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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラー表示可能な液晶表示部を有し、パーシャル駆動時に、前記液晶表示部を部分表示
領域と背景表示領域とに分割して当該液晶表示部を駆動する液晶表示装置において、
　２以上の背景表示領域を設定する領域設定手段と、
　前記領域設定手段により設定された各背景表示領域の表示色を設定する色設定手段を備
えることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　色指定信号を外部入力する入力手段を更に備え、
　前記色設定手段は、前記色指定信号に基づいて、前記各背景表示領域の表示色を設定す
ることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記領域設定手段は、前記背景表示領域間に前記部分表示領域が介在するように前記各
背景表示領域を設定することを特徴とする請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記色設定手段は、前記領域設定手段により設定された各背景表示領域の表示色が同一
になるように表示色を設定することを特徴とする請求項１から３の何れかに記載の液晶表
示装置。
【請求項５】
　前記色設定手段は、前記領域設定手段により設定された各背景表示領域の表示色が異な
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るように表示色を設定することを特徴とする請求項１から３の何れかに記載の液晶表示装
置。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか記載の液晶表示装置を有する携帯端末装置において、
　当該携帯端末装置の状態を判定する判定手段と、
　前記判定手段により判定される状態に対応する表示色を記憶する記憶手段と、を備え、
　前記液晶表示装置により、当該携帯端末装置の状態に応じた表示色が前記背景表示領域
の表示色に設定されることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項７】
　請求項６記載の携帯端末装置は携帯電話機であって、
　前記状態には、着信したか否か、通信中か否か、所定の通信相手か否か、バッテリー残
量が所定の範囲内に含まれるか否か、通信回数が所定回数か否か、着信音出力が可能か否
か、及び所定の日時か否か、の内、少なくとも１つの状態が含まれることを特徴とする携
帯端末装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画面を表示領域と背景表示領域とに分割して表示をする液晶表示装置および携
帯端末装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年では、携帯電話などの小型携帯端末装置の表示画面として、カラーの液晶表示装置が
広く用いられている。小型携帯端末装置においては、電池駆動が一般的であるため、低消
費電力が余儀なくされるが、その一方で、高解像度・高画質の画像表示が要求され、画面
表示に伴う電力消費が増大化している。そこで、携帯電話などでは、例えば待ち受け時な
どに、全画面表示をせずに部分的にアイコン等を表示し、それ以外の部分を非表示状態と
する、いわゆるパーシャル駆動を採用し、消費電力を低減させているものが多い。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
パーシャル駆動時の非表示領域の設定方法については、種々の提案が成されているが、そ
の多くが非表示領域を黒か白にしている。例えば、表示・非表示領域を走査線単位で設定
した場合には、非表示領域に対する表示データの電圧をHiかLoに設定し、単に白か黒を表
示している。あるいは、非表示領域に属する走査線を非選択状態とし、電圧をかけないよ
うに設定するものもある。このとき、電圧をかけない状態で白表示（ノーマリーホワイト
・モード）となる設定が成されている場合には、非表示領域が白く表示される。一方、電
圧をかけない状態で黒表示（ノーマリーブラック・モード）となる設定が成されている場
合には、非表示領域が黒く表示される。このように、従来のパーシャル駆動では、白か黒
の表示しかされないことが多く、あじけないものが多かった。
【０００４】
本発明の課題は、液晶表示装置や携帯端末装置の待機時等における消費電力を低減するだ
けでなく、商品価値および利便性を向上させることである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の液晶表示装置は、カラー表示可能な液晶表示部（例えば、図２に示す
液晶表示パネル１０）を有し、パーシャル駆動時に、前記液晶表示部を部分表示領域と背
景表示領域とに分割して当該液晶表示部を駆動する液晶表示装置において、２以上の背景
表示領域を設定する領域設定手段と、前記領域設定手段により設定された各背景表示領域
の表示色を設定する色設定手段（例えば、図２に示すＴＧ部１５）を備えることを特徴と
する。
【０００６】
