
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号線に平行な境界によって複数のブロックに分けられた表示領域において互いに交差
する複数の走査線および複数の信号線と、前記交差する部位に配置された液晶表示素子と
、駆動回路領域において、信号処理回路およびタイミング回路から送られてきた映像信号
電圧を前記複数のブロックに分けられた信号線に印加してこれを点順次駆動する信号線駆
動回路と、前記タイミング回路から送られてきた走査信号電圧を前記複数の走査線に印加
してこれを駆動する走査線駆動回路とを備えた液晶表示装置において、
　前記信号線駆動回路は、前記信号処理回路からの信号に基づいてブロックにおける点順
次駆動の駆動方向を逆転させる駆動方向切換回路を備え、
　前記信号処理回路は、前記駆動方向の逆転に伴って必要となる映像信号の並び換えを、
前記駆動方向の逆転と同期して行う映像信号並換え回路を備える、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記タイミング回路は、駆動方向の切り換えタイミングを前記信号線駆動回路に出力す
る駆動方向切換タイミング出力回路を備える、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　

【請求項４】
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前記駆動方向切換回路は、点順次駆動の駆動方向の逆転をする度に、前記映像信号電圧
の極性を反転させる極性反転回路を備える、請求項１または請求項２に記載の液晶表示装
置。



　信号線に平行な境界によって複数のブロックに分けられた表示領域において互いに交差
する複数の走査線および複数の信号線と、前記交差する部位に配置された液晶表示素子と
、駆動回路領域において、信号処理回路およびタイミング回路から送られてきた映像信号
電圧を前記複数のブロックに分けられた信号線に印加してこれを点順次駆動する信号線駆
動回路と、前記タイミング回路から送られてきた走査信号電圧を前記複数の走査線に印加
してこれを駆動する走査線駆動回路とを備えた液晶表示装置において、
　前記ブロックは交互に配置された複数の第１サブブロック群と複数の第２サブブロック
群とを備え、
　前記信号線駆動回路は、前記映像信号電圧を前記第１サブブロック群の前記液晶表示素
子に印加してこれを点順次駆動させる第１群駆動回路、および前記映像信号電圧を前記第
２サブブロック群の前記液晶表示素子に印加してこれを点順次駆動させる第２群駆動回路
を備え
　

　

　

る、液晶表示装置。
【請求項５】
　前記タイミング回路は、駆動方向の切り換えタイミングを前記信号線駆動回路に出力す
る駆動方向切換タイミング出力回路を備える、請求項 に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記 駆動方向切換回路 は、点順次駆動
の駆動方向の逆転をする度に、前記映像信号電圧の極性を反転させる極性反転回路を備え
る、請求項 に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に関し、とくに点順次駆動を行う液晶表示画面の濃淡のむらを改善
する液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　図１１は、従来の液晶表示装置の概略構成図である。信号処理回路１２２は、映像のデ
ジタル信号を入力され、これを信号処理して信号線駆動回路１０１に映像信号として出力
する。信号処理回路１２２と互いに信号のやり取りを行っているタイミング回路１２１に
は、信号線１０５と走査線１０６の同期信号とデジタルクロック信号が入力され、これを
処理して走査線信号として走査線駆動回路１０２に出力し、同時に信号線駆動回路１０１
にも同期信号を出力する。信号線駆動回路１０１は、オン状態の走査線１０６と交差する
部位の液晶表示素子（図示せず）に、信号線１０５を介し 順次駆動により映像信号電
圧を印加する。走査線１０６のオン状態は表示画面の上から順に走査線ごとに移動してゆ
く。通常、表示領域１１０は、複数のブロック１１１に分割されており、信号線１０５お
よび信号線駆動回路もブロック毎に分かれている。
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、
前記信号処理回路および前記タイミング回路は、前記第１サブブロック群と前記第２サ

ブブロック群における駆動方向が互いに逆方向になるように構成され、
前記第１群駆動回路および前記第２群駆動回路は、それぞれ、前記第１サブブロック群

と前記第２サブブロック群における駆動方向を逆転させる、第１群駆動方向切換回路およ
び第２群駆動方向切換回路を備え、

前記信号処理回路は、前記駆動方向の切り換えに伴って必要となる各サブブロック群に
おける映像信号並び換えを、前記駆動方向の逆転と同期して行う映像信号並換え回路を備
え

