
JP 5556201 B2 2014.7.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を含む表示部を備えた電気泳動方式又は電子粉流体方式の表示装置であって
、
　前記複数の画素のうち表示状態が変更される画素の数を積算して積算更新画素数を算出
する算出手段と、
　前記算出された積算更新画素数が規定値以上になった場合、前記表示部のリフレッシュ
動作を実行するリフレッシュ制御手段と
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記算出手段は、前記表示部が分割されてなる複数の部分領域の夫々において、前記表
示状態が変更される回数に応じて、前記画素の数に重みをつけて前記積算更新画素数を算
出することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記複数の部分領域の各々は、一の前記画素に対応することを特徴とする請求項２に記
載の表示装置。
【請求項４】
　前記表示部が分割されてなる複数の部分領域の夫々において、前記算出手段は前記画素
の数を積算して前記積算更新画素数の算出を行うことを特徴とする請求項１に記載の表示
装置。
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【請求項５】
　前記リフレッシュ制御手段は、前記リフレッシュ動作を、所定時間毎に又は所定の前記
画像の一部が変更される回数に応じて実行することを特徴とする請求項１から４のいずれ
か一項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば電気泳動表示装置等の表示装置の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の表示装置として、特許文献１又は２には例えば電子書籍等に用いられる電気泳
動表示装置が開示されている。特許文献１では、手書き入力（ペン入力）による画像が通
常の画像（ペン入力以外による画像）に上書きされて、表示される画像が書き換えられる
。具体的には、通常の画像を表示する場合には、リセット駆動により全白表示が行われた
後に、書込み駆動により画像が書き込まれる。一方、手書き入力する場合には、リセット
駆動を行わず書込み駆動のみを行う。後者の場合、ペン入力領域に含まれる画素に対して
、最暗状態（黒）を表示するように部分的に書き込みが行われる（例えば、第２実施形態
）。
【０００３】
　このような部分書き換えを繰り返し行うと残像が蓄積されて、表示される画像が乱れる
おそれがある。特許文献２では、画像の乱れによる画質の劣化を防止するために、所定時
間毎にリフレッシュ動作を実行する技術について開示されている。なお、表示装置におい
てリフレッシュ動作は所定時間毎に加えて若しくは代えて所定の書き換え回数毎に行われ
ることもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２５１６３号公報
【特許文献２】国際公開２００１／０９１０９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献２によれば、部分書き換えによって乱れた画像が所定時間が経
過するまでの比較的長時間にわたり、電子書籍等を利用する利用者（ユーザー）に視認さ
れる不具合が生じる。また、部分書き換えにより画面中の表示画像に部分的なわずかな乱
れが生じた場合であっても、リフレッシュ動作（或いはリセット駆動）が自動的に全画面
で行われて、全黒又は全白表示による消去画面が頻繁にユーザーに視認され、利便性に支
障をきたす不具合も生じる。
【０００６】
　ここで、部分書き換えの度に画面中で部分書き換えがなされた領域のみで、この領域に
属する画素をリセット駆動することも考えられる。この場合、リセット駆動が行われた領
域とそれ以外の領域とで、書込みがなされてからの経過時間等の影響によりコントラスト
に差が生じるおそれがある。また、リセット駆動により部分書き換えが遅くなる問題もあ
る。
【０００７】
　本発明は、例えば上述した問題点に鑑みなされたものであり、リフレッシュ動作を適宜
行うことを可能とし、画質を向上させると共にユーザーの利便性を向上させることが可能
な表示装置を提供することを課題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の表示装置は上記課題を解決するために、複数の画素を含む表示部を備えた表示
装置であって、前記表示部に表示される画像の一部が変更されるときに、前記複数の画素
のうち表示状態が変更される画素の数を積算して積算更新画素数を算出する算出手段と、
