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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】輝度むらを生じない表示パネル駆動方法を得る
こと。
【解決手段】表示パネルは、複数のサブピクセルを含む
第１のスキャンラインを含む。サブピクセルの第１の部
分は、第１のゲートラインにより制御され、サブピクセ
ルの第２の部分は、第２のゲートラインにより制御され
る。第１の部分のサブピクセルおよび第２の部分のサブ
ピクセルは、インターレース配列される。方法は、以下
の工程を含む。第１の画像期間において、まず第１のゲ
ートラインを駆動してから第２のゲートラインを駆動す
る。そして、第２の画像期間において、まず第２のゲー
トラインを駆動してから第１のゲートラインを駆動する
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルを駆動する方法であって、
　前記表示パネルは、複数のサブピクセルを含む第１のスキャンラインを含み、該サブピ
クセルの第１の部分は、第１のゲートラインにより制御され、該サブピクセルの第２の部
分は、第２のゲートラインにより制御され、前記第１の部分のサブピクセルと、前記第２
の部分のサブピクセルとは、インターレース配列され、
　ａ．第１の画像期間において、まず前記第１のゲートラインを駆動してから前記第２の
ゲートラインを駆動する工程と、
　ｂ．第２の画像期間において、まず前記第２のゲートラインを駆動してから前記第１の
ゲートラインを駆動する工程と、
を含む方法。
【請求項２】
　前記第１および前記第２の画像期間における前記第１のスキャンラインの交流共通電位
の極性は同じである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記工程ａは、
　前記第１のゲートラインを駆動するとき、前記サブピクセルの前記第１の部分に対応す
るフレーム信号を前記サブピクセルの前記第１の部分に伝送する工程と、
　前記第２のゲートラインを駆動するとき、前記サブピクセルの前記第２の部分に対応す
るフレーム信号を、前記サブピクセルの前記第２の部分に伝送する工程と、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記工程ｂは、
　前記第２のゲートラインを駆動するとき、前記サブピクセルの前記第２の部分に対応す
るフレーム信号を前記サブピクセルの前記第２の部分に伝送する工程と、
　前記第１のゲートラインを駆動するとき、前記サブピクセルの前記第１の部分に対応す
るフレーム信号を、前記サブピクセルの前記第１の部分に伝送する工程と、
をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の画像期間は、前記第１の画像期間に続き、該第１の画像期間に先立つ第３の
画像期間があり、前記第２の画像期間に続く第４の画像期間があり、前記第３の画像期間
において、まず前記第１のゲートラインが駆動されてから前記第２のゲートラインが駆動
され、前記第４の画像期間において、まず前記第２のゲートラインが駆動されてから、前
記第１のゲートラインが駆動される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２および前記第３の画像期間における前記第１のスキャンラインの交流共通電位
の極性は同じであり、前記第１および前記第４の画像期間における前記極性は同じであり
、前記第１および前記第２の画像期間における前記極性は異なる、請求項５に記載の方法
。
【請求項７】
　前記第１の画像期間、前記第２の画像期間、前記第３の画像期間、前記第４の画像期間
において、前記第１のゲートラインを駆動するとき、前記サブピクセルの前記第１の部分
に対応するフレーム信号を前記サブピクセルの前記第１の部分に伝送し、前記第２のゲー
トラインを駆動するとき、前記サブピクセルの前記第２の部分に対応するフレーム信号を
前記サブピクセルの前記第２の部分に伝送する、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の画像期間は、前記第１の画像期間に続き、該第１の画像期間に先立つ第３の
画像期間があり、前記第２の画像期間に続く第４の画像期間があり、前記第３の画像期間
において、まず前記第２のゲートラインを駆動してから前記第１のゲートラインを駆動し
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、前記第４の画像期間において、まず前記第１のゲートラインを駆動してから前記第２の
ゲートラインを駆動する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１および前記第３の画像期間における前記第１のスキャンラインの交流共通電位
の極性は同じであり、前記第２および前記第４の画像期間における前記極性は同じであり
、前記第１および前記第２の画像期間における前記極性は異なる、請求項８に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記第１の画像期間、前記第２の画像期間、前記第３の画像期間、および、前記第４の
画像期間において、前記第１のゲートラインを駆動するとき、前記サブピクセルの前記第
１の部分に対応するフレーム信号を前記サブピクセルの前記第１の部分に伝送し、前記第
２のゲートラインを駆動するとき、前記サブピクセルの前記第２の部分に対応するフレー
ム信号を前記サブピクセルの前記第２の部分に伝送する、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記表示パネルは、複数のサブピクセルを含む第２のスキャンラインをさらに含み、該
サブピクセルは、第３の部分および第４の部分に分割され、該第３の部分は、第３のゲー
トラインによって制御され、該第４の部分は、第４のゲートラインによって制御され、前
記サブピクセルの前記第３および前記第４の部分は、インターレース配列され、前記第１
および前記第３の画像期間において、まず前記第３のゲートラインを駆動してから前記第
４のゲートラインを駆動し、前記第２および第４の画像期間において、まず前記第４のゲ
ートラインを駆動してから前記第３のゲートラインを駆動する、請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１および前記第２のスキャンラインの共通電位は、直流共通電位であり、前記第
２および前記第３の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１および前記第４の部
分に伝送されるフレーム信号は、第１の極性であり、前記サブピクセルの前記第２および
前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、第２の極性であり、前記第１および前記第
４の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１および前記第４の部分に伝送される
フレーム信号は、第２の極性であり、前記サブピクセルの前記第２および前記第３の部分
に伝送されるフレーム信号は、第１の極性である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の極性は正極性であり、前記第２の極性は、負極性である、請求項１２に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記第１および前記第２のスキャンラインの共通電位は、直流共通電位であり、前記第
１および前記第２の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１および前記第４の部
分に伝送されるフレーム信号は、第１の極性であり、前記サブピクセルの前記第２および
前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、第２の極性であり、前記第３および前記第
４の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１および前記第４の部分に伝送される
フレーム信号は、第２の極性であり、前記サブピクセルの前記第２および前記第３の部分
に伝送されるフレーム信号は、第１の極性である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の極性は、負極性であり、前記第２の極性は、正極性である、請求項１４に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の画像期間は、前記第１の画像期間に続き、該第２の画像期間に続く第３の画
像期間があり、該第３の画像期間に続く第４の画像期間があり、前記第３の画像期間にお
いて、まず、前記第１のゲートラインを駆動してから前記第２のゲートラインを駆動し、
前記第４の画像期間において、まず前記第２のゲートラインを駆動してから前記第１のゲ
ートラインを駆動する、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
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前記表示パネルは、複数のサブピクセルを含む第２のスキャンラインをさらに含み、該サ
ブピクセルは、第３の部分および第４の部分に分割され、該第３の部分は、第３のゲート
ラインによって制御され、該第４の部分は、第４のゲートラインによって制御され、前記
サブピクセルの前記第３および前記第４の部分は、インターレース配列され、前記第１お
よび前記第３の画像期間において、まず前記第３のゲートラインを駆動してから前記第４
のゲートラインを駆動し、前記第２および前記第４の画像期間において、まず前記第４の
ゲートラインを駆動してから前記第３のゲートラインを駆動する、請求項１６に記載の方
法。
【請求項１８】
　前記第１のスキャンラインおよび前記第２のスキャンラインの共通電位は、直流共通電
位であり、前記第１および前記第４の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１お
よび前記第４の部分に伝送されるフレーム信号は、第１の極性であり、前記サブピクセル