４

第１群駆動方向切換回路および前記第２群 の各々

４または請求項５

前記複数の信号線は、それぞれが複数本の信号線を含む複数の信号線グループに分割さ
れ、各信号線グループの複数本の信号線は、１つの画素を構成する複数の色にそれぞれ対
応し、

前記第１サブブロック群および前記第２サブブロック群の各々は、少なくとも１つの信
号線グループを含む、請求項４から請求項６までのいずれかに記載の液晶表示装置。

て点



【０００３】
図１２は、従来の液晶表示装置における表示画面を示す図面である。図１２において、表
示領域１１０は、信号線とともに４個のブロック１１１に分割されている。走査線駆動回
路１０２は、走査信号電圧を各走査線に選択的に印加して画素スイッチング素子を開閉し
、信号線駆動回路１０１は、オン状態の画素スイッチング素子を介して映像信号電圧を液
晶表示素子に印加してこれを駆動する。液晶表示装置において点順次駆動を行うと、各液
晶表示素子における抵抗（Ｒ）と容量（Ｃ）のために時定数ＲＣの過渡現象が生じ、信号
電圧が各画素の液晶表示素子にそのまま印加されない。信号線駆動回路１０１によって映
像信号電圧を液晶表示素子に印加すると、過渡現象のために、液晶表示素子にかかる電圧
は時定数ＲＣをもって過渡的に立ち上がってゆく。この結果、各ブロック１１１の中の１
本の走査線に点順次駆動により電圧を印加する場合、最初に電圧を印加された画素の液晶
表示素子に実際にかかっている電圧は、最後に電圧を印加された画素の液晶表示素子にか
かっている電圧よりも高くなる。この液晶表示素子にかかっている電圧は、ブロック内の
１本の走査線の点順次駆動が終了する時点の電圧が、そのまま凍結されるので、図１２に
示すような表示の濃淡が発生する。図１２においては、表示領域１１０の各ブロック１１
１における点順次駆動の方向１１５は同一である。このため、表示画面のブロック１１１
の境目に強い濃淡むらが発生する。
【０００４】
このようなブロックの境目に生じる強い濃淡むらを防止するために、図１３に示すように
、隣接する各ブロックに対する点順次駆動の駆動方向１１５を互いに逆向きにする提案が
なされた（ Y.Aoki,et al:A 10.4-in. XGA Low-Temperature-Poly-SiTFT-LCD for Mobile 
PC Application; SID 99 DIGEST 176-179)。この点順次駆動方法により、ブロックの境目
の強い濃淡のむらは解消される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の点順次駆動の方法によりブロックの境目の濃淡むらは解消されるが
、ブロック内における濃淡むらは解消せずに依然として存在する。濃淡むらは、画面の明
るさに対して３％暗い部分、または３％明るい部分があると、人間の目にその存在が認識
される。したがって、同じ電圧差に起因する濃淡むらは暗い画面のほうが敏感に認識され
る。このような濃淡のむらが目立って認識されると、表示品位は著しく損なわれるので、
濃淡むらが目立って認識されないような改善が必要である。
【０００６】
本発明の目的は、表示画面の濃淡むらが目立って認識されないような点順次駆動を行う液
晶表示装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　 液晶表示装置は、信号線に平行な境界によって複数のブロックに分けら
れた表示領域において互いに交差する複数の走査線および複数の信号線と、その交差する
部位に配置された液晶表示素子と、駆動回路領域において、信号処理回路およびタイミン
グ回路から送られてきた映像信号電圧を複数のブロックに分けられた信号線に印加してこ
れを点順次駆動する信号線駆動回路と、タイミング回路から送られてきた走査信号電圧を
複数の走査線に印加してこれを駆動する走査線駆動回路とを備える。上記の信号線駆動回
路は、信号処理回路からの信号に基づいてブロックにおける点順次駆動の駆動方向を逆転
させる駆動方向切換回路を備え、また上記の信号処理回路は、その駆動方向の逆転に伴っ
て必要となる映像信号の並び換えを、駆動方向の逆転と同期して行う映像信号並換え回路
を備える。
【０００８】
この構成により、各ブロックにおいて濃淡むらの配置を時間的に変化させることにより、
表示領域における濃淡のパターンを平均化することができる。この結果、ブロックの境目
の濃淡むらだけでなく、ブロック内においても濃淡むらの認識の程度を減少させることが
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この発明に係る



