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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリックス状に配置されて画素行及び画素列を形成する、複数の画素を有する画素ア
レイへ表示データに応じた階調電圧を供給する表示装置用駆動装置において、
　前記画素アレイの中で、
　前記画素行方向に存在する２ｍ列（ｍは2以上の整数）の内、その隣り合う奇数列と偶
数列は、上述した前記階調電圧の極性が逆極性な１ペアを形成し、
　同一フレーム内において前記画素アレイの水平方向をみた場合に、前記ペアの前記階調
電圧の極性が反転した直後のラインが、前記２ｍ列内で、全て異なる行に存在し、
　前述した２ｍ列単位を、前記画素アレイの行方向の制御単位とし、同一の制御を行方向
に繰り返し制御し、
　データドライバは、正極階調電圧を発生するDA変換回路と負極階調電圧を発生するDA変
換回路と、出力経路切り替え回路を有し、前記正極階調電圧は正極性階調電圧データ経路
を経由して前記出力経路切り替え回路に入力し、前記負極階調電圧は負極性階調電圧デー
タ経路を経由して前記出力経路切り替え回路に入力し、出力経路切り替え回路は、前記隣
りあう奇数列と偶数列の一方に、正極階調電圧を供給し、前記隣りあう奇数列と偶数列の
他方に負極階調電圧を供給することを特徴とする表示装置用駆動装置。
【請求項２】
　前記画素アレイの中で、全画素における前記階調電圧の極性が、奇数フレームと偶数フ
レームにおいて反転することを特徴とした請求項１記載の表示装置用駆動装置。
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【請求項３】
　前記画素アレイの中で、前記２ｍ列単位の中において、前記ペアの前記階調電圧の極性
が反転した直後のラインが、1フレームからn（但し、nは2以上の整数）フレーム間に異な
る行に存在し、次のn+1フレームから2nフレーム間においては、nフレームまでの動作を、
全画素の前記階調電圧の極性を反転させた動作で行うことを特徴とした請求項１記載の表
示装置用駆動装置。
【請求項４】
　前記画素アレイの中で、前記ペアの前記階調電圧の極性が反転した直後のラインを、フ
レーム毎に列方向にシフトさせることで、同一画素において、３フレーム以上、同じ前記
階調電圧の極性が印加されないことを特徴とした請求項３記載の表示装置用駆動装置。
【請求項５】
　前記画素アレイの中で、前記２ｍ列単位の中において、各列の前記階調電圧の極性が反
転した直後のラインが、２ｎフレーム間の内のｎ（但し、nは2以上の整数）個の奇数フレ
ームにおいて、異なる行に存在し、夫々の偶数フレームは、１フレーム前の奇数フレーム
に対して、全画素において逆の前記階調電圧の極性を印加することで、１フレーム毎に、
必ず前記階調電圧の極性が逆極性で印加される事を特徴とした請求項１に記載の表示装置
用駆動装置。
【請求項６】
　マトリックス状に配置されて画素行及び画素列を形成する、複数の画素を有する画素ア
レイへ表示データに応じた階調電圧を供給する表示装置用駆動装置において、
　前記画素アレイの中で、行方向に存在する２ｍ列（ｍは2以上の整数）の内、その隣り
合わない第1の列と第２の列は、上述した前記階調電圧の極性が逆極性な１ペアを形成し
、同一フレーム内において前記画素アレイの水平方向をみた場合に、前記ペアの前記階調
電圧の極性が反転した直後のラインが、前記２ｍ列内で、全て異なる行に存在し、前述し
た２ｍ列単位を、前記画素アレイの行方向の制御単位とし、同一の制御を行方向に繰り返
し制御し、
　データドライバは、正極階調電圧を発生するDA変換回路と負極階調電圧を発生するDA変
換回路と、出力経路切り替え回路を有し、前記正極階調電圧は正極性階調電圧データ経路
を経由して前記出力経路切り替え回路に入力し、前記負極階調電圧は負極性階調電圧デー
タ経路を経由して前記出力経路切り替え回路に入力し、出力経路切り替え回路は、前記隣
り合わない第1の列と第２の列の一方に、正極階調電圧を供給し、前記隣り合わない第1の
列と第２の列の他方に負極階調電圧を供給することを特徴とする表示装置用駆動装置。
【請求項７】
　前記画素アレイの中で、全画素における前記階調電圧の極性が、奇数フレームと偶数フ
レームにおいて反転することを特徴とした請求項６記載の表示装置用駆動装置。
【請求項８】
　前記画素アレイの中で、前記２ｍ列単位の中において、前記ペアの前記階調電圧の極性
が反転した直後のラインが、1フレームからn（但し、nは2以上の整数）フレーム間に異な
る行に存在し、次のn+1フレームから2nフレーム間においては、nフレームまでの動作を、
全画素の前記階調電圧の極性を反転させた動作で行うことを特徴とした請求項６記載の表
示装置用駆動装置。
【請求項９】
　前記画素アレイの中で、前記ペアの前記階調電圧の極性が反転した直後のラインを、フ
レーム毎に列方向にシフトさせることで、同一画素において、３フレーム以上、同じ前記
階調電圧の極性が印加されないことを特徴とした請求項８記載の表示装置用駆動装置。
【請求項１０】
　前記画素アレイの中で、前記２ｍ列単位の中において、各列の前記階調電圧の極性が反
転した直後のラインが、２ｎフレーム間の内のn（但し、nは2以上の整数）個の奇数フレ
ームにおいて、異なる行に存在し、夫々の偶数フレームは、１フレーム前の奇数フレーム
に対して、全画素において逆の前記階調電圧の極性を印加することで、１フレーム毎に、
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必ず前記階調電圧の極性が逆極性を印加される事を特徴とした請求項６記載の表示装置用
駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブ・マトリクス型の画素を有する表示装置用駆動回路に係わり、特
にｎ(ｎ≧２)ライン交流化駆動を行い、この時の各列のnライン交流化駆動の階調電圧の
極性が反転した直後のラインを、表示装置における画素アレイ内において、空間的、時間
的に分散させることを特徴とした表示装置用駆動回路に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術として、ｎ（ｎ≧２）ライン交流化駆動において、印加電圧の極性反転後のラ
インは、印加電圧の極性反転後のライン以外のラインよりも、電圧印加時間を長くする表
示装置がある。（特許文献１～３参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２０７７６０号公報
【０００４】
【特許文献２】特開２００３－８４７２５号公報
【特許文献３】特開平１１－３５２４６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術では、ｎ（ｎ≧２）ライン交流化駆動において、印加電圧の極性反転後のライ
ンは、印加電圧の極性反転後のライン以外の水平ラインよりも、電圧印加時間を長くする
ことによって、印加電圧の極性反転後の水平ラインの書き込み不足は、印加電圧の極性反
転後の水平ライン以外に比べ長い書き込み時間を持つ為、上記印加電圧の極性反転後の水
平ラインの書き込み不足を解消することが期待される。
【０００６】
　しかし、上記手段によってでは、十分な容量書き込みがなされない場合は、横スメアは
解消されない可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明では、表示装置におけるデータドライバからの出力において、ある出力とそれと
は異なるある出力に対し、一水平周期単位で異なるタイミングによって、交流化駆動をず
らした駆動制御を行う。
【０００８】
　本発明では、表示装置においてｎ(ｎ≧２)ライン交流化駆動を行い、且つこの時の各列
のnライン交流化駆動の階調電圧の極性が反転した直後のラインを、表示装置における画
素アレイ内において、空間的、時間的に分散させることを、駆動方法によって実現する。
【０００９】
　本発明における表示装置のｎライン交流化駆動の代表的ものに二つの方式がある。一つ
の方式は、同一フレーム内において、各列の印加電圧の極性反転後のラインを、画素アレ
イにおける水平ライン方向を見た場合にずらしてあり、空間的に各列の印加電圧の極性反
