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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形波発振を制御するための制御手段と、
　前記制御手段の制御によって一定した矩形波信号を発振するための矩形波発振手段と、
　前記矩形波信号を利用してバーストディミング信号を発生させるための信号発生手段と
、を備え、
　前記制御手段は、前記信号発生手段の外部に設置されて、前記矩形波信号の生成を制御
するための矩形波発振用の実行プログラムを供給し、
　前記矩形波発振手段は、前記信号発生手段の外部に設置され、
　前記信号発生手段は、インバータを含み、
　前記インバータは、前記制御手段の外部に設置され、
　前記制御手段は、所定の実行プログラムによって、前記矩形波発振手段の矩形波発振を
制御して、０Ｖないし３．３Ｖの直流電圧を供給し、
　前記実行プログラムは、前記制御手段にセットされ、
　前記信号発生手段は、前記矩形波発振手段から発振される一定した矩形波信号を三角波
信号に変換するための積分器と、前記積分器により変換された三角波信号と前記制御手段
から供給される前記直流電圧とを比較して、比較結果によって前記バーストディミング信
号を発生させるための比較器と、を備え、
　前記矩形波発振の実行は、ユーザの命令によって実行されることを特徴とするインバー
タの駆動装置。
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【請求項２】
　前記比較器から出力される前記バーストディミング信号は、一定したオンデューティと
オフデューティの周期を有することを特徴とする請求項１に記載のインバータの駆動装置
。
【請求項３】
　矩形波発振用の実行プログラムを使用することによって、矩形波発振を制御するための
矩形波発振制御信号を発生させる第１ステップと、
　前記矩形波発振制御信号によって一定した矩形波信号を発振する第２ステップと、
　前記発振した矩形波信号によって、オンデューティとオフデューティの周期が一定した
バーストディミング信号を発生させる第３ステップと、を含み、
　前記矩形波発振制御信号は、インバータの外部から発生し、
　前記矩形波信号は、前記インバータの外部から発生して前記インバータに入力され、
　前記インバータは、前記矩形波発振制御信号を発生する制御部の外部に設置され、
　前記矩形波発振の実行は、ユーザの命令によって実行され、
　前記矩形波信号は、前記インバータの内部温度にかかわらず発振され、
　前記第３ステップにおいて、前記発振した矩形波信号を三角波信号に変換し、前記三角
波信号と直流電圧とを比較して、比較結果によって、オンデューティとオフデューティの
周期が一定した前記バーストディミング信号を発生させることを特徴とするインバータの
駆動方法。
【請求項４】
　矩形波発振を制御するための制御信号を供給する制御部と、
　前記制御部の制御によって一定した矩形波信号を発振するための矩形波発振器と、
　前記矩形波発振器から発振される矩形波信号を利用してバーストディミング信号を発生
させるためのインバータと、を備え、
　前記制御信号は、前記インバータの外部から発生して、前記矩形波信号の生成を制御す
るための矩形波発振用の実行プログラムを供給し、
　前記矩形波信号は、前記インバータの外部から発生して前記インバータに入力され、
　前記矩形波発振器は、前記インバータの外部に設置され、
　前記制御部は、所定の実行プログラムによって、前記矩形波発振器の矩形波発振を制御
して、０Ｖないし３．３Ｖの直流電圧を供給し、
　前記実行プログラムは、前記制御部にセットされ、
　前記インバータは、前記矩形波発振器から発振される一定した矩形波信号を三角波信号
に変換するための積分器と、前記積分器により変換された三角波信号と前記制御部から供
給される前記直流電圧とを比較して、比較結果によって、前記バーストディミング信号を
発生させるための比較器と、を備え、
　前記矩形波発振の実行は、ユーザの命令によって実行されることを特徴とする映像表示
機器。
【請求項５】
　前記比較器から出力される前記バーストディミング信号は、一定したオンデューティと
オフデューティの周期を有することを特徴とする請求項４に記載の映像表示機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置及びそれを利用した映像表示機器に係り、特に液晶表示装置の
