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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給される表示データにしたがって表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する表
示パネル用制御装置において、
　現フレームの表示データと、前フレームの表示データまたは当該表示データから生成さ
れた表示関連データのいずれかを有する前フレームデータとに基づいて、同期信号に同期
して、前記表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する駆動データ生成ユニットと、
　前記現フレームの表示データまたは当該表示データから生成された表示関連データのい
ずれかを有する現フレームデータが、前記同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込ま
れた現フレームデータが、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して読み出されフレ
ームメモリに書き込まれる第１のバッファメモリと、
　前記フレームメモリから読み出された前フレームデータが、前記同期信号より速い高速
同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた前フレームデータが、前記同期信号に
同期して読み出され前記駆動データ生成ユニットに供給される第２のバッファメモリとを
有し、
　前記フレームメモリに対して、同期信号に対応する同期期間中に、前記前フレームデー
タの読み出しと、その後の前記現フレームデータの書き込みとを行うことを特徴とする表
示パネル用制御装置。
【請求項２】
　請求項１において、
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　前記表示関連データは、前記表示駆動データ、当該表示駆動データで駆動された時の駆
動後状態を示す駆動後状態データのいずれかを有する表示データに関連するデータである
ことを特徴とする表示パネル用制御装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記第１及び第２のバッファメモリは、表示パネルの１ライン分のデータを格納するラ
インメモリであり、前記同期期間は、１ラインの駆動期間に対応する水平同期期間である
ことを特徴とする表示パネル用制御装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記高速同期信号は、前記同期期間内で前記フレームメモリの読み出し動作と書き込み
動作とが完了する程度に高速であることを特徴とする表示パネル用制御装置。
【請求項５】
　供給される表示データにしたがって表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する表
示パネル用制御装置において、
　現フレームの表示データと、前フレームの表示データに関連する前フレームデータとに
基づいて、同期信号に同期して、前記表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する駆
動データ生成ユニットと、
　前記現フレームの表示データに関連する現フレームデータが、水平同期期間に、前記同
期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた現フレームデータが、前記水平同期期間
の後半期間中に、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して読み出され、フレームメ
モリに書き込まれる第１のラインメモリと、
　前記フレームメモリから読み出された前フレームデータが、前記水平同期期間の前半期
間中に、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた前
フレームデータが、前記水平同期期間中に、前記同期信号に同期して読み出され、前記駆
動データ生成ユニットに供給される第２のラインメモリとを有し、
　前記フレームメモリに対して、前記水平同期期間中に、前記前フレームデータの読み出
しと、その後の前記現フレームデータの書き込みとを行うことを特徴とする表示パネル用
制御装置。
【請求項６】
　表示パネルと、供給される表示データにしたがって前記表示パネルを駆動する表示駆動
データを生成する表示パネル用制御装置を有する表示装置において、
　前記表示パネル用制御装置は、
　現フレームの表示データと、前フレームの表示データまたは当該表示データから生成さ
れた表示関連データのいずれかを有する前フレームデータとに基づいて、同期信号に同期
して、前記表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する駆動データ生成ユニットと、
　前記現フレームの表示データまたは当該表示データから生成された表示関連データのい
