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(57) Abstract: Provided is an active matrix type display
device equipped with a COG type circuit for driving a data
signal line and an optical sensor which outputs a signal ac
cording to the detected light intensity to a display region.

ゲー ト The circuit for driving a data signal line is equipped with
an analog-digital conversion circuit for performing analog-
digital conversion of the output of the optical sensor, and
is driven in such a manner that the voltage of a common
electrode (COM) changes. The analog-digital conversion
circuit performs analog-digital conversion of the output of
the optical sensor in a first period where a timing of star t
ing the selection of a scan signal line, a period wherein a
data signal is outputted to a data signal line, and a timing
in which the voltage of the common electrode changes are
excluded. Consequently, a display device having a func
tion of performing analog-digital conversion on the output
of an optical sensor and can provide a COG technology is
implemented.

(57) 要約 データ信号線駆動回路が C O G方
式によ り備えられ、表示領域に検出した光強度
に応 じた信号を出力する光セ ンサが備 え られ
た、アクティブマ トリクス型の表示装置であっ
て、上記データ信号線駆動回路は、上記光セン

AA GATE CC NOISE サの出力をアナログ一デジタル変換するアナロ
BB SOURCE DD A-D CONVERSION グ一デジタル変換回路を備えており、共通電極

:C OM) の電圧が変化するよ に駆動され、
上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センサの出力のアナ ログ一デジタル変換を、走査信号線の
選択開始タイ ングと、データ信号線にデータ信号が出力される期間と、上記共通電極の駆動による電
圧変化 タイ ングとを避げた第 の期間に行 。 これによ り、光センサ出力のアナ ログ一デジタル変換
機能を備えた C O G技術を提供することのできる表示装置を実現する。



明 細 苫

表示装置および表示装置の駆動方法

技術分野

０００1 本発明は、表示パネル上に光センザを備えた表示装置に関する。

背景技術

０００2 被品表示装置の画素回路に光センザを備えた構成のものがある。

０００3 図 6は、特許文献 に記載されたこのょぅな表示装置が備える表示領城の構成と、

当該表示領城を駆動する回路ブロックとを示す。

０００4 表示領城 ０にぉいて、画素は表示画素26とホトセンザ画素27とを備えている。

０００5 表示画素26は、縦横に列設されるソース信号線23ぉょびゲート信号線22a の各交

点もしくは近傍に形成される。表示画素26は、 と、 の一端に形成され

た画素電極6 と共通電極との間に構成される被品容呈と、共通信号線3 との間に

接続される補助容呈3 5とから構成される。

０００6 ホトセンザ画素27は、ホトダイオードとして動作する 64と、ブリチヤ一ジ電圧を

保持する補助容呈6 3と、ソースフォロワとして動作する bと、ブリチヤ一ジ電圧

を補助容呈6 3に印加するスイッチング素子として動作する aと、 bのソ

ースフォロワ出力をホトセンザ出力信号線25に選択して出力する cとから構

成される。 aの一端子はブリチヤ一ジ電圧信号線24に接続されている。

62a のゲートはゲート信号線22c に接続されている。ホトセンザ素子である 64

b、ぉょび、補助容呈6 3の一端子は、共通信号線3 に接続されている。

64ぉょび補助容呈6 3の他端は bのゲートに接続されている。 cの

ゲートはゲート信号線22b に接続されている。

０００7 また、ゲート信号線22a はゲートドライバ回路 2aにょって、ゲート信号線22b 22c

はゲートドライバ回路 2bにょって、ブリチヤ一ジ電圧信号線24ぉょびホトセンザ出

力信号線25はホトセンザ処理回路 8にょって、ソース信号線23はソースドライバ 4

にょって、それぞれ駆動される。

０００8 aはホトセンザ処理回路 8からブリチヤ一ジ電圧信号線24に印加されたプ



リチヤ一ジ電圧を 6 4 の一端子に印加する。ゲート信号線 22c にオン電圧が印加

されると、 a がオンする。ブリチヤ一ジ電圧は、 b がオンする電圧 ( 閾値

電圧 以上) である。 6 4 は光が照射されると光の強度に応じてリークするので

、補助容呈 に保持された電荷が 6 4 のチヤンネル問を通じて放電される。

ホトセンザ画素 2 7 では、 a により、初期にはブリチヤ一ジ電圧が b の

ゲートに印加されているが、 6 4 に光が照射されて補助容呈6 3 の両端の電圧が

変化することによって、 b のゲート電圧が変化する。 b はソースフォロワ

回路として動作する。ゲートドライバ回路 2 b からゲート信号線 22b にオン電圧が印

加されると、 c がオンする。 b がオン状態であれば、ホトセンザ出力信

号線 の電荷は、 6 2 c 6 2 b を介して、共通信号線 3 に放電される ( 共通信号

線 の電位によっては充電される場合もある) 。 b の出力電圧が変化して、ホ

トセンザ出力信号線 の電荷の変化することにより、ホトセンザ出力信号線 2 5 の電

位が変化する。 c がオンしても、 b がオフ状態であれば、ホトセンザ出

力信号線 の電荷は変化しない。

ホトセンザ画素 2 7 からの出力電圧は、ホトセンザ出力信号線 2 5 に出力されホトセン

ザ処理回路 8 に取り込まれる。ホトセンザ処理回路 8 は、アレイ某板に直接形成さ
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発明の概要

