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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＣＤ表示を行うための表示電圧を生成する表示電圧生成回路と、前記表示電圧を平滑
化するための容量素子と、前記表示電圧を用いてＬＣＤを駆動するパネルドライバと、を
備えたＬＣＤ駆動装置において、
　前記容量素子を電源電圧で充電する充電回路と、前記充電回路を動作させる／させない
を切り替えるための充電制御用スイッチ回路と、前記表示電圧生成回路が動作を開始して
から所定時間が経過するまで前記充電回路が動作するように前記充電制御用スイッチ回路
を制御する充電制御回路と、前記表示電圧を前記パネルドライバに供給する／しないを切
り替えるための表示電圧供給制御用スイッチ回路と、前記表示電圧生成回路が動作を開始
してから少なくとも前記所定時間が経過するまで前記表示電圧が前記パネルドライバに供
給されないように前記表示電圧供給制御用スイッチ回路を制御する表示電圧供給制御回路
と、前記表示電圧生成回路、前記パネルドライバ、前記充電制御回路、及び、前記表示電
圧供給制御回路を制御する制御回路と、を有して成り、
　前記制御回路は、前記ＬＣＤへの表示の開始が指示されると、前記表示電圧生成回路が
動作を開始するように制御するとともに、前記充電制御回路及び前記表示電圧供給制御回
路にカウント開始を指示するようになっており、また、前記制御回路は、前記表示電圧供
給制御回路からカウントが終了した旨の通知を受けると、前記パネルドライバの動作を開
始させるようになっており、さらに、
　前記表示電圧生成回路は、複数の表示電圧を生成するものであり、前記容量素子は、各
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表示電圧毎に設けられるものであり、前記充電回路は、前記表示電圧生成回路が動作を開
始してから前記複数の表示電圧が各々の規定値に達するまでに要する時間を一致させるよ
うに、前記複数の容量素子を各々に対応する複数の抵抗素子を介して前記電源電圧で個別
に充電するものであることを特徴とするＬＣＤ駆動装置。
【請求項２】
　前記所定時間は、前記充電回路を動作させた場合に前記表示電圧が規定値に達するまで
に要する時間に設定されていることを特徴とする請求項１に記載のＬＣＤ駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）表示を行うために必要となる駆動電圧（表示電圧
）を生成する表示電圧生成回路を内蔵したＬＣＤ駆動装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ＬＣＤ駆動装置１００は、一般的なブロック図を図６に示すように、昇圧回路１、表示電
圧生成回路２、パネルドライバ３、及び、ＣＰＵ等から成る制御回路４から成る。昇圧回
路１は、バッテリ２００から供給される電圧ＶINを電圧ＶCCに昇圧して出力する。表示電
圧生成回路２は、昇圧回路１から出力される電圧ＶCCから例えば５種類の表示電圧Ｖ１、
Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、及び、Ｖ５を生成する。
【０００３】
パネルドライバ３は、表示電圧生成回路２から出力される複数の表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ
３、Ｖ４、及び、Ｖ５を用いて、ＬＣＤ３００に設けられた複数のコモン線ＣＯＭ1、Ｃ
ＯＭ2、…、ＣＯＭmを駆動するとともに、制御回路４あるいは外部から与えられる表示デ
ータＤに応じてＬＣＤ３００に設けられた複数のセグメント線ＳＥＧ1、ＳＥＧ2、…、Ｓ
ＥＧnを駆動する。
【０００４】
尚、ＬＣＤ３００では、図７に示すように、複数のコモン線ＣＯＭ1、ＣＯＭ2、…、ＣＯ
Ｍm、複数のセグメント線ＳＥＧ1、ＳＥＧ2、…、ＳＥＧnがそれぞれ一定の間隔を設けて
Ｘ、Ｙ方向にマトリクス状に配置されており、そして、コモン線ＣＯＭx（ｘ＝１、２、
…、ｍ）とセグメント線ＳＥＧy（ｙ＝１、２、…、ｎ）とが交差する点に、その一端の
電極がコモン線ＣＯＭxに、他端の電極がセグメント線ＳＥＧyにそれぞれ接続された液晶
層を有する画素Ｐ（ｘ、ｙ）が配置された構成となっており、コモン線ＣＯＭxに接続さ
れた電極に印加される電圧とセグメント線ＳＥＧyに接続された電極に印加される電圧と
の電圧差が閾値よりも大きいか小さいかによって、画素Ｐ（ｘ、ｙ）が点灯状態となるか
否かが決まる。
【０００５】
制御回路４は、外部の信号線Ｓから入力されるコマンドや表示データの内容に応じて、Ｌ
ＣＤ駆動装置１００内の他の回路を制御したり表示を行う。具体的には、信号線Ｓからの
コマンドによってＬＣＤ３００への表示の開始が指示されると、昇圧回路１、表示電圧生
成回路２、及び、パネルドライバ３の動作を開始させる。また、信号線Ｓからのコマンド
