの画素信号を液
晶セルに供給する。薄膜トランジスタＴＦＴはゲートラインＧＬからゲートロー電圧ＶＧ
Ｌが供給された場合にターンオフされて液晶セルに充電した画素信号を維持する。
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【０００９】
　液晶セルは等価的に液晶容量キャパシターＣｌｃによって表現されて、液晶を間に置い
て対面する共通電極と薄膜トランジスタＴＦＴに接続された画素電極を含む。液晶セルは
充電した画素信号が次の画素信号が供給されるまで安定的に維持されるようにストレージ
キャパシターＣｓｔをさらに具備する。このストレージキャパシターＣｓｔはゲートライ
ンと画素電極の間に形成した。このような液晶セルは薄膜トランジスタＴＦＴを通じて充
電した画素信号により誘電異方性を有する液晶の配列状態を変化させて光透過率を調節す
ることで階調を表現する。
【００１０】
　映像信号処理部１０は外部から供給された映像信号ＮＴＳＣを液晶パネル３０の特性を
考慮してガンマ処理し、同時に液晶の寿命を延長するためにタイミング制御部２０からの
極性反転信号ＦＲＰを利用して映像信号ＮＴＳＣの極性を制御してＲＧＢデータを発生す
る。尚、映像信号処理部１０は映像信号ＮＴＳＣから複合同期信号Ｃｓｙｎｃを分離して
タイミング制御部２０に供給すると同時にＲＧＢデータをデータドライバー３２に供給す
る。
【００１１】
　タイミング制御部２０は複合同期信号Ｃｓｙｎｃと同一の周期を有する分周信号および
多くのクロック信号を出力する図示しない分周器を内蔵して、位相固定ループＰＬＬを利
用して複合同期信号Ｃｓｙｎｃと分周信号をお互いに同期する。この時、分周信号は複合
同期信号Ｃｓｙｎｃの幅の中に同期した。タイミング制御部２０は分周器の多くのクロッ
ク信号を利用して複合同期信号Ｃｓｙｎｃに対して反転した極性を有する水平同期信号Ｈ
ｓｙｎｃを発生する。尚、タイミング制御部２０はデータドライバー３２の駆動タイミン
グを制御するためのデータ制御信号ＳＳＰ、ＳＳＣ、ＳＯＥを生成してデータドライバー
３２に供給して、ゲートドライバー３４の駆動タイミングを制御するためのゲート制御信
号ＧＳＰ、ＧＳＣ、ＧＯＥを生成してゲートドライバー３４に供給する。
【００１２】
　タイミング制御部２０は、映像信号ＮＴＳＣの極性を所定のタイミングで反転させるた
めの極性反転回路を内蔵する。この極性反転回路は液晶に印加した直流成分の残留により
液晶が劣化することを防止するために所定の周期、例えば１フィールド周期、１水平周期
毎に映像信号ＮＴＳＣの極性を反転させるために極性反転信号ＦＲＰを映像信号処理部１
０に供給する。
【００１３】
　ゲートドライバー３４はタイミング制御部２０からのゲート制御信号ＧＳＰ、ＧＳＣ、
ＧＯＥに応答してゲートラインＧＬに順次ゲートハイ電圧ＶＧＨを供給する。これにより
、ゲートドライバー３４はゲートラインＧＬに接続した薄膜トランジスタＴＦＴをゲート
ラインＧＬ毎に駆動する。
【００１４】
　具体的に、ゲートドライバー３４はゲートスタートパルスＧＳＰをゲートシフトパルス
ＧＳＣに基づいてシフトしてシフトパルスを発生する。さらに、ゲートドライバー３４は
シフトパルスに応答して水平期間Ｈ１、Ｈ２、．．．毎に該当のゲートラインＧＬにゲー
トハイ電圧ＶＧＨを供給する。この場合、ゲートドライバー３４はゲート出力イネーブル
信号ＧＯＥに応答してイネーブル期間にゲートハイ電圧ＶＧＨを供給する。ゲートドライ
バー３４はゲートラインＧＬにゲートハイ電圧ＶＧＨが供給されない他の期間においては
ゲートロー電圧ＶＧＬを供給する。
【００１５】
　データドライバー３２はタイミング制御部２０からのデータ制御信号ＳＳＰ、ＳＳＣ、