バックライトアセンブリに交流電源電圧を供給するインバータの外部から発振される一定
した矩形波を利用して、オンデューティとオフデューティの周期が一定したバーストディ
ミング（ｂｕｒｓｔ　ｄｉｍｍｉｎｇ）信号を発生させるインバータの駆動装置及び方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　液晶表示装置は、ビデオ信号によって液晶セルの光透過率を調節して画像を表示し、液
晶セルごとにスイッチング素子が形成されたアクティブマトリックスタイプの液晶表示装
置は、スイッチング素子の能動的な制御が可能であるため、動画の具現に有利である。こ
のようなアクティブマトリックスタイプの液晶表示装置に使われるスイッチング素子とし
ては、図１のように主に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が利用されている。
【０００３】
　図１に示すように、アクティブマトリックスタイプの液晶表示装置は、デジタル入力デ
ータを、ガンマ基準電圧を基準としてアナログデータ電圧に変換してデータラインＤＬに
供給すると共に、スキャンパルスをゲートラインＧＬに供給して、液晶セルＣｌｃを充電
させる。
【０００４】
　ＴＦＴのゲート電極は、ゲートラインＧＬに接続され、ソース電極は、データラインＤ
Ｌに接続され、ＴＦＴのドレイン電極は、液晶セルＣｌｃの画素電極及びストレージキャ
パシタＣｓｔの一側電極に接続される。
【０００５】
　液晶セルＣｌｃの共通電極には、共通電圧Ｖｃｏｍが供給される。
【０００６】
　ストレージキャパシタＣｓｔは、ＴＦＴがターンオン（ｔｕｒｎ　ｏｎ）されるとき、
データラインＤＬから印加されるデータ電圧を充電して液晶セルＣｌｃの電圧を一定に維
持する役割を行う。
【０００７】
　スキャンパルスがゲートラインＧＬに印加されれば、ＴＦＴは、ターンオンされてソー
ス電極とドレイン電極との間のチャンネルを形成して、データラインＤＬ上の電圧を液晶
セルＣｌｃの画素電極に供給する。このとき、液晶セルＣｌｃの液晶分子は、画素電極と
共通電極との間の電界により配列が変わりつつ、入射光を変調する。
【０００８】
　このような構造を有するピクセルを備える一般的な液晶表示装置の構成について説明す
れば、図２に示した通りである。
【０００９】
　図２は、一般的な液晶表示装置の構成図である。
【００１０】
　図２に示すように、液晶表示装置１００は、データラインＤＬ１ないしＤＬｍとゲート
ラインＧＬ１ないしＧＬｎとが交差し、その交差部に液晶セルＣｌｃを駆動するためのＴ
ＦＴが形成された液晶表示パネル１１０、液晶表示パネル１１０のデータラインＤＬ１な
いしＤＬｍにデータを供給するためのデータ駆動部１２０、液晶表示パネル１１０のゲー
トラインＧＬ１ないしＧＬｎにスキャンパルスを供給するためのゲート駆動部１３０、デ
ータ駆動部１２０に接続された外部電源１４０、データ駆動部１２０及びゲート駆動部１
３０を制御するためのタイミングコントローラ１５０、液晶表示パネル１１０に光を照射
するためのバックライトアセンブリ１６０、及びバックライトアセンブリ１６０に交流電
圧及び電流を印加するためのインバータ１７０を備える。
【００１１】
　液晶表示パネル１１０は、二枚のガラス基板間に液晶が注入される。液晶表示パネル１
１０の下部ガラス基板上には、データラインＤＬ１ないしＤＬｍとゲートラインＧＬ１な
いしＧＬｎとが直交する。データラインＤＬ１ないしＤＬｍとゲートラインＧＬ１ないし
ＧＬｎとの交差部には、ＴＦＴが形成される。ＴＦＴは、スキャンパルスに応答して、デ
ータラインＤＬ１ないしＤＬｍ上のデータを液晶セルＣｌｃに供給する。ＴＦＴのゲート
電極は、ゲートラインＧＬ１ないしＧＬｎに接続され、ＴＦＴのソース電極は、データラ
インＤＬ１ないしＤＬｍに接続される。そして、ＴＦＴのドレイン電極は、液晶セルＣｌ
ｃの画素電極及びストレージキャパシタＣｓｔに接続される。
【００１２】
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　ＴＦＴは、ゲートラインＧＬ１ないしＧＬｎを経由してゲート端子に供給されるスキャ
ンパルスに応答してターンオンされる。ＴＦＴのターンオン時、データラインＤＬ１ない
しＤＬｍ上のビデオデータは、液晶セルＣｌｃの画素電極に供給される。
【００１３】
