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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の階調電圧を生成し、複数の階調配線の各々に前記複数の階調電圧を時分割的に出
力するガンマ回路と、
　画素データに基づいて選択される階調電圧を画素駆動信号として表示装置に出力する選
択駆動回路と
　を具備し、
　前記選択駆動回路は、
　前記複数の階調配線のうちの１つの階調配線を選択し、選択された前記１つの階調配線
により供給される時分割的に多重化された前記複数の階調電圧を出力する選択回路と、
　前記複数の階調電圧のうち先に供給される階調電圧を記憶するアナログメモリを有し、
前記記憶された階調電圧と前記複数の階調電圧とのいずれかを前記画素データに基づいて
選択して出力する駆動回路と
　を含み、
　前記駆動回路は、
　前記アナログメモリとしてアナログ電圧を保持するキャパシタと、
　前記キャパシタに供給する電圧を供給／遮断する第１スイッチと、
　前記第１スイッチを介して前記キャパシタに記憶すべき電圧を供給する増幅器と、
　前記選択回路から前記増幅器に入力される階調電圧を供給／遮断する第２スイッチと、
　前記キャパシタに記憶された電圧を前記増幅器に供給／遮断する第３スイッチと
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　を備え、
　前記第１スイッチと前記第２スイッチとを閉成し、前記第３スイッチを開放して前記選
択回路から入力される階調電圧を、前記増幅器を介して前記キャパシタに記憶させ、
　前記第１スイッチと前記第２スイッチとを開放し、前記第３スイッチを閉成して前記キ
ャパシタに記憶させた電圧を、前記増幅器を介して再生させて出力する
　表示制御回路。
【請求項２】
　前記複数の階調電圧は、前記ガンマ回路が生成する階調電圧のうち、偶数階調の階調電
圧と奇数階調の階調電圧である
　請求項１に記載の表示制御回路。
【請求項３】
　前記複数の階調電圧は、前記ガンマ回路が生成する階調電圧のうち、複数の原色の階調
を設定する階調電圧である
　請求項１または請求項２に記載の表示制御回路。
【請求項４】
　複数の階調電圧を生成するステップと、
　生成された前記複数の階調電圧を複数の階調配線の各々に時分割して転送するステップ
と、
　転送された前記複数の階調電圧から表示装置に表示する表示データに基づいて表示階調
電圧を選択するステップと、
　前記表示階調電圧を選択するステップで選択された前記複数の階調電圧の１つをアナロ
グメモリに記憶するステップと、
　前記表示階調電圧を選択するステップで選択された階調電圧と前記記憶するステップで
記憶した階調電圧のいずれかを選択し、切り替えて出力するステップと
　を具備し、
　切り替えて出力するステップは、
　前記アナログメモリとして機能するキャパシタにアナログ電圧を保持させるステップと
、
　前記キャパシタに供給する電圧を第１スイッチによって供給／遮断するステップと、
　前記第１スイッチを介して前記キャパシタに記憶すべき電圧を増幅器から供給するステ
ップと、
　前記複数の階調電圧を出力するステップにおいて前記増幅器に入力される階調電圧を第
２スイッチによって供給／遮断するステップと、
　前記キャパシタに記憶された電圧を前記増幅器に第３スイッチによって供給／遮断する
ステップと
　を備え、
　前記第１スイッチと前記第２スイッチとを閉成し、前記第３スイッチを開放して前記選
択回路から入力される階調電圧を、前記増幅器を介して前記キャパシタに記憶させ、前記
第１スイッチと前記第２スイッチとを開放し、前記第３スイッチを閉成して前記キャパシ
タに記憶させた電圧を、前記増幅器を介して再生して出力する
　表示制御方法。
【請求項５】
　前記複数の階調電圧は、前記生成するステップで生成される階調電圧のうち、偶数階調
の階調電圧と奇数階調の階調電圧である
　請求項４に記載の表示制御方法。
【請求項６】
　前記複数の階調電圧は、前記生成するステップで生成される階調電圧のうち、複数の原
色の階調を設定する階調電圧である
　請求項４または請求項５に記載の表示制御方法。
【発明の詳細な説明】



(3) JP 4798753 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置を駆動制御する表示制御回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置に表示される表示データは、精度や色の再現性の向上のため、多階調化、即ち
多ビット化に向かっている。また、表示の色相の情報を示すＲ、Ｇ、Ｂ毎に独立したガン
マ回路も要求される。多ビット化、ＲＧＢ独立化は、チップ面積の拡大、即ち、チップコ
ストの増大を引き起こすことになる。したがって、チップ面積の拡大を抑制しつつ多ビッ
ト化、ＲＧＢ独立化に対応しなければならない。
【０００３】
　例えば、特開平９－１３８６７０号公報によれば、表示装置の液晶表示パネルを構成す
る複数の画素中の選択された画素に対し、画像データを表示するためのアナログの駆動電
圧を供給する駆動回路に関する技術が開示されている。液晶表示装置の駆動回路は、複数
本の第１のバスラインと複数本の第２のバスラインとを配置してなる。第１のバスライン
は、液晶表示装置の液晶表示パネルを構成する複数の画素に対し、画素を走査するための
バスラインである。第２のバスラインは、第１のバスライン上の選択された画素へ所定の
画像データを表示するための階段電圧を重畳した階調電圧を供給する。液晶表示装置の駆
動回路は、階段電圧発生部を備えている。階段電圧発生部は、任意の基準電源部から出力
される複数の基準電源に基づいて階段電圧を生成する。即ち、階段電圧発生部は、抵抗分
圧手段と階段電圧レベル切替手段とを含み、階段電圧が発生する。抵抗分圧手段は、複数
の基準電源の各基準電源間を複数の分割抵抗により分圧する。階段電圧レベル切替手段は
、複数の分割抵抗の各々の両端に設けられ、階段電圧のレベルを切り替える一対のスイッ
チ素子の集合からなる。一対のスイッチ素子の動作を制御する制御信号により、第１の期
間では、複数の分割抵抗の各々の両端に設けられた一対のスイッチ素子の一方を導通状態
にし、第２の期間では、一対のスイッチ素子の両方を導通状態にすることによって、階段
電圧が発生する。
【０００４】
　上記に示される従来の技術について、図８および図２を参照して概略を説明する。図８
には、表示パネル３０とその表示パネルにデータを表示させる表示制御回路９とが示され
ている。表示制御回路９は、ガンマ回路１０と、階調選択駆動回路２９－１～Ｎとを具備
する。ここでＮは表示パネル１ラインの画素数に対応する。階調選択駆動回路２９－１は