によってＬＣＤ３００への表示の終了が指示されると、昇圧回路１、表示電圧生成回路２
、及び、パネルドライバ３の動作を停止させる。このような制御により、ＬＣＤ３００へ
の表示を行う場合にだけ昇圧回路１、表示電圧生成回路２、及び、パネルドライバ３の動
作が行われるので、低消費電力化を促進することができる。尚、制御回路４にはバッテリ
２００から出力される電圧ＶINが電源電圧として常時供給されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、動作を開始した直後には、昇圧回路による昇圧電圧の発生に時間がかかるととも
に、表示電圧生成回路の複数の電圧線にそれぞれ接続されていて表示電圧を平滑化するた
めのコンデンサ及び各画素の寄生容量が充電されるため、表示電圧は有限の傾きをもって
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増加しており、従来のＬＣＤ駆動装置では、表示電圧生成回路が動作を開始してから表示
電圧が規定値に達するまでに要する時間が３００～４００[mS]と長かった。そして、表示
電圧生成回路が動作を開始したのとほぼ同時にパネルドライバによりＬＣＤの駆動を開始
するようになっていたので、ＬＣＤに表示が開始された直後は画像が乱れるという問題が
あった。
【０００７】
というのは、表示電圧が規定値に達していない間にＬＣＤの駆動を開始することになるの
で、ＬＣＤの各画素に印加される電圧差が規定通りにならず、本来点灯状態にするべき画
素が点灯状態にならなかったり、逆に、本来点灯状態にするべきではない画素が点灯状態
になったりすることになり、そして、このような状態が人間の目で確認できる程度の時間
である３００～４００[mS]にわたって続くからである。また、この時間を短縮するために
表示電圧の駆動能力を高くすれば、消費電流が増加してしまうという問題が発生する。
【０００８】
そこで、本発明は、消費電流を大幅に増すことなく、ＬＣＤに表示を開始した直後に生じ
る画像の乱れを低減させたＬＣＤ駆動装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明では、ＬＣＤ表示を行うための表示電圧を生成する表
示電圧生成回路と、前記表示電圧を平滑化するための容量素子と、前記表示電圧を用いて
ＬＣＤを駆動するパネルドライバと、を備えたＬＣＤ駆動装置において、前記容量素子を
電源電圧で充電する充電回路と、前記充電回路を動作させる／させないを切り替えるため
の充電制御用スイッチ回路と、前記表示電圧生成回路が動作を開始してから所定時間が経
過するまで前記充電回路が動作するように前記充電制御用スイッチ回路を制御する充電制
御回路と、を設けている。
【００１０】
この構成により、表示を行わないときには各回路の動作を停止して消費電流を極めて少な
くし、表示を行う場合には、動作を開始した直後に電源電圧によっても表示電圧を平滑化
するための容量素子が充電されるので、表示電圧生成回路が動作を開始してから表示電圧
が規定値に達するまでに要する時間が短縮される。
【００１１】
また、上記構成において、少なくとも前記表示電圧生成回路が動作を開始してから表示電
圧が規定値に達するまでに要すると想定される時間が経過するまでは表示電圧を前記パネ
ルドライバに供給しない、あるいは、前記パネルドライバが動作しないようにしておけば
、前記表示電圧生成回路が動作を開始してから比較的短時間で表示電圧が規定値に達する
ようになるとともに、表示電圧が規定値に達した以降にＬＣＤの駆動が可能となる。
【００１２】
また、前記充電回路を動作させる時間を、前記充電回路を動作させた場合に表示電圧が規
定値に達するまでに要すると想定される時間としておけば、前記表示電圧生成回路が動作
を開始してから表示電圧が規定値に達するまでに要する時間が無駄な電力消費を伴うこと
なく最大限に短縮される。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。本発明の第１実施形態である
ＬＣＤ駆動装置のブロック図を図１に示す。尚、従来技術として図６に示したＬＣＤ駆動
装置と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。本第１実施形態のＬＣＤ駆動装置
１００－１は、昇圧回路１、表示電圧生成回路２－１、パネルドライバ３、及び、制御回
路４－１から成り、これらが共通の半導体基板上に形成された１チップのＩＣとなってい
る。表示電圧生成回路２－１は昇圧回路１から出力される電圧ＶCCから例えば５種類の表
示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、及び、Ｖ５を生成する。
【００１４】
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表示電圧生成回路２－１の回路構成を図２に示す。電源電圧（昇圧回路１の出力電圧）Ｖ

