
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御するための制御情報
を含む表示用画像信号を受け取って、当該制御情報に基づく表示方法で当該表示情報の表
す画像を表示する表示装置であって、
　

　

　

　前記表示情報に相当する表示データ信号と、前記制御情報に相当する制御パラメータ信
号と、前記制御パラメータ信号の直前に配置された第１の特定信号であるパラメータ開始
信号と、前記制御パラメータ信号の直後に配置された第２の特定信号であるパラメータ終
了信号とを含む信号を前記表示用画像信号として受け取り、受け取った当該表示用画像信
号においてパラメータ開始信号およびパラメータ終了信号を検出する検出手段と、
　前記表示用画像信号のうち前記検出されたパラメータ開始信号とパラメータ終了信号と
に挟まれた信号部分を制御パラメータ信号として取り出し、当該取り出された制御パラメ
ータ信号に基づき、前記表示データ信号の表す画像の表示方法を制御する表示制御手段と
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複数のデータ信号線と、当該複数のデータ信号線に交差する複数の走査信号線と、当該
複数のデータ信号線と当該複数の走査信号線との交差点にそれぞれ設けられた画素形成手
段からなる画素アレイとを含む表示部と、

前記画素アレイを線順次に選択するための走査信号を前記複数の走査信号線に印加する
走査側駆動手段と、

表示情報の表す画像を前記画素アレイに表示させるための駆動用画像信号を前記複数の
データ信号線に印加するデータ側駆動手段と、



を備え
　

　
　　

　　

　

　

【請求項２】
　前記制御開始パラメータ信号は、表示方法を決定する要素のうち制御対象とする要素を
指定する制御タグ信号と、当該制御対象として指定された要素に対する制御の開始を指定
する制御開始識別信号とを含み、
　前記制御終了パラメータ信号は、表示方法を決定する要素のうち制御対象とする要素を
指定する制御タグ信号と、当該制御対象として指定された要素に対する制御の終了を指定
する制御終了識別信号とを含み、
　前記表示制御手段は、
　　前記取り出された制御パラメータ信号が制御開始識別信号と制御終了識別信号とのい
ずれを含むかを判別し、
　　前記制御開始識別信号を含む制御パラメータ信号と前記制御終了識別信号を含む制御
パラメータ信号との間に配置された表示データ信号の表す画像の表示方法を、前記取り出
された制御パラメータ信号に含まれる制御タグ信号に基づき制御することを特徴とする請
求項 に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示データ信号の表す画像を表示するためのバックライトまたはフロントライトを
更に備え、
　前記制御開始パラメータ信号は、前記バックライトまたは前記フロントライトの点灯を
指示し、前記制御終了パラメータ信号は、前記バックライトまたは前記フロントライトの
消灯を指示することを特徴とする請求項 に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記表示データ信号の表す画像の表示におけるフレーム周波数を変更するフレーム周波
数変更手段を更に備え、
　前記制御開始パラメータ信号は、前記フレーム周波数を予め決められた第１の周波数か
ら第２の周波数に変更することを指示し、前記制御終了パラメータ信号は、前記フレーム
周波数を前記第２の周波数から前記第１の周波数に戻すことを指示することを特徴とする
請求項 に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示情報の表す画像を表示する液晶パネルを含む駆動回路一体型のアクティブマト
リクス型基板を備えることを特徴とする請求項 までのいずれか１項に記載の表示
装置。
【請求項６】
　表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御するための制御情報
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、
前記検出手段は、前記制御パラメータ信号として、前記制御パラメータ信号に基づく表

示方法の制御の開始を指定する制御開始パラメータ信号と、前記制御パラメータ信号に基
づく表示方法の制御の終了を指定する制御終了パラメータ信号との２種類の信号を含む表
示用画像信号を受け取り、

前記表示制御手段は、
前記取り出された制御パラメータ信号が制御開始パラメータ信号か制御終了パラメー

タ信号かを判別し、
前記制御開始パラメータ信号と前記制御終了パラメータ信号との間に配置された表示

データ信号の表す画像の表示方法を前記取り出された制御パラメータに基づき制御するも
のであり、

前記走査側駆動手段と前記データ側駆動手段のうち少なくとも一方は複数個の駆動回路
を含み、

前記制御開始パラメータ信号は、前記複数個の駆動回路からいずれかの駆動回路を選択
して、当該選択された駆動回路を動作状態とすることを指示し、前記制御終了パラメータ
信号は、当該選択された駆動回路を非動作状態とすることを指示することを特徴とする表
示装置。

１

１

１

１から４



を含む表示用画像信号を生成する表示用信号生成装置と、当該表示用画像信号を受け取っ
て、当該制御情報に基づく表示方法で当該表示情報の表す画像を表示する表示装置とから
なる表示システムであって、
　前記表示用信号生成装置は、
　　前記生成すべき表示用画像信号の構造を定義する信号定義データを受け取り、当該信
号定義データに従って、前記制御情報に相当する制御パラメータ信号と前記表示情報に相
当する表示データ信号とを含むパラメータ付き表示データ信号を生成する信号生成手段と
、
　　前記パラメータ付き表示データ信号における制御パラメータ信号の直前に第１の特定
信号であるパラメータ開始信号を付加し、前記パラメータ付きデータ信号における制御パ
ラメータ信号の直後に第２の特定信号であるパラメータ終了信号を付加するパラメータ開
始／終了信号付加手段とを備え、
　前記表示装置は、
　

　前記表示用画像信号においてパラメータ開始信号およびパラメータ終了信号を検出する
検出手段と、
　　前記表示用画像信号のうち前記検出されたパラメータ開始信号とパラメータ終了信号
とに挟まれた信号部分を制御パラメータ信号として取り出し、当該取り出された制御パラ
メータ信号に基づき、前記表示情報の表す画像の表示方法を制御する表示制御手段とを備
え
　

　
　　

　　

　

　

ことを特徴とする表
示システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示用画像信号に制御パラメータを埋め込むことにより液晶ディスプレイ装置
やＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ装置等の表示
装置を制御する表示制御方法、および、そのような表示制御方法に基づく表示装置等に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
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複数のデータ信号線と、当該複数のデータ信号線に交差する複数の走査信号線と、当該
複数のデータ信号線と当該複数の走査信号線との交差点にそれぞれ設けられた画素形成手
段からなる画素アレイとを含む表示部と、
　前記画素アレイを線順次に選択するための走査信号を前記複数の走査信号線に印加する
走査側駆動手段と、表示情報の表す画像を前記画素アレイに表示させるための駆動用画像
信号を前記複数のデータ信号線に印加するデータ側駆動手段と、

、
前記検出手段は、前記制御パラメータ信号として、前記制御パラメータ信号に基づく表

示方法の制御の開始を指定する制御開始パラメータ信号と、前記制御パラメータ信号に基
づく表示方法の制御の終了を指定する制御終了パラメータ信号との２種類の信号を含む表
示用画像信号を受け取り、

前記表示制御手段は、
前記取り出された制御パラメータ信号が制御開始パラメータ信号か制御終了パラメー

タ信号かを判別し、
前記制御開始パラメータ信号と前記制御終了パラメータ信号との間に配置された表示

データ信号の表す画像の表示方法を前記取り出された制御パラメータに基づき制御するも
のであり、

前記走査側駆動手段と前記データ側駆動手段のうち少なくとも一方は複数個の駆動回路
を含み、

前記制御開始パラメータ信号は、前記複数個の駆動回路からいずれかの駆動回路を選択
して、当該選択された駆動回路を動作状態とすることを指示し、前記制御終了パラメータ
信号は、当該選択された駆動回路を非動作状態とすることを指示する