可能となる。
【０００９】
　 、タイミング回路が、駆動方向の切り換えタイミングを信号線駆動回路に出
力する駆動方向切換タイミング回路を備えている。
【００１０】
この構成により、駆動方向切換回路は、点順次駆動の駆動方向の逆転を、例えば１フレー
ムごと、または１ラインごとに行うことができる。１フレームとは、各ブロックにおいて
点順次駆動を行いつつ、各走査線に画面の最も上から最も下まで走査信号電圧を印加し点
順次駆動を終了するまでの時間、またはそのとき表示される画面をいう。すなわち、この
１フレームの時間内に、表示領域いっぱいに１つのまとまった画面が表示される。この結
果、１フレーム毎に表示の濃い部分は薄い部分に入れ換わるので、時間的に平均化され、
濃淡むらが目立って認識されないようにすることができる。
【００１１】
　また、タイミング回路と信号処理回路とにより、例えば、点順次駆動の駆動方向をブロ
ック内の１走査線ごとに逆転し、かつ１フレームごとに各線の駆動方向を逆転するように
作動することもできる。上記の構成により、ブロックの走査線毎に濃淡むらが交互に入り
込んで配置されるので、濃淡むらは微細な空間単位に混じりあう。この結果、濃淡むらは
目立って認識されず、人間の目には均一でむらのない表示画像として認識される。また、
走査線毎に駆動方向を逆転させる度に印加電圧を交互に正負に反転させる場合には、ブロ
ック全体が正電圧または負電圧の状態になる事態を避けることができ、この結果、フリッ
カ等のちらつきを防止することが可能となる。
　

【００１２】
　 の液晶表示装置は、信号線に平行な境界によって複数のブロッ
クに分けられた表示領域において互いに交差する複数の走査線および複数の信号線と、交
差する部位に配置された液晶表示素子を有し、また、駆動回路領域において、信号処理回
路およびタイミング回路から送られてきた映像信号電圧を複数のブロックに分けられた信
号線に印加してこれを点順次駆動する信号線駆動回路と、タイミング回路から送られてき
た走査信号電圧を複数の走査線に印加してこれを駆動する走査線駆動回路とを備える。上
記のブロックは交互に配置された複数の第１サブブロック群と複数の第２サブブロック群
とを備え、また、信号線駆動回路は、映像信号電圧を前記第１サブブロック群の前記液晶
表示素子に印加してこれを点順次駆動させる第１群駆動回路、および映像信号電圧を第２
サブブロック群の液晶表示素子に印加してこれを点順次駆動させる第２群駆動回路を備

信号処理回路およびタイミング回路は、第１サブブロック群と第２サブブロック群にお
ける駆動方向が互いに逆方向になるように構成されてい
【００１３】
この構成により、各ブロックが信号線方向の境目によって細分化される。例えば、ブロッ
ク内の左端部分の第１サブブロック群の表示の濃い部分に隣接して第２サブブロック群の
表示の薄い部分が配置される。ブロック内の右端部分には、その逆の濃淡の組み合わせが
配置される。さらに、各ブロックの中央部では第１サブブロック群と第２サブブロック群
の中程度の表示の濃さの部分が交互に配置される。この結果、濃淡むらの目立たない表示
画像を得ることが可能となる。ただし、この場合、信号線方向の境目が存在するので、縦
縞状のむらは残る。上記は、第１サブブロック群および第２サブブロック群についてのみ
説明したが、これに第３サブブロック群、第４サブブロック群等が付け加えられていても
、事情は同じである。
【００１４】
　 の液晶表示装置では １群駆動回路および第２群駆動回路は、それぞれ、
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好ましくは

好ましくは、駆動方向切換回路は、点順次駆動の駆動方向の逆転をする度に、映像信号
電圧の極性を反転させる極性反転回路を備えている。この構成により、ブロック全体にわ
たって同じ極性の映像信号電圧が印加されることがなくなる。この結果、フリッカ等の画
面のちらつきを抑制することが可能となる。