CCとグランドＧＮＤとの間には、電源電圧ＶCCの側から順に抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４
、Ｒ５が直列に接続されている。
【００１５】
抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との接続点の電圧、抵抗Ｒ２と抵抗Ｒ３との接続点の電圧、抵抗Ｒ３
と抵抗Ｒ４との接続点の電圧、抵抗Ｒ４と抵抗Ｒ５との接続点の電圧、抵抗Ｒ５と抵抗Ｒ
６との接続点の電圧は、それぞれ演算増幅器ＯＰ１、ＯＰ２、ＯＰ３、ＯＰ４、ＯＰ５で
構成された電圧フォロワ回路ＶＦ１、ＶＦ２、ＶＦ３、ＶＦ４、ＶＦ５を介して表示電圧
Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５として出力される。尚、表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４
、Ｖ５はそれぞれ電圧フォロワＶＦ１、ＶＦ２、ＶＦ３、ＶＦ４、ＶＦ５の出力側にそれ
ぞれ接続された外付けのコンデンサＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５により平滑化されて出
力される。
【００１６】
第１群スイッチＳＷ１－１、ＳＷ１－２、ＳＷ１－３、ＳＷ１－４、ＳＷ１－５の一端は
それぞれ抵抗Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５を介して電源電圧ＶCCに接続され
ている。第１群スイッチＳＷ１－１、ＳＷ１－２、ＳＷ１－３、ＳＷ１－４、ＳＷ１－５
の他端はそれぞれ電圧フォロワＶＦ１の出力側とコンデンサＣ１との接続点、電圧フォロ
ワＶＦ２の出力側とコンデンサＣ２との接続点、電圧フォロワＶＦ３の出力側とコンデン
サＣ３との接続点、電圧フォロワＶＦ４の出力側とコンデンサＣ４との接続点、電圧フォ
ロワＶＦ５の出力側とコンデンサＣ５との接続点に接続されている。
【００１７】
タイマＴ－１は、制御回路４－１からの信号Ｓ１でカウント開始の指示を受けると、第１
群スイッチＳＷ１－１、ＳＷ１－２、ＳＷ１－３、ＳＷ１－４、及び、ＳＷ１－５をＯＮ
させるとともにカウントを開始し、その後、カウント値が所定時間（具体的には、表示電
圧Ｖ５が規定値に達するまでに要すると想定される時間）に相当するものとなると、第１
群スイッチＳＷ１－５をＯＦＦさせ、また、カウント値が所定時間（具体的には、表示電
圧Ｖ４が規定値に達するまでに要すると想定される時間）に相当するものとなると、第１
群スイッチＳＷ１－４をＯＦＦさせ、また、カウント値が所定時間（具体的には、表示電
圧Ｖ３が規定値に達するまでに要すると想定される時間）に相当するものとなると、第１
群スイッチＳＷ１－３をＯＦＦさせ、また、カウント値が所定時間（具体的には、表示電
圧Ｖ２が規定値に達するまでに要すると想定される時間）に相当するものとなると、第１
群スイッチＳＷ１－２をＯＦＦさせ、また、カウント値が所定時間（具体的には、表示電
圧Ｖ１が規定値に達するまでに要すると想定される時間）に相当するものとなると、第１
群スイッチＳＷ１－１をＯＦＦさせる。
【００１８】
尚、制御回路４－１は、入力されたコマンドがＬＣＤ３００への表示の開始を指示する内
容であれば、昇圧回路１、表示電圧生成回路２、及び、パネルドライバ３が動作を開始す
るように制御するとともに、タイマＴ－１に信号Ｓ１でカウント開始を指示するようにな
っている。
【００１９】
以上の構成により、表示電圧生成回路２－１が動作を開始した直後には、各表示電圧Ｖ１
、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５を平滑化するための各コンデンサＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ
５には電源電圧ＶCCからも各抵抗Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５を介して電流
が流れて各コンデンサＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５が従来よりも急速に充電されるので
、各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５の立ち上がりの波形が従来では図３に破線で
示すようなものであったのに対して本実施形態では図３に実線で示すようなものとなり、
各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５が規定値に達するまでに要する時間が約１８０
[mS]に短縮される。したがって、表示電圧生成回路２が動作を開始したのとほぼ同時に（
すなわち、図３のｔ0で）ＬＣＤ３００の駆動を開始したとしても、パネルドライバ３か
らの駆動電圧が不安定になる期間が短縮され、ＬＣＤ３００に表示を開始した直後に生じ