従来より、表示すべき画像を表す信号に埋め込まれたパラメータに基づき、表示方法を制
御する表示装置等が知られている。例えば、特開平１１－１２２５０７号公報には、映像
信号の帰線期間に重畳した基準信号や判別信号に基づいて安定化制御や走査変換などの画
像処理手段を備えたことを特徴とする映像信号処理装置が開示されている。また、特開平
１０－１３３８４６号公報には、表示データの表示期間中に重畳したパラメータを、水平
同期信号および垂直同期信号に基づくパルス数のカウントにより生成される信号でサンプ
リングすることによって取り込み、その取り込まれたパラメータに基づき輝度や、画面サ
イズ、画面位置、画面歪み補正を制御する画像表示装置が開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、広範で複雑な表示方法の制御を実現しようとすると、制御のためのパラメータが
複雑なものとなるため、特開平１１－１２２５０７号公報に開示された映像信号処理装置
のように帰線期間にパラメータを重畳するという手法では対応しきれない。一方、特開平
１０－１３３８４６号公報に開示された画像表示装置では、パラメータを表示データ（表
示期間中）に重畳することができるが、より広範で複雑な表示方法を実現しようとすると
、この構成によっても対応が困難なほど、重畳すべきパラメータデータが複雑なものとな
る。また、この構成では、水平同期信号および垂直同期信号に基づいてパラメータが取り
出されるので、種々のパラメータを表示データの異なる位置に重畳すると、それらのパラ
メータを表示データから取り出すための機構が複雑なものとなる。
【０００４】
例えば、複数の駆動回路（ドライバ）を備える表示装置におけるドライバの切り換えによ
る表示や、液晶表示装置のバックライトの点灯／消灯の切り換えによる表示、フレーム周
波数の切換による表示等のように、より広範で複雑な表示方法の制御を実現する場合、上
記従来技術での対応は容易ではない。特に、表示方法を決定する要素（動作させるドライ
バ、バックライトの点灯／消灯、フレーム周波数等）のうち１つを制御対象とするのでは
なく、所望に応じて種々の表示方法を実現すべく表示方法を決定する複数の要素を同時に
制御する場合には、上記従来技術での対応は困難である。すなわち、上記従来技術によっ
ては、このような広範で複雑な表示方法の制御を実現するためのパラメータを重畳させた
表示データの作成は困難であり、また、そのような表示データからパラメータを取り出す
ための機構（デコーダ）も複雑なものとなる。
【０００５】
そこで本発明では、表示装置における表示方法についての広範で複雑な制御を容易に行え
る制御方法、及びそのような制御方法に基づく表示装置等を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
第１の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて表示方法を制御するための制御情
報を含む表示用画像信号を表示装置に供給することにより、当該表示装置における当該画
像の表示方法を当該制御情報に基づき制御する方法であって、
前記表示用画像信号は、
前記表示情報に相当する表示データ信号と、
前記制御情報に相当する制御パラメータ信号と、
前記制御パラメータ信号の直前に配置された第１の所定信号であるパラメータ開始信号と
、
前記制御パラメータ信号の直後に配置された第２の所定信号であるパラメータ終了信号と
を含み、
前記パラメータ開始信号および前記パラメータ終了信号は、前記表示用画像信号に含まれ
る他の信号から識別可能であることを特徴とする。
【０００７】
このような第１の発明によれば、表示方法を制御するための制御情報を含む表示用画像信
号が表示装置に供給され、表示装置では、その表示用画像信号においてパラメータ開始信
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号とパラメータ終了信号との間に配置された制御パラメータ信号に基づく表示方法で、表
示データ信号の表す画像が表示される。
【０００８】
第２の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて表示方法を制御するための制御情
報を含む表示用画像信号を表示装置に供給することにより、当該表示装置における当該画
像の表示方法を当該制御情報に基づき制御する方法であって、
前記表示用画像信号は、
前記表示情報に相当するアナログ信号の表示データ信号と、
前記制御情報に相当する制御情報信号とを含み、
前記制御情報信号は、その最大電位レベルが前記表示データ信号の最小電位レベルより低
く設定されるか、あるいはその最小電位レベルが前記表示データ信号の最大電位レベルよ
り高く設定されることによって、前記表示データ信号から識別可能であることを特徴とす
る。
【０００９】
このような第２の発明によれば、表示方法を制御するための制御情報とアナログ信号の表
示データ信号とを含む表示用画像信号が表示装置に供給され、表示装置では、その表示用
画像信号において制御情報信号と表示データ信号との電位レベルの違いによって制御情報
信号を識別可能である。このため、表示装置では、制御情報信号に基づく表示方法で、表
示データ信号の表す画像が表示される。
【００１０】
第３の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて表示方法を制御するための制御情
報を含む表示用画像信号を表示装置に供給することにより、当該表示装置における当該画
像の表示方法を当該制御情報に基づき制御する方法であって、
前記表示用画像信号は、
前記表示情報に相当するデジタル信号の表示データ信号と、
前記制御情報に相当する制御情報信号とを含み、
前記制御情報信号の周波数は、前記表示データ信号の周波数より高く設定されることによ
って、前記表示データ信号から識別可能であることを特徴とする。
【００１１】
このような第３の発明によれば、表示方法を制御するための制御情報とデジタル信号の表
示データ信号とを含む表示用画像信号が表示装置に供給され、表示装置では、その表示用
画像信号において制御情報信号と表示データ信号との周波数の違いによって制御情報信号
を識別可能である。このため、表示装置では、制御情報信号に基づく表示方法で、表示デ
ータ信号の表す画像が表示される。
【００１２】
第４の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御するた
めの制御情報を含む表示用画像信号を生成する表示用信号生成装置であって、
前記生成すべき表示用画像信号の構造を定義する信号定義データを受け取り、当該信号定
義データに従って、前記制御情報に相当する制御パラメータ信号と前記表示情報に相当す
る表示データ信号とを含むパラメータ付き表示データ信号を生成する信号生成手段と、
前記パラメータ付き表示データ信号における制御パラメータ信号の直前に他の信号から識
別可能な第１の所定信号であるパラメータ開始信号を付加し、前記パラメータ付き表示デ
ータ信号における制御パラメータ信号の直後に他の信号から識別可能な第２の所定信号で
あるパラメータ終了信号を付加するパラメータ開始／終了信号付加手段とを備えることを
特徴とする。
【００１３】
このような第４の発明によれば、表示方法を制御するための制御パラメータ信号は、他の
信号部分から識別可能なパラメータ開始信号とパラメータ終了信号という特定の２つの信
号に挟まれた形態で表示用画像信号に埋め込まれる。
【００１４】
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第５の発明は、第４の発明において、
前記信号生成手段は、前記制御パラメータ信号として、前記制御パラメータ信号に基づく
表示方法の制御の開始を指定する制御開始パラメータ信号と、前記制御パラメータ信号に
基づく表示方法の制御の終了を指定する制御終了パラメータ信号との２種類の信号を予め
保持しており、当該２種類の信号を対として前記パラメータ付き表示データ信号に含める
ことを特徴とする。
【００１５】
このような第５の発明によれば、表示用画像信号のうち制御パラメータ信号に基づく表示
方法で表示されるべき画像の表示情報を含む信号区間が、制御開始パラメータと制御終了
パラメータとによって指定される。
【００１６】
第６の発明は、第５の発明において、
前記制御開始パラメータ信号は、表示方法を決定する要素のうち制御対象とする要素を指
定する制御タグ信号と、当該制御対象として指定された要素に対する制御の開始を指定す
る制御開始識別信号とを含み、
前記制御終了パラメータ信号は、表示方法を決定する要素のうち制御対象とする要素を指
定する制御タグ信号と、当該制御対象として指定された要素に対する制御の終了を指定す
る制御終了識別信号とを含むことを特徴とする。
【００１７】
第７の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御するた
めの制御情報を含む表示用画像信号を生成する表示用信号生成装置であって、
前記生成すべき表示用画像信号の構造を定義する信号定義データを受け取り、当該信号定
義データに従って、前記制御情報に相当する制御情報信号と前記表示情報に相当するアナ
ログ信号の表示データ信号とを含む前記表示用画像信号を生成する信号生成手段と、
前記表示データ信号の電位レベルを判別する信号レベル判別手段と、
前記信号レベル判別手段にて判別された表示信号データの電位レベルに基づき、前記信号
生成手段にて生成される前記表示用画像信号における前記制御情報信号の最大電位レベル
を前記表示データ信号の最小電位レベルより低くするか、あるいは前記制御情報信号の最
小電位レベルを前記表示データ信号の最大電位レベルより高くする電位レベル設定手段と
を備えていることを特徴とする。
【００１８】
このような第７の発明によれば、表示方法を制御するための制御情報信号は、アナログ信
号の表示データ信号から識別可能な形態で表示用画像信号に埋め込まれる。
【００１９】
第８の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御するた
めの制御情報を含む表示用画像信号を生成する表示用信号生成装置であって、
前記生成すべき表示用画像信号の構造を定義する信号定義データを受け取り、当該信号定
義データに従って、前記制御情報に相当する制御情報信号と前記表示情報に相当するデジ
タル信号の表示データ信号とを含む前記表示用画像信号を生成する信号生成手段と、
前記表示データ信号の周波数を判別する信号周波数判別手段と、
前記信号周波数判別手段にて判別された表示信号データの信号周波数に基づき、前記信号
生成手段にて生成される前記表示用画像信号における前記制御情報信号の周波数を前記表
示データ信号の周波数より高くするクロック信号発生手段とを備えていることを特徴とす
る。
【００２０】