ＳＯＥに応答して水平期間Ｈ１、Ｈ２、．．．毎に１ライン分ずつの画素データ信号をデ
ータラインＤＬに供給する。特に、データドライバー３２は映像信号処理部１０からのＲ
ＧＢデータを液晶パネル３０に供給する。
【００１６】
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　具体的に、データドライバー３２はソーススタートパルスＳＳＰをソースシフトクロッ
ク信号ＳＳＣに基づいてシフトしてサンプリング信号を発生する。続いて、データドライ
バー３２はサンプリング信号に応答してアナログＲＧＢデータを一定単位ずつ順次入力し
てラッチする。データドライバー３２はラッチした１ライン分のアナログデータをデータ
ラインＤＬに供給する。
【００１７】
　このような、一般的な液晶表示装置の駆動装置および駆動方法はタイミング制御部２０
から映像信号処理部１０に供給した極性反転信号ＦＲＰを利用して液晶パネル３０に供給
する映像信号ＮＴＳＣの極性を制御することで液晶に直流成分が残留したことを防止して
液晶が劣化することを防止する。
【００１８】
　一方、一般的な液晶表示装置の駆動装置および駆動方法は、図２に図示したようにＮＴ
ＳＣ方式の映像信号Ａを液晶パネル３０の全領域で拡大して表示する場合１水平期間に少
なくとも２個の水平ラインに同一データを供給する。ＲＧＢデータを液晶パネル３０の垂
直方向に拡大して表示する場合には長期間を通じて液晶に０電位または所定レベルの直流
電圧が印加する。これにより、液晶に長期間直流電圧が残留されれば液晶分子が劣化する
現象が発生する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　したがって、本発明の目的は液晶に直流成分が残留することを防止する液晶表示装置の
駆動装置及び駆動方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　前記目的を達成するために、本発明に係る液晶表示装置の駆動装置は、複数のゲートラ
インと複数のデータラインの交差部毎に液晶セルが形成された液晶パネルと、外部から供
給された複合映像信号からテレビ映像信号を分離して極性反転信号に基づいて前記テレビ
映像信号の極性を制御する映像信号処理部と、前記映像信号処理部から供給された前記テ
レビ映像信号を前記データラインに供給するためのデータドライバーと、ゲート制御信号
に応答して前記ゲートラインを駆動するためのゲートドライバーと、１水平期間において
複数のゲートラインを時分割して順次駆動するか、あるいは１水平期間において１つのゲ
ートラインを駆動するためのゲート制御信号を生成してゲートドライバーに供給して、１
水平期間毎に極性が反転する前記極性反転信号を生成して前記映像信号処理部に供給する
タイミング制御部と、を具備することを特徴とする。
【００２１】
　本発明の好ましい実施態様では前記液晶表示装置の駆動装置において、前記ゲート制御
信号は前記ゲートラインを駆動するためのゲートハイ電圧をシフトするゲートシフトクロ
ック信号であることを特徴とする。
【００２２】
　前記液晶表示装置の駆動装置において、前記ゲート制御信号は、１水平期間内の一部の
期間に相当する第１期間と、前記第１期間に続いて前記水平期間内の残りの期間に相当す
る前記第１期間より短い第２期間と、前記第２期間に続いて１水平期間と同一の長さを有
する第３期間と、を含んでもよい。
【００２３】
　前記液晶表示装置の駆動装置において、前記ゲートドライバーは、連続する４つの水平
期間に関して、第１の水平期間（ＭＨ）において前記第１および第２期間をそれぞれ特定