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る画像の乱れを低減することができる。
【００２０】
そして、本第１実施形態では、表示電圧生成回路２－１が動作を開始してから対応する表
示電圧が規定値に達するまでに要すると想定される時間が経過するまで各コンデンサを電
源電圧ＶCCで充電するようになっているので、各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５
が規定値に達するまでに要する時間が無駄な電力消費を伴うことなく最大限に短縮される
。
【００２１】
ここで、各抵抗Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５の抵抗値を適切に設定しておけ
ば、表示電圧生成回路２が動作を開始してから各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５
が規定値に達するまでに要すると想定される時間が略一致するようになるので、全ての第
１群スイッチを同じタイミングでＯＦＦさせればよくなり、タイマＴ－１の構成を簡略化
することができる。
【００２２】
尚、各表示電圧が規定値に達する毎に対応する第１群スイッチをＯＦＦさせるようにする
代わりに、全ての表示電圧が規定値に達したときに全ての第１群スイッチをＯＦＦさせる
ようにするだけでは、各表示電圧毎に規定値に達するまでの時間がばらばらであるので、
抵抗Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５のいずれかにて無駄な電力消費が発生して
しまう。
【００２３】
また、各抵抗Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５の抵抗値を適切に設定しておけば
、各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５が規定値に達するまでに要する時間を数十～
２００[mS]にすることができるようになり、画像が乱れる期間がこの程度であれば、ＬＣ
Ｄ３００の応答が遅いこともあって、人間の目ではそれを確認することができないことか
ら、表示電圧生成回路２－１が動作を開始したのとほぼ同時にＬＣＤ３００の駆動を開始
しても、ＬＣＤ３００に表示を開始した直後に生じる画像の乱れを実質的に解消すること
ができる。
【００２４】
また、上記各実施形態では、表示電圧生成回路２－１、２－２が電源の供給する／しない
を切り替えることによって、表示電圧生成回路２－１、２－２の動作の開始／停止を切り
替えることになるが、演算増幅器ＯＰ１、ＯＰ２、ＯＰ３、ＯＰ４、及び、ＯＰ５の出力
のＯＮ／ＯＦＦを切り替えることができるようにしておき、演算増幅器ＯＰ１、ＯＰ２、
ＯＰ３、ＯＰ４、及び、ＯＰ５の出力のＯＮ／ＯＦＦを切り替えることによって、表示電
圧生成回路２－１に電源を供給したままの状態で、表示電圧生成回路２－１の動作の開始
／停止を切り替えるようになっていてもよい。
【００２５】
本発明の第２実施形態であるＬＣＤ駆動装置のブロック図を図４に示す。尚、従来技術と
して図２に示したＬＣＤ駆動装置と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。本第
２実施形態のＬＣＤ駆動装置１００－２は、昇圧回路１、表示電圧生成回路２－２、パネ
ルドライバ３、及び、制御回路４－２から成り、これらが共通の半導体基板上に形成され
た１チップのＩＣとなっている。表示電圧生成回路２－２は昇圧回路１から出力される電
圧ＶCCから例えば５種類の表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、及び、Ｖ５を生成する。
【００２６】
表示電圧生成回路２－２の回路構成を図５に示す。尚、上記第１実施形態における表示電
圧生成回路２－１と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。表示電圧Ｖ１、Ｖ２
、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５はそれぞれ第２群スイッチＳＷ２－１、ＳＷ２－２、ＳＷ２－３、Ｓ
Ｗ２－４、ＳＷ２－５を介して出力される。
【００２７】
タイマＴ－２は、制御回路４－２からの信号Ｓ１でカウント開始の指示を受けると、第１
群スイッチＳＷ１－１、ＳＷ１－２、ＳＷ１－３、ＳＷ１－４、及び、ＳＷ１－５をＯＮ
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させるとともにカウントを開始する。その後、カウント値が所定時間（具体的には、表示
電圧Ｖ５が規定値に達するまでに要すると想定される時間）に相当するものとなると、第
１群スイッチＳＷ１－５をＯＦＦさせるとともに、第２群スイッチＳＷ２－５をＯＮさせ
、また、カウント値が所定時間（具体的には、表示電圧Ｖ４が規定値に達するまでに要す