の前記第２および前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、第２の極性であり、前記
第２および前記第３の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１および前記第４の
部分に伝送されるフレーム信号は、前記第２の極性であり、前記サブピクセルの前記第２
および前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、前記第１の極性である、請求項１７
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の極性は正極性であり、前記第２の極性は、負極性である、請求項１８に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記第１のスキャンラインおよび前記第２のスキャンラインの共通電位は、直流共通電
位であり、前記第１および前記第２の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１お
よび前記第４の部分に伝送されるフレーム信号は、第１の極性であり、前記サブピクセル
の前記第２および前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、第２の極性であり、前記
第３および前記第４の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１および前記第４の
部分に伝送されるフレーム信号は、第２の極性であり、前記サブピクセルの前記第２およ
び前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、第１の極性である、請求項１７に記載の
方法。
【請求項２１】
　前記第１の極性は正極性であり、前記第２の極性は、負極性である、請求項２０に記載
の方法。
【請求項２２】
　前記第２の画像期間は、前記第１の画像期間に続き、該第２の画像期間に続く第３の画
像期間があり、該第３の期間に続く第４の画像期間があり、前記第３の画像期間において
、まず、前記第２のゲートラインを駆動してから前記第１のゲートラインを駆動し、前記
第４の画像期間において、まず前記第１のゲートラインを駆動してから前記第２のゲート
ラインを駆動する、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記表示パネルは、複数のサブピクセルを含む第２のスキャンラインをさらに含み、該
サブピクセルは、第３の部分および第４の部分に分割され、該第３の部分は、第３のゲー
トラインによって制御され、前記第４の部分は、第４のゲートラインによって制御され、
前記サブピクセルの前記第３および前記第４の部分は、インターレース配列され、前記第
１および前記第４の画像期間において、まず前記第３のゲートラインを駆動してから前記
第４のゲートラインを駆動し、前記第２および前記第３の画像期間において、まず前記第
４のゲートラインを駆動してから前記第３のゲートラインを駆動する、請求項２２に記載
の方法。
【請求項２４】
　前記第１のスキャンラインおよび前記第２のスキャンラインの共通電位は、直流共通電
位であり、前記第１および前記第２の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１お
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よび前記第４の部分に伝送されるフレーム信号は、第１の極性であり、前記サブピクセル
の前記第２および前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、第２の極性であり、前記
第３および前記第４の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１および前記第４の
部分に伝送されるフレーム信号は、第２の極性であり、前記サブピクセルの前記第２およ
び前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、第１の極性である、請求項２３に記載の
方法。
【請求項２５】
　前記第１の極性は正極性であり、前記第２の極性は、負極性である、請求項２４に記載
の方法。
【請求項２６】
　前記第１のスキャンラインおよび前記第２のスキャンラインの共通電位は、直流共通電
位であり、前記第１および前記第３の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１お
よび前記第４の部分に伝送されるフレーム信号は、第１の極性であり、前記サブピクセル
の前記第２および前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、第２の極性であり、前記
第２および前記第４の画像期間において、前記サブピクセルの前記第１および前記第４の
部分に伝送されるフレーム信号は、第２の極性であり、前記サブピクセルの前記第２およ
び前記第３の部分に伝送されるフレーム信号は、第１の極性である、請求項２３に記載の
方法。
【請求項２７】
　前記第１の極性は正極性であり、前記第２の極性は、負極性である、請求項２６に記載
の方法。
【請求項２８】
　前記表示パネルは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネルを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項２９】
　前記サブピクセルのそれぞれの表示色は、隣接するサブピクセル同士で異なる、請求項
１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駆動方法に関し、特に、表示パネルを駆動する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、薄膜トランジスタ液晶ディスプレイパネルにおいて、Ｍ×Ｎ個のサブピクセルは
、制御用にＭ個のソースラインおよびＮ個のゲートラインを必要とする。ＭおよびＮはど
ちらも自然数である。
現在、新たな駆動技術が開発されており、Ｍ×Ｎ個のサブピクセルによるパネルを制御す
るのに必要なソースラインは、半分になり、ゲートラインは倍になっている。この新たな
技術を採用するパネルは、ハーフソース・ダブルゲート型パネルと呼ばれる。
【０００３】
　ＭはＮの数倍にあたるので、新技術の採用により導かれる長所は、ソースラインのソー
スドライバチップを制御する出力ピンの数を実質的に減らすことにある。それによって、
チップ領域および製造コストを引き下げている。また、新技術は、直流を低下させ、パネ
ルの左または右側にチップを配置するといったパネルレイアウトの柔軟性を向上させるこ
ともできる。
【０００４】
　しかしながら、この新しいタイプのパネルは、旧型のパネルのゲートラインの駆動タイ
ミングを今だ使用しており、その結果、同じグレーレベルを表示する間に縦の明暗ストラ
イプ現象が起き、それによってフレーム品質が低下する。ドット極性反転技術と直流の共
通電位とを採用する新型パネルに加え、さらにライン極性反転技術と交流の共通電位とを
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採用する新型パネルが以下に本発明を説明する例として挙げられる。どちらの新型パネル
もディスプレイモードにおいては通常黒い状態になると仮定している。
【０００５】
　図１は、ライン極性反転技術を採用するハーフソース・ダブルゲート型パネルを示す概
略図である。図１のパネルは、交流共通電位を用い、Ｌ１－Ｌ（Ｎ）、Ｓ１－Ｓ（Ｍ／２
）およびＧ１－Ｓ（２Ｎ）としてそれぞれ示される、Ｎ個のスキャンライン、Ｍ／２個の
ソースライン、および、２Ｎ個のゲートラインを含む。それぞれのスキャンラインは、Ｍ
個のサブピクセル１０１を含み、同じスキャンラインの隣接するサブピクセルの表示色は
、互いに異なる。Ｒは、赤のサブピクセル１０１を表し、Ｇは、緑のサブピクセル１０１
を表し、Ｂは、青のサブピクセル１０１を表す。
【０００６】
　図２は、図１のパネルにおけるそれぞれの信号のタイミング図である。図２におけるＶ
ＣＯＭは、共通電位を指し、その他すべての参照符号は、図１におけるそれらに対応する
。図２によれば、ゲートラインＧ１－Ｇ（２Ｎ）は、１つずつ順番に駆動される。これは
、古いゲートラインの駆動タイミングを採用しソースラインを介し、ゲートラインをオン
にする順序で対応するサブピクセルにフレームデータを同時に伝送することを意味する。
例えば、ゲートラインＧ１が当該ゲートラインＧ１に結合されたサブピクセル１０１をオ
ンにするよう駆動されるとき、ソースラインＳ１－Ｓ（Ｍ／２）は、オンにされたサブピ
クセルに必要とされるフレームデータをしかるべく伝送する。ゲートラインＧ２が当該ゲ
ートラインＧ２に結合されたサブピクセル１０１をオンにするよう駆動されるとき、ソー
スラインＳ１－Ｓ（Ｍ／２）は、オンにされたサブピクセルに必要とされるフレームデー
タをしかるべく伝送する。
【０００７】
　しかし、ライン極性反転技術を採用する上は、同じスキャンラインのゲートラインが駆
動される場合、交流の共通電位は、図３に示されるように、同じ極性をもつようになる。
図３は、図２におけるそれぞれのスキャンラインおよびそれぞれのソースラインの共通電
位の極性における変化を示す。図３によると、スキャンラインＬ１が例に挙げられている
が、ゲートラインＧ１が駆動されたとき、共通電位ＶＣＯＭはその極性を変え、それ故、
しばらくしてからでないと安定レベルに達しない。ゲートラインＧ２が駆動されると、極
性は変化する必要がないので、共通電位は常に同じ極性の安定レベルに維持される。ゲー
トラインＧ１が駆動された場合のフレーム信号と共通電位との電圧差は、ゲートラインＧ
２が駆動された場合のフレーム信号と共通電位との電圧差より小さいことがわかる。した
がって、ゲートラインＧ１によりオンにされたサブピクセルの輝度は、ゲートラインＧ２
によりオンにされたサブピクセルの輝度より小さくなる。もちろん、実際は、ゲートライ
ンＧ１が駆動された場合、共通電位ＶＣＯＭは必ずしも図３に示す波形のように変化する
とは限らない。しかしながら、総じて、ゲートラインＧ１が駆動された場合のフレーム信