ずれかを有する現フレームデータが、前記同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込ま
れた現フレームデータが、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して読み出されフレ
ームメモリに書き込まれる第１のバッファメモリと、
　前記フレームメモリから読み出された前フレームデータが、前記同期信号より速い高速
同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた前フレームデータが、前記同期信号に
同期して読み出され前記駆動データ生成ユニットに供給される第２のバッファメモリとを
有し、
　前記フレームメモリに対して、同期信号に対応する同期期間中に、前記前フレームデー
タの読み出しと、その後の前記現フレームデータの書き込みとを行うことを特徴とする表
示装置。
【請求項７】
　表示パネルと、供給される表示データにしたがって前記表示パネルを駆動する表示駆動
データを生成する表示パネル用制御装置を有する表示装置において、
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　前記表示パネル用制御装置は、
　現フレームの表示データと、前フレームの表示データに関連する前フレームデータとに
基づいて、同期信号に同期して、前記表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する駆
動データ生成ユニットと、
　前記現フレームの表示データに関連する現フレームデータが、水平同期期間に、前記同
期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた現フレームデータが、前記水平同期期間
の後半期間中に、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して読み出され、フレームメ
モリに書き込まれる第１のラインメモリと、
　前記フレームメモリから読み出された前フレームデータが、前記水平同期期間の前半期
間中に、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた前
フレームデータが、前記水平同期期間中に、前記同期信号に同期して読み出され、前記駆
動データ生成ユニットに供給される第２のラインメモリとを有し、
　前記フレームメモリに対して、前記水平同期期間中に、前記前フレームデータの読み出
しと、その後の前記現フレームデータの書き込みとを行うことを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示パネルの駆動信号を生成する表示パネル用制御装置及びそれを有する表
示装置に関し、特に、フレームメモリの容量を小さくすることができる表示パネル用制御
装置及びそれを有する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置の一つである液晶表示装置は、省エネルギー、省スペースの表示装置として広
く普及している。近年においては、動画を表示する表示装置としても普及してきている。
液晶表示パネルは、現フレームの画像データに対応する表示駆動電圧が印加されるソース
線と、走査タイミングで駆動されるゲート線と、それらの交差位置に設けられたセルトラ
ンジスタ及び画素電極とを有し、セルトランジスタを介して画素電極間の液晶層に表示駆
動電圧を印加して液晶層の透過率を変化させることで所望の画像を表示する。
【０００３】
　液晶材料は一般に応答特性があまり良くなく、前フレームの状態によっては１フレーム
期間内に入力階調データに対応する状態に変化することができない場合があり、かかる応
答特性の悪さが動画表示の画質低下を招いている。このような遅い応答特性を解決するた
めに、駆動補償方式が提案されている（例えば特許文献１、２、３）。
【０００４】
　この駆動補償方式は、簡単にいえば、前フレームの表示データと現フレームの表示デー
タとに基づいて、現フレームでの表示駆動データを生成し、その表示駆動データでパネル
を駆動する方法である。このように、前フレームの表示データを参照することにより、前
フレームの状態を考慮した表示駆動データを生成することができる。
【０００５】
　また、特許文献１には、前フレームの駆動後状態データと現フレームの表示データとの
組合せに応じた補償値を、現フレームの表示データに加算・減算して、現フレームの表示
データに対する表示駆動データを求めることが記載されている。また、表示駆動データに
対応する表示駆動電圧で駆動しても必ずしも液晶層が表示駆動データ通りの状態にならな
いので、前フレームの駆動後状態データと現フレームでの表示データとの組合せに応じた
差分値を、現フレームの表示データに加算・減算して、駆動後状態データを求めて、フレ
ームメモリに記憶することが記載されている。
【特許文献１】特開２００２－２９７１０４号公報対応米国公開公報：ＵＳ－２００２－
０１４０６５２－Ａ１
【特許文献２】特開２００２－６２８５号公報