前記算出された積算更新画素数が規定値以上になった場合、前記表示部のリフレッシュ動
作を実行するリフレッシュ制御手段とを備える。
【０００９】
　本発明の表示装置は典型的には電気泳動表示装置として構成される。この場合、複数の
画素の各々で電気泳動素子を駆動することで表示部で画像表示が行われる。なお、本発明
の表示装置としては、前述の電気泳動方式によるものに限られず、電子粉流体方式等によ
るものであってもよい。
【００１０】
　表示部では複数の画素の一部に対して部分的な書き換えを行って、表示される画像の一
部を変更する。この際、書き換えを要する画素では表示状態が変更される。具体的には、
第１の階調（例えば、白）から第２の階調（例えば、黒）に表示状態を変更するか、若し
くは第２の階調（例えば、黒）から第１の階調（例えば、白）に表示状態が変更される。
このように複数の画素の一部の表示状態を変更することにより行う部分的な書き換えを、
以下、「部分書き換え」として説明することもある。
【００１１】
　本発明の表示装置では、算出手段とリフレッシュ制御手段とを備える。部分書き換えに
より表示される画像の一部が変更されるときに、算出手段は、複数の画素のうち表示状態
が変更される画素を積算して、積算更新画素数を算出する。積算更新画素数の算出は、好
ましくは以下のように行われる。算出手段は典型的には、変更前の画像と変更後の画像と
の排他的論理和を演算することにより、表示状態が変更される画素を複数の画素より判断
し、ビットをカウントして表示状態が変更される画素の数を求める。続いて、算出手段は
、変更後の画像を表示する前であって直前のリフレッシュ動作以降からの部分書き換えの
度に求められた表示状態が変更される画素の数の総数に、変更後の画像を表示する際に求
められた表示状態が変更される画素の数を積算して、積算更新画素数を算出する。
【００１２】
　リフレッシュ制御手段は、算出手段により算出された積算更新画素数が規定値以上であ
るか否かを判断し、規定値以上である場合は表示部のリフレッシュ動作を実行する。リフ
レッシュ動作は好ましくは、表示部の複数の画素が夫々同じ階調（例えば白若しくは黒）
を表示するように駆動することにより行われる。この場合、表示部には典型的には全白又
は全黒表示による消去画面が表示される。
【００１３】
　従って、本発明の表示装置では、表示部において、部分書き換えで残像が蓄積されるこ
と等による画像の乱れが顕著になるのを防止することができる。リフレッシュ動作は、所
定時間又は所定の書き換え回数に係らず、積算更新画素数が規定値以上か否かの判断によ
り行われる。よって、表示内容が大きく変更され、表示状態が変更される画素の数も比較
的大きな値となった場合に、その部分書き換えが行われてから比較的短時間でリフレッシ
ュ動作を実行することも可能となる。従って、乱れた画像が比較的長時間にわたりユーザ
ーに視認される事態を防止することができる。尚、本発明の表示装置ではリフレッシュ動
作が所定時間が経過する毎に、又は所定の書き換え回数毎に行われるようにしてもよい。
【００１４】
　リフレッシュ制御手段における規定値によりリフレッシュ動作の頻度が規定される。よ
って、リフレッシュ動作を部分書き換えにより生じる画像の乱れの程度に応じて適宜行う
ことができるため、部分的なわずかな画像の乱れでリフレッシュ動作が行われて、全白又
は全黒表示による消去画面がユーザーに頻繁に視認される煩わしさを低減することができ
る。
【００１５】
　従って、以上説明した本発明の表示装置によれば、リフレッシュ動作を上述のように適
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宜に行うことができ、画質を向上させると共にユーザーの利便性を向上させることが可能
となる。
【００１６】
　本発明の表示装置の一態様では、前記算出手段は、前記表示部が分割されてなる複数の
部分領域の夫々において、前記表示状態が変更される回数に応じて、前記画素の数に重み
をつけて前記積算更新画素数を算出する。
【００１７】
　この態様によれば、表示部を複数の部分領域に分割し、算出手段によって部分領域毎に
、部分書き換えで表示が変更される画素の数が積算されて積算更新画素数が算出される。
算出手段は、直前のリフレッシュ動作以降に表示状態が変更された回数、即ち部分書き換
えの回数に応じて表示が変更される画素の数に重みをつけて積算する。リフレッシュ制御
手段は、部分領域毎に算出された積算更新画素数が規定値以上であるか否かを判断する。
【００１８】
　複数の部分領域のうち、部分書き換えが繰り返し行われて、回数が比較的大きくなる部
分領域に属する画素では画像の乱れが蓄積されて顕著になるおそれがある。このような部