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この請求項１に記載の発明によれば、液晶表示装置は、カラー表示可能な液晶表示部につ
いて、パーシャル駆動をする際、背景表示領域に表示する色を設定する手段を有する。し
たがって、背景表示領域に対して色を表示することによって、従来の背景表示領域におけ
る黒表示・白表示のようなあじけなさを解消し、付加価値をつけることができる。また、
例えば、ＲＡＭなどに記憶されたデータを読み出して液晶表示画面全体に画像を表示させ
る場合と比較して、背景表示領域に特定の色を表示させることで、ＲＡＭにアクセスして
必要なデータを読み出す処理が軽減されるため、その分消費電力を低減させることができ
る。
【０００７】
なお、背景表示領域に表示する色を１つの色に限定する必要はなく、外部からの入力指示
に応答して随時設定可能なようにしても良いことは勿論である。すなわち、請求項２に記
載の発明のように、請求項１に記載の液晶表示装置において、色指定信号を外部入力する
入力手段を更に備え、前記色設定手段は、前記色指定信号に基づいて、前記背景表示領域
の表示色を設定することとしてもよい。
【０００８】
　また、背景表示領域を複数設定する場合には、その全ての背景表示領域に対して同一色
を表示させても良いし、その１つ１つに対して異なる色を設定してもよい。
【０００９】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から５の何れか記載の液晶表示装置を有する携帯端
末装置において、当該携帯端末装置の状態を判定する判定手段（例えば、図７に示す制御
部３１）と、前記判定手段により判定される状態に対応する表示色を記憶する記憶手段（
例えば、図７に示す記憶部３５）と、を備え、前記液晶表示装置により、当該携帯端末装
置の状態に応じた表示色が前記背景表示領域の表示色に設定されることを特徴とする。
【００１０】
　この請求項６に記載の発明によれば、パーシャル駆動時に背景表示領域に色を設定する
手段を有する液晶表示装置を有する携帯端末装置において、携帯端末装置の状態に応じて
背景表示領域に表示する色を変化させることができる。したがって、単に背景表示領域に
色を表示して画面を美しくするだけでなく、色によって携帯端末装置の状態を利用者に知
らしめることが可能となり、商品価値の向上と、利便性の向上を図ることができる。
【００１１】
　また、請求項７に記載の発明のように、請求項６記載の携帯端末装置は携帯電話機であ
って、前記状態には、着信したか否か、通信中か否か、所定の通信相手か否か、バッテリ
ー残量が所定の範囲内に含まれるか否か、通信回数が所定回数か否か、着信音出力が可能
か否か、及び所定の日時か否か、の内、少なくとも１つの状態が含まれることとしてもよ
い。
【００１２】
　この請求項７に記載の発明によれば、携帯電話機において、着信時に背景表示領域の色
を変化させたり、通信中に背景表示領域の色を変化させたり、通信相手に応じて色を変化
させたり、バッテリーの残量に応じて色を変化させたり、通信回数に応じて色を変化させ
たり、着信音に合わせて色を変化させたり、利用者によって入力されるスケジュールに応
じて色を変化させたり、といった、携帯電話機の機能や状態に応じて色を変化させること
ができる。すなわち、携帯電話機の利便性を高め、且つ、利用者の遊び心をかきたて、携
帯電話機の商品価値を高めることができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
本発明は、パーシャル駆動時における部分表示領域以外の表示領域に、単に白か黒の表示
をするのではなく、特定の色を表示することを特徴としている。
【００１４】
図１は、本実施形態のパーシャル駆動時における液晶表示パネル１０の表示状態の一例を
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示す図である。同図によれば、液晶表示パネル１０の表示画面１０Ａが、３つの、画像デ
ータを表示する部分表示領域１００，１０２，１０４と、背景表示領域Ａ１０１と、背景
表示領域Ｂ１０３と、に分割されている。ここで、背景表示領域はパーシャル駆動におけ
る部分表示領域以外の領域であって、従来の非表示領域に対応するものであるが、本実施
の形態では、この領域を単純な白か黒表示にするのではなく、所定の色を表示するように
したものである。
また、ＰＳＡ、ＰＥＡ、ＰＳＢ、ＰＥＢは、各背景表示領域の開始ライン及び終了ライン
のアドレスを記憶するレジスタの名称を示しており、詳しくは後述する。
【００１５】
以下に、本実施の形態について、詳細に説明する。
図２は、本実施の形態における液晶表示装置１の回路構成の一例を示す図である。同図に
よれば、液晶表示装置１は、液晶表示パネル１０と、ゲートドライバ１１と、ソースドラ
イバ１２と、ＲＡＭ１３と、データＩ／Ｏ１４と、表示タイミングジェネレータ（以下、
ＴＧ部１５という）と、制御Ｉ／Ｏ１６と、を主に具備する。データＩ／Ｏ１４は、外部
から入力される信号をＲＡＭ１３に出力するものであり、また、制御Ｉ／Ｏ１６は、外部
から入力される表示信号や制御信号をＴＧ部１５に出力したり、ＴＧ部１５から出力され
る制御信号を外部に出力したりするものである。また、アンプ１７はコモン信号Ｖｃｏｍ
