
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のフレーム期間のうちの少なくとも一つのフレーム期間を通じて表示する階調を表
示すべく、マトリクス状に配置された複数の表示素子から構成される領域に、該複数の表
示素子を選択するための走査信号を供給するために用いる複数の走査線及び前記複数の表
示素子が表示すべき階調を特定するためのデータ信号を供給するために用いる複数のデー
タ線を用いて前記複数の表示素子を駆動することにより、前記階調を表示させる表示素子
の駆動方法であって、
　前記複数の表示素子から構成される領域のうち、表示領域に含まれる表示素子に対応す
る走査線に対して前記走査信号を供給し、非表示領域に含まれる表示素子に対応する走査
線に対して前記走査信号を供給しない第１の供給ステップと、
　前記表示領域に含まれる表示素子に対応する走査線と、前記非表示領域に含まれる表示
素子に対応する走査線との両方に対して前記走査信号を供給する第２の供給ステップと、
を含み、
　前記各フレーム期間は、複数のサブフィールド期間を有し、
　前記第１の供給ステップ及び前記第２の供給ステップの両ステップは、それぞれ、前記
各フレーム期間に少なくとも１回実行され、
　前記各サブフィールド期間に、前記第１の供給ステップ及び前記第２の供給ステップの
うちいずれかが実行されることを特徴とする表示素子の駆動方法。
【請求項２】
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　前記第２の供給ステップは、前記複数のサブフィールド期間のうちの一のサブフィール
ド期間に実行され、前記第１の供給ステップは、前記複数のサブフィールド期間のうち前
記一のサブフィールド期間以外の残りのサブフィールド期間に実行されることを特徴とす
る請求項１記載の表示素子の駆動方法。
【請求項３】
　前記第１の供給ステップ及び前記第２の供給ステップは、それぞれ周期的に実行される
ことを特徴とする請求項１記載の表示素子の駆動方法。
【請求項４】
　前記第２の供給ステップの周期は、前記第１の供給ステップの周期より長いことを特徴
とする請求項３記載の表示素子の駆動方法。
【請求項５】
　前記第２の供給ステップは、前記非表示領域の走査線に前記走査信号を供給するときに
、前記表示素子を駆動させない前記データ信号を前記データ線に印加するステップを有す
ることを特徴とする請求項１記載の表示素子の駆動方法。
【請求項６】
　画像データにより規定される、複数のフレーム期間のうちの少なくとも一つのフレーム
期間を通じて表示する階調を表示すべく、マトリクス状に配置された複数の表示素子から
構成される領域に、該複数の表示素子を選択するための走査信号を供給するために用いる
複数の走査線及び前記複数の表示素子が表示すべき階調を特定するためのデータ信号を供
給するために用いる複数のデータ線を用いて前記複数の表示素子を駆動することにより、
前記階調を表示させる電子機器であって、
　前記画像データを特定するための情報を入力するための入力回路と、
　前記入力回路から入力された前記情報に従って画像データを生成する生成回路と、
　前記生成回路により生成された前記画像データを表示させる表示回路とを含み、
　前記各フレーム期間は、複数のサブフィールド期間を有し、
　前記表示回路は、前記各フレーム期間内の一のサブフィールドにおいて、前記複数の表
示素子から構成される領域のうち、表示領域に含まれる表示素子に対応する走査線に対し
て前記走査信号を供給する一方、非表示領域に含まれる表示素子に対応する走査線に対し
て前記走査信号を供給せず、
　前記各フレーム期間内の他のサブフィールドにおいて、前記表示領域に含まれる表示素
子に対応する走査線と、前記非表示領域に含まれる表示素子に対応する走査線との両方に
対して前記走査信号を供給することを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶のような表示素子の駆動方法、及び該表示素子の駆動方法を用いた電子機