００12 従来の光センザを備えた被品表示装置ては、光センザの出力を外部にテンタルテ

ータとして取り出そうとする場合に、 変換器か備えられる。この場合に、被品表示

装置の構成としては、例えは図 7のように、表示パネル ０ の外部にホストコントロ

ーラ ０2およひトラ小、S ０3か投けられているとして、表示パネル ０ の外部に

別途投けられた Cからなる 変換器 ０4に光センザ出力か迭られ、当咳 変換

器 ０4か 変換結果をホストコントローラ ０2に返す構成となる。当咳例の表示パ

ネル ０ はアナロクトライハによって駆動されるパネルてある。

００13 このときの 変換器 ０4を介した信号の流れを、図 8に示す。

００14 表示パネル ０ 内ては、スキヤン回路 によって駆動される光センザ回路 2の

光センザ出力は、点 から経路 を介して、表示パネル ０ の外部に投けられた

変換器 ０4へと迭られる。経路 は各光センザ回路 2について形成されたものか

合流して 変換器 ０4に接続されており、各光センザ回路 2の光センザ出力か

テータ 、テータ2、テータ3、テータ4、テータ5、テータ6、 と順吹切り替わって

変換器 ０4に入力される。トライハ S ０3は画素に表示テータを供給する。

００15 光センザ回路 2の光センザ出力点 は画素にも接続されており、当咳画素の構

成例を図 9に示す。

００16 図 9の画素構成ては、 G か 組になって 水平期間に時分割に駆動されるもの

てある。表示期間にはSW ０ か G 間て順吹切り替わるようにO 状態とする。光

センザ回路 2を動作させるときにはスイノチSW ０ をO 状態として、スキヤン回

路 から電圧配線 S Wに所定の電圧を印加し、点 から 変換器 ０4の

ほうへ回路を接続する。

００17 しかしなから、被品表示装置には、トラ小、S を表示パネル上にチノプの状態て

実装するCOG(Ch p On G ass)技伯か盛んに利用されているか、光センザを備えた



表示パネルに対して、光センザ出力の 変換機能をも包括するCOG 技術はまた

提供されていない。

００18 本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものてあり、その目的は、光センザを

備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナロク一テシタル変換機能を備えた

COG 技術を提供することのてきる表示装置、およひ、表示装置の駆動方怯を実現す

ることにある。

００19 本発明の表示装置は、上記探題を解決するために、テータ信号線駆動回路か

G(Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応した信号を

出力する光センザか備えられた、アクティフマトリクス型の表示装置てあって、上記テ

ータ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナロク一テシタル変換するアナロ

ク一テシタル変換回路を備えており、共適電極の電圧か変化するよぅに駆動され、上

記アナロク一テシタル変換回路は、上記光センザの出力のアナロク一テシタル変換

を、各テータ信号線にテータ信号か出力される期間と、上記共適電極の駆動による

電圧変化タイミンクとを避けた第 の期間に行ぅことを特徴としている。

００2０ 上記の発明によれは、テータ信号線駆動回路の電源およひG の共面インピー

タンスに大きな電流か流れるタイミンクを避けてアナロク一テシタル変換を行ぅことか

てきる。従って、光センザのアナロク出力を正しくアナロク一テシタル変換することか

てきる。

００2 1 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナロク一テ

シタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのてきる表示装置を実現すること

かてきるといぅ効果を奏する。

００22 本発明の表示装置は、上記探題を解決するために、上記第 の期間は、走査信号

線の一選択期間に対応する各テータ信号線へのテータ信号の出力か全て終了した

時点から、直後の共適電極CO の電圧変化タイミンクまての期間内にあることを特

徴としている。

００23 上記の発明によれは、アクティフマトリクス型の表示装置において、正しいアナロク

一テシタル変換を行 期間を容易に設定することかてきると う効果を奏する。

００24 本発明の表示装置は、上記探題を解決するために、テータ信号線駆動回路か



G(Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を

出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記デ

ータ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換するアナロ

グ一デジタル変換回路を備えており、共通電極の電圧は変化するよぅに駆動されず

、上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル

変換を、データ信号線にデータ信号が出力される期間を避けた第 の期間に行ぅこと

を特徴としている。

００25 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００26 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置を実現すること

ができるといぅ効果を奏する。

００27 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記第 の期間は、走査信号

線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が全て終了した

時点から、直後の、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデー

タ信号の出力を最初に開始する時点までの期間内にあることを特徴としている。

００28 上記の発明によれば、アクティブマトリクス型の表示装置において、正しいアナログ

一デジタル変換を行ぅ期間を容易に設定することができるといぅ効果を奏する。

００29 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、データ信号線駆動回路が

G(Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を

出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記デ

ータ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換するアナロ

グ一デジタル変換回路を備えており、共通電極の電圧が変化するよぅに駆動され、走

査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が、デー

タ信号線の所定本数ごとに点順次で行われ、上記アナログ一デジタル変換回路は、

上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を、走査信号線の一選択期間に対



応する各データ信号線へのデータ信号の最後の出力の途中から、直後の共通電極

の電圧変化タイミングまでの期間内にある第 の期間に行 ことを特徴としている。

００3０ 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００3 1 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置を実現すること

ができるといぅ効果を奏する。

００3 2 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、データ信号線駆動回路が

G(Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を

出力する光センサが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記デ

ータ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換するアナロ

グ一デジタル変換回路を備えており、共通電極の電圧は変化するよぅに駆動されず

、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が、

データ信号線の所定本数ごとに点順次で行われ、上記アナログ一デジタル変換回

路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を、走査信号線の一選択期間

に対応する各データ信号線へのデータ信号の最後の出力の途中から、直後の、走

査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を最初

に開始する時点までの期間内にある第 の期間に行ぅことを特徴としている。

００3 3 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングむ避けてアナログ一デジタル変換を行 ことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００34 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置を実現すること

ができるといぅ効果を奏する。

００3 5 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、データ信号線駆動回路が



G(Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を

出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記デ

ータ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換するアナロ

グ一デジタル変換回路を備えており、走査信号線の一選択期間に対応する各デー

タ信号線へのデータ信号の出力が、データ信号線の所定本数ごとに点順次で行わ

れ、上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタ

ル変換を、各データ信号線へのデータ信号の つの出力の途中から終了時点までの

期間内にある第 の期間に行ぅことを特徴としている。

００36 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００3 7 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置を実現すること

ができるれづ効果を奏する。

００38 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、データ信号線駆動回路が

G(Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を

出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記デ

ータ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換するアナロ

グ一デジタル変換回路を備えており、走査信号線の一選択期間に対応する各デー

タ信号線へのデータ信号の出力が、データ信号線の所定本数ごとに点順次で行わ

れ、上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタ

ル変換を、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の

最後以外の つの出力の途中から、各データ信号線へのデータ信号の直後の出力

が開始される時点までの期間内にある第 の期間に行ぅことを特徴としている。

００39 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングむ避けてアナログ一デジタル変換を行 ことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが



できる。

００4０ 以上により、光センサを備えた表示パネルに対して、光センサ出力のアナログ一デ

ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置を実現すること

ができるといぅ効果を奏する。

００4 1 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、データ信号線駆動回路が

G(Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を

出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記デ

ータ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換するアナロ

グ一デジタル変換回路を備えており、共通電極の電圧が変化するよぅに駆動され、走

査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が線順

次で行われ、上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ

一デジタル変換を、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデー

タ信号の出力の途中から、直後の共通電極の電圧変化タイミングまでの期間内にあ

る第 の期間に行ぅことを特徴としている。

００4 2 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００4 3 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置を実現すること

ができるといぅ効果を奏する。

００44 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、データ信号線駆動回路が

G(Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を

出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記デ

ータ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換するアナロ

グ一デジタル変換回路を備えており、走査信号線の一選択期間に対応する各デー

タ信号線へのデータ信号の出力が線順次で行われ、上記アナログ一デジタル変換

回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を、各データ信号線へのデ



一タ信号の出力の途中から終了時点までの期間内にある第 の期間に行ぅことを特

徴としている。

００4 5 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００46 以上により、光センサを備えた表示パネルに対して、光センサ出力のアナログ一デ

ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置を実現すること

ができるれづ効果を奏する。

００4 7 本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、データ信号線駆動回路が

G(Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を

出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記デ

ータ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換するアナロ

グ一デジタル変換回路を備えており、共通電極の電圧は変化するよぅに駆動されず

、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が線

順次で行われ、上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナロ

グ一デジタル変換を、各データ信号線へのデータ信号の出力の途中から、直後の、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を開

始する時点までの期間内にある第 の期間に行ぅことを特徴としている。

００48 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００49 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置を実現すること

ができるれづ効果を奏する。

００5０ 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、データ信号線駆

動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に



応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆

動する、表示装置の駆動方法であって、共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動し、

データ信号線にデータ信号が出力される期間と、上記共通電極の駆動による電圧変

化タイミングとを避けた第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光センザの

出力のアナログ一デジタル変換を行わせることを特徴としている。

００5 1 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングむ避けてアナログ一デジタル変換を行 ことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００52 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