このような第８の発明によれば、表示方法を制御するための制御情報信号は、デジタル信
号の表示データ信号から識別可能な形態で表示用画像信号に埋め込まれる。
【００２１】
第９の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御するた
めの制御情報を含む表示用画像信号を受け取って、当該制御情報に基づく表示方法で当該
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表示情報の表す画像を表示する表示装置であって、
前記表示情報に相当する表示データ信号と、前記制御情報に相当する制御パラメータ信号
と、前記制御パラメータ信号の直前に配置された第１の特定信号であるパラメータ開始信
号と、前記制御パラメータ信号の直後に配置された第２の特定信号であるパラメータ終了
信号とを含む信号を前記表示用画像信号として受け取り、受け取った当該表示用画像信号
においてパラメータ開始信号およびパラメータ終了信号を検出する検出手段と、
前記表示用画像信号のうち前記検出されたパラメータ開始信号とパラメータ終了信号とに
挟まれた信号部分を制御パラメータ信号として取り出し、当該取り出された制御パラメー
タ信号に基づき、前記表示データ信号の表す画像の表示方法を制御する表示制御手段とを
備えることを特徴とする。
【００２２】
このような第９の発明によれば、表示用画像信号が表示装置に供給されると、その表示用
画像信号においてパラメータ開始信号とパラメータ終了信号との間に配置された制御パラ
メータ信号に基づく表示方法で、表示データ信号の表す画像が表示される。
【００２３】
第１０の発明は、第９の発明において、
前記検出手段は、前記制御パラメータ信号として、前記制御パラメータ信号に基づく表示
方法の制御の開始を指定する制御開始パラメータ信号と、前記制御パラメータ信号に基づ
く表示方法の制御の終了を指定する制御終了パラメータ信号との２種類の信号を含む表示
用画像信号を受け取り、
前記表示制御手段は、
前記取り出された制御パラメータ信号が制御開始パラメータ信号か制御終了パラメータ信
号かを判別し、
前記制御開始パラメータ信号と前記制御終了パラメータ信号との間に配置された表示デー
タ信号の表す画像の表示方法を前記取り出された制御パラメータに基づき制御することを
特徴とする。
【００２４】
このような第１０の発明によれば、外部から与えられる表示用画像信号に含まれる制御パ
ラメータ信号に基づく表示方法で、その表示用画像信号のうち制御開始パラメータ信号と
制御終了パラメータ信号との間に配置された表示データ信号の表す画像が表示される。
【００２５】
第１１の発明は、第１０の発明において、
前記制御開始パラメータ信号は、表示方法を決定する要素のうち制御対象とする要素を指
定する制御タグ信号と、当該制御対象として指定された要素に対する制御の開始を指定す
る制御開始識別信号とを含み、
前記制御終了パラメータ信号は、表示方法を決定する要素のうち制御対象とする要素を指
定する制御タグ信号と、当該制御対象として指定された要素に対する制御の終了を指定す
る制御終了識別信号とを含み、
前記表示制御手段は、
前記取り出された制御パラメータ信号が制御開始識別信号と制御終了識別信号とのいずれ
を含むかを判別し、
前記制御開始識別信号を含む制御パラメータ信号と前記制御終了識別信号を含む制御パラ
メータ信号との間に配置された表示データ信号の表す画像の表示方法を、前記取り出され
た制御パラメータ信号に含まれる制御タグ信号に基づき制御することを特徴とする。
【００２６】
第１２の発明は、第１０の発明において、
複数のデータ信号線と、当該複数のデータ信号線に交差する複数の走査信号線と、当該複
数のデータ信号線と当該複数の走査信号線との交差点にそれぞれ設けられた画素形成手段
からなる画素アレイとを含む表示部と、
前記画素アレイを線順次に選択するための走査信号を前記複数の走査信号線に印加する走
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査側駆動手段と、
前記表示情報の表す画像を前記画素アレイに表示させるための駆動用画像信号を前記複数
のデータ信号線に印加するデータ側駆動手段とを備え、
前記走査側駆動手段と前記データ側駆動手段のうち少なくとも一方は複数個の駆動回路を
含み、
前記制御開始パラメータ信号は、前記複数個の駆動回路からいずれかの駆動回路を選択し
て、当該選択された駆動回路を動作状態とすることを指示し、前記制御終了パラメータ信
号は、当該選択された駆動回路を非動作状態とすることを指示することを特徴とする。
【００２７】
このような第１２の発明によれば、外部から与えられる表示用画像信号に含まれる制御パ
ラメータ信号で指定される駆動回路によって表示部が駆動され、これより、その制御パラ
メータを構成する制御開始パラメータ信号と制御終了パラメータ信号との間に配置された
表示データ信号の表す画像が表示部に表示される。
【００２８】
第１３の発明は、第１０の発明において、
前記表示データ信号の表す画像を表示するためのバックライトまたはフロントライトを更
に備え、
前記制御開始パラメータ信号は、前記バックライトまたは前記フロントライトの点灯を指
示し、前記制御終了パラメータ信号は、前記バックライトまたは前記フロントライトの消
灯を指示することを特徴とする。
【００２９】
このような第１３の発明によれば、外部から与えられる表示用画像信号に含まれる制御開
始パラメータ信号と制御終了パラメータ信号との間に配置された表示データ信号の表す画
像が表示される際にバックライトまたはフロントライトが点灯され、その表示の終了後に
バックライトまたはフロントライトが消灯される。
【００３０】
第１４の発明は、第１０の発明において、
前記表示データ信号の表す画像の表示におけるフレーム周波数を変更するフレ一ム周波数
変更手段を更に備え、
前記制御開始パラメータ信号は、前記フレーム周波数を予め決められた第１の周波数から
第２の周波数に変更することを指示し、前記制御終了パラメータ信号は、前記フレーム周
波数を前記第２の周波数から前記第１の周波数に戻すことを指示することを特徴とする。
【００３１】
このような第１４の発明によれば、外部から与えられる表示用画像信号に含まれる制御開
始パラメータ信号と制御終了パラメータ信号との間に配置された表示データ信号の表す画
像が表示される際にフレーム周波数が第２の周波数に設定され、その表示の終了後にフレ
ーム周波数が第１の周波数に戻される。
【００３２】
第１５の発明は、第９から第１４までの発明のいずれかにおいて、
前記表示情報の表す画像を表示する液晶パネルを含む駆動回路一体型のアクティブマトリ
クス型基板を備えることを特徴とする。
【００３３】
このような第１５の発明に係る表示装置のように、液晶パネルとその駆動回路とが駆動回
路一体型マトリクス基板として実現されている場合には、表示方法を制御するための制御
パラメータ信号を表示用画像信号に埋め込むことは、駆動回路一体型マトリクス基板への
入力信号の数を低減する上で有利である。
【００３４】
第１６の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御する
ための制御情報を含む表示用画像信号を受け取って、当該制御情報に基づく表示方法で当
該表示情報の表す画像を表示する表示装置であって、
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前記表示情報に相当するアナログ信号の表示データ信号と、前記制御情報に相当する制御
情報信号とを含むと共に、前記制御情報信号が、その最大電位レベルが前記表示データ信
号の最小電位レベルより低く設定されているか、あるいはその最小電位レベルが前記表示
データ信号の最大電位レベルより高く設定されている前記表示用画像信号を受け取り、受
け取った当該表示用画像信号の電位レベルが基準電位レベルより高いか低いかを比較する
ことによって、前記表示用画像信号から制御情報信号を抽出する制御・表示信号判別部と
、
前記表示用画像信号のうち前記抽出された制御情報信号に基づき、前記表示データ信号の
表す画像の表示方法を制御する表示制御手段とを備えていることを特徴とする。
【００３５】
このような第１６の発明によれば、表示用画像信号が表示装置に供給されると、その表示
用画像信号においてアナログ信号の表示データ信号と識別可能に配置された制御情報信号
に基づく表示方法で、表示データ信号の表す画像が表示される。
【００３６】
第１７の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御する
ための制御情報を含む表示用画像信号を受け取って、当該制御情報に基づく表示方法で当
該表示情報の表す画像を表示する表示装置であって、
前記表示情報に相当するデジタル信号の表示データ信号と、前記制御情報に相当する制御
情報信号とを含むと共に、前記制御情報信号の周波数が前記表示データ信号の周波数より
高く設定されている前記表示用画像信号を受け取り、受け取った当該表示用画像信号の周
波数が基準周波数より高いか低いかを比較することによって、前記表示用画像信号から制
御情報信号を抽出する制御・表示信号判別部と、
前記表示用画像信号のうち前記抽出された制御情報信号に基づき、前記表示データ信号の
表す画像の表示方法を制御する表示制御手段とを備えていることを特徴とする。
【００３７】
このような第１７の発明によれば、表示用画像信号が表示装置に供給されると、その表示
用画像信号においてデジタル信号の表示データ信号と識別可能に配置された制御情報信号
に基づく表示方法で、表示データ信号の表す画像が表示される。
【００３８】
第１８の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御する
ための制御情報を含む表示用画像信号を生成する表示用信号生成装置と、当該表示用画像
信号を受け取って、当該制御情報に基づく表示方法で当該表示情報の表す画像を表示する
表示装置とからなる表示システムであって、
前記表示用信号生成装置は、
前記生成すべき表示用画像信号の構造を定義する信号定義データを受け取り、当該信号定
義データに従って、前記制御情報に相当する制御パラメータ信号と前記表示情報に相当す
る表示データ信号とを含むパラメータ付き表示データ信号を生成する信号生成手段と、
前記パラメータ付き表示データ信号における制御パラメータ信号の直前に第１の特定信号
であるパラメータ開始信号を付加し、前記パラメータ付き表示データ信号における制御パ
ラメータ信号の直後に第２の特定信号であるパラメータ終了信号を付加するパラメータ開
始／終了信号付加手段とを備え、
前記表示装置は、
前記表示用画像信号においてパラメータ開始信号およびパラメータ終了信号を検出する検
出手段と、
前記表示用画像信号のうち前記検出されたパラメータ開始信号とパラメータ終了信号とに