　タイミングコントローラ１５０は、デジタルビデオカード（図示せず）から供給される
デジタルビデオデータをデータ駆動部１２０に供給する。また、タイミングコントローラ
１５０は、水平／垂直同期信号Ｈ，Ｖ及びクロック信号ＣＬＫを利用して、データ駆動制
御信号ＤＤＣ及びゲート駆動制御信号ＧＤＣを発生させる。データ駆動制御信号ＤＤＣは
、ソースシフトクロックＳＳＣ、ソーススタートパルスＳＳＰ、極性制御信号ＰＯＬ及び
ソース出力イネーブル信号ＳＯＥなどを含む。データ駆動制御信号ＤＤＣは、データ駆動
部１２０に供給される。ゲート駆動制御信号ＧＤＣは、ゲートスタートパルスＧＳＰ、ゲ
ートシフトクロックＧＳＣ及びゲート出力イネーブル信号ＧＯＥなどを含む。ゲート駆動
制御信号ＧＤＣは、ゲート駆動部１３０に供給される。
【００１４】
　ゲート駆動部１３０は、タイミングコントローラ１５０から供給されるゲート駆動制御
信号ＧＤＣに応答して、スキャンパルス、すなわちゲートハイパルスを順次に発生させる
。このゲート駆動部１３０は、スキャンパルスを順次に発生させるシフトレジスタ（図示
せず）、及びスキャンパルス電圧のスイング幅をＴＦＴの臨界電圧以上にシフトさせるた
めのレベルシフタ（図示せず）を備える。
【００１５】
　データ駆動部１２０は、タイミングコントローラ１５０から供給されるデータ駆動制御
信号ＤＤＣに応答して、データをデータラインＤＬ１ないしＤＬｍに供給する。このデー
タ駆動部１２０は、タイミングコントローラ１５０からのデジタルビデオデータＲＧＢを
サンプリングし、そのデータをラッチした後、ガンマ補正電圧を利用して液晶セルＣｌｃ
で階調を表現できるアナログ電圧に変換する。
【００１６】
　バックライトアセンブリ１６０は、液晶表示パネル１１０の背面に配置され、インバー
タ１７０から供給される交流電圧及び電流により発光されて、光を液晶表示パネル１１０
の各ピクセルに照射する。
【００１７】
　インバータ１７０は、内部に発生する矩形波信号を三角波信号に変化させた後、三角波
信号と外部電子素子（一例として、テレビジョン受像機のような映像表示機器の制御部）
から供給される直流電圧とを比較して、比較結果に比例するバーストディミング信号を発
生させる。ここで、外部電子素子が映像表示機器の機能を制御する制御部である場合、外
部電子素子は、０Ｖないし３．３Ｖの直流電圧をインバータ１７０に供給する。このよう
に、内部の矩形波信号によって決定されるバーストディミング信号が発生すれば、インバ
ータ１７０内で交流電圧及び電流の発生を制御する駆動ＩＣ（図示せず）は、バーストデ
ィミング信号によってバックライトアセンブリ１６０に供給される交流電圧及び電流の発
生を制御する。
【００１８】
　このような従来の駆動装置を有するインバータ１７０の場合、周辺の高温環境により内
部抵抗成分が変化すれば、実質的に内部から発振される矩形波信号のオンデューティとオ
フデューティの周期が変化し、これにより、バックライトアセンブリ１６０に供給される
交流電圧と電流の大きさを制御するのに利用されるバーストディミング信号のオンデュー
ティとオフデューティの周期も変化した。このように、周辺の高温環境により影響を受け
る矩形波信号によりバーストディミング信号が変化することによって、バックライトアセ
ンブリ１６０に供給される交流電圧と電流の大きさが一定でなく変化し、これにより、画
面に波形型のノイズが発生するという問題点があった。
【００１９】
　また、従来の駆動装置を有するインバータは、自身が装着される映像表示機器の制御を
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受けずに内部から矩形波信号を発振しているため、映像表示機器の走査方式、例えばＰＡ
Ｌ方式やＮＴＳＣ方式が変化する場合、変化した走査方式に適した矩形波信号を発振でき
なかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明の目的は、前記のような問題点を解決するためのものであって、液晶表示装置の
バックライトアセンブリに交流電源電圧を供給するインバータの外部から発振される一定
した矩形波を利用して、バーストディミング信号を発生させるインバータの駆動装置及び
方法を提供するところにある。
【００２１】
　本発明の他の目的は、インバータの外部から常に一定に発振される矩形波を利用してバ
ーストディミング信号を発生させることによって、バーストディミング信号のオンデュー
