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(57)【要約】
【課題】　画面全体で色が強調されたりされなかったり
することによるフリッカを防止し得る表示パネルの駆動
装置、表示パネル及びそれを備えた表示装置並びに表示
パネルの駆動方法を提供する。
【解決手段】　表示パネルは、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青
（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから構成
される１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（
Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有してなり、かつ
該各サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ
形成されている。表示パネルの駆動装置には、水平走査
方向には２ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査
方向にはＮ水平ライン毎に極性反転駆動を行う極性反転
制御部が設けられている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから構成される
１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有
してなり、かつ該各サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パ
ネルの駆動装置において、
　水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン
毎に極性反転駆動を行う反転制御手段が設けられていることを特徴とする表示パネルの駆
動装置。
【請求項２】
　赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから構成される
１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有
してなり、かつ該各サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パ
ネルの駆動装置において、
　水平走査方向には２ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン
毎に極性反転駆動を行う反転制御手段が設けられていることを特徴とする表示パネルの駆
動装置。
【請求項３】
　前記各カラーフィルタは、１ピクセルを構成する偶数種類のサブピクセルに対応して形
成されていることを特徴とする請求項１又は２記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項４】
　前記各カラーフィルタは、１ピクセルを構成する２×２サブピクセルマトリクスパター
ン配置された複数のサブピクセルに対応して形成されていることを特徴とする請求項１、
２又は３記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項５】
　前記各カラーフィルタは、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）の各サブピクセル
に対応して形成されていることを特徴とする請求項４記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項６】
　前記各カラーフィルタは、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・黄（Ｙ）の各サブピクセル
に対応して形成されていることを特徴とする請求項４記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項７】
　前記各カラーフィルタは、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・シアン（ＣＮ）の各サブピ
クセルに対応して形成されていることを特徴とする請求項４記載の表示パネルの駆動装置
。
【請求項８】
　前記各カラーフィルタは、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）・黄（Ｙ）・青（
Ｂ）・シアン（ＣＮ）が２×３サブピクセルマトリクスパターン配置された複数のサブピ
クセルに対応して形成されていることを特徴とする請求項１、２又は３記載の表示パネル
の駆動装置。
【請求項９】
　前記各カラーフィルタは、４ピクセルを構成する２×２ピクセルマトリクスパターン配
置されたものを１ブロックとして形成されていることを特徴とする請求項１、２又は３記
載の表示パネルの駆動装置。
【請求項１０】
　前記各カラーフィルタは、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブ
ピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（
Ｂ）・赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走
査方向に並設した２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとし
て形成されていることを特徴とする請求項２記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項１１】
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　赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色のサブピクセルとから構成される
１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向に複数のサブピクセルを有してなり、かつ該各サ
ブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パネルの駆動装置におい
て、
　前記各カラーフィルタは、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブ
ピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（
Ｂ）・赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走
査方向に並設した２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとし
て形成されていると共に、
　水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水平ライン
毎に極性反転駆動を行う反転制御手段が設けられていることを特徴とする表示パネルの駆
動装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示パネルの駆動装置により駆動されることを
特徴とする表示パネル。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示パネルの駆動装置を備えていることを特徴
とする表示装置。
【請求項１４】
　表示素子として液晶表示素子を有していることを特徴とする請求項１３記載の表示装置
。
【請求項１５】
　赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから構成される
１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有
してなり、かつ該各サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パ
ネルの駆動方法において、
　水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン
毎に極性反転駆動を行うことを特徴とする表示パネルの駆動方法。
【請求項１６】
　赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから構成される
１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有
してなり、かつ該各サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パ
ネルの駆動方法において、
　水平走査方向には２ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン
毎に極性反転駆動を行うことを特徴とする表示パネルの駆動方法。
【請求項１７】
　赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色のサブピクセルとから構成される
１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向に複数のサブピクセルを有してなり、かつ該各サ
ブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パネルの駆動方法におい
て、