分領域については、部分書き換えの回数に応じた重みも比較的大きくなるため、画像の乱
れが顕著になって悪化するより前に積算更新画素数が規定値に達することによりリフレッ
シュ動作を行うことが可能となる。
【００１９】
　この、複数の部分領域の夫々において表示状態が変更される画素の数に重みをつけて積
算更新画素数を算出する態様では、前記複数の部分領域の各々は、一の前記画素に対応す
るように構成してもよい。
【００２０】
　このように構成した場合、複数の部分領域は夫々、表示部において複数の画素の各々の
占める領域に対応する。従って、複数の画素のうち、部分書き換えが繰り返し行われてそ
の回数が比較的大きくなる画素について、画像の乱れが悪化するより前にリフレッシュ動
作を行うことが可能となる。
【００２１】
　本発明の表示装置の他の態様では、前記表示部が分割されてなる複数の部分領域の夫々
において、前記算出手段は前記画素の数を積算して前記積算更新画素数の算出を行う。
【００２２】
　この態様によれば、表示部を複数の部分領域に分割し、算出手段によって部分領域毎に
、部分書き換えで表示が変更される画素の数が積算されて積算更新画素数が算出される。
リフレッシュ制御手段は、部分領域毎に算出された積算更新画素数が規定値以上であるか
否かを判断する。これによるリフレッシュ動作は、積算更新画素数が規定値に達した部分
領域について部分的に行われるのが好ましい。この際、部分領域に属する画素が夫々同じ
階調（例えば白若しくは黒）を表示するように駆動される。尚、このような部分的なリフ
レッシュ動作によれば、既に説明したような部分的なリセット駆動と同様に、リフレッシ
ュ動作の頻度が各部分領域で異なってくることで、コントラスト等の表示の画質に差が生
じることがある。従って、このような事態が生じるのを防止するために、リフレッシュ動
作が全画面にわたり、典型的には全白又は全黒表示により行われるようにしてもよい。
【００２３】
　従って、この態様では部分領域毎に積算更新画素数を求めて、前述のような部分的なリ
フレッシュ動作が行われることにより、リフレッシュ動作を短時間でスムーズに行うこと
が可能となる。よって、ユーザーの煩わしさを低減し、利便性を向上させることができる
。
【００２４】
　本発明の表示装置の他の態様では、前記リフレッシュ制御手段は、前記リフレッシュ動
作を、所定時間毎に又は所定の前記画像の一部が変更される回数に応じて実行する。
【００２５】
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　この態様によれば、リフレッシュ動作を、所定時間が経過する毎に又は所定の部分書き
換えの回数毎に行うことも可能となる。従って、表示部において、部分書き換えで残像が
蓄積されること等による画像の乱れが顕著になるのを、より確実に防止することができる
。
【００２６】
　本発明の作用及び他の利得は次に説明する発明を実施するための形態から明らかにされ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本実施形態に係る表示装置の構成の一例を概略的に示すブロック図である。
【図２】表示部に表示される画像の一部が変更されるときの変更前の画像及び変更後の画
像の一例を簡略化して示す図である。
【図３】第１実施形態に係る表示装置で行われる一連の処理について説明するためのフロ
ーチャートを示す図である。
【図４】変更前の画像Ｐ１及び変更後の画像Ｐ２の各々の文字で互いに異なる部分と共通
の部分を表す図である。
【図５】表示部が分割されてなる複数の部分領域について説明するための概略図である。
【図６】第２実施形態に係る表示装置で行われる一連の処理について説明するためのフロ
ーチャートを示す図である。
【図７】第３実施形態に係る表示装置で行われる一連の処理について説明するためのフロ
ーチャートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下では、本発明の実施形態について図を参照しつつ説明する。
【００２９】
　先ず、本実施形態に係る表示装置の構成について、図１を参照して説明する。
【００３０】
　図１は、本実施形態に係る表示装置の構成の一例を概略的に示すブロック図である。
【００３１】
　図１において、本実施形態に係る表示装置１００の主要部には、表示パネル１、コント
ローラ２、ＶＲＡＭ１３ａ及びＶＲＡＭ２３ｂが含まれる。尚、図１中には図示を省略し
てあるが、表示装置１００には他にＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Rando
m Access Memory）或いはＲＯＭ（Read Only Memory）等が設けられる。
