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(57)【要約】
【課題】表示に影響を与えることなくモードの切換がで
きる表示装置を提供する。
【解決手段】ディスプレイパネル（２）を駆動する表示
制御回路（３）と、前記ディスプレイパネル（２）の設
定データを記憶するメモリ（７）とを具備する表示装置
（１）を構成する。ここで、前記表示制御回路（３）は
、ブランキング期間の開始タイミングを示すブランキン
グ期間開始信号に応答して前記設定データを読み出す。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイパネルを駆動する表示制御回路と、
　前記ディスプレイパネルの設定データを記憶するメモリと
を具備し、
　前記表示制御回路は、
　ブランキング期間の開始タイミングを示すブランキング期間開始信号に応答して前記設
定データを読み出す
　表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記表示制御回路は、
　前記メモリから前記設定データを読み出すメモリ制御回路と、
　読み出された前記設定データを保持する設定レジスタと、
　タイミングコントローラと
を備え、
　前記タイミングコントローラは、
　前記ブランキング期間開始信号を前記メモリ制御回路に供給し、
　前記メモリ制御回路は、
　前記ブランキング期間開始信号に応答して前記設定データを読み出して、前記設定レジ
スタに供給する
　表示装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の表示装置において、
　前記表示制御回路は、さらに、
　前記ディスプレイパネルの画面表示状態を示す値を保持する画面状態レジスタ部と、
　前記画面状態レジスタ部に保持された値に基づいて前記ディスプレイパネルの画面表示
状態を監視する状態監視部と
　を備え、
　前記状態監視部は、
　前記画面状態レジスタ部の値が新たな値に変更したときに、前記新たな値に示される画
面表示状態に対応する新たな設定データの読み出しを要求し、
　前記メモリ制御回路は、
　前記要求に応答して、前記新たな設定データを読み出す
　表示装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の表示装置において、
　前記表示制御回路は、さらに、
　リクエスト調停回路を備え、
　前記リクエスト調停回路は、
　前記状態監視部から複数の要求が出力されたとき、前記複数の要求の優先順位を判断し
、前記優先順位に基づいて、前記新たな設定データを読み出す
　表示装置。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか一項に記載の表示装置において、
　前記メモリが不揮発性メモリである
　表示装置。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか一項に記載の表示装置において、
　前記ディスプレイパネルが液晶ディスプレイパネルである
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　表示装置。
【請求項７】
　設定データに基づいてディスプレイパネルを駆動するディスプレイドライバ回路であっ
て、
　メモリから前記設定データを読み出すメモリ制御回路と、
　前記設定データを保持する設定レジスタと、
　タイミングコントローラと
を備え、
　前記タイミングコントローラは、
　ブランキング期間の開始タイミングを示すブランキング期間開始信号を前記メモリ制御
回路に供給し、
　前記メモリ制御回路は、
　前記ブランキング期間開始信号に応答して前記設定データを読み出して、前記設定レジ
スタに供給する
　ディスプレイドライバ回路。
【請求項８】
　請求項７に記載の表示装置において、さらに、
　前記ディスプレイパネルの画面表示状態を示す値を保持する画面状態レジスタ部と、
　前記画面状態レジスタ部に保持された値に基づいて前記ディスプレイパネルの画面表示
状態を監視する状態監視部と
　を備え、
　前記状態監視部は、
　前記画面状態レジスタ部の値が新たな値に変更したときに、前記新たな値に示される画
面表示状態に対応する新たな設定データの読み出しを要求し、
　前記メモリ制御回路は、
　前記要求に応答して、前記新たな設定データを読み出す
　ディスプレイドライバ回路。
【請求項９】
　ブランキング期間の開始タイミングを示すフロントポーチに同期して、メモリ記憶され
たディスプレイパネルの設定データを読み出し、
　前記設定データに基づいてディスプレイパネルを駆動する
　ディスプレイドライバ回路。
【請求項１０】
　請求項９に記載のディスプレイドライバ回路において、
　前記設定データを前記ブランキング期間のバックポーチに同期して、設定レジスタに反