　前記各カラーフィルタは、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブ
ピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（
Ｂ）・赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走
査方向に並設した２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとし
て形成されていると共に、
　水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水平ライン
毎に極性反転駆動を行うことを特徴とする表示パネルの駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから
構成される１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピ
クセルを有してなり、かつ該各サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成さ
れた表示パネルの駆動装置、表示パネル及びそれを備えた表示装置並びに表示パネルの駆
動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置においては、輝度改善のために、例えば、特許文献１に開示されて
いるように、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）の各カラーフィルタに、白（Ｗ）のカラーフ
ィルタを加えて１つのブロックとした単位でパターン配置させることが行われている。す
なわち、液晶表示装置では、例えば、蛍光灯等のバックライトから白色光が発せられ、液
晶にて透過度が変えられ、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）の各カラーフィルタを透過する
ことにより、画像がカラーとして認識される。この赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）の各カ
ラーフィルタを透過する光は、少なからず輝度が減じられる。したがって、１つのブロッ
ク内に白（Ｗ）のカラーフィルタを加えることによって、１つのブロックから出射される
光の輝度を向上させることができる。
【０００３】
　ここで、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）の各色のサブピクセルのパターン配
置としては、例えば、図１５（ａ）に示すように、これらサブピクセルをマトリクス状に
配したマトリクスパターン配置や、図１５（ｂ）に示すように、これらサブピクセルをス
トライプ状に配したストライプパターン配置がある。
【０００４】
　上記４色のマトリクスパターン配置又はストライプパターン配置では、１つのブロック
つまり１ピクセル内において、従来、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）の３つのサブピクセ
ルから１の輝度が出力されていたとすると、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）と
することによって、３／４の面積を占める赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）の３つのサブピ
クセルから３／４の輝度が表示され、かつ１ピクセル内において１／４の面積を占める白
（Ｗ）のサブピクセルから３倍の輝度が出力されるので、合計輝度は、（３／４）×１＋
（１／４）×３＝３／２となる。したがって、全体として１ピクセルでは約５０％の明る
さの向上を図ることができるものとなる。
【０００５】
　ところで、液晶表示パネルの各サブピクセルには、本発明の説明図である図５（ａ）（
ｂ）に示すように、ＴＦＴ（Thin Film Transistor：薄膜トランジスタ）素子６が存在し
、そのドレインが各サブピクセルの画素電極７に接続されている。
【０００６】
　ここで、本発明の説明図である図６に示すように、ＴＦＴ素子６のゲート－ドレイン間
には寄生容量Ｃｇｄが存在する。そのため、ＴＦＴ素子６のゲートがＯＦＦするときに画
素電圧では、寄生容量Ｃｇｄにより、電圧ΔＶの引込（電圧降下）が生じる。
【０００７】
　したがって、画素電極に印加された電圧は、本発明の説明図である図７に示すように、
書込み時電圧（データ信号線に入力された電圧）に比べΔＶだけ電圧が降下することにな
る。
【特許文献１】特開平２－１１８５２１号公報（平成２年（１９９０年）５月２日公開）
【特許文献２】特開２００２－１４９１１７号公報（平成１４年５月２４日公開）
【特許文献３】特開平２－８３５２７号公報（平成２年（１９９０年）３月２３日公開）
【特許文献４】特開平１－９４３８９号公報（平成１年（１９８９年）４月１３日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、液晶は交流で駆動する必要があるので、ＴＦＴ液晶表示装置ではフレーム反
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転駆動やドット反転駆動等が採用される。その結果、液晶には、対向電極電圧に対する画
素電極電圧の電位差の電圧が印加されるが、＋極性時と－極性時との両方で画素電極電圧
はそれぞれの書込み電圧に対してΔＶだけ降下するので、＋極性と－極性とで液晶層３に
印加される電圧の絶対値が異なってしまう。したがって、＋極性時と－極性時とでは、そ
の輝度が異なることになり、フリッカが発生するという問題点を有している。
【０００９】
　この場合、従来の表示パネルの駆動装置及びそれを備えた表示装置では、図１５（ａ）
（ｂ）に示すように、偶数のサブピクセルを基調としているので、例えば、図１５（ｂ）
に示すストライプ型のパターン配置では、ある色のベタ表示において水平方向に平行に縞
模様が認識できるフリッカが発生し、また、図１５（ａ）に示すマトリクス型パターン配
置では、画面全体においてフリッカが発生する。
【００１０】
　すなわち、マトリクス型パターン配置においては、例えば赤（Ｒ）のサブピクセルに着
目すると、あるフレームでは、全ての赤（Ｒ）のサブピクセルが＋極性でありかつ液晶へ
の印加電圧の絶対値が引き込み電圧を考慮して例えば３Ｖとなり、図１６（ａ）に示すよ
うに認識されるとする。
【００１１】
　一方、次のフレームでは、全ての赤（Ｒ）のサブピクセルが－極性となり、このとき液
晶への印加電圧の絶対値は、引き込み電圧を考慮すると例えば４Ｖとなる。その結果、図
１６（ａ）に示すよう、赤（Ｒ）が強調され、全体として赤味を帯びて認識される。した
がって、フレームが推移することによって、図１６（ａ）に示す表示と図１６（ｂ）に示
す表示とが繰り返されるので、人間の目にはフリッカとして認識される。他の色について
も同様であり、例えば、あるフレームでは青味を帯びて認識される。
【００１２】
　なお、液晶の極性反転駆動制御については、特許文献２～４が開示されているが、カラ
ーフィルタのパターン配置との関連性については記載が無い。
【００１３】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、画面全体で色
が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防止し得る表示パネルの駆動装
置、表示パネル及びそれを備えた表示装置並びに表示パネルの駆動方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の表示パネルの駆動装置は、上記課題を解決するために、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・
青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから構成される１ピクセルが、少なくと
も垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有してなり、かつ該各サブ
ピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パネルの駆動装置において
、水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン
毎に極性反転駆動を行う反転制御手段が設けられていることを特徴としている。
【００１５】
　また、発明の表示パネルの駆動方法は、上記課題を解決するために、赤（Ｒ）・緑（Ｇ
）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから構成される１ピクセルが、少な
くとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有してなり、かつ該各
サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パネルの駆動方法にお
いて、水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ラ
イン毎に極性反転駆動を行うことを特徴としている。
【００１６】
　なお、１ドットは、水平方向１ピクセルと同じ大きさである。また、Ｎ水平ラインは、
垂直方向Ｎサブピクセルと同じ大きさある。
【００１７】