【００３２】
　表示装置１００は典型的には電気泳動表示装置として構成される。表示パネル１におい
て、表示部１０には複数の画素２０が配列される。表示部１０には例えば、互いに交差す
るように複数のデータ線１３及び走査線１４が配線され、複数の画素２０は夫々データ線
１３及び走査線１４の交差に対応してマトリクス状に配置される。複数のデータ線１３は
データ線駆動回路１１により駆動され、複数の走査線１４は走査線駆動回路１２により駆
動される。
【００３３】
　この場合、各画素２０はデータ線１３及び走査線１４に電気的に接続されて駆動される
。これにより画素２０において例えば電気泳動素子が駆動され、表示部１０で画像表示が
行われる。尚、画素２０の詳細な構成については図示を省略してある。
【００３４】
　コントローラ２は、ＶＲＡＭ１３ａ及びＶＲＡＭ２３ｂに夫々アクセス可能に構成され
ている。コントローラ２の主要部には、算出手段２１０及びリフレッシュ制御手段２２０
が含まれる。後述するように、表示部１０に表示される画像の一部が変更されるときに、
算出手段２１０は積算更新画素数を算出し、リフレッシュ制御手段２２０は算出された積
算更新画素数が規定値以上になった場合にリフレッシュ動作を実行する。
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【００３５】
　次に、上述した表示装置に係る各実施形態について、図１に加えて以下の各図を参照し
て説明する。
【００３６】
　＜第１実施形態＞
　先ず、図２から図４を参照して、第１実施形態について説明する。図２は、表示部に表
示される画像の一部が変更されるときの変更前の画像及び変更後の画像の一例を簡略化し
て示す図である。
【００３７】
　図２において本実施形態では、図１に示す表示部１０に表示された画像Ｐ１の一部が変
更され、変更後の画像Ｐ２に書き換えられる。画像Ｐ１は、白い背景に黒色の文字「Ａ」
が描かれており、画像Ｐ２は白い背景に黒色の文字「Ｂ」が描かれている。
【００３８】
　図３は、本実施形態に係る表示装置で行われる一連の処理について説明するためのフロ
ーチャートを示す図である。
【００３９】
　図３において、コントローラ２はＶＲＡＭ２３ｂにアクセスして、表示部１０に表示さ
れている変更前の画像Ｐ１の表示内容を示す情報をコピーする（ステップＳ１０１）。続
いて、コントローラ２はＶＲＡＭ１３ａにアクセスして、変更後の画像Ｐ２の表示内容を
示す情報に書き換える（ステップＳ１０２）。尚、画像Ｐ１或いはＰ２の表示内容を示す
情報は、例えばＲＡＭやＲＯＭに予め蓄えられた情報等に基づく。
【００４０】
　表示部１０に表示される画像は複数の画素２０に対して、全てを書き換えるか、或いは
一部を部分的に書き換えることにより変更される。コントローラ２はＣＰＵより部分的な
書き換えを行う旨の部分書き換え命令を受け取る（ステップＳ１０３）。
【００４１】
　その後、コントローラ２において算出手段２１０は典型的には、変更前の画像Ｐ１と変
更後の画像Ｐ２との排他的論理和を演算することにより、表示状態が変更される画素を複
数の画素２０より判断し、ビットをカウントして表示状態が変更される画素の数を求める
（ステップＳ１０４）。
【００４２】
　図４は、変更前の画像Ｐ１及び変更後の画像Ｐ２の各々の文字で互いに異なる部分と共
通の部分を表す図である。図２における変更前の画像Ｐ１及び変更後の画像Ｐ２の各々の
文字に着目して比較すれば、文字「Ａ」であって文字「Ｂ」でない部分が文字部分Ｒａで
あり、文字「Ｂ」であって文字「Ａ」でない部分が文字部分Ｒｂであり、文字「Ａ」及び
文字「Ｂ」に共通の部分は文字部分Ｒａｂとなる。
【００４３】
　よって、画像Ｐ１から画像Ｐ２へ変更する際には、文字部分Ｒａを表示する画素は、第
２の階調（黒）から第１の階調（白）に表示状態を変更する必要があり、文字部分Ｒｂを
表示する画素は、第１の階調（白）から第２の階調（黒）に表示状態を変更する必要があ
る。一方、文字部分Ｒａｂを表示する画素は表示状態は第２の階調（黒）として維持され
る。
【００４４】
　算出手段２１０はステップＳ１０４において、変更前の画像Ｐ１と変更後の画像Ｐ２と
の排他的論理和を演算することにより、文字部分Ｒａ及びＲｂを表示する画素を割り出し
、ビットをカウントしてこれらの画素の数を求める。
【００４５】
　好ましくは、算出手段２１０は、排他的論理和を演算する演算器、及びこれに組み合わ
されて自動的にビットを数えて積算していく回路を有するか、ソフトウェアによる既知の
アルゴリズムに基づいてステップＳ１０４及び次のステップＳ１０５の処理を行うことが