映させて前記ディスプレイパネルを駆動する
　ディスプレイドライバ回路。
【請求項１１】
　ディスプレイパネルを駆動するディスプレイドライバ回路と前記ディスプレイパネルの
設定データを記憶するメモリとを備える表示装置の動作方法であって、
　（ａ）ブランキング期間の開始タイミングを示すブランキング期間開始信号を出力する
ステップと、
　（ｂ）前記ブランキング期間開始信号に同期して、前記メモリから前記設定データを読
み出すステップと
　を具備する
　表示装置の動作方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の表示装置の動作方法において、さらに、
　（ｃ）前記ディスプレイドライバ回路が、設定レジスタに保持された設定データに対応
して前記ディスプレイパネルを駆動するステップ
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　を具備し、
　前記（ａ）ステップは、
　前記ブランキング期間開始信号を、前記メモリから前記設定データを読み出すメモリ制
御回路に供給するステップを含み、
　前記（ｂ）ステップは、
　前記メモリ制御回路が、前記ブランキング期間開始信号に応答して、前記設定データを
読み出すステップと、
　読み出された前記設定データを前記設定レジスタに供給するステップと
　を含む
　表示装置の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、特に液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機やＰＤＡなど、現在市場に流通している携帯型電子機器の多くに液晶表示装
置が搭載されている。近年の、携帯電話などでは、テレビの表示が可能な液晶表示装置を
搭載しているものもある。液晶表示装置のディスプレイパネルには、そのスレッショルド
電圧などにそれぞれ特有のばらつきを持ってしまう場合がある。また、ディスプレイパネ
ルを含むモジュールを構成するＩＣやディスクリート部品などにもばらつきが生じてしま
うことがある。
【０００３】
　ディスプレイパネルそれぞれの個体毎に、駆動電圧などの基準値をトリミングするなど
の調整を行うことによって得られた値（以下、設定値と呼ぶ）を、メモリに記憶させる技
術が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　図１は、特許文献１（特開２００３－２４１７３０号公報）に記載の液晶表示装置の構
成を示すブロック図である。従来の液晶表示装置は、外部Ｉ／Ｆ回路１０１と、駆動電圧
発生回路１０２と、液晶駆動回路１０３と、表示メモリ１０４と、ドライバコントローラ
１０５と、アドレス制御回路１０６と、設定レジスタ１０７と、不揮発性メモリ１０８と
を含んで構成されている。従来の液晶表示装置は、液晶駆動回路１０３と駆動電圧発生回
路１０２とで、ディスプレイパネルの駆動装置を構成している。不揮発性メモリ１０８に
は、所要の初期設定データが記憶されている。アドレス制御回路１０６には、外部Ｉ／Ｆ
回路１０１を介してアドレス値が入力される。このアドレス値により、不揮発性メモリ１
０８の先頭のアドレスをアドレスポインタとして指定し、順次初期設定データを読み出す
。読み出された初期設定データは、設定レジスタ１０７に格納され、初期設定が行なわれ
る。
【０００５】
　液晶表示装置の、高性能化や高機能化に対応して、液晶の解像度も年々増加している。
それに伴い、液晶表示装置には、表示メモリのサイズの増加、表示データ処理回路の増加
が避けられない状況となってきている。一般的に、携帯型電子機器は電池で駆動するもの
が多い。したがって、携帯型電子機器に搭載される液晶表示装置は、消費電力が小さいこ
とが好ましい。消費電流の増加を抑制するために、初期設定だけではなく、表示中にも設
定値の変更を行う技術が知られている。例えば、待機画面で省電力化をする方法として、
特定の部分領域は表示を行い、その他の領域では非表示にする部分表示モード（以下、パ
ーシャルモードと称する）を備えた液晶表示装置がある。
【０００６】
　図２は、パーシャルモード時の表示画面の構成を例示するブロック図である。図２は、
通常表示を行う通常表示モードから、パーシャルモードに移行した後の画面を示している
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。図２に示されているＧ００１～Ｇ１８１の領域と、Ｇ２０４～Ｇ３２０の領域は待機画
面で表示を行わず、Ｇ１８１～Ｇ２０４の間の領域を待機画面でパーシャル表示を実行し
ている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－２４１７３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の液晶表示装置は、アドレス制御回路１０６が変更された時点で不揮