転後のラインを分散させる。もう一つの方式では、同一フレーム内において、各列の印加
電圧の極性反転後のラインを、画素アレイにおける水平ライン方向を見た場合にずらして
あり、さらにフレーム毎に、各列の印加電圧の極性反転後のラインを列方向にシフトさせ
てやることによって、空間的・時間的に各列の印加電圧の極性反転後のラインを分散させ
る。
【００１０】
　本書において開示される発明のうち、代表的なものの概要を説明すれば、下記の通りで
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ある。
【００１１】
　（１）マトリックス状に配置されて画素行及び画素列を形成する、複数の画素を有する
画素アレイへ表示データに応じた階調電圧を供給する表示装置用駆動装置において、前記
画素行の複数本毎に前記階調電圧の極性を反転するライン交流化駆動時において、前記マ
トリックスの行方向を見た場合、前記階調電圧の極性の反転直後の画素行が、同一行にな
いように前記階調電圧を供給することを特徴とした表示装置用駆動装置。
【００１２】
　（２）（１）に記載の表示装置用駆動装置において、前記複数の画素の各々において、
前記階調電圧の極性が、奇数フレームと偶数フレームにおいて互いに逆であることを特徴
とした表示装置用駆動装置。
【００１３】
　（３）（１）又は（２）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素列の各々にお
いて、前記階調電圧の極性の反転直後の画素行が、フレーム毎に前記画素列方向にシフト
することを特徴とした表示装置用駆動装置。
【００１４】
　（４）マトリックス状に配置されて画素行及び画素列を形成する、複数の画素を有する
画素アレイへ表示データに応じた階調電圧を供給する表示装置用駆動装置において、前記
画素行の複数本毎に、前記階調電圧の極性を反転するライン交流化駆動時において、前記
画素列の第Ｐ列の前記階調電圧の極性の反転した直後の画素行が、前記マトリックスの行
方向を見た場合、前記画素列の第Ｐ＋１列以外の列の内、少なくとも一列におけるとは異
なる前記画素行に存在し、前記画素列の第Ｐ＋１列において、前記第Ｐ列の前記階調電圧
の極性に対して、前記異なる画素行の画素は必ず逆極性となるような、前記第Ｐ列と前記
第Ｐ＋１列ペアのペアが存在するように、前記階調電圧を供給することを特徴とした表示
装置用駆動装置。
【００１５】
　（５）（４）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、前記画素
行方向に存在する２ｍ列（ｍは2以上の整数）の内、その隣り合う奇数列と偶数列は、上
述した前記階調電圧の極性が逆極性な１ペアを形成し、同一フレーム内において前記画素
アレイの水平方向をみた場合に、前記ペアの前記階調電圧の極性が反転した直後のライン
が、前記２ｍ列内で、全て異なる行に存在し、前述した２ｍ列単位を、前記画素アレイの
行方向の制御単位とし、同一の制御を行方向に繰り返し制御することを特徴とした表示装
置用駆動装置。
【００１６】
　（６）（５）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、全画素に
おける前記階調電圧の極性が、奇数フレームと偶数フレームにおいて反転することを特徴
とした表示装置用駆動装置。
【００１７】
　（７）（５）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、前記２ｍ
列単位の中において、前記ペアの前記階調電圧の極性が反転した直後のラインが、1フレ
ームからnフレーム間に異なる行に存在し、次のn+1フレームから2nフレーム間においては
、nフレームまでの動作を、全画素の前記階調電圧の極性を反転させた動作で行うことを
特徴とした表示装置用駆動装置。
【００１８】
　（８）（７）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、前記ペア
の前記階調電圧の極性が反転した直後のラインを、フレーム毎に列方向にシフトさせるこ
とで、同一画素において、３フレーム以上、同じ前記階調電圧の極性が印加されないこと
を特徴とした表示装置用駆動装置。
【００１９】
　（９）（５）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、前記２ｍ



(5) JP 4559091 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

列単位の中において、各列の前記階調電圧の極性が反転した直後のラインが、２ｎフレー
ム間の内のｎ個の奇数フレームにおいて、異なる行に存在し、夫々の偶数フレームは、１
フレーム前の奇数フレームに対して、全画素において逆の前記階調電圧の極性を印加する
ことで、１フレーム毎に、必ず前記階調電圧の極性が逆極性を印加される事を特徴とした
表示装置用駆動装置。
【００２０】
　（１０）マトリックス状に配置されて画素行及び画素列を形成する、複数の画素を有す
る画素アレイへ表示データに応じた階調電圧を供給する表示装置用駆動装置において、前
記画素列の第P列において、前記画素行の複数行毎に前記階調電圧の極性を反転するライ
ン交流化駆動時において、第Ｐ列の前記階調電圧の極性が反転した直後のラインが、前記
画素アレイにおける水平方向を見た場合に、少なくとも一列とは異なる行に存在し、第P
列と隣ではない第R列において、第P列の前記階調電圧の極性に対して、同行における画素
が必ず逆極性となるような、第P列と第Ｒ列ペアのペアが存在するように、前記階調電圧
を供給することを特徴とした表示装置用駆動装置。
【００２１】
　（１１）（１０）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、行方
向に存在する２ｍ列（ｍは2以上の整数）の内、その隣り合わない第1の列と第２の列は、
上述した前記階調電圧の極性が逆極性な１ペアを形成し、同一フレーム内において前記画
素アレイの水平方向をみた場合に、前記ペアの前記階調電圧の極性が反転した直後のライ
ンが、前記２ｍ列内で、全て異なる行に存在し、前述した２ｍ列単位を、前記画素アレイ
の行方向の制御単位とし、同一の制御を行方向に繰り返し制御することを特徴とした表示
装置用駆動装置。
【００２２】
　（１２）（１１）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、全画
素における前記階調電圧の極性が、奇数フレームと偶数フレームにおいて反転することを
特徴とした表示装置用駆動装置。
【００２３】
　（１３）（１１）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、前記
２ｍ列単位の中において、前記ペアの前記階調電圧の極性が反転した直後のラインが、1
フレームからnフレーム間に異なる行に存在し、次のn+1フレームから2nフレーム間におい
ては、nフレームまでの動作を、全画素の前記階調電圧の極性を反転させた動作で行うこ
とを特徴とした表示装置用駆動装置。
【００２４】
　（１４）（１３）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、前記
ペアの前記階調電圧の極性が反転した直後のラインを、フレーム毎に列方向にシフトさせ
ることで、同一画素において、３フレーム以上、同じ前記階調電圧の極性が印加されない
ことを特徴とした表示装置用駆動装置。
【００２５】
　（１５）（１１）に記載の表示装置用駆動装置において、前記画素アレイの中で、前記
２ｍ列単位の中において、各列の前記階調電圧の極性が反転した直後のラインが、２ｎフ
レーム間の内のn個の奇数フレームにおいて、異なる行に存在し、夫々の偶数フレームは
、１フレーム前の奇数フレームに対して、全画素において逆の前記階調電圧の極性を印加
することで、１フレーム毎に、必ず前記階調電圧の極性が逆極性を印加される事を特徴と
した表示装置用駆動装置。
【００２６】
　（１６）マトリックス状に配置された複数の画素を有する画素アレイへ、データ線を介
して、表示データに応じた階調電圧を供給する表示装置用駆動装置において、前記データ
線ごとに、前記表示データに応じた正極性又は負極性の前記階調電圧を出力する出力回路