するゲート制御信号に応答して前記第１期間と前記第２期間とで１つずつゲートラインを
駆動して、第２の水平期間（ＭＨ＋１）において前記第１及び第２期間をそれぞれ特定す
るゲート制御信号に応答して前記第１期間と前記第２期間とで１つずつゲートラインを駆
動して、第３の水平期間（ＭＨ＋２）において前記第３期間を特定するゲート制御信号に
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応答して１つのゲートラインを駆動して、第４の水平期間（ＭＨ＋３）において前記第３
期間を特定するゲート制御信号に応答して１つのゲートラインを駆動してもよい。
【００２４】
　前記液晶表示装置の駆動装置において、前記ゲート制御信号は、前記第１の水平期間（
ＭＨ）乃至第４の水平期間（ＭＨ＋３）を周期的に繰り返すように設定されていてもよい
。
【００２５】
　前記液晶表示装置の駆動装置において、前記極性反転信号は、それぞれの水平ラインに
ついてフィールド毎に反転してもよい。
【００２６】
　本発明の実施例に係る前記液晶表示装置の駆動方法は、複数のゲートラインと複数のデ
ータラインの交差部毎に液晶セルが形成された液晶パネルを用意する段階と、１水平期間
毎に極性が反転する極性反転信号を生成する段階と、外部から供給された複合映像信号か
らテレビ映像信号を分離して前記極性反転信号に基づいて前記テレビ映像信号の極性を制
御する段階と、１水平期間において複数のゲートラインを時分割に順次駆動するか、ある
いは１水平期間において１つのゲートラインを駆動するためのゲート制御信号を生成する
段階と、前記ゲート制御信号に応答して１水平期間において１または複数のゲートライン
を駆動する段階と、１水平期間における１または複数のゲートラインの駆動に同期して前
記テレビ映像信号を前記データラインに供給する段階と、を含んでもよい。
【００２７】
　前記液晶表示装置の駆動方法において、前記ゲート制御信号は前記ゲートラインを駆動
するためのゲートハイ電圧をシフトするゲートシフトクロック信号であってもよい。
【００２８】
　前記液晶表示装置の駆動方法において、前記ゲート制御信号は、１水平期間内の一部の
期間に相当する第１期間と、前記第１期間に続いて前記水平期間内の残りの期間に相当す
る前記第１期間より短い第２期間と、前記第２期間に続いて１水平期間と同一の長さを有
する第３期間と、を含んでもよい。
【００２９】
　前記液晶表示装置の駆動方法において、前記ゲートラインを駆動する段階は、連続する
４つの水平期間に関して、第１の水平期間（ＭＨ）において前記第１および第２期間をそ
れぞれ特定するゲート制御信号に応答して前記第１期間と前記第２期間とで１つずつゲー
トラインを駆動する段階と、第２の水平期間（ＭＨ＋１）において前記第１及び第２期間
をそれぞれ特定するゲート制御信号に応答して前記第１期間と前記第２期間とで１つずつ
ゲートラインを駆動する段階と、第３の水平期間（ＭＨ＋２）において前記第３期間を特
定するゲート制御信号に応答して１つのゲートラインを駆動する段階と、第４の水平期間
（ＭＨ＋３）において前記第３期間を特定するゲート制御信号に応答して１つのゲートラ
インを駆動する段階と、を含んでもよい。
【００３０】
　前記液晶表示装置の駆動方法において、前記ゲートラインを駆動する段階は、前記第１
の水平期間（ＭＨ）乃至第４の水平期間（ＭＨ＋３）を周期的に繰り返してもよい。
【００３１】
　前記液晶表示装置の駆動方法において、前記極性反転信号は、それぞれの水平ラインに
ついてフィールド毎に反転してもよい。
【発明の効果】
【００３２】
　上述のように、本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動装置および駆動方法は、偶数