また、この発明に係る他

え
、

る。

さらに、こ 、第



第１サブブロック群と第２サブブロック群における駆動方向を逆転させる、第１群駆動方
向切換回路および第２群駆動方向切換回路を備え、信号処理回路は、駆動方向の切り換え
に伴って必要となる各サブブロック群における映像信号並び換えを、駆動方向の逆転と同
期して行う映像信号並換え回路を備えている。
【００１５】
　この構成により 淡むらの微細単位の混じり合いによる空間的な平均化に加えて、時
間的な平均化も行うことができる。この結果、さらに濃淡むらは目立たなくなり、縦縞状
の濃淡むらも認識されにくくなる。
【００１６】
　 、タイミング回路は、駆動方向の切り換えタイミングを信号線駆動回路に出
力する駆動方向切換タイミング出力回路を備えてい
【００１７】
この構成により、１フレーム毎、または１走査線毎に駆動方向を逆転するように作動する
。この結果、濃淡むらは空間的に非常に細分化された市松模様状に混じり合わされた上で
、時間的に平均化される。このため、濃淡むらは人間の目でほとんど認識できなくなり、
きわめて均一性に優れた表示画像を得ることができる。また、１走査線ごとに駆動方向が
逆転されるとき、映像信号電圧を反転する場合には、フリッカもほとんど見えなくなる。
【００１８】
　 駆動方向切換回路 は、点
順次駆動の駆動方向の逆転をする度に、映像信号電圧の極性を反転させる極性反転回路を
備えている。
【００１９】
　この構成により、ブロック全体にわたって同じ極性の映像信号電圧が印加されることが
なくなる。この結果、フリッカ等の画面のちらつきを抑制することが可能となる。
　

【００２０】
【発明の実施の形態】
つぎに、図面を用いて本発明の実施の形態について説明する。
【００２１】
　（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１における液晶表示装置の概略構成図である。図１において、表示
領域１０には、信号線５と走査線６とがマトリクス状に交差して配置され、その交差部に
は画素部スイッチング素子（図示せず）と画素電極（図示せず）と液晶とを含む液晶表示
素子９が設けられている。この表示領域１０は、信号線とともに４個のブロック１１に分
けられている。駆動回路は、Ｘ側駆動回路の信号線駆動回路と、Ｙ側駆動回路の走査線駆
動回路とを有する。信号線駆動回路は、各ブロックに対応するように、ブロックの数だけ
信号線駆動回路１９が備えられる。各ブロックの映像信号３１，３２，３３，３４はＩ／
Ｏインタフェイス２９を経て、各信号線駆動回路１９に供給される。また、各ブロックの
駆動制御信号４１，４２，４３，４４は、やはりＩ／Ｏインタフェイス２９を経て各信号

動回路１９に供給される。Ｙ側駆動回路の駆動を制御する走査線駆動制御信号３０は
、シフトレジスタ５１、レベルシフタ５２およびバッファ５３を経由して各走査線６に供
給される。１個の信号線駆動回路は、７６８本の信号線の駆動を担当する。この信号線の
本数は画質の等級に応じて変えることができる。Ｉ／Ｏインタフェイス２９には、映像信
号並換え回路２４を含む信号処理回路２２および駆動方向切換タイミング出力回路２３を
含むタイミング回路２１から、それぞれ映像信号が信号駆動回路に、駆動同期信号が走査
線駆動回路と信号線駆動回路とに供給される。
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、濃