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　上記の発明によれば、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピ
クセルから構成される１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数
）のサブピクセルを有してなり、かつ該各サブピクセルに対応してカラーフィルタを前提
としている。この理由は、ストライプ型のパターン配置によって多色化（赤（Ｒ）・緑（
Ｇ）・青（Ｂ）以外の色を追加すること）することによると、輝度改善効果は同様に得ら
れるものの、縦一列に同じ色が並ぶために、輝度重心バランス等がとり難く、多色化して
サブピクセルが増えたことが逆に画像の緻密度（精細度）を損なうことに繋がる傾向があ
ることによる。また、実際の駆動を考えても、少なくとも縦方向に関しては入力信号とス
トライプ型パターン配置カラーフィルタとは１：１に対応しているため、従来の駆動と何
ら変化することがない。したがって、本発明と同様の考え方に基いて例えば１ドット１水
平ライン反転駆動等を考慮することはできるが、このような駆動は、ライン反転駆動と技
術的には同様なものと考えることができる。
【００１８】
　ところで、上記構成のカラーフィルタにおいて、水平走査方向には１ドット毎に極性反
転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水平ライン毎に極性反転駆動を行うと、ＴＦＴ（Th
in Film Transistor：薄膜トランジスタ）のゲート－ドレイン間の寄生容量に基く引き込
み電圧により、１フレーム毎に、画面全体が赤味がかったり、青味がかったりするという
フリッカが発生していた。
【００１９】
　そこで、本発明では、反転制御手段が、水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を
行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン毎に極性反転駆動を行う。これにより、あるフレ
ームにおいては、各色について＋極性と－極性とが存在するようになる。また、次のフレ
ームにおいても各色について＋極性と－極性とが存在するようになる。この結果、各色に
ついて、フレーム毎に色が強調されたりされなかったりするのではなく、どのフレームも
平均的に色が強調された部分とその色が強調されていない部分が存在するので、画面全体
としてはどのフレームにおいてもその色について平均的な明るさを表示するものとなる。
【００２０】
　したがって、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防
止し得る表示パネルの駆動装置及び表示パネルの駆動方法を提供することができる。なお
、本発明においては、１ピクセルを１ブロックとするカラーフィルタに効果がある。
【００２１】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記課題を解決するために、赤（Ｒ）・緑（
Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから構成される１ピクセルが、少
なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有してなり、かつ該
各サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パネルの駆動装置に
おいて、水平走査方向には２ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平
ライン毎に極性反転駆動を行う反転制御手段が設けられていることを特徴としている。
【００２２】
　また、発明の表示パネルの駆動方法は、上記課題を解決するために、赤（Ｒ）・緑（Ｇ
）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセルから構成される１ピクセルが、少な
くとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有してなり、かつ該各
サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パネルの駆動方法にお
いて、水平走査方向には２ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ラ
イン毎に極性反転駆動を行うことを特徴としている。
【００２３】
　なお、２ドットは、水平方向の２ピクセルと同じ大きさである。また、Ｎ水平ラインは
、垂直方向Ｎサブピクセルと同じ大きさある。
【００２４】
　上記の発明についても、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブ
ピクセルから構成される１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整
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数）のサブピクセルを有してなり、かつ該各サブピクセルに対応してカラーフィルタを前
提としている。
【００２５】
　ところで、上記構成のカラーフィルタにおいて、水平走査方向には１ドット毎に極性反
転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水平ライン毎に極性反転駆動を行うと、ＴＦＴ（Th
in Film Transistor：薄膜トランジスタ）のゲート－ドレイン間の寄生容量に基く引き込
み電圧により、１フレーム毎に、画面全体が赤味がかったり、青味がかったりするという
フリッカが発生していた。
【００２６】
　そこで、本発明では、反転制御手段が、水平走査方向には２ドット毎に極性反転駆動を
行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン毎に極性反転駆動を行う。これにより、あるフレ
ームにおいては、各色について＋極性と－極性とが存在するようになる。また、次のフレ
ームにおいても各色について＋極性と－極性とが存在するようになる。この結果、各色に
ついて、フレーム毎に色が強調されたりされなかったりするのではなく、どのフレームも
平均的に色が強調された部分とその色が強調されていない部分が存在するので、画面全体
としてはどのフレームにおいてもその色について平均的な明るさを表示するものとなる。
【００２７】
　したがって、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防
止し得る表示パネルの駆動装置及び表示パネルの駆動方法を提供することができる。なお
、本発明においては、４ピクセルを１ブロックとするカラーフィルタに効果がある。
【００２８】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記表示パネルの駆動装置において、前記各
カラーフィルタは、１ピクセルを構成する偶数種類のサブピクセルに対応して形成されて
いることを特徴としている。
【００２９】
　上記の発明によれば、各カラーフィルタは、１ピクセルを構成する偶数種類のサブピク
セルに対応して形成されている。すなわち、入力信号は、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）
の３色で入力されるが、色を追加することによって、輝度を改善することができる。
【００３０】
　この輝度改善において、本発明では、１ピクセルが偶数種類のサブピクセルとなるよう
にしている。すなわち、１ピクセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整
数）のサブピクセルを有していることを前提とする場合の輝度改善のサブピクセルとして
は、１ピクセルが偶数種類のサブピクセルにて構成されるものが好ましい。
【００３１】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記表示パネルの駆動装置において、前記各
カラーフィルタは、１ピクセルを構成する２×２サブピクセルマトリクスパターン配置さ
れた複数のサブピクセルに対応して形成されていることを特徴としている。
【００３２】
　上記の発明によれば、前記各カラーフィルタは、１ピクセルを構成する２×２サブピク
セルマトリクスパターン配置された複数のサブピクセルに対応して形成されている場合に
おいて、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防止し得
る表示パネルの駆動装置を提供することができる。
【００３３】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記表示パネルの駆動装置において、前記各
カラーフィルタは、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）の各サブピクセルに対応し
て形成されていることを特徴としている。
【００３４】
　上記の発明によれば、１ピクセルを構成する２×２サブピクセルマトリクスパターン配
置として、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）の各サブピクセルに構成されるカラ
ーフィルタに対して、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッ
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カを防止し得る表示パネルの駆動装置を提供することができる。
【００３５】
　また、白（Ｗ）の各サブピクセルを加えることが、輝度改善において一般に行われるも
のであり、そのような一般的な２×２サブピクセルマトリクスパターン配置について、画
面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防止できるので、利
用範囲が広い。
【００３６】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記表示パネルの駆動装置において、前記各
カラーフィルタは、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・黄（Ｙ）の各サブピクセルに対応し
て形成されていることを特徴としている。
【００３７】
　上記の発明によれば、１ピクセルを構成する２×２サブピクセルマトリクスパターン配
置として、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・黄（Ｙ）の各サブピクセルに構成されるカラ
ーフィルタに対して、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッ
カを防止し得る表示パネルの駆動装置を提供することができる。
【００３８】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記表示パネルの駆動装置において、前記各
カラーフィルタは、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・シアン（ＣＮ）の各サブピクセルに
対応して形成されていることを特徴としている。
【００３９】
　上記の発明によれば、１ピクセルを構成する２×２サブピクセルマトリクスパターン配
置として、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・シアン（ＣＮ）の各サブピクセルに構成され
るカラーフィルタに対して、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによる
フリッカを防止し得る表示パネルの駆動装置を提供することができる。
【００４０】
　ここで、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）の他に少なくとも１色を追加する場合、輝度改
善効果の観点からは、白（Ｗ）を使用することが最も好ましい。しかしながら、中間色の
色再現性を向上させたり、ピクセル内の輝度バランスを調整したりする観点から、上述の
ように、白（Ｗ）以外の色を追加することも十分あり得る。この場合、追加した色によっ
て、ホワイトバランスや表示可能色が偏るので、それを補償する意味で、バックライト等
の色調を変化させ、各色のカラーフィルタの濃度を調整することが好ましい。なお、本発
明では、これらの調整を含めて出力階調計算が実施される。
【００４１】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記表示パネルの駆動装置において、前記各
カラーフィルタは、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）・黄（Ｙ）・青（Ｂ）・シ
アン（ＣＮ）が２×３サブピクセルマトリクスパターン配置された複数のサブピクセルに
対応して形成されていることを特徴としている。なお、２×３は、２行３列を表す。
【００４２】
　上記の発明によれば、１ピクセルを構成する２×３サブピクセルマトリクスパターン配
置として、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）・黄（Ｙ）・青（Ｂ）・シアン（Ｃ
Ｎ）の各サブピクセルに構成されるカラーフィルタに対して、画面全体で色が強調された
りされなかったりすることによるフリッカを防止し得る表示パネルの駆動装置を提供する
ことができる。
【００４３】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記表示パネルの駆動装置において、前記各
カラーフィルタは、４ピクセルを構成する２×２ピクセルマトリクスパターン配置された
ものを１ブロックとして形成されていることを特徴としている。
【００４４】
　上記の発明によれば、４ピクセルを構成する２×２ピクセルマトリクスパターン配置さ
れた複数のサブピクセルに対応して形成されているカラーフィルタを使用することによっ
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て、輝度バランスを考慮した表示を行うと共に、画面全体で色が強調されたりされなかっ
たりすることによるフリッカを防止し得る表示パネルの駆動装置を提供することができる
。
【００４５】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記表示パネルの駆動装置において、前記各
カラーフィルタは、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセル
にて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・赤
（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に
並設した２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成さ
れていることを特徴としている。
【００４６】
　上記の発明によれば、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピク
セルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）
・赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方
向に並設した２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形
成されているカラーフィルタを使用することによって、輝度バランスを考慮した望ましい
表示を行うと共に、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカ
を防止し得る表示パネルの駆動装置を提供することができる。
【００４７】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、上記課題を解決するために、赤（Ｒ）・緑（
Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色のサブピクセルとから構成される１ピクセルが、少
なくとも垂直走査方向に複数のサブピクセルを有してなり、かつ該各サブピクセルに対応
してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パネルの駆動装置において、前記各カラー
フィルタは、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセルにて構
成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）
・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設し
た２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されてい
ると共に、水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水
平ライン毎に極性反転駆動を行う反転制御手段が設けられていることを特徴としている。
【００４８】
　また、本発明の表示パネルの駆動方法は、上記課題を解決するために、赤（Ｒ）・緑（
Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色のサブピクセルとから構成される１ピクセルが、少
なくとも垂直走査方向に複数のサブピクセルを有してなり、かつ該各サブピクセルに対応
してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パネルの駆動方法において、前記各カラー
フィルタは、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセルにて構
成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）
・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設し
た２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されてい
ると共に、水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水
平ライン毎に極性反転駆動を行うことを特徴としている。
【００４９】
　なお、１ドットは、水平方向の２ピクセルと同じ大きさである。また、１水平ラインは
、垂直方向の１サブピクセルと同じ大きさある。
【００５０】
　上記の発明によれば、カラーフィルタは、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白