【特許文献１】特開２００２－２０２７６３号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の通り、駆動補償方式などにより液晶表示パネルを駆動するためには、供給される
現フレームの表示データ（またはそれから生成された現フレームの駆動後状態データなど
の現フレームデータ）をフレームメモリに格納し、フレームメモリに格納されている前フ
レームの表示データ（または駆動後状態データなどの前フレームデータ）と現フレームの
表示データとの関係から、現フレームの表示駆動データを生成する必要がある。そのため
、フレームメモリは、少なくとも、前フレームの表示データ（または駆動後状態データな
どの前フレームデータ）と、現フレームの表示データ（または駆動後状態データなどの現
フレームデータ）とを格納する必要があり、大容量のフレームメモリを必要とし、コスト
アップになるという課題を有する。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、フレームメモリの容量を小さくすることができる表示パネル
用制御装置及びそれを有する表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の側面によれば、供給される表示データに
したがって表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する表示パネル用制御装置におい
て、現フレームの表示データと、前フレームの表示データまたは当該表示データから生成
された表示関連データのいずれかを有する前フレームデータとに基づいて、同期信号に同
期して、前記表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する駆動データ生成ユニットを
有する。そして、前記現フレームの表示データまたは当該表示データから生成された表示
関連データのいずれかを有する現フレームデータが、前記同期信号に同期して書き込まれ
、当該書き込まれた現フレームデータが、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して
読み出され、フレームメモリに書き込まれる第１のバッファメモリと、前記フレームメモ
リから読み出された前フレームデータが、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して
書き込まれ、当該書き込まれた前フレームデータが、前記同期信号に同期して読み出され
、前記駆動データ生成ユニットに供給される第２のバッファメモリとを有する。そして、
前記フレームメモリでは、同期信号に対応する同期期間中に、前記前フレームデータが読
み出され、その後、前記現フレームデータが書き込まれる。
【０００９】
　上記の第１の側面において、好ましい実施例では、前記表示関連データは、例えば、表
示駆動データや、表示駆動データから生成される駆動後状態データなど、表示データに関
連するデータである。このような表示データまたは表示関連データのいずれかを有するフ
レームデータをフレームメモリに格納しておき、表示パネル用制御装置は、現フレームの
表示データと、当該フレームメモリ内に格納しておいた前フレームデータとから、現フレ
ームの表示駆動データを生成する。
【００１０】
　上記の第１の側面において、好ましい実施例では、第１及び第２のバッファメモリは、
表示パネルの１ライン分のデータを格納するラインメモリであり、前記同期期間は、１ラ
インの駆動期間に対応する水平同期期間である。このように、１対のラインメモリを設け
て、その読み出し動作と書き込み動作とを異なる速度で並列に行うことで、同期期間の前
半でフレームメモリから前フレームデータを読み出し、同期期間の後半でフレームメモリ
に現フレームデータを書き込むことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　上記発明の第１の側面によれば、同期期間中において、前フレームデータを第２のバッ
ファメモリを介してフレームメモリから読み出し、その後、現フレームデータを第１のバ
ッファメモリを介してフレームメモリに書き込むことができる。その結果、フレームメモ
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リは１フレーム分のデータを格納する容量があればよく、その容量を小さくすることがで
きる。この同期期間は、例えば、表示パネルの１ラインに対応する水平同期期間であるこ
とが好ましい。または、表示パネルの数ラインに対応する期間であってもよい。さらに、
第１のバッファメモリの高速読み出しクロックと第２のバッファメモリの高速書き込みク
ロックとは、必ずしも同じ高速クロックである必要はなく、フレームメモリの高速読み出
しに対応する第２のバッファメモリの高速書き込みと、フレームメモリの高速書き込みに
対応する第１のバッファメモリの高速読み出しとが、同じ同期期間内で完了するような、
別々の高速クロックであってもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面にしたがって本発明の実施の形態について説明する。但し、本発明の技術的