好ましくは
る。

また好ましくは、第１群駆動方向切換回路および第２群 の各々

また好ましくは、複数の信号線は、それぞれが複数本の信号線を含む複数の信号線グル
ープに分割され、各信号線グループの複数本の信号線は、１つの画素を構成する複数の色
にそれぞれ対応し、第１サブブロック群および第２サブブロック群の各々は、少なくとも
１つの信号線グループを含む。この場合は、カラー液晶表示装置を構成することができる
。
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【００２２】
　図２は、信号 動回路の内容をブロック１およびブロック２について示す概略構成図
である。ブロック１とブロック２とは、駆動方向１５を除いて同じなので、ブロック１に
ついてのみ説明を行う。スタート信号は、その入力線６１を経て入力され、また、駆動方
向の切り換えの切換信号は、その駆動方向切換信号線１８を経て駆動方向切換回路１２に
入力される。スタート信号および切換信号は、ともにタイミング回路２１から出力される
。これら両信号は駆動方向切換回路１２を経てシフトレジスタ１３に入力され、さらにバ
ッファ回路１４を経由してｎ型トランジスタとｐ型トランジスタ（ともに図示せず）とか
らなるアナログスイッチ１６に供給される。これらの信号は信号線を所定の方向に駆動す
る。映像信号は、映像信号入力線１７から映像信号並換え回路を経由して、アナログスイ
ッチ１６に入力され、アナログスイッチ１６から表示領域の画素電極に映像信号電圧を印
加する。各アナログスイッチ１６は、２４本の信号線に映像信号電圧を供給する。各ブロ
ックには３２個のアナログスイッチ１６が配置されるので、合計７６８本の信号線５が１
つのブロックに含まれる。上記したように、この本数は目標とする画質のグレードに応じ
て増減することができる。映像信号は、信号処理回路２２に含まれる映像信号並換え回路
２４において、タイミング回路２１からもたらされる信号に基づいて、駆動方向の逆転に
ともなって必要となる映像信号の並び換えが既になされている。このため、駆動方向を逆
転させても映像信号がそれに伴って並び換えられるので、正常な画像が表示される。
【００２３】
タイミング回路には、上記の駆動方向を切り換えるタイミングを決める駆動方向切換タイ
ミング出力回路２３が備えられており、例えば１フレームごとに駆動方向を逆転させる。
【００２４】
図３は、シフトレジスタ１３からアナログスイッチ１６に至る部分の概略構成図である。
シフトレジスタ１３から出力されるアナログスイッチ制御信号はアナログスイッチ制御信
号線７３を経てバッファ回路１４に入力される。バッファ回路では、駆動方向の切り換え
に応じて、ｐ型トランジスタおよびｎ型トランジスタ７１，７２を作動させて、正電圧ま
たは負電圧を信号線に印加させる。このような電圧の極性の反転は、液晶に一方の極性の
電圧が印加され続けると液晶の動作が異常になるので、これを避けるために通常行われて
いる。
【００２５】
上記の液晶表示装置を用いて、１フレームごとに駆動方向を逆転させた場合の濃淡むらの
変化を図４（ａ）および図４（ｂ）に示す。図４（ａ）および図４（ｂ）が、１フレーム
（例えば、１６．６ｍｓ）ごとに繰り返されるので、濃淡むらが人間の目に時間的に平均
化されて認識される。この結果、目立った濃淡むらが解消され、表示品位の劣化を実質的
に生じさせないようにすることが可能となる。
【００２６】
（実施の形態２）
図５（ａ）および図５（ｂ）は、実施の形態１の装置構成を用いて、駆動方向切換タイミ
ング出力回路における駆動方向切り換えをブロック内の１走査線ごとに逆転させた場合の
濃淡むらの時間変化を示す図である。図５（ａ）において、濃淡むらは微細な空間単位（
走査線ごと）に混じり合い人間の目に濃淡むらは目立って認識されなくなる。さらに、図
５（ｂ）のように１フレームごとに、その前のフレームにおける駆動方向から逆転させる
と、さらに時間的にも平均化され、濃淡むらは人間の目にいっそう認識されにくくなる。
また、図５（ａ）および（ｂ）ともに、駆動方向が切り換わる度にアナログスイッチの出
力電圧の極性を反転させることにより、１画面全体が一方の極性の電圧のみ印加されるこ
とがなくなる。この結果、画面がちらつくフリッカを抑制することができる。この結果、
さらに表示品位を向上させることが可能となる。なお、１フレームは上記のように、例え
ば１６．６ｍｓであり、ブロック内で１走査線の点順次駆動時間は例えば２０μｓである
。
【００２７】
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（実施の形態３）
図６は、実施の形態３における信号駆動回路の部分構成図である。図６において、ブロッ
クはＡ系統とＢ系統とに分けられ、それぞれの系統は別個の信号線駆動回路によって駆動
される。このとき、Ａ系統とＢ系統の駆動方向は逆向きにする。図６において、Ａ系統の
１個のアナログスイッチ１６ａは１個の画素の３原色Ｒ，Ｇ，Ｂを分担するが、１個のア
ナログスイッチはより多くの画素を分担してもよい。図７は、実施の形態３における表示
画面の濃淡を示す図である。このように、ブロックをＡ系統とＢ系統とに分けて、交互に
入り組ませることにより、実質的に濃淡むらが空間的に細分化され、人間の目に濃淡むら