ティとオフデューティの周期を一定に維持できるインバータの駆動装置及び方法を提供す
るところにある。
【００２２】
　本発明のさらに他の目的は、バーストディミング信号のオンデューティとオフデューテ
ィの周期を一定に維持させることによって、周辺の温度環境に影響を受けずに、一定した
交流電圧及び電流をバックライトアセンブリに供給できるインバータの駆動装置及び方法
を提供するところにある。
【００２３】
　本発明のさらに他の目的は、周辺の高温環境に影響を受けずに、常に一定した交流電圧
及び電流をバックライトアセンブリに供給できることによって、画面上の波形型のノイズ
の発生を防止できるインバータの駆動装置及び方法を提供するところにある。
【００２４】
　本発明のさらに他の目的は、テレビジョン受像機のような映像表示機器により一定に発
振される矩形波を利用してバーストディミング信号を発生させることによって、インバー
タを内蔵する映像表示機器の走査方式が変化しても、変化した走査方式に適したバースト
ディミング信号を発生させるインバータの駆動装置及び方法を提供するところにある。
【００２５】
　本発明のさらに他の目的は、インバータのバーストディミング信号の発生に利用される
矩形波を周辺環境に関係なく常に一定に発振させてインバータに供給できる映像表示機器
を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　前記目的を達成するための本発明は、液晶表示装置のバックライトアセンブリに交流電
圧及び電流を供給するインバータの駆動装置において、矩形波発振を制御するための制御
手段、前記制御手段の制御によって一定した矩形波信号を発振するための矩形波発振手段
、及び前記矩形波信号を利用して、オンデューティとオフデューティの周期が一定したバ
ーストディミング信号を発生させるための信号発生手段を備える。
【００２７】
　前記信号発生手段は、前記矩形波発振手段から発振される一定した矩形波信号を三角波
信号に変換するための積分器、及び前記積分器により変換された三角波信号と直流電圧と
を比較して、比較結果によって、オンデューティとオフデューティの周期が一定した前記
バーストディミング信号を発生させるための比較器を備える。
【００２８】
　前記制御手段及び矩形波発振手段は、前記インバータの外部に設置されることを特徴と
する。
【００２９】
　本発明は、液晶表示装置のバックライトアセンブリに交流電圧及び電流を供給するイン
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バータの駆動方法において、矩形波発振を制御するための矩形波発振制御信号を発生させ
る第１ステップ、前記矩形波発振制御信号によって一定した矩形波信号を発振する第２ス
テップ、及び前記発振した矩形波信号によって、オンデューティとオフデューティの周期
が一定したバーストディミング信号を発生させる第３ステップを含む。
【００３０】
　本発明は、バックライトアセンブリを利用した液晶表示装置に映像を表示する映像表示
機器において、矩形波発振を制御するための制御部、前記制御部の制御によって一定した
矩形波信号を発振するための矩形波発振器、及び前記矩形波発振器から発振される一定し
た矩形波信号を利用して、オンデューティとオフデューティの周期が一定したバーストデ
ィミング信号を発生させるためのインバータを備える。
【００３１】
　前記インバータは、前記矩形波発振器から発振される一定した矩形波信号を三角波信号
に変換するための積分器、及び前記積分器により変換された三角波信号と直流電圧とを比
較して、比較結果によって、オンデューティとオフデューティの周期が一定した前記バー
ストディミング信号を発生させるための比較器を備える。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明は、インバータの外部から常に一定した矩形波を発振することによって、次のよ
うな効果を有する。
【００３３】
　第１に、本発明は、インバータを内蔵する映像表示機器の矩形波発振器が制御部の制御
によって一定に発振する矩形波を利用して、オンデューティとオフデューティの周期が一
定したバーストディミング信号を発生させることによって、周辺の温度環境に影響を受け
ずに一定した交流電圧及び電流をバックライトアセンブリに供給できる。
【００３４】