号と共通電位との間の電圧差と、ゲートラインＧ２が駆動された場合のフレーム信号と共
通電位との間の電圧差とは異なる。そして同様な状況がスキャンラインＬ２－Ｌ（Ｎ）に
も起きる。古いゲートラインの駆動タイミングが採用された場合、縦の明暗ストライプが
視覚的な現象として生じてしまう。
【０００８】
　図４は、ドット極性反転技術を採用するハーフソース・ダブルゲート型パネルを示す概
略図である。
図４のパネルは、直流の共通電位を採用する。パネルのハードウェア構造に関しては、図
１に示されたものと同じであるので、繰返し説明しない。説明をわかりやすくするため、
図５に示すような古い動作方法を説明する図としてソースラインＳ１およびＳ２と、ゲー
トラインＧ１－Ｇ４を例に挙げる。図５は、図４のソースラインＳ１およびＳ２の極性に
おける変化と、ゲートラインＧ１－Ｇ４のタイミングとを示す。図４におけるＮは、整数
０または自然数であってよい。Ｎが０の場合、４Ｎ＋１、４Ｎ＋２、４Ｎ＋３および４Ｎ
＋４は、それぞれ第１、第２、第３および第４の画像期間を表す。Ｎが１の場合、４Ｎ＋
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１、４Ｎ＋２、４Ｎ＋３および４Ｎ＋４は、それぞれ第５、第６、第７および第８の画像
期間を表す。残りもすべて同様である。ゲートラインＧ１－Ｇ４は、１つずつ順に起動さ
れる、すなわち古いゲートラインの駆動タイミングを採用するということである。
【０００９】
　図５によれば、いずれかの画像期間において、ゲートラインＧ２およびＧ４が駆動され
ると、ソースラインＳ１およびＳ２はどちらもただちに極性を変え、したがって共通電位
ＶＣＯＭのレベルは目下影響を受ける。４Ｎ＋１番目の画像期間を例にとると、ゲートラ
インＧ２が駆動された場合、ソースラインＳ１およびＳ２は、正極から負極へとただちに
変化し、したがって、液晶パネルの共通電位のレベルはわずかに負極へと引き寄せられる
。ゲートラインＧ４が駆動されると、ソースラインＳ１およびＳ２の極性は、負から正へ
とただちに変化し、その結果、液晶パネルの共通電位レベルはわずかに正極へ引き寄せら
れることになる。よって、ゲートラインＧ２およびＧ４が駆動されるときのソースライン
Ｓ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差は、ゲートラインＧ１およびＧ３が
駆動されるときのソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差より
小さい。
同様な状況が４Ｎ＋２番目から４Ｎ＋４番目の画像期間においても起きる。古いゲートラ
インの駆動タイミングが採用されると、視覚的な縦の明暗ストライプ現象が起きてしまう
。
【発明の開示】
【００１０】
　本発明は、ディスプレイパネルを駆動する方法を提供する。本発明の方法は、ハーフソ
ース・ダブルゲート型パネルの縦の明暗ストライプの問題を軽減することができ、それに
よって、新型パネルのフレーム品質を向上させる。
【００１１】
　広く言えば、本発明において、ディスプレイパネルを駆動する方法が開示される。ディ
スプレイパネルは、複数のサブピクセルを含む第１のスキャンラインを含む。サブピクセ
ルの第１の部分は、第１のゲートラインにより制御され、サブピクセルの第２の部分は、
第２のゲートラインによって制御される。第１の部分のサブピクセルと、第２の部分のサ
ブピクセルとはインターレース配列される。
方法は、以下の工程を含む。まずはじめに、第１の画像期間において、第１のゲートライ
ンが最初に駆動され、次に第２のゲートラインが駆動される。その後、第２の画像期間に
おいて、第２のゲートラインが最初に駆動され、次に第１のゲートラインが駆動される。
【００１２】
　ディスプレイパネルは、複数のサブピクセルを含む第２のスキャンラインをさらに備え
る。サブピクセルは、第３の部分および第４の部分に分割され、第３の部分は、第３のゲ
ートラインによって制御され、第４の部分は、第４のゲートラインによって制御される。
第３の部分のサブピクセルと、第４の部分のサブピクセルとはインターレース配列される
。
【００１３】
　本発明の一実施例におけるディスプレイパネルの駆動方法によれば、第２の画像期間が
第１の画像期間に続き、第３の画像期間が第１の画像期間の前にあり、第４の画像期間が
第２の画像期間に続く。
第１および第３の画像期間においては、第１のゲートライン、第２のゲートライン、第３
のゲートライン、および、第４のゲートラインが順番に駆動される。第２および第４の画
像期間においては、第２のゲートライン、第１のゲートライン、第４のゲートラインおよ
び第３のゲートラインが順番に駆動される。
【００１４】
　本発明の他の実施例におけるディスプレイパネルの駆動方法によれば、第２の画像期間
が第１の画像期間に続き、第３の画像期間が第２の画像期間に続き、第４の画像期間が第
３の画像期間に続く。
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第１および第３の画像期間においては、第１のゲートライン、第２のゲートライン、第３
のゲートライン、および、第４のゲートラインが順番に駆動される。第２および第４の画
像期間においては、第２のゲートライン、第１のゲートライン、第４のゲートラインおよ
び第３のゲートラインが順番に駆動される。
【００１５】
　本発明のさらなる他の実施例におけるディスプレイパネルの駆動方法によれば、第２の
画像期間が第１の画像期間に続き、第３の画像期間が第２の画像期間に続き、第４の画像
期間が第３の画像期間に続く。第１および第４の画像期間においては、第１のゲートライ
ン、第２のゲートライン、第３のゲートライン、および、第４のゲートラインが順番に駆
動される。第２および第３の画像期間においては、第２のゲートライン、第１のゲートラ
イン、第４のゲートラインおよび第３のゲートラインが順番に駆動される。
【００１６】
　本発明の駆動方法においては、同じスキャンラインに対応するゲートラインは、異なる
画像期間において異なる順番で駆動される。したがって、明るさと薄暗さとのむらによっ
て起きる縦の明暗ストライプの問題は軽減される。
【００１７】
　本発明の上記および他の目的、特徴、および利点をよりわかりやすくするため、以下に
添付の図面とともに好適な実施例を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】ライン極性反転技術を採用するハーフソース・ダブルゲート型パネルを示す概略
図である。
【００１９】
【図２】図１のパネルにおける各信号のタイミング図である。
【００２０】
【図３】図２における各スキャンラインの共通電位、および、各ソースラインの極性にお
ける変化を示す図である。
【００２１】
【図４】ドット極性反転技術を採用するハーフソース・ダブルゲート型パネルを示す概略
図である。
【００２２】
【図５】図４のゲートラインＧ１－Ｇ４のタイミングと共にソースラインＳ１およびＳ２
の極性における変化を示す図である。
【００２３】
【図６】本発明の一実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法である。
【００２４】
【図７】本発明の他の実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法である。
【００２５】
【図８】本発明のさらなる他の実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法である。
【００２６】
【図９－１３】本発明の他の実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法を示す。
【００２７】
【図１５－１７】本発明の他の実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法を示す。
【００２８】
【図１４】本発明の一実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法のフローチャート
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　説明を容易にするため、以下の実施例において記載されるディスプレイパネルはすべて
新しいハーフソース・ダブルゲート型であり、通常黒い状態のディスプレイモードを採用
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する。また、本発明を説明するための以下の実施例における新型パネルは、交流の共通電
位によるライン極性反転技術、または、直流の共通電位によるドット極性反転技術をそれ
ぞれ採用する。新型パネルのハードウェア構造は、すでに図１または図４で示しているの
で、以下の実施例において繰返し説明しない。
記載に従い、図１または図４を参照されたい。
【００３０】
　ハーフソース・ダブルゲート型パネルが図１におけるライン極性反転技術および交流共
通電位を採用する場合、縦の明暗ストライプ現象を解決する手段の１つを図６に示す。図
６は、本発明の一実施例に従う、４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間における
スキャンラインＬ１からＬ３の共通電位ＶＣＯＭの極性と、４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番
目までの画像期間におけるゲートラインＧ１－Ｇ６が駆動される駆動順序とを示す。図６
のＮは、整数０または自然数であってよい。Ｎが０である場合、４Ｎ＋１、４Ｎ＋２、４
Ｎ＋３、および、４Ｎ＋４は、それぞれ第１、第２、第３および第４の画像期間を表す。
Ｎが１である場合、４Ｎ＋１、４Ｎ＋２、４Ｎ＋３、および、４Ｎ＋４は、それぞれ第５
、第６、第７および第８の画像期間を表す。残りについてもすべて同様である。さらに、
図６のＶＣＯＭは、共通電位を指し、他の参照符号はすべて図１におけるそれらに対応す
る。
【００３１】
　図６において、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋２番目の画像期間では、ゲートラインＧ１－
Ｇ６は１つずつ順番に駆動される。しかしながら、４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の画