器に関する。
【０００２】
【従来技術】
従来、文字や画像を表示するための領域を構成するマトリクス状に配置された複数の表示
素子を、該複数の表示素子に接続されたＴＦＴ（ Thin Film Transistor：薄膜トランジス
タ）のような複数のスイッチング素子を用いて駆動するという表示素子の駆動方法が用い
られている。より詳しくは、行方向（Ｘ方向）、即ち走査線の方向に並ぶ所定数のスイッ
チング素子の同時起動を列方向（Ｙ方向）、即ちデータ線の方向に順次行うという、いわ
ゆる線順次を、前記複数のスイッチング素子の起動を制御するための複数の走査線に順次
前記複数のスイッチング素子を起動するための即ち前記複数の表示素子を駆動するための
走査信号を順次供給することにより行う。
【０００３】
上記したように、前記各走査線は、前記各所定数のスイッチング素子を起動するために、
即ち、所定数の表示素子を駆動するために用いられる。したがって、前記した領域のうち
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の一部の領域のみに上記した文字や画像を表示しようとするときには、前記複数の走査線
のうち、前記一部の領域内の表示素子に対応する走査線のみに前記走査線を供給すること
により、前記一部の領域に前記文字や画像を表示することができる。即ち、前記文字や画
像を表示させない、前記一部の領域以外の他部の領域内の表示素子に対応する走査線に前
記走査信号を供給することなく、前記一部の領域に前記文字や画像を表示することができ
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記スイッチング素子の特性、例えば、オフ抵抗が充分に大きくないとい
う特性に起因して、前記スイッチング素子を介して前記他部の領域内の表示素子に電流が
漏洩することにより、前記他部の領域にまだら模様が生じるという問題があった。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明に係る表示素子の駆動方法は、複数のフレーム期間
のうちの少なくとも一つのフレーム期間を通じて表示する階調を表示すべく、マトリクス
状に配置された複数の表示素子から構成される領域に、該複数の表示素子を選択するため
の走査信号を供給するために用いる複数の走査線及び前記複数の表示素子が表示すべき階
調を特定するためのデータ信号を供給するために用いる複数のデータ線を用いて前記複数
の表示素子を駆動することにより、前記階調を表示させる表示素子の駆動方法であって、
前記複数の表示素子から構成される領域のうち、表示領域に含まれる表示素子に対応する
走査線に対して前記走査信号を供給し、非表示領域に含まれる表示素子に対応する走査線
に対して前記走査信号を供給しない第１の供給ステップと、前記表示領域に含まれる表示
素子に対応する走査線と、前記非表示領域に含まれる表示素子に対応する走査線との両方
に対して前記走査信号を供給する第２の供給ステップと、を含み、前記各フレーム期間は
、複数のサブフィールド期間を有し、前記第１の供給ステップ及び前記第２の供給ステッ
プの両ステップは、それぞれ、前記各フレーム期間に少なくとも１回実行され、前記各サ
ブフィールド期間に、前記第１の供給ステップ及び前記第２の供給ステップのうちいずれ
かが実行されることを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明に係る電子機器は、画像データにより規定される、複数のフレーム期間の
うちの少なくとも一つのフレーム期間を通じて表示する階調を表示すべく、マトリクス状
に配置された複数の表示素子から構成される領域に、該複数の表示素子を選択するための
走査信号を供給するために用いる複数の走査線及び前記複数の表示素子が表示すべき階調
を特定するためのデータ信号を供給するために用いる複数のデータ線を用いて前記複数の
表示素子を駆動することにより、前記階調を表示させる電子機器であって、前記画像デー