　第２に、本発明は、周辺の高温環境に影響を受けずに常に一定した交流電圧及び電流を
バックライトアセンブリに供給できることによって、画面上の波形型のノイズの発生を防
止できる。
【００３５】
　第３に、本発明は、テレビジョン受像機のような映像表示機器により一定に発振される
矩形波を利用してバーストディミング信号を発生させることによって、インバータを内蔵
する映像表示機器の走査方式がＰＡＬ方式からＮＴＳＣ方式に変化するか、またはＮＴＳ
Ｃ方式からＰＡＬ方式に変化しても、変化した走査方式に適したバーストディミング信号
を発生させる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、添付された図面を参照して、本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。
【００３７】
　図３は、本発明の実施形態によるインバータの駆動装置の構成図である。
【００３８】
　図３に示すように、本発明のインバータの駆動装置２００は、矩形波発振を制御するた
めの制御部２１０、制御部２１０の制御によって一定した矩形波信号を発振するための矩
形波発振器２２０、矩形波発振器２２０から発振される一定した矩形波信号を三角波信号
に変換するための積分器２３０、及び積分器２３０により変換された三角波信号と直流電
圧とを比較して、比較結果によって、オンデューティとオフデューティの周期が一定した
バーストディミング信号を発生させるための比較器２４０を備える。
【００３９】
　制御部２１０には、一定した矩形波信号の発振を制御するための矩形波発振用の実行プ
ログラムが設定され、この実行プログラムは、テレビジョン用のリモコン（図示せず）な
どを通じて入力されるユーザーの実行命令によって実行される。このように矩形波発振用
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の実行プログラムが実行されれば、制御部２１０は、実行された矩形波発振用の実行プロ
グラムによって、常に一定した矩形波信号を発振させるように制御する矩形波発振制御信
号を矩形波発振器２２０に出力する。
【００４０】
　本発明では、テレビジョン受像機のような映像表示機器の映像表示機能を制御するため
の制御部（図７に示す）に矩形波発振用の実行プログラムを設定して制御部２１０を具現
しているが、必ずしもこれに限定されるものではなく、液晶表示装置の液晶表示機能を制
御するための制御部（図示せず）に矩形波発振用の実行プログラムを設定して制御部２１
０を具現してもよい。
【００４１】
　矩形波発振器２２０は、制御部２１０から発生する矩形波発振制御信号によって矩形波
信号を発振する機能を行うものであって、本発明では、矩形波発振器２２０が制御部２１
０と共に映像表示機器内に設置されるが、インバータ３００の外部に設置されるように開
示しているが、矩形波発振器２２０が映像表示機器の内部に設置されるように本発明を開
示してもよい。
【００４２】
　このように、インバータ３００の外部に設置された矩形波発振器２２０が、制御部２１
０から発生する矩形波発振制御信号によって矩形波信号を発振しているため、矩形波発振
器２２０は、図４Ａに示したように、周辺の高温環境に関係なく常に一定した矩形波信号
を発振して積分器２３０に出力する。
【００４３】
　積分器２３０は、矩形波発振器２２０から発振される矩形波信号を図４Ｂに示したよう
な三角波信号に変換させて、比較器２４０に出力する機能を行うものであって、さらに具
体的な回路構成は、次に添付された図５を参照して説明する。
【００４４】
　比較器２４０は、積分器２３０から出力される三角波信号を、一つの入力端を通じて入
力され、ＤＣ ０Ｖないし３．３Ｖの直流電圧を他の一つの入力端に入力されて、出力端
を通じて図４Ｃに示したようなバーストディミング信号を出力する。ここで、ＤＣ ０Ｖ
ないし３．３Ｖの直流電圧は、制御部２１０から供給されるもので具現される。
【００４５】
　このように、比較器２４０から出力されるバーストディミング信号は、インバータ３０
０内で交流電圧及び電流の発生を制御する駆動ＩＣ（図示せず）に入力される。特に、本
発明では、周辺の高温環境に影響を受けずに常に一定した矩形波信号を発振するように具
現しているため、前述したように、比較器２４０が一定したバーストディミング信号を前
記駆動ＩＣに出力し、これにより、前記駆動ＩＣは、一定したバーストディミング信号に