ジタル変換機能を備えたCOG技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるといぅ効果を奏する。

００53 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、上記第 の期間は

、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が全

て終了した時点から、直後の共通電極CO の電圧変化タイミングまでの期間内にあ

ることを特徴としている。

００54 上記の発明によれば、アクティブマトリクス型の表示装置において、正しいアナログ

一デジタル変換を行ぅ期間を容易に設定することができるといぅ効果を奏する。

００55 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、データ信号線駆

動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に

応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆

動する、表示装置の駆動方法であって、共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動せ

ず、データ信号線にデータ信号が出力される期間を避けた第 の期間に、上記デー

タ信号線駆動回路に上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせること

を特徴としている。

００56 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングむ避けてアナログ一デジタル変換を行 ことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが



できる。

００57 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるといぅ効果を奏する。

００58 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、上記第 の期間は

、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が全

て終了した時点から、直後の、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号

線へのデータ信号の出力を最初に開始する時点までの期間内にあることを特徴とし

ている。

００59 上記の発明によれば、アクティブマトリクス型の表示装置において、正しいアナログ

一デジタル変換を行ぅ期間を容易に設定することができるといぅ効果を奏する。

００6０ 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、データ信号線駆

動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に

応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆

動する、表示装置の駆動方法であって、共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動し、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を、デ

ータ信号線の所定本数ごとに点順次で行わせ、走査信号線の一選択期間に対応す

る各データ信号線へのデータ信号の最後の出力の途中から、直後の共通電極の電

圧変化タイミングまでの期間内にある第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に

上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせることを特徴としている。

００6 1 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００62 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるれう効果を奏する。

００63 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、データ信号線駆



動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に

応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆

動する、表示装置の駆動方法であって、共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動せ

ず、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を

、データ信号線の所定本数ごとに点順次で行わせ、走査信号線の一選択期間に対

応する各データ信号線へのデータ信号の最後の出力の途中から、直後の、走査信

号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を最初に開

始する時点までの期間内にある第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記

光センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせることを特徴としている。

００64 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００65 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるれづ効果を奏する。

００66 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、データ信号線駆

動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に

応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆

動する、表示装置の駆動方法であって、走査信号線の一選択期間に対応する各デ

ータ信号線へのデータ信号の出力を、データ信号線の所定本数ごとに点順次で行

わせ、各データ信号線へのデータ信号の つの出力の途中から終了時点までの期

間内にある第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光センザの出力のア

ナログ一デジタル変換を行わせることを特徴としている。

００67 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センサのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。



００68 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるといぅ効果を奏する。

００69 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、データ信号線駆

動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に

応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆

動する、表示装置の駆動方法であって、走査信号線の一選択期間に対応する各デ

ータ信号線へのデータ信号の出力を、データ信号線の所定本数ごとに点順次で行

わせ、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の最後

以外の つの出力の途中から、各データ信号線へのデータ信号の直後の出力が開

始される時点までの期間内にある第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記

光センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせることを特徴としている。

００7０ 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００7 1 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるといぅ効果を奏する。

００72 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、データ信号線駆

動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に

応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆

動する、表示装置の駆動方法であって、共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動し、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を線

順次で行わせ、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信

号の出力の途中から、直後の共通電極の電圧変化タイミングまでの期間内にある第

の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光センサの出力のアナログ一デジタ

ル変換を行わせることを特徴としている。



００73 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００74 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるといぅ効果を奏する。

００75 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、データ信号線駆

動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に

応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆

動する、表示装置の駆動方法であって、走査信号線の一選択期間に対応する各デ

ータ信号線へのデータ信号の出力を線順次で行わせ、各データ信号線へのデータ

信号の出力の途中から終了時点までの期間内にある第 の期間に、上記データ信号

線駆動回路に上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせることを特徴

００76 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００77 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるれぢ効果を奏する。

００78 本発明の表示装置の駆動方法は、上記課題を解決するために、データ信号線駆

動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に

応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆

動する、表示装置の駆動方法であって、共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動せ

ず、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を

線順次で行わせ、各データ信号線へのデータ信号の出力の途中から、直後の、走



査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を開始

する時点までの期間内にある第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光

センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせることを特徴としている。

００79 上記の発明によれば、データ信号線駆動回路の電源およびG の共通インピー

ダンスに大きな電流が流れるタイミングを避けてアナログ一デジタル変換を行ぅことが

できる。従って、光センザのアナログ出力を正しくアナログ一デジタル変換することが

できる。

００8０ 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるといぅ効果を奏する。

００8 1 本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分か
るであろぅ。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明によって明白にな