、デコーダ回路２４－１と、階調セレクタ回路２２－１と、駆動回路４９－１とを備えて
いる。階調選択駆動回路２９－２～Ｎは、階調選択駆動回路２９－１と同じ構造になって
いるので説明を省略する。符号の“－”以下に続く部分は、この回路番号を示し、これら
の回路を区別しない場合は省略して説明する。
【０００５】
　表示パネル３０は、各駆動ライン毎のパネル負荷としてモデル化することができる。こ
のパネル負荷３１は、抵抗３４とコンデンサ３５により擬似できる。このコンデンサ３５
は、配線容量が主となる。即ち、階調選択駆動回路２９－１により駆動されるパネル負荷
は、抵抗３４－１とコンデンサ３５－１によりモデル化される。
【０００６】
　ガンマ回路１０は、図２に示されるように、抵抗Ｒ１～Ｒ１６とスイッチＳ１～Ｓ１６
を備える。抵抗Ｒ１～Ｒ１６は直列に接続され、基準電圧Ｖｒｅｆ１－Ｖｒｅｆ２を抵抗
分割して階調電圧Ｖ１～Ｖ１６を生成する。即ち、抵抗Ｒｉの両端に階調電圧ＶｉとＶｉ

＋１が生成される。階調電圧Ｖ２ｍと階調電圧Ｖ２ｍ－１とは、階調切替タイミング信号
ＣＫによりスイッチＳ（２ｍ）、Ｓ（２ｍ－１）が切り替えられ、１本の階調配線ＶＴｍ

に出力される。即ち、ガンマ回路１０は、階調電圧を、偶数階調（２ｍ階調）と奇数階調
（２ｍ－１階調）とに切り替えて出力する。その切替は、階調切替タイミング信号ＣＫを
同期信号として行われ、階調電圧Ｖ２ｍ、Ｖ２ｍ－１は、時分割多重されて階調配線ＶＴ
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ｍを伝送される。即ち、階調切替タイミング信号ＣＫの周期のある期間、例えば、階調切
替タイミング信号ＣＫの周期の前半は偶数階調の電圧が階調配線ＶＴｍに供給され、他の
期間は奇数階調の電圧が階調配線ＶＴｍに供給される。
【０００７】
　デコーダ回路２４は、表示データＤと階調切替タイミング信号ＣＫとに基づいて、選択
すべき階調を示す階調選択信号ＤＴを階調セレクタ回路２２に出力する。また、デコーダ
回路２４は、スイッチ４８の開閉を制御するスイッチ切替信号φを駆動回路４９に出力す
る。
【０００８】
　階調セレクタ回路２２は、階調選択信号ＤＴに基づいて、ガンマ回路１０から供給され
る階調配線ＶＴ１～ＶＴ８の中から該当する階調電圧を供給する配線を選択し、選択階調
信号ＶＴＭを駆動回路４９に出力する。駆動回路４９は、増幅器４１とスイッチ４８とを
備える。増幅器４１は選択階調信号ＶＴＭを電力増幅する。スイッチ４８は、スイッチ切
替信号φに基づくタイミングで増幅器４１から出力される駆動信号ＶＯを出力する。
【０００９】
　駆動信号ＶＯは、表示パネル３０に供給され、抵抗３４を介してコンデンサ３５を充放
電する。コンデンサ３５の電圧に応じて画素の輝度が変化し、表示データが表示される。
【００１０】
　例えば、ある偶数階調の表示データを表示パネル３０に表示する場合、ガンマ回路１０
から偶数階調の階調電圧が階調配線ＶＴ１～ＶＴ８に出力されているときにスイッチ４８
は閉成されている。したがって、表示データに対応する偶数階調の電圧が駆動信号ＶＯと
して表示パネル３０に供給される。供給された駆動信号ＶＯの電圧は、表示パネル３０の
コンデンサ／配線容量３５に保持される。その後、ガンマ回路１０から出力される階調電
圧が、階調切替タイミング信号ＣＫに同期して奇数階調の電圧に切り替わると、スイッチ
４８は開放される。スイッチ４８が開放されることにより駆動回路４９の表示パネル３０
への駆動が遮断され、表示パネル３０の配線容量３５に保持された電圧が保持される。こ
の電圧に応じて表示データが表示されることになる。
【００１１】
　また、ある奇数階調の表示データを表示パネル３０に表示する場合は、次に示すように
動作する。ガンマ回路１０から偶数階調の階調電圧が階調配線ＶＴ１～ＶＴ８に出力され
ているときにスイッチ４８は閉成されている。したがって、偶数階調の電圧が駆動信号Ｖ
Ｏとして表示パネル３０に供給される。その後、ガンマ回路１０から出力される階調電圧
が階調切替タイミング信号ＣＫに同期して奇数階調の電圧に切り替わった後もスイッチ４
８は閉成されたままになる。したがって、ガンマ回路１０から出力される奇数階調の階調
電圧Ｖ２ｍ－１のうち、表示データＤに対応する階調電圧が選択されて駆動信号ＶＯとし
て表示パネル３０に供給される。この駆動信号ＶＯの電圧に応じて表示データが表示され
ることになる。
【００１２】
　このようにして、多重化されて供給される階調電圧Ｖ１～Ｖ１６のうち表示データＤに
対応する階調電圧Ｖｉを表示パネル３０に供給することができる。しかしながら、表示制
御回路９側からの電流供給が遮断されている間に表示パネル３０側にリーク電流が発生す
る等により配線容量３５の電圧が変動することがある。その結果、色誤差が発生してしま
うという問題がある。即ち、より良好な画質を得るために出力バッファの遮断は、極力、
避けなければならない。
【００１３】
　また、上述では単色の表示パネルについて説明したが、表示パネルの高画質化に伴い、
ガンマ回路はＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）により独立して制御しなければならない場合
がある。各原色のデータが１０ビット、即ち１０２４階調で表示される場合、階調配線は
、１０２４本×３色＝３０７２本必要になる。この階調配線の間隔を１μｍとすると、階
調配線の配線レイアウト幅は約３ｍｍになってしまう。上述のように階調電圧を多重化し
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て供給したとしても、階調配線は２分の１になるだけで、３ｍｍから１．５ｍｍになる程
度の省面積化の効果しか期待できない。
【００１４】
【特許文献１】特開平９－１３８６７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　上述のように、表示パネルの高画質化に伴う階調電圧を供給する配線の増加に対処する
ために配線を削減しなければならない。しかし、配線を削減することにより発生する階調
電圧の変動は色誤差を発生させてしまい、画質を損なうことになる。即ち、本発明が解決
しようとする課題は、その配線を削減しつつ、配線削減に伴う階調電圧の変動を抑制する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　以下に、［発明を実施するための最良の形態］で使用される番号・符号を用いて、課題
を解決するための手段を説明する。これらの番号・符号は、［特許請求の範囲］の記載と
［発明を実施するための最良の形態］との対応関係を明らかにするために付加されたもの