比例して、その大きさが一定に調節される交流電圧及び電流をバックライトアセンブリ１
６０に出力することによって、画面上に波形型のノイズの発生を防止する。
【００４６】
　前記積分器２３０及び比較器２４０は、インバータ３００の内部に設置され、さらに具
体的な回路構成は、次に添付された図５を参照して説明する。
【００４７】
　図５は、図３に示した積分器及び比較器の回路図である。
【００４８】
　図５に示すように、積分器２３０は、矩形波発振器２２０の出力端と比較器２４０の入
力端との間に並列に連結された抵抗Ｒ１及びキャパシタＣ１を備えるが、キャパシタＣ１
は、一側端が抵抗Ｒ１と比較器２４０の入力端とに共通連結され、他側端が接地に連結さ
れる。このような回路構成を有する積分器２３０により、矩形波発振器２２０から発振さ
れた矩形波信号は、三角波信号に変換されて比較器２４０の一つの入力端に入力される。
【００４９】
　比較器２４０は、反転入力端（－）を通じて積分器２３０から出力された三角波信号を
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入力され、非反転入力端（＋）を通じてＤＣ ０Ｖないし３．３Ｖの直流電圧を入力され
て、出力端を通じてバーストディミング信号を出力する。ここで、制御部２１０がＤＣ 
０Ｖないし３．３Ｖの直流電圧を供給すると開示しているが、必ずしもこれに限定される
ものではない。
【００５０】
　このような回路構成を有する比較器２４０は、反転入力端（－）に入力される三角波信
号を基準として、非反転入力端（＋）に入力される直流電圧をセンシングしてバーストデ
ィミング信号を出力端に出力する。さらに具体的に説明すれば、三角波信号が直流電圧よ
り高い区間では、ハイ信号が出力されねばならないが、三角波信号が反転入力端（－）に
入力されたため、ハイ信号の反転信号であるロー信号が出力され、これと逆に、三角波信
号が直流電圧より低い区間では、ロー信号が出力されねばならないが、三角波信号が反転
入力端（－）に入力されたため、ロー信号の反転信号であるハイ信号が出力される。この
ようなバーストディミング信号の発生過程を通じて、比較器２４０は、図４Ｃに示したよ
うなバーストディミング信号を出力することとなる。
【００５１】
　前記したような構成を有する本発明のインバータの駆動装置がバーストディミング信号
を発生させる過程についてフローチャートを参照して説明すれば、次の通りである。
【００５２】
　図６は、本発明の実施形態によるインバータの駆動方法を示すフローチャートである。
【００５３】
　図６に示すように、まず、ユーザーにより映像表示機器の駆動命令が入力されれば、制
御部２１０は、所定の矩形波発振用の実行プログラムを実行させ、この実行プログラムに
よって一定した矩形波発振制御信号を発生させると共に、０Ｖないし３．３Ｖの直流電圧
を比較器２４０に供給する（Ｓ６０１）。
【００５４】
　矩形波発振制御信号が発生すれば、矩形波発振器２２０は、入力された矩形波発振制御
信号によって制御部２１０から発生する矩形波発振制御信号によって、図４Ａに示したよ
うに、一定した矩形波信号を発振して積分器２３０に出力する（Ｓ６０２）。
【００５５】
　このように矩形波信号が発振されれば、積分器２３０は、入力された矩形波信号を図４
Ｂに示したような三角波信号に変換させて比較器２４０に出力する（Ｓ６０３）。
【００５６】
　そして、比較器２４０は、反転入力端（－）に入力される三角波信号を基準として、非
反転入力端（＋）に入力される０Ｖないし３．３Ｖの直流電圧をセンシングして、図４Ｃ
に示したようなバーストディミング信号を出力端に出力する（Ｓ６０４）。
【００５７】
　図７は、本発明によるインバータを適用した映像表示機器の構成図である。
【００５８】
　図７に示すように、映像表示機器４００は、外部電源から入力される常用交流電圧２２
０Ｖ（ＡＣ ２２０Ｖ）を直流電源電圧に変圧させて、直流電源電圧を供給するためのパ
ワーボード４１０、映像をディスプレイするための液晶表示装置４２０、矩形波信号の発
振を制御するための矩形波発振制御信号を発生させると共に、０Ｖないし３．３Ｖの直流
電圧を供給し、ユーザーの命令によって液晶表示装置４２０に出力される画面の輝度及び
映像のコントラストの可変を制御するための制御部２１０、制御部２１０から入力される
コントラスト制御信号によって、液晶表示装置４２０にディスプレイされる映像信号のゲ