を備え、前記出力回路は、複数の前記データ線を含む列グループごとに、１フレーム周期
よりも短い交流化周期で極性を反転させて、前記階調電圧を出力し、前記列グループごと
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の前記交流化周期の位相は、互いにずれている表示装置用駆動回路。
【００２７】
　（１７）（１６）に記載の表示装置用駆動装置において、前記交流化周期の位相のずれ
は、前記交流化周期の１期間よりも短く、かつ、水平走査期間のｎ倍（ｎは１以上の自然
数）である表示装置用駆動装置。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、ｎ(ｎ≧２)ライン交流化によって、表示装置駆動系の消費電力を下げ
、またライン交流化駆動の階調電圧の極性が反転した直後のラインを、表示装置における
画素アレイ内に、空間的、時間的に分散させることで、横スメアの発生を抑えることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明による表示装置及びその駆動方法に関する具体的な実施の形態を、幾つか
の実施例及びこれに関連する図面を参照して説明する。これらの実施例の説明にて参照す
る図面で、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。
【００３０】
　以下の説明においては、現在、表示装置の中で、最も一般的に普及していると考えられ
る液晶表示装置を、表示装置の代表例に採り説明する。従って、本発明は、液晶表示装置
以外の表示装置、例えば、有機EL（Electroluminescence）表示装置、発光ダイオードを
使用した表示装置にも適用できる。
【００３１】
　また、夫々の実施例において、本発明による表示装置は、ノーマリ・ブラック方式で画
像を表示する液晶表示装置として記述されるが、その画素構造を変更することにより、ノ
ーマリ・ホワイト方式で画像を表示する液晶表示装置でもよい。
【実施例１】
【００３２】
　以下、第１の実施例を、図１、図２、図３、図４、図５を用いて説明する。
【００３３】
　第１の実施例は、アクティブ・マトリクス方式の液晶表示装置において、nライン交流
化駆動を行い、この時の各列の印加電圧の極性反転後のラインを、画素アレイにおける水
平ライン方向を見た場合にずらしてあることを特徴とする。特に第1の実施例においては
、各列の印加電圧の極性反転後のラインが、フレーム毎に列方向にシフトし、また各画素
への印加電圧の極性を３フレーム以上で、必ず切り替わることを特徴としている。これら
の特徴を持つことで、大型化が進む液晶表示装置において、データドライバの消費電流を
下げ、データドライバの発熱を解消し、かつ液晶表示装置に発生する横スメアを解消する
ことで、高画質な映像が実現できると考えられる。
【００３４】
　図１に、アクティブ・マトリクス方式（Active Matrix Scheme）の液晶表示装置の構成
を示す。
【００３５】
　図１に示す如く、二次元的又は行列（Matrix）状に配置された複数の画素ＰＩＸの各々
に画素電極ＰＸとこれに映像信号を供給するスイッチング素子ＳＷ（例えば、薄膜トラン
ジスタ）が設けられる。このように複数の画素ＰＩＸが配置された素子は、画素アレイ（
Pixel Array）101とも呼ばれ、液晶表示装置における画素アレイは液晶表示装置パネルと
も呼ばれる。この画素アレイにおいて、複数の画素PIXは画像を表示する所謂画面をなす
。
【００３６】
　図１に示された画素アレイ101には、横方向に延びる複数のゲート線10（Gate Lines、
走査信号線とも呼ばれる）と縦方向（このゲート線１０と直交する方向）に延びる複数の
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データ線１２（Data Lines、映像信号線とも呼ばれる）とがそれぞれ並設（juxtapose）
される。
【００３７】
　図1に示される如く、Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３,・・・Ｇｎなる番地で識別される夫々のゲート
線１０沿いには複数の画素ＰＩＸが横方向に並ぶ所謂画素行(Ｐｉｘｅｌ　Ｒｏｗ)が、Ｄ
１Ｒ，Ｄ１Ｇ，Ｄ１Ｂ、・・・ＤｍＢなる番地で識別される夫々のデータ線１２沿いには
複数の画素ＰＩＸが縦方向に並ぶ所謂画素列（Pixel Column）が形成される。
【００３８】
　ゲート線１０は、走査ドライバ１０４（Scanning Driver、走査駆動回路とも呼ばれる
）からその各々に対応する画素行（図１の場合、各ゲート線の下側）をなす画素PIXにそ
れぞれ設けられたスイッチング素子SWに電圧信号を印加し、夫々の画素PIXに設けられた
画素電極PXとデータ線１２の一つとの電気的な接続を開閉する。特定の画素行に設けられ
たスイッチング素子SWの群を、これに対応するゲート線１０から電圧信号（選択電圧）を
印加して制御する動作は、ラインの選択又は「走査（Scanning）」とも呼ばれ、走査ドラ
イバ１０４からゲート線１０に印加される上記電圧信号は走査信号又はゲート信号とも呼
ばれる。
【００３９】
　一方、データ線１２の夫々には、データドライバ１０３（Data Driver、映像信号駆動
回路とも呼ばれる）から階調電圧（Gray Scale Voltage、又は Tone Voltage）とも呼ば
れる電圧信号が印加され、その各々に対応する画素列（図１の場合、各データ線の右側）
をなす画素PIXの上記走査信号で選択された夫々の画素電極PXに上記階調電圧を印加する
。データドライバ１０３は、画素アレイ１０１に対して片側に配置される。よって、デー
タドライバ１０３は、１度に画素１行分の階調電圧しか出力できない。データドライバが
水平方向に複数個ある場合は、それらの全てのデータドライバで画素一行分の階調電圧を
出力することとなる。
【００４０】
　このような液晶表示装置をテレビジョン装置に組み込んだ場合、インターレス方式で受
信される映像データ（映像信号）の１フィールド期間、又はプログレッシブ方式で受信さ
れる映像データの１フレーム期間に対して、上記走査信号はゲート線１０のG1からGｎに
順次印加され、１フィールド期間又は１フレーム期間に受信される映像データから生成さ
れた階調電圧が夫々の画素行を構成する画素の一群に順次印加される。
【００４１】
　画素の各々には、上述の画素電極ＰＸと、共通電極１０２からの基準電圧(Reference　
Voltage)又はコモン電圧(Common　Voltage)が信号線１１を通して印加される対向電極CT
とで液晶層LCの光透過率を制御する。
【００４２】
　上述の如く、映像データのフィールド期間毎又はフレーム期間毎にゲート線G1乃至Gnを
順次選択する動作を１回行う場合、例えば或るフィールド期間に、或る画素の画素電極PX
に印加された階調電圧は、この或るフィールド期間に続く次のフィールド期間で別の階調
電圧を受けるまで、この画素電極PXに理論的には保持されている。従って、この画素電極
PXと上記対向電極CTとに挟まれる液晶層LCの光透過率（換言すれば、この画素電極PXを有
する画素の明るさ）も一定に保持される。１フィールド期間毎に、画素の明るさを保持し
ながら画像を表示する液晶表示装置は、ホールド型表示装置(Hold-type Display Device)
とも呼ばれ、映像信号を受けた瞬間に、画素毎に設けられた蛍光体を電子線照射によって
発光させる陰極線管（Cathode-ray Tube）のような所謂インパルス型表示装置(Impulse-t
ype Display Device)と区別される。
【００４３】
　図２に、本第１の実施例の液晶表示システムを示す。Ｔ－ＣＯＮからデータドライバ１
０３に伝送されるデータドライバ信号群には、ドライバ・データ１０６に含まれるデータ
群と、そのデータ群各々に対応する水平走査期間をデータドライバ１０３に認識させる水
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平周期信号１０８、１垂直周期期間の内で先頭の水平走査期間をデータドライバ１０３に
認識させる垂直周期信号１０９の２つの信号を含むデータドライバ制御信号群１０７が含