像期間では、同じスキャンラインに対応するゲートラインの駆動順序は変化する。したが
って、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋２番目の画像期間では、ゲートラインＧ１、Ｇ３および
Ｇ５が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差は、ゲートラインＧ２、
Ｇ４およびＧ６が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差より小さい。
【００３２】
　ゲートラインＧ１、Ｇ３およびＧ５によりオンにされたサブピクセルの輝度は、ゲート
ラインＧ２、Ｇ４およびＧ６によりオンにされたサブピクセルの輝度より小さい。
【００３３】
　同様に、４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の画像期間では、ゲートラインＧ２、Ｇ４お
よびＧ６が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差は、ゲートラインＧ
１、Ｇ３およびＧ５が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差より小さ
い。ゲートラインＧ２、Ｇ４およびＧ６によりオンにされるサブピクセルの輝度は、ゲー
トラインＧ１、Ｇ３およびＧ５によりオンにされるサブピクセルの輝度より小さい。本動
作方法は、明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプ現象を軽減することができ
ると推測され得る。
【００３４】
　ライン極性反転技術は、フレームがアップデートされるたびに同じスキャンラインの共
通電位の極性が変化する必要はないので、極性は、２フレームごとに反転すればよい。こ
のような状況では、縦の明暗ストライプの問題は、図７に示すような方法で軽減されるこ
とができる。図７は、本発明の他の実施例のディスプレイパネルの駆動方法に従う、４Ｎ
+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間における、スキャンラインＬ１－Ｌ３の共通電
位ＶＣＯＭの極性と、４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるゲートライ
ンＧ１－Ｇ６が駆動される駆動順序とを示す。図７におけるＶＣＯＭは共通電位を指し、
他の参照番号はすべて図１におけるそれらに対応する。
【００３５】
　図７において、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋３番目の画像期間では、ゲートラインＧ１－
Ｇ６は、１つずつ順番に駆動される。しかしながら、４Ｎ＋２番目および４Ｎ＋４番目の
画像期間では、同じスキャンラインに対応するゲートラインの駆動順序は、変化する。し
たがって、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋３番目の画像期間では、ゲートラインＧ１、Ｇ３お
よびＧ５が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差は、ゲートラインＧ
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２、Ｇ４およびＧ６が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差より小さ
い。
【００３６】
　したがって、ゲートラインＧ１、Ｇ３およびＧ５によりオンにされるサブピクセルの輝
度は、ゲートラインＧ２、Ｇ４およびＧ６によりオンにされるサブピクセルの輝度より小
さくなる。
【００３７】
　同様に、４Ｎ＋２番目および４Ｎ＋４番目の画像期間では、ゲートラインＧ２、Ｇ４お
よびＧ６が駆動される場合のフレーム信号と共通電位との間の電圧差は、ゲートラインＧ
１、Ｇ３およびＧ５が駆動される場合のフレーム信号と共通電位との間の電圧差より小さ
い。
したがって、ゲートラインＧ２、Ｇ４およびＧ６によりオンにされるサブピクセルの輝度
は、ゲートラインＧ１、Ｇ３およびＧ５によりオンにされるサブピクセルの輝度より小さ
い。本動作方法は、明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプ現象を軽減できる
ことが予測され得る。
【００３８】
　当然ながら、前述の２つの実施例においては、ソースラインＳ１－Ｓ３は、正常なフレ
ームを表示するようにゲートラインＧ１－Ｇ６の駆動順序に対応してフレーム信号を伝送
する。
【００３９】
　図６における４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋３番目の画像期間では、同じスキャンラインの
交流共通電位の極性は、同じであることに注目されたい。４Ｎ+２番目および４Ｎ＋４番
目の画像期間では、同じスキャンラインの交流共通電位の極性は同じであって、それは、
４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋３番目の画像期間の極性とは反対である。さらに、図７の４Ｎ
＋１番目および４Ｎ+２番目の画像期間では、同じスキャンラインの交流共通電位の極性
は、同じである。４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の画像期間では、同じスキャンライン
の交流共通電位の極性は、同じであり、それは、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋２番目の画像
期間における極性と反対である。この原理によって、ユーザは、上記教示および実証から
さらに推測し、本発明を他のライン極性反転技術に応用できるはずである。
【００４０】
　ハーフソース・ダブルゲート型パネルが図４に示すようなドット極性反転技術および直
流共通電位を採用する場合、縦の明暗ストライプの問題への解決の１つを図８に示す。図
８は、本発明のさらなる他の実施例におけるディスプレイパネルの駆動方法に従う、４Ｎ
＋１番目から４Ｎ＋４番目の画像期間におけるソースラインＳ１およびＳ２の極性と、ゲ
ートラインＧ１－Ｇ４が駆動される駆動順序とを示す。さらに、図８のＶＣＯＭは、共通
電位を指し、その他の参照符号すべては、図４におけるそれらに対応する。
【００４１】
　図８において、４Ｎ+１番目および４Ｎ＋２番目の画像期間では、ゲートラインＧ１－
Ｇ４は、１つずつ順番に駆動される。しかしながら、４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の
画像期間では、同じスキャンラインに対応するゲートラインの駆動順序は、変化する。そ
れ故、４Ｎ+１番目および４Ｎ＋２番目の画像期間では、ゲートラインＧ２およびＧ４が
駆動されるときのソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差は、
ゲートラインＧ１およびＧ３が駆動されるときのソースラインＳ１およびＳ２と、共通電
位ＶＣＯＭとの間の電圧差より小さい。同様に、４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の画像
期間では、ゲートラインＧ１およびＧ３が駆動されるときのソースラインＳ１およびＳ２
と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差は、ゲートラインＧ２およびＧ４が駆動されるとき
のソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差より小さい。本動作
方法は、明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプの現象を軽減できることが推
測され得る。
【００４２】
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　ドット技術は複数の実施例において実施でき、それらすべてを列挙することは困難であ
る。しかしながら、ユーザは、図８に記載された趣旨を他のドット極性反転技術に応用で
きるはずである。図９－１３に示すように、本発明をユーザにより良く理解してもらうべ
く、本発明の他のいくつかの駆動方法をさらに列記する。図９－１３は、４Ｎ＋１番目か
ら４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるソースラインＳ１およびＳ２の極性と、４Ｎ＋１
番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるゲートラインＧ１－Ｇ４の駆動順序とを示
す。また、図９－１３におけるＶＣＯＭは、共通電位を指し、その他の参照符号すべては
、図４におけるそれらに対応する。図９－１３に示す動作方法は、図８の動作方法にむし
ろ似ている。本方法では主に、（液晶の２つの端末での電圧の交流における変化に従う限
りは）、ディスプレイパネルを駆動させるよう、ゲートラインＧ１－Ｇ４の駆動順序と共
にソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差における極性変化の
順序も変える（交換する）。
したがって、本発明の実施例は、図８から１３に示すものに限定されない。ユーザは、こ
れまでに述べた実施例から推定し、さらにそれらを応用してよいことは言うまでもない。
【００４３】
　上述の実施例の教示および実証から、いくつかの基本的な動作方法は、図１４に示され
るようにおおむね結論付けてよい。図１４は、本発明の実施例に従う表示パネルを駆動す
る方法のフローチャートである。方法は、以下の工程を含む。まずはじめに、第１の画像
期間において、第１のゲートラインが駆動され、次に第２のゲートラインが駆動される（
例えば工程ａ）。その後、第２の画像期間において、第２のゲートラインがまず駆動され
、次に、第１のゲートラインが駆動される（例えば工程ｂ）。
【００４４】
　具体的には、ライン極性反転技術を採用する前述の実施例はすべて、１つのスキャンラ
インを終えると、交流の共通電位を用いることにより極性を反転させる。図１および図６
を例にとると、１つのスキャンラインを終了するということは、２つのゲートラインを駆