タを特定するための情報を入力するための入力回路と、前記入力回路から入力された前記
情報に従って画像データを生成する生成回路と、前記生成回路により生成された前記画像
データを表示させる表示回路とを含み、前記各フレーム期間は、複数のサブフィールド期
間を有し、前記表示回路は、前記各フレーム期間内の一のサブフィールドにおいて、前記
複数の表示素子から構成される領域のうち、表示領域に含まれる表示素子に対応する走査
線に対して前記走査信号を供給する一方、非表示領域に含まれる表示素子に対応する走査
線に対して前記走査信号を供給せず、前記各フレーム期間内の他のサブフィールドにおい
て、前記表示領域に含まれる表示素子に対応する走査線と、前記非表示領域に含まれる表
示素子に対応する走査線との両方に対して前記走査信号を供給することを特徴とする。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明に係る表示素子の駆動方法の具体例について説明する。
[具体例１ ]
図１は、具体例１の駆動方法の駆動対象である表示素子を示す。複数の表示素子１０は、
例えば文字や画像を表示するための領域２０を形成すべく、図１に示されるように、ｍ行
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ｎ列のマトリクス状に配置されている。前記複数の表示素子１０の駆動は、該複数の表示
素子１０を、例えば、ＴＦＴのようなスイッチング素子を介して駆動する、即ち該複数の
表示素子１０を選択するための走査信号を供給するために用いるｍ本の走査線ＳＬ１～Ｓ
Ｌｍ、及び前記複数の表示素子１０のそれぞれが少なくとも１フレーム期間を通じて表示
すべきニ階調及び多階調のような階調を特定するためのデータ信号を供給するために用い
るｎ本のデータ線ＤＬ１～ＤＬｎを用いて制御される。
【０００８】
上記した表示素子１０は、従来よく知られた線順次駆動方法または従来よく知られたサブ
フィールド駆動方法を含む具体例１の駆動方法により駆動される。前記線順次駆動方法に
よれば、上述したように、走査線の方向に並ぶ所定数のスイッチング素子の同時起動をデ
ータ線の方向に順次行う。
【０００９】
他方、前記サブフィールド駆動方法によれば、１フレーム期間の間に、行方向（Ｘ方向）
に並ぶ所定数の表示素子１０（例えば、走査線ＳＬ１上に並ぶｎ個の表示素子）の同時選
択を列方向（Ｙ方向）に順次行う、即ち、走査線ＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３、．．．、ＳＬ
（ｍ－１）、ＳＬｍ、ＳＬ１、ＳＬ２、．．．の順序で該走査線に前記走査信号を供給す
るという線順次を行うこと、及び、前記所定数の表示素子のためのデータ信号を前記所定
数の表示素子１０のそれぞれに前記データ線ＤＬ１～ＤＬｎを介して供給することに加え
て、１フレーム期間を構成する複数のサブフィールド期間の各サブフィールド期間に、前
記走査線ＳＬ１～ＳＬｍの線順次による一巡を１回行う。このようにして、前記走査線に
供給された前記走査信号により選択された前記表示素子１０に、前記データ線に供給され
た前記データ信号を与えることにより、前記表示素子１０を駆動する。該表示素子１０は
、次に同様にして駆動されるまで、前記データ信号により供給された電荷を保持する。
【００１０】
前記動作を言い換えれば、各サブフィールド期間の間に、走査線ＳＬ１上に配置された所
定数の表示素子１０の駆動、走査線ＳＬ２上に配置された所定数の表示素子１０の駆動、
．．．、ＳＬｍ上に配置された所定数の表示素子１０の駆動を必ず１回行う。前記複数の
サブフィールド期間のうちのいずれのサブフィールド期間で前記表示素子１０に前記デー
タ信号を供給するかにより、１フレーム期間内で、前記表示素子１０が前記データ信号に
より供給される前記電荷を保持する期間の長さにパルス幅変調を施す。これにより、前記
表示素子１０への電圧実効値を変え、前記表示素子１０に前記階調を、より正確には多階
調を表示させることができる。
【００１１】