まれている。データドライバ制御信号群１０７には、データドライバ１０３にデータ群の
取りこみを行うドットクロックも含まれる。また、データドライバ１０３には、その他に
、データドライバ内部回路で生成される複数のＬＣＤ制御信号の極性反転制御信号におけ
るライン交流化周期設定１１０が入力する。これは、nライン交流周期を数種類持つこと
に有効である。また、ライン周期設定を固定にして駆動を行うならば設定ピン入力は必要
ない。前記設定ピン入力はＴ－ＣＯＮ１０５から随時、設定信号を入力しても構わないが
、固定ピンとしてＨＩＧＨ固定もしくはＬＯＷ固定にすることが推奨される。
【００４４】
　これらのデータドライバ信号群には、最低必要な信号を列挙したが、必要に応じてそれ
以外の信号を入力していても構わない。
【００４５】
　次に、データドライバ１０３の内部構成ブロック図について説明する。データドライバ
内部ブロックには、極性反転制御回路１１１、出力発生回路１１２、出力経路制御回路１
１３が存在する。
【００４６】
　極性反転制御回路１１１への入力信号は、垂直周期信号１０９、水平周期信号１０８、
nライン交流周期設定１１０が入力される。前述したように、設定ピン入力はnライン交流
化に幾つかの種類（モード）を持たせる場合にのみいれる。極性反転制御回路１１１から
の出力信号は、nライン交流化タイミングを決定する出力経路切り替え信号１１９－１、
１１９－２、１１９－３である。
【００４７】
　極性反転制御回路１１１のブロック図には、レジスタ設定回路１１４、フレームカウン
ト回路１１５、ラインカウント回路１１６、カウント値とレジスタ値の比較回路１１７が
存在する。
【００４８】
　極性反転制御回路１１１のブロック図に入力される信号には、前記水平周期信号１０８
、前記垂直周期信号１０９、前記ライン交流化周期設定１１０である。また、極性反転制
御回路１１１のブロック図から出力する信号は、出力経路切り替え信号１１９－１、１１
９－２、１１９－３である。
【００４９】
　垂直周期信号１０９は、フレームカウント回路１１５に入力される。フレームカウント
回路１１５ではフレーム数のカウントを行い、カウント値は、カウント値とレジスタ値の
比較回路１１７に入力される。
【００５０】
　水平周期信号１０８は、ラインカウント回路１１６と、カウント値とレジスタ値の比較
回路１１７とに入力される。ラインカウント回路１１６ではライン数のカウントを行い、
カウント値は、カウント値とレジスタ値の比較回路１１７に入力される。水平周期信号１
０８のカウント値とレジスタ値の比較回路１１７での機能は後述する。
【００５１】
　ライン交流化周期設定１１０は、レジスタ設定回路１１４に入力される。レジスタ設定
回路１１４では、あるフレームの先頭水平周期期間における出力経路切り替え信号１１９
－１、１１９－２、１１９－３の設定値と、あるフレームのどのラインにおいて、何ライ
ン周期で、出力経路切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１９－３を反転させるかを
決定する為のカウンタレジスタ値を設定する。
【００５２】
　カウント値とレジスタ値の比較回路１１７では、レジスタ設定回路１１４からのレジス
タ値設定情報を、フレームカウント回路１１５から入力されるフレームカウント値及びラ
インカウント回路１１６から入力されるラインカウント値と比較して、出力切り替え信号
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１１９－１、１１９－２、１１９－３を、水平周期信号１０８によって取り込み、出力切
り替え信号の状態を決定する。
【００５３】
　出力経路切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１９－３は異なる画素列の交流化タ
イミングを決定している。実施例１では、出力経路切り替え信号１１９－１は６ｍ＋１列
、６ｍ＋２列（Ｙ１及びＹ２、Ｙ７及びＹ８、・・・）、出力経路切り替え信号１１９－
２は６ｍ＋３列、６ｍ＋４列（Ｙ３及びＹ４、Ｙ９及びＹ１０、・・・）、出力経路切り
替え信号１１９－３は６ｍ＋５列、６ｍ＋６列（Ｙ５及びＹ６、Ｙ１１及びＹ１２、・・
・）の出力経路を制御する。これら出力経路切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１
９－３は、出力発生回路１１２と、レベルシフタを介して出力経路制御回路１１３とに入
力する。
【００５４】
　出力発生回路１１２の入力信号として、ドライバ・データ１０６に含まれるデータ群、
データドライバ制御信号群１０７に含まれるドットクロック、水平周期信号１０８、出力
経路切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１９－３が入力される。この出力発生回路
１１２の内部には、ドットクロックによってＴ－ＣＯＮ１０５からの入力データ群を順次
取り込むシフトレジスタ回路と、取り込んだ１行分のデータを、水平周期信号１０８によ
って一斉にラッチし、ＤＡ変換回路に出力するラッチ回路と、デジタルデータをアナログ
データに変換するＤＡ変換回路を含む。ここで、ＤＡ変換回路には、正極電圧を出力する
p-DAC(Positive D/A Converter)と、負極電圧を出力するn-DAC(Negative D/A Converter)
とがペアで存在している。p-DACを通り正極性階調電圧データ経路１２０を通る変換され
た正極の階調電圧と、n-DACを通り負極性階調電圧データ経路１２１を通る変換された負
極の階調電圧が、出力発生回路１１２の出力信号となる。このＤＡ変換回路内にある正極
性階調電圧データ経路１２０と負極性階調電圧データ経路１２１からの出力データペア（
Ｐ１Ｐ及びＰ１Ｎ、Ｐ２Ｐ及びＰ２Ｎ、・・・Ｐｎ/２Ｐ及びＰｎ/２Ｎ）は、夫々、デー
タドライバ１０３からの奇数出力と偶数出力のペア（Ｙ１及びＹ２、Ｙ３及びＹ４、・・
・Ｙｎ－１及びＹｎ）のどちらかのデータとして出力される。例えば、正極性階調電圧デ
ータ経路１２０を通されたＰ１Ｐ出力データがＹ１出力であるならば、負極性階調電圧デ
ータ経路１２１を通されたＰ１Ｎ出力データはＹ２出力となる。また、出力経路切り替え
信号１１９－１、１１９－２、１１９－３入力に関しては後述する。
【００５５】
　出力経路制御回路１１３には、出力発生回路１１２から入力される正極性階調電圧デー
タ経路１２０と負極性階調電圧データ経路１２１からのＰ１Ｐ及びＰ１Ｎ、Ｐ２Ｐ及びＰ
２Ｎ、・・・Ｐn/2Ｐ及びＰn/2Ｎの階調電圧データと、極性反転制御回路１１１から入力
されるレベルシフタを介した出力経路切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１９－３
がある。出力経路制御回路１１３では、正極性階調電圧データ経路１２０と負極性階調電
圧データ経路１２１から入力される階調電圧データペアを、それぞれ、期待する出力ポー
ト（Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、・・・Ｙｎ）に出力する為、出力経路を切り替える出力経路切り
替え回路１１８が存在する。
【００５６】
　例えば、正極性階調電圧データ経路１２０を通されてＹ１に出力されることを期待され
るＰ１Ｐの階調電圧データと、負極性階調電圧データ経路１２１を通されてＹ２に出力さ
れることを期待されるＰ１Ｎの階調電圧データは、Ｐ１ＰのデータをＹ１に、Ｐ１Ｎのデ
ータをＹ２につなげるように出力経路切り替え回路１１８を出力切り替え信号によって制
御する。この出力経路切り替え回路１１８には、出力切り替え信号１１９－１をＹ１及び
Ｙ２ペアに、出力切り替え信号１１９－２をＹ３及びＹ４ペアに、出力切り替え信号１１
９－３をＹ５及びＹ６ペアとつなげる。またＹ７及びＹ８ペアには出力切り替え信号１１
９－１が入力され、以下同様に続く。そうすることで、６ｍ＋１列、６ｍ＋２列（Ｙ１及
びＹ２、Ｙ７及びＹ８、・・・）は出力切り替え信号１１９－１に依存して出力経路を制
御し、６ｍ＋３列、６ｍ＋４列（Ｙ３及びＹ４、Ｙ９及びＹ１０、・・・）は出力切り替
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え信号１１９－２に依存して出力経路を制御し、６ｍ＋５列、６ｍ＋６列（Ｙ５及びＹ６