動させる時間を要する。しかしながら、スキャンラインの半分（ゲートラインを１つ駆動
する時間）が終了した後、ある種のハーフソース・ダブルゲート型パネルの共通電位およ
びソースラインを介し伝送される信号は、いったん反転され、ドット極性反転技術または
カラム極性反転技術の他の形式を成すべく、共通電位の極性およびゲートラインをオンに
する回転順序における変化に同調する。それでもなお、これら多様な技術は、図１５－１
７に示すように、本発明に適している。
【００４５】
　説明をわかりやすくするため、図１５－１７で例に挙げるパネルはすべて、ディスプレ
イモードとしては通常黒い状態である。まず、図１５を参照する。図１５は、ドット極性
反転技術の他の形式を採用する一実施例に従い本発明を適用する例を示す。図１５は、４
Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるソースラインＳ１およびＳ２と共通
電位ＶＣＯＭとの極性、および、４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間における
ゲートラインＧ１－Ｇ４の駆動順序を示す。もちろん、ドット極性反転技術を実行するた
めの信号を伝送すべく交流共通電位および交流ソースラインを用いる方法は、図１５に示
すものに限定されない。したがって、図１５に示す方法は、本発明を限定するために用い
られるべきでない。言い換えれば、図１５に示すような４Ｎ＋１番目から４Ｎ＋４番目ま
での画像期間の信号波形は、４Ｎ+１番目、４Ｎ＋２番目、４Ｎ＋３番目、４Ｎ＋４番目
という順序にはならない。フレームが４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間に示
された信号波形に従い動作するかぎりにおいては、ユーザは、４つのフレームの順番を自
由に入れ換えてよく、それによって、液晶ディスプレイに要求される極性交換特性が得ら
れ、同時に、明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプ現象は軽減される。
【００４６】
　図１６および図１７は、前述のカラム極性反転技術を採用する２つの実施例に従い本発
明を適用する例をそれぞれ示す。図１６および図１７は、どちらも４Ｎ＋１番目から４Ｎ
＋４番目までの画像期間におけるソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの
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極性、および、４Ｎ＋１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるゲートラインＧ１
－Ｇ４の駆動順序を示す。同様に、カラム極性反転技術を実行するための信号を伝送すべ
く交流共通電位および交流ソースラインを用いる方法は、図１６および１７に示す方法に
限定されない。したがって、図１６および１７に示す方法は、本発明を限定するために用
いられるべきでない。言い換えれば、図１６および１７に示すように、４Ｎ+１番目から
４Ｎ＋４番目までの画像期間における信号波形の順序は、フレームが４Ｎ＋１番目から４
Ｎ＋４番目までの画像期間に示される波形に従い動作する限り、自由に入れ換えてよく、
それによって、液晶ディスプレイに要求される極性交換特性が得られ、同時に、明るさと
薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプ現象は軽減される。
【００４７】
　前述の実施例それぞれの図における、４Ｎ＋１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間に
おいて信号波形を交換すると、複数の異なる実施例が生じることを再度強調しておく必要
がある。
これら実施例のすべては、本発明により開示される駆動方法に含まれる。
【００４８】
　ハーフソース・ダブルゲート型パネルにおける構造の小さい部分が前述の実施例のそれ
ぞれを示すために用いられているが、ユーザは、先の説明から、本発明の趣旨に従うハー
フソース・ダブルゲート型パネルにおける残りの構造の動作方法を容易に推測できるはず
である。さらに、本発明は、通常黒いフレームディスプレイモードでの使用に限定されな
い。ユーザは、本発明の趣旨に従う通常白いフレームディスプレイモードに本発明を適用
してもよい。また、当業者であれば、ハーフソース・ダブルゲート型パネルを駆動するた
めに直流共通電位または交流共通電位を採用してもよく、それは、ゲートラインの駆動方
法および共通電位の極性における変化と調和させれば、ライン極性反転技術、ドット極性
反転技術およびカラム極性反転技術などのさまざまな動作方法を組み合わせることもでき
ると理解できるはずである。したがって、上述の実施例は、本発明を限定するために用い
られるべきでない。要約すると、本発明の趣旨は、１つの画像期間において、同じスキャ
ンラインの対応するゲートラインがある順序で駆動され、他の画像期間において、同じス
キャンラインの対応するゲートラインが別の順序で駆動される。このことも、本発明の技
術的範囲内にある。
【００４９】
　本発明では、同じスキャンラインに対応するゲートラインが異なる画像期間において異
なる順序で駆動され、それによって明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプの
問題を軽減する。図６－１３および１５に示す方法が採用される場合、縦の明暗ストライ
プ現象を相殺することもできる。
【００５０】
　以上、本発明の一側面を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実
施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加
えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形
態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成19年8月17日(2007.8.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駆動方法に関し、特に、表示パネルを駆動する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、薄膜トランジスタ液晶ディスプレイパネルにおいて、Ｍ×Ｎ個のサブピクセルは
、制御用にＭ個のソースラインおよびＮ個のゲートラインを必要とする。ＭおよびＮはど
ちらも自然数である。
現在、新たな駆動技術が開発されており、Ｍ×Ｎ個のサブピクセルによるパネルを制御す
るのに必要なソースラインは、半分になり、ゲートラインは倍になっている。この新たな
技術を採用するパネルは、ハーフソース・ダブルゲート型パネルと呼ばれる。
【０００３】
　ＭはＮの数倍にあたるので、新技術の採用により導かれる長所は、ソースラインのソー
スドライバチップを制御する出力ピンの数を実質的に減らすことにある。それによって、
チップ領域および製造コストを引き下げている。また、新技術は、直流を低下させ、パネ
ルの左または右側にチップを配置するといったパネルレイアウトの柔軟性を向上させるこ
ともできる。
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【０００４】
　しかしながら、この新しいタイプのパネルは、旧型のパネルのゲートラインの駆動タイ
ミングを今だ使用しており、その結果、同じグレーレベルを表示する間に縦の明暗ストラ
イプ現象が起き、それによってフレーム品質が低下する。ドット極性反転技術と直流の共
通電位とを採用する新型パネルに加え、さらにライン極性反転技術と交流の共通電位とを
採用する新型パネルが以下に本発明を説明する例として挙げられる。どちらの新型パネル
もディスプレイモードにおいては通常黒い状態になると仮定している。
【０００５】
　図１は、ライン極性反転技術を採用するハーフソース・ダブルゲート型パネルを示す概
略図である。図１のパネルは、交流共通電位を用い、Ｌ１－Ｌ（Ｎ）、Ｓ１－Ｓ（Ｍ／２
）およびＧ１－Ｓ（２Ｎ）としてそれぞれ示される、Ｎ個のスキャンライン、Ｍ／２個の
ソースライン、および、２Ｎ個のゲートラインを含む。それぞれのスキャンラインは、Ｍ
個のサブピクセル１０１を含み、同じスキャンラインの隣接するサブピクセルの表示色は
、互いに異なる。Ｒは、赤のサブピクセル１０１を表し、Ｇは、緑のサブピクセル１０１
を表し、Ｂは、青のサブピクセル１０１を表す。
【０００６】
　図２は、図１のパネルにおけるそれぞれの信号のタイミング図である。図２におけるＶ
ＣＯＭは、共通電位を指し、その他すべての参照符号は、図１におけるそれらに対応する
。図２によれば、ゲートラインＧ１－Ｇ（２Ｎ）は、１つずつ順番に駆動される。これは
、古いゲートラインの駆動タイミングを採用しソースラインを介し、ゲートラインをオン
にする順序で対応するサブピクセルにフレームデータを同時に伝送することを意味する。
例えば、ゲートラインＧ１が当該ゲートラインＧ１に結合されたサブピクセル１０１をオ
ンにするよう駆動されるとき、ソースラインＳ１－Ｓ（Ｍ／２）は、オンにされたサブピ
クセルに必要とされるフレームデータをしかるべく伝送する。ゲートラインＧ２が当該ゲ
ートラインＧ２に結合されたサブピクセル１０１をオンにするよう駆動されるとき、ソー
スラインＳ１－Ｓ（Ｍ／２）は、オンにされたサブピクセルに必要とされるフレームデー
タをしかるべく伝送する。
【０００７】
　しかし、ライン極性反転技術を採用する上は、同じスキャンラインのゲートラインが駆
動される場合、交流の共通電位は、図３に示されるように、同じ極性をもつようになる。
図３は、図２におけるそれぞれのスキャンラインおよびそれぞれのソースラインの共通電
位の極性における変化を示す。図３によると、スキャンラインＬ１が例に挙げられている
が、ゲートラインＧ１が駆動されたとき、共通電位ＶＣＯＭはその極性を変え、それ故、
しばらくしてからでないと安定レベルに達しない。ゲートラインＧ２が駆動されると、極
性は変化する必要がないので、共通電位は常に同じ極性の安定レベルに維持される。ゲー
トラインＧ１が駆動された場合のフレーム信号と共通電位との電圧差は、ゲートラインＧ
２が駆動された場合のフレーム信号と共通電位との電圧差より小さいことがわかる。した