（Ｗ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと
、左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピ
クセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを
１ブロックとして形成されている。このカラーフィルタは、輝度を改善するための各色の
配置として望ましいものである。
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【００５１】
　そして、この配置のカラーフィルタにおいては、従来行われている、水平走査方向には
１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水平ライン毎に極性反転駆動を
行っても、あるフレームにおいては、各色について＋極性と－極性とが存在するようにな
る。また、次のフレームにおいても各色について＋極性と－極性とが存在するようになる
。この結果、各色について、フレーム毎に色が強調されたりされなかったりするのではな
く、どのフレームも平均的に色が強調された部分とその色が強調されていない部分が存在
するので、画面全体としてはどのフレームにおいてもその色について平均的な明るさを表
示するものとなる。
【００５２】
　ただし、本発明では、水平走査方向に平行な横筋は発生しないが、垂直走査方向に平行
に縦筋が発生する虞がある。したがって、完全ではないが、従来に比べると、画面全体で
色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防止し得る表示パネルの駆動
装置及び表示パネルの駆動方法を提供することができる。
【００５３】
　また、本発明の表示パネルは、上記記載の表示パネルの駆動装置により駆動されること
を特徴としている。
【００５４】
　上記の発明によれば、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリ
ッカを防止し得る表示パネルを提供することができる。
【００５５】
　また、本発明の表示装置は、上記記載の表示パネルの駆動装置を備えていることを特徴
としている。
【００５６】
　上記の発明によれば、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリ
ッカを防止し得る表示装置を提供することができる。
【００５７】
　また、本発明の表示装置は、上記記載の表示装置において、表示素子として液晶表示素
子を有していることを特徴としている。
【００５８】
　上記の発明によれば、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリ
ッカを防止し得る液晶表示装置を提供することができる。
【発明の効果】
【００５９】
　本発明の表示パネルの駆動装置は、以上のように、水平走査方向には１ドット毎に極性
反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン毎に極性反転駆動を行う反転制御手段
が設けられているものである。
【００６０】
　また、発明の表示パネルの駆動方法は、以上のように、水平走査方向には１ドット毎に
極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン毎に極性反転駆動を行う方法であ
る。
【００６１】
　それゆえ、各色について、フレーム毎に色が強調されたりされなかったりするのではな
く、どのフレームも平均的に色が強調された部分とその色が強調されていない部分が存在
するので、画面全体としてはどのフレームにおいてもその色について平均的な明るさを表
示するものとなる。
【００６２】
　したがって、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防
止し得る表示パネルの駆動装置及び表示パネルの駆動方法を提供することができるという
効果を奏する。なお、本発明においては、１ピクセルを１ブロックとするカラーフィルタ
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に効果がある。
【００６３】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、以上のように、水平走査方向には２ドット毎
に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン毎に極性反転駆動を行う反転制
御手段が設けられているものである。
【００６４】
　また、発明の表示パネルの駆動方法は、以上のように、水平走査方向には２ドット毎に
極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン毎に極性反転駆動を行う方法であ
る。
【００６５】
　それゆえ、４ピクセルを１ブロックとするカラーフィルタにおいて、水平走査方向には
２ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向にはＮ水平ライン毎に極性反転駆動を
行うことにより、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを
防止し得る表示パネルの駆動装置及び表示パネルの駆動方法を提供することができるとい
う効果を奏する。
【００６６】
　また、本発明の表示パネルの駆動装置は、以上のように、上記課題を解決するために、
各カラーフィルタは、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセ
ルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・
赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向
に並設した２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成
されていると共に、水平走査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向
には１水平ライン毎に極性反転駆動を行う反転制御手段が設けられているものである。
【００６７】
　また、本発明の表示パネルの駆動方法は、以上のように、各カラーフィルタは、左回り
に赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを
垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ
）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルとを、
水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されていると共に、水平走査
方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水平ライン毎に極性反
転駆動を行う方法である。
【００６８】
　それゆえ、このような４ピクセルを１ブロックとするカラーフィルタにおいて、水平走
査方向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水平ライン毎に極性
反転駆動を行うことによって、完全ではないが、従来に比べると、画面全体で色が強調さ
れたりされなかったりすることによるフリッカを防止し得る表示パネルの駆動装置及び表
示パネルの駆動方法を提供することができるという効果を奏する。
【００６９】
　また、本発明の表示パネルは、上記記載の表示パネルの駆動装置により駆動されるもの
である。それゆえ、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカ
を防止し得る表示パネルを提供することができるという効果を奏する。
【００７０】
　また、本発明の表示装置は、上記記載の表示パネルの駆動装置を備えているものである
。それゆえ、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防止
し得る表示装置を提供することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７１】
　　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施形態について図１ないし図１３に基づいて説明すれば、以下の通りであ
る。
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【００７２】
　本実施の形態の表示装置としての液晶表示装置は、図２に示すように、表示パネルとし
ての液晶表示パネル１１と、シフトレジスタ、ラインメモリ及びＤ／Ａコンバータ等を備
えたソースドライバ１２と、ゲートドライバ１３と、コントローラ１４とを有している。
なお、上記液晶表示パネル１１を除く手段が本発明の表示パネルの駆動装置１０を構成し
ている。
【００７３】
　上記液晶表示パネル１１は、極めて単純に描くと、図３に示すように、ＴＦＴ（Thin F
ilm Transistor：薄膜トランジスタ）ガラス基板１と対向ガラス基板２との間に液晶層３
が存在するサンドイッチ構造をしている。
【００７４】
　上記対向ガラス基板２には、カラーフィルタ２０と対向電極４とが積層されている。本