インを増減させるための映像処理部４３０、映像処理部４３０から入力される映像信号を
液晶表示装置４２０にディスプレイさせるためのパネル駆動部４４０、制御部２１０から
発生する矩形波発振制御信号によって、一定した矩形波信号を発振するための矩形波発振
器２２０、及び矩形波発振器２２０から発振される矩形波信号によって、パワーボード４
１０から印加される直流電源電圧を交流電源電圧に変換させて、液晶表示装置４２０に交
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流電圧及び電流を供給するためのインバータ３００を備える。
【００５９】
　パワーボード４１０は、外部電源から入力される常用交流電圧２２０Ｖ（ＡＣ ２２０
Ｖ）を直流電源電圧２４Ｖに変圧させて、変圧された直流電源電圧２４Ｖを液晶表示装置
４２０、制御部２１０、映像処理部４３０、パネル駆動部４４０、及びインバータ３００
などに供給する。ただし、パワーボード２１０が２４Ｖの直流電圧のみを供給するように
具現しているが、これに限定されるものではなく、液晶表示装置４２０の容量によって、
インバータ３００に１２Ｖの直流電圧を供給するように具現してもよい。
【００６０】
　液晶表示装置４２０は、映像をディスプレイするための液晶表示パネル４２１、及び液
晶表示パネル４２１にディスプレイされる映像の輝度を表す光を発生させるためのバック
ライトアセンブリ４２２から構成される。
【００６１】
　液晶表示パネル４２１は、パワーボード４１０から印加される直流電源により駆動され
て、パネル駆動部４４０から伝達される映像信号をディスプレイさせるが、出力される画
面の輝度は、バックライトアセンブリ４２２から照射される光の強度によって可変し、出
力される映像のコントラストは、映像処理部４３０から出力される映像信号のゲインによ
って可変する。ここで、バックライトアセンブリ４２２から照射される光の強度が高くな
れば、輝度はアップされ、これと逆に、バックライトアセンブリ４２２から照射される光
の強度が低くなれば、輝度はダウンされる。そして、映像処理部４３０から出力される映
像信号のゲインが増加すれば、コントラストはアップされ、これと逆に、映像処理部４３
０から出力される映像信号のゲインが減少すれば、コントラストはダウンされる。
【００６２】
　バックライトアセンブリ４２２は、液晶表示パネル４２１の背面に一列に配列された複
数のランプ（図示せず）からなるものであって、インバータ３００から供給される交流電
圧及び電流によりオンになって、光を液晶表示パネル４２１に照射する。このとき、照射
される光の強度は、インバータ３００から入力される電流量により可変するが、すなわち
入力される電流量が増加すれば、バックライトアセンブリ４２２から照射される光の強度
が高くなり、これと逆に、入力される電流量が減少すれば、バックライトアセンブリ４２
２から照射される光の強度が低くなる。このように、液晶表示パネル４２１に照射される
光の強度が高くなるか、または低くなることによって、液晶表示パネル４２１の輝度がア
ップまたはダウンされる。
【００６３】
　制御部２１０は、ユーザーの命令によって、画面の輝度及び映像のコントラストを次の
ように制御する。
【００６４】
　ユーザーがリモコン（図示せず）などを使用して輝度アップの命令を入力すれば、制御
部２１０は、輝度アップを指示する輝度制御信号、すなわち輝度アップ信号をインバータ
３００に出力する。輝度アップ信号によって、インバータ３００は、バックライトアセン
ブリ４２２に供給する電流量を増加させて、バックライトアセンブリ４２２から発生する
光の強度を高めることによって、画面の輝度をアップさせる。
【００６５】
　そして、ユーザーが前記リモコンを使用して輝度ダウンの命令を入力すれば、制御部２
１０は、輝度ダウンを指示する輝度制御信号、すなわち輝度ダウン信号をインバータ３０
０に出力する。輝度ダウン信号によって、インバータ３００は、バックライトアセンブリ
４２２に供給する電流量を減少させて、バックライトアセンブリ４２２から発生する光の
強度を低めることによって、画面の輝度をダウンさせる。
【００６６】
　特に、本発明は、制御部２１０に矩形波発振用の実行プログラムを設定することによっ
て、制御部２１０が、矩形波発振用の実行プログラムによって一定した矩形波信号を発振