以下の説明では、説明及び理解を容易にすべく、前記領域２０が、階調を表示しない領域
Ｓａ（以下、「非表示領域Ｓａ」という。）、階調を表示する領域Ｓｂ（以下、「表示領
域Ｓｂ」という。）、及び階調を表示しない領域Ｓｃ（以下、「非表示領域Ｓｃ」という
。）に予め分けられており、非表示領域Ｓａには、走査線ＳＬ１～ＳＬｐが対応し、表示
領域Ｓｂには、走査線ＳＬ（ｐ＋１）～ＳＬｑが対応し、非表示領域Ｓｃには、走査線Ｓ
Ｌ（ｑ＋１）～ＳＬｍが対応することを想定する。
【００１２】
図２は、サブフィールド期間に基づく具体例１の駆動方法のタイムチャートであり、図３
は、図２に示された全走査の動作を示すタイムチャートであり、図４は、図２に示された
部分走査の動作を示すタイムチャートである。１フレーム期間は、図２（ａ）に示される
ように、オン期間Ｄ＿ＯＮ、及びサブフィールド期間ＳＦ１～ＳＦ３から構成されている
。オン期間Ｄ＿ＯＮでは、前記表示素子１０の電圧透過率特性により定まるデータ信号、
例えば前記液晶素子１０を駆動するためのデータ信号を前記データ線ＤＬ１～ＤＬｍに供
給することにより、前記表示素子１０を駆動する。他方、サブフィールド期間ＳＦ１～Ｓ
Ｆ３では、前記階調データに従って前記表示素子１０に前記データ信号を前記データ線Ｄ
Ｌ１～ＤＬｍに供給する。各表示素子１０に８階調のような多階調を表示させるべく、前
記サブフィールド期間ＳＦ１～ＳＦ３は、その長さを互いに異にする。具体的には、サブ
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フィールド期間ＳＦ２の長さは、サブフィールド期間ＳＦ１のほぼ２倍であり、サブフィ
ールド期間ＳＦ３の長さは、サブフィールド期間ＳＦ２のほぼ２倍に設定されている。
【００１３】
前記オン期間Ｄ＿ＯＮ、及び前記サブフィールド期間ＳＦ１～ＳＦ３の各期間は、期間Ｔ
ａ、Ｔｂ、Ｔｃ、及びＴｄから構成されている。期間Ｔａは、非表示領域Ｓａに対応する
走査線ＳＬ１～ＳＬｐのそれぞれを用いて、該走査線ＳＬ１～ＳＬｐの各走査線上に配置
された表示素子１０を選択するために用いられ、期間Ｔｂは、表示領域Ｓｂに対応する走
査線ＳＬ（ｐ＋１）～ＳＬｑのそれぞれを用いて、該走査線ＳＬ（ｐ＋１）～ＳＬｑの各
走査線上に配置された表示素子１０を選択するために用いられ、期間Ｔｃは、非表示領域
Ｓｃに対応する走査線ＳＬ（ｑ＋１）～ＳＬｍのそれぞれを用いて、該走査線ＳＬ（ｑ＋
１）～ＳＬｍの各走査線上に配置された表示素子１０を選択するために用いられ、期間Ｔ
ｄは、前記パルス幅変調を目的として前記各サブフィールド期間の長さを調整すべく、走
査線ＳＬ１～ＳＬｍ上に配置された表示素子１０のいずれをも選択しないために用いられ
る。
【００１４】
図２（ａ）で、走査許否信号は、前記走査信号を前記走査線ＳＬ１～ＳＬｍに供給するこ
とを許可または禁止することを規定する。より詳しくは、該走査許否信号のハイレベルは
、前記走査信号を前記走査線に供給することを許可することを示し、走査許否信号のロー
レベルは、前記走査信号を前記走査線に供給することを禁止することを示す。
【００１５】
図２（ａ）では、また、データ信号のハッチングされた部分は、前記階調データに従うデ
ータ信号がデータ線に供給されることを示し、ハッチングされていない部分は、前記表示
素子１０を駆動するために必要な電圧より小さい電圧、即ち、前記表示素子１０を駆動す
ることができない電圧（以下、「非駆動電圧」という。）のデータ信号を前記データ線に
供給することを示す。前記非駆動電圧は、より詳しくは、例えば、ノーマリホワイトのと
きには、前記表示素子１０にホワイトを表示させる電圧であり、他方、ノーマリブラック
のときには、前記表示素子１０にブラックを表示させる電圧に相当する。
【００１６】
前記オン期間Ｄ＿ＯＮでは、走査許否信号が期間Ｔｂの間だけハイレベルであることから
、以下のように動作する。前記非表示領域Ｓａのための前記オン期間Ｄ＿ＯＮの期間Ｔａ
では、前記非表示領域Ｓａに対応する走査線ＳＬ１～ＳＬｐに前記走査信号が供給されず