発性メモリのデータを読み出している。そして、読み出した設定データに応じて、設定レ
ジスタを更新している。したがって、複数の表示モードを有する液晶表示装置に特許文献
１の技術を適用した場合、アドレス制御回路１０６の変更に応答して表示中に設定レジス
タの設定値が更新されるので、表示に影響が出る可能性がある。
【０００９】
　尚、ここでのモード変更とは、通常表示からパーシャル表示、８色表示に変更になる場
合、ガンマ補正値が変更になる場合、その他、不揮発性メモリに設定値を格納し、必要な
状況になった時に不揮発性メモリの値を読み出す状態になることを示している。
【００１０】
　また、特許文献１に記載の液晶表示装置は、モードを変更する度に、ホスト側からアド
レスを設定している。モードの変更が外的要因に起因した場合、ホスト側ではモードを変
更するタイミングを認識できないという問題がある。例えば、自動的にガンマ補正値を変
更するガンマ補正回路と外光センサとを備え、ディスプレイパネルに照射される光の明る
さにより、自動的にガンマ補正値を変更する液晶表示装置では、モード変更は外光センサ
の値に依存する。そのため、ホストがモードを変更するタイミングを適切に認識できない
場合がある。
【００１１】
　また、各モードの設定値を全て液晶表示装置内にレジスタとして用意するには、レジス
タ数が増加し、回路面積が増大してしまう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　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。
【００１３】
　ディスプレイパネル（２）を駆動する表示制御回路（３）と、前記ディスプレイパネル
（２）の設定データを記憶するメモリ（７）とを具備する表示装置（１）を構成する。こ
こで、前記表示制御回路（３）は、ブランキング期間の開始タイミングを示すブランキン
グ期間開始信号に応答して前記設定データを読み出す。
【００１４】
　モードが変更になった場合は、ブランキング期間が開始するまで待機し、ブランキング
期間の先頭で不揮発性メモリからのデータをリードする。この設定は、ホストからの設定
ではなく、液晶表示装置内部で自動的におこなう。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、表示中に設定レジスタの設定値の更新指示が出された場合であっても
、表示に影響を与えることなくモードの切換ができる表示装置を構成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
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　以下に、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明を行う。図３は、本
実施形態の液晶表示装置１を含む携帯型電子機器８の構成を例示するブロック図である。
なお、以下の実施形態においては、本願発明の理解を容易にするために、携帯型電子機器
８が携帯電話機である場合を例示する。
【００１７】
　携帯型電子機器８は、液晶表示装置１と、ＣＰＵ６と、不揮発性メモリ７とを含んで構
成されている。液晶表示装置１は、ディスプレイパネル２と、表示制御回路３と、走査線
駆動回路４と、データ線駆動回路５とを含んで構成されている。ＣＰＵ６は、液晶表示装
置１の表示させる表示データを供給する装置（以下、ホストと呼ぶ。）に備えられている
。不揮発性メモリ７は、液晶表示装置１の外部に備えられ、液晶表示装置１の複数の表示
モードに対応する設定値（例えば、駆動電圧などの基準値）を保持している。
【００１８】
　液晶表示装置１のディスプレイパネル２は、複数の画素（図示されず）を備えている。
ディスプレイパネル２は、ホストから送られてくる表示データに応じた画像を、ユーザに
提供している。表示制御回路３は、ＣＰＵ６から送られてくる表示データを、走査線駆動
回路４とデータ線駆動回路５とに供給している。走査線駆動回路４は、ディスプレイパネ
ル２に備えられた複数の走査線を駆動している。データ線駆動回路５は、ディスプレイパ
ネル２に備えられた複数のデータ線を駆動している。
【００１９】
　図４は、表示制御回路３の詳細な構成を例示するブロック図である。表示制御回路３は
、設定レジスタ１２と、タイミングコントローラ１３と、画面表示状態レジスタ部２３と
、表示メモリ２０と、表示状態監視部２４とガンマ設定回路２１と、リクエスト調停回路
１８と、不揮発性メモリ制御回路１９とを含んで構成されている。表示制御回路３は、イ
ンタフェース１１を介してＣＰＵ６と接続されている。設定レジスタ１２は、ディスプレ