、Ｙ１１及びＹ１２、・・・）は出力切り替え信号１１９－３に依存して出力経路を制御
する。
【００５７】
　ここで、出力経路制御回路１１３に階調電圧データの出力経路を切り替える回路が存在
するように、ＤＡ変換回路の前段にも同様の機能を持つデータ経路を切り替える回路が必
要となることになる。つまり、Ｙ１に出力されることを期待される階調電圧データがＰ１
Ｐを通る場合は、ＤＡ変換前のデジタルデータにおいてもＰ１ＰにＹ１のデータを入力す
る必要があり、と同時に、Ｙ２に出力されることを期待される階調電圧データはＰ１Ｎを
通るので、ＤＡ変換前のデジタルデータにおいてもＰ１ＮにＹ２のデータを入力する必要
がある。そのため、出力経路切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１９－３を、出力
発生回路１１２に入力し、ＤＡ変換回路の前段の、つまりシフトレジスタ回路、もしくは
ラッチ回路において、データの並び替えをするようしなければならない。これは出力経路
制御回路１１３と同様に、出力切り替え信号１１９－１によってＹ１及びＹ２に対応する
デジタルデータのデータ経路を切り替え、出力切り替え信号１１９－２によってＹ３及び
Ｙ４に対応するデジタルデータのデータ経路を切り替え、出力切り替え信号１１９－３に
よってＹ５及びＹ６に対応するデジタルデータのデータ経路を切り替えることを実現する
。
【００５８】
　しかし、シフトレジスタ回路においてデジタルデータを切り替える場合には、データド
ライバ１０３への入力デジタルデータの入れ替えタイミングは、データドライバ１０３か
らの出力タイミングと１水平周期期間ずれる。その為、極性反転制御回路１１１から出力
発生回路１１２に入力される出力経路切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１９－３
に対し、出力経路制御回路１１３に含まれる出力経路切り替え回路１１８に入力される出
力経路切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１９－３が、１水平周期分遅らせて入力
される回路を設ける必要がある。例えば、水平周期信号１０８によって出力経路切り替え
信号１１９－１、１１９－２、１１９－３をラッチする回路などがそれにあたる。
【００５９】
　図３に、前記液晶表示装置におけるライン交流化駆動制御単位について示す。
【００６０】
　実施例１においては、液晶表示装置に、データドライバ１０３から入力される信号Ｙ１
～Ｙｎ信号の内、１出力経路切り替え信号による制御は、奇数出力及び偶数出力列ペア（
Ｙ１及びＹ２の列、Ｙ３及びＹ４の列、・・・）を水平ライン制御最小単位としており、
出力経路切り替え信号の水平ライン制御単位は６出力列（Ｙ１～Ｙ６、Ｙ７～Ｙ１２、・
・・）としている。
【００６１】
　図２の説明において記した、出力経路切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１９－
３の制御出力列は、水平ライン制御単位に対応している。また第１の実施例においては、
６出力列を水平方向制御単位に設定しているが、６出力列を水平ライン制御単位に設定す
る必要はなく、水平方向制御単位は増減できる。同様なアルゴリズムで図２、図３に記し
た出力経路切り替え信号本数を変更することで、構成の変更は可能である。
【００６２】
　また、垂直ライン交流制御単位は、８ライン行としており、これは図２の説明で記した
ように、ライン交流化周期設定１１０によって変更可能とする。
【００６３】
　ここで、水平ライン方向制御単位による数字Ｍと、前記垂直ライン交流制御単位÷２か
らもとまる数字による設定でのライン交流化駆動をＭ×Ｎライン交流化駆動と名称する。
例えば、図４におけるＭ×Ｎライン交流化駆動は、６×４ライン交流化駆動と名称される
。
【００６４】
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　図４に、６×４ライン交流化駆動における、データドライバの入力信号と出力信号のタ
イミングチャートを示す。
【００６５】
　入力信号として、垂直周期信号１０９と水平周期信号１０８が入力されている。
【００６６】
　出力信号としては、Ｙ１、Ｙ２、・・・Ｙｎまでがある。偶数出力と奇数出力のペア（
Ｙ１及びＹ２、Ｙ３及びＹ４、・・・）に関しては必ず互いに逆極性の階調電圧出力を発
生する。また出力１～６以外に関しては示していないが、Ｙ１～６までと同様な制御がＹ
７～Ｙ１２、・・・Ｙｎ－５～Ｙｎといった制御単位で制御される。
【００６７】
　各フレームにおける、夫々の列における交流化駆動に関しては、図２の説明において記
したとおり、極性反転制御回路１１１によって制御される。
【００６８】
　具体的に記すと、８ｎ＋１フレームでは、第１ラインに、Ｙ１を正極電圧出力（Ｙ２を
負極電圧出力）とし、Ｙ３を正極電圧出力（Ｙ４を負極電圧出力）とし、Ｙ６を正極電圧
出力（Ｙ５を負極電圧出力）としている。さらに、Ｙ１及びＹ２の列のnライン交流化駆
動の階調電圧の極性が反転した直後のラインとなる箇所は第１ライン目からに設定し、Ｙ
３及びＹ４の列のnライン交流化駆動の階調電圧の極性が反転した直後のラインとなる箇
所は第３ライン目からに設定し、Ｙ５及びＹ６の列のnライン交流化駆動の階調電圧の極
性が反転した直後のラインとなる箇所は、第２ライン目からに設定している。尚、nライ
ン交流化駆動の階調電圧の極性が反転する交流化周期は、全フレームの全列で４ライン周
期である。
【００６９】
　次の８ｎ＋２フレームでは、第１ラインに、Ｙ２を正極電圧出力（Ｙ１を負極電圧出力
）とし、Ｙ４を正極電圧出力（Ｙ３を負極電圧出力）とし、Ｙ５を正極電圧出力（Ｙ６を
負極電圧出力）としている。さらに、Ｙ１及びＹ２の列のnライン交流化駆動の階調電圧
の極性が反転した直後のラインとなる箇所は、第４ライン目からに設定し、Ｙ３及びＹ４
の列のnライン交流化駆動の階調電圧の極性が反転した直後のラインとなる箇所は、第２
ライン目からに設定し、Ｙ５及びＹ６の列のnライン交流化駆動の階調電圧の極性が反転
した直後のラインとなる箇所は、第１ライン目からに設定している。
【００７０】
　次の８ｎ＋３フレームでは、第１ラインに、Ｙ１を正極電圧出力（Ｙ２を負極電圧出力
）とし、Ｙ４を正極電圧出力（Ｙ３を負極電圧出力）とし、Ｙ６を正極電圧出力（Ｙ５を
負極電圧出力）としている。さらに、Ｙ１及びＹ２の列のnライン交流化駆動の階調電圧
の極性が反転した直後のラインとなる箇所は、第３ライン目からに設定し、Ｙ３及びＹ４
の列のnライン交流化駆動の階調電圧の極性が反転した直後のラインとなる箇所は、第１
ライン目からに設定し、Ｙ５及びＹ６の列のnライン交流化駆動の階調電圧の極性が反転
した直後のラインとなる箇所は、第４ライン目からに設定している。
【００７１】
　次の８ｎ＋４フレームでは、第１ラインに、Ｙ２を正極電圧出力（Ｙ１を負極電圧出力
）とし、Ｙ３を正極電圧出力（Ｙ４を負極電圧出力）とし、Ｙ６を正極電圧出力（Ｙ５を
負極電圧出力）としている。さらに、Ｙ１及びＹ２の列のnライン交流化駆動の階調電圧
の極性が反転した直後のラインとなる箇所は、第２ライン目からに設定し、Ｙ３及びＹ４
の列のnライン交流化駆動の階調電圧の極性が反転した直後のラインとなる箇所は、第４
ライン目からに設定し、Ｙ５及びＹ６の列のnライン交流化駆動の階調電圧の極性が反転
した直後のラインとなる箇所は、第３ライン目からに設定している。
【００７２】
　次に８ｎ＋５フレームは、８ｎ＋１フレームの交流化タイミングを同タイミングにして
、全て印加電圧の極性を逆にする。
【００７３】
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　同様に、８ｎ＋６フレームは、８ｎ＋２フレームの交流化タイミングを同タイミングに
して、全て印加電圧の極性を逆にする。
【００７４】
　同様に、８ｎ＋７フレームは、８ｎ＋３フレームの交流化タイミングを同タイミングに
して、全て印加電圧の極性を逆にする。
【００７５】
　同様に、８ｎ＋８フレームは、８ｎ＋４フレームの交流化タイミングを同タイミングに
して、全て印加電圧の極性を逆にする。
【００７６】
　上記した形で、各ラインに極性電圧を印加してやることの効果に関しては、次の図５の