(7) JP 5556201 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

可能なように構成されてもよい。
【００４６】
　続いて、算出手段２１０は、ステップＳ１０４により求められた表示状態が変更される
画素の数を積算して、積算更新画素数を算出する（ステップＳ１０５）。具体的には、図
３のフローにより行われる今回のリフレッシュ動作（後述するステップＳ１０７及びＳ１
０８による処理）に対し、時間軸上で隣接し直前に位置する前回のリフレッシュ動作以降
から、変更後の画像Ｐ２を表示する前に、部分書き換えの度に（変更後の画像Ｐ２を表示
する今回に対して前回の変更前の画像Ｐ１を表示するまでの部分書き換えの度に）表示状
態が変更される画素の数を算出手段２１０が積算する。これにより求められた表示状態が
変更される画素の数の総数に、算出手段２１０はステップＳ１０４により求めた表示状態
が変更される画素の数を積算して、積算更新画素数を算出する。
【００４７】
　その後、コントローラ２においてリフレッシュ制御手段２２０は、ステップＳ１０５に
より算出された積算更新画素数が規定値以上であるか否かを判断し（ステップＳ１０６）
、規定値以上である場合は（ステップＳ１０６；Ｙｅｓ）、表示部１０のリフレッシュ動
作を実行する（ステップＳ１０７及びステップＳ１０８）。リフレッシュ動作は具体的に
は次のような手順による。算出手段２１０に対してリフレッシュ制御手段２２０が積算更
新画素数を「０」にリセットする（ステップＳ１０７）。続いて好ましくは、リフレッシ
ュ制御手段２２０による制御に基づいてコントローラ２が、表示部１０の複数の画素２０
が夫々同じ階調（例えば白若しくは黒）を表示するように駆動する（ステップＳ１０８）
。この場合、表示部１０には典型的には全白又は全黒表示による消去画面が表示される。
【００４８】
　一方、積算更新画素数が規定値に達していない場合は（ステップＳ１０６；Ｎｏ）、文
字部分Ｒａ及びＲｂを表示する画素を駆動して部分的に書き換え、表示状態を変更する（
ステップＳ１０９）。その結果、表示部１０において変更前の画像Ｐ１の一部が変更され
、変更後の画像Ｐ２に書き換えられる。尚、積算更新画素数が規定値以上である場合は（
ステップＳ１０６；Ｙｅｓ）、上述したような動作と同様の部分書き換えにより変更後の
画像Ｐ２を表示した後、上述のリフレッシュ動作を行う。
【００４９】
　従って、本実施形態によれば、表示部１０において、部分書き換えで残像が蓄積される
こと等による画像の乱れが顕著になるのを防止することができる。リフレッシュ動作は既
に説明したように、所定時間又は所定の書き換え回数に係らず、積算更新画素数が規定値
以上か否かの判断により行われる。よって、表示内容が大きく変更され、表示状態が変更
される画素の数も比較的大きな値となった場合に、その部分書き換えが行われてから比較
的短時間でリフレッシュ動作を実行することも可能となる。従って、乱れた画像が比較的
長時間にわたりユーザーに視認される事態を防止することができる。
【００５０】
　本実施形態では、リフレッシュ制御手段２２０における規定値によりリフレッシュ動作
の頻度が規定される。よって、リフレッシュ動作を部分書き換えにより生じる画像の乱れ
の程度に応じて適宜行うことができるため、部分的なわずかな画像の乱れでリフレッシュ
動作が行われて、全白又は全黒表示による消去画面がユーザーに頻繁に視認される煩わし
さを低減することができる。
【００５１】
　尚、リフレッシュ制御手段２２０は、リフレッシュ動作を、所定時間が経過する毎に又
は所定の部分書き換え回数毎に実行するようにしてもよい。これにより、表示部１０にお
ける画像の乱れをより確実に防止することができる。
【００５２】
　従って、以上説明した本実施形態によれば、リフレッシュ動作を上述のように適宜に行
うことができ、画質を向上させると共にユーザーの利便性を向上させることが可能となる
。
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【００５３】
　＜第２実施形態＞
　次に、図５及び図６を参照して、第２実施形態について説明する。第２実施形態は第１
実施形態と比較して、部分書き換えの際のリフレッシュ動作に至る一連の処理が部分的に
異なる。以下では、第１実施形態と異なる内容についてのみ詳細に説明し、同様の内容に
ついて重複する説明は省略することもある。
【００５４】
　図５は、表示部が分割されてなる複数の部分領域について説明するための概略図であり
、図６は、第２実施形態に係る表示装置で行われる一連の処理について説明するためのフ
ローチャートを示す図である。
【００５５】
　第２実施形態では、図５において、表示部１０は複数の部分領域Ｒｐに分割され、図２