を生成して液晶表示パネル１０の共通電極に供給するものである。
【００１６】
液晶表示パネル１０は、ゲートドライバ１１およびソースドライバ１２から供給される信
号に応答して画像を表示するものであって、ここでは、アクティブマトリックス駆動をす
るＴＦＴ－ＬＣＤ（薄膜トランジスタタイプの液晶ディスプレイ）を用いる場合を例に説
明する。ＴＦＴ－ＬＣＤは、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）と、液晶画素とをガラス基板上
にアレイ状に配列したディスプレイである。
【００１７】
より詳細には、液晶表示パネル１０は、対向するガラス基板と、カラーフィルタと、バッ
クライトと、を主に具備し、その一方のガラス基板上の水平方向に走査線（ゲート線）が
、垂直方向にデータ線が、それぞれ配列され、ゲート線とデータ線の交点に該当する位置
に個々の画素電極が配置され、他方のガラス基板に共通電極とカラーフィルタが形成され
ている。ガラス基板間には液晶が充填され、ゲート線・データ線から供給される信号（電
圧）に応じて画素電極と共通電極間の液晶の配列を変化させ、バックライトから入射され
る光の透過量を制御する。また、他方のガラス基板には、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）
のカラーフィルターが配置され、各画素を透過する光量に応じた色の濃淡を示し、その組
み合わせによって、様々な色合いの表示を実現する。
【００１８】
図３は、ＴＦＴ－ＬＣＤの液晶パネルの基本構成を示す図である。ゲート線２０とデータ
線２１の交点に該当する位置に、ＴＦＴ２２と、ＴＦＴのドレイン電極Ｄに接続された画
素電極と、共通電極２５に挟まれた液晶からなる画素容量２３、および絶縁膜を介して共
通電極２５に接続された補助容量電極からなる補助容量２４が配置され、ゲート線２０は
ＴＦＴ２２のゲート電極Ｇに接続され、データ線２１はＴＦＴ２２のソース電極Ｓに接続
される。ゲート線２０に順次パルス電圧（走査信号）を印加すると、これに接続されるＴ
ＦＴ２２のゲート電極Ｇに電圧がかかり、ＴＦＴ２２のソース電極Ｓ・ドレイン電極Ｄ間
にチャネルが形成される。同時に、データ線２１から信号電圧が印加されると、ＴＦＴ２
２のソース・ドレイン間に電流が流れ、画素容量２３および補助容量２４に電荷が蓄積さ
れる。１ラインの走査が終了し、ＴＦＴ２２のゲートにかかる電圧が中断されると、ＴＦ
Ｔ２２がオフ状態となり、ソース・ドレイン間の電流の流れが止まり、画素容量２３およ
び補助容量２４に電荷が保持される。画素電極と共通電極に挟まれた液晶には、画素容量
２３に充電された電荷により電圧が印加されて配列を変化させることとなる。このように
、ＴＦＴ－ＬＣＤでは、ＴＦＴがスイッチング素子となって、画素にかかる電圧を制御す
る。
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【００１９】
ゲートドライバ１１は、液晶表示パネル１０の個々のゲート線２０に対して順次走査信号
を印加する。具体的には、シフトレジスタを有し、ＴＧ部１５から指示されるタイミング
でゲート線１本毎に走査信号を印加し、全てのゲート線２０に順に走査信号を印加する。
【００２０】
ソースドライバ１２は、液晶表示パネル１０の個々のデータ線に対して、信号電圧を供給
する。具体的には、シフトレジスタを有し、ＴＧ部１５から指定されるタイミングで、後
述する表示データ信号が記憶されるＲＡＭ１３から転送される表示データ信号に基づいて
生成した信号電圧を、データ線に印加する。なお、ＴＧ部１５は、ゲートドライバ１１や
ソースドライバ１２によるゲート線、データ線のシフトに応答してＲＡＭ１３から読み出
すデータのアドレスを演算する。そして、データを読み出すタイミングで、ＲＡＭ１３か
らデータを読み出してソースドライバ１２に転送させる。また、後述するように、パーシ
ャル駆動時においては、ＴＧ部１５からソースドライバ１２へ、各色画素の設定値が表示
データ信号として印加される。
【００２１】
ＲＡＭ１３は、液晶表示パネル１０の各画素に対応する記憶領域を有し、データＩ／Ｏ１
４から入力される表示データ信号をＴＧ部１５により指定されるアドレスに書き込み、ま
た、ＴＧ部１５から指定されるアドレスの表示データ信号を読み出して、ソースドライバ
１２に出力する。なお、ＲＡＭ１３は、例えば、液晶表示パネル１０が１３２×１７６の
ドット数（１ドット＝赤・緑・青の３画素分）を有する場合には、例えば、１３２×１７
６×１６（ビット）の記憶容量を有する。１６ビットの内訳は、赤と青がそれぞれ５ビッ
ト、緑が６ビットとなっている。すなわち、赤と青については、２の５乗（２5）の階調
まで表現を可能とし、緑については、２の６乗（２6）の階調までの表現を可能としてい
る。
なお、このＲＡＭ１３は液晶表示装置１の消費電力を低減させるために設けられているも
のである。すなわち、ＲＡＭ１３は上記のように表示データ信号を例えば１画面分記憶し
、ＲＡＭ１３に記憶された表示データ信号のみを用いて画面表示を行うモードを備えるこ
とにより、このモードの間は液晶表示装置１への新たな表示データ信号の供給を停止する
ことができて消費電力を低減させることができる。