フィールドと奇数フィールドとで、それぞれの水平ラインについて極性反転信号が反転す
るとともに、１水平期間毎に反転させられたＲＧＢデータを１水平期間において１または
複数の水平ラインに順次供給することで、ＲＧＢデータを拡大して供給するとともに、Ｒ
ＧＢデータを表示することで長期間の間に液晶に直流電圧が残留することを防止して液晶



(7) JP 4160539 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

の劣化を防止する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施例を添付した図３～図５を参照して詳細に説明する。
【００３４】
　図３と図４に図示したように、本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動装置は液晶セ
ルがマトリックスタイプに配列した液晶パネル１３０と、液晶パネル１３０のゲートライ
ンＧＬを駆動するためのゲートドライバー１３４と、液晶パネル１３０のデータラインＤ
Ｌを駆動するためのデータドライバー１３２と、ＮＴＳＣテレビ信号の入力を受けてテレ
ビ複合信号をＲＧＢデータ信号Ｒ、Ｇ、Ｂに分離してデータドライバー１３２に供給して
複合同期信号Ｃｓｙｎｃを出力する映像信号処理部１１０と、映像信号処理部１１０から
複合同期信号Ｃｓｙｎｃの入力を受けて水平同期信号Ｈｓｙｎｃおよび垂直同期信号Ｖｓ
ｙｎｃを分離して出力して極性反転信号ＦＲＰを生成して映像信号処理部１１０に供給し
てデータドライバー１３２およびゲートドライバー１３４の駆動を制御するタイミング制
御部１２０を具備する。
【００３５】
　液晶パネル１３０はマトリックスタイプに配列した液晶セルと、ゲートラインＧＬとデ
ータラインＤＬの交差部毎に形成されて液晶セルそれぞれと接続された薄膜トランジスタ
ＴＦＴを具備する。
【００３６】
　薄膜トランジスタＴＦＴはゲートラインＧＬからのスキャン信号、すなわちゲートハイ
電圧ＶＧＨが供給された場合ターンオンされてデータラインＤＬからの画素信号を液晶セ
ルに供給する。薄膜トランジスタＴＦＴはゲートラインＧＬからゲートロー電圧ＶＧＬが
供給された場合ターンオフされて液晶セルに充電した画素信号を維持する。
【００３７】
　液晶セルは等価的に液晶容量キャパシターＣｌｃに表現され、液晶を間に置いて対面す
る共通電極と薄膜トランジスタＴＦＴに接続した画素電極を含む。液晶セルは充電した画
素信号が次の画素信号が到来するまで安定的に維持されるようにストレージキャパシター
Ｃｓｔをさらに具備する。このストレージキャパシターＣｓｔはゲートラインと画素電極
の間に形成した。このような液晶セルは薄膜トランジスタＴＦＴを通じて充電した画素信
号により誘電異方性を有する液晶の配列状態を変化させて光透過率を調節することで階調
を表現する。映像信号処理部１１０は外部から供給された映像信号ＮＴＳＣを液晶パネル
１３０の特性を考慮してガンマ処理すると同時に液晶の寿命を延長するためにタイミング
制御部１２０からの極性反転信号ＦＲＰを利用して映像信号ＮＴＳＣの極性を制御してＲ
ＧＢデータを発生する。尚、映像信号処理部１１０は映像信号ＮＴＳＣから複合同期信号
Ｃｓｙｎｃを分離してタイミング制御部１２０に供給すると同時にＲＧＢデータをデータ
ドライバー１３２に供給する。
【００３８】
　タイミング制御部１２０は複合同期信号Ｃｓｙｎｃと同一周期を有する分周信号ＤＩＶ
および多くのクロック信号を出力する図示しない分周器を内蔵して、位相固定ループＰＬ