るであろぅ。

図面の簡単な説明

００82 図 本発明の実施形態を示すものであり、データ信号線駆動回路が 変換を行ぅ

期間を示す第 のタイミングチャートである。

図2 本発明の実施形態を示すものであり、データ信号線駆動回路が 変換を行ぅ

期間を示す第2のタイミングチャートである。

図3 本発明の実施形態を示すものであり、データ信号線駆動回路が 変換を行ぅ

期間を示す第3のタイミングチャートである。

図4 本発明の実施形態を示すものであり、表示装置の構成を示すブロック図である

図5 図4の表示装置が備えるデータ信号線駆動回路の構成を示すブロック図である

図6 図4の表示装置においてデータ信号線駆動回路と表示領城との接続関係を示

す回路図である。

図7 図5のデータ信号線駆動回路が備える 変換回路の構成を示す回路ブロック

図である。



図8 光センザの出力をザンプルする期間における 変換回路周辺の接続関係を

示す回路図である。

図9 光センザの出力をホールドする期間における 変換回路周辺の接続関係を

示す回路図である。

図1０光センザの出力を 変換する期間における 変換回路周辺の接続関係を

示す回路図である。

図11 他の 変換回路の構成を説明するためのグラフであり、(a) は比較器による

比較動作を示し、(b)は比較器がデジタル値を確定する動作を示している。

図12 データ信号線駆動回路が電源およびG の互いに分離された回路を備えて

いることを説明する回路図である。

図13 図 2の電源およびG がチップ外で互いにショートすることを説明する回路

図である。

図14 図 3の回路図をより詳細に示す回路図である。

図15 データ信号線駆動回路が Eし 変換を行うことのできない期間を示すタイ

ミングチヤートである。

図16 従来技術を示すものであり、光センザを備えた表示領城の構成を示す回路ブ

ロック図である。

図17 従来技術を示すものであり、光センザのアナログ出力を 変換する場合の表

示装置の構成を示すブロック図である。

図18 図 7の表示装置における表示領城と表示パネル外との接続関係を示す回路

図である。

図19 図 8の表示領城が備える画素の構成を示す回路図である。

図2０本発明の実施形態を示すものであり、データ信号線駆動回路が 変換を行

う期間を示す第4のタイミングチヤートである。

図2 1 本発明の実施形態を示すものであり、データ信号線駆動回路が 変換を行

う期間を示す第5のタイミングチヤートである。

図22 本発明の実施形態を示すものであり、データ信号線駆動回路が 変換を行

う期間を示す第6のタイミングチヤートである。



発明を実施するための形態

００8 3 本発明の一実施形態について図 ないし図 5、およひ、図2０ないし図22に某つ

いて脱明すると以下の面りてある。

００84 図4に、本実施形態に係る被品表示装置 (表示装置) の構成を示す。

００8 5 被品表示装置 はアクティフマトリクス型の表示装置てあって、表示パネル2およひ

ホストコントローラ3を備えている。

００86 表示パネル2は、表示ノセンザ領城2aと、ソーストライハ4 (テータ信号線駆動回路

) と、ケートスキヤン回路 (走査信号線駆動回路 ) と、センザスキヤン回路 6とを備えて

いる。表示ノセンザ領城2aは、表示パネル2にアモルファスシリコンやボリシリコン、C

Gシリコン、微結品シリコンなとを用いて作り込まれた領城てあり、後述の図6 に示す

画素とセンザ回路とをマトリクス状に備えている。ソーストラ小、4は S チノプを表示

パネル2上に直接実装したものてあり、いわゆるC G(Ch p On G ass)の形態を取る。

ソーストライハ4は表示ノセンザ領城2aに画素用のテータ信号をテータ信号線に出

力するとともに、センザ回路からの出力を処理する。ケートスキヤン回路 5は、表示ノ

センザ領城2aの画素にテータ信号を菩き込むのに用いる走査信号を走査信号線に

出力する。センザスキヤン回路 6は、表示ノセンザ領城2aのセンザ回路に必要な電

圧を供給する。

００8 7 ホストコントローラ3は、表示パネル2の外部に設けられたコントロール某板 3てあり、

ソーストラ小、4に供給する表示テータと、ケートスキヤン回路 5に供給するクロノク信

号やスタートパルスなとと、センザスキヤン回路 6 に供給するクロノク信号やスタートパ

ルス、電源電圧なととを、ソーストラ小、4に供給する。ケートスキヤン回路 5およひセ

ンザスキヤン回路 6への上記の供給信号およひ供給電圧は、ソーストライハ4を介し

て供給される。

００88 図5に、ソーストライハ4の構成を示す。

００89 ソーストラ小、4は、入出カインタフェース回路4 、ザンプリンクラノチ回路4 2、ホー

ルトラノチ回路4 3 変換回路4 (アナロク一テシタル変換回路 ) 、 変換回路

4 6、ソース入出力回路4 7、タイミンク発生回路4 8、テータ処理回路4 9、およひ、パ

ネル用ロシノク回路 5０を備えている。



００9０ 入出カインタフェース回路4 は、ホストコントローラ3から各種信号およひ電圧を受

け取るフロノクてある。ザンプリンクラノチ回路42は、入出カインタフェース回路4 か

ら出力されるテシタル表示テータを、タイミンク発生回路4 8の出力するタイミンク信

号に従って順吹ラノチする。タイミンク発生回路4 8は、ホストコントローラ3から入出カ

インタフェース回路4 に入力されたテータ伝迭信号から各種タイミンクを取得してタ

イミンク信号を生成するフロノクてある。ホールトラノチ回路43は、ザンプリンクラノチ

回路42かラノチした 行分のテシタル表示テータを、タイミンク発生回路48の出力

するタイミンク信号に従ってホールトするフロノクてある。 変換回路46は、ホール
トラノチ回路43か出力したテシタルテータを 変換 (テシタル一アナロク変換 ) して