【００２２】
ＴＧ部１５は、タイミングパルスを生成して、ゲートドライバ１１やソースドライバ１２
の駆動タイミングを指示したり、レジスタ（不図示）やＲＡＭ１３の読み書き動作のタイ
ミングを制御する等の処理を行う。また、ＲＡＭ１３への読み出し、および、書き込む際
のアドレス演算処理、アンプ１７が共通電極に対して出力するコモン電圧Ｖｃｏｍの生成
用反転信号の生成処理、また、例えば、電源電圧発生レギュレータＩＣ（不図示）を制御
するためのシリアル通信コマンド信号の生成処理、などの処理を行う。
【００２３】
ところで、本実施の形態では、液晶表示装置１は、外部からの入力指示に応答して、液晶
表示パネル１０を図１に示したように、表示領域と背景表示領域とに分割して表示すると
いった、いわゆるパーシャル駆動を行う。このために、ＴＧ部１５は、パーシャル駆動時
における各種設定・処理を行う。以下、ＴＧ部１５によるパーシャル駆動処理について説
明する。
【００２４】
図４は、パーシャル駆動に関わるデータを記憶するレジスタの例を示す図である。なお、
以下では、８ビットのレジスタを用いることとして説明するが、これに限定する必要はな
い。同図において、識別コードとは、各レジスタを識別するためのコードであり、名称と
は、各レジスタの名称を示している。また、ビットとは、各レジスタにおけるビット、若
しくは、端子を示している。また、内容とは、各レジスタが記憶する内容、若しくは、各
ビットが示す意味内容を示している。
【００２５】
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識別コード「１１００１」の、ＰＳＡレジスタは、図１に示した背景表示領域Ａの開始ラ
イン（ゲート線）のアドレスを記憶する。また、識別コード「１１０１０」の、ＰＥＡレ
ジスタは、背景表示領域Ａの終了ラインのアドレスを記憶する。同様に、識別コード「１
１０１１」のＰＳＢレジスタは、背景表示領域Ｂの開始ラインのアドレスを記憶し、識別
コード「１１１００」のＰＥＢレジスタは、背景表示領域Ｂの終了ラインのアドレスを記
憶する。また、各レジスタは、０から７ビットによってアドレスが指定される。
【００２６】
また、識別コード「１１１０１」は、背景表示領域に表示する色情報を記憶する色設定レ
ジスタを示している。この色設定レジスタの０番目のビットは赤（Ｒ）の表示有無を示し
、１番目のビットは緑（Ｇ）の表示有無を示し、２番目のビットは青（Ｂ）の表示有無を
示す。ＴＧ部１５は、制御Ｉ／Ｏ１６を介して外部から、色設定レジスタの識別コード「
１１１０１」と、ＲＧＢ各色の表示有無を指定する信号が入力された場合には、その入力
された信号を色設定レジスタに記憶する処理を行う。なお、色設定レジスタが８ビットを
有する場合、上記ＲＧＢ各色の表示有無の指定に用いられる以外のビット（４～８番目の
ビット）を、他の目的、例えば背景表示領域の駆動条件の設定、に用いるようにしてもよ
い。
【００２７】
なお、各色の出力について、例えば、１を出力オンとし、０を出力オフとすれば、図４に
おける各色の出力有無の組み合わせによって８種類の色を指定することができる。図５は
、色の組み合わせパターンを説明するための図である。同図によれば、ＲＧＢの全てがオ
フ（０）の場合には、黒表示となり、全てがオン（１）であれば、白表示となる。例えば
、ＲＧＢの順に「１１０」であれば、イエローが表示されることとなる。
【００２８】
以下に、ＴＧ部１５の動作について説明する。
図６は、ＴＧ部１５の動作を説明するためのフローチャートである。
まず、ＴＧ部１５は、制御Ｉ／Ｏ１６を介して外部からパーシャル駆動モードを設定する
指示が入力されると、外部から入力される色指定信号に応答して、色設定レジスタに指定
された色の情報を記憶する（ステップＳ１）。すなわち、背景表示領域に表示する色を記
憶するための色設定レジスタ「１１１０１」（図４参照）に、ＲＧＢ各色のＯＮ／ＯＦＦ
を記憶する。次いで、ＴＧ部１５は、ゲート線アドレスを記憶する変数ｉを０にして（ス
テップＳ２）、０番目のゲート線に走査信号を印加する指示をゲートドライバ１１に出力
する。
【００２９】
続いて、ＴＧ部１５は、背景表示領域の開始アドレスと終了アドレスが記憶されているレ
ジスタＰＳＡ，ＰＳＢ及びＰＥＡ，ＰＥＢの値を参照して、ゲート線アドレスｉが背景表
示領域に含まれるか否かを判定する。
まず、ゲート線アドレスｉが、背景表示領域Ａの範囲内にあるか否か（ＰＳＡ≦ｉ≦ＰＥ
Ａ）を判定する（ステップＳ３）。範囲外にあると判定された場合には、次いで、ゲート
線アドレスｉが、背景表示領域Ｂの範囲内にあるか否か（ＰＳＢ≦ｉ≦ＰＥＢ）を判定す
る（ステップＳ４）。
【００３０】
ゲート線アドレスｉが、背景表示領域Ａ・背景表示領域Ｂのいずれの領域にも含まれない
場合には、ＲＡＭ１３からデータを読み出してソースドライバ１２に転送する。このとき
、ＴＧ部１５は、データ線アドレスを記憶する変数ｋを０にし（ステップＳ５）、ＲＡＭ
１３からアドレス（ｋ，ｉ）のデータを読み出して（ステップＳ６）、ソースドライバ１
２に転送する。すなわち、ＲＡＭ１３のアドレス（ｋ，ｉ）に記憶されたデータに基づく
電圧を、ソースドライバ１２によってｋ番目のデータ線に印加させる。更に、ＴＧ部１５