範囲はこれらの実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された事項とその均等物
まで及ぶものである。
【００１３】
　図１は、本実施の形態における液晶表示装置の全体構成図である。液晶表示装置２０は
、例えばＰＣなどの表示信号生成装置１０に接続され、表示入力信号として、クロックＣ
ＬＫと、画素毎の表示データＤＡＴＡと、水平同期信号と垂直同期信号を含むイネーブル
信号ENABLEとが表示信号生成装置１０から液晶表示装置２０に供給される。液晶表示装置
２０は、液晶パネル２２と、ソースドライバＳＤを搭載するソースドライバ基板２４と、
ゲートドライバＧＤを搭載するゲートドライバ基板２６と、入力信号からソースドライバ
ＳＤやゲートドライバＧＤに供給するドライバ制御信号Ｓｃ，Ｇｃを生成する表示制御装
置２８とを有する。液晶表示パネル２２は、図示されるように、水平方向に複数のゲート
線ＧＬと、垂直方向に複数のソース線ＳＬと、それらの交差位置にセルトランジスタＴＦ
Ｔと液晶画素ＬＣとを有する。そして、表示制御装置２８は、表示信号生成装置１０から
のクロックＣＬＫとイネーブル信号ENABLEとに同期して、または、それらの信号から生成
した内部クロックと内部同期信号に同期して、ソースドライバＳＤやゲートドライバＧＤ
の駆動タイミングを制御する。したがって、ソースドライバ用の制御信号Ｓｃは、ソース
線駆動信号とそのタイミング信号を有し、また、ゲートドライバ用の制御信号Ｇｃは、ゲ
ート線駆動タイミング信号を有する。ソース線駆動信号は、液晶画素に印加される駆動電
圧に対応する信号である。
【００１４】
　図２は、本実施の形態における表示パネル用制御装置の構成図である。この表示制御装
置２８は、供給される現フレームの表示データＤＡＴＡＣと、前フレームの表示データま
たは表示関連データ（前フレームデータ）ＤＡＴＡＰとに基づいて、クロックＣＬＫとイ
ネーブル信号ENABLEに同期して、表示用の駆動データＤdataを生成する駆動データ生成ユ
ニット３０と、その駆動データＤdataと、クロックＣＬＫとイネーブル信号ENABLEとに基
づいて、ドライバ制御信号Ｓｃ，Ｇｃを生成するドライバ制御信号生成ユニット３２とを
有する。更に、表示制御装置２８は、前フレームの表示データまたは表示関連データ（前
フレームデータ）を格納するためのフレームメモリＦＭにアクセス可能であり、そのアク
セス制御のためのメモリ制御回路３４を有する。また、表示制御装置２８は、フレームメ
モリＦＭの容量を１フレーム分のフレームデータを格納できる容量に削減するために、１
対のメモリバッファとして、ラインメモリＡとラインメモリＢとを有し、これらのライン
メモリへの制御は、メモリ制御回路３４により行われる。更に、供給されるクロックＣＬ
Ｋから、それより高速の内部クロックＣＬＫ１を生成するＰＬＬ回路が設けられている。
【００１５】
　フレームメモリＦＭは、例えば、同期型のＤＲＡＭであり、データ入出力端子Ｄと、ク
ロック端子ＣＬＫと、リードイネーブル端子Ｒｆ、ライトイネーブル端子Ｗｆとを有する
。リードイネーブル端子Ｒｆとライトイネーブル端子Ｗｆとは、共通の制御端子でもよい
。そして、フレームメモリＦＭは、１フレーム分の表示データまたは関連表示データ（フ
レームデータ）を記憶する容量を有する。このような大容量のフレームメモリＦＭは、通
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常のメモリと同様に、共通のデータ入出力端子Ｄを介して書き込み動作と読み出し動作と
を時分割で行う。
【００１６】
　一方、バッファメモリであるラインメモリＡ，Ｂは、いずれもデュアルポートメモリで
あり、データ入力端子Ｄｉｎとデータ出力端子Ｄｏｕｔとを個別に有し、書き込み動作と
読み出し動作とを同時に行うことが可能である。したがって、それぞれの端子Ｄｉｎ，Ｄ
ｏｕｔに対応して、書き込みクロックＷＣＬＫと読み出しクロックＲＣＬＫとが入力され
、ライトイネーブル信号Ｗａ、Ｗｂとリードイネーブル信号Ｒａ、Ｒｂとに基づいて、そ
れぞれの書き込み動作と読み出し動作とが個別に制御される。
【００１７】
　ラインメモリＡには、ライトクロックＷＣＬＫとして、クロックＣＬＫが供給され、供
給される現フレームの表示データＤＡＴＡＣの供給速度にタイミングを合わせて、現フレ
ームの表示データＤＡＴＡＣ（または表示関連データＤdata、ＤＣdataなどの現フレーム
データ）が書き込まれる。また、ラインメモリＡには、リードクロックＲＣＬＫとして、
高速クロックＣＬＫ１が供給され、表示データの供給速度より高速に現フレーム表示デー
タＤＡＴＡＣ（または表示関連データＤdata、ＤＣdataなどの現フレームデータ）が読み
出され、フレームメモリＦＭに書き込まれる。
【００１８】
　また、ラインメモリＢには、ライトクロックＷＣＬＫとして、高速クロックＣＬＫ１が
供給され、フレームメモリＦＭから読み出された前フレームの表示データＤＡＴＡＰ（ま
たは表示関連データＤdata、ＤＣdataなどの前フレームデータ）が書き込まれる。また、
ラインメモリＢには、リードクロックＲＣＬＫとして、高速クロックＣＬＫ１が供給され