実施の形態では、上記カラーフィルタ２０は、図４に示すように、左回りに赤（Ｒ）・青
（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向及
び水平走査方向に２つずつ並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されている。
【００７５】
　一方、ＴＦＴガラス基板１には、図５（ａ）（ｂ）に示すように、サブピクセル５毎に
ＴＦＴ素子６が存在し、そのＴＦＴ素子６のドレインが画素電極７に接続されている。
【００７６】
　ＴＦＴガラス基板１にはＴＦＴ素子６に対してデータ電圧を供給するソースライン８、
及びＴＦＴ素子６をＯＮするゲートライン９が縦横に存在し、それぞれＴＦＴ素子６のソ
ース又はゲートに接続される。そのゲートライン９の電圧が高い値になったときに、ＴＦ
Ｔ素子６がＯＮとなり、ソースライン８の電圧がドレイン側の画素電極７へ印加される。
ゲート電圧が低い時、ゲートはＯＦＦし、画素電極７の電荷が保たれる。
【００７７】
　ここで、図６に示すように、ＴＦＴ素子６のゲート－ドレイン間には寄生容量Ｃｇｄが
存在する。そのため、ＴＦＴ素子６のゲートがＯＦＦするときに画素電圧では、寄生容量
Ｃｇｄにより、
ΔＶ＝Ｃｇｄ／（Ｃｌｃ＋Ｃｃｓ＋Ｃｇｄ）×Ｖｇｈ
なる電圧ΔＶの引込（電圧降下）が生じる。ここで、Ｃｌｃは液晶の容量、ＣｃｓはＣｓ
の容量、ＶｇｈはゲートＨｉｇｈとゲートＬｏｗとの電圧の差である。
【００７８】
　したがって、画素電極に印加された電圧は、図７に示すように、書込み時電圧（データ
信号線に入力された電圧）に比べΔＶだけ電圧が降下することになる。
【００７９】
　したがって、前記〔発明が解決しようとする課題〕の欄で述べたように、液晶の極性を
１ドット１水平ライン反転をした場合には、画面全体においてフリッカが発生する。
【００８０】
　そこで、本実施の形態では、２ドット２水平ライン反転駆動又は１ドット２水平ライン
反転駆動を行うようになっている。
【００８１】
　この２ドット２水平ライン反転駆動又は１ドット２水平ライン反転駆動は、図２に示す
ように、コントローラ１４における反転制御手段としての極性反転制御部１４ａが行うも
のとなっている。なお、コントローラ１４は、上記極性反転信号やクロック信号等のコン
トロール信号、並びに赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）信号からなるデータ信号を、ソース
ドライバ１２及びゲートドライバ１３に供給するようになっている。
【００８２】
　上記構成の液晶表示パネル１１の駆動装置１０における、液晶層３の極性の反転制御動
作について説明する。
【００８３】
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　本実施の形態では、図４に示すように、例えば２ドット２水平ライン反転駆動を行う。
この極性反転駆動により、例えば赤（Ｒ）のサブピクセルに着目すると、図１（ａ）に示
すように、あるフレームでは、２×２ピクセルマトリクスパターン配置にてなる１ブロッ
クにおいて、＋極性の赤（Ｒ）のサブピクセルとが－極性の赤（Ｒ）のサブピクセルとが
市松模様に存在する。したがって、＋極性では、液晶への印加電圧の絶対値が引き込み電
圧を考慮して例えば３Ｖとなる一方、－極性では、液晶への印加電圧の絶対値は、引き込
み電圧を考慮すると例えば４Ｖとなる。この結果、あるフレームにおいては、画面全体と
しては、薄い赤（Ｒ）と濃い赤（Ｒ）とが存在し、人間の目には、薄い赤（Ｒ）と濃い赤
（Ｒ）との平均の赤（Ｒ）の明るさとして認識される。
【００８４】
　一方、次のフレームにおいては、図１（ｂ）に示すように、今まで＋極性のサブピクセ
ル５は－極性のサブピクセル５となる一方、今まで－極性のサブピクセル５は＋極性のサ
ブピクセル５となり、結果的には、＋極性の赤（Ｒ）のサブピクセルとが－極性の赤（Ｒ
）のサブピクセルとが市松模様に存在するものとなる。
【００８５】
　したがって、このフレームについても、画面全体としては、薄い赤（Ｒ）と濃い赤（Ｒ
）とが存在し、人間の目には、薄い赤（Ｒ）と濃い赤（Ｒ）との平均の赤（Ｒ）の明るさ
として認識される。この結果、フリッカが存在しないことになる。
【００８６】
　このように、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０、液晶表示パネル１１
及びそれを備えた液晶表示装置並びに液晶表示パネル１１の駆動方法では、赤（Ｒ）・緑
（Ｇ）・青（Ｂ）と他の少なくとも１色とのサブピクセル５から構成される１ピクセルが
、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有してなり、か
つ該各サブピクセルに対応してカラーフィルタがそれぞれ形成された表示パネルの駆動方
法において、２ドットＮ水平ライン極性反転駆動又は１ドットＮ水平ライン極性反転駆動
を行う。なお、１ドットは、１ピクセルと同じ大きさである。
【００８７】
　これにより、各色について、フレーム毎に色が強調されたりされなかったりするのでは
なく、どのフレームも平均的に色が強調された部分とその色が強調されていない部分が存
在するので、画面全体としてはどのフレームにおいてもその色について平均的な明るさを
表示するものとなる。したがって、画面全体で色が強調されたりされなかったりすること
によるフリッカを防止し得る液晶表示パネル１１の駆動装置及び液晶表示パネル１１の駆
動方法を提供することができる。
【００８８】
　ところで、上記の説明では、カラーフィルタ２０は、図４に示すように、左回りに赤（
Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走
査方向及び水平走査方向に２つずつ並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されてい
た。しかしながら、カラーフィルタ２０は、必ずしもこれに限らず、以下のカラーフィル
タを使用することが可能である。
【００８９】
　すなわち、１ピクセルを構成する２×２サブピクセルマトリクスパターン配置されたも
のを１ブロックとするカラーフィルタとして、例えば、図８（ａ）に示すように、赤（Ｒ
）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・黄（Ｙ）のサブピクセルから構成されるもの、図８（ｂ）に示
すように、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・シアン（ＣＮ）のサブピクセルから構成され
るもの、図８（ｃ）に示すように、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・マゼンタ（Ｍ）のサ
ブピクセルから構成されるものでもよい。なお、白（Ｗ）から別の色に変更した場合、ホ
ワイトバランスが変化するので輝度を有効利用するためにバックライト色を調整するのが
好ましい。例えば、白（Ｗ）を黄（Ｙ）に置き換えた場合はバックライトを青くする。ま
た、白（Ｗ）をマゼンタ（Ｍ）に置き換えた場合、明るさ改善効果は薄い。
【００９０】
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　さらに、１ピクセルを構成する２×３サブピクセルマトリクスパターン配置されたもの
を１ブロックとするカラーフィルタ２０も適用可能である。例えば、図９（ａ）～（ｆ）
に示すように、カラーフィルタ２０として、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・黄（Ｙ）・
白（Ｗ）・シアン（ＣＮ）のサブピクセルから構成されるものとすることができる。
【００９１】
　また、上記赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）の４つのサブピクセルからなる１
ピクセルを４個集めた２×２ピクセルマトリクスパターン配置を１ブロックとして扱うも
のとして、例えば、図１０に示すように、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（
Ｗ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、
左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピク
セルを垂直走査方向に並設した２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１
ブロックとして形成することも可能である。そして、このような組み合わせにてなる４ピ
クセルを１ブロックとして構成することによって、輝度バランスを重視したカラーフィル
タ２０のパターン配置とすることができる。
【００９２】
　このような配置は、他の色との組み合わせにおいても可能である。例えば、４色では、
図１１（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すものであっても良い。
【００９３】
　また、６色においては、図１２（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、前記図９（ａ）～（
ｆ）に示すものをそれぞれ４個集めた４×４ピクセルマトリクスパターン配置を１ブロッ
クとして扱うものでもよい。
【００９４】