は、データ線アドレスｋに１を加算し（ステップＳ７）、データ線総数ｍについて、値ｋ
がｍ－１と等しいか否かを判定する（ステップＳ８）。すなわち、全てのデータ線につい
て電圧を印加したか否かを判定する。全てのデータ線について処理が終了した場合には、
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ステップＳ１３に移行する。一方、ｋがｍ－１に満たない場合、すなわち、未処理のデー
タ線が存在する場合には、ステップＳ６に戻って処理を繰り返す。
【００３１】
さて、ステップＳ３・Ｓ４において、ゲート線アドレスｉが背景表示領域Ａか背景表示領
域Ｂのいずれかの領域に含まれる場合には、色設定レジスタ「１１１０１」に記憶された
色を各背景表示領域に表示させる。すなわち、各データ線に印加する電圧を色設定レジス
タに記憶された情報に基づいて決定する。具体的には、まず、データ線アドレスｋの値を
０にする（ステップＳ９）。そして、ｋ番目のデータ線に印加する電圧を色設定レジスタ
に記憶された情報に基づいて決定する（ステップＳ１０）。具体的には、例えば、画素が
ゲート線方向にＲＧＢの順で配列されている場合、変数ｋを３で割った際の余りを調べ、
余りが０の場合（すなわち、ｋ＝０，３，…で、Ｒ画素に対応）には、色設定レジスタに
記憶された赤の設定値（１ビット目の値：１又は０）を読み出して、ソースドライバ１２
に出力する。また、余りが１の場合（すなわち、ｋ＝１，４，…で、Ｇ画素に対応）には
、色設定レジスタから緑の設定値（２ビット目の値：１又は０）を読み出して、ソースド
ライバ１２に出力する。また、余りが２の場合（すなわち、ｋ＝２，５，…で、Ｂ画素に
対応）には、色設定レジスタから青の設定値（３ビット目の値：１又は０）を読み出して
、ソースドライバ１２に出力する。なお、ここでは、変数ｋを３で割った際の余りを判断
することで、該当する画素の色を判断することとして説明したが、この計算方法に限定す
る必要はない。
【００３２】
ソースドライバ１２にデータを転送すると、データ線アドレスｋに１を加算し（ステップ
Ｓ１１）、データ線総数ｍについて、変数ｋがｍ－１と一致するか否かを判定する（ステ
ップＳ１２）。ｋの値がｍ－１に満たない場合には、ステップＳ１０に戻って処理を繰り
返す。一方、ｋ＝ｍ－１が満たされる場合には、該当するゲート線上の全ての画素につい
て電圧を印加したものとして、次のステップに移行する。
【００３３】
走査実行中のゲート線に属する画素に対して電圧を印加する処理が終了すると、ＴＧ部１
５は、ゲート線アドレスを記憶するゲート線レジスタの値ｉに１を加算し（ステップＳ１
３）、ゲート線総数ｎについて、変数ｉがｎ－１と一致するか否かを判定する（ステップ
Ｓ１４）。変数ｉの数がｎ－１に満たない場合には、ステップＳ３に戻って、次のゲート
線について処理を行う。一方、変数ｉがｎ－１と一致する場合、すなわち、全てのゲート
線について処理が終了すると、パーシャル駆動モードを終了するか否かを判定する（ステ
ップＳ１５）。パーシャル駆動モードを解除する指示が外部から入力された場合には、本
処理を終了する。一方、パーシャル駆動モードを解除する指示が入力されない場合には、
ステップＳ２に戻って、次のフレームの画像を表示するために、ゲート線の最初から画像
を表示する処理を行う。
【００３４】
このように、ＴＧ部１５は、背景表示領域の表示に際しては、ＲＡＭ１３に記憶されたデ
ータではなく、外部から指示された単一の色を表示させる。その際、ＴＧ部１５は、ＲＡ
Ｍ１３とレジスタの読み出しを切り換え、走査実行中のゲート線が表示領域に属する場合
には、ＲＡＭ１３からデータを読み出し、背景表示領域に属する場合には、レジスタから
データを読み出すように制御する。
【００３５】
以上説明したように、液晶表示装置１は、パーシャル駆動モードにおいて、液晶表示パネ
ル１０を表示領域と背景表示領域とに分割し、背景表示領域に単一色を配色する。このと
き、ＲＡＭ１３に記憶された表示データ信号は用いないため、ＲＡＭ１３の駆動領域を限
定させることができる。したがって、液晶表示パネル１０の全画面にＲＡＭ１３に記憶さ
れた画像データを表示する場合と比較して消費電力を低減させることができるだけでなく
、背景表示領域にカラー表示をすることで従来のパーシャル駆動時におけるあじけなさを
解消することができる。
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【００３６】
続いて、以下に本発明を携帯電話機に適用した場合について説明する。
図７は、本実施の形態における携帯電話機の回路構成の一例を示す図である。同図によれ
ば、携帯電話機３０は、液晶表示装置１と、制御部３１と、音入出力部３２と、入力部３
３と、通信部３４と、記憶部３５と、電源部３６と、計時部３７と、を備えている。
【００３７】
制御部３１は、記憶部３５に記憶されたプログラムやデータに従って、各部を制御したり
、入力部３３から入力される信号に従って各種演算をしたり、といった、各種処理を実行
し、必要に応じてその処理結果を記憶部３５に記憶させると共に、液晶表示装置１に画像
データを転送して表示させる。
【００３８】
音入出力部３２は、スピーカやマイクを含み、制御部３１や通信部３４から入力される音