、表示データの供給速度より高速に前フレーム表示データＤＡＴＡＣ（または表示関連デ
ータＤdata、ＤＣdataなどの前フレームデータ）が読み出され、駆動データ生成ユニット
３０に供給される。
【００１９】
　メモリ制御回路３４は、イネーブル信号ENABLEにしたがって、ラインメモリＡ，Ｂとフ
レームメモリＦＭへのリードイネーブル信号Ｒａ，Ｒｂ，Ｒｆと、ライトイネーブル信号
Ｗａ，Ｗｂ，Ｗｆを生成し、各メモリの制御を行う。なお、図中、メモリへのアドレスに
ついては省略している。
【００２０】
　図３は、本実施の形態における表示制御装置の動作波形図である。本実施の形態では、
現フレームの表示データまたは表示関連データＤdata、ＤＣdataのいずれかを有する現フ
レームデータがフレームメモリに書き込まれ、同様の前フレームデータがフレームメモリ
から読み出されるが、以下の図３の動作説明では、現フレームデータとして現フレームの
表示データを、前フレームデータとして前フレームの表示データを例にして説明する。ま
た、図３は、ＰＬＬ回路が生成する高速クロックＣＬＫ１が、入力クロックＣＬＫの２倍
の周波数を有する場合の例である。
【００２１】
　入力信号であるイネーブル信号ENABLEは、水平同期期間Ｈ１，Ｈ２でＨレベルになり、
ブランク期間でＬレベルになる信号である。図示されないが、垂直同期のタイミングは、
水平同期期間の間のブランク期間よりも長いブランク期間で識別可能になっている。この
イネーブル信号の水平同期期間Ｈ１，Ｈ２に同期して、現フレームの表示データDATAC1,D
ATAC2が入力される。
【００２２】
　水平同期期間Ｈ１で入力される現フレームの表示データDATAC1は、クロックＣＬＫに同
期して入力され、駆動データ生成ユニット３０に供給されると共に、ラインメモリＡを介
して、フレームメモリＦＭに書き込まれる。つまり、入力される現フレームの表示データ
DATAC1は、水平同期期間Ｈ１の全期間においてクロックＣＬＫに同期してラインメモリＡ
に書き込まれる。一方、フレームメモリＦＭからは、水平同期期間Ｈ１の前半で、高速ク
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ロックＣＬＫ１に同期して、前フレームの表示データDATAP1が読み出され、その表示デー
タDATAP1が同じ高速クロックＣＬＫ１に同期してラインメモリＢに書き込まれる。また、
ラインメモリＢからは、水平同期期間Ｈ１の全期間において、クロックＣＬＫに同期して
、前記書き込まれた前フレームの表示データDATAP1が読み出され、駆動データ生成ユニッ
ト３０に供給される。駆動データ表示ユニット３０は、クロックＣＬＫに同期して、現フ
レームの表示データDATAC1と、前フレームの表示データDATAP1とが供給され、それらの表
示データに基づいて、表示駆動データＤdataと駆動後状態データＤＣdataとを生成する。
そして、ラインメモリＡからは、水平同期期間Ｈ１の後半で、高速クロックＣＬＫ１に同
期して、書き込まれた現フレームの表示データDATAC1が読み出され、その表示データが同
じ高速クロックＣＬＫ１に同期して、フレームメモリＦＭに書き込まれる。
【００２３】
　上記のように、表示制御装置２８は、デュアルポート構成のラインメモリＡとラインメ
モリＢとを設け、現フレームの表示データDATAC1を、ラインメモリＡを経由して、水平同
期期間Ｈ１の後半でフレームメモリＦＭに書き込み、前フレームの表示データDATAP1を、
水平同期期間Ｈ１の前半でフレームメモリＦＭから読み出し、ラインメモリＢを経由して
、駆動データ生成ユニット３０に供給する。つまり、フレームメモリＦＭの前フレームデ
ータの読み出しと現フレームデータの書き込みとを、同じ水平同期期間の前半と後半とで
時分割で行うことで、フレームメモリの容量を、１フレーム分に削減することができる。
したがって、高速クロックＣＬＫ１は、１つの水平同期期間内でフレームメモリへの１フ
レーム分のフレームデータの読み出しと書き込みとが完了する程度の高速クロックであれ
ばよい。つまり、同じ高速クロックＣＬＫ１でラインメモリＡ，Ｂとフレームメモリのア
クセスを制御する場合は、当該高速クロックＣＬＫ１は、供給されるクロックＣＬＫの２
倍以上の周波数を有する必要がある。または、別々の高速クロックでラインメモリＡ、Ｂ
のアクセスを制御する場合は、例えば、一方が３倍の周波数、他方が１．５倍の周波数の
ように、１つの水平同期期間内で、フレームメモリへの読み出し動作と書き込み動作とが
完了するような周波数にする必要がある。ただし、その場合は、フレームメモリへのアク
セスクロックもラインメモリＡ，Ｂへの高速クロックに対応させる必要がある。
【００２４】
　駆動データ生成ユニット３０は、供給される現フレームの表示データDATAC1と、フレー
ムメモリＦＭからラインメモリＢを介して読み出された前フレームの表示データDATAP1と
に基づいて、表示駆動データＤdataを生成し、ドライバ制御信号生成ユニット３２に供給
する。また、駆動データ生成ユニット３０は、必要に応じて、表示駆動データＤdataに加
えて、その表示駆動データでパネルを駆動した結果の状態である駆動後状態データＤＣda