ると想定される時間）に相当するものとなると、第１群スイッチＳＷ１－４をＯＦＦさせ
るとともに、第２群スイッチＳＷ２－４をＯＮさせ、また、カウント値が所定時間（具体
的には、表示電圧Ｖ３が規定値に達するまでに要すると想定される時間）に相当するもの
となると、第１群スイッチＳＷ１－３をＯＦＦさせるとともに、第２群スイッチＳＷ２－
３をＯＮさせ、また、カウント値が所定時間（具体的には、表示電圧Ｖ２が規定値に達す
るまでに要すると想定される時間）に相当するものとなると、第１群スイッチＳＷ１－２
をＯＦＦさせるとともに、第２群スイッチＳＷ２－２をＯＮさせ、また、カウント値が所
定時間（具体的には、表示電圧Ｖ１が規定値に達するまでに要すると想定される時間）に
相当するものとなると、第１群スイッチＳＷ１－１をＯＦＦさせるとともに、第２群スイ
ッチＳＷ２－１をＯＮさせ、さらに、全ての第２群スイッチがＯＮした状態になるとカウ
ントが終了した旨を信号Ｓ２で制御回路４－２に通知する。
【００２８】
尚、制御回路４－２は、入力されたコマンドＣＯＭがＬＣＤ３００への表示の開始を指示
する内容であれば、昇圧回路１、及び、表示電圧生成回路２が動作を開始するように制御
するとともに、タイマＴ－２に信号Ｓ１でカウント開始を指示するようになっている。ま
た、制御回路４－２は、タイマＴ－２からの信号Ｓ２で上記通知を受けると、パネルドラ
イバ３の動作を開始させる、すなわち、ＬＣＤ３００の駆動を開始させるようになってい
る。
【００２９】
以上の構成により、表示電圧生成回路２－２が動作を開始した直後には、各表示電圧Ｖ１
、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５を平滑化するための各コンデンサＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ
５には電源電圧ＶCCからも各抵抗Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５を介して電流
が流れて各コンデンサＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５が従来よりも急速に充電されるので
、各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５の立ち上がりの波形が従来では図３に破線で
示すようなものであったのに対して本実施形態では図３に実線で示すようなものとなり、
各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５が規定値に達するまでに要する時間が短縮され
、さらに、電源電圧ＶCCで各コンデンサＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５を充電している間
は、各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５をパネルドライバ３に供給しないようにな
っており、各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５が規定値に達した時点（すなわち、
図３のｔ1）でパネルドライバ３によるＬＣＤ３００の駆動が可能となる。したがって、
ＬＣＤ３００に表示が開始されるまでに要する時間の増大を抑制しながら、ＬＣＤ３００
に表示を開始した直後に生じる画像の乱れを解消することができる。
【００３０】
そして、本第２実施形態では、表示電圧生成回路２－２が動作を開始してから対応する表
示電圧が規定値に達するまでに要すると想定される時間が経過するまで各コンデンサを電
源電圧ＶCCで充電するようになっているので、ＬＣＤ３００に表示が開始されるまでに要
する時間が無駄な電力消費を伴うことなく最大限に短縮される。
【００３１】
尚、表示を停止する場合には、全ての第２群スイッチは表示電圧生成回路２－２への電源
の供給の遮断に伴ってＯＦＦするようになっている。また、動作開始時に第２群スイッチ
を対応する第１群スイッチがＯＦＦする毎にＯＮさせるようになっているが、このように
する代わりに、全ての第１群スイッチがＯＦＦした状態になると、全ての第２群スイッチ
を同時にＯＮさせるようにしてもよい。このようにすれば、タイマＴ－２の構成を簡略化
することができるし、全ての表示電圧が規定値に達するまでパネルドライバ３には表示電
圧が供給されないので、表示電圧生成回路２－２が動作を開始するのと同時にパネルドラ
イバ３の動作を開始させても、画像が乱れることはなくなる。また、パネルドライバ３は
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表示電圧が規定値に達してから動作を開始するようになっているので、第２群スイッチを
省略しても構わない。
【００３２】
また、各抵抗Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５の抵抗値を適切に設定しておけば