イパネル２に画像を表示させるために必要な表示制御回路３の設定値を格納している。タ
イミングコントローラ１３は、表示のタイミングを生成している。
【００２０】
　画面表示状態レジスタ部２３は、表示モード設定レジスタ１４と、ガンマ補正設定レジ
スタ１５とを含んで構成されている。また、表示状態監視部２４は、表示モード変更監視
回路１６と、ガンマ補正値変更監視回路１７とを含んで構成されている。表示モード設定
レジスタ１４は、表示モードの設定を行なっている。表示モード変更監視回路１６は、表
示モードの変更を監視している。ガンマ補正設定レジスタ１５は、ガンマ補正の設定を行
っている。ガンマ補正値変更監視回路１７は、ガンマ補正の変更を監視している。
【００２１】
　リクエスト調停回路１８は、複数のリクエストが同時に上がった場合に優先順位を調整
している。不揮発性メモリ制御回路１９は、不揮発性メモリを制御している。表示メモリ
２０は、画面に表示するデータを格納している。ガンマ設定回路２１は、液晶表示装置の
外部に設置してある外光センサ２２からのデータを受信し、ガンマ補正値を算出している
。尚、表示モード設定レジスタ１４とガンマ補正設定レジスタ１５は、設定レジスタ１２
の中に含まれていても良い。
【００２２】
　図５は、不揮発性メモリ７の構成を例示するブロック図である。不揮発性メモリ７は、
複数の領域（チェックビット７－１～第２ガンマ設定値保持領域７－７）を含んで構成さ
れている。本実施形態の不揮発性メモリ７には、先頭にチェックビット７－１が構成され
、Check bitが保持されている。不揮発性メモリ７に格納されているデータをリードする
際は、必ずCheck bitを最初にリードする。Check bitが予め液晶表示装置内に格納されて
いる期待値と一致する場合は、各モードの設定値のリードを継続する。また、不一致の場
合は、不揮発性メモリに異常が発生していると判断し、それ以上の不揮発性メモリリード
を行わないようにする。これにより、不揮発性メモリが故障していた場合や配線に異常が
生じていた場合に、異常データを設定レジスタに格納して液晶表示に影響が出ることを防
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ぐことが出来る。なお、この構成は、本願発明の表示装置の構成を・動作を制限するもの
ではない。
【００２３】
　以下に、本実施形態の動作について説明を行う。以下の実施形態においては、本願発明
の理解を容易にするために、通常モードからパーシャルモードに表示モードが移行する場
合を例示して説明を行う。図６は、本実施形態の動作を例示するタイミングチャートであ
る。
【００２４】
　液晶表示装置１は、リセット解除後、設定レジスタ１２、表示モード設定レジスタ１４
、ガンマ補正設定レジスタ１５が初期状態となっている。したがって、リセット解除後に
不揮発性メモリ７の設定値を読み出すことにより、設定レジスタ１２に初期設定値が格納
され、表示モードが決定する。尚、一般的にはリセット解除後に読み出す値は、通常表示
モード設定値保持領域７－２に保持されている通常表示モード設定値である。
【００２５】
　表示制御回路３では、表示モード設定レジスタ１４の値を変更されると、表示モードを
変更するための動作を開始する。なお、本実施形態において、表示モード設定レジスタ１
４に保持されている値を変更するタイミングに制限は無い。
　図６は、通常表示モードで画像を表示中に、パーシャルモードへの変更指示が出力され
たときの動作を例示している。例えば、ＣＰＵ６が、時刻ｔ１４から時刻ｔ１５の間にパ
ーシャルモードへの変更指示を出力した場合、表示モード設定レジスタ１４に保持されて
いる値が変更される。このとき、表示モード設定レジスタ１４の値に応答して、表示モー
ド信号が変更される。その表示モード信号は、表示モード変更監視回路１６へ出力される
。
【００２６】
　表示モード変更監視回路１６では、表示モードの変更の有無を監視している。表示モー
ド変更監視回路１６は、表示モードの変更を検出したとき、リクエスト調停回路１８に対
して、不揮発性メモリのリード要求信号ＲＥＱを出力する。リクエスト調停回路１８は、
そのリード要求信号ＲＥＱを不揮発性メモリ制御回路１９に供給する。このとき、リクエ
スト調停回路１８は、複数のリクエストが、同じフレーム期間内に入力された場合は、あ
らかじめ決められた優先順位によって、フレーム毎に優先順位の高いものからリクエスト
を有効にする。
【００２７】
　不揮発性メモリ制御回路１９は、タイミングコントローラ１３から出力されるブランキ
ング開始信号により、ブランキング期間が開始するタイミングを検出する。図６に示され
ているように、不揮発性メモリ制御回路１９は、時刻ｔ１５（フロントポーチの先頭）に
おいて、リクエストの状況に応じて、不揮発性メモリ７へアクセスを行なう。