がって、ゲートラインＧ１によりオンにされたサブピクセルの輝度は、ゲートラインＧ２
によりオンにされたサブピクセルの輝度より小さくなる。もちろん、実際は、ゲートライ
ンＧ１が駆動された場合、共通電位ＶＣＯＭは必ずしも図３に示す波形のように変化する
とは限らない。しかしながら、総じて、ゲートラインＧ１が駆動された場合のフレーム信
号と共通電位との間の電圧差と、ゲートラインＧ２が駆動された場合のフレーム信号と共
通電位との間の電圧差とは異なる。そして同様な状況がスキャンラインＬ２－Ｌ（Ｎ）に
も起きる。古いゲートラインの駆動タイミングが採用された場合、縦の明暗ストライプが
視覚的な現象として生じてしまう。
【０００８】
　図４は、ドット極性反転技術を採用するハーフソース・ダブルゲート型パネルを示す概
略図である。
図４のパネルは、直流の共通電位を採用する。パネルのハードウェア構造に関しては、図
１に示されたものと同じであるので、繰返し説明しない。説明をわかりやすくするため、
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図５に示すような古い動作方法を説明する図としてソースラインＳ１およびＳ２と、ゲー
トラインＧ１－Ｇ４を例に挙げる。図５は、図４のソースラインＳ１およびＳ２の極性に
おける変化と、ゲートラインＧ１－Ｇ４のタイミングとを示す。図４におけるＮは、整数
０または自然数であってよい。Ｎが０の場合、４Ｎ＋１、４Ｎ＋２、４Ｎ＋３および４Ｎ
＋４は、それぞれ第１、第２、第３および第４の画像期間を表す。Ｎが１の場合、４Ｎ＋
１、４Ｎ＋２、４Ｎ＋３および４Ｎ＋４は、それぞれ第５、第６、第７および第８の画像
期間を表す。残りもすべて同様である。ゲートラインＧ１－Ｇ４は、１つずつ順に起動さ
れる、すなわち古いゲートラインの駆動タイミングを採用するということである。
【０００９】
　図５によれば、いずれかの画像期間において、ゲートラインＧ２およびＧ４が駆動され
ると、ソースラインＳ１およびＳ２はどちらもただちに極性を変え、したがって共通電位
ＶＣＯＭのレベルは目下影響を受ける。４Ｎ＋１番目の画像期間を例にとると、ゲートラ
インＧ２が駆動された場合、ソースラインＳ１およびＳ２は、正極から負極へとただちに
変化し、したがって、液晶パネルの共通電位のレベルはわずかに負極へと引き寄せられる
。ゲートラインＧ４が駆動されると、ソースラインＳ１およびＳ２の極性は、負から正へ
とただちに変化し、その結果、液晶パネルの共通電位レベルはわずかに正極へ引き寄せら
れることになる。よって、ゲートラインＧ２およびＧ４が駆動されるときのソースライン
Ｓ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差は、ゲートラインＧ１およびＧ３が
駆動されるときのソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差より
小さい。
同様な状況が４Ｎ＋２番目から４Ｎ＋４番目の画像期間においても起きる。古いゲートラ
インの駆動タイミングが採用されると、視覚的な縦の明暗ストライプ現象が起きてしまう
。
【発明の開示】
【００１０】
　本発明は、ディスプレイパネルを駆動する方法を提供する。本発明の方法は、ハーフソ
ース・ダブルゲート型パネルの縦の明暗ストライプの問題を軽減することができ、それに
よって、新型パネルのフレーム品質を向上させる。
【００１１】
　広く言えば、本発明において、ディスプレイパネルを駆動する方法が開示される。ディ
スプレイパネルは、複数のサブピクセルを含む第１のスキャンラインを含む。サブピクセ
ルの第１の部分は、第１のゲートラインにより制御され、サブピクセルの第２の部分は、
第２のゲートラインによって制御される。第１の部分のサブピクセルと、第２の部分のサ
ブピクセルとはインターレース配列される。
方法は、以下の工程を含む。まずはじめに、第１の画像期間において、第１のゲートライ
ンが最初に駆動され、次に第２のゲートラインが駆動される。その後、第２の画像期間に
おいて、第２のゲートラインが最初に駆動され、次に第１のゲートラインが駆動される。
【００１２】
　ディスプレイパネルは、複数のサブピクセルを含む第２のスキャンラインをさらに備え
る。サブピクセルは、第３の部分および第４の部分に分割され、第３の部分は、第３のゲ
ートラインによって制御され、第４の部分は、第４のゲートラインによって制御される。
第３の部分のサブピクセルと、第４の部分のサブピクセルとはインターレース配列される
。
【００１３】
　本発明の一実施例におけるディスプレイパネルの駆動方法によれば、第２の画像期間が
第１の画像期間に続き、第３の画像期間が第１の画像期間の前にあり、第４の画像期間が
第２の画像期間に続く。
第１および第３の画像期間においては、第１のゲートライン、第２のゲートライン、第３
のゲートライン、および、第４のゲートラインが順番に駆動される。第２および第４の画
像期間においては、第２のゲートライン、第１のゲートライン、第４のゲートラインおよ
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び第３のゲートラインが順番に駆動される。
【００１４】
　本発明の他の実施例におけるディスプレイパネルの駆動方法によれば、第２の画像期間
が第１の画像期間に続き、第３の画像期間が第２の画像期間に続き、第４の画像期間が第
３の画像期間に続く。
第１および第３の画像期間においては、第１のゲートライン、第２のゲートライン、第３
のゲートライン、および、第４のゲートラインが順番に駆動される。第２および第４の画
像期間においては、第２のゲートライン、第１のゲートライン、第４のゲートラインおよ
び第３のゲートラインが順番に駆動される。
【００１５】
　本発明のさらなる他の実施例におけるディスプレイパネルの駆動方法によれば、第２の
画像期間が第１の画像期間に続き、第３の画像期間が第２の画像期間に続き、第４の画像
期間が第３の画像期間に続く。第１および第４の画像期間においては、第１のゲートライ
ン、第２のゲートライン、第３のゲートライン、および、第４のゲートラインが順番に駆
動される。第２および第３の画像期間においては、第２のゲートライン、第１のゲートラ
イン、第４のゲートラインおよび第３のゲートラインが順番に駆動される。
【００１６】
　本発明の駆動方法においては、同じスキャンラインに対応するゲートラインは、異なる
画像期間において異なる順番で駆動される。したがって、明るさと薄暗さとのむらによっ
て起きる縦の明暗ストライプの問題は軽減される。
【００１７】
　本発明の上記および他の目的、特徴、および利点をよりわかりやすくするため、以下に
添付の図面とともに好適な実施例を説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　説明を容易にするため、以下の実施例において記載されるディスプレイパネルはすべて
新しいハーフソース・ダブルゲート型であり、通常黒い状態のディスプレイモードを採用
する。また、本発明を説明するための以下の実施例における新型パネルは、交流の共通電
位によるライン極性反転技術、または、直流の共通電位によるドット極性反転技術をそれ
ぞれ採用する。新型パネルのハードウェア構造は、すでに図１または図４で示しているの
で、以下の実施例において繰返し説明しない。
記載に従い、図１または図４を参照されたい。
【００１９】
　ハーフソース・ダブルゲート型パネルが図１におけるライン極性反転技術および交流共
通電位を採用する場合、縦の明暗ストライプ現象を解決する手段の１つを図６に示す。図
６は、本発明の一実施例に従う、４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間における
スキャンラインＬ１からＬ３の共通電位ＶＣＯＭの極性と、４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番
目までの画像期間におけるゲートラインＧ１－Ｇ６が駆動される駆動順序とを示す。図６
のＮは、整数０または自然数であってよい。Ｎが０である場合、４Ｎ＋１、４Ｎ＋２、４
Ｎ＋３、および、４Ｎ＋４は、それぞれ第１、第２、第３および第４の画像期間を表す。
Ｎが１である場合、４Ｎ＋１、４Ｎ＋２、４Ｎ＋３、および、４Ｎ＋４は、それぞれ第５
、第６、第７および第８の画像期間を表す。残りについてもすべて同様である。さらに、
図６のＶＣＯＭは、共通電位を指し、他の参照符号はすべて図１におけるそれらに対応す
る。
【００２０】
　図６において、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋２番目の画像期間では、ゲートラインＧ１－
Ｇ６は１つずつ順番に駆動される。しかしながら、４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の画
像期間では、同じスキャンラインに対応するゲートラインの駆動順序は変化する。したが
って、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋２番目の画像期間では、ゲートラインＧ１、Ｇ３および
Ｇ５が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差は、ゲートラインＧ２、
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Ｇ４およびＧ６が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差より小さい。
【００２１】
　ゲートラインＧ１、Ｇ３およびＧ５によりオンにされたサブピクセルの輝度は、ゲート
ラインＧ２、Ｇ４およびＧ６によりオンにされたサブピクセルの輝度より小さい。
【００２２】
　同様に、４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の画像期間では、ゲートラインＧ２、Ｇ４お
よびＧ６が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差は、ゲートラインＧ
１、Ｇ３およびＧ５が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差より小さ
い。ゲートラインＧ２、Ｇ４およびＧ６によりオンにされるサブピクセルの輝度は、ゲー