説明において述べる。
【００７７】
　次に、図５では、nライン交流化駆動における液晶表示装置の電圧の極性分布を示す。
【００７８】
　図５は、図４に示した出力波形のような極性の電圧を印加してやることで、得られる電
圧の極性分布である。各出力ペア（Ｙ１及びＹ２、Ｙ３及びＹ４、Ｙ５及びＹ６、・・・
）の階調電圧の極性が反転した直後のラインは、フレーム毎に前記画素アレイに置ける水
平ライン方向を見た場合に、必ずずれている。また８ｍ＋１フレームから８ｍ＋８フレー
ムにおいて、各出力ペア（Ｙ１及びＹ２、Ｙ３及びＹ４、Ｙ５及びＹ６、・・・）の階調
電圧の極性が反転した直後のラインは、列方向に必ずずれている。さらに、あるフレーム
と、その前後のフレームの関係においての、各画素における電圧の極性についてみた場合
、３フレーム連続して同一の電圧極性が印加されている画素は、存在していない。
【００７９】
　以上のような、nライン交流化駆動によって、データドライバの消費電流を下げ、デー
タドライバの発熱を解消し、且つ上記のような液晶表示装置における電圧の極性分布を実
現することで、液晶表示装置に発生する横スメアを解消し、高画質な映像表示が実現でき
ると考えられる。
【実施例２】
【００８０】
　以下、第２の実施例は、図１、図２、図３、図６において説明する。
【００８１】
　第２の実施例は、アクティブ・マトリクス方式の液晶表示装置において、nライン交流
化駆動を行い、この時の各列の印加電圧の極性反転後のラインを、前記画素アレイにおけ
る水平ライン方向を見た場合にずらしてあることを特徴とする。特に第２の実施例におい
ては、この時の各列の印加電圧の極性反転後のラインが、隔フレーム毎に列方向にシフト
していて、且つ連続する奇数フレームと偶数フレームでは各画素への印加電圧の極性を反
転している為、各画素への印加電圧の極性をフレーム毎に必ず切り替わることを特徴とし
ている。これらの特徴を持つことで、大型化が進む液晶表示装置において、データドライ
バの消費電流を下げ、データドライバの発熱を解消し、かつ液晶表示装置に発生する横ス
メアを解消することで、高画質な映像が実現できると考えられる。
【００８２】
　本第２の実施例における液晶表示装置に関しては図１と同様なので、ここでは液晶表示
装置の映像表示原理の説明については省略する。
【００８３】
　また本第２の実施例における液晶表示システムに関しては、図２と同様なものなので、
詳細は略す。
【００８４】
　また本第２の実施例における液晶表示装置のライン交流化駆動制御単位は図３と同様な
ものなので詳細は略す。
【００８５】
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　次に、図６では、nライン交流化駆動における液晶表示装置の電圧の極性分布を示す。
【００８６】
　本第２の実施例は、第1の実施例とは、図２における極性反転制御回路１１１で生成さ
れる出力経路切り替え信号のタイミングが異なる。図６は、その出力経路切り替え信号に
よって前記液晶表示装置に印加される場合に得られる電圧の極性分布である。各出力ペア
（Ｙ１及びＹ２、Ｙ３及びＹ４、Ｙ５及びＹ６、・・・）の印加電圧の極性反転後のライ
ンは、フレーム毎に前記画素アレイにおける水平ライン方向を見た場合に、必ずずれてい
る。また奇数フレームのみを見た場合（８ｍ＋１、８ｍ＋３、８ｍ＋５、８ｍ＋７）、あ
る奇数フレームと、その前後の奇数フレームの関係において、各出力ペア（Ｙ１及びＹ２
、Ｙ３及びＹ４、Ｙ５及びＹ６、・・・）の印加電圧の極性反転後のラインは、前記画素
アレイにおける垂直ライン方向に必ずシフトしている。さらに、また奇数フレームと偶数
フレームのペア（８ｍ＋１及び８ｍ＋２、８ｍ＋３及び８ｍ＋４、８ｍ＋５及び８ｍ＋６
、８ｍ＋７及び８ｍ＋８フレームのペア）において、各画素における電圧の極性について
みた場合、必ず逆極性の電圧が印加さる為、同極性の階調電圧が、同じ画素において２フ
レーム以上印加されることはない。
【００８７】
　以上のように、nライン交流化駆動によって、データドライバの消費電流を下げ、デー
タドライバの発熱を解消し、且つ上記のような液晶表示装置における電圧の極性分布を実
現することで、液晶表示装置に発生する横スメアを解消し、高画質な映像表示が実現でき
ると考えられる。
【実施例３】
【００８８】
　以下、第３の実施例は、図１、図２、図３、図７において説明する。
【００８９】
　第３の実施例は、アクティブ・マトリクス方式の液晶表示装置において、nライン交流
化駆動を行い、この時の各列の印加電圧の極性反転後のラインが、前記画素アレイにおけ
る水平ライン方向を見た場合にずれていることを特徴とする。特に第３の実施例において
は、前記画素アレイにおける垂直ライン方向に、各列の印加電圧の極性反転後のラインは
シフトさせず、奇数フレームと偶数フレームで全画素の階調電圧の極性を反転させている
だけである。これらの特徴を持つことで、大型化が進む液晶表示装置において、データド
ライバの消費電流を下げ、データドライバの発熱を解消し、かつ液晶表示装置に発生する
横スメアを容易な論理設計によって解消することで、高画質な映像が実現できると考えら
れる。
【００９０】
　本第３の実施例における液晶表示装置に関しては図１と同様なので、ここでは液晶表示
装置の映像表示原理の説明については省略する。
【００９１】
　また本第３の実施例における液晶表示システムに関しては、図２と同様なものなので、
詳細は略す。
【００９２】
　また本第３の実施例における液晶表示装置のライン交流化駆動制御単位は図３と同様な
ものなので、詳細は略す。
【００９３】
　次に、図７では、nライン交流化駆動における液晶表示装置の電圧の極性分布を示す。
【００９４】
　本第３の実施例は、第1の実施例とは、図２における極性反転制御回路１１１で生成さ
れる出力経路切り替え信号のタイミングが異なる。図７は、その出力経路切り替え信号に
よって前記液晶表示装置に印加される場合に得られる電圧の極性分布である。各出力ペア
（Ｙ１及びＹ２、Ｙ３及びＹ４、Ｙ５及びＹ６、・・・）の印加電圧の極性反転後のライ
ンは、フレーム毎に前記画素アレイにおける水平ライン方向を見た場合に、必ずずれてい
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る。さらに、また奇数フレームと偶数フレーム（２ｍ＋１及び２ｍ＋２）において、各画
素における電圧の極性についてみた場合、必ず逆極性の電圧が印加さる為、同極性の階調
電圧が、同じ画素において２フレーム以上印加されることはない。
【００９５】
　以上のように、nライン交流化駆動によって、データドライバの消費電流を下げ、デー
タドライバの発熱を解消し、且つ上記のような液晶表示装置における電圧の極性分布を実
現することで、液晶表示装置に発生する横スメアを解消し、高画質な映像表示が実現でき
ると考えられる。
【実施例４】
【００９６】
　以下、第４の実施例は、図１、図３、図８において説明する。
【００９７】
　第４の実施例は、前記データドライバの内部に異なる論理回路を設ける事によって、第
１の実施例、第２の実施例、第３の実施例における特徴を実現することに加え、前記デー
タドライバ１０５の駆動制御を行うＴ－ＣＯＮ１０５からの必要な信号線本数を少なくす
ることを特徴とする。この特徴を持つことで、液晶表示装置の信号線を増やすこと無しで
、且つ第１の実施例、第２の実施例、第３の実施例における特徴を実現する。この為大型
化が進む液晶表示装置において、データドライバの消費電流を下げ、データドライバの発
熱を解消し、かつ液晶表示装置に発生する横スメアを解消することで、高画質な映像が実
現できると考えられる。
【００９８】
　本第４の実施例における液晶表示装置に関しては図１と同様なので、ここでは液晶表示
装置の映像表示原理の説明については省略する。
【００９９】
　次に、図８に液晶表示装置システムを示す。図８における極性反転制御回路１１１内部
のブロック図には、第１の実施例において説明した図２における前記Ｔ－ＣＯＮ１０５よ
り前記データドライバ１０３に入力される垂直周期信号１０９をなくし、その垂直周期信
号相当を、Ｔ－ＣＯＮ１０５から伝送されるデータ群１０６の一部に置き換えただけの物
である。
【０１００】
　本第４の実施例における極性反転制御回路１１１のブロック図に入力される信号には、