挟まれた信号部分を制御パラメータ信号として取り出し、当該取り出された制御パラメー
タ信号に基づき、前記表示情報の表す画像の表示方法を制御する表示制御手段とを備える
ことを特徴とする。
【００３９】
第１９の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御する
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ための制御情報を含む表示用画像信号を生成する表示用信号生成装置と、当該表示用画像
信号を受け取って、当該制御情報に基づく表示方法で当該表示情報の表す画像を表示する
表示装置とからなる表示システムであって、
前記表示用信号生成装置は、
前記生成すべき表示用画像信号の構造を定義する信号定義データを受け取り、当該信号定
義データに従って、前記制御情報に相当する制御情報信号と前記表示情報に相当するアナ
ログ信号の表示データ信号とを含む前記表示用画像信号を生成する信号生成手段と、
前記表示データ信号の電位レベルを判別する信号レベル判別部と、
前記信号レベル判別手段にて判別された表示信号データの電位レベルに基づき、前記信号
生成手段にて生成される前記表示用画像信号における前記制御情報信号の最大電位レベル
を前記表示データ信号の最小電位レベルより低くするか、あるいは前記制御情報信号の最
小電位レベルを前記表示データ信号の最大電位レベルより高くする電位レベル設定手段と
を備え、
前記表示装置は、
前記表示用信号生成装置にて生成された前記表示用画像信号を受け取り、受け取った当該
表示用画像信号の電位レベルが基準電位レベルより高いか低いかを比較することによって
、前記表示用画像信号から制御情報信号を抽出する制御・表示信号判別部と、
前記表示用画像信号のうち前記抽出された制御情報信号に基づき、前記表示情報の表す画
像の表示方法を制御する表示制御手段とを備えることを特徴とする。
【００４０】
第２０の発明は、表示すべき画像を表す表示情報に加えて当該画像の表示方法を制御する
ための制御情報を含む表示用画像信号を生成する表示用信号生成装置と、当該表示用画像
信号を受け取って、当該制御情報に基づく表示方法で当該表示情報の表す画像を表示する
表示装置とからなる表示システムであって、
前記表示用信号生成装置は、
前記生成すべき表示用画像信号の構造を定義する信号定義データを受け取り、当該信号定
義データに従って、前記制御情報に相当する制御情報信号と前記表示情報に相当するデジ
タル信号の表示データ信号とを含む前記表示用画像信号を生成する信号生成手段と、
前記表示データ信号の周波数を判別する信号周波数判別部と、
前記信号周波数判別部にて判別された表示信号データの信号周波数に基づき、前記信号生
成手段にて生成される前記表示用画像信号における前記制御情報信号の周波数を前記表示
データ信号の周波数より高くするクロック信号発生手段とを備え、
前記表示装置は、
前記表示用信号生成装置にて生成された前記表示用画像信号を受け取り、受け取った当該
表示用画像信号の周波数が基準周波数より高いか低いかを比較することによって、前記表
示用画像信号から制御情報信号を抽出する制御・表示信号判別部と、
前記表示用画像信号のうち前記抽出された制御情報信号に基づき、前記表示情報の表す画
像の表示方法を制御する表示制御手段とを備えることを特徴とする。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態に係る表示制御方法、すなわち表示装置における表示方法を制
御するための方法を説明する。本実施形態に係る表示制御方法は、表示すべき画像を表す
表示情報と共に表示方法を制御するための制御情報を含む表示用画像信号を生成する表示
用信号生成装置と、その表示用信号生成装置から出力された表示用画像信号を受け取って
、それに含まれる制御情報に基づく表示方法で画像を表示する表示装置とからなる表示シ
ステムにおいて実施される。ここで、表示装置は、例えばパーソナルコンピュータ（パソ
コン）における液晶ディスプレイ装置に相当する。この場合、典型的には、表示用信号生
成装置はそのパソコン本体に内蔵され、そこで生成された表示用画像信号がパソコン本体
から液晶ディスプレイ装置に送られるが、液晶ディスプレイ装置に表示用信号生成装置が
内蔵されていてもよい。なお、実際の装置では、信号間のタイミング調整のために遅延素
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子が使用されるが、以下では便宜上、そのような遅延素子を省略して説明するものとする
。
【００４２】
＜１．表示用信号生成装置＞
本実施形態に係る制御方法を実施するための表示用信号生成装置（以下「本実施形態に基
づく表示用信号生成装置」という）は、表示装置で表示されるべき画像を表す画像信号に
、その画像の表示方法を制御するための制御情報、即ちその表示装置の有する表示機能に
対する制御情報を埋め込んだ信号を、表示用画像信号として生成する。生成される表示用
画像信号の構造は、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）
のようなマークアップ言語におけるタグの書式で予め定義されている。すなわち、生成さ
れる表示用画像信号の構造が、例えば図５（ａ）に示すような信号定義データＤｓｇで予
め定義される。この信号定義データＤｓｇによる定義では、表示機能に対する制御情報と
しての制御パラメータが“＜”と  “＞”とで挟まれ、その制御パラメータは、制御対象
と制御の開始または終了とを指定する。すなわち、制御対象は制御タグとしての文字列（
以下、この文字列自体をも「制御タグ」と呼ぶものとする）で特定され、制御タグのみか
らなる制御パラメータが“＜”と“＞”とで挟まれている場合、その制御パラメータは制
御の開始を意味し、制御タグの直前に“／”が付加された制御パラメータが“＜”と“＞
”とで挟まれている場合、その制御パラメータは制御の終了を意味する。ここで、表示装
置は、メインドライバおよびサブドライバと走査ドライバとによって駆動される液晶パネ
ルを備えた液晶表示装置であって、その液晶パネルのためのバックライトと、その液晶パ
ネルにおける表示のフレーム周波数を制御できる機能とを有しているものとする。この場
合、制御対象を特定する制御タグとして、メインドライバの制御を意味するメインドライ
バ制御タグ“ｄｒｖ＿ｍ”、サブドライバの制御を意味するサブドライバ制御タグ“ｄｒ
ｖ＿ｓ”、バックライトの制御を意味するバックライト制御タグ“ｂｌｉｇｈｔ”、フレ
ーム周波数の制御を意味するフレームレート制御タグ“ｆｒｍ＿ｒａｔｅ”が予め用意さ
れる。また、以下では、この他に、表示データの開始や終了を指定するために表示タグ“
ｄｉｓｐ”も用意されている。本実施形態で使用されるタグは、表示用画像信号に埋め込
まれる際に、図３に示すようにコード化されるものとする。この図３によれば、各タグは
固定長すなわち６ビット長であるが、制御タグは固定長でなくてもよい。
【００４３】
図１は、本実施形態に基づく表示用信号生成装置１００の概略構成を示すブロック図であ
る。この表示用信号生成装置１００は、タグコード化変換部１０と、Ｔｓ／Ｔｅ付加部１
２と、Ｐｓ／Ｐｅ付加部１４と、画像メモリ１６と、タグテーブル１８とを備えており、
タグコード化変換部１０には、上記のタグ書式で記述された信号定義データＤｓｇが入力
される。また、画像メモリ１６には、表示装置で表示されるべき画像を表す画像データが
予め格納されている。そしてタグテーブル１８は、図４に示すように、信号定義データＤ
ｓｇとして記述可能な各制御タグにつき、その制御タグを示す文字列とコードとを対応付
けるものであって、制御タグの文字列データを与えるとそれに対応する制御タグのコード
が出力されるように、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）または連想メモリ等
によって構成される。
【００４４】
上記表示用信号生成装置１００において、タグコード化変換部１０は、入力される信号定
義データＤｓｇによる定義に従って、その信号定義データＤｓｇに現れる文字列としての
制御タグを、タグテーブル１８を用いてコードに変換する。そして、このような制御タグ
のコード化と共に、その信号定義データＤｓｇによる定義に従って、画像メモリ１６から
画像データを読み出し、その画像データにコード化された制御タグを挿入することにより
、第１エンコーダ信号Ｓｅ１を生成する。また、タグコード化変換部１０は、その第１エ
ンコーダ信号Ｓｅ１のうち挿入された制御タグの区間においてＨレベル（ハイレベル）で
他の区間ではＬレベル（ローレベル）となる第１タグコード区間信号Ｓｃ１、および、挿
入される制御タグによる制御の開始および終了を示す開始／終了識別信号Ｓｔ１を出力す
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る。ここで、開始／終了識別信号Ｓｔ１は、制御の開始を意味する制御パラメータの制御
タグが挿入されると、第１エンコーダ信号Ｓｅ１におけるその制御タグの挿入位置に相当
する時点でＨレベルとなり、その後に制御の終了を意味する制御パラメータに含まれる制
御タグが挿入されるまでＨレベルに保持され、一方、制御の終了を意味する制御パラメー
タに含まれる制御タグが挿入されると、第１エンコーダ信号Ｓｅ１におけるその制御タグ
の挿入位置に相当する時点でＬレベルとなり、その後に制御の開始を意味する制御パラメ
ータに含まれる制御タグが挿入されるまでＬレベルに保持される。例えば、図２（ａ）に
示すような信号定義データＤｓｇが入力された場合には、図２（ｂ）に示すような第１エ
ンコーダ信号Ｓｅ１、第１タグコード区間信号Ｓｃ１、および開始／終了識別信号Ｓｔ１
を出力する。
【００４５】
上記のタグコード化変換部１０から出力される第１エンコーダ信号Ｓｅ１、第１タグコー
ド区間信号Ｓｃ１、および開始／終了識別信号Ｓｔ１は、Ｔｓ／Ｔｅ付加部１２に入力さ
れる。Ｔｓ／Ｔｅ付加部１２は、第１タグコード区間信号Ｓｃ１に基づき、第１エンコー
ダ信号Ｓｅ１に挿入された制御タグの直前に、図３に示す開始タグ信号Ｔｓまたは終了タ
グ信号Ｔｅを付加する。このとき、開始／識別信号Ｓｔ１がＨレベルであれば、挿入され
た制御タグを含む制御パラメータは制御の開始を意味するので、その制御タグの直前に開
始タグ信号Ｔｓ（“０１００００”）を付加し、開始／識別信号Ｓｔ１がＬレベルであれ
ば、挿入された制御タグを含む制御パラメータは制御の終了を意味するので、その制御タ
グの直前に終了タグ信号Ｔｅ（“００００１０”）を付加する。Ｔｓ／Ｔｅ付加部１２は
、このようにして開始タグ信号Ｔｓおよび終了タグ信号Ｔｅの付加された第１エンコード
信号Ｓｅ１を、第２エンコード信号Ｓｅ２として出力する。このようにして、タグコード
化変換部１０とＴｓ／Ｔｅ付加部１２とにより、表示すべき画像を表す信号とその画像の