taを、現フレームの表示データから生成する。そして、必要に応じて、表示駆動データＤ
dataまたは駆動後状態データＤＣdataが、表示関連データとして、フレームメモリＦＭに
現フレームデータとして書き込まれる。その場合は、駆動データ生成ユニット３０は、現
フレーム表示データと、フレームメモリに格納されている前フレームの表示関連データＤ
dataまたはＤＣdataとに基づいて、現フレームでの表示駆動データＤdataを生成する。こ
の生成は、前述の特許文献１に記載されるとおりである。
【００２５】
　なお、各メモリや駆動データ生成ユニットへの同期クロックは、外部から表示データと
共に供給されるクロックＣＬＫとそれから生成された高速クロックＣＬＫ１ではなく、表
示制御装置２８で独自に生成したクロックと高速クロックでもよい。
【００２６】
　図４は、ラインメモリＡの動作を示すタイミング波形図である。書き込み用クロックＷ
ＣＬＫは、供給クロックＣＬＫであり、ライトイネーブル信号ＷａがＬレベルの期間（水
平同期期間Ｈ１の全期間）、書き込み用クロックＷＣＬＫに同期して、現フレームの８画
素の表示データＤＡＴＡＣが書き込まれる。書き込みのイネーブル信号ENABLEは、ライト
イネーブル信号ＷａがＬレベルの期間であって、クロックＤＬＫに同期する８画素の表示
データが有効な期間を示す。また、ラインメモリＡは、水平同期期間Ｈ１の後半において
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、リードイネーブル信号ＲａがＬレベルの期間、２倍の周波数をもつ高速の読み出し用ク
ロックＲＣＬＫに同期して、現フレームの１０画素の表示データＤＡＴＡＣが読み出され
て、フレームメモリに書き込まれる。読み出しのイネーブル信号ENABLEも、リードイネー
ブル信号ＲａがＬレベルの期間であって、クロックＤＬＫ１に同期する８画素の表示デー
タが有効な期間を示す。このように、ラインメモリＡを介することにより、フレームメモ
リへの書き込み期間を、水平同期期間Ｈ１の後半の短い期間にすることができる。なお、
表示データに代えて、表示駆動データや駆動後状態データなどの表示関連データをライン
メモリＡを介してフレームメモリに書き込んでもよいことは、前述した通りである。
【００２７】
　図５は、ラインメモリＢの動作を示すタイミング波形図である。書き込み用クロックＷ
ＣＬＫは、高速クロックＣＬＫ１であり、水平同期期間Ｈ１の前半にて、ライトイネーブ
ル信号ＷｂがＬレベルの期間、書き込み用クロックＷＣＬＫに同期して、前フレームの８
画素の表示データＤＡＴＡＰが書き込まれる。この前フレームデータは、高速クロックＣ
ＬＫ１に同期してフレームメモリから読み出されたものである。また、ラインメモリＡは
、水平同期期間Ｈ１の全期間において、リードイネーブル信号ＲａがＨレベルの期間、低
速の読み出し用クロックＲＣＬＫに同期して、前フレームの８画素の表示データＤＡＴＡ
Ｐが読み出されて、駆動データ生成ユニット３０に供給される。なお、表示データに代え
て、表示駆動データや駆動後状態データなどの表示関連データをラインメモリＡを介して
フレームメモリから読み出してもよいことは、前述した通りである。
【００２８】
　図６は、本実施の形態における表示制御装置の別の動作波形図である。この例は、ＰＬ
Ｌ回路により、供給クロックＣＬＫに対して３倍の周波数の高速クロックＣＬＫ１が生成
される例である。この例においても、図３と同様に、水平同期期間Ｈ１の前半で、前フレ
ームデータをフレームバッファから読み出し、ラインメモリＢを介して駆動データ生成ユ
ニットに供給することと、水平同期期間Ｈ１の後半で、現フレームデータをラインメモリ
Ａを介してフレームメモリに書き込む。但し、高速クロックＣＬＫ１が３倍の周波数を有
するので、水平同期期間Ｈ１の最初の１／３の期間で、フレームメモリから前フレームデ
ータＤＡＴＡＰが読み出され、ラインメモリＢに書き込まれる。また、水平同期期間Ｈ１
の最後の１／３の期間で、ラインメモリＡから現フレームデータが読み出され、フレーム
メモリに書き込まれる。より速い高速クロックを利用することで、フレームメモリの読み
出し動作期間と書き込み動作期間との間に、余裕を持たせることができる。
【００２９】
　図７は、ラインメモリＡの動作を示すタイミング波形図である。図４と同様に、ライン
メモリＡには、水平同期期間Ｈ１の全期間にわたり、クロックＣＬＫに同期して８画素の
現フレームデータＤＡＴＡＣが書き込まれる。一方、図４とは異なり、水平同期期間Ｈ１
の最後の１／３の期間で、高速クロックＣＬＫ１に同期して、８画素の現フレームデータ
ＤＡＴＡＣが読み出され、フレームメモリに書き込まれる。
【００３０】
　図８は、ラインメモリＢの動作を示すタイミング波形図である。図５とは異なり水平同
期期間Ｈ１の最初の１／３の期間で、前フレームデータＤＡＴＡＰがフレームメモリから
読み出され、ラインメモリＢに書き込まれる。一方、図５と同様に、水平同期期間Ｈ１の
全期間にわたり、クロックＣＬＫに同期して、前フレームデータＤＡＴＡＰが読み出され
、駆動データ生成ユニットに供給される。
【００３１】