である。ただし、それらの番号・符号を、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技
術的範囲の解釈に用いてはならない。
【００１７】
　本発明の観点では、表示制御回路は、ガンマ回路（１０、１１）と選択駆動回路（２０
、２１）とを具備する。ガンマ回路（１０、１１）は、階調電圧（Ｖｉ）を生成する。選
択駆動回路（２０、２１）は、表示装置（３０）に表示する画素データに基づいてガンマ
回路（１０、１１）から出力される階調電圧（Ｖｉ）を選択し、選択された階調電圧を画
素駆動信号（ＶＯ）として表示装置（３０）に出力する。この選択駆動回路（２０、２１
）は、アナログメモリ（４３）を備え、選択された階調電圧をアナログメモリ（４３）に
保持する。このアナログメモリは、電圧をアナログ的に記憶／再生するため、記憶してい
る階調電圧は安定する。
【００１８】
　本発明のガンマ回路（１０、１１）は、複数の階調電圧を時分割的に出力する。選択駆
動回路は、時分割的に入力される複数の階調電圧のうち画素データにより設定される表示
階調電圧をアナログメモリに記憶する。この複数の階調電圧は、ガンマ回路（１０、１１
）が生成する階調電圧（Ｖｉ）のうち、偶数階調の階調電圧（Ｖ２ｍ）と奇数階調（Ｖ２

ｍ－１）の階調電圧であり、また、複数の原色の階調を設定するそれぞれの階調電圧（Ｖ
Ｒｉ、ＶＧｉ、ＶＢｉ）である。原色の階調電圧をさらに偶数階調と奇数階調とで多重し
て転送してもよい。偶数／奇数階調で多重化すると、階調配線（ＶＴｉ）の本数は１／２
になり、原色階調で多重化すると３原色であれば階調配線の本数は１／３になる。
【００１９】
　本発明の駆動回路（４０）は、キャパシタ（４３）と第１スイッチ（４７）と増幅器（
４１）と第２スイッチ（４５）と、第３スイッチ（４６）とを備える。キャパシタ（４３
）は、アナログ電圧を保持する。第１スイッチ（４７）は、キャパシタ（４３）に供給さ
れる電圧を供給／遮断する。増幅器（４１）は、第１スイッチ（４７）を介してキャパシ
タ（４３）に記憶すべき電圧を供給する。第２スイッチ（４５）は、選択回路（２２）か
ら増幅器（４１）に入力される階調電圧を供給／遮断する。第３スイッチ（４６）は、キ
ャパシタ（４３）に記憶された電圧を増幅器（４１）に供給／遮断する。第１スイッチ（
４７）と第２スイッチ（４５）とを閉成し、第３スイッチ（４６）を開放して選択回路（
２２）から入力される階調電圧を、増幅器（４１）を介してキャパシタ（４３）に記憶さ
せる。キャパシタ（４３）に記憶させた電圧は、第１スイッチ（４７）と第２スイッチ（
４５）とを開放し、第３スイッチ（４６）を閉成することにより再生し、増幅器（４１）
により電力増幅されて、表示装置（３０）に出力される。このように、キャパシタ（４３
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）と入力インピーダンスの高い増幅器（４１）とを組み合せて使用することによりアナロ
グメモリを実現することができる。
【００２０】
　本発明の他の観点では、表示制御方法は、表示装置に表示データを表示する表示制御方
法であって、生成ステップと、転送ステップと、選択ステップと、記憶ステップと、駆動
ステップとを具備する。生成ステップは、階調電圧を生成する。転送ステップは、生成さ
れた複数の階調電圧を時分割して転送する。選択ステップは、転送された複数の階調電圧
のうちから表示データに基づいて選択する。記憶ステップは、選択ステップで選択された
複数の階調電圧の１つを記憶する。駆動ステップは、選択ステップで選択された階調電圧
と記憶ステップで記憶した階調電圧のいずれかを選択し、増幅して出力する。
【００２１】
　転送ステップで転送する複数の階調電圧は、生成ステップで生成される階調電圧のうち
、偶数階調の階調電圧と奇数階調の階調電圧である。また、転送する複数の階調電圧は、
複数の原色の階調を設定する階調電圧であってもよい。さらに、これらを組み合せ、原色
の階調を偶数／奇数を組み合せて多重化してもよい。このように多重化されて転送される
階調電圧は、表示する階調の電圧が選択され、記憶ステップでアナログメモリに記憶され
る。表示する電圧がアナログメモリに記憶されるため、表示する階調電圧が安定する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、階調電圧を供給する配線を削減しつつ、階調電圧の変動を抑制するこ
とができる。したがって、色誤差のない、より良好な画質を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図を参照して本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００２４】
（第１の実施の形態）
　図１から図４を参照して第１の実施の形態を説明する。図１は、本発明による表示制御
回路と表示パネルの構成を示すブロック図である。ここで、表示パネル３０は単色の１６
階調表示をするものを例示する。表示制御回路８は、ガンマ回路１０と階調選択駆動回路
２０－１～Ｎとを備え、表示データＤ－１～Ｎを表示パネル３０に表示する。表示パネル
３０に供給される駆動信号ＶＯ－１～Ｎの電圧は、ガンマ回路１０で生成され、階調配線
ＶＴ１～ＶＴ８を介して供給される階調電圧Ｖ１～Ｖ１６から選択される。選択された階
調電圧は電力増幅されて表示パネル３０に供給される。ここでＮは表示パネル３０の１ラ
インの画素数に対応する。また、符号の“－”以降に続く部分は回路番号を示し、以降、
これらの回路を区別しない場合は省略して説明する。
【００２５】
　表示パネル３０は、各駆動ライン毎のパネル負荷３１－１～Ｎとしてモデル化すること
ができる。このパネル負荷３１は、抵抗成分と容量成分とで模擬することができる。即ち
、パネル負荷３１は、抵抗３４とコンデンサ３５とにより模擬される。このコンデンサ３
５は、配線容量が主となる。階調選択駆動回路２０は、パネル負荷３１として、抵抗３４
とコンデンサ３５を駆動するものとしてモデル化される。
【００２６】
　ガンマ回路１０は、図２に示されるように、抵抗Ｒ１～Ｒ１６とスイッチＳ１～Ｓ１６
とを備える。抵抗Ｒ１～Ｒ１６は直列に接続され、基準電圧Ｖｒｅｆ１－Ｖｒｅｆ２を抵
抗分割して階調電圧Ｖ１～Ｖ１６を生成する。即ち、抵抗Ｒｉ（ｉ＝１～１６）の両端に
階調電圧ＶｉとＶｉ＋１が生成される。生成された階調電圧ＶｉはスイッチＳｉを介して
階調配線ＶＴ１～ＶＴ８のうちの１本に出力される。スイッチＳ１～Ｓ１６は階調切替タ
イミング信号ＣＫによりオン／オフが制御される。したがって、階調電圧Ｖ２ｍと階調電
圧Ｖ２ｍ－１とは、階調切替タイミング信号ＣＫによりスイッチＳ（２ｍ）、Ｓ（２ｍ－