Ｌを利用して複合同期信号Ｃｓｙｎｃと分周信号ＤＩＶをお互いに同期する。この時、分
周信号は複合同期信号Ｃｓｙｎｃの幅の中に同期する。タイミング制御部１２０は分周器
の多くのクロック信号を利用して複合同期信号Ｃｓｙｎｃに対して反転した極性を有する
水平同期信号Ｈｓｙｎｃを発生する。尚、タイミング制御部１２０は映像信号ＮＴＳＣの
極性を所定のタイミングで反転させるための極性反転回路を内蔵する。この極性反転回路
は液晶が直流成分の残留により劣化することを防止するために水平期間（１Ｈ）毎に反転
する極性反転信号ＦＲＰを生成して映像信号処理部１１０に供給する。この時、極性反転
信号ＦＲＰは、奇数フィールドと偶数フィールドとで、それぞれの水平ラインについて反
転する。
【００３９】
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　一方、タイミング制御部１２０はデータドライバー１３２の駆動タイミングを制御する
ためのデータ制御信号ＳＳＰ、ＳＳＣ、ＳＯＥを生成してデータドライバー１３２に供給
して、ゲートドライバー１３４の駆動タイミングを制御するためのゲート制御信号ＧＳＰ
、ＧＳＣ、ＧＯＥを生成してゲートドライバー１３４に供給する。この時、タイミング制
御部１２０は入力した映像信号ＮＴＳＣを垂直方向に拡大して液晶パネル１３０上に全領
域に表示する場合、液晶に直流電圧が印加されないように、連続する４つの水平期間に関
して、第１の水平期間（ＭＨ）において液晶パネル１３０の二つの水平ラインに正極性の
同一ＲＧＢデータを供給して、第２の水平期間（ＭＨ＋１）において液晶パネル１３０の
二つの水平ラインに負極性の同一ＲＧＢデータを供給して、正極性のＲＧＢデータを第３
の水平期間（ＭＨ＋２）において液晶パネル１３０の一つの水平ラインに供給して、負極
性のＲＧＢデータを第４の水平期間（ＭＨ＋３）において液晶パネル１３０の一つの水平
ラインに供給するためのゲートシフトクロック信号ＧＳＣを生成してゲートドライバー１
３４に供給する。
【００４０】
　ゲートシフトクロック信号ＧＳＣは、連続する４つの水平期間である第１乃至第４水平
期間（ＭＨ、ＭＨ＋１、ＭＨ＋２、ＭＨ＋３）を周期的に繰り返す。この時、第１の水平
期間（ＭＨ）は２つの期間（Ｐ１，Ｐ２）、第２の水平期間（ＭＨ＋１）は２つの期間（
Ｐ１，Ｐ２）、第３の水平期間（ＭＨ＋２）は１つの期間（Ｐ３）、第４の水平期間（Ｍ
Ｈ＋３）は１つの期間（Ｐ３）を有する。第１及び第２水平期間のそれぞれにおいて、ゲ
ートシフトクロック信号ＧＳＣは、第１期間Ｐ１と、第１期間Ｐ１に連続して第１期間Ｐ
１より短い第２期間Ｐ２とをそれぞれ特定する信号から成る。尚、第３及び第４水平期間
（ＭＨ＋２、ＭＨ＋３）においてゲートシフトクロック信号ＧＳＣは、１水平期間（１Ｈ
）と同一の長さを有する第３期間Ｐ３を特定する信号から成る。
【００４１】
　データドライバー１３２はタイミング制御部１２０からのデータ制御信号ＳＳＰ、ＳＳ
Ｃ、ＳＯＥに応答してタイミング制御部１２０からの極性反転信号ＦＲＰにより極性が制
御された映像信号処理部１１０からのＲＧＢデータを水平期間Ｈ１、Ｈ２、．．．毎に１
ライン分ずつデータラインＤＬに供給する。この時、極性が制御されたＲＧＢデータは１
水平期間毎に極性が反転するとともに、奇数フィールドと偶数フィールドとでそれぞれの
水平ラインについて極性が反転する。
【００４２】
　具体的に、データドライバー１３２はソーススタートパルスＳＳＰをソースシフトクロ
ック信号ＳＳＣに基づいてシフトしてサンプリング信号を発生する。続いて、データドラ
イバー１３２はサンプリング信号に応答してアナログＲＧＢデータを一定単位ずつ順次入