　さらに、上記赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・黄（Ｙ）・白（Ｗ）・シアン（ＣＮ）の
サブピクセルから構成される１ピクセルを４個集めた４×４ピクセルマトリクスパターン
配置を１ブロックとして扱うものとして、例えば、図１３（ａ）～（ｃ）に示すものであ
ってもよい。この場合、図１２（ａ）よりも図１３（ａ）、図１２（ｂ）よりも図１３（
ｂ）、図１２（ｃ）よりも図１３（ｃ）の方が分解能として好ましい。また、図１２（ｂ
）（ｃ）は、図１２（ａ）よりも輝度重心バランスから好ましい。図１３（ｂ）（ｃ）は
、図１３（ｂ）よりも輝度重心バランスから好ましい。さらに、図１２（ｂ）と図１２（
ｃ）との差は、好む赤系が縦横のいずれに乗り易いかによる。図１３（ｂ）と図１３（ｃ
）との差についても同様である。また、これらの鏡像パターンも当然に含まれる。
【００９５】
　なお、ここで、図８（ａ）～（ｃ）に示すように、１ピクセルを構成する２×２サブピ
クセルマトリクスパターン配置されたものを１ブロックとするカラーフィルタ２０、及び
これら同じ色配置の１ピクセルを４個集めて１ブロックとしたカラーフィルタ２０につい
ては、１ドット２水平反転駆動が可能である。一方、図１０及び図１１（ａ）～（ｃ）に
示すように、異なる色配置の１ピクセルを４個集めて１ブロックとしたカラーフィルタ２
０については、２ドット２水平反転駆動が好ましい。
【００９６】
　このことは、１ピクセルを構成する２×３サブピクセルマトリクスパターン配置された
複数のサブピクセルのカラーフィルタ２０についても、同様のことがいえる。
【００９７】
　すなわち、図９（ａ）～（ｃ）に示すように、１ピクセルを構成する２×３サブピクセ
ルマトリクスパターン配置されたものを１ブロックとするカラーフィルタ２０、及び図１
２（ａ）～（ｃ）に示すように、これら同じ色配置の１ピクセルを４個集めて１ブロック
としたカラーフィルタ２０については、１ドット２水平反転駆動が可能である。一方、図
１３（ａ）～（ｃ）に示すように、異なる色配置の１ピクセルを４個集めて１ブロックと
したカラーフィルタ２０については、２ドット２水平反転駆動が好ましい。
【００９８】
　このように、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０、液晶表示パネル１１
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及びそれを備えた液晶表示装置並びに表示パネル１１の駆動方法では、カラーフィルタ２
０は、１ピクセルを構成する偶数種類のサブピクセルに対応して形成されている。
【００９９】
　すなわち、入力信号は、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）の３色で入力されるが、色を追
加することによって、輝度を改善することができる。この輝度改善において、本実施の形
態では、１ピクセルが偶数種類のサブピクセル５となるようにしている。すなわち、１ピ
クセルが、少なくとも垂直走査方向にＮ個（Ｎは２以上の整数）のサブピクセルを有して
いることを前提とする場合の輝度改善のサブピクセル５としては、１ピクセルが偶数種類
のサブピクセル５にて構成されるものが好ましい。
【０１００】
　また、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０では、カラーフィルタ２０は
、１ピクセルを構成する２×２サブピクセルマトリクスパターン配置された複数のサブピ
クセル５に対応して形成されている場合において、画面全体で色が強調されたりされなか
ったりすることによるフリッカを防止し得る液晶表示パネル１１の駆動装置１０を提供す
ることができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０では、１ピクセルを構成する
２×２サブピクセルマトリクスパターン配置として、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白
（Ｗ）の各サブピクセルに構成されるカラーフィルタ２０に対して、画面全体で色が強調
されたりされなかったりすることによるフリッカを防止し得る液晶表示パネル１１の駆動
装置１０を提供することができる。また、白（Ｗ）の各サブピクセルを加えることが、輝
度改善において一般に行われるものであり、そのような一般的な２×２サブピクセルマト
リクスパターン配置について、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによ
るフリッカを防止できるので、利用範囲が広い。この場合、１ピクセルを１ブロックとす
る場合、及び同じ色配置の４ピクセルを１ブロックとする場合には１ドット２水平反転が
可能であり、異なる色配置の４ピクセルを１ブロックとする場合には２ドット２水平反転
が好ましい。
【０１０２】
　また、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０では、１ピクセルを構成する
２×２サブピクセルマトリクスパターン配置として、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・黄
（Ｙ）の各サブピクセルに構成されるカラーフィルタ２０に対して、画面全体で色が強調
されたりされなかったりすることによるフリッカを防止し得る液晶表示パネル１１の駆動
装置１０を提供することができる。
【０１０３】
　また、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０では、１ピクセルを構成する
２×２サブピクセルマトリクスパターン配置として、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・シ
アン（ＣＮ）の各サブピクセルに構成されるカラーフィルタに対して、画面全体で色が強
調されたりされなかったりすることによるフリッカを防止し得る液晶表示パネル１１の駆
動装置１０を提供することができる。
【０１０４】
　また、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０では、１ピクセルを構成する
２×３サブピクセルマトリクスパターン配置として、赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白
（Ｗ）・黄（Ｙ）・青（Ｂ）・シアン（ＣＮ）の各サブピクセルに構成されるカラーフィ
ルタ２０に対して、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカ
を防止し得る液晶表示パネル１１の駆動装置１０を提供することができる。この場合、１
ピクセルを１ブロックとする場合、及び同じ色配置の４ピクセルを１ブロックとする場合
には１ドット２水平反転が可能であり、異なる色配置の４ピクセルを１ブロックとする場
合には２ドット２水平反転が好ましい。
【０１０５】
　また、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０では、４ピクセルを構成する
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２×２ピクセルマトリクスパターン配置された複数のサブピクセル５に対応して形成され
ているカラーフィルタ２０を使用することによって、輝度バランスを考慮した表示を行う
と共に、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防止し得
る液晶表示パネル１１の駆動装置１０を提供することができる。
【０１０６】
　また、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０では、左回りに赤（Ｒ）・青
（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセル５にて構成されるピクセルを垂直走査方向
に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピ
クセル５にて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルとを、水平走査方
向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されているカラーフィルタ２０を使用す
ることによって、１ドット２水平反転、好ましくは２ドット２水平反転により、輝度バラ
ンスを考慮した望ましい表示を行うと共に、画面全体で色が強調されたりされなかったり
することによるフリッカを防止し得る液晶表示パネル１１の駆動装置１０を提供すること
ができる。
【０１０７】
　　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について図１４に基づいて説明すれば、以下の通りである。な
お、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態１と同じである。
また、説明の便宜上、前記の実施の形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する部材
については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１０８】
　本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０及びそれを備えた液晶表示装置は、