　なお、上記の前フレームデータＤＡＴＡＰと現フレームデータＤＡＴＡＣは、表示デー
タまたは当該表示データから生成された表示関連データ（表示駆動データＤdataまたは駆
動後状態データＤＣdata）のいずれかである。
【００３２】
　ＰＬＬ回路により生成される高速クロックＣＬＫ１の周波数は、例えば、供給クロック
ＣＬＫが低速の場合は、３倍周波数にし、供給クロックＣＬＫが高速の場合は、２倍周波
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数にし、ラインメモリやフレームメモリへの高速アクセスを同等の速度に維持するように
することが望ましい。その場合は、図２における周波数検出回路３５が、供給クロックＣ
ＬＫの周波数を検出し、それに応じてＰＬＬ回路が生成する高速クロックＣＬＫ１の周波
数を制御する。
【００３３】
　以上の実施の形態をまとめると、以下の付記の通りである。
【００３４】
　（付記１）供給される表示データにしたがって表示パネルを駆動する表示駆動データを
生成する表示パネル用制御装置において、
　現フレームの表示データと、前フレームの表示データまたは当該表示データから生成さ
れた表示関連データのいずれかを有する前フレームデータとに基づいて、同期信号に同期
して、前記表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する駆動データ生成ユニットと、
　前記現フレームの表示データまたは当該表示データから生成された表示関連データのい
ずれかを有する現フレームデータが、前記同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込ま
れた現フレームデータが、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して読み出されフレ
ームメモリに書き込まれる第１のバッファメモリと、
　前記フレームメモリから読み出された前フレームデータが、前記同期信号より速い高速
同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた前フレームデータが、前記同期信号に
同期して読み出され前記駆動データ生成ユニットに供給される第２のバッファメモリとを
有し、
　前記フレームメモリに対して、同期信号に対応する同期期間中に、前記前フレームデー
タを読み出し、その後、前記現フレームデータを書き込むことを特徴とする表示パネル用
制御装置。
【００３５】
　（付記２）付記１において、
　前記表示関連データは、前記表示駆動データ、当該表示駆動データで駆動された時の駆
動後状態を示す駆動後状態データのいずれかを有する表示データに関連するデータである
ことを特徴とする表示パネル用制御装置。
【００３６】
　（付記３）付記１において、
　前記第１及び第２のバッファメモリは、表示パネルの１ライン分のデータを格納するラ
インメモリであり、前記同期期間は、１ラインの駆動期間に対応する水平同期期間である
ことを特徴とする表示パネル用制御装置。
【００３７】
　（付記４）付記１において、
　前記高速同期信号は、前記同期期間内で前記フレームメモリの読み出し動作と書き込み
動作とが完了する程度に高速であることを特徴とする表示パネル用制御装置。
【００３８】
　（付記５）供給される表示データにしたがって表示パネルを駆動する表示駆動データを
生成する表示パネル用制御装置において、
　現フレームの表示データと、前フレームの表示データに関連する前フレームデータとに
基づいて、同期信号に同期して、前記表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する駆
動データ生成ユニットと、
　前記現フレームの表示データに関連する現フレームデータが、水平同期期間に、前記同
期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた現フレームデータが、前記水平同期期間
の後半期間中に、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して読み出され、フレームメ
モリに書き込まれる第１のラインメモリと、
　前記フレームメモリから読み出された前フレームデータが、前記水平同期期間の前半期
間中に、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた前
フレームデータが、前記水平同期期間中に、前記同期信号に同期して読み出され、前記駆
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動データ生成ユニットに供給される第２のラインメモリとを有し、
　前記フレームメモリに対して、前記水平同期期間中に、前記前フレームデータを読み出
し、その後、前記現フレームデータを書き込むことを特徴とする表示パネル用制御装置。
【００３９】
　（付記６）付記５において、
　前記表示データに関連する現フレームデータまたは前フレームデータは、表示データ、
表示駆動データ、または、当該表示駆動データで駆動された後の状態を示す駆動後状態デ
ータのいずれかであることを特徴とする表示パネル用制御装置。