アナロクのテータ信号とするフロノクてある。ソース入出力回路4 7は、 変換回路4

6か出力したアナロクのテータ信号をハノファリンクしてテータ信号線に出力するフ

００9 1 また、 変換回路4 5は、表示ノセンザ領城2aのセンザ回路から出力されたアナ

ロクのセンザ出力を、テータ信号線およひソース入出力回路4 7を適して受け取って

ザンプル・ホールトし、ホールト出力したアナロクのセンザ出力をテシタルテータに

変換 (アナロク一テシタル変換 )する。テータ処理回路49は、 変換回路4 5か出

力したテシタルテータを伝迭形態に従った形式に変換してホストコントローラ3に迭

出するフロノクてある。パネル用ロシノク回路 5０は、タイミンク発生回路48か生成し

たタイミンク信号から、ケートスキヤン回路 5およひセンザスキヤン回路 6に供給するタ

イミンク信号をさらにロシノク生成するフロノクてある。

００92 図6に、表示ノセンザ領城2aとソーストライハ4との接続関係を示す。

００93 表示ノセンザ領城2aては、 の絵素P X と、Gの絵素P XGと、 の絵素P X と

か 組となって各画素か構成されており、各画素にセンザ回路 S Cか つすつ備えら

れている。各画素において、絵素P X と絵素P XGと絵素P X とは、 水平期間内

に時分割て駆動される。各絵素は、走査信号線G とテータ信号線S ( について

はS 、GについてはS G、 についてはS ) との交差点に形成されており、選択

素子てある 5 によって被品容呈C にテータ信号を菩き込む構成てある。テー

タ信号線S はスイノチSW を介して、テータ信号線S GはスイノチSWGを介して



、テータ信号線S はスイノチSW を介して、それそれ、ソーストラ小、4の同し端

子Pに接続されている。なお、絵素の色の種類としては上記の G のような3色に限

らす、任首の色の種類か可能てある。

００94 センザ回路 Cは、スイノチSW SWG SW に対して上記端子Pとは反対側の領

城て上記絵素に接続されるように配置されており、 52と容呈5 3とフォトタイオー

ト54 (光センザ ) とを備えている。 52の一方のソース小レイン端子はテータ信号

線S Gに接続されており、 52の他方のソース小レイン端子はテータ信号線S

に接続されている。容呈53とフォトタイオート54 とは直列に接続されており、その接

続点は 52のケートに接続されている。上記直列回路の両端は、それそれセン

ザスキヤン回路 6に接続されている。また、テータ信号線S Gの端子P側とは反対側

の一端は、スイノチ WSを介して電源 0に接続されている。

００95 ソーストライハ4ては、ソース入出力回路4 7の出力かそれそれ端子Pに接続されて

いる。ソース入出力回路4 7は、オペアンプのホルテーシフォロワからなるハノファ47a

とスイノチ部47b とか つすつ組になった各段を備えており、各段か つの上記端子P

に接続されている。ハノファ47a の入力は 変換回路4 6の出力に接続されており、

ハノファ47a の出力は端子Pに接続されている。スイノチ部47b は、 変換回路4 5

の入力を端子Pに接続するか端子Pから逆断するかの切り替えを行う回路てある。

変換回路4 6は 変換回路4 6に専用の電源およひG を使用しており、 変

換回路4 5は 変換回路4 5に専用の電源およひG を使用している。

００96 表示ノセンザ領城2aにおいて表示を行う期間には、ハノファ47a の電源か投入さ

れ、スイノチ部47b は 変換回路4 5の入力を端子Pから逆断する。これにより、 G

の各ソース出力 (テータ信号) dか時系列て表示ノセンザ領城2aに供給される。

表示ノセンザ領城2a側ては、スイノチSW SWG SW か順吹交替してO 状態

となり、テータ信号線S G に順吹ソース出力 dか出力されて絵素 X

・P XG P X て表示か行われる。また、このとき、スイノチ WSはO 状態にある

００97 表示ノセンザ領城2aにおいて光強度の検出を行う期間には、スイノチSW SW

G・SW かO 状態にされ、スイノチ WSかO 状態にされてテータ信号線S Gを



電源 0に接続する。また、事前にセンザスキヤン回路 6からフォトダイオード54 の順

方向を用いて容呈5 3を所定電圧に充電しておくことにより、光強度の検出期間に、

52のゲートをフォトダイオード54 に照射される光の強度に応じた電圧とする。これ

により、データ信号線S が検出された光の強度に応じた電圧となるので、スイッチ

S W をO 状態としてデータ信号線S をソースドライバ4の端子P に接続する。

００9 8 このとき、ソースドライバ4側ではバッファ47a の電源が遮断されてバッファ47a の出

力がハイインピーダンスにされるとともに、スイッチ部47b が 変換回路4 5の入力を

端子Pに接続する。これにより、センザ回路 Cのアナログ出力であるセンザ電圧 s

が 変換回路4 5に入力される。 変換回路4 5は入力されたセンザ電圧 sをデ

ジタルデータに変換する。

００9 9 図7に、 変換回路4 5の構成を示す。

０1００ 変換回路4 5は、比較器45a 変換器45b 、某準電圧発生器45c 、レジスタ

45d 、および、シーケンス制御回路45e を備えている。比較器45a の入力電圧 と

して、センザ電圧 sが入力される。比較器45a の比較電圧 として、レ、ジスタ45d の

レ、ジスタ値を、 変換器45b が某準電圧発生器45c が発生する某準電圧 を

用いて 変換した結果が入力される。レ、ジスタ45d は、比較器45a の出力に従って

レ、ジスタ値を変更する。シーケンス制御回路45a は、レジスタ45d のレジスタ値を、ク

ロック入力信号C のタイミングによってシリアルデータに変換して出力する。

０1０1 レジスタ45d に初期値として例えば最上位ビットに を設定し、他のビットに0を設定

する。比較器45a はクロック入力信号C のタイミングごとに、入力電圧 を比較電

圧 と比較する。比較器45a は、 ノ ならば o を出力し、 く ならば

を出力する。レ、ジスタ45d は、比較器45a から o が入力されるとレ、ジスタ値をそ

のまま保持し、比較器45a から が入力されるとレジスタ値の最上位ビットを0に変

更する。また、レ、ジスタ値の次に上位となるビットを に変更する。この結果のレジスタ

値が 変換器45b によって 変換されて新たな比較電圧 が比較器45a に入

力されると同様にビットを確定し、これを繰り返して順次下位のほうヘビットを確定して

０1０2 こうしてレジスタ4 5 からは全ビットのパラレルデータによるデジタル出力が可能で



あるとともに、シーケンス制御回路45e からシリアルデータによるデジタル出力が可能

である。シーケンス制御回路45e の出力はレジスタ45d の入力にフィードバックされて

、シーケンス制御回路45e の出力を安定化させる。

０1０3 ところで、図 2に示すように、一般に S 内には様々な回路の電源およびG が

存在している。このような電源およびG はそれぞれ、 S 内の回路間では互いに

分離されていたとしても、図 3に示すように、当該 S のチップが実装される某板上

でほ互いにショートされる。このときのショートは、より詳細にほ、図 4に示すように配

線抵抗を介したものであるため、各回路に流れる電流に応じて、各回路の電源どうし

およびG どうしの間で共通インピーダンスを介して相互に影響を与えることになる

０1０4 表示装置の場合には、例えばソースドライバが PC (フレキシブルプリント基板 )や

PW (ブリント配線某板 )ｱに実装される場合に、ソースドライバ内の回路間で互い

に分離していた電源およびG が、 PC上やPW 上で同じ配線で相互接続され

る。このとき、ソースドライバ内のある回路に電流が流れることにより、この回路が用い

る電源およびG に電流が流れると、 PC上やPW 上の電源およびG にも相

当する電流が流れて、 PC上やPW 上の電源およびG に配線抵抗による電圧

降下が発生する。すると、 PC上やPW 上で電圧降下が発生した電源およびG

を用いてソースドライバの他の回路が動作を行わなければならないので、当該他の

回路は前記回路の影響を受けてしまう。

０1０5 従って、液品表示装置 のように、COG で実装されているソースドライバ4にとって

は、チップ外の電源およびG は表示パネル2上の配線となるため、配線抵抗は極

めて大きく、共通インピーダンスによる電圧降下がソースドライバ4に深刻な影響を与

える。具体的には、図 5に示すように、 G のデータ信号線を順次ソースドライバに

接続するスイッチS SW S SW2 S SW3 (図6ではスイッチSW SWG SW に相

当する) の制御パルスの立ち上がりタイミング、および、共通電極CO が駆動される

場合の電圧変化タイミングでは、それぞれが用いる電源およびG に大きな電流

dが流れる。

０1０6 なお、図 5のように G の3本や全データ信号線といったように所定本数のデータ



信号線ごとに点順次駆動を行ぅ表示装置では、ソースドライバ4の出力をデータ信号

線に接続するスイッチ (SS W S SW2 S SW3) の制御パルスの立ち上がりタイミン

グで、データ信号線を前極性と逆極性に充電することによる突入電流が流れる。また

、線順次駆動でデータ信号線へのソース出力を行ぅ表示装置では、ソースドライバ4

から極性を反伝させるソース出力を開始するたびに、データ信号線を前極性と逆極

性に充電することによる突入電流が流れる。共通電極CO が駆動される場合の電

圧変化タイミングでは、共通電極CO を前極性と逆極性に充電することによる突入

電流が流れる。上記の突入電流は電源およびG に流れる電流 ddに及ぶ。

０1０7 従って、 変換回路が用いる電源電圧 や、電源電圧を用いて発生さ

せる某準電圧 G などの電圧が、当該電流 ddが流れるタイミングで変動