前記水平周期信号１０８、データ群１０６の一部、前記ライン交流化周期設定１１０であ
る。前記データ群１０６の一部は、垂直周期帰線期間中に、１垂直周期における先頭水平
周期の開始時期をデータドライバに認識させる手段として、Ｔ－ＣＯＮ１０５からデータ
ドライバ１０３の内部にある極性反転制御回路１１１に転送する。そうした場合に、前記
データ群１０６の一部は、第1の実施例における図３の説明において記した、垂直周期信
号１１０と同様な機能としてさせる。その他の機能は、図２と同様なので、詳細は略す。
【０１０１】
　また本第４の実施例における液晶表示装置のライン交流化駆動制御単位は図４と同様な
ものなので、詳細は略す。
【０１０２】
　このように、本第４の実施例は、データドライバの内部ブロックの極性反転制御回路１
１１を、図２から図９のように変更したものであり、こうすることで、Ｔ－ＣＯＮ１０５
からデータドライバ１０３に入力される信号群を減らすことができ、且つ第１の実施例、
第２の実施例、第3の実施例の特徴を持つ液晶表示装置を実現できる。
【実施例５】
【０１０３】
　以下、第５の実施例は、図１、図４、図９において説明する。
【０１０４】
　第５の実施例は、前記データドライバ内部に、極性反転制御信号をシフトさせるシフト
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レジスタを設ける事によって、第１の実施例、第２の実施例、第３の実施例における特徴
を実現することを特徴とする。この為、大型化が進む液晶表示装置において、データドラ
イバの消費電流を下げ、データドライバの発熱を解消し、かつ液晶表示装置に発生する横
スメアを解消することで、高画質な映像が実現できると考えられる。
【０１０５】
　本第５の実施例における液晶表示装置に関しては図１と同様なので、ここでは液晶表示
装置の映像表示原理の説明については省略する。
【０１０６】
　次に、図９に本第５の実施例における液晶表示システムを示す。
【０１０７】
　図９におけるデータドライバ内部には、極性反転制御回路１１１、出力発生回路１１２
、出力経路制御回路１１３が存在する。出力発生回路１１２、出力経路制御回路１１３に
関しては、図２の説明において記したので、ここでは省略する。
【０１０８】
　図９の極性反転制御回路１１１に存在するブロック図について説明する。極性反転制御
回路１１１には、１Ｈシフトレジスタ回路１２６、２Ｈシフトレジスタ回路１２７、３Ｈ
シフトレジスタ回路１２８と、セレクタ回路１２９と、上記３つのシフトレジスタ回路か
らの信号及び、入力された極性反転信号１２４を選択するスイッチ回路１３０が存在する
。この時、上記においては、シフト量設定が、１ライン分、２ライン分、３ライン分とな
っているが、それぞれは、ラインシフト量設定１２５で変えられる。また、ラインシフト
回路数が、三つに設定してあるが、その数も増減して構わない。
【０１０９】
　極性反転制御回路１１１のブロック図に入力される信号には、前記水平周期信号１０８
、前記極性反転信号１２４、前記極性反転信号をライン周期単位でシフトさせる場合にお
けるラインシフト量設定１２５である。また、極性反転制御回路１１１から出力される信
号は、前記出力経路切り替え信号１１８－１～１１８－３である。
【０１１０】
　前記極性反転信号１２４は、１Ｈシフトレジスタ回路１２６、２Ｈシフトレジスタ回路
１２７、３Ｈシフトレジスタ回路１２８に入力され、各回路に対応したライン単位のシフ
ト量分だけ、前記極性反転信号１２４を遅らせて出力する。
【０１１１】
　前記極性反転信号１２４は、１Ｈシフトレジスタ回路１２６、２Ｈシフトレジスタ回路
１２７、３Ｈシフトレジスタ回路１２８に入力され、各回路に対応したライン単位のシフ
ト量分だけ、前記極性反転信号１２４を遅らせて出力する。
【０１１２】
　各シフトレジスタ回路からの信号と、入力の極性反転信号１２４は、夫々がすべて３つ
のスイッチ回路１３０に入力される。スイッチ回路は上記信号の内、１信号を選択し、出
力経路切り替え信号として出力されるように、セレクタ回路１２９によって制御される。
【０１１３】
　前記セレクタ回路１２９には、垂直周期信号１０９、ラインシフト量設定信号１２５が
入力され、前記スイッチ回路１３０を制御する信号を出力する。前記セレクタ回路は、前
記垂直周期信号１０９により、フレーム毎に各スイッチ回路において選択される信号を、
前記ラインシフト量設定信号１２５の情報を元に切り替える。
【０１１４】
　また本第５の実施例における液晶表示装置のライン交流化駆動制御単位は図４と同様な
ものなので、詳細は略す。
【０１１５】
　このように、本第５の実施例は、データドライバの内部ブロックの極性反転制御回路１
１１を、図９のように変更した物であり、このようにすれば、前記データドライバ内部に
、極性反転制御信号をシフトさせるシフトレジスタを設ける事によっても、第１の実施例
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、第２の実施例、第3の実施例の特徴を持つ液晶表示装置を実現できる。
【実施例６】
【０１１６】
　以下、第６の実施例は、図１、図１０、図１１、図１２において説明する。
【０１１７】
　第６の実施例は、第１の実施例から第５の実施例においての、印加電圧の極性反転直後
のラインが同行である出力ペアが隣接する列であったものを、前記出力ペアをある列とそ
の列から３列離れた第２の列をペアとする事によって、第１の実施例、第２の実施例、第
３の実施例、第４の実施例、第５の実施例の特徴に加え、印加電圧の極性反転直後のライ
ンを更に空間的に分散させることを特徴とする。
【０１１８】
　本第６の実施例における液晶表示装置に関しては図１と同様なので、ここでは液晶表示
装置の映像表示原理の説明については省略する。
【０１１９】
　次に、図１０に本第６の実施例における液晶表示システムについて説明する。
【０１２０】
　図１０における出力経路制御回路１１３では、図２において説明した前記出力発生回路
１１２から入力される正極性階調電圧データ経路１２０と負極性階調電圧データ経路１２
１からの出力データペアを、図１０に示すように、Ｐ１Ｐ及びＰ２Ｎ、Ｐ２Ｐ及びＰ３Ｎ
、Ｐ３Ｐ及びＰ１Ｎ、・・・とする。
【０１２１】
　例えば、正極性階調電圧データ経路１２０を通されてＹ１に出力されることを期待され
るＰ１Ｐの階調電圧データと、負極性階調電圧データ経路１２１を通されてＹ４に出力さ
れることを期待されるＰ２Ｎの階調電圧データは、Ｐ１ＰのデータをＹ１に、Ｐ１Ｎのデ
ータをＹ２につなげるように出力経路切り替え回路１１８を出力経路切り替え信号によっ
て制御する。また正極性階調電圧データ経路１２０を通されてＹ２に出力されることを期
待されるＰ３Ｐの階調電圧データと、負極性階調電圧データ経路１２１を通されてＹ５に
出力されることを期待されるＰ１Ｎの階調電圧データは、Ｐ３ＰのデータをＹ２に、Ｐ１
ＮのデータをＹ５につなげるように出力経路切り替え回路１１８を出力経路切り替え信号
によって制御する。この出力経路切り替え回路１１８には、出力経路切り替え信号１１９
－１をＹ１及びＹ４ペアに、出力経路切り替え信号１１９－２をＹ２及びＹ５ペアに、出
力経路切り替え信号１１９－３をＹ３及びＹ６ペアとつなげる。またＹ７及びＹ１０ペア
には出力経路切り替え信号１１９－１が入力され、以下同様に続く。そうすることで、６
ｍ＋１列、６ｍ＋４列（Ｙ１及びＹ４、Ｙ７及びＹ１０、・・・）は出力経路切り替え信
号１１９－１に依存して出力経路を制御し、６ｍ＋２列、６ｍ＋５列（Ｙ２及びＹ５、Ｙ
８及びＹ１１、・・・）は出力経路切り替え信号１１９－２に依存して出力経路を制御し
、６ｍ＋３列、６ｍ＋６列（Ｙ３及びＹ６、Ｙ９及びＹ１２、・・・）は出力経路切り替
え信号１１９－３に依存して出力経路を制御する。
【０１２２】
　ここで、第１の実施例において説明した理由から（ＤＡ変換回路の前段の、つまりシフ
トレジスタ回路、もしくはラッチ回路において、データの並び替えをする。）、出力経路
切り替え信号１１９－１、１１９－２、１１９－３を、出力生成回路１１２に入力する。
【０１２３】
　次に、図１１に本第６の実施例における前記液晶表示装置におけるライン交流化駆動制
御単位について示す。
【０１２４】
　本第６の実施例においては、液晶表示装置に、データドライバから入力される信号Ｙ１