【００４０】
　（付記７）付記５において、
　前記第１のラインメモリと第２のラインメモリに対する前記高速同期信号が、共通の高
速同期信号であり、当該高速同期信号は、前記同期信号より２倍以上速いクロック信号で
あることを特徴とする表示パネル制御装置。
【００４１】
　（付記８）付記７において、
　前記共通の高速同期信号の周波数は、前記供給される表示データに対応する同期信号の
周波数に応じて、適宜選択されることを特徴とする表示パネル制御装置。
【００４２】
　（付記９）表示パネルと、供給される表示データにしたがって前記表示パネルを駆動す
る表示駆動データを生成する表示パネル用制御装置を有する表示装置において、
　前記表示パネル用制御装置は、
　現フレームの表示データと、前フレームの表示データまたは当該表示データから生成さ
れた表示関連データのいずれかを有する前フレームデータとに基づいて、同期信号に同期
して、前記表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する駆動データ生成ユニットと、
　前記現フレームの表示データまたは当該表示データから生成された表示関連データのい
ずれかを有する現フレームデータが、前記同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込ま
れた現フレームデータが、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して読み出されフレ
ームメモリに書き込まれる第１のバッファメモリと、
　前記フレームメモリから読み出された前フレームデータが、前記同期信号より速い高速
同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた前フレームデータが、前記同期信号に
同期して読み出され前記駆動データ生成ユニットに供給される第２のバッファメモリとを
有し、
　前記フレームメモリに対して、同期信号に対応する同期期間中に、前記前フレームデー
タを読み出し、その後、前記現フレームデータを書き込むことを特徴とする表示装置。
【００４３】
　（付記１０）付記９において、
　前記表示パネルは、液晶表示パネルであることを特徴とする表示装置。
【００４４】
　（付記１１）表示パネルと、供給される表示データにしたがって前記表示パネルを駆動
する表示駆動データを生成する表示パネル用制御装置を有する表示装置において、
　前記表示パネル用制御装置は、
　現フレームの表示データと、前フレームの表示データに関連する前フレームデータとに
基づいて、同期信号に同期して、前記表示パネルを駆動する表示駆動データを生成する駆
動データ生成ユニットと、
　前記現フレームの表示データに関連する現フレームデータが、水平同期期間に、前記同
期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた現フレームデータが、前記水平同期期間
の後半期間中に、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して読み出され、フレームメ
モリに書き込まれる第１のラインメモリと、
　前記フレームメモリから読み出された前フレームデータが、前記水平同期期間の前半期
間中に、前記同期信号より速い高速同期信号に同期して書き込まれ、当該書き込まれた前
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フレームデータが、前記水平同期期間中に、前記同期信号に同期して読み出され、前記駆
動データ生成ユニットに供給される第２のラインメモリとを有し、
　前記フレームメモリに対して、前記水平同期期間中に、前記前フレームデータを読み出
し、その後、前記現フレームデータを書き込むことを特徴とする表示装置。
【００４５】
　（付記１２）付記１１において、
　前記表示パネルは、液晶表示パネルであることを特徴とする表示装置。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本実施の形態における液晶表示装置の全体構成図である。
【図２】本実施の形態における表示パネル用制御装置の構成図である。
【図３】本実施の形態における表示制御装置の動作波形図である。
【図４】ラインメモリＡの動作を示すタイミング波形図である
【図５】ラインメモリＢの動作を示すタイミング波形図である
【図６】本実施の形態における表示制御装置の別の動作波形図である。
【図７】ラインメモリＡの動作を示すタイミング波形図である。
【図８】ラインメモリＢの動作を示すタイミング波形図である。
【符号の説明】
【００４７】
２８：表示パネル制御装置、３０：駆動データ生成ユニット
３２：ドライバ制御信号生成ユニット、ＣＬＫ：同期信号
ＣＬＫ１：高速同期信号、ＦＭ：フレームメモリ
ＤＡＴＡＣ：現フレームデータ、ＤＡＴＡＰ：前フレームデータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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