、また、データ線ＤＬ１～ＤＬｎには前記非駆動電圧のデータ信号が供給される。前記非
表示領域Ｓａ内の前記表示素子１０は、前記走査線ＳＬ１～ＳＬｐに前記走査線が供給さ
れないことから、選択されない。これにより、前記非表示領域Ｓａ内の表示素子１０は駆
動されないことから、前記非表示領域Ｓａは、表示されない。
【００１７】
なお、前記オン期間Ｄ＿ＯＮの期間Ｔａでは、前記非表示領域Ｓａに対応する前記ＳＬ１
～ＳＬｐに前記走査信号が供給されない、即ち前記非表示領域Ｓａ内の表示素子１０が選
択されないことから、前記非駆動電圧のデータ信号に代えて、前記非駆動電圧以外の電圧
のデータ信号を用いることも可能である。このようなデータ信号を用いても、前記非表示
領域Ｓａ内の表示素子１０には前記データ信号による前記電荷が供給されず、それにより
、前記非表示領域Ｓａは、表示されないためである。
【００１８】
前記表示領域Ｓｂのための前記オン期間Ｄ＿ＯＮの期間Ｔｂでは、前記表示領域Ｓｂに対
応する走査線ＳＬ（ｐ＋１）～ＳＬｑに走査信号が供給され、また、データ線ＤＬ１～Ｄ
Ｌｎには、上記したような表示素子１０の電圧透過率特性により定まる電圧のデータ信号
が供給される。これにより、前記表示領域Ｓｂは、前記走査線ＳＬ（ｐ＋１）～ＳＬｑへ
の前記走査信号の供給により選択されることから、表示領域Ｓｂ内の表示素子１０は、前
記データ信号により駆動され、即ち、表示領域Ｓｂは、前記データ信号に応じて表示され
る。
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【００１９】
前記非表示領域Ｓｃのための前記オン期間Ｄ＿ＯＮの期間Ｔｃでは、前記非表示領域Ｓｃ
に対応する走査線ＳＬ（ｑ＋１）～ＳＬｍに走査信号が供給されず、また、データ線ＤＬ
１～ＤＬｎには前記非駆動電圧のデータ信号が供給される。前記走査線ＳＬ（ｑ＋１）～
ＳＬｍに前記走査線が供給されないことから、前記非表示領域Ｓｃ内の表示素子１０は選
択されない。したがって、非表示領域Ｓｃは、表示されない。
【００２０】
前記オン期間Ｄ＿ＯＮの期間Ｔｄでは、走査線ＳＬ１～ＳＬｍのいずれにも走査信号が供
給されず、また、データ線ＤＬ１～ＤＬｎのいずれにも前記非駆動電圧のデータ信号が供
給される。
【００２１】
前記オン期間Ｄ＿ＯＮに引き続く、全走査の期間であるサブフィールド期間ＳＦ１では、
前記走査許否信号が期間ＴａからＴｃまでの間ハイレベルであることから、以下のように
動作する。前記非表示領域Ｓａのためのサブフィールド期間ＳＦ１の期間Ｔａで、図３に
示されるように、前記非表示領域Ｓａに対応する走査線ＳＬ１～ＳＬｐに走査信号が供給
される。また、データ線ＤＬ１～ＤＬｎには前記非駆動電圧のデータ信号が供給される。
これにより、前記非表示領域Ｓａ内の表示素子１０は、前記走査線ＳＬ１～ＳＬｐを介し
て前記走査信号により選択され、また、前記データ線ＤＬ１～ＤＬｎを介して前記非駆動
電圧のデータ信号により電荷が供給されるが、該データ信号の電圧が前記非駆動電圧であ
ることから、前記非表示領域Ｓａ内の表示素子１０は、駆動されない。その結果、非表示
領域Ｓａは、表示されない。
【００２２】
前記表示領域Ｓｂのためのサブフィールド期間ＳＦ１の期間Ｔｂでは、図３に示されるよ
うに、前記表示領域Ｓｂに対応する走査線ＳＬ（ｐ＋１）～ＳＬｑに走査信号が供給され
る。また、データ線ＤＬ１～ＤＬｎに、前記階調データにより定まるデータ信号が供給さ
れる。前記走査線ＳＬ（ｐ＋１）～ＳＬｑへの前記走査線の供給により、前記表示領域Ｓ
ｂ内の表示素子１０は選択され、しかも、該表示素子１０には前記データ信号により電荷
が充電される。これにより、前記表示領域Ｓｂ内の表示素子１０は駆動され、表示領域Ｓ
ｂは、前記データ信号に従って表示される。
【００２３】
前記非表示領域Ｓｃのためのサブフィールド期間ＳＦ１の期間Ｔｃでは、図３に示される
ように、前記非表示領域Ｓｃに対応する走査線ＳＬ（ｑ＋１）～ＳＬｍに走査信号が供給
される。また、データ線ＤＬ１～ＤＬｎには前記非駆動電圧のデータ信号が供給される。