してしまぅ。従って、この電圧が変動するタイミングで 変換を行ぅと、このノイズが重

畳した電圧を用いて動作することにより Eし V 変換結果が得られなくなる虞がある

０1０8 そこで、本実施形態では、 変換回路4 5による 変換を、上述の大きな電流

ddが発生しない第 の期間に行ぅ。なお、本実施形態においては、ソースドライバ4に

おいてソース出力とセンザ出力の取り込みとのそれぞれを、両者に共通の端子を時

分割で用いることにより行ぅので、 変換のためのザンプリングはセンザ出力の取り

込み期間に行ぅことになるが、ザンプリングと 変換とは連続して行われなくてもよく

、分離されていてよい。従って、一且ザンプリングすれば、 変換はセンザ出力の

取り込み期間外に行ってもよい。

０1０9 具体的には、図 に示すよぅに、 G の3本とレぢ所定本数のデータ信号線ごとに

点順次駆動を行ぅ表示装置では、 G のデータ信号線を順次ソースドライバに接続

するスイッチS SW S SW2 S SW3 (図6ではスイッチSW SWG SW に相当す

る) の制御パルスの立ち上がりタイミング、および、共通電極CO が駆動される場合

すなわち共通電極CO の電圧が変化するよぅに駆動される場合の電圧変化タイミン

グを避けて 変換を行ぅよぅにする。なお、これらのタイミングは全て、その信号を出

力する回路から出力された時点での波形におけるタイミングで規定する。このタイミン

グの規定は、以降の実施例についても同様である。さらに具体的には、図 では、走



査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線への G のソース出力が全て

終了した時点から、直後の共通電極CO の電圧変化タイミングが起こるまでの期間

内にある第 の期間に 変換を行っている。期間 は第 の期間の最大範囲で

ある。なお、この場合の第 の期間の開始タイミングは、データ信号をデータ信号線

に出力する全色を通じて最後のスイッチ (図 ではS SW3) のO 状態からO 状態

への切り替わりタイミング以降であればよい。

０11０ このように、図 では、 変換をデータ信号線にデータ信号を出力する期間を避

けて行うことにより、スイッチS SW S SW2 S SW3の制御パルスの立ち上がりタイミ

ングを避けるようにしている。

０111 共通電極CO が駆動されない、すなわち共通電極CO の電圧が変ィヒするように

駆動されない場合には、共通電極CO の電圧は考慮しなくてよい。この場合の第

の期間は、例えば走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線への G

のソース出力が全て終了した時点から、直後の、走査信号線の一選択期間に対応す

る各データ信号線への G のソース出力を最初に開始する時点までの期間 内

に設定すればよい。走査信号線の一選択期間に対応する G のソース出力を最初

に開始する時点は、一般に、当該一選択期間に対応する共通電極CO の電圧変

ィヒタイミング以降となる。

０112 以上の期間に 変換を行うことにより、図 に示すノイズが発生するタイミングを避

けて 変換を行うことができるので、センザ出力の Eし V 変換結果を得ることが

できる。

０113 図 の 変換は、全データ信号線を前記所定本数のデータ信号線として点順次

駆動する表示装置にもそのまま適用可能である。

０114 また、上記の 変換の仕方とは別に、図2に示す 変換方法もある。

０115 図2の 変換は、 変換を行うことの可能な期間 としては図 のものと同

様であるが、典なる2つの画素のセンザ出力を、同じ 変換入力部に時系列で切り

替えて順次入力することにより、当該期間に2種類の 変換を行うものである。この

ような構成は、例えば図6において、スイッチ部47b を双投スイッチの構成として、隣

接する画素の 変換入力経路をも同じスイッチ部47b によって選択接続可能とした



構成として実現することができる。この場合には、当該隣接する端子Pに接続されるス

イッチ部4 7bは省略される。

０116 また、上記の 変換の仕方とは別に、図3に示す 変換方法もある。

０117 図3の 変換は、 水平期間に G のデータ信号を時分割で出力しないで、 水

平期間内に各データ信号線に同じデータ信号を出力する線順次駆動を行ぅ表示装

置におけるものである。この場合に、 変換を行ぅ期間としては、データ信号線にデ

ータ信号を出力する期間、および、共通電極CO が駆動される場合の電圧変ィヒタ

イミングを避けた期間とする。

０118 図3では、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのソース出力が

終了した時点から、共通電極CO の電圧変化タイミングが起こるまでの期間 2内に

ある第 の期間に 変換を行っている。期間 2は第 の期間の最大範囲である。

０119 共通電極CO が駆動されない、すなわち共通電極CO の電圧が変化するように

駆動されない場合には、共通電極CO の電圧は考慮しなくてよい。この場合の第

の期間は、例えば走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線への G

のソース出力が全て終了した時点から、直後の、走査信号線の一選択期間に対応す

る各データ信号線への G のソース出力を開始する時点までの期間 2 内に設定

すればよい。図3ではこの期間 2 が期間 2に一致している例が示されているが、走

査信号線の一選択期間に対応する G のソース出力を開始する時点は、一般に、

当該一選択期間に対応する共通電極CO の電圧変化タイミング以降となる。

０12０ 図2０ないし図22に、さらに別の 変換方法を示す。

０12 1 図2０の 変換は、所定本数のデータ信号線ごとに点順次駆動を行ぅ表示装置に

おいて、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線への最後のソース出

力 の途中から、直後の共通電極CO の電圧変化タイミングまでの期間内にある

第 の期間に行ぅ方法である。図2０の例では、データ信号線への のソース出力 d

の出力期間の途中から、直後の共通電極CO の電圧変化タイミングまでの期間 3

内にある第 の期間に 変換を行っている。期間 3は第 の期間の最大範囲である

。この場合に、第 の期間をソース出力期間内に設定するならば、センザ出力 sのザ

ンプリングを予めソース出力期間外に行っておく。また、共通電極CO を駆動しな



い場合には、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線への最後のソー

ス出力 の途中から、図 と同様に、直後の、走査信号線の一選択期間に対応する

各データ信号線への G のソース出力を最初に開始する時点までの期間内に設定

すればよい。

０122 図2 の 変換は、所定本数のデータ信号線ごとに点順次駆動を行う表示装置に

おいて、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線への つのソース出

力 dの途中から終了時点までの期間内にある第 の期間に行う方法である。図2 の

例では、データ信号線へのGのソース出力 dの出力期間の途中から当該Gのソース

出力 dの終了時点までの期間 4内にある第 の期間に 変換を行っている。期間

4は第 の期間の最大範囲である。この場合には、センザ出力 sのザンプリングを

予めソース出力期間外に行っておく。また、データ信号線への や のデータ信号の

出力期間に期間 4と同様の期間を設定してもよい。

０123 図22の 変換は、所定本数のデータ信号線ごとに点順次駆動を行う表示装置に

おいて、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線への最後以外の つ

のソース出力 dの途中から、直後の、走査信号線の一選択期間に対応する各デー

タ信号線へのソース出力 dを開始する時点までの期間内にある第 の期間に行う方

法である。図22の例では、データ信号線へのGのソース出力 dの出力期間の途中

から、データ信号線への のソース出力 dを開始する時点までの期間 5内にある第

の期間に、 変換を行っている。期間 5は第 の期間の最大範囲である。この場

合に、第 の期間をソース出力期間内に設定するならば、センザ出力 sのザンプリン

グを予めソース出力期間外に行っておく。また、ソースドライバ4からのGのソース出

力 dの終了時点と、ソースドライバ4からの のソース出力 dの開始時点との間に、

で示す期間のように、ソース出力 dがなくGのソース出力 dを出力し終えたデー

タ信号線の電位が不定となる期間があってもよい。また、データ信号線への のソー

ス出力 dの出力期間の途中から、データ信号線へのGのソース出力 dの開始時点、

までの期間を、期間 5と同様の期間に設定してもよい。

０124 図2０～図22の構成によれば、データ信号線へのソース出力 dの出力期間の途

中からは、電源およびG に大きな電流 ddが流れることはないので、ノイズが発



生するタイミングを避けて 変換を行うことができ、センザ出力の Eし 変換結

果を得ることができる。

０125 また、図2０および図2 では、第 の期間を含むデータ信号線へのソース出力 の

出力期間を、その他のデータ信号線へのソース出力 dの各出力期間よりも長く設定

して、 変換を電流および電圧がより安定した期間に行うことができるようにしている

０126 また、図2０および図2 の 変換方法を、線順次駆動でソース出力 dを行 表示

装置に適用することも可能である。

０127 この場合に、図2０に対応させた方法としては、共通電極CO を駆動する場合に

は、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのソース出力 dの途中