、電源投入直後に各表示電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５が規定値に達するまでの時間
が略一致するようになるので、第１群スイッチ及び第２群スイッチの全てを同じタイミン
グで制御すればよくなり、タイマＴ－２の構成をさらに簡略化することができる。
【００３３】
また、上記第２実施形態においては、対応する第１群スイッチと第２群スイッチとに関し
て、第１群スイッチをＯＮからＯＦＦに切り替えるタイミングと、第２群スイッチをＯＦ
ＦからＯＮに切り替えるタイミングとが同じであったが、このようにする代わりに、第１
群スイッチをＯＦＦさせてから所定時間が経過した後に第２群スイッチをＯＮさせるよう
にしてもよい。このようにすれば、コンデンサの容量値がある程度大きい方向にばらつい
たとしても、表示電圧が規定値に達してからＬＣＤの駆動が開始されるようになるので、
ＬＣＤに表示を開始した直後に生じる画像の乱れを解消することができる。
【００３４】
尚、上記各実施形態のＬＣＤ駆動装置では、表示電圧を平滑化するためのコンデンサを外
付けとしているが、寄生容量のみを用いたり、一部のコンデンサのみを外付けにするよう
にしてもよい。また、昇圧回路を内蔵せず、表示電圧生成回路がバッテリから供給される
電圧から表示電圧を直接生成するようになっていても構わない。また、外部から表示デー
タが入力されるようになっていたが、制御回路内のＲＯＭデータのみを用いて表示する構
成であっても構わない。さらに、表示電圧は他の方式により生成する構成であっても構わ
ないし、ＬＣＤはセグメント方式でも構わない。
【００３５】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明に係るＬＣＤ駆動装置によれば、表示電圧生成回路が動作
を開始してから表示電圧が規定値に達するまでに要する時間が短縮されるので、表示電圧
生成回路が動作を開始したのとほぼ同時にＬＣＤの駆動を開始したとしてもＬＣＤの駆動
電圧が不安定になる期間が短縮され、ＬＣＤに表示を開始した直後に生じる画像の乱れを
低減することができる。
【００３６】
　また、本発明に係るＬＣＤ駆動装置によれば、表示電圧生成回路が動作を開始してから
表示電圧が規定値に達するまでに要する時間が短縮されるとともに、表示電圧が規定値に
達した以降にＬＣＤの駆動が可能となるので、ＬＣＤに表示が開始されるまでに要する時
間の増大を抑制しながら、ＬＣＤに表示を開始した直後に生じる画像の乱れを解消するこ
とができる。
【００３７】
　また、本発明に係るＬＣＤ駆動装置によれば、表示電圧生成回路が動作を開始してから
表示電圧が規定値に達するまでに要する時間が無駄な電力消費を伴うことなく最大限に短
縮されるので、上記各効果をより有効的なものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態であるＬＣＤ駆動装置のブロック図である。
【図２】　本発明の第１実施形態であるＬＣＤ駆動装置における表示電圧生成回路の構成
を示す図である。
【図３】　表示電圧の立ち上がりの波形を示す図である。
【図４】　本発明の第２実施形態であるＬＣＤ駆動装置のブロック図である。
【図５】　本発明の第２実施形態であるＬＣＤ駆動装置における表示電圧生成回路の構成
を示す図である。
【図６】　従来のＬＣＤ駆動装置のブロック図である。
【図７】　ＬＣＤの構成を示す図である。
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【符号の説明】
１　　昇圧回路
２－１、２－２　　表示電圧生成回路
３　　パネルドライバ
４－１、４－２　　制御回路
１００　　ＬＣＤ駆動装置
２００　　バッテリ
３００　　ＬＣＤ
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６　　抵抗
Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５　　抵抗
ＯＰ１、ＯＰ２、ＯＰ３、ＯＰ４、ＯＰ５　　演算増幅器
ＶＦ１、ＶＦ２、ＶＦ３、ＶＦ４、ＶＦ５　　電圧フォロワ
ＳＷ１－１、ＳＷ１－２、ＳＷ１－３、ＳＷ１－４、ＳＷ１－５　　第１群スイッチ
ＳＷ２－１、ＳＷ２－２、ＳＷ２－３、ＳＷ２－４、ＳＷ２－５　　第２群スイッチ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(10) JP 4165989 B2 2008.10.15

【図７】



(11) JP 4165989 B2 2008.10.15

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G09G   3/00 - 3/38
              G02F   1/133


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