これにより、非表示領域Ｓｃ内の表示素子１０は、上記した非表示領域Ｓａ内の表示素子
１０と同様に、駆動されず、非表示領域Ｓｃは、表示されない。
【００２４】
サブフィールド期間ＳＦ１に引き続く、部分走査の期間であるサブフィールド期間ＳＦ２
では、走査許否信号が、期間Ｔｂの間だけハイレベルであることから、図４に示されるよ
うに、前記非表示領域Ｓａに対応する走査線ＳＬ１～ＳＬｐ、及び前記非表示領域Ｓｃに
対応する走査線ＳＬ（ｑ＋１）～ＳＬｍには前記走査信号号は供給されない。これにより
、前記非表示領域Ｓａ及び前記非表示領域Ｓｃは、表示されない。他方、図４に示される
ように、前記表示領域Ｓｂに対応する走査線ＳＬ（ｐ＋１）～ＳＬｑには前記走査線が供
給され、しかも、データ線ＤＬ１～ＤＬｎに、前記階調データにより定まるデータ信号が
供給されることから、前記表示領域Ｓｂは、表示される。
【００２５】
また、サブフィールド期間ＳＦ２に後続する、部分走査の期間であるサブフィールド期間
ＳＦ３では、部分走査の期間である前記サブフィールド期間ＳＦ２と同様に走査許否信号
が期間Ｔｂの間だけハイレベルであることから、前記サブフィールド期間ＳＦ２と同様に
、非表示領域Ｓａ及び非表示領域Ｓｃは、表示されず、他方、表示領域Ｓｂは、表示され
る。
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【００２６】
上記したように、具体例１の表示素子の駆動方法では、１つのフレーム期間内で、該フレ
ーム期間に含まれる前記オン期間Ｄ＿ＯＮ、及び３つのサブフィールド期間ＳＦ１～ＳＦ
３のうちのサブフィールド期間ＳＦ１で、非表示領域Ｓａに対応する走査線ＳＬ１～ＳＬ
ｐ、表示領域Ｓｂに対応する走査線ＳＬ（ｐ＋１）～ＳＬｑ、及び非表示領域Ｓｃに対応
する走査線ＳＬ（ｑ＋１）～ＳＬｍ、即ち、走査線ＳＬ１～ＳＬｍの全てに走査信号を供
給することにより、前記領域２０を構成する全ての表示素子１０を選択することから、１
つのフレーム期間内に、本来であれば選択されることがない前記非表示領域Ｓａ及びＳｃ
を１回、選択する。これにより、前記領域２０に前記まだら模様が発生することを抑制す
ることが可能になる。言い換えれば、全ての表示素子１０を選択する周期を、全ての表示
素子１０を選択せず一部の表示素子１０のみを選択する周期より長くすることにより、前
記まだら模様の発生を抑えることができる。また、前記全ての表示素子１０を選択する周
期を長くして駆動する方法は、該周期を長くせずに駆動する方法に比べて、前記表示素子
１０で消費される電力を低減することが可能になる。
【００２７】
上記したサブフィールド期間ＳＦ１に代えて、例えば、サブフィールド期間ＳＦ２または
サブフィールド期間ＳＦ３で、前記走査線ＳＬ１～ＳＬｍの全てに走査信号を供給し、前
記表示素子１０の全てを選択することにより、前記領域２０にまだら模様が生じることを
抑制することも可能である。
【００２８】
上記した１つのフレーム期間内に１回、前記表示素子１０の全てを選択すること、及び、
図２（ｂ）に示す、１つのフレーム期間内で前記表示素子１０の全ての選択を１回も行わ
ないことを組み合わせることにより、即ち、一のフレーム期間では、図２（ａ）に従って
、全走査を１回行い、かつ、前記一のフレーム期間に後続する他の少なくとも一つのフレ
ーム期間では、図２（ｂ）に従って、全走査を全く行わない。これにより、前記領域２０
上での前記まだら模様の発生を抑えることが可能になる。また、このような、図２（ａ）
に示される選択及び図２（ｂ）に示される選択の組み合わせは、図２（ａ）に示される選
択のみを行うことに比して、前記表示素子１０で消費される電力を低減することが可能に
なる。このような駆動方法は、前記したスイッチング素子が、図（ａ）に従って前記全走
査を必ず１つのフレーム期間内に１回行うことを必要しない場合に効果的である。
【００２９】
図５は、フレーム期間に基づく駆動方法のタイムチャートである。前記非表示領域Ｓａ、
Ｓｃを選択するか否かをサブフィールド期間毎に定めることに代えて、図５（ａ）に示さ