声信号に基づいて外部に音を出力したり、外部の音を検出して音信号を生成し、制御部３
１や通信部３４に出力する。
【００３９】
入力部３３は、テンキーや機能キーを有するものであり、利用者により押下されたキーに
基づく信号を生成して制御部３１や通信部３４に出力する。
【００４０】
通信部３４は、制御部３１から入力される指示に従って通信を実行する。すなわち、指示
された電話番号への発呼、無線回線の確立、データ或いは音声の送受信、通信回線の切断
、などの処理を行う。より具体的には、基地局から電波を受信すると、必要なチャネルを
選択して信号を読み出し、復調して音入出力部３２に出力したり、液晶表示パネル１０に
表示したりする。或いは、制御部３１から入力されるデータや、音入出力部３２から入力
される音声を変調し、送信すべきチャネルを選択して前記基地局に対して送信する。
【００４１】
記憶部３５は、ＲＡＭやＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、ＩＣカード）などの
記憶媒体により実現される。ＲＡＭは、制御部３１や通信部３４といった携帯電話機３０
の機能部が各種処理を実行するためのワークエリアを有し、各機能部に指定された情報を
ワークエリア内に展開すると共に、各機能部による指示に従って書き換えたり読み出した
りすることを可能とするものである。また、ＲＯＭには、携帯電話機３０を構成する各機
能部が各種処理を実行するために必要なプログラムやデータが予め記憶されている。また
、記憶部３５は、ＲＡＭやＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリなどの記憶媒体に、制御部３
１や通信部３４から入力される指示に従って、必要な情報を指定されたエリアに格納する
処理を行う。
【００４２】
電源部３６は、携帯電話機３０内の各回路に対して電源を供給するものである。
計時部３７は、実時間の経過を計時する機能部である。
【００４３】
ところで、制御部３１は、必要に応じて、例えば携帯電話の待ち受け時に、液晶表示装置
１に対してパーシャル駆動モードに設定する指示を出力する。その際、制御部３１は、携
帯電話機３０の状態に応じて背景表示領域に表示させる色を決定し、パーシャル駆動モー
ド設定指示と合わせて液晶表示装置１に色指定信号を出力する。
【００４４】
以下に、色の決定方法の例について説明する。
なお、以下に示す、携帯電話機の状態と色指定信号との対応関係を記憶する対応テーブル
は、記憶部３５に記憶されることとする。
【００４５】
（１）バッテリー残量
図８は、バッテリー残量に応じて背景表示領域の色を変化させた一例を示す図である。（
ａ）から（ｃ）の順にバッテリー残量が減少し、バッテリー残量の変化に応じて背景表示
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領域の色を変化させている。例えば、バッテリー（電源部３６）に十分に電力が蓄えられ
ている状態では、背景表示領域を青色にし、バッテリー残量が半減すると黄色にし、更に
バッテリー残量が減少すると赤色を表示するように設定すれば、利用者に色の変化によっ
てバッテリー残量を判断させることができる。
【００４６】
すなわち、制御部３１は、電源部３６に蓄積された電力の残量を判定し、その量に応じて
背景表示領域に表示させる色を決定する。
図９は、バッテリー残量と、色指定信号の対応関係を示す対応テーブル５０の一例を示す
図である。同図によれば、バッテリー残量が０～Ａまでの値の場合には、色指定信号「１
１１０１１００」を液晶表示装置１に対して出力する。ここで、色指定信号における最初
の５桁「１１１０１」は、液晶表示装置１における色設定レジスタの識別コードに対応す
る。すなわち、背景表示領域に表示する色を記憶するためのレジスタを指定するものであ
る。また、残りの３桁は、赤と青と緑の出力有無を指定する信号である。すなわち、残り
の３桁「１００」は、赤のみを出力して青と緑はオフにすることを示している。したがっ
て、バッテリー残量がＡ未満である場合には、背景表示領域に赤が表示されることとなる
。同様に、バッテリー残量がＡ以上Ｂ未満である場合には黄色を、バッテリー残量がＢ以
上である場合には青を指定する。このように、バッテリー残量の範囲と色指定信号とを対
応付けて記憶すれば、図８に示したように、バッテリー残量に合わせて背景表示領域の色
を指定することができる。
【００４７】
なお、電源部３６に蓄積された電力の残量を判定する方法について、様々な提案が成され
ているが、ここではそのいずれを用いてもよいことは勿論である。例えば、電源部３６の
充放電電流を判定して残量を検出する電流積算法や、電源部３６の端子電圧と残量特性に
基づいて残量を検出する電圧法などがある。これらのいずれであってもかまわない。
【００４８】
（２）外部入力
外部からの着信や、ボタン操作（入力部３３からの入力信号）に連動して背景表示領域の
表示色を変化させる構成にしてもよい。例えば、制御部３１は、通信部３４から情報を着
信した通知信号が入力されると、その着信通知信号に連動して着信時特有の色（例えば、
緑）を表示するように、色指定信号を液晶表示装置１に出力する。あるいは、利用者によ
りマナーモード（すなわち、着信音や入力音などを出力しないモード）が選択された時に