トラインＧ１、Ｇ３およびＧ５によりオンにされるサブピクセルの輝度より小さい。本動
作方法は、明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプ現象を軽減することができ
ると推測され得る。
【００２３】
　ライン極性反転技術は、フレームがアップデートされるたびに同じスキャンラインの共
通電位の極性が変化する必要はないので、極性は、２フレームごとに反転すればよい。こ
のような状況では、縦の明暗ストライプの問題は、図７に示すような方法で軽減されるこ
とができる。図７は、本発明の他の実施例のディスプレイパネルの駆動方法に従う、４Ｎ
+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間における、スキャンラインＬ１－Ｌ３の共通電
位ＶＣＯＭの極性と、４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるゲートライ
ンＧ１－Ｇ６が駆動される駆動順序とを示す。図７におけるＶＣＯＭは共通電位を指し、
他の参照番号はすべて図１におけるそれらに対応する。
【００２４】
　図７において、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋３番目の画像期間では、ゲートラインＧ１－
Ｇ６は、１つずつ順番に駆動される。しかしながら、４Ｎ＋２番目および４Ｎ＋４番目の
画像期間では、同じスキャンラインに対応するゲートラインの駆動順序は、変化する。し
たがって、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋３番目の画像期間では、ゲートラインＧ１、Ｇ３お
よびＧ５が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差は、ゲートラインＧ
２、Ｇ４およびＧ６が駆動されるときのフレーム信号と共通電位との間の電圧差より小さ
い。
【００２５】
　したがって、ゲートラインＧ１、Ｇ３およびＧ５によりオンにされるサブピクセルの輝
度は、ゲートラインＧ２、Ｇ４およびＧ６によりオンにされるサブピクセルの輝度より小
さくなる。
【００２６】
　同様に、４Ｎ＋２番目および４Ｎ＋４番目の画像期間では、ゲートラインＧ２、Ｇ４お
よびＧ６が駆動される場合のフレーム信号と共通電位との間の電圧差は、ゲートラインＧ
１、Ｇ３およびＧ５が駆動される場合のフレーム信号と共通電位との間の電圧差より小さ
い。
したがって、ゲートラインＧ２、Ｇ４およびＧ６によりオンにされるサブピクセルの輝度
は、ゲートラインＧ１、Ｇ３およびＧ５によりオンにされるサブピクセルの輝度より小さ
い。本動作方法は、明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプ現象を軽減できる
ことが予測され得る。
【００２７】
　当然ながら、前述の２つの実施例においては、ソースラインＳ１－Ｓ３は、正常なフレ
ームを表示するようにゲートラインＧ１－Ｇ６の駆動順序に対応してフレーム信号を伝送
する。
【００２８】
　図６における４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋３番目の画像期間では、同じスキャンラインの
交流共通電位の極性は、同じであることに注目されたい。４Ｎ+２番目および４Ｎ＋４番
目の画像期間では、同じスキャンラインの交流共通電位の極性は同じであって、それは、
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４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋３番目の画像期間の極性とは反対である。さらに、図７の４Ｎ
＋１番目および４Ｎ+２番目の画像期間では、同じスキャンラインの交流共通電位の極性
は、同じである。４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の画像期間では、同じスキャンライン
の交流共通電位の極性は、同じであり、それは、４Ｎ＋１番目および４Ｎ＋２番目の画像
期間における極性と反対である。この原理によって、ユーザは、上記教示および実証から
さらに推測し、本発明を他のライン極性反転技術に応用できるはずである。
【００２９】
　ハーフソース・ダブルゲート型パネルが図４に示すようなドット極性反転技術および直
流共通電位を採用する場合、縦の明暗ストライプの問題への解決の１つを図８に示す。図
８は、本発明のさらなる他の実施例におけるディスプレイパネルの駆動方法に従う、４Ｎ
＋１番目から４Ｎ＋４番目の画像期間におけるソースラインＳ１およびＳ２の極性と、ゲ
ートラインＧ１－Ｇ４が駆動される駆動順序とを示す。さらに、図８のＶＣＯＭは、共通
電位を指し、その他の参照符号すべては、図４におけるそれらに対応する。
【００３０】
　図８において、４Ｎ+１番目および４Ｎ＋２番目の画像期間では、ゲートラインＧ１－
Ｇ４は、１つずつ順番に駆動される。しかしながら、４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の
画像期間では、同じスキャンラインに対応するゲートラインの駆動順序は、変化する。そ
れ故、４Ｎ+１番目および４Ｎ＋２番目の画像期間では、ゲートラインＧ２およびＧ４が
駆動されるときのソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差は、
ゲートラインＧ１およびＧ３が駆動されるときのソースラインＳ１およびＳ２と、共通電
位ＶＣＯＭとの間の電圧差より小さい。同様に、４Ｎ＋３番目および４Ｎ＋４番目の画像
期間では、ゲートラインＧ１およびＧ３が駆動されるときのソースラインＳ１およびＳ２
と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差は、ゲートラインＧ２およびＧ４が駆動されるとき
のソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差より小さい。本動作
方法は、明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプの現象を軽減できることが推
測され得る。
【００３１】
　ドット技術は複数の実施例において実施でき、それらすべてを列挙することは困難であ
る。しかしながら、ユーザは、図８に記載された趣旨を他のドット極性反転技術に応用で
きるはずである。図９－１３に示すように、本発明をユーザにより良く理解してもらうべ
く、本発明の他のいくつかの駆動方法をさらに列記する。図９－１３は、４Ｎ＋１番目か
ら４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるソースラインＳ１およびＳ２の極性と、４Ｎ＋１
番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるゲートラインＧ１－Ｇ４の駆動順序とを示
す。また、図９－１３におけるＶＣＯＭは、共通電位を指し、その他の参照符号すべては
、図４におけるそれらに対応する。図９－１３に示す動作方法は、図８の動作方法にむし
ろ似ている。本方法では主に、（液晶の２つの端末での電圧の交流における変化に従う限
りは）、ディスプレイパネルを駆動させるよう、ゲートラインＧ１－Ｇ４の駆動順序と共
にソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの間の電圧差における極性変化の
順序も変える（交換する）。
したがって、本発明の実施例は、図８から１３に示すものに限定されない。ユーザは、こ
れまでに述べた実施例から推定し、さらにそれらを応用してよいことは言うまでもない。
【００３２】
　上述の実施例の教示および実証から、いくつかの基本的な動作方法は、図１４に示され
るようにおおむね結論付けてよい。図１４は、本発明の実施例に従う表示パネルを駆動す
る方法のフローチャートである。方法は、以下の工程を含む。まずはじめに、第１の画像
期間において、第１のゲートラインが駆動され、次に第２のゲートラインが駆動される（
例えば工程ａ）。その後、第２の画像期間において、第２のゲートラインがまず駆動され
、次に、第１のゲートラインが駆動される（例えば工程ｂ）。
【００３３】
　具体的には、ライン極性反転技術を採用する前述の実施例はすべて、１つのスキャンラ
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インを終えると、交流の共通電位を用いることにより極性を反転させる。図１および図６
を例にとると、１つのスキャンラインを終了するということは、２つのゲートラインを駆
動させる時間を要する。しかしながら、スキャンラインの半分（ゲートラインを１つ駆動
する時間）が終了した後、ある種のハーフソース・ダブルゲート型パネルの共通電位およ
びソースラインを介し伝送される信号は、いったん反転され、ドット極性反転技術または
カラム極性反転技術の他の形式を成すべく、共通電位の極性およびゲートラインをオンに
する回転順序における変化に同調する。それでもなお、これら多様な技術は、図１５－１
７に示すように、本発明に適している。
【００３４】
　説明をわかりやすくするため、図１５－１７で例に挙げるパネルはすべて、ディスプレ
イモードとしては通常黒い状態である。まず、図１５を参照する。図１５は、ドット極性
反転技術の他の形式を採用する一実施例に従い本発明を適用する例を示す。図１５は、４
Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるソースラインＳ１およびＳ２と共通
電位ＶＣＯＭとの極性、および、４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間における
ゲートラインＧ１－Ｇ４の駆動順序を示す。もちろん、ドット極性反転技術を実行するた
めの信号を伝送すべく交流共通電位および交流ソースラインを用いる方法は、図１５に示
すものに限定されない。したがって、図１５に示す方法は、本発明を限定するために用い
られるべきでない。言い換えれば、図１５に示すような４Ｎ＋１番目から４Ｎ＋４番目ま
での画像期間の信号波形は、４Ｎ+１番目、４Ｎ＋２番目、４Ｎ＋３番目、４Ｎ＋４番目