１）が切り替えられ、１本の階調配線ＶＴｍに出力される。即ち、ガンマ回路１０は、階
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調電圧を、偶数階調（２ｍ階調）と奇数階調（２ｍ－１階調）とに切り替えて出力する。
切替は、階調切替タイミング信号ＣＫを同期信号として行われ、階調電圧Ｖ２ｍ、Ｖ２ｍ

－１は、時分割多重されて階調配線ＶＴｍを伝送される。即ち、階調切替タイミング信号
ＣＫの周期のある期間、例えば、階調切替タイミング信号ＣＫの周期の前半（Ｌｏｗレベ
ルの期間）は偶数階調の電圧が階調配線ＶＴｍに供給され、他の期間（Ｈｉｇｈレベルの
期間）は奇数階調の電圧が階調配線ＶＴｍに供給される。
【００２７】
　階調選択駆動回路２０－１は、デコーダ回路２４－１と、階調セレクタ回路２２－１と
、駆動回路４０－１とを具備する。デコーダ回路２４－１に表示データＤ－１と階調切替
タイミング信号ＣＫが入力される。デコーダ回路２４－１は、デコードした階調選択信号
ＤＴ－１を階調セレクタ回路２２－１に出力し、スイッチ切替信号φ－１を駆動回路４０
－１に出力する。階調セレクタ回路２２－１は、階調配線ＶＴ１～ＶＴ８により供給され
る階調電圧Ｖ１～Ｖ１６と、階調選択信号ＤＴ－１とを入力し、選択階調信号ＶＴＭ－１
を駆動回路４０－１に出力する。駆動回路４０－１は選択階調信号ＶＴＭ－１を電力増幅
した駆動信号ＶＯ－１を表示パネル３０に出力する。階調選択駆動回路２０－２～Ｎは、
階調選択駆動回路２０－１と同じ構造であり、説明を省略する。符号の“－”以下に続く
部分はこの回路番号を示し、以降、これらの回路を区別しない場合は省略して説明する。
【００２８】
　デコーダ回路２４は、表示データＤと階調切替タイミング信号ＣＫとに基づいて、階調
選択信号ＤＴを階調セレクタ回路２２に出力し、スイッチ切替信号φを駆動回路４０に出
力する。階調選択信号ＤＴは、選択すべき階調電圧が供給される階調配線を示す。スイッ
チ切替信号φは、駆動回路４０のスイッチの開閉を制御する。表示データＤが“１１１１
”の場合、表示パネル３０を駆動する駆動信号ＶＯの電圧は階調電圧Ｖ１６に対応させ、
表示データＤが“００００”の場合、駆動信号ＶＯの電圧は階調電圧Ｖ１に対応させるも
のとする。即ち、最下位ビットが“１”であれば偶数階調、最下位ビットが“０”であれ
ば奇数階調を示す。
【００２９】
　例えば、表示データＤ＝“１１１１”が与えられると、デコーダ回路２４は偶数階調の
階調電圧Ｖ１６（２ｍ：ｍ＝８）を供給する階調配線ＶＴ８を選択する階調選択信号ＤＴ
を出力する。一方、階調配線ＶＴ８は、階調切替タイミング信号ＣＫがＨｉｇｈレベルの
とき階調電圧Ｖ１５（２ｍ－１：ｍ＝８）を供給する。したがって、デコーダ回路２４は
、階調切替タイミング信号ＣＫがＨｉｇｈレベルの期間中にＬｏｗレベルになるスイッチ
切替信号φを駆動回路４０に出力する。また、デコーダ回路２４は、スイッチ切替信号φ
を階調切替タイミング信号ＣＫがＬｏｗレベルの期間中Ｈｉｇｈレベルにする。
【００３０】
　表示データＤ＝“１１１０”が与えられると、デコーダ回路２４は、奇数階調の階調電
圧Ｖ１５（２ｍ－１：ｍ＝８）を供給する階調配線ＶＴ８を選択する階調選択信号ＤＴを
出力する。階調配線ＶＴ８は、階調切替タイミング信号ＣＫがＨｉｇｈレベルになると階
調電圧Ｖ１５（２ｍ－１：ｍ＝８）を供給する。即ち、“１１１１”の場合と同じ階調配
線ＶＴ８が選択される。表示データＤの最下位ビットによりスイッチ切替信号φが異なり
、スイッチ切替信号φは、階調切替タイミング信号ＣＫに関わらずＨｉｇｈレベルのまま
駆動回路４０に供給される。したがって、このスイッチ切替信号φに基づいて駆動回路４
０が偶数階調と奇数階調の切替を行うことになる。
【００３１】
　階調セレクタ回路２２は、デコーダ回路２４から出力される階調選択信号ＤＴに基づい
て、階調配線ＶＴ１～ＶＴ８のいずれかの電圧を選択する。選択された階調配線ＶＴｍの
電圧は、選択階調信号ＶＴＭとして駆動回路４０に出力される。したがって、選択階調信
号ＶＴＭは、ガンマ回路１０から供給される電圧に対応して、階調切替タイミング信号Ｃ
ＫがＬｏｗレベルのとき偶数階調電圧Ｖ２ｍを、階調切替タイミング信号ＣＫがＨｉｇｈ
レベルのとき奇数階調電圧Ｖ２ｍ－１を示す。
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【００３２】
　駆動回路４０は、図３に示されるように、増幅器４１とコンデンサ４３とスイッチ４５
～４８とを備える。駆動回路４０に入力される選択階調信号ＶＴＭは、スイッチ４５を介
して増幅器４１の非反転入力端子とスイッチ４６に接続される。スイッチ４６の他端は、
スイッチ４７とコンデンサ４３に接続される。コンデンサ４３の他端は接地される。スイ
ッチ４７の他端はスイッチ４８と、増幅器４１の出力端子と反転入力端子に接続される。
スイッチ４８の他端は駆動回路４０の出力端子であって表示パネル３０に接続される。増
幅器４１は、信号の電力増幅を行って表示パネル３０の負荷を駆動する。コンデンサ４３
は、開閉されるスイッチ４５～４７により充電され、充電された電圧を保持する。即ち、
コンデンサ４３は、アナログメモリとして機能する。
【００３３】
　スイッチ４８は階調切替タイミング信号ＣＫに応答して開閉される。スイッチ４８は、
階調切替タイミング信号ＣＫがＨｉｇｈレベルのとき閉成され、増幅器４１の出力を表示
パネル３０に供給する。階調切替タイミング信号ＣＫがＬｏｗレベルのときスイッチ４８
は開放され、階調電圧は表示パネル３０に供給されない。
【００３４】
　スイッチ４５～４７は、スイッチ切替信号φに応答して開閉される。スイッチ切替信号
φがＨｉｇｈレベルのとき、スイッチ４５とスイッチ４７は閉成され、スイッチ４６は開
放される。スイッチ切替信号φがＬｏｗレベルのとき、スイッチ４５とスイッチ４７は開
放され、スイッチ４６は閉成される。
【００３５】
　表示データが偶数階調データの場合、階調切替タイミング信号ＣＫがＬｏｗレベル（選
択階調信号ＶＴＭは偶数階調電圧を示している）の期間中、スイッチ切替信号φはＨｉｇ
ｈレベルになる。階調切替タイミング信号ＣＫがＨｉｇｈレベル（選択階調信号ＶＴＭは
奇数階調電圧を示している）の期間中、スイッチ切替信号φはＬｏｗレベルになる。した
がって、選択階調信号ＶＴＭが偶数階調を示している期間、スイッチ４５が閉成されて増
幅器４１に選択階調信号ＶＴＭが供給される。その出力は、スイッチ４７を介してコンデ
ンサ４３に供給される。コンデンサ４３は選択階調信号ＶＴＭと同じ電圧に充放電される
。即ち、コンデンサ４３に偶数階調電圧が記憶される。
【００３６】
　スイッチ切替信号φがＬｏｗレベルになって、選択階調信号ＶＴＭが奇数階調を示すと