表示方法を制御するための制御パラメータに相当する信号とを含むパラメータ付き表示デ
ータ信号が、第２エンコーダ信号Ｓｅ２として生成される。また、Ｔｓ／Ｔｅ付加部１２
は、その第２エンコーダ信号Ｓｅ２のうち制御タグの区間と開始タグ信号Ｔｓの区間と終
了タグ信号Ｔｅの区間とにおいてＨレベルで他の区間ではＬレベルとなる第２タグコード
区間信号Ｓｃ２を出力する。
【００４６】
Ｔｓ／Ｔｅ付加部１２から出力される第２エンコーダ信号Ｓｅ２および第２タグコード区
間信号Ｓｃ２は、Ｐｓ／Ｐｅ付加部１４に入力される。Ｐｓ／Ｐｅ付加部１４は、第２タ
グコード区間信号Ｓｃ２に基づき、第２エンコーダ信号Ｓｅ２に付加された開始タグ信号
Ｔｓおよび終了タグ信号Ｔｅの直前に、“＜”に相当する信号として図３に示すパラメー
タ開始信号Ｐｓ（“０１１００００”）を付加し、第２エンコーダ信号Ｓｅ２に挿入され
た制御タグの直後に、“＞”に相当する信号として図３に示すパラメータ終了信号Ｐｅ（
“０００１１０”）を付加する。Ｐｓ／Ｐｅ付加部１４は、このようにしてパラメータ開
始信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅの付加された第２エンコーダ信号Ｓｅ２を、表
示用画像信号Ｓｉとして出力する。この表示用画像信号Ｓｉは、図２（ｄ）に示すように
、信号定義データＤｓｇで定義される構造の信号であって、表示装置で表示すべき画像を
表す表示情報に加えて、その表示装置における画像の表示方法を制御するための制御情報
（制御パラメータに相当する情報）を含んでいる。
【００４７】
図２（ｄ）では表示用画像信号Ｓｉが模式的に示されているが、本実施形態における表示
用画像信号Ｓｉの実際の波形は、後述の図１１に示すようにシリアル伝送に対応したもの
である。また、本実施形態における表示用画像信号Ｓｉでは、タグに相当する信号部分（
パラメータ開始信号、パラメータ終了信号、開始タグ信号、終了タグ信号、制御タグ信号
）はデジタル信号であり、表示データに相当する信号部分はアナログ信号もしくはデジタ
ル信号となっている。そして、この表示用画像信号Ｓｉでは、図１１に示すように、表示
データがアナログ信号の場合、例えば、該アナログ信号の信号レベルはデジタル信号の信
号レベルよりも高く設定される。このため、パラメータ開始信号Ｐｓおよびパラメータ終
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了信号Ｐｅは、タグに相当する他のデジタル信号のみならず表示データに相当する信号か
らも識別可能となっている。なお、表示データに相当する信号部分をデジタル信号とした
場合であっても、例えば、パラメータ開始信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅに相当
するビットパターンを表示データの値を表すビットパターンとして使用しないようにすれ
ば、パラメータ開始信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅは表示用画像信号Ｓｉにおい
て識別可能となる。
【００４８】
このようにして、本実施形態における表示制御信号Ｓｉは、開始タグ信号Ｔｓまたは終了
タグ信号Ｔｅと制御タグ信号とからなる信号（以下「制御パラメータ信号」という）が、
表示用画像信号Ｓｉにおいて確実に識別可能なパラメータ開始信号Ｐｓとパラメータ終了
信号Ｐｅとによって挟まれた構造になっている。尚、以下の説明において、制御パラメー
タ信号をパラメータ開始信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅによって挟んだ信号を制
御情報信号とする。
【００４９】
また、以下にアナログ駆動の場合と、デジタル駆動の場合との表示用信号生成装置の具体
的な構成について説明する。
【００５０】
（アナログ駆動：表示データ信号がアナログ信号の場合）
図２１は、本実施形態に基づく表示用信号生成装置１００の構成を、アナログ駆動用の表
示用画像信号Ｓｉを作成する場合について示すブロック図である。この表示用信号生成装
置１００は、タグコード化変換部１０と、Ｔｓ／Ｔｅ付加部１２と、Ｐｓ／Ｐｅ付加部１
４と、画像メモリ１６と、タグテーブル１８と、信号レベル判別部１１と、電位レベル設
定部１３とを備えている。タグコード化変換部１０には、上記のタグ書式で記述された信
号定義データＤｓｇが入力される。また、画像メモリ１６には、表示装置で表示されるべ
き画像を表すアナログの画像データが予め格納されている。そしてタグテーブル１８は、
図３に示すように、信号定義データＤｓｇとして記述可能な各制御タグにつき、その制御
タグを示す文字列とコードとを対応付けるものであって、制御タグの文字列データを与え
るとそれに対応する制御タグのコードが出力されるように、ＲＯＭ（ＲｅａｄＯｎｌｙ　
Ｍｅｍｏｒｙ）または連想メモリ等によって構成される。
【００５１】
上記表示用信号生成装置１００において、信号レベル判別部１１は、画像メモリ１６に予
め格納された画像データの最低電位レベルを検出し、基準電位レベルＶｒｅｆを決定する
。
【００５２】
電位レベル設定部１３は、制御情報信号を構成する各信号（すなわち、タグコード化変換
部１０にてコード化された制御タグ信号、Ｔｓ／Ｔｅ付加部１２にて付加される開始タグ
信号Ｔｓまたは終了タグ信号Ｔｅ、Ｐｓ／Ｐｅ付加部１４にて付加されるパラメータ開始
信号Ｐｓまたはパラメータ終了信号Ｐｅ）を生成する時に、その電位レベルを設定する手
段である。この時、電位レベル設定部１３は、信号レベル判別部１１で決定された基準電
位レベルＶｒｅｆに基づき、コード化された制御タグ信号の最高電位レベルが画像メモリ
１６に予め格納された画像データの最低電位レベルより低くなるように、上記制御情報信
号の電位レベルを設定する。但し、電位レベル設定部１３は、少なくとも、パラメータ開
始信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅについて、その電位レベルを上述のように設定
するものであってもよい。
【００５３】
なお本実施形態では、基準電位レベルＶｒｅｆの決定方法と制御情報信号の生成方法とは
上記の方法に限定されるものではない。例えば、信号レベル判別部１１では、画像メモリ
１６に予め格納された画像データの最高電位レベルから基準電位レベルＶｒｅｆを決定し
、電位レベル設定部１３では、上記制御情報信号の最低電位レベルが、画像メモリ１６に
予め格納された画像データの最高電位レベルより高くなるように電位レベルを設定しても
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よい。
【００５４】
タグコード化変換部１０は、入力される信号定義データＤｓｇによる定義に従って、その
信号定義データＤｓｇに現れる文字列としての制御タグを、タグテーブル１８を用いてコ
ードに変換する。そして、このような制御タグのコード化と共に、その信号定義データＤ
ｓｇによる定義に従って、画像メモリ１６から画像データＳｄｍ（図２２（ａ）参照）を
読み出し、その画像データＳｄｍにコード化された一対の制御タグ信号Ｔａｇを挿入し、
第１エンコーダ信号Ｓｅ１（図２２（ｂ）参照）として出力する。
【００５５】
上記のタグコード化変換部１０から出力される第１エンコーダ信号Ｓｅ１は、Ｔｓ／Ｔｅ
付加部１２に入力される。Ｔｓ／Ｔｅ付加部１２では、第１エンコーダ信号Ｓｅ１に挿入
された一対の制御タグ信号Ｔａｇの直前に、先頭の制御タグ信号Ｔａｇには開始タグ信号
Ｔｓを、最後尾の制御タグ信号Ｔａｇには終了タグ信号Ｔｅを付加し、第２エンコーダ信
号Ｓｅ２（図２２（ｃ）参照）として出力する。
【００５６】
Ｔｓ／Ｔｅ付加部１２から出力される第２エンコーダ信号Ｓｅ２は、Ｐｓ／Ｐｅ付加部１
４に入力される。Ｐｓ／Ｐｅ付加部１４は、第２エンコーダ信号Ｓｅ２に付加された開始
タグ信号Ｔｓおよび終了タグ信号Ｔｅの直前に、“＜”に相当する信号として図３に示す
パラメータ開始信号Ｐｓ（“０１１０００”）を付加し、第２エンコーダ信号Ｓｅ２に挿
入された制御タグタグ信号Ｔａｇの直後に、“＞”に相当する信号として図３に示すパラ
メータ終了信号Ｐｅ（“０００１１０”）を付加する。Ｐｓ／Ｐｅ付加部１４は、このよ
うにしてパラメータ開始信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅの付加された第２エンコ
ーダ信号Ｓｅ２を、表示用画像信号Ｓｉ（図２２（ｄ）参照）として出力する。
【００５７】
この表示用画像信号Ｓｉは、信号定義データＤｓｇで定義される構造の信号であって、表
示装置で表示すべき画像を表す表示情報に加えて、その表示装置における画像の表示方法
を制御するための制御情報（制御パラメータに相当する情報）を含んでいる。
【００５８】
（デジタル駆動：表示データ信号がデジタル信号の場合）
図２３は、本実施形態に基づく表示用信号生成装置１００の構成を、デジタル駆動用の表
示用画像信号Ｓｉを作成する場合について示すブロック図である。表示用信号生成装置１
００の構成は、デジタル駆動の場合もアナログ駆動の場合と概ね同様であり、図２３に示
すように、アナログ駆動の場合で説明した信号レベル判別部１１の替わりに周波数判別部
１５を、電位レベル設定部１３の替わりにクロック信号発生部１７を用いている点だけが
異なるため、その他の部分に関しては説明を省略するものとする。
【００５９】
信号周波数判別部１５は、画像メモリ１６に予め格納された画像データの周波数を検出し
、基準周波数ＣＫｒｅｆを決定する。
【００６０】
クロック信号発生部１７は、制御情報信号を構成する各信号を生成するためのクロック信
号を生成する。この時、上記クロック信号発生部１７は、信号周波数判別部１５で決定さ
れた基準周波数ＣＫｒｅｆに基づき、上記制御情報信号の周波数が画像メモリ１６に予め
格納された画像データの周波数より高くなるように周波数を設定してクロック信号を生成
する。
【００６１】
以下アナログ駆動の場合と同様にして、画像メモリから読み出される画像データＳｄｍ（
図２４（ａ）参照）に対して、タグコード化変換部１０から第１エンコーダ信号Ｓｅ１（
図２４（ｂ）参照）が出力され、Ｔｓ／Ｔｅ付加部から第２エンコーダ信号Ｓｅ２（図２
４（ｃ）参照）が出力され、Ｐｓ／Ｐｅ付加部から表示用画像信号Ｓｉ（図２４（ｄ）参
照）が出力される。
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【００６２】
この表示用画像信号Ｓｉは、信号定義データＤｓｇで定義される構造の信号であって、表
示装置で表示すべき画像を表す表示情報に加えて、その表示装置における画像の表示方法
を制御するための制御情報（制御パラメータに相当する情報）を含んでいる。
【００６３】
＜２．表示装置の構成＞
図９は、本実施形態に係る制御方法を実施するための表示装置（以下「本実施形態に基づ