と同様に変更前の画像Ｐ１が変更後の画像Ｐ２に書き換えられる。変更前及び変更後の画
像Ｐ１及びＰ２は夫々、表示部１０が分割されてなる複数の部分領域Ｒｐの各々の表示か
ら構成される。
【００５６】
　図６に示すフローでは、図３を参照して説明した第１実施形態と一部の処理が異なって
いる。従って以下では図６について、第１実施形態と異なる処理についてのみ詳細に説明
し、同様の処理については同一の符号を付して示し重複する説明を省略或いは簡略化する
。
【００５７】
　図６において、ステップＳ１０１からステップＳ１０３の処理の後に、算出手段２１０
は、部分書き換えで表示状態が変更される画素の数（下記式（１）において、「今回の表
示状態が変更される画素の数」）を部分領域Ｒｐ毎に求める（ステップＳ２０４）。各部
分領域Ｒｐについて、表示状態が変更される画素の数は第１実施形態と同様の手順により
求められる。
【００５８】
　続いて、算出手段２１０は、部分領域Ｒｐ毎に積算更新画素数を算出する（ステップＳ
２０５）。算出手段２１０は、変更後の画像Ｐ２の表示後の今回のリフレッシュ動作に対
する前回のリフレッシュ動作以降に、部分書き換えにより表示状態が変更された回数、即
ち部分書き換えの回数（下記式（１）において、「該当領域の書き換え回数」）に応じて
、ステップＳ２０４により求められた表示が変更される画素の数に重みをつけて積算し（
下記式（１））、積算更新画素数を算出する。
【００５９】
　[積算更新画素数]＝[今までに表示状態が変更された画素の総数]＋（[該当領域の書き
換え回数]＋１）×[今回の表示状態が変更される画素の数]…（１）
　尚、第１実施形態と同様に、部分領域Ｒｐ毎に算出手段２１０により、前回のリフレッ
シュ動作以降から変更後の画像Ｐ２を表示する前における部分書き換えで表示状態が変更
される画素の数が求められ、これに上述と同様に重みがつけられて積算され、上記式（１
）における「今までに表示状態が変更された画素の総数」が算出される。
【００６０】
　その後、リフレッシュ制御手段２２０は、部分領域Ｒｐ毎に算出された積算更新画素数
が規定値以上であるか否かを判断し（ステップＳ１０６）、適宜リフレッシュ動作を実行
する（ステップＳ１０６；Ｙｅｓ、ステップＳ１０７及びステップＳ１０８）か、或いは
変更後の画像Ｐ２に変更する書き換えを行う（ステップＳ１０６；Ｎｏ、ステップＳ１０
９）。
【００６１】
　複数の部分領域Ｒｐのうち、部分書き換えが繰り返し行われて、回数が比較的大きくな
る部分領域に属する画素では画像の乱れが蓄積されて顕著になるおそれがある。第２実施
形態では、このような部分領域については、部分書き換えの回数に応じた重みも比較的大
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きくなるため、画像の乱れが顕著になって悪化するより前に積算更新画素数が規定値に達
することによりリフレッシュ動作を行うことが可能となる。
【００６２】
　ここに、複数の部分領域Ｒｐの各々は、一の画素２０に対応するように構成してもよい
。このように構成した場合、複数の部分領域Ｒｐは夫々、表示部１０において複数の画素
２０の各々の占める領域に対応する。従って、複数の画素２０のうち、部分書き換えが繰
り返し行われてその回数が比較的大きくなる画素について、画像の乱れが悪化するより前
にリフレッシュ動作を行うことが可能となる。
【００６３】
　従って、以上説明した第２実施形態によれば、リフレッシュ動作を上述のように適宜に
行うことができ、より確実に画質を向上させることが可能となる。
【００６４】
　＜第３実施形態＞
　次に、図７を参照して、第３実施形態について説明する。第３実施形態は第２実施形態
と比較して、部分書き換えの際のリフレッシュ動作に至る一連の処理が部分的に異なる。
以下では、第１及び第２実施形態と異なる内容についてのみ詳細に説明し、同様の内容に
ついて重複する説明は省略することもある。
【００６５】
　第３実施形態においても第２実施形態と同様に、図５に示すように、表示部１０は複数
の部分領域Ｒｐに分割され、変更前の画像Ｐ１が変更後の画像Ｐ２に書き換えられる。
【００６６】
　図７は、第３実施形態に係る表示装置で行われる一連の処理について説明するためのフ
ローチャートを示す図である。以下では図７について、第１及び第２実施形態とは異なる
処理についてのみ詳細に説明し、同様の処理については同一の符号を付して示し重複する
説明を省略或いは簡略化する。
【００６７】
　図７において、ステップＳ１０１からステップＳ１０３の処理の後に、算出手段２１０
は、部分書き換えで表示状態が変更される画素の数を部分領域Ｒｐ毎に求める（ステップ