から、直後の共通電極CO の電圧変化タイミングまでの期間内にある第 の期間に

変換を了 、刊 、共通電極CO を駆動しない場合には、走査信号線の一選択期間

に対応する各データ信号線へのソース出力 dの途中から、直後の、走査信号線の

一選択期間に対応する各データ信号線への G のソース出力を開始する時点まで

の期間内にある第 の期間に 変換を行う。

０128 またこの場合に、図2 に対応させた方法としては、走査信号線の一選択期間に対

応する各データ信号線へのソース出力 dの途中から終了時点までの期間内にある

第 の期間に 変換を行う。

０129 なお、図 および図2のような、所定本数のデータ信号線ごとに点順次駆動を行う表

示装置では、走査信号線の一選択期間に対応するソースドラ小 4からのソース出力

が全て終了した時点 (図 では、スイッチS SW3の制御パルスの立ち下がりタイミング

よりも後となる、 のソース出力が終了した時点 ) よりも後にセンザ出力の 変換を開

始するように、第 の期間を設定してもよい。このようにすると、もし、時分割で順次導

通する複数のスイッチ (SS W S SW2 S SW3) の制御パルスがパネル内の伝搬遅

延によって波形がなまる結果、立ち下がりタイミングが遅れる箇所が発生したとしても

、当該制御パルスはソース出力の終了時点では確実に立ち下がりが完了しているの

で、 変換がソース出力 dのデータ信号線への出カと干渉することを確実に避け

ることができる。



０13０ また、データ信号線を時分割で駆動するときの分割数としては、図 、図2、図2０

図2 、および図22に示す3分割に限らず、任意の分割数でよい。図3のように時分

割しない駆動を行うことができることは説明した通りであるが、これは特にアモルファス

シリコンT を用いたゲートモノリシックのパネルにおいて、ソースドライバを各色ごと

に分けないで各行画素を同じ色で構成し、全色分の行をゲートドライバで一度に走

査する構成に適している。

０13 1 次に、図8～図 ０を用いて、センザ出力のザンプリングから 変換出力を行うまで

の 変換回路4 5の周辺の回路接続について説明する。

０132 図8にセンザ出力のザンプリング期間における回路接続を示す。

０133 スイッチS W は、図6のスイッチ部47b に相当する。 変換回路4 5の内部では、

スイッチS W の一端に接続された 変換回路4 5の入力端子と、比較器45a の入

力との間に、スイッチS W2とホールドコンデンザ とが直列に接続されている。上記

入力端子とスイッチS W2との間に、G に向けて定電流を流す定電流源 が設

けられている。スイッチSW2とホールドコンデンザ との間の接続点 は、スイッチS

W3を介して 変換器45b の出力に接続されている。コントロールロジック45f は、図

7のレ、ジスタ45d およびシーケンス制御回路45e をまとめて示すものである。ホールド

コンデンザ と比較器45a の入力との間の接続点 は、スイッチS W4を介して某準

電圧 に接続されている。

０134 センザ出力のザンプリング期間には、バッファ47a の動作を停止させて、スイッチ5

をO 状態にする。そして、スイッチSW2 SW4を 状態、スイッチSW3を

状態にして、ホールドコンデンザ にセンザ出力に対応した電荷を蓄積することに

０135 次に、図9に示すようにホールド期間に入り、ホールドスイッチSW ～SW4をO

状態にしてセンザ出力をホールドコンデンザ でホールドする。この場合には、スイ

ッチS W がO 状態であることから、バッフア47a を動作させることが可能であるの

で、センザ出力をホールドした後は、 変換が可能な任意の時期まで、 変換を

行うことを待機することができる。

０136 次に、図 ０に示すように 変換期間に入り、スイッチSW SW2 SW4をO 状



熊にしたまま、スイッチS W 3を 状態にする。ここで図7で説明した動作を行ぅが、

スイッチS W3を一 O 状態にして各ビットを確定してからスイッチS W 3を再びO

状態とする。デジタルデータを出力し終えると 変換は終了し、図8の接続関係に

戻って次のセンザ出力のザンプリングを行ぅ。

０137 なお、以上では 変換回路4 5に 変換器45b を用いる例を挙げたが、 変換

器45b を用いる 変換回路の代わりに、図 に示す原理で 変換を行ぅ 変

換回路を備えることもできる。図 の (a) に示すように、比較器によってセンサ電圧を

時間的に変化する電圧 と比較し、図 の (b) に示すよぅに、比較器が出力を o

から に変えるまでの時間の長さによって、デジタル値を確定していく。

０138 以上、本実施形態について述べた。本発明は 表示装置、誘電性被体を用いた

表示装置など、他の任意の表示装置にも適用可能であることは明らかである。また、

光センザは、検出した光の強度に応じた電流など、他の信号を出力してもよい。

０139 本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種

々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段

を細み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。

０14０ 本発明の表示装置は、以上のよぅに、データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G a

s s )方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を出力する光セン

ザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記データ信号線駆動

回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換するアナログ一デジタル変

換回路を備えており、共通電極の電圧が変化するよぅに駆動され、上記アナログ一デ

ジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を、各データ信

号線にデータ信号が出力される期間と、上記共通電極の駆動による電圧変化タイミ

ングとを避けた第 の期間に行ぅ。

０14 1 本発明の表示装置は、以上のよぅに、データ信号線駆動回路がC G(Ch p On G a

s s )方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を出力する光セン

ザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置であって、上記データ信号線駆動

回路は、上記光センサの出力をアナログ一デジタル変換するアナログ一デジタル変

換回路を備えており、共通電極の電圧は変化するよぅに駆動されず、上訂



デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を、データ信

号線にデータ信号が出力される期間む避けた第 の期間に行う。

０142 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置を実現すること

ができるれづ効果を奏する。

０143 本発明の表示装置の駆動方法は、以上のよぅに、データ信号線駆動回路がC G(

Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を出

力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆動する、表示装

置の駆動方法であって、共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動し、データ信号線

にデータ信号が出力される期間と、上記共通電極の駆動による電圧変化タイミングと

を避けた第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光センザの出力のアナロ

グ一デジタル変換を行わせる。

０144 本発明の表示装置の駆動方法は、以上のよぅに、データ信号線駆動回路がC G(

Ch p On G ass)方式により備えられ、表示領城に検出した光強度に応じた信号を出

力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス型の表示装置を駆動する、表示装

置の駆動方法であって、共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動せず、データ信号

線にデータ信号が出力される期間を避けた第 の期間に、上記データ信号線駆動回

路に上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせる。

０145 以上により、光センザを備えた表示パネルに対して、光センザ出力のアナログ一デ

、ジタル変換機能を備えたCOG 技術を提供することのできる表示装置の駆動方法を

実現することができるれぢ効果を奏する。

０146 発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態またほ実施例は、あく

までも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのよぅな具体例にのみ限

定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範

囲内において、いろいろと変更して実施することができるものである。

産業上の禾 用可能，吐

０147 本発明は、被品表示装置や 表示装置などの表示装置に特に好適に使用するこ

とができる。



符号の説明

被品表示装置 (表示装置)

4 ソーストライハ (テータ信号線駆動回路 )

4 5 変換回路 (アナロク一テシタル変換回路 )