く表示装置」という）の構成を示すブロック図である。この表示装置は、上記の表示用信
号生成装置で生成された表示用画像信号Ｓｉを入力信号として受け取って、その入力信号
Ｓｉに含まれる表示データの表す画像を液晶パネルに表示するものであり、表示部として
の液晶パネル３０と、データドライバ（データ側駆動回路）としてのメインドライバ３２
およびサブドライバ３４と、走査ドライバ（走査側駆動回路）３６と、バックライト４０
と、タグデコーダ２００とを備えている。タグデコーダ２００は、制御・表示信号判別部
２１と、Ｐｓ／Ｐｅ検出部２０と、Ｔｓ／Ｔｅ判別部２２と、タグ判別・制御部２４とを
含んでおり、上記入力信号Ｓｉから制御情報信号（制御パラメータ信号をパラメータ開始
信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅによって挟んだ信号）を取り出して、その制御情
報信号に基づき表示装置の各部を制御するための制御信号Ｃ１～Ｃ４を生成する。なお、
この表示装置は、ポリシリコンＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　ＦｉｌｍＴｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を用
いた駆動回路一体のアクティブマトリクス型液晶表示装置であって、表示部３０とメイン
ドライバ３２とサブドライバ３４と走査ドライバ３６とが駆動回路一体型マトリクス基板
３００として実現されている。しかし、本発明は、このような表示装置に限定されるもの
ではなく、ブラウン管（ＣＲＴ）を利用した表示装置等の他の表示装置にも適用可能であ
る。
【００６４】
本実施形態に基づく表示装置内のタグデコーダ２００において、制御・表示信号判別部２
１は、上記の表示用信号生成装置で生成された表示用画像信号Ｓｉから制御情報信号と表
示データ信号とを判別してそれぞれの信号を分離し、制御情報信号はＰｓ／Ｐｅ検出部２
０へ、表示データ信号はメインドライバ３２およびサブドライバ３４へ出力する。この方
法について、アナログ駆動の場合とデジタル駆動の場合とに分けて説明する。
【００６５】
（アナログ駆動：表示データがアナログ信号の場合）
上記制御・表示信号判別部２１は、アナログ駆動の場合、上記の表示用信号生成装置１０
０で生成された表示用画像信号Ｓｉと、上記の表示用信号生成装置１００で決定された基
準電位レベルＶｒｅｆとを比較する。そして、上記基準電位レベルＶｒｅｆが表示データ
信号の最低電位レベルに基づいて決定されている場合、表示用画像信号Ｓｉのうち、基準
電位レベルＶｒｅｆより低い部分については制御情報信号、基準電位Ｖｒｅｆより高い部
分については表示データ信号と判別する。なお表示用信号生成装置１００で生成された表
示用画像信号Ｓｉから制御情報信号と表示データ信号を判別する方法は、上記で説明した
方法に限定されるものではなく、上記基準電位レベルＶｒｅｆが表示データ信号の最高電
位レベルに基づいて決定されている場合には、基準電位レベルＶｒｅｆより高ければ制御
情報信号、基準電位Ｖｒｅｆより低ければ表示データ信号と判別するように設定すればよ
い。
【００６６】
（デジタル駆動：表示データがデジタル信号の場合）
デジタル駆動の場合は、上記制御・表示信号判別部２１は、上記の表示用信号生成装置１
００で生成された表示用画像信号Ｓｉと基準クロック信号ＣＫｒｅｆとを比較して、表示
用画像信号Ｓｉのうち、基準クロック信号ＣＫｒｅｆより周波数が高い部分については制
御情報信号、基準クロック信号ＣＫｒｅｆより周波数が低い部分については表示データ信
号と判別する。
【００６７】
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次に、上記表示用画像信号Ｓｉから分離されてＰｓ／Ｐｅ検出部２０へ出力される制御情
報信号の処理について説明する。
【００６８】
Ｐｓ／Ｐｅ検出部２０は、パラメータ開始信号Ｐｓを表すコード“０１１０００”とパラ
メータ終了信号Ｐｅを表すコード“０００１１０”とを保持しており、これらのコードと
Ｐｓ／Ｐｅ検出部２０への入力信号Ｓｉ’（すなわち制御情報信号：図１０（ａ）参照）
とを所定ビット毎に（本実施形態では６ビット毎に）比較することにより、入力信号Ｓｉ
’に含まれるパラメータ開始信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅを検出し、その検出
結果に応じて次のように動作する。すなわち、入力信号Ｓｉ’において、パラメータ開始
信号Ｐｓが検出されると、Ｈレベル（ハイレベル）のパラメータ検出信号Ｓｐを出力し、
パラメータ終了信号Ｐｅが検出されると、Ｌレベル（ローレベル）のパラメータ検出信号
Ｓｐを出力する。このパラメータ検出信号Ｓｐは、図１０（ｂ）に示すように、入力信号
Ｓｉ’においてパラメータ開始信号Ｐｓが検出されてから次にパラメータ終了信号Ｐｅが
検出されるまでの期間はＨレベルに保持され、入力信号Ｓｉ’においてパラメータ終了信
号Ｐｅが検出されてから次にパラメータ開始信号Ｐｓが検出されるまでの期間はＬレベル
に保持される。パラメータ開始信号Ｐｓまたはパラメータ終了信号Ｐｅが検出されたとき
には、検出された信号ＰｓまたはＰｅを入力信号Ｓｉ’から分離することによって得られ
る信号を、第１デコーダ信号Ｓｄ１として出力する。このようにして、図１０（ｄ）に示
すような第１デコーダ信号Ｓｄ１が得られる。
【００６９】
Ｐｓ／Ｐｅ検出部２０から出力される第１デコーダ信号Ｓｄ１およびパラメータ検出信号
Ｓｐは、Ｔｓ／Ｔｅ判別部２２に入力される。パラメータ検出信号ＳｐがＬレベルからＨ
レベルに変化したときには、第１デコーダ信号Ｓｄ１のうちパラメータ検出信号ＳｐがＨ
レベルになった直後の区間に制御パラメータ信号（以下「現制御パラメータ信号」という
）が配置されている。Ｔｓ／Ｔｅ判別部２２は、開始タグ信号Ｔｓを表すコード“０１０
０００”と終了タグ信号Ｔｅを表すコード“００００１０”とを保持しており、現制御パ
ラメータ信号の先頭の所定ビット（本実施形態では６ビット）をこれらのコードと比較し
、これにより、現制御パラメータ信号が制御の開始を意味するか終了を意味するかを判定
する。そしてＴｓ／Ｔｅ判別部２２は、その判定結果に応じて次のように動作する。すな
わち、現制御パラメータ信号の先頭６ビットが開始タグ信号Ｔｓのコードと一致する場合
には、現制御パラメータ信号は制御の開始を意味するので、Ｈレベルの開始／終了識別信
号Ｓｔを出力する。一方、現制御パラメータ信号の先頭６ビットが終了タグ信号Ｔｅのコ
ードと一致する場合には、現制御パラメータ信号は制御の終了を意味するので、Ｌレベル
の開始／終了識別信号Ｓｔを出力する。この開始／終了識別信号Ｓｔは、図１０（ｃ）に
示すように、入力信号Ｓｉ’において制御の開始を意味する制御パラメータ信号が検出さ
れてから次に制御の終了を意味する制御パラメータ信号が検出されるまではＨレベルに保
持され、入力信号Ｓｉ’において制御の終了を意味する制御パラメータ信号が検出されて
から次に制御の開始を意味する制御パラメータ信号が検出されるまではＬレベルに保持さ
れる。また、Ｔｓ／Ｔｅ判別部２２は、パラメータ検出信号ＳｐがＨレベルのときには、
第１デコーダ信号Ｓｄ１から現制御パラメータ信号の先頭６ビットである開始タグ信号Ｔ
ｓまたは終了タグ信号Ｔｅを除去することによって得られる信号を、第２デコーダ信号Ｓ
ｄ２として出力する。一方、パラメータ検出信号ＳｐがＬレベルのときには、Ｔｓ／Ｔｅ
判別部２２は、入力された第１デコーダ信号Ｓｄ１をそのまま第２デコーダ信号Ｓｄ２し
て出力する。このようにして、図１０（ｅ）に示すような第２デコーダ信号Ｓｄ２が得ら
れる。
【００７０】
Ｔｓ／Ｔｅ判別部２２から出力される第２デコーダ信号Ｓｄ２および開始／終了識別信号
Ｓｔは、Ｐｓ／Ｐｅ検出部２０から出力されるパラメータ検出信号Ｓｐと共にタグ判別・
制御部２４に入力される。タグ判別・制御部２４は、パラメータ検出信号Ｓｐに基づき、
第２デコーダ信号Ｓｄ２から制御タグ信号Ｔａｇを取り出す。すなわち、図１０に示すよ
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うに、入力信号Ｓｉ’のうちパラメータ検出信号ＳｐがＨレベルである期間に相当する区
間には、開始タグ信号Ｔｓまたは終了タグ信号Ｔｅと制御タグＴａｇとパラメータ終了信
号Ｐｅとが順に配置されるが、開始タグ信号Ｔｓと終了タグ信号Ｔｅとパラメータ終了信
号Ｐｅとは固定長（６ビット長）であるので、パラメータ検出信号Ｓｐにより制御タグ信
号Ｔａｇの区間が確定される。したがって、制御タグ信号Ｔａｇの長さが固定か可変かに
拘わらず、タグ判別・制御部２４は、パラメータ検出信号Ｓｐに基づき、第２デコーダ信
号Ｓｄ２から制御タグＴａｇを取り出すことができる。タグ判別・制御部２４は、本表示
装置における各部を制御するための第１～第４制御信号Ｃ１～Ｃ４を、このようにして取
り出された制御タグＴａｇと開始／終了識別信号Ｓｔとに基づいて生成する。すなわち、
タグ判別・制御部２４は、図３に示したコードで表される制御タグ信号Ｔａｇをデコード
する制御デコーダを含み、この制御デコーダは、第２デコーダ信号Ｓｄ２から取り出され
た制御タグ信号Ｔａｇに応じて、各制御信号Ｃ１～Ｃ４のうちのいずれかを選択し、選択
された制御信号Ｃｊを開始／終了識別信号Ｓｔに応じてＨレベルまたはＬレベルに設定す
る。なお、制御タグ信号Ｔａｇが“ｆｒｍ＿ｒａｔｅ”に相当する場合には、フレーム周
波数をデフォルト値と別の値との間で変更するために、走査ドライバ３６への制御信号Ｃ
３のレベルを変更すると共に、メインドライバ３２やサブドライバ３４、走査ドライバ３
６に供給される後述のタイミング信号（クロック信号ＣＫ、水平同期信号ＨＳＹ、垂直同
期信号ＶＳＹ）の繰り返し周波数を変更する。
【００７１】
例えば、“ｄｒｖ＿ｍ”に相当する制御パラメータ信号が入力信号Ｓｉ’に含まれている
場合には、その制御タグ信号Ｔａｇは“１０１０１０”であって、これに応じて制御デコ
ーダにより、メインドライバ３２に対する制御信号である第１制御信号Ｃ１が選択される
。そして、このとき開始／終了識別信号ＳｔはＨレベルであるので、選択された制御信号
Ｃ１がＨレベルに設定される。これにより、メインドライバ３２は動作状態となる。その
後、“／ｄｒｖ＿ｍ”に相当する制御パラメータ信号が含まれた入力信号Ｓｉ’がタグデ
コーダ２００に入力されると、タグ判別・制御部２４における制御デコーダによりメイン
ドライバ３０の制御信号Ｃ１が選択されるが、開始／終了識別信号ＳｔがＬレベルとなる
ため、選択された制御信号Ｃ１はＬレベルに設定される。これにより、メインドライバ３
２は表示部３０の非動作状態となる。
【００７２】
また、入力信号Ｓｉ’に含まれる“ｄｉｓｐ”に相当する制御パラメータ信号と“／ｄｉ
ｓｐ”に相当する制御パラメータ信号とに対しては、タグ判別・制御部２４は、各制御信