、そのボタン操作に連動して、マナーモード特有の色（例えば、青）を表示するように、
色指定信号を液晶表示装置１に出力する。図１０は、マナーモードが選択される前（ａ）
と、選択された後（ｂ）の携帯電話機３０の状態の一例を示している。このように、着信
やボタン操作に連動して色を決定することにより、利用者は携帯電話機３０のモードを背
景表示領域に表示された色によって判断することができる。
【００４９】
図１１は、外部入力と、色指定信号との対応関係を記憶した対応テーブル５１の一例を示
す図である。同図によれば、通信部３４から入力される着信通知信号や、入力部３３から
入力される操作信号Ａ、Ｂなどがそれぞれ色指定信号と対応付けて記憶されている。制御
部３１は、各機能部から入力される信号を判定し、対応テーブル５１と照らし合わせるこ
とによって、液晶表示装置１に出力する色指定信号を決定することができる。
【００５０】
あるいは、通信部３４からメール等の送信処理が終了した旨の通知信号や、ＷＥＢサイト
へのアクセスが完了した旨の通知信号などと、色指定信号を関連付けて記憶し、それらの
通知信号に応答して液晶表示装置１に色指定信号を出力するようにしても良い。
【００５１】
（３）着信音
近年の携帯電話機では、利用者が自由に着信音を選択したり、入力できるようになってい
る。そこで、設定された各々の着信音と色とを対応付け、着信時には、出力する着信音に
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合わせて背景表示領域に表示する色を変化させても良い。すなわち、制御部３１は、通信
部３４から着信通知信号が入力されると、出力する着信音を決定して音入出力部３２に対
して出力する。その際、決定した着信音に対応する色を選択して、液晶表示装置１に色指
定信号を出力する。
【００５２】
図１２は、着信音と色指定信号とを対応付けて記憶した対応テーブル５２の一例を示す図
である。同図によれば、各々の着信音と色指定信号が対応付けて記憶されている。制御部
３１は、出力する着信音を決定すると、その着信音に対応する色指定信号を対応テーブル
５２から読み出して、液晶表示装置１に出力する。
【００５３】
あるいは、着信音のメロディーに合わせて背景表示領域に表示する色を変化させてもよい
。具体的には、例えば、着信音毎に音の発生時からの時間と、色指定信号とを対応付けて
記憶し、着信音を出力する際には、計時部３７によって時間を計時すると共に、色指定信
号の出力タイミングをはかり、液晶表示装置１に対して出力する。
【００５４】
（４）着信頻度
通信相手毎の着信頻度に応じて背景表示領域の色を変化させるようにしてもよい。すなわ
ち、制御部３１は、通信部３４から入力される着信通知信号に基づいて着信履歴を生成し
て記憶部３５に記憶すると共に、着信履歴に記憶された着信回数に応じて背景表示領域に
表示する色を決定する。
【００５５】
図１３は、着信履歴５３の一例を示す図である。同図によれば、着信履歴５３には、発信
元の電話番号と着信日時がそれぞれ対応付けて記憶されている。制御部３１は、通信部３
４から着信通知信号を受信すると、その発信元の電話番号と合致する電話番号の数を判定
し、その発信元からの着信回数を判定する。なお、制御部３１は、着信履歴に記憶された
着信日時から所定の期間以上経過した場合には、その着信日時に対応する情報（すなわち
、電話番号と着信日時）を削除する。このように、時間経過に伴って過去の履歴を削除す
ることによって、一定時間内に着信した回数、すなわち、着信頻度が得られる。
【００５６】
図１４は、着信頻度と色指定信号の対応関係を記憶する対応テーブル５４の一例を示す図
である。同図によれば、対応テーブル５４には、着信回数と色指定信号とがそれぞれ対応
付けて記憶されている。制御部３１は、着信履歴５３によって、発信先からの着信頻度を
判定すると、その判定した着信頻度に対応する色指定信号を対応テーブル５４から読み出
して、液晶表示装置１に出力する。このように、着信頻度に応じて背景表示領域に表示す
る色を変化させることによって、情報の緊急度を色によって示すことが可能となる。
【００５７】
（５）スケジュール
利用者により予め入力されたスケジュールと連動して背景表示領域に表示する色を決定し
てもよい。
【００５８】
図１５は、スケジュール管理表５５の一例を示す図である。同図によれば、スケジュール
管理表５５には、スケジュール（事象）と、その詳細情報と、日時とが対応付けて記憶さ
れている。すなわち、制御部３１は、入力部３３から事象とその詳細および日時が入力さ
れると、スケジュール管理表５５にそれぞれ対応付けて記憶する。
【００５９】
図１６は、時間差の範囲と色指定信号の対応関係を記憶した対応テーブル５６の一例を示
す図である。ここで、時間差とは、計時部３７が計時する実時間と、スケジュール管理表
５５に記憶された日時との差を意味する。例えば、制御部３１は、入力部３３からスケジ
ュール管理表５５に記憶された事象について詳細を表示する指示が入力された場合には、
その詳細情報をスケジュール管理表５５から読み出して液晶表示装置１に出力すると共に
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、その事象の日時と実時間との差を算出して、対応テーブル５６から該当する色指定信号