が認識されにくくなる。ただし、図７において、信号線に平行なＡ系統とＢ系統との境目
に濃淡の縦縞が現れる。
【００２８】
（実施の形態４）
図８は、実施の形態４における信号線駆動回路の概略構成図である。本実施の形態におい
ては、実施の形態３に対してさらに駆動方向を切り換える機能が付加されている。したが
って、例えばＡ系統またはＢ系統の信号線駆動回路は、図２における信号線駆動回路の構
成をそのまま用いることができる。図９（ａ）および図９（ｂ）は、本実施の形態におけ
る連続する１フレームごとの表示画面の濃淡むらを示す図である。本実施の形態において
は、実施の形態３における濃淡むらの空間的な入り混じりの効果に加えて、フレーム間で
時間的な平均化もなされるので、いっそう濃淡むらの認識ができなくなり、良好な表示品
位を得ることが可能となる。
【００２９】
（実施の形態５）
実施の形態５においては、実施の形態４において１フレームごとに駆動方向を切り換えて
いたのに対して、１走査線ごとに駆動方向を切り換える。図１０は、実施の形態５におけ
る表示画面の濃淡むらを示す図である。濃淡むらは、空間的には、Ａ系統とＢ系統との２
系統の混じり合いおよび１走査線ごとの駆動方向の逆転による濃淡の混じり合いにより細
分化される。さらに、時間的には、１フレームごとに各走査線の駆動方向が逆転され平均
化される。また、上述の理由により、画面がちらつくフリッカも解消させることができる
。この結果、人間の目に非常に明るさは均一化されたものとなり、高い表示品位を確保す
ることが可能となる。
【００３０】
上記において、本発明の実施の形態について説明を行ったが、上記に開示された本発明の
実施の形態は、あくまで例示であって、本発明の範囲はこれら発明の実施の形態に限定さ
れない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲の記載
と均等の意味および範囲内での全ての変更を含む。
【００３１】
【発明の効果】
本発明により、点順次駆動を行う液晶表示装置において、濃淡むらは空間的に微細な単位
に細分化され入り混じり、また時間的にも平均化されるので、人間の目に濃淡むらが捉え
にくくなる。また、１走査線ごとに駆動方向を切り換える際、信号線に印加する映像信号
電圧の極性を反転させることにより、フリッカを防止することができる。この結果、良好
な表示品位を確保することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１における液晶表示装置の部分構成図である。
【図２】　図１の液晶表示装置の信号線駆動回路の概略構成図である。
【図３】　図２のアナログスイッチの概略構成図である。
【図４】　実施の形態１における表示画面の濃淡むらを示す図である。（ａ）はｎ番目の
フレームにおける濃淡むらを、（ｂ）は（ｎ＋１）番目のフレームにおける濃淡むらを示
す。
【図５】　１走査線ごとに駆動方向を切り換えた実施の形態２における表示画面の濃淡む
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らを示す図である。（ａ）はｍ番目のフレームにおける濃淡むらを、また（ｂ）は（ｍ＋
１ )番目における濃淡むらを示す。
【図６】　実施の形態３における液晶表示装置の信号駆動回路の部分構成図である。
【図７】　実施の形態３における表示画面の濃淡むらを表す図である。
【図８】　実施の形態４における液晶表示装置の信号駆動回路の部分構成図である。
【図９】　実施の形態４における表示画面の濃淡むらを表す図である。（ａ）はあるフレ
ームでの表示画面の濃淡むらを、また、（ｂ）は（ａ）のフレームの直後のフレームにお
ける表示画面の濃淡むらを表す図である。
【図１０】　１走査線ごとに駆動方向を切り換える実施の形態５における表示画面の濃淡
むらを表す図である。（ａ）はｍ番目のフレームの濃淡むらを、また（ｂ）は (ｍ＋１ )番
目のフレームの濃淡むらを表す図である。
【図１１】　従来例における液晶表示装置の概略構成図である。
【図１２】　従来例における表示画面の濃淡むらを表す図である。
【図１３】　他の従来例における表示画面の濃淡むらを表す図である。
【符号の説明】
２　走査線駆動回路、５　信号線、６　走査線、９　液晶表示素子、１０　表示領域（表
示画面）、１１　ブロック、１２　駆動方向切換回路、１３　シフトレジスタ、１４　バ
ッファ回路、１５　駆動方向、１６　アナログスイッチ、１７　映像信号入力線、１８　
方向切換信号入力線、１９　信号線駆動回路、２１タイミング回路、２２　信号処理回路
、２３　駆動方向切換タイミング出力回路、２４　映像信号並換え回路、２９　Ｉ／Ｏイ
ンタフェイス、３０　走査線駆動回路制御信号、３１，３２，３３，３４　映像信号、４
１，４２，４３，４４駆動制御信号、５１　シフトレジスタ、５２　レベルシフタ、５３
　バッファ、６１，６２　スタート信号入力線、７１　アナログスイッチのｐ型トランジ
スタ、７２　アナログスイッチのｎ型トランジスタ、７３　アナログスイッチ制御信号線
。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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