れるような前記表示素子１０の全てを選択するフレーム期間と、図５（ｂ）に示されるよ
うな前記領域２０内の前記全ての表示素子１０ではなく前記表示領域Ｓｂ内の表示素子１
０のみを選択するフレーム期間とを組み合わせることにより、上記した例と同様に、前記
領域２０にまだら模様が発生することを抑制することが可能になる。
【００３０】
[具体例２ ]
図６は、具体例２の電子機器の構成を示す。該電子機器１００は、図６に示されるように
、命令やデータ等の情報を入力するための、例えば、キーボードやスイッチから構成され
る入力回路１００Ａ、該入力回路１００Ａから入力された情報に従って画像データを自ら
生成し、記憶回路（図示せず）から予め記憶された画像データを読み出し、または外部機
器（図示せず）から画像データを受け取る生成回路１００Ｂと、該生成回路１００Ｂによ
り生成された前記画像データを表示する、上述の表示装置である表示回路１００Ｃとを備
えている。電子機器１００は、前記構成を有することにより、前記入力情報により特定さ
れる画像、該電子機器１００に関連する画像、外部から入手する画像等を表示することが
できる。第２の具体例の代表的な電子機器として、プロジェクタ、モバイル型コンピュー
タ、及び携帯電話器が挙げられる。
【００３１】
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【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る表示素子の駆動方法によれば、前記階調を表示させる
前記一部の領域内の表示素子に対応する前記一部の走査線に前記走査信号を供給すること
に加えて、前記階調を表示させない前記他部の領域内の表示素子に対応する前記他部の走
査線にも前記走査信号を供給することから、前記スイッチング特性による電流の漏洩に起
因するまだら模様の発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】具体例１の駆動方法の駆動対象である表示素子を示す図である。
【図２】サブフィールド期間に基づく駆動方法のタイムチャートである。
【図３】全走査の動作を示すタイムチャートである。
【図４】部分走査の動作を示すタイムチャートである。
【図５】フレーム期間に基づく駆動方法のタイムチャートである。
【図６】具体例２の電子機器の構成を示す図である。
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(9) JP 3951042 B2 2007.8.1



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ａ          　　　　　

(56)参考文献  特開２０００－１１２４３５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－２３９４６３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－３３３６５０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－０７８８２３（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第００／０７０５９４（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第９９／０４０５６１（ＷＯ，Ａ１）
              特開平０４－０７３６１８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G09G 3/00-3/38
              G02F 1/133 505-580

(10) JP 3951042 B2 2007.8.1


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