号Ｃ１～Ｃ４の信号レベルを維持したままで、先の表示用画像信号Ｓｉのうちこれらの制
御パラメータ信号で挟まれた区間の信号を、表示部３０に表示すべき画像を表す表示デー
タ信号Ｓｄｉｓとして所定のタイミングで出力する。但し、この表示データ信号Ｓｄｉｓ
は、入力信号Ｓｉ’に含まれているものではなく、制御・表示信号判別部２１において表
示用画像信号Ｓｉから分離されたものである。このため、制御・表示信号判別部２１は、
この表示データ信号Ｓｄｉｓを現表示データとして一時的に記憶するための表示メモリを
内蔵しており、この表示メモリに記憶される現表示データを、予め決められた回数または
期間だけ、表示データ信号Ｓｄｉｓとして制御・表示信号判別部２１から繰り返し出力す
る。このようにして出力される表示データ信号Ｓｄｉｓは、メインドライバ３２とサブド
ライバ３４に供給される。さらに、タグ判別・制御部２４は、この表示データ信号Ｓｄｉ
ｓの表す画像を表示部３０に表示するためのタイミング信号として、クロック信号ＣＫ、
水平同期信号ＨＳＹおよび垂直同期信号ＶＳＹを生成し、これらのタイミング信号を、メ
インドライバ３２、サブドライバ３４および走査ドライバ３６に供給する。なお、“／ｄ
ｉｓｐ”に相当する制御パラメータ信号に後続する制御パラメータ信号に基づく制御信号
のレベル変更、例えば制御パラメータ“／ｄｒｖ＿ｍ”が後続する場合、これに基づくメ
インドライバ３２の制御信号Ｃ１のＨレベルからＬレベルヘの変更は、上記予め決められ
た回数または期間の表示データ信号Ｓｄｉｓの出力の終了後に行われる。
【００７３】
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液晶パネルである表示部３０は、制御・表示信号判別部２１から出力される表示データ信
号Ｓｄｉｓの表す画像における水平走査線にそれぞれが対応する複数本の走査信号線と、
それら複数本の走査信号線のそれぞれと交差する複数本のデータ信号線と、それら複数本
の走査信号線と複数本のデータ信号線との交差点にそれぞれ設けられた画素形成手段から
なる画素アレイとを含む。なお、各画素形成手段は、データ信号線に印加される画像信号
に応じた電圧を微小な液晶層部分に印加する構造を有している。
【００７４】
メインドライバ３２には、表示部３０に表示すべき画像を表す表示データ信号Ｓｄｉｓが
供給されると共に、タイミングを示す信号としてクロック信号ＣＫおよび水平同期信号Ｈ
ＳＹが供給され、更に、タグ判別・制御部２４で生成された第１制御信号Ｃ１が供給され
る。メインドライバ３２は、第１制御信号Ｃ１がＨレベルのときにイネーブル状態（動作
状態）となり、このときには、表示データ信号Ｓｄｉｓとクロック信号ＣＫおよび水平同
期信号ＨＳＹとに基づき、液晶パネルを駆動するための画像信号（以下「駆動用画像信号
」という）を生成し、これを表示部３０のデータ信号線に印加する。一方、第１制御信号
Ｃ１がＬレベルのときには、メインドライバ３２は、ディスエーブル状態（非動作状態）
となり、表示部３０の各データ信号線への駆動用画像信号の印加を停止する。
【００７５】
サブドライバ３４に対しても、メインドライバ３２と同様、表示部３０に表示すべき画像
を表す表示データ信号Ｓｄｉｓが供給されると共に、タイミングを示す信号としてクロッ
ク信号ＣＫおよび水平同期信号ＨＳＹが供給され、更に、タグ判別・制御部２４で生成さ
れた第２制御信号Ｃ２が供給される。第２制御信号Ｃ２がＨレベルのときに、サブドライ
バ３４は、イネーブル状態となって、表示データ信号Ｓｄｉｓとクロック信号ＣＫおよび
水平同期信号ＨＳＹとに基づき、表示部３０である液晶パネルを駆動するための駆動用画
像信号を生成し、これを表示部３０の各データ信号線に印加する。一方、第２制御信号Ｃ
２がＬレベルのときには、サブドライバ３４は、ディスエーブル状態となって、表示部３
０の各データ信号線への駆動用画像信号の印加を停止する。
【００７６】
なお、サブドライバ３４は、表示部３０におけるデータ信号線をメインドライバと共用す
ることになるが、メインドライバ３２に供給される第１制御信号Ｃ１とサブドライバ３４
に供給される第２制御信号Ｃ２とが共にＨレベルであっても、共用されるデータ信号線に
接続されるメインドライバ３２およびサブドライバ３４の出力端子のうち、少なくとも一
方のドライバの出力端子は各時点で高インピーダンス状態となるように制御される。すな
わち、メインドライバ３２によって印加される駆動用画像信号とサブドライバ３４によっ
て印加される駆動用画像信号とが衝突しないようになっている（このための構成は本発明
と直接に関係しないので、その詳細は省略する）。
【００７７】
走査ドライバ３６には、表示データ信号Ｓｄｉｓの表す画像を表示部３０に表示させるた
めのタイミング信号として、水平同期信号ＨＳＹおよび垂直同期信号ＶＳＹが供給され、
更に、タグ判別・制御部２４で生成された第３制御信号Ｃ３が供給される。走査ドライバ
３６は、これらの水平同期信号ＨＳＹ、垂直同期信号ＶＳＹ、および第３制御信号Ｃ３に
基づき、表示部３０における走査信号線を１水平走査期間ずつ順に選択するために各走査
信号線に印加すべき走査信号を生成し、各走査信号線の選択を１垂直走査期間を周期とし
て繰り返す。このとき、第３制御信号Ｃ３がＨレベルであれば、走査ドライバ３６は、デ
フォルト値とは異なる予め設定されたフレーム周波数で各走査信号線が選択走査されるよ
うに各走査信号を生成する。一方、第３制御信号Ｃ３がＬレベルであれば、走査ドライバ
３６は、既定のフレーム周波数（デフォルト値）で各走査信号線が選択走査されるように
各走査信号を生成する。
【００７８】
表示部３０としての液晶パネルは、上記のようにして、データ信号線にはメインドライバ
３２およびサブドライバ３４によって表示データ信号Ｓｄｉｓに基づく駆動用画像信号が
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印加され、走査信号線には走査ドライバ３６によって走査信号が印加される。これにより
表示部３０は、表示用画像信号Ｓｉに含まれる表示データの表す画像を、表示用画像信号
Ｓｉに含まれる制御パラメータ信号で指定される表示方法で表示する。
【００７９】
尚、上記図９の構成では、タグデコーダ部２００において、上記表示用画像信号Ｓｉを最
初に表示データ信号Ｓｄｉｓと制御情報信号（入力信号Ｓｉ’）とに分離したが、本発明
はこれに限定されるものではない。例えば、図９における制御・表示信号判別部２１を省
略し、最初に表示データ信号Ｓｄｉｓを分離しない表示用画像信号Ｓｉに対して、制御情
報信号を構成する各信号をＰｓ／Ｐｅ検出部２０、Ｔｓ／Ｔｅ判別部２２、およびタグ判
別／制御部２４にて検出してゆくことで制御信号Ｃ１～Ｃ４を生成すると共に、検出され
た各信号を表示用画像信号Ｓｉから除去していくものであってもよい。この場合、上記表
示用画像信号Ｓｉにおいて御情報信号を構成する各信号が除去されていくことにより、タ
グ判別／制御部２４では最後に表示データ信号Ｓｄｉｓのみが残るので、これをタグ判別
／制御部２４から出力すればよい。
【００８０】
＜３．表示装置の動作＞
以下、上記のように構成された本実施形態に基づく表示装置の動作例を説明する。
【００８１】
＜３．１　第１の動作例＞
まず、図５（ａ）および（ｂ）に示す信号定義データＤｓｇに従って生成された表示用画
像信号Ｓｉが入力信号として本実施形態に基づく表示装置（図９）に入力された場合の表
示動作を、第１の動作例として説明する。
【００８２】
図５（ａ）に示す信号定義データＤｓｇは、“ｉｍｇ　ｓｒｃ．ｇｉｆ”で特定される画
像データの表す画像を表示部３０に表示するための信号の構造を定義している。この信号
定義データＤｓｇが既述の表示用信号生成装置１００（図１）に入力されると、図１１に
示すような表示用画像信号Ｓｉが生成され、これが表示装置内のデコーダ２００に入力さ
れる。
【００８３】
図１１に示す表示用画像信号Ｓｉがデコーダ２００に入力されると、まず、メインドライ
バ３２をイネーブル状態（動作状態）にすることを指示するパラメータセットに相当する
メインドライバ制御開始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓと開始タグ信号Ｔｓと
メインドライバ制御タグ信号Ｄｒｖ＿ｍとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される
。具体的には、まず、Ｐｓ／Ｐｅ検出部２０において、表示用画像信号Ｓｉに含まれるパ
ラメータ開始信号Ｐｓが検出される。既述のように、表示データがアナログ信号の場合は
、表示データに相当する信号部分のレベルはタグに相当するデジタル信号のレベルよりも
高く（もしくは低く）設定されているので、表示用画像信号Ｓｉにおいてパラメータ開始
信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅの確実な検出が可能である。また、表示データが
デジタル信号の場合は、表示データに相当する信号部分の周波数はタグに相当するデジタ
ル信号の周波数よりも高く設定されているので、表示用画像信号Ｓｉにおいてパラメータ
開始信号Ｐｓおよびパラメータ終了信号Ｐｅの確実な検出が可能である。パラメータ開始
信号Ｐｓが検出されると、Ｔｓ／Ｔｅ判別部２２において、そのパラメータ開始信号Ｐｓ
に続く信号がタグ開始信号Ｔｓとタグ終了信号Ｔｅのいずれであるかが判別される。ここ
では、そのパラメータ開始信号Ｐｓに続く信号がタグ開始信号Ｔｓであると判別され、こ
のタグ開始信号Ｔｓに続く信号は、タグ判別・制御部２４に入力される。この間にＰｓ／
Ｐｅ検出部２０において、上記検出されたパラメータ開始信号Ｐｓに対応するパラメータ
終了信号Ｐｅが検出される。タグ判別・制御部２４では、このようにして検出されたパラ
メータ開始信号Ｐｓとパラメータ終了信号Ｐｅとの間に配置されている制御パラメータ信
号の中から制御タグ信号Ｔａｇが取り出される。このとき取り出される制御タグ信号Ｔａ
ｇは、メインドライバ制御タグ“ｄｒｖ＿ｍ”に相当する制御タグ信号Ｄｒｖ＿ｍであり
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、タグ判別・制御部２４では、この制御タグ信号Ｄｒｖ＿ｍとＴｓ／Ｔｅ判別部２２での
判別結果とに基づき、メインドライバ３２に供給される第１制御信号Ｃ１がＨレベルに設
定される。これにより、メインドライバ３２に対する制御が開始される。すなわち、メイ
ンドライバ３２は、イネーブル状態（動作状態）となる。
【００８４】
次に、表示用画像信号Ｓｉに含まれていた表示データの開始点を示すパラメータセットに
相当する表示開始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓと開始タグ信号Ｔｓと表示タ
グ信号Ｄｉｓｐとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。具体的には、まずＰｓ