力してラッチする。データドライバー１３２はラッチした１ライン分のアナログデータを
データラインＤＬに供給する。
【００４３】
　ゲートドライバー１３４は、タイミング制御部１２０からのゲート制御信号ＧＳＰ、Ｇ
ＳＣ、ＧＯＥに応答してゲートラインＧＬに順次ゲートハイ電圧ＶＧＨを供給する。すな
わち、ゲートドライバー１３４はゲートスタートパルスＧＳＰをゲートシフトパルスＧＳ
Ｃに基づいてシフトしてシフトパルスを発生する。ゲートドライバー１３４はシフトパル
スに応答して該当するゲートラインＧＬにゲートハイ電圧ＶＧＨを供給する。この場合、
ゲートドライバー１３４はゲート出力イネーブル信号ＧＯＥに応答してイネーブル期間の
みゲートハイ電圧ＶＧＨを供給する。
【００４４】
　これにより、ゲートドライバー１３４は、図４に図示したように第Ｍ番目の水平期間（
ＭＨ）において、タイミング制御部１２０から供給された第１期間Ｐ１を特定するゲート
シフトクロック信号ＧＳＣにより第１期間Ｐ１にわたってゲートハイ電圧ＶＧＨを第Ｎゲ
ートラインＧＬに供給した後、タイミング制御部１２０から供給された第２期間Ｐ２を特
定するゲートシフトクロック信号ＧＳＣにより第２期間Ｐ２にわたってゲートハイ電圧Ｖ
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ＧＨを第Ｎ＋１ゲートラインＧＬ＋１に供給する。次に、ゲートドライバー１３４は、第
Ｍ＋１番目の水平期間（ＭＨ＋１）において、タイミング制御部１２０から供給された第
１期間Ｐ１を特定するゲートシフトクロック信号ＧＳＣにより第１期間Ｐ１にわたってゲ
ートハイ電圧ＶＧＨを第Ｎ＋２ゲートラインＧＬ＋２に供給した後、タイミング制御部１
２０から供給された第２期間Ｐ２を特定するゲートシフトクロック信号ＧＳＣにより第２
期間Ｐ２にわたってゲートハイ電圧ＶＧＨを第Ｎ＋３ゲートラインＧＬ＋３に供給する。
次に、ゲートドライバー１３４は、第Ｍ＋２番目の水平期間（ＭＨ＋２）において、タイ
ミング制御部１２０から供給された第３期間Ｐ３を特定するゲートシフトクロック信号Ｇ
ＳＣにより第３期間Ｐ３にわたってゲートハイ電圧ＶＧＨを第Ｎ＋４ゲートラインＧＬ＋
４に供給して、第Ｍ＋３番目の水平期間（ＭＨ＋３）において、タイミング制御部１２０
から供給された第３期間Ｐ３を特定するゲートシフトクロック信号ＧＳＣにより第３期間
Ｐ３にわたってゲートハイ電圧ＶＧＨを第Ｎ＋５ゲートラインＧＬ＋５に供給する。この
ような、ゲートドライバー１３４は、第Ｍ番目の水平期間（ＭＨ）乃至第Ｍ＋３番目の水
平期間（ＭＨ＋３）を繰り返すようにタイミング制御部１２０から供給されたゲートシフ
トクロック信号ＧＳＣによりゲートハイ電圧ＶＧＨをゲートラインＧＬに順次供給する。
ゲートドライバー１３４は、ゲートラインＧＬにゲートハイ電圧ＶＧＨが供給されない他
の期間においてはゲートロー電圧ＶＧＬを供給する。
【００４５】
　このような、本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動装置および駆動方法は図５に図
示したように奇数フィールド期間でＭ番目の水平期間（ＭＨ）において第１および第２期
間Ｐ１、Ｐ２を特定するゲートシフトクロック信号ＧＳＣにより２個のゲートラインに順
次ゲートハイ電圧ＶＧＨを供給して前記ゲートハイ電圧ＶＧＨに同期するように正極性（
＋）のＲＧＢデータをデータラインに供給し、次にＭ＋１番目の水平期間（ＭＨ＋１）に
おいて第１及び第２期間Ｐ１、Ｐ２を特定するゲートシフトクロック信号ＧＳＣにより２
個のゲートラインに順次ゲートハイ電圧ＶＧＨを供給して前記ゲートハイ電圧ＶＧＨに同
期するように負極性（－）のＲＧＢデータをデータラインに供給してＲＧＢデータを拡大