という順序にはならない。フレームが４Ｎ+１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間に示
された信号波形に従い動作するかぎりにおいては、ユーザは、４つのフレームの順番を自
由に入れ換えてよく、それによって、液晶ディスプレイに要求される極性交換特性が得ら
れ、同時に、明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプ現象は軽減される。
【００３５】
　図１６および図１７は、前述のカラム極性反転技術を採用する２つの実施例に従い本発
明を適用する例をそれぞれ示す。図１６および図１７は、どちらも４Ｎ＋１番目から４Ｎ
＋４番目までの画像期間におけるソースラインＳ１およびＳ２と、共通電位ＶＣＯＭとの
極性、および、４Ｎ＋１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間におけるゲートラインＧ１
－Ｇ４の駆動順序を示す。同様に、カラム極性反転技術を実行するための信号を伝送すべ
く交流共通電位および交流ソースラインを用いる方法は、図１６および１７に示す方法に
限定されない。したがって、図１６および１７に示す方法は、本発明を限定するために用
いられるべきでない。言い換えれば、図１６および１７に示すように、４Ｎ+１番目から
４Ｎ＋４番目までの画像期間における信号波形の順序は、フレームが４Ｎ＋１番目から４
Ｎ＋４番目までの画像期間に示される波形に従い動作する限り、自由に入れ換えてよく、
それによって、液晶ディスプレイに要求される極性交換特性が得られ、同時に、明るさと
薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプ現象は軽減される。
【００３６】
　前述の実施例それぞれの図における、４Ｎ＋１番目から４Ｎ＋４番目までの画像期間に
おいて信号波形を交換すると、複数の異なる実施例が生じることを再度強調しておく必要
がある。
これら実施例のすべては、本発明により開示される駆動方法に含まれる。
【００３７】
　ハーフソース・ダブルゲート型パネルにおける構造の小さい部分が前述の実施例のそれ
ぞれを示すために用いられているが、ユーザは、先の説明から、本発明の趣旨に従うハー
フソース・ダブルゲート型パネルにおける残りの構造の動作方法を容易に推測できるはず
である。さらに、本発明は、通常黒いフレームディスプレイモードでの使用に限定されな
い。ユーザは、本発明の趣旨に従う通常白いフレームディスプレイモードに本発明を適用
してもよい。また、当業者であれば、ハーフソース・ダブルゲート型パネルを駆動するた
めに直流共通電位または交流共通電位を採用してもよく、それは、ゲートラインの駆動方
法および共通電位の極性における変化と調和させれば、ライン極性反転技術、ドット極性
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反転技術およびカラム極性反転技術などのさまざまな動作方法を組み合わせることもでき
ると理解できるはずである。したがって、上述の実施例は、本発明を限定するために用い
られるべきでない。要約すると、本発明の趣旨は、１つの画像期間において、同じスキャ
ンラインの対応するゲートラインがある順序で駆動され、他の画像期間において、同じス
キャンラインの対応するゲートラインが別の順序で駆動される。このことも、本発明の技
術的範囲内にある。
【００３８】
　本発明では、同じスキャンラインに対応するゲートラインが異なる画像期間において異
なる順序で駆動され、それによって明るさと薄暗さとのむらによる縦の明暗ストライプの
問題を軽減する。図６－１３および１５に示す方法が採用される場合、縦の明暗ストライ
プ現象を相殺することもできる。
【００３９】
　以上、本発明の一側面を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実
施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加
えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形
態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】ライン極性反転技術を採用するハーフソース・ダブルゲート型パネルを示す概略
図である。
【００４１】
【図２】図１のパネルにおける各信号のタイミング図である。
【００４２】
【図３】図２における各スキャンラインの共通電位、および、各ソースラインの極性にお
ける変化を示す図である。
【００４３】
【図４】ドット極性反転技術を採用するハーフソース・ダブルゲート型パネルを示す概略
図である。
【００４４】
【図５】図４のゲートラインＧ１－Ｇ４のタイミングと共にソースラインＳ１およびＳ２
の極性における変化を示す図である。
【００４５】
【図６】本発明の一実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法である。
【００４６】
【図７】本発明の他の実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法である。
【００４７】
【図８】本発明のさらなる他の実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法である。
【００４８】
【図９－１３】本発明の他の実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法を示す。
【００４９】
【図１５－１７】本発明の他の実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法を示す。
【００５０】
【図１４】本発明の一実施例に従うディスプレイパネルを駆動する方法のフローチャート
である。



(25) JP 2008-225431 A 2008.9.25

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２１Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ   1/133   ５２５　          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ   1/133   ５０５　          　　　　　



(26) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40

【外国語明細書】



(27) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(28) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(29) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(30) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(31) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(32) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(33) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(34) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(35) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(36) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(37) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(38) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(39) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(40) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(41) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(42) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(43) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(44) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(45) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(46) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(47) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(48) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(49) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(50) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(51) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(52) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(53) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20

30

40



(54) JP 2008-225431 A 2008.9.25

10

20


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow
	foreign-language-body