、スイッチ４５とスイッチ４７は開放され、スイッチ４６が閉成される。したがって、コ
ンデンサ４３に記憶された電圧がスイッチ４６を介して増幅器４１の非反転入力端子に供
給される。増幅器４１により電力増幅された偶数階調電圧がスイッチ４８を介して表示パ
ネル３０に供給される。したがって、パネル負荷３１即ち抵抗３４及びコンデンサ／配線
容量３５には、表示データＤにより示される偶数階調に相当する電圧が印加される。
【００３７】
　表示データが奇数階調データの場合、スイッチ切替信号φは階調切替タイミング信号の
レベルによらずＨｉｇｈレベルのままである。したがって、選択階調信号ＶＴＭが偶数階
調を示している期間、奇数階調を示している期間を通して、スイッチ４５が閉成されて増
幅器４１に選択階調信号ＶＴＭが供給される。その出力は、スイッチ４７を介してコンデ
ンサ４３に供給され、コンデンサ４３は選択階調信号ＶＴＭと同じ電圧に充放電される。
電力増幅された階調電圧がスイッチ４８を介して表示パネル３０に供給される。スイッチ
４８は、階調切替タイミング信号ＣＫがＨｉｇｈ、即ち、選択階調信号ＶＴＭが奇数階調
電圧を示しているときに閉成されるため、表示パネル３０には奇数階調電圧が供給される
ことになる。したがって、パネル負荷３１即ち抵抗３４及びコンデンサ／配線容量３５に
は、表示データＤにより示される奇数階調に相当する電圧が印加される。
【００３８】
　図４を参照して表示制御回路８の動作を説明する。図４では、表示制御回路８の階調選
択駆動回路２０－ｎにおける各信号のタイミングが示される。階調配線ＶＴｍにより供給
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される階調電圧の状態が図４（Ａ）に示される。階調切替タイミング信号が図４（Ｂ）に
示される。階調選択駆動回路２０－ｎに入力される表示データＤ－ｎが図４（Ｃ）に示さ
れる。デコーダ回路２４－ｎから出力される階調選択信号ＤＴ－ｎが図４（Ｄ）に示され
る。階調セレクタ回路２２－ｎから出力される選択階調信号ＶＴＭ－ｎが図４（Ｅ）に示
される。図４（Ｆ）（Ｇ）には、表示データＤ－ｎが偶数階調データであるときのスイッ
チ切替信号φ－ｎ、駆動信号ＶＯ－ｎが示される。図４（Ｈ）（Ｉ）には、表示データＤ
－ｎが奇数階調データであるときのスイッチ切替信号φ－ｎ、駆動信号ＶＯ－ｎが示され
る。
【００３９】
　表示パネル３０の１ラインを表示する期間は１水平期間と称され、図４において期間Ｔ
で示される。１水平期間Ｔは、階調切替タイミング信号ＣＫの１周期に対応する。図４（
Ａ）に示されるように、１水平期間Ｔは、期間Ｔ１と期間Ｔ２とに分けられる。期間Ｔ１
は、階調切替タイミング信号ＣＫがＬｏｗの期間、即ち、偶数階調電圧Ｖ２ｍが階調配線
ＶＴｍに供給される期間を示す。期間Ｔ２は、階調切替タイミング信号ＣＫがＨｉｇｈの
期間、即ち、奇数階調電圧Ｖ２ｍ－１が階調配線ＶＴｍに供給される期間を示す。図４（
Ｂ）（Ｃ）に示されるように、階調切替タイミング信号ＣＫは、表示データＤ－ｎの切替
時期に同期している。即ち、表示データＤ－ｎが切り替わる時点間が階調切替タイミング
信号ＣＫの１周期となる。
【００４０】
　表示データＤ－ｎが供給されると、デコーダ回路２４－ｎは、表示データＤ－ｎの上位
３ビットをデコードし、選択すべき階調配線ＶＴを指定する階調選択信号ＤＴ－ｎを階調
セレクタ２２－１に出力する。この階調選択信号ＤＴ－ｎは表示データＤ－ｎが次に変化
するまで変わらない。
【００４１】
　一方、デコーダ回路２４－ｎは、階調切替タイミング信号ＣＫがＬｏｗレベルである期
間Ｔ１において、図４（Ｆ）（Ｈ）に示されるように、スイッチ切替信号φ－ｎをＨｉｇ
ｈレベルにする。このスイッチ切替信号φ－ｎは、駆動回路４０－ｎに供給される。即ち
、期間Ｔ１では、スイッチ４５、４７は閉成され、スイッチ４６は開放される。したがっ
て、スイッチ４５を介して入力される選択階調信号ＶＴＭは、ボルテージフォロワ構成に
なっている増幅器４１により電力増幅され、図４（Ｇ）（Ｉ）破線で示されるように、ス
イッチ４７を介してコンデンサ４３を充放電する。
【００４２】
　期間Ｔ２になるとガンマ回路１０から階調配線ＶＴｍにより階調セレクタ回路２２－ｎ
に供給される階調電圧は、図４（Ａ）に示されるように、奇数階調電圧Ｖ２ｍ－１になる
。デコーダ回路２４－ｎに入力される表示データＤ－ｎは、期間Ｔ１と変わらないので、
上位３ビットをデコードして得られる階調選択信号ＤＴ－ｎも変化しない。階調セレクタ
回路２２－ｎは、期間Ｔ１と同じ階調配線ＶＴｍを選択するが、供給される階調電圧は、
奇数階調電圧Ｖ２ｍ－１になる。したがって、階調セレクタ回路２２－ｎから出力される
選択階調信号ＶＴＭ－ｎは、図４（Ｅ）に示されるように、奇数階調電圧Ｖ２ｍ－１に変
化する。
【００４３】
　デコーダ回路２４－ｎは、階調切替タイミング信号ＣＫがＨｉｇｈレベルになる期間Ｔ
２において、表示データＤ－ｎの最下位ビットと階調切替タイミング信号ＣＫとに基づい
てスイッチ切替信号φ－ｎを生成する。
【００４４】
　表示データＤ－ｎの最下位ビットが“１”即ち表示データＤ－ｎが偶数階調を示すとき
、スイッチ切替信号φ－ｎは、図４（Ｆ）に示されるように、Ｌｏｗレベルになる。スイ
ッチ切替信号φ－ｎは駆動回路４０に供給され、スイッチの切替が起きる。スイッチ切替
信号φ－ｎがＬｏｗレベルになると、スイッチ４５、４７は開放され、スイッチ４６は閉
成される。したがって、コンデンサ４３に充電されている電圧がスイッチ４６を介して増
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幅器４１に印加される。増幅器４１は、期間Ｔ１で記憶した偶数階調の電圧Ｖ２ｍを期間
Ｔ２において出力することになる。ボルテージフォロワに構成される増幅器４１の入力イ
ンピーダンスは、高く設定することができる。そのため、コンデンサ４３から漏洩する電
流は少なく、充電電圧の低下は無視することが可能である。したがって、安定した階調電
圧を表示パネル３０に供給することができる。
【００４５】
　表示データＤ－ｎの最下位ビットが“０”即ち表示データＤ－ｎが奇数階調を示すとき
、スイッチ切替信号φ－ｎは、図４（Ｈ）に示されるように、Ｈｉｇｈレベルのまま変化
しない。したがって、駆動回路４０のスイッチ４５～４７は期間Ｔ１と同じ状態のまま変
化しない。即ち、入力される選択階調信号ＶＴＭ－ｎが増幅器４１により電力増幅され、
図４（Ｉ）に示されるように、奇数階調電圧Ｖ２ｍ－１が出力される。
【００４６】
　駆動回路４０の出力はスイッチ４８により制御される。スイッチ４８は、階調切替タイ
ミング信号ＣＫがＨｉｇｈレベルのとき閉成され、駆動信号ＶＯ－ｎが図４（Ｇ）（Ｉ）