を読み出し、液晶表示装置１に出力する。このように、計時部３７による計時処理と、ス
ケジュール管理とを連動させることにより、事前通知などを色により表示することも可能
となる。
【００６０】
以上のように、携帯電話機における各種機能と連動させて背景表示領域に表示する色を決
定することで、カラフルな表示を可能とするだけでなく、携帯電話機における利便性を高
めることができる。
【００６１】
なお、上記実施の形態で説明した詳細な部分は、上記内容に限定されるものではなく、適
宜変更可能である。例えば、上記実施の形態では、パーシャル駆動モードにおいて、背景
表示領域をＡとＢの２つ設定する場合を例に説明したが、この数に限定する必要はなく、
用途や状況に応じて適宜変更可能な設定にしても良いことは勿論である。例えば、背景表
示領域の開始位置と終了位置を記憶するレジスタの読み出し可否を指定する信号を色指定
信号と合わせて液晶表示装置１に出力する。一方、液晶表示装置１は、色指定信号と合わ
せて入力された読み出し可否の指定信号に応答して背景表示領域を設定する、といった設
定により実現することができる。
【００６２】
また、上記実施の形態では、２つの背景表示領域Ａ，Ｂに対して同一色を表示することと
して説明したが、これに限定する必要はなく、個々の背景表示領域の色を指定できる構成
にしてもよいことは勿論である。例えば、背景表示領域毎に表示する色を記憶するレジス
タを備えることで実現することができる。
【００６３】
図１７は、２つの背景表示領域Ａ，Ｂについてそれぞれ個別に色指定を可能とした場合に
おける、液晶表示装置１のレジスタの例を示す図である。同図によれば、色設定Ａレジス
タ「１１０１１」にて背景表示領域Ａの色を記憶し、また、色設定Ｂレジスタ「１１１１
０」にて背景表示領域Ｂの色を記憶する。そして、背景表示領域Ａに属するゲート線に電
圧を印加している最中には、色設定Ａレジスタから色情報を読み出し、背景表示領域Ｂに
属するゲート線に電圧を印加している最中には、色設定Ｂレジスタから色情報を読み出す
ように設定する。
【００６４】
また、背景表示領域について、所定の時間毎に間引き表示をし、更に消費電力の低減させ
るようにしてもよい。すなわち、背景表示領域に色を表示する出力頻度を通常よりも少な
くする。具体的には、フィールド間隔で指定する。通常、画像を表示する際には、１／３
０秒に１度画像を表示しているが、１フィールドとは、その半分、１／６０秒を意味する
。すなわち、通常では２フィールド間隔で画像を表示するわけだが、背景表示領域におけ
る出力周波数を変更して、画像を出力する間隔を広げる。例えば、３フィールド、５フィ
ールド、７フィールド、…、といった間隔で出力頻度を設定する。このように、間引き表
示をすることで、利用者に多少画面がちらつく印象を与えることとなるが、これによって
、消費電力を更に低減させることができる。
【００６５】
【発明の効果】
本発明によれば、液晶表示装置は、パーシャル駆動時において、背景表示領域に表示する
色を設定する手段を有する。したがって、背景表示領域に対して、単に黒表示や白表示を
するだけでなく、色を表示することにより商品価値を高めることができる。また、外部か
らの入力に応答して色を変化させることが可能な構成にすることで、例えば、携帯電話機
などの携帯端末装置における機能や状態に応じた画面表示を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】パーシャル駆動時における液晶表示画面の一例を示す図である。
【図２】液晶表示装置の回路構成の一例を示すブロック図である。
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【図３】ＴＦＴ－ＬＣＤの液晶パネルの基本構成を示す図である。
【図４】液晶表示装置が有するレジスタの一例を示す図である。
【図５】色の組み合わせ例を示す図である。
【図６】ＴＧ部の動作例を示すフローチャートである。
【図７】携帯電話機の電気構成の一例を示すブロック図である。
【図８】バッテリー残量に応じて背景表示領域の色を変化させた一例を示す図である。
【図９】対応テーブルの一例を示す図である。
【図１０】マナーモード選択前後における背景表示領域の色の変化例を示す図である。
【図１１】対応テーブルの一例を示す図である。
【図１２】対応テーブルの一例を示す図である。
【図１３】着信履歴の一例を示す図である。
【図１４】対応テーブルの一例を示す図である。
【図１５】スケジュール管理表の一例を示す図である。
【図１６】対応テーブルの一例を示す図である。
【図１７】液晶表示装置が有するレジスタの他の例を示す図である。
【符号の説明】
１　　　　　液晶表示装置
１０　　　　液晶表示パネル
１１　　　　ゲートドライバ
１２　　　　ソースドライバ
１３　　　　ＲＡＭ
１４　　　　データＩ／Ｏ
１５　　　　ＴＧ部
１６　　　　制御Ｉ／Ｏ
３０　　　　携帯電話機
３１　　　　制御部
３２　　　　音入出力部
３３　　　　入力部
３４　　　　通信部
３５　　　　記憶部
３６　　　　電源部
３７　　　　計時部
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