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させるように制御する矩形波発振制御信号を矩形波発振器２２０に出力するように開示し
ている。
【００６７】
　矩形波発振器２２０は、制御部２１０から発生する矩形波発振制御信号によって常に一
定した矩形波信号を発振して、インバータ３００に出力する。
【００６８】
　インバータ３００は、パワーボード４１０から供給される直流電圧を印加されて、バッ
クライトアセンブリ４２２の駆動電流を発生させるが、制御部２１０から入力される輝度
制御信号によって、バックライトアセンブリ４２２に供給する電流量を増加または減少さ
せる。すなわち、制御部２１０が輝度ダウン信号を出力すれば、インバータ３００は、輝
度をダウンさせるためにバックライトアセンブリ４２２に供給する電流量を減少させ、も
し、制御部２１０が輝度アップ信号を出力すれば、インバータ３００は、輝度をアップさ
せるためにバックライトアセンブリ４２２に供給する電流量を増加させる。
【００６９】
　特に、インバータ３００は、矩形波発振器２２０から発振される矩形波信号を三角波信
号に変換させる積分器２３０、及び積分器２３０から出力される三角波信号とＤＣ ０Ｖ
ないし３．３Ｖの直流電圧とを比較して、バーストディミング信号を出力する比較器２４
０を備え、さらに具体的な動作過程は、前述した通りである。
【００７０】
　このように、インバータ３００が、映像表示機器４００の映像表示機能を制御する制御
部２１０の制御によってバーストディミング信号を発生させるように具現されるので、イ
ンバータ３００を内蔵する映像表示機器４００の走査方式がＰＡＬ方式からＮＴＳＣ方式
に変化するか、またはＮＴＳＣ方式からＰＡＬ方式に変化しても、インバータ３００は、
変化した走査方式に適したバーストディミング信号を発生させる。
【００７１】
　映像処理部４３０は、制御部２１０の制御によって、液晶表示パネル４２１にディスプ
レイされる映像の画面サイズを調節し、また、ビデオ処理部（図示せず）から入力される
映像信号のオフセット及び／またはゲインを調節して、コントラストを可変させる。
【００７２】
　パネル駆動部４４０は、映像処理部４３０から出力される映像信号を液晶表示パネル４
２１に表示させる機能を行うものであって、映像処理部４３０でスケーリングされた映像
データ、またはオフセット及び／またはゲインが調節された映像データが液晶表示パネル
４２１に表示されるようにオン／オフスイッチングするか、または映像データの輝度に該
当する駆動信号を液晶表示パネル２２１に出力する。
【００７３】
　本発明の技術思想は、前記望ましい実施形態によって具体的に記述されたが、前記実施
形態は、その説明のためのものであり、その制限のためのものでないということを注意せ
ねばならない。また、当業者ならば、本発明の技術思想の範囲で多様な実施形態が可能で
あるということを理解できるであろう。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明は、映像表示機器関連の技術分野に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】一般的な液晶表示装置のピクセルの等価回路図である。
【図２】一般的な液晶表示装置の構成図である。
【図３】本発明の実施形態によるインバータの駆動装置の構成図である。
【図４Ａ】図３に示した矩形波発振器から発振される矩形波を示す波形図である。
【図４Ｂ】図３に示した積分器から出力される三角波を示す波形図である。
【図４Ｃ】図３に示した比較器から出力されるバーストディミング信号の特性を示す波形
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図である。
【図５】図３に示した積分器及び比較器の回路図である。
【図６】本発明の実施形態によるインバータの駆動方法を示すフローチャートである。
【図７】本発明によるインバータを適用した映像表示機器の構成図である。
【符号の説明】
【００７６】
２００  インバータの駆動装置
２１０  制御部
２２０  矩形波発振器
２３０  積分器
２４０  比較器
３００  インバータ

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５】 【図６】
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