～Ｙｎ信号の内、１出力経路切り替え信号による制御は、ある出力と、その出力から３出
力分離れた第２の出力のペア（Ｙ１及びＹ４の列、Ｙ２及びＹ５の列、Ｙ３及びＹ６の列
、・・・）を水平ライン制御最小単位としており、出力経路切り替え信号の水平ライン制
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御単位は６出力列（Ｙ１～Ｙ６、Ｙ７～Ｙ１２、・・・）としている。
【０１２５】
　この、第６の実施例における図１０の説明において記した出力経路切り替え信号１１９
－１、１１９－２、１１９－３によって制御される制御出力列は、水平ライン制御単位に
対応している。また第６の実施例においては、６出力列を水平ライン制御単位に設定して
いるが、６出力列を水平ライン制御単位に設定する必要はなく、水平ライン制御単位は増
減できる。同様なアルゴリズムで図１０の場合に記した出力経路切り替え信号本数を変更
することで、構成の変更は可能である。
【０１２６】
　また、垂直ライン交流制御単位は、８ライン行としており、ライン交流化周期設定ピン
１１１によって変更可能である。
【０１２７】
　また、水平ライン方向制御単位による数字Ｍと、垂直ライン交流制御単位÷２の数字に
おける設定でのライン交流化駆動をＭ×Ｎライン交流化駆動と名称する。例えば、図１１
におけるＭ×Ｎライン交流化駆動１２３は、６×４ライン交流化駆動と名称される。
【０１２８】
　次に、図１２では、nライン交流化駆動における液晶表示装置の電圧の極性分布を示す
。
【０１２９】
　本第６の実施例は、第1の実施例とは、図２における出力経路制御回路１１３における
出力経路を切り替えるペア出力が図１０に示すように異なる。
【０１３０】
　図１２は、その出力経路制御回路を用いて、前記液晶表示装置に印加される場合に得ら
れる電圧の極性分布である。
【０１３１】
　前述した本第６の実施例においては、各出力ペアが、Ｙ１及びＹ４、Ｙ２及びＹ５、Ｙ
３及びＹ６、・・・となっており、各出力ペア（Ｙ１及びＹ４、Ｙ２及びＹ５、Ｙ３及び
Ｙ６、・・・）の印加電圧の極性反転後のラインは、フレーム毎に前記画素アレイにおけ
る水平ライン方向を見た場合に、隣ある列において必ずずれている。また８ｍ＋１フレー
ムから８ｍ＋８フレームへ順次移るにつれて、各出力ペア（Ｙ１及びＹ４、Ｙ２及びＹ５
、Ｙ３及びＹ６、・・・）の階調電圧の極性が反転した直後のラインは、列方向に必ず移
動している。さらに、あるフレームと、その前後のフレームの関係においての、各画素に
おける電圧極性についてみた場合、３フレーム連続して同一の電圧極性が印加されている
画素は、存在していない。
【０１３２】
　以上のように、第６の実施例におけるデータドライバ内部構成を、第１の実施例から第
５の実施例においては、ライン交流化における切り替えペアが隣接する列であったものを
、切り替えペアの第1の列と第1の列から３列離れた第２の列をペアとする事によって、第
１の実施例、第２の実施例、第３の実施例、第４の実施例、第５の実施例、の特徴に加え
、交流点を更に目立たなくすることを実現すると考えられる。
【０１３３】
　さらに、上記したものに関しては、本第６の実施例におけるデータドライバの構成を、
第１の実施例から第４の実施例に対して適用した場合にも同様に得られる結果である。
【実施例７】
【０１３４】
　以下、第７の実施例は、図１、図１３において説明する。
【０１３５】
　第７の実施例は、第１の実施例～第６の実施例において記した前記出力ペアをなくし、
第１の実施例、第２の実施例、第３の実施例、第４の実施例、第５の実施例の特徴に加え
、前記印加電圧の極性反転直後のラインを、空間的にさらに分散させることを特徴とする
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。
【０１３６】
　第７の実施例においては、第1の実施例から第５の実施例まで記述した駆動方法及びそ
の駆動装置を、前記出力ペアを持たない各出力に対して制御することで実現する。
【０１３７】
　図１３は、本実施例には描かれていない第１の実施例において説明した図５と同類な出
力波形の極性電圧が、本実施例において、第1の実施例でのタイミングによって生成され
ることで、その出力経路切り替え信号によって前記液晶表示装置に印加される場合に得ら
れる電圧の極性分布である。各列の前記印加電圧の極性反転直後のラインは、フレーム毎
に前記画素アレイにおける水平ライン方向を見た場合に、隣合う列において必ずずれてい
る。また、図１３に示される前記３×４ライン交流化駆動制御単位において、同フレーム
内に、各列の前記印加電圧の極性反転直後のラインが同じ行となる前記出力ペアは存在し
ない。
【０１３８】
　以上のように、第７の実施例におけるデータドライバ内部構成を、第１の実施例から第
５の実施例においてのペアをなくすことによって、第１の実施例、第２の実施例、第３の
実施例、第４の実施例、第５の実施例の特徴に加え、各列の前記印加電圧の極性反転直後
のラインを更に空間的にさらに分散させることを実現する。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明によるアクティブ・マトリクス型の表示装置に備えられる画素アレイの１
例の概略図。
【図２】本発明の第１の実施例による液晶表示システムの概略図。
【図３】本発明の第１の実施例による液晶表示装置において、液晶表示装置の行方向に６
ライン、列方向に８でライン交流の交流パタンを制御している６×４ライン交流化駆動の
概略図。
【図４】本発明の第１の実施例による液晶表示装置において、図３に示した６×４ライン
交流化駆動におけるデータドライバの入出力信号のタイミングチャート。
【図５】本発明の第１の実施例による６×４ライン交流化駆動の液晶表示装置の極性分布
。
【図６】本発明の第２の実施例による６×４ライン交流化駆動の液晶表示装置の極性分布
。
【図７】本発明の第３の実施例による６×４ライン交流化駆動の液晶表示装置の極性分布
。
【図８】本発明の第４の実施例による液晶表示システムの概略図。
【図９】本発明の第５の実施例による液晶表示システムの概略図。
【図１０】本発明の第６の実施例による液晶表示システムの概略図。
【図１１】本発明の第６の実施例による液晶表示装置において、液晶表示装置の行方向の
制御単位６ラインのうち、ライン交流における交流ペアをあるラインと、そのラインから
３列隣の第２のラインとしたペアとし、列方向に８ラインで、ライン交流の交流パタンを
制御している６×４ライン交流化駆動の概略図。
【図１２】本発明の第６の実施例における６×４ライン交流化駆動の液晶表示装置の極性
分布。
【図１３】本発明の第７の実施例における３×４ライン交流化駆動の液晶表示装置の極性
分布。
【符号の説明】
【０１４０】
　１００…表示装置、１０１…画素アレイ、１０２…共通電圧電極、１０３…データドラ
イバ、１０４…走査ドライバ、１０５…タイミング・コントローラ、１０６…ドライバ・
データ、１０７…データドライバ制御信号郡、１０８…水平周期信号、１０９…垂直周期
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信号、１１０…ライン交流周期設定信号、１１１…極性反転制御回路、１１２…出力発生
回路、１１３…出力経路制御回路、１１４…レジスタ設定回路、１１５…フレームカウン
ト回路、１１６……ラインカウント回路、１１７…カウント値とレジスタ値の比較回路、
１１８…出力経路切り替え回路、１１９－１…出力経路切り替え信号１、１１９－２…出
力経路切り替え信号２、１１９－３…出力経路切り替え信号３、１２０…正極性階調電圧
データ経路、１２１…負極性階調電圧データ経路、１２２…印加電圧の極性反転のライン
直後、１２３…Ｍ×Ｎライン交流化駆動制御単位、１２４…極性反転信号、１２５…ライ
ンシフト量設定信号、１２６…１Ｈ（1ライン）シフト回路、１２７…２Ｈ（２ライン）
シフト回路、１２８…３Ｈ（３ライン）シフト回路、１２９…セレクト回路、１３０…ス
イッチ回路

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】
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