Ｓ３０４）。続いて、算出手段２１０は、部分領域Ｒｐ毎に、ステップＳ３０４により求
められた表示状態が変更される画素の数を積算して積算更新画素数を算出する（ステップ
Ｓ３０５）。第３実施形態では、第１実施形態と同様の手順により、各部分領域Ｒｐにつ
いて、表示状態が変更される画素の数を求め、積算更新画素数を算出する。
【００６８】
　その後、リフレッシュ制御手段２２０は、部分領域Ｒｐ毎に算出された積算更新画素数
が規定値以上であるか否かを判断し（ステップＳ１０６）、適宜リフレッシュ動作を実行
する（ステップＳ１０６；Ｙｅｓ、ステップＳ１０７及びステップＳ３０８）か、或いは
変更後の画像Ｐ２に変更する書き換えを行う（ステップＳ１０６；Ｎｏ、ステップＳ１０
９）。
【００６９】
　この際、ステップＳ１０７及びステップＳ３０８では、積算更新画素数が規定値に達し
た部分領域Ｒｐについて部分的にリフレッシュ動作が行われるのが好ましい。この際、ス
テップＳ３０８では部分領域Ｒｐに属する画素２０が夫々同じ階調（例えば白若しくは黒
）を表示するように駆動される。尚、このような部分的なリフレッシュ動作によれば、リ
フレッシュ動作の頻度が各部分領域Ｒｐで異なってくることで、コントラスト等の表示の
画質に差が生じることがある。従って、このような事態が生じるのを防止するために、リ
フレッシュ動作が全画面にわたり、典型的には全白又は全黒表示により行われるようにし
てもよい。
【００７０】
　従って、第３実施形態では部分領域Ｒｐ毎に積算更新画素数を求めて、前述のような部
分的なリフレッシュ動作が行われることにより、リフレッシュ動作を短時間でスムーズに
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行うことが可能となる。よって、ユーザーの煩わしさを低減し、利便性を向上させること
ができる。
【００７１】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲及び明細書全体
から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような
変更を伴う表示装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００７２】
　１…表示パネル、２…コントローラ、３ａ…ＶＲＡＭ１、３ｂ…ＶＲＡＭ２、１０…表
示部、１１…データ線駆動回路、１２…走査線駆動回路、１３…データ線、１４…走査線
、２０…画素、１００…表示装置、２１０…算出手段、２２０…リフレッシュ制御手段

【図１】 【図２】



(11) JP 5556201 B2 2014.7.23

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 5556201 B2 2014.7.23

【図７】



(13) JP 5556201 B2 2014.7.23

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００９－２０４８１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０８０９６４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００７－１８７９３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１３８００５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－３２３２８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－００４０４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０９５３８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０２５１６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０１／０９１０９６（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ　　　３／３４　　　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１６７　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　３／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