54 フォトタイオート

S S G S

テータ信号線

G 走査信号線



請求の範囲

データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置であって、

上記データ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換す

るアナログ一デジタル変換回路を備えており、

共通電極の電圧が変化するよぅに駆動され、

上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル

変換を、各データ信号線にデータ信号が出力される期間と、上記共通電極の駆動に

よる電圧変化タイミングとを避けた第 の期間に行ぅことを特徴とする表示装置。

2 上記第 の期間は、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデ

ータ信号の出力が全て終了した時点から、直後の共通電極CO の電圧変化タイミ

ングまでの期間内にあることを特徴とする請求項 に記載の表示装置。

3 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置であって、

上記データ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換す

るアナログ一デジタル変換回路を備えており、

共通電極の電圧は変化するよぅに駆動されず、

上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル

変換を、データ信号線にデータ信号が出力される期間を避けた第 の期間に行ぅこと

を特徴とする表示装置。

4 上記第 の期間は、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデ

ータ信号の出力が全て終了した時点から、直後の、走査信号線の一選択期間に対

応する各データ信号線へのデータ信号の出力を最初に開始する時点までの期間内

にあることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。

5 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス



型の表示装置であって、

上記データ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換す

るアナログ一デジタル変換回路を備えており、

共通電極の電圧が変化するよぅに駆動され、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が、

データ信号線の所定本数ごとに点順次で行われ、

上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センサの出力のアナログ一デジタル

変換を、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の最

後の出力の途中から、直後の共通電極の電圧変化タイミングまでの期間内にある第

の期間に行ぅことを特徴とする表示装置。

6 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置であって、

上記データ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換す

るアナログ一デジタル変換回路を備えており、

共通電極の電圧は変化するよぅに駆動されず、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が、

データ信号線の所定本数ごとに点順次で行われ、

上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル

変換を、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の最

後の出力の途中から、直後の、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号

線へのデータ信号の出力を最初に開始する時点までの期間内にある第 の期間に

行ぅことを特徴とする表示装置。

7 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置であって、

上記データ信号線駆動回路は、上記光センサの出力をアナログ一デジタル変換す

るアナログ一デジタル変換回路を備えており、



走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が、

データ信号線の所定本数ごとに点順次で行われ、

上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル

変換を、各データ信号線へのデータ信号の つの出力の途中から終了時点までの期

間内にある第 の期間に行ぅことを特徴とする表示装置。

8 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センサが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置であって、

上記データ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換す

るアナログ一デジタル変換回路を備えており、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が、

データ信号線の所定本数ごとに点順次で行われ、

上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル

変換を、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の最

後以外の つの出力の途中から、各データ信号線へのデータ信号の直後の出力が

開始される時点までの期間内にある第 の期間に行ぅことを特徴とする表示装置。

9 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置であって、

上記データ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換す

るアナログ一デジタル変換回路を備えており、

共通電極の電圧が変化するよぅに駆動され、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が線

順次で行われ、

上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル

変換を、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出

力の途中から、直後の共通電極の電圧変化タイミングまでの期間内にある第 の期

間に行ぅことを特徴とする表示装置。



０ データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置であって、

上記データ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換す

るアナログ一デジタル変換回路を備えており、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が線

順次で行われ、

上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル

変換を、各データ信号線へのデータ信号の出力の途中から終了時点までの期間内

にある第 の期間に行ぅことを特徴とする表示装置。

データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置であって、

上記データ信号線駆動回路は、上記光センザの出力をアナログ一デジタル変換す

るアナログ一デジタル変換回路を備えており、

共通電極の電圧は変化するよぅに駆動されず、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力が線

順次で行われ、

上記アナログ一デジタル変換回路は、上記光センザの出力のアナログ一デジタル

変換を、各データ信号線へのデータ信号の出力の途中から、直後の、走査信号線の

一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を開始する時点まで

の期間内にある第 の期間に行ぅことを特徴とする表示装置。

2 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置を駆動する、表示装置の駆動方法であって、

共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動し、

データ信号線にデータ信号が出力される期間と、上記共通電極の駆動による電圧

変化タイミングとを避けた第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光センザ



の出力のアナログ一デジタル変換を行わせることを特徴とする表示装置の駆動方法

3 上記第 の期間は、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデ

ータ信号の出力が全て終了した時点から、直後の共通電極CO の電圧変化タイミ

ングまでの期間内にあることを特徴とする請求項 2に記載の表示装置の駆動方法。

4 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センサが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置を駆動する、表示装置の駆動方法であって、

共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動せず、

データ信号線にデータ信号が出力される期間を避けた第 の期間に、上記データ

信号線駆動回路に上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせることを

特徴とする表示装置の駆動方法。

5 上記第 の期間は、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデ

ータ信号の出力が全て終了した時点から、直後の、走査信号線の一選択期間に対

応する各データ信号線へのデータ信号の出力を最初に開始する時点までの期間内

にあることを特徴とする請求項 4に記載の表示装置の駆動方法。

6 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置を駆動する、表示装置の駆動方法であって、

共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動し、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を、

データ信号線の所定本数ごとに点順次で行わせ、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の最後の出

力の途中から、直後の共通電極の電圧変化タイミングまでの期間内にある第 の期

間に、上記データ信号線駆動回路に上記光センザの出力のアナログ一デジタル変

換を行わせることを特徴とする表示装置の駆動方法。

7 データ信号線駆動回路がCOG(Ch O G ass)方式により備えられ、表示領域に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス



型の表示装置を駆動する、表示装置の駆動方法であって、

共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動せず、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を、

データ信号線の所定本数ごとに点順次で行わせ、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の最後の出

力の途中から、直後の、走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線への

データ信号の出力を最初に開始する時点までの期間内にある第 の期間に、上記デ

ータ信号線駆動回路に上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせるこ

とを特徴とする表示装置の駆動方法。

8 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置を駆動する、表示装置の駆動方法であって、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を、

データ信号線の所定本数ごとに点順次で行わせ、

各データ信号線へのデータ信号の つの出力の途中から終了時点までの期間内

にある第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光センザの出力のアナログ

一デジタル変換を行わせることを特徴とする表示装置の駆動方法。

9 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置を駆動する、表示装置の駆動方法であって、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を、

データ信号線の所定本数ごとに点順次で行わせ、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の最後以外

の つの出力の途中から、各データ信号線へのデータ信号の直後の出力が開始され

る時点までの期間内にある第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光セン

ザの出力のアナログ一デジタル変換を行わせることを特徴とする表示装置の駆動方

法。

2０ データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に



検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置を駆動する、表示装置の駆動方法であって、

共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動し、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を線

順次で行わせ、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力の途

中から、直後の共通電極の電圧変化タイミングまでの期間内にある第 の期間に、上

記データ信号線駆動回路に上記光センザの出力のアナログ一デジタル変換を行わ

せることを特徴とする表示装置の駆動方法。

2 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置を駆動する、表示装置の駆動方法であって、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を線

順次で行わせ、

各データ信号線へのデータ信号の出力の途中から終了時点までの期間内にある

第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光センザの出力のアナログ一デ

ジタル変換を行わせることを特徴とする表示装置の駆動方法。

22 データ信号線駆動回路がCOG(Chip On G ass)方式により備えられ、表示領城に

検出した光強度に応じた信号を出力する光センザが備えられた、アクティブマトリクス

型の表示装置を駆動する、表示装置の駆動方法であって、

共通電極の電圧を、変化するよぅに駆動せず、

走査信号線の一選択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を線

順次で行わせ、

各データ信号線へのデータ信号の出力の途中から、直後の、走査信号線の一選

択期間に対応する各データ信号線へのデータ信号の出力を開始する時点までの期

間内にある第 の期間に、上記データ信号線駆動回路に上記光センザの出力のア

ナログ一デジタル変換を行わせることを特徴とする表示装置の駆動方法。
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