の実線で示されるように出力される。ここでは、スイッチ４８により駆動信号ＶＯ－ｎの
出力が制御されるように説明した。しかし、表示パネル３０側で駆動信号ＶＯ－ｎの取り
込みが制御される場合などにおいては、スイッチ４８を省略することが可能である。
【００４７】
　このように、ガンマ回路１０で生成される階調電圧は、偶数階調電圧Ｖ２ｍと奇数階調
電圧Ｖ２ｍ－１とを切り替えて階調配線ＶＴｍ上を伝達される。したがって、階調配線Ｖ
Ｔｍは階調数の１／２の本数になる。上述のように、コンデンサ４３とスイッチ４５～４
７によるアナログメモリを備えることにより、この階調配線ＶＴｍ上で階調電圧が切り替
わっても階調選択駆動回路２０は安定した階調電圧を維持する駆動信号ＶＯを出力するこ
とができる。したがって、出力される階調電圧の変動が抑制されるため、色誤差のない、
より良好な画質を得ることができる。
【００４８】
　上記ではガンマ回路１０から出力される階調電圧は、偶数階調、奇数階調に分けて多重
化して供給されるものとして説明したが、他の組み合せで多重化しても良い。
【００４９】
（第２の実施の形態）
　図５から図７を参照して第２の実施の形態を説明する。第２の実施の形態は、多色表示
に関し、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３原色の階調電圧が独立して生成される。図５
は、第２の実施の形態に係る表示制御回路と表示パネルの構成を示すブロック図である。
表示制御回路は、ガンマ回路１１と階調選択駆動回路２１－１～Ｎとを備え、表示データ
Ｄ－１～Ｎを表示パネル３０に表示する。表示パネル３０は、１画素を３色（赤：Ｒ、緑
：Ｇ、青：Ｂ）で表示する。ここでは、各成分は１６階調であるとして説明する。
【００５０】
　表示データＤ－１～Ｎは、それぞれＲ成分データＤＲ－１～Ｎ、Ｇ成分データＤＧ－１
～Ｎ、Ｂ成分データＤＢ－１～Ｎを含んでいる。表示データのＲ成分データＤＲ－１～Ｎ
、Ｇ成分データＤＧ－１～Ｎ、Ｂ成分データＤＢ－１～Ｎで指示される階調を示す電圧は
、ガンマ回路１１で生成される階調電圧ＶＲ１～ＶＲ１６、ＶＧ１～ＶＧ１６、ＶＢ１～
ＶＢ１６から選択される。これらの階調電圧は、ガンマ回路１１から階調配線ＶＴ１～Ｖ
Ｔ１６によって供給される。選択された階調電圧は、電力増幅されて表示パネル３０に供
給される。ここで、Ｎは表示パネル３０の１ラインの画素数に対応する。また、符号の“
－”以降に続く部分は回路番号を示し、これらの回路を区別しない場合は省略して説明す
る。また、Ｒ、Ｇ、Ｂ各成分のいずれかを示す場合は成分Ｘとして説明する。
【００５１】
　表示パネル３０は、画素毎（３２－１～Ｎ）にＲ、Ｇ、Ｂの３色の表示素子を有する。
即ち、画素３２－１は、Ｒ成分を表示する素子、Ｇ成分を表示する素子、Ｂ成分を表示す
る素子を備え、電気的にはそれぞれを模擬するパネル負荷３１Ｒ－１、３１Ｇ－１、３１
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Ｂ－１で表わすことができる。画素３２－２～Ｎも同様にＲ、Ｇ、Ｂの成分を表示する素
子を模擬するパネル負荷３１Ｘ－２～Ｎを備える。それぞれのパネル負荷３１Ｘは、抵抗
３４Ｘと容量３５Ｘとで模擬される。
【００５２】
　ガンマ回路１１は、各色成分毎に独立して階調電圧を生成する。ガンマ回路１１は、図
６に示されるように、抵抗ＲＲ１～ＲＲ１６、ＲＧ１～ＲＧ１６、ＲＢ１～ＲＢ１６と、
スイッチＳＲ１～ＳＲ１６、ＳＧ１～ＳＧ１６、ＳＢ１～ＳＢ１６とを備える。抵抗ＲＲ
１～ＲＲ１６は直列に接続され、基準電圧Ｖｒｅｆ１－Ｖｒｅｆ２を抵抗分割してＲ成分
の階調電圧ＶＲ１～ＶＲ１６を生成する。抵抗ＲＧ１～ＲＧ１６は直列に接続され、基準
電圧Ｖｒｅｆ１－Ｖｒｅｆ２を抵抗分割してＧ成分の階調電圧ＶＧ１～ＶＧ１６を生成す
る。抵抗ＲＢ１～ＲＢ１６は直列に接続され、基準電圧Ｖｒｅｆ１－Ｖｒｅｆ２を抵抗分
割してＢ成分の階調電圧ＶＢ１～ＶＢ１６を生成する。生成された階調電圧ＶＲｉ、ＶＧ

ｉ、ＶＢｉはスイッチＳＲｉ、ＳＧｉ、ＳＢｉを介して階調配線ＶＴｉに出力される（ｉ
＝１～１６）。スイッチＳＲｉは、階調切替タイミング信号ＣＫＲによりオン／オフが制
御される。スイッチＳＧｉは、階調切替タイミング信号ＣＫＧによりオン／オフが制御さ
れる。スイッチＳＢｉは、階調切替タイミング信号ＣＫＢによりオン／オフが制御される
。階調切替タイミング信号ＣＫＲ、ＣＫＧ、ＣＫＢは、位相が異なり、スイッチＳＲｉ、
ＳＧｉ、ＳＢｉが同時にオンすることはない。即ち、階調配線ＶＴｉに印加される電圧は
、階調切替タイミング信号ＣＫＲ、ＣＫＧ、ＣＫＢに応答してＶＲｉ、ＶＧｉ、ＶＢｉの
順に切り替わる。したがって、ガンマ回路１１は、階調電圧をＲ成分用、Ｇ成分用、Ｂ成
分用に切り替え、階調配線ＶＴｉに時多重化して出力する。
【００５３】
　階調選択駆動回路２１－１は、階調選択駆動回路２０Ｒ－１、２０Ｇ－１、２０Ｂ－１
を備える。階調選択駆動回路２０Ｒ－１、２０Ｇ－１、２０Ｂ－１は同じ構成、動作であ
るため、以下階調選択駆動回路２０Ｘとして説明する。ＸはＲ、Ｇ、Ｂに置き換えられる
。階調選択駆動回路２０Ｘは、デコーダ回路２４Ｘと、階調セレクタ回路２２Ｘと、駆動
回路４０Ｘとを具備する。デコーダ回路２４Ｘに表示データＤＸが入力される。デコーダ
回路２４Ｘにおいてデコードされた階調選択信号ＤＴＸが階調セレクタ回路２２Ｘに出力
される。階調セレクタ回路２２Ｘは、階調配線ＶＴ１～ＶＴ１６により供給される階調電
圧ＶＸ１～ＶＸ１６と階調選択信号ＤＴＸとを入力し、選択階調電圧ＶＴＸを駆動回路４
０Ｘに出力する。駆動回路４０Ｘは選択階調電圧ＶＴＸを電力増幅した駆動信号ＶＯＸを
表示パネル３０に出力する。階調選択駆動回路２１－２～Ｎは、階調選択駆動回路２１－
１と同じ構造になっているので説明を省略する。
【００５４】
　デコーダ回路２４Ｘは、表示データＤＸに基づいて階調選択信号ＤＴＸを階調セレクタ
回路２２Ｘに出力する。階調選択信号ＤＴＸは、選択すべき階調電圧が供給される階調配
線を示す。表示データＤＸが“１１１１”の場合、駆動信号ＶＯＸの電圧は、階調電圧Ｖ
Ｘ１６に対応させ、表示データＤＸが“００００”の場合を階調電圧ＶＸ１に対応させる
ものとする。この対応関係は、Ｒ、Ｇ、Ｂにおいて同じであるが、これにより選択される
階調電圧ＶＲｉ、ＶＧｉ、ＶＢｉは異なる。
【００５５】
　階調セレクタ回路２２Ｘは、デコーダ回路２４Ｘから出力される階調選択信号ＤＴＸに
基づいて、階調配線ＶＴ１～ＶＴ１６のいずれかの電圧を選択する。選択された階調電圧
は、選択階調電圧ＶＴＸとして駆動回路４０Ｘに出力される。データＤＸがｉ階調である
とすると、階調セレクタ回路２２Ｘは階調配線ＶＴｉを選択する。選択された階調配線Ｖ