【００２８】
　不揮発性メモリ制御回路１９は、不揮発性メモリ７からリードしたデータを、順番に設
定レジスタ１２へ格納する。上述の図５に不揮発性メモリ７のデータ格納例を示している
。通常モードからパーシャルモードへ変更になった場合、不揮発性メモリ制御回路１９は
、パーシャルモード設定値保持領域７－３のパーシャルモード設定値をリードする。
【００２９】
　不揮発性メモリ７から読み出されたリードデータは、設定レジスタ１２内で一度ラッチ
される。表示制御回路３は、時刻ｔ１７において、フレームの先頭（バックポーチの先頭
）でそのリードデータを反映する。これにより、表示に影響が出ない形で不揮発性メモリ
の設定値を設定レジスタへ格納することが可能となる。
【００３０】
　また、ガンマ補正値が変更になった場合も、表示モードが変更になった場合と同様であ
る。この場合において、ガンマ補正値変更監視回路１７でガンマ補正設定レジスタ１５の
変更を認識し、リクエスト調停回路１８へリクエストを供給する。これにより、不揮発性
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メモリ制御回路１９は、リクエストに応答して対応したガンマ設定値を不揮発性メモリ７
からリードし、設定レジスタ１２へ格納する。例えば、第１ガンマ補正値から第２ガンマ
補正値へ変更になった場合、不揮発性メモリ制御回路１９は、第２ガンマ設定値保持領域
７－７の領域を読み出す。さらに、外光センサ２２の値により、ガンマ設定回路２１でガ
ンマ設定値が変更になった場合も同様である。
【００３１】
　上述のパーシャルモードによる消費電力を低減させる技術意外にも、例えば、表示領域
を８色表示にすることで消費電力を低減させる場合がある。この場合、ブランキング期間
を長くすることにより、表示エリアのリフレッシュの間隔を長くし、消費電力を下げるこ
とがある。このブランキング期間などの設定をレジスタに記憶しておき、表示モードが変
更になった場合に、自動的に設定値を変更することが可能であれば、ホストから設定を行
なうことなく、モード毎により細かな省電力化を行なうことが可能となる。
【００３２】
　上述のように、本実施形態では、液晶表示装置に接続された不揮発性メモリ内部にモー
ド設定値を格納している。その不揮発性メモリの設定値を、ブランキング期間の先頭で行
い、リードした設定値をフレームの先頭で反映させることにより、表示に影響を与えるこ
となく、設定値を反映することが可能となる。また、液晶表示装置内部に、モード変更を
監視する回路を設けることにより、処理装置からの制御を必要とせずに、設定レジスタの
変更が可能である。レジスタ設定をモード変更の都度書き換えることにより、液晶表示装
置内には、最低限のレジスタを設ければよいため、面積の増加を防ぐことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、従来の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、パーシャルモードの表示画面の構成を例示するブロック図である。
【図３】図３は、本実施形態の携帯型電子機器の構成を例示するブロック図である。
【図４】図４は、表示制御回路３の詳細な構成を例示するブロック図である。
【図５】図５は、不揮発性メモリ７の構成を例示するブロック図である。
【図６】図６は、本実施形態の動作を例示するタイミングチャートである。
【符号の説明】
【００３４】
１…液晶表示装置
２…ディスプレイパネル
３…表示制御回路
４…走査線駆動回路
５…データ線駆動回路
６…ＣＰＵ
７…不揮発性メモリ
７－１…チェックビット
７－２…通常表示モード設定値保持領域
７－３…パーシャルモード設定値保持領域
７－４…８色表示モード設定値保持領域
７－５…パーシャル／８色モード設定値保持領域
７－６…第１ガンマ設定値保持領域
７－７…第２ガンマ設定値保持領域
８…携帯型電子機器
１１…バス
１２…設定レジスタ
１３…タイミングコントローラ
１４…表示モード設定レジスタ
１５…ガンマ補正設定レジスタ
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１６…表示モード変更監視回路
１７…ガンマ補正値変更監視回路
１８…リクエスト調停回路
１９…不揮発性メモリ制御回路
２０…表示メモリ
２１…ガンマ設定回路
２２…外光センサ
２３…画面表示状態レジスタ部
２４…表示状態監視部
１０１…外部Ｉ／Ｆ回路
１０２…駆動電圧発生回路
１０３…液晶駆動回路
１０４…表示メモリ
１０５…ドライバコントローラ
１０６…アドレス制御回路
１０７…設定レジスタ
１０８…不揮発性メモリ

【図１】 【図２】
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