図１４に示すように、前記実施の形態１と同様に、カラーフィルタ２０は、左回りに赤（
Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走
査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）・白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各
サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルとを、水平走
査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されている。
【０１０９】
　ただし、本実施の形態では、同図に示すように、１ドット１水平反転の極性反転を行っ
ている。
【０１１０】
　この方法によっても、縦筋が従来よりも半分となるので、完全ではないが、従来に比べ
るとフリッカも低減できる。
【０１１１】
　また、前記実施の形態１の図１０、及び図１１（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すものも、１ド
ット１水平反転の極性反転を行うことによって、縦筋が従来よりも半分となるので、完全
ではないが、従来に比べるとフリッカも低減できる。
【０１１２】
　この方法を採用することによって、液晶表示パネル１１の駆動装置１０におけるコント
ローラ１４において、従来通りの１ドット１水平反転の極性反転駆動を行うことができ、
コントローラ１４を改良する必要がないというメリットがある。
【０１１３】
　このように、本実施の形態の液晶表示パネル１１の駆動装置１０では、カラーフィルタ
３０は、左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセル５にて構成
されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）・
白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した
２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されている
。
【０１１４】
　このカラーフィルタ３０は、輝度を改善するための各色の配置として望ましいものであ
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る。そして、この配置のカラーフィルタ３０においては、従来行われている、水平走査方
向には１ドット毎に極性反転駆動を行いかつ垂直走査方向には１水平ライン毎に極性反転
駆動を行っても、あるフレームにおいては、各色について＋極性と－極性とが存在するよ
うになる。また、次のフレームにおいても各色について＋極性と－極性とが存在するよう
になる。この結果、各色について、フレーム毎に色が強調されたりされなかったりするの
ではなく、どのフレームも平均的に色が強調された部分とその色が強調されていない部分
が存在するので、画面全体としてはどのフレームにおいてもその色について平均的な明る
さを表示するものとなる。
【０１１５】
　ただし、本実施の形態では、水平走査方向に平行な横筋は発生しないが、垂直走査方向
に平行に縦筋が発生する虞がある。したがって、完全ではないが、従来に比べると、画面
全体で色が強調されたりされなかったりすることによるフリッカを防止し得る液晶表示パ
ネル１１の駆動装置１０及び液晶表示パネル１１の駆動方法を提供することができる。
【０１１６】
　また、本実施の形態では、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによる
フリッカを防止し得る液晶表示パネル１１を提供することができる。
【０１１７】
　また、本実施の形態では、画面全体で色が強調されたりされなかったりすることによる
フリッカを防止し得る液晶表示装置を提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　本発明は、複数の表示素子を駆動する表示素子駆動装置及びその表示素子駆動装置を備
えた表示装置に適用できる。具体的には、表示装置として、例えば、アクティブマトリク
ス型の液晶表示装置に用いることができると共に、電気泳動型ディスプレイ、ツイストボ
ール型ディスプレイ、微細なプリズムフィルムを用いた反射型ディスプレイ、デジタルミ
ラーデバイス等の光変調素子を用いたディスプレイの他、発光素子として、有機ＥＬ発光
素子、無機ＥＬ発光素子、ＬＥＤ（Light Emitting Diode) 等の発光輝度が可変の素子を
用いたディスプレイ、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、プラズマディス
プレイにも利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】（ａ）（ｂ）は本発明における液晶表示パネルの駆動装置における連続するフレ
ームの各赤（Ｒ）の表示状態を示す平面図である。
【図２】上記駆動装置の構成を示すブロック図である。
【図３】上記液晶表示パネルの構成を示す断面図である。
【図４】上記液晶表示パネルに使用されているカラーフィルタの構成を示す平面図である
。
【図５】（ａ）は上記液晶表示パネルの構成を示す平面図であり、（ｂ）は各サブピクセ
ルに設けられているＴＦＴの構成を示す回路図である。
【図６】上記ＴＦＴのゲート－ドレイン間に発生する寄生容量を示す図である。
【図７】上記ＴＦＴのゲート－ドレイン間に発生する寄生容量によって生じる引き込み電
圧を示す波形図である。
【図８】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、１ブロックが２×２サブピクセルマトリクスパターン配
置にてなるカラーフィルタの構成を示す平面図である。
【図９】（ａ）～（ｆ）は、１ブロックが２×３サブピクセルマトリクスパターン配置に
てなるカラーフィルタの構成を示す平面図である。
【図１０】左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセルにて構成
されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）・
白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した
２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されている
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【図１１】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、２×２サブピクセルマトリクスパターン配置された１
ピクセルを４個集めて４×４ピクセルマトリクスパターン配置としたものを１ブロックと
して形成されているカラーフィルタを示す平面図である。
【図１２】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、２×３サブピクセルマトリクスパターン配置された１
ピクセルを４個集めて４×４ピクセルマトリクスパターン配置としたものを１ブロックと
して形成されているカラーフィルタを示す平面図である。
【図１３】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、２×３サブピクセルマトリクスパターン配置された１
ピクセルを色の配置を変えて４個集めて４×４ピクセルマトリクスパターン配置としたも
のを１ブロックとして形成されているカラーフィルタを示す平面図である。
【図１４】左回りに赤（Ｒ）・青（Ｂ）・緑（Ｇ）・白（Ｗ）の各サブピクセルにて構成
されるピクセルを垂直走査方向に並設した２ピクセルと、左回りに青（Ｂ）・赤（Ｒ）・
白（Ｗ）・緑（Ｇ）の各サブピクセルにて構成されるピクセルを垂直走査方向に並設した
２ピクセルとを、水平走査方向に並設した４ピクセルを１ブロックとして形成されている
カラーフィルタを使用して１ドット１水平反転駆動している状態を示す平面図である。
【図１５】（ａ）は従来の赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）からなる２×２サブ
ピクセルマトリクスパターン配置された１ピクセルを４個集めて４×４ピクセルマトリク
スパターン配置としたものを１ブロックとして形成されているカラーフィルタを用いて１
ドット１水平反転駆動している状態を示す平面図であり、（ｂ）は従来の赤（Ｒ）・緑（
Ｇ）・青（Ｂ）・白（Ｗ）からなるストライプパターン配置された１ピクセルを４個集め
て４×４ピクセルマトリクスパターン配置としたものを１ブロックとして形成されている
カラーフィルタを用いて１ドット１水平反転駆動している状態を示す平面図である。
【図１６】（ａ）（ｂ）は図１５（ａ）に示すカラーフィルタを用いて１ドット１水平反
転駆動した場合の、連続するフレームの各赤（Ｒ）の表示状態を示す平面図である。
【符号の説明】
【０１２０】
１０　　駆動装置
１１　　液晶表示パネル（表示パネル）
１２　　ソースドライバ
１３　　ゲートドライバ
１４　　コントローラ
１４ａ　極性反転制御部（反転制御手段）
２０　　カラーフィルタ
３０　　カラーフィルタ
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