Ｔｉの電圧は、選択階調信号ＶＴＸとして駆動回路４０Ｘに出力される。したがって、階
調セレクタ回路２２Ｘから出力される選択階調信号ＶＴＸは、ガンマ回路１１から供給さ
れる電圧に対応して、階調電圧ＶＸｉを示すようになる。
【００５６】
　駆動回路４０Ｘは、第１の実施の形態で説明したものと同じ構成である。駆動回路４０
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Ｘは、図３に示されるように、増幅器４１とコンデンサ４３とスイッチ４５～４８とを備
える。駆動回路４０Ｘに入力される選択階調信号ＶＴＭ（図５ではＶＴＸに対応する）は
、スイッチ４５を介して増幅器４１の非反転入力端子とスイッチ４６に接続される。スイ
ッチ４６の他端は、スイッチ４７とコンデンサ４３に接続される。コンデンサ４３の他端
は接地される。スイッチ４７の他端はスイッチ４８と、増幅器４１の出力端子と反転入力
端子に接続される。スイッチ４８の他端は駆動回路４０Ｘの出力端子であって表示パネル
３０に接続される。増幅器４１は、ボルテージフォロア回路を形成し、信号の電力増幅を
行って表示パネル３０の負荷を駆動する。コンデンサ４３は、開閉されるスイッチ４５～
４７により、充電され、充電された電圧を保持する。即ち、コンデンサ４３は、アナログ
メモリとして機能する。
【００５７】
　スイッチ４８は階調切替タイミング信号ＣＫＸに応答して開閉される。スイッチ４８は
、階調切替タイミング信号ＣＫＸがＬｏｗレベルのとき閉成され、増幅器４１の出力を表
示パネル３０に供給する。階調切替タイミング信号ＣＫＸがＨｉｇｈレベルのときスイッ
チ４８は開放され、階調電圧は表示パネル３０に供給されない。
【００５８】
　スイッチ４５～４７は、スイッチ切替信号φＸに応答して開閉される。スイッチ切替信
号φＸは、本実施の形態においては階調切替タイミング信号ＣＫＸと同じであるものとす
る。スイッチ切替信号φＸがＨｉｇｈレベルのとき、スイッチ４５とスイッチ４７は閉成
され、スイッチ４６は開放される。スイッチ切替信号φＸがＬｏｗレベルのとき、スイッ
チ４５とスイッチ４７は開放され、スイッチ４６は閉成される。
【００５９】
　したがって、階調切替タイミング信号ＣＫＸがＨｉｇｈである期間は、スイッチ４５が
閉成されて増幅器４１に選択階調信号ＶＴＭが供給される。その出力は、スイッチ４７を
介してコンデンサ４３に供給される。コンデンサ４３は選択階調信号ＶＴＭと同じ電圧に
充電（放電）される。即ち、コンデンサ４３に選択階調信号ＶＴＭとして伝達された階調
電圧が記憶される。
【００６０】
　階調切替タイミング信号ＣＫＸがＬｏｗレベルになると、スイッチ４５とスイッチ４７
は開放され、スイッチ４６が閉成される。したがって、コンデンサ４３に記憶された電圧
がスイッチ４６を介して増幅器４１の非反転入力端子に供給される。増幅器４１は、電力
増幅した階調電圧を出力する。このとき、スイッチ４８は閉成され、電力増幅された階調
電圧はスイッチ４８を介して表示パネル３０に供給される。したがって、パネル負荷３１
Ｘ即ち抵抗３４Ｘ及びコンデンサ／配線容量３５Ｘには、表示データＤＸにより示される
階調に相当する電圧が印加される。
【００６１】
　このようにして、階調選択駆動回路２１－１において、階調選択駆動回路２０Ｒ－１、
２０Ｇ－１、２０Ｂ－１はそれぞれ表示データＤＲ－１、ＤＧ－１、ＤＢ－１により示さ
れる階調に相当する電圧をパネル負荷３１Ｒ－１、３１Ｇ－１、３１Ｂ－１に印加する。
これにより、画素３２－１の多色の表示がなされる。階調選択駆動回路２１－２～Ｎにお
いても同様に画素３２－２～Ｎの表示がなされる。
【００６２】
　図７を参照して表示制御回路の動作を説明する。図７では、表示制御回路の階調選択駆
動回路２１－ｎ（ｎ＝１～Ｎ）における各信号のタイミングが示される。階調配線ＶＴｉ

により供給される階調電圧の状態が図７（Ａ）に示される。階調切替タイミング信号ＣＫ
Ｒ、ＣＫＧ、ＣＫＢが図７（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）に示される。階調選択駆動回路２０Ｒ－ｎ
、２０Ｇ－ｎ、２０Ｂ－ｎに入力される表示データＤＲ－ｎ、ＤＧ－ｎ、ＤＢ－ｎの状態
がＤＸ－ｎの状態として図７（Ｅ）に示される。デコーダ回路２４Ｒ－ｎ、２４Ｇ－ｎ、
２４Ｂ－ｎにより出力される階調選択信号ＤＴＲ－ｎ、ＤＴＧ－ｎ、ＤＴＢ－ｎの状態が
、ＤＴＸ－ｎの状態として図７（Ｆ）に示される。図７（Ｇ）に、階調セレクタ回路２２
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Ｒ－ｎ、２２Ｇ－ｎ、２２Ｂ－ｎから出力される選択階調信号ＶＴＲ－ｎ、ＶＴＧ－ｎ、
ＶＴＢ－ｎの電圧の状態が選択階調信号ＶＴＸ－ｎの状態として示される。スイッチ切替
信号φＸ－ｎと駆動信号ＶＯＸ－ｎとが、Ｒ成分について図７（Ｈ）（Ｉ）に、Ｇ成分に
ついて図７（Ｊ）（Ｋ）に、Ｂ成分について図７（Ｌ）（Ｍ）に示される。
【００６３】
　図７（Ａ）に示されるように、表示パネル３０の１ラインを表示する１水平期間は、期
間Ｔで示される。階調切替タイミング信号ＣＫＲ、ＣＫＧ、ＣＫＢの１周期は１水平期間
である。その期間Ｔの間に階調切替タイミング信号ＣＫＲ、ＣＫＧ、ＣＫＢは、図７（Ｂ
）（Ｃ）（Ｄ）に示されるように、重複しないようにＨｉｇｈレベルとなる。ここではＲ
ＧＢの順に同じ期間だけＨｉｇｈレベルとなり、全ての階調切替タイミング信号がＬｏｗ
レベルになる期間をＴ３とする。この期間Ｔ３に表示パネル３０が駆動信号ＶＯＸによっ
て供給される階調電圧を取り込むことになる。
【００６４】
　ガンマ回路１１から出力される階調電圧ＶＸｎ（Ｘ：Ｒ／Ｇ／Ｂ、ｎ：１～１６）は、
図７（Ａ）に示されるように、１６本の階調配線ＶＴｎ（ｎ：１～１６）によって時分割
的に伝達される。即ち、階調配線ＶＴｉにはＲＧＢ各々の階調ｉの電圧が印加されて、階
調選択駆動回路２１－１～Ｎに供給される。
【００６５】
　一方、表示データＤ－ｎは、ＲＧＢ成分データとしてＤＲ－ｎ、ＤＧ－ｎ、ＤＢ－ｎ（
まとめてＤＸ－ｎと表記する）とを備え、図７（Ｅ）に示されるように、１水平期間Ｔの
先頭で内容が変化する。階調選択信号ＤＴＸ－ｎは、表示データＤＸ－ｎによって示され
る階調を伝達する階調配線ＶＴｉを選択する。したがって、図７（Ｆ）に示されるように
、階調選択信号ＤＴＸ－ｎも１水平期間Ｔの先頭で変化する。この階調選択信号ＤＴＸ－
ｎにより階調配線ＶＴｉが選択され、選択階調信号ＶＴＸ－ｎが出力される。この選択階
調信号ＶＴＸ－ｎは、図７（Ｇ）に示されるように、階調切替タイミング信号ＣＫＸに同
期してその電圧が切り替わる。即ち、選択階調信号ＶＴＸ－ｎは、階調切替タイミング信