して表示する段階と；Ｍ＋２番目の水平期間（ＭＨ＋２）において第３期間Ｐ３を特定す
るゲートシフトクロック信号ＧＳＣにより１個のゲートラインにゲートハイ電圧ＶＧＨを
供給して前記ゲートハイ電圧ＶＧＨに同期するように正極性（＋）のＲＧＢデータをデー
タラインに供給し、次にＭ＋３番目の水平期間（ＭＨ＋３）において第３期間Ｐ３を特定
するゲートシフトクロック信号ＧＳＣにより１個のゲートラインにゲートハイ電圧ＶＧＨ
を供給して前記ゲートハイ電圧ＶＧＨに同期するように負極性（－）のＲＧＢデータをデ
ータラインに供給してＲＧＢデータを拡大しないでそのまま表示する段階に分けられる。
尚、偶数フィールド期間においては、それぞれの水平ラインについて、奇数フィールド期
間で供給されたＲＧＢデータに対して反転した極性を有するＲＧＢデータを同一の方法で
液晶パネル１３０に供給する。
【００４６】
　これにより、本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動装置および駆動方法はＲＧＢデ
ータを垂直方向に拡大して液晶パネル１３０の全領域に表示する場合、水平期間毎にＲＧ
Ｂデータの極性を反転するとともに、それぞれの水平ラインについてフィールド毎にＲＧ
Ｂデータの極性を反転する。尚、本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動装置および駆
動方法は、ＲＧＢデータを拡大して表示する場合に、ＲＧＢデータを１水平期間において
複数の水平ラインに時分割して供給することで長期間液晶に直流電圧が残留することを防
止する。
【００４７】
　上述したように、本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動装置および駆動方法は、そ
れぞれの水平ラインについてフィールド毎に反転するとともに、１水平期間毎に反転する
ＲＧＢデータを１水平期間において時分割して複数の水平ラインに順次供給してＲＧＢデ
ータを拡大し、また１水平期間において１つの水平ラインにＲＧＢデータを供給してＲＧ
Ｂデータを拡大しないで表示することで、長期間液晶に直流電圧が残留することを防止し
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て液晶の劣化を防止する。
【００４８】
　以上説明した内容を通じて当業者であれば本発明の技術思想の範囲内で多様な変更およ
び修正が可能である。したがって、本発明の技術的範囲は明細書の詳細な説明に記載した
内容ではなく特許請求の範囲により決められなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】一般的な液晶表示装置の駆動装置を示すブロック図である。
【図２】図１に図示した液晶パネルの全領域に表示したＮＴＳＣ映像信号を示す図面であ
る。
【図３】本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動装置を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動方法に係る駆動波形を示す波形図であ
る。
【図５】図３に図示した液晶パネルに表示したＲＧＢデータ信号の極性反転を示す波形図
である。
【符号の説明】
【００５０】
１０、１１０…映像信号処理部、 ２０、１２０…タイミング制御部、 ３０、１３０…液
晶パネル、 ３２、１３２…データドライバー、 ３４、１３４…ゲートドライバー

【図１】

【図２】

【図３】
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