号ＣＫＲに同期して階調電圧ＶＲｉ、階調切替タイミング信号ＣＫＧに同期して階調電圧
ＶＧｉ、階調切替タイミング信号ＣＫＢに同期して階調電圧ＶＢｉに切り替わる。
【００６６】
　駆動回路４０Ｘ－ｎは、この切り替わる階調電圧ＶＸｉのうち該当する電圧をスイッチ
切替信号φＸ－ｎで与えられるタイミングで取り込み、記憶する。即ち、駆動回路４０Ｒ
－ｎは、図７（Ｈ）（Ｉ）に示されるように、スイッチ切替信号φＲ－ｎがＨｉｇｈレベ
ルのとき、スイッチ４５、４７が閉成され、選択階調信号ＶＴＲ－ｎの電圧（ＶＲｉ）を
コンデンサ４３に記憶させる。スイッチ切替信号φＲ－ｎがＬｏｗレベルになると、スイ
ッチ４５、４７が開放、スイッチ４６が閉成される。駆動回路４０Ｒ－ｎは、コンデンサ
４３に記憶された電圧を増幅器４１により電力増幅して出力する。スイッチ４８は、階調
切替タイミング信号ＣＫＲがＬｏｗレベルのとき閉成され、パネル負荷３１Ｒ－ｎに階調
電圧ＶＲｉが印加される。
【００６７】
　同じように、緑色は階調ｊであるとすると、駆動回路４０Ｇ－ｎは、図７（Ｊ）（Ｋ）
に示されるように、スイッチ切替信号φＧ－ｎがＨｉｇｈレベルのとき、スイッチ４５、
４７が閉成され、選択階調信号ＶＴＧ－ｎの電圧（ＶＧｊ）をコンデンサ４３に記憶させ
る。スイッチ切替信号φＧ－ｎがＬｏｗレベルになると、スイッチ４５、４７が開放、ス
イッチ４６が閉成される。駆動回路４０Ｇ－ｎは、コンデンサ４３に記憶された電圧を増
幅器４１により電力増幅して出力する。スイッチ４８は、階調切替タイミング信号ＣＫＧ
がＬｏｗレベルのとき閉成され、パネル負荷３１Ｇ－ｎに階調電圧ＶＧｊが印加される。
【００６８】
　青色は階調ｋであるとすると、駆動回路４０Ｂ－ｎも同じように、図７（Ｌ）（Ｍ）に
示されるように、スイッチ切替信号φＢ－ｎがＨｉｇｈレベルのとき、スイッチ４５、４
７が閉成され、選択階調信号ＶＴＢ－ｎの電圧（ＶＢｋ）をコンデンサ４３に記憶させる



(14) JP 4798753 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

。スイッチ切替信号φＢ－ｎがＬｏｗレベルになると、スイッチ４５、４７が開放、スイ
ッチ４６が閉成される。駆動回路４０Ｂ－ｎは、コンデンサ４３に記憶された電圧を増幅
器４１により電力増幅して出力する。スイッチ４８は、階調切替タイミング信号ＣＫＢが
Ｌｏｗレベルのとき閉成され、パネル負荷３１Ｂ－ｎに階調電圧ＶＢｋが印加される。
【００６９】
　ここでは、スイッチ４８は、駆動回路４０Ｒ、４０Ｇ、４０Ｂにおいて、階調切替タイ
ミング信号ＣＫＲ、ＣＫＧ、ＣＫＢがＬｏｗレベルのとき閉じるものとして説明したが、
３色の変化の位相を合せて期間Ｔ３の間のみ閉成するようにしてもよい。
【００７０】
　このように、パネル負荷３１Ｒ－ｎ、３１Ｇ－ｎ、３１Ｂ－ｎに指定される階調電圧が
印加され、画素３２－ｎが多色で表示される。コンデンサ４３の電圧は、入力インピーダ
ンスの高い増幅器４１の非反転入力端子のみに接続されているため、殆ど変動しない。し
たがって、安定的な表示が可能となる。上記の説明では１６階調を例示したが、１０２４
階調の場合、階調配線は、各階調配線の幅を１μｍとすると、従来の技術では３色で３０
７２本となり、全体で３ｍｍの幅となる。本発明によると、ＲＧＢを多重化できるため、
階調配線の幅は３ｍｍから１ｍｍまでシュリンクすることができる。
【００７１】
　第２の実施の形態において多色表示について説明した。この多色表示において第１の実
施の形態のように、それぞれの色の階調を偶数階調／奇数階調で多重化して階調配線をさ
らに削減することも可能となる。このとき、１階調電圧に割り当てられる時間は短縮され
るが、本発明のように、アナログ電圧を記憶、再生させることによって安定的な階調電圧
を供給することが可能となる。したがって、階調電圧を供給する配線をさらに削減しつつ
、階調電圧の変動を抑制し、色誤差のない、より良好な画質を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】第１の実施の形態に係る表示制御回路と表示パネルの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】第１の実施の形態に係るガンマ回路の構成を示す図である。
【図３】第１および第２の実施の形態に係る駆動回路の構成を示す図である。
【図４】第１の実施の形態に係る表示制御回路の動作を示すタイムチャートである。
【図５】第２の実施の形態に係る表示制御回路と表示パネルの構成を示すブロック図であ
る。
【図６】第２の実施の形態に係るガンマ回路の構成を示す図である。
【図７】第２の実施の形態に係る表示制御回路の動作を示すタイムチャートである。
【図８】従来の表示制御回路と表示パネルの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００７３】
８、９　表示制御回路
１０、１１　ガンマ回路
２０－１～Ｎ　階調選択駆動回路
２０Ｒ－１、２０Ｇ－１、２０Ｂ－１、２０Ｘ－ｎ　階調選択駆動回路
２１－１～Ｎ　階調選択駆動回路
２２、２２－１、２２－ｎ　階調セレクタ回路
２２Ｒ－１、２２Ｇ－１、２２Ｂ－１、２２Ｘ－ｎ　階調セレクタ回路
２４－１、２４－ｎ　デコーダ回路
２４Ｒ－１、２４Ｇ－１、２４Ｂ－１、２４Ｘ－ｎ　デコーダ回路
３０　表示パネル
３１－１～Ｎ　パネル負荷
３１Ｒ－１、３１Ｇ－１、３１Ｂ－１　パネル負荷
３２－１～Ｎ　画素
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３４、３４－１、３４Ｒ－１、３４Ｘ　抵抗／配線抵抗
３５、３５－１、３５Ｒ－１、３５Ｘ　コンデンサ／配線容量
４０、４０－１、４０－ｎ、４９、４９－１　駆動回路
４０Ｘ－ｎ、４０Ｒ－１、４０Ｇ－１、４０Ｂ－１　駆動回路
４１　増幅器
４３　コンデンサ
４５、４６、４７、４８　スイッチ
Ｓ１～Ｓ１６　スイッチ
Ｒ１～Ｒ１６　抵抗
ＣＫ、ＣＫＲ、ＣＫＧ、ＣＫＢ　階調切替タイミング信号
ＤＴ、ＤＴ－１、ＤＴ－ｎ　階調選択信号
ＤＴＸ、ＤＴＸ－ｎ、ＤＴＲ－１、ＤＴＧ－１、ＤＴＢ－１　階調選択信号
Ｖｒｅｆ１－Ｖｒｅｆ２　基準電圧
Ｖ１～Ｖ１６　階調電圧
ＶＴ１～ＶＴ１６　階調配線
ＶＴＭ－１～Ｎ、　選択階調信号
ＶＴＸ－１～Ｎ、ＶＴＲ－１、ＶＴＧ－１、ＶＴＢ－１　選択階調信号
ＶＯ－１～Ｎ　駆動信号
ＶＯＸ－１～Ｎ、ＶＯＲ－１、ＶＯＧ－１、ＶＯＢ－１　駆動信号
φ、φ－１、φ－ｎ　スイッチ切替信号
φＸ、φＸ－ｎ、φＲ－ｎ、φＧ－ｎ、φＢ－ｎ　スイッチ切替信号

【図１】 【図２】

【図３】
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