／Ｐｅ検出部２０において、表示用画像信号Ｓｉに含まれるパラメータ開始信号Ｐｓが検
出され、次にＴｓ／Ｔｅ判別部２２において、そのパラメータ開始信号Ｐｓに続く信号が
タグ開始信号Ｔｓであると判別され、このタグ開始信号Ｔｓに続く信号は、タグ判別・制
御部２４に入力される。この間にＰｓ／Ｐｅ検出部２０において、上記検出されたパラメ
ータ開始信号Ｐｓに対応するパラメータ終了信号Ｐｅが検出される。タグ判別・制御部２
４では、このようにして検出されたパラメータ開始信号Ｐｓとパラメータ終了信号Ｐｅと
の間に配置されている制御パラメータ信号の中から制御タグ信号Ｔａｇが取り出され、こ
の制御タグ信号Ｔａｇが表示タグ“ｄｉｓｐ”に相当する制御タグ信号Ｄｉｓｐであると
判別される。これにより一連の表示開始タグの検出が終了するので、その表示開始タグに
続く信号が表示データ信号Ｓｄｉｓとして取り出される。この表示データ信号Ｓｄｉｓは
、タグ判別・制御部２４内の表示メモリに一旦記憶された後にそこから所定のタイミング
で読み出されて、または直接に、メインドライバ３２およびサブドライバ３４に供給され
る。このとき、表示データ信号Ｓｄｉｓは、それの表す画像を表示部３０に表示させるた
めのタイミング信号（クロック信号ＣＫや水平同期信号ＨＳＹ、垂直同期信号ＶＳＹ）と
共に、メインドライバ３２およびサブドライバ３４に供給される。
【００８５】
メインドライバ３２は、上記のメインドライバ制御タグによってイネーブル状態となって
いるので、上記表示データ信号Ｓｄｉｓをタイミング信号と共に受け取ると、その表示デ
ータ信号Ｓｄｉｓの表す画像を表示部３０に表示させるための駆動用画像信号を生成し、
表示部３０のデータ信号線に印加する。これにより表示部３０において画像表示が開始さ
れる。なお、この動作例では、サブドライバ３４の制御は開始されないので（イネーブル
状態ではないので）、サブドライバ３４は、この表示データ信号Ｓｄｉｓには応答せず、
これを無視することになる。
【００８６】
このようにして表示開始タグが検出され、表示用画像信号Ｓｉから表示データ信号Ｓｄｉ
ｓが取り出されている間に、タグデコーダ２００において、表示用画像信号Ｓｉに含まれ
る表示データの終了点を示すパラメータセットに相当する表示終了タグ、すなわちパラメ
ータ開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅと表示タグ信号Ｄｉｓｐとパラメータ終了信号Ｐｅ
との並びが検出される。具体的には、まずＰｓ／Ｐｅ検出部２０において、表示用画像信
号Ｓｉに含まれるパラメータ開始信号Ｐｓが検出され、次にＴｓ／Ｔｅ判別部２２におい
て、そのパラメータ開始信号Ｐｓに続く信号がタグ終了信号Ｔｅであると判別され、この
タグ終了信号Ｔｅに続く信号は、タグ判別・制御部２４に入力される。この間にＰｓ／Ｐ
ｅ検出部２０において、上記検出されたパラメータ開始信号Ｐｓに対応するパラメータ終
了信号Ｐｅが検出される。タグ判別・制御部２４では、このようにして検出されたパラメ
ータ開始信号Ｐｓとパラメータ終了信号Ｐｅとの間に配置されている制御パラメータ信号
の中から制御タグ信号Ｔａｇが取り出され、この制御タグ信号Ｔａｇが表示タグＤｉｓｐ
であると判別される。これにより一連の表示終了タグが検出されたことになるので、この
表示終了タグの直前で、表示用画像信号Ｓｉからの表示データ信号Ｓｄｉｓの取り出しが
終了する。
【００８７】
タグデコーダ２００において、上記表示終了タグの検出後に、メインドライバ３２をディ
スエーブル状態（非動作状態）にすることを指示するパラメータセットに相当するメイン
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ドライバ制御終了タグ、すなわちパラメータ開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅとメインド
ライバタグＤｒｖ＿ｍとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。具体的には、ま
ずＰｓ／Ｐｅ検出部２０において、表示用画像信号Ｓｉに含まれるパラメータ開始信号Ｐ
ｓが検出され、次にＴｓ／Ｔｅ判別部２２において、そのパラメータ開始信号Ｐｓに続く
信号がタグ終了信号Ｔｅであると判別され、このタグ終了信号Ｔｅに続く信号は、タグ判
別・制御部２４に入力される。この間にＰｓ／Ｐｅ検出部２０において、上記検出された
パラメータ開始信号Ｐｓに対応するパラメータ終了信号Ｐｅが検出される。タグ判別・制
御部２４では、このようにして検出されたパラメータ開始信号Ｐｓとパラメータ終了信号
Ｐｅとの間に配置された制御パラメータ信号の中から制御タグ信号Ｔａｇが取り出され、
この制御タグ信号Ｔａｇがメインドライバ制御タグ“ｄｒｖ＿ｍ”に相当する制御タグ信
号Ｄｒｖ＿ｍであると判別される。タグ判別・制御部２４では、この制御タグ信号Ｄｒｖ
＿ｍとＴｓ／Ｔｅ判別部２２での判別結果とに基づき、メインドライバ３２に供給される
第１制御信号Ｃ１がＬレベルに設定される。これにより、メインドライバ３２に対する制
御が終了し、メインドライバ３２はディスエーブル状態（非動作状態）となる。
【００８８】
一方、図５（ｂ）に示す信号定義データＤｓｇは、“ｔｘｔ．ｂｍｐ”で特定される画像
データの表す画像をサブドライバ３４によって表示部３０に表示するための信号の構造を
定義している。この信号定義データＤｓｇが既述の表示用信号生成装置１００に入力され
ると、図１２に示すような表示用画像信号Ｓｉが生成され、これが表示装置内のデコーダ
２００に入力される。
【００８９】
図１２に示すような表示用画像信号Ｓｉが入力信号としてタグデコーダ２００に入力され
ると、まず、サブドライバ３４の制御を開始することを指示するパラメータセットに相当
するサブドライバ制御開始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓと開始タグ信号Ｔｓ
とサブドライバ制御タグ信号Ｄｒｖ＿ｓとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが上記と同様
にして検出される。そして、このようなサブドライバ制御開始タグの検出に基づいて、タ
グ判別・制御部２４により、サブドライバ３４に供給される第２制御信号Ｃ２がＨレベル
に設定される。これにより、サブドライバ３４の制御が開始される。すなわち、サブドラ
イバ３４がイネーブル状態（動作状態）となる。
【００９０】
次に、タグデコーダ２００において、表示データの開始点を示すパラメータセットに相当
する表示開始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓと開始タグ信号Ｔｓと表示タグ信
号Ｄｉｓｐとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。この検出に基づき、その表
示開始タグに続く信号が表示データ信号Ｓｄｉｓとして、タグ判別・制御部２４において
取り出され、所定のタイミングでメインドライバ３２およびサブドライバ３４に供給され
る。このとき、表示データ信号Ｓｄｉｓは、それの表す画像を表示部３０に表示させるた
めのタイミング信号（クロック信号ＣＫや水平同期信号ＨＳＹ、垂直同期信号ＶＳＹ）と
共に、メインドライバ３２およびサブドライバ３４に供給される。
【００９１】
サブドライバ３４は、上記のサブドライバ制御タグによってイネーブル状態となっている
ので、上記表示データ信号Ｓｄｉｓをタイミング信号と共に受け取ると、その表示データ
信号Ｓｄｉｓの表す画像を表示部３０に表示させるための駆動用画像信号を生成し、表示
部３０のデータ信号線に印加する。これにより表示部３０において画像表示が開始される
。なお、この動作例では、メインドライバ３２の制御は開始されないので（イネーブル状
態ではないので）、メインドライバ３２は、この表示データ信号Ｓｄｉｓには応答せず、
これを無視することになる。
【００９２】
このようにして表示開始タグが検出され、表示用画像信号Ｓｉからデータ信号Ｓｄｉｓが
取り出されている間に、タグデコーダ２００において、表示用画像信号Ｓｉに含まれる表
示データの終了点を示すパラメータセットに相当する表示終了タグ、すなわちパラメータ
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開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅと表示タグ信号Ｄｉｓｐとパラメータ終了信号Ｐｅとの
並びが検出される。これにより、表示用画像信号Ｓｉからの表示データ信号Ｓｄｉｓの取
り出しが終了する。
【００９３】
タグデコーダ２００において、上記表示終了タグの検出後に、サブドライバ３４をディス
エーブル状態（非動作状態）にすることを指示するパラメータセットに相当するサブドラ
イバ制御終了タグ、すなわちパラメータ開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅとサブドライバ
制御タグ信号Ｄｒｖ＿ｓとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。このようなサ
ブドライバ制御終了タグの検出に基づいて、タグ判別・制御部２４により、サブドライバ
３４に供給される第２制御信号Ｃ２がＬレベルに設定される。これにより、サブドライバ
３４の制御が終了する。すなわち、サブドライバ３４がディスエーブル状態（非動作状態
）となる。
【００９４】
上記第１の動作例で説明したように、信号定義において“＜ｄｒｖ＿ｍ＞”と“＜／ｄｒ
ｖ＿ｍ＞”とで囲まれた表示データの表す画像は、メインドライバ３２が表示部３０を駆
動することによって表示される（図５（ａ）参照）。また、信号定義において“＜ｄｒｖ
＿ｓ＞”と“＜／ｄｒｖ＿ｓ＞”とで囲まれた表示データの表す画像は、サブドライバ３
４が表示部３０を駆動することによって表示される（図５（ｂ））。このようにして、上
記第１の動作例では、メインドライバ３２とサブドライバ３４のいずれか一方のみが動作
状態となる。しかし、信号定義において、開始タグと対になるべき終了タグが現れる前に
、他の開始タグや終了タグを挿入してもよい。すなわち、例えば図６（ａ）に示すように
、メインドライバ３２の制御の開始と終了をそれぞれ示す“＜ｄｒｖ＿ｍ＞”と“＜／ｄ
ｒｖ＿ｍ＞”との間に、サブドライバ３４の制御の開始と終了をそれぞれ示す“＜ｄｒｖ
＿ｓ＞”と“＜／ｄｒｖ＿ｓ＞”を挿入してもよい。このような信号定義データによれば
、メインドライバ３２に表示部３０を駆動させながらサブドライバ３４にも表示部３０を
駆動させることも可能である。すなわち、図６（ａ）に示す信号定義データによれば、図
６（ｂ）に示すように、“ｉｍｇ．ｇｉｆ”で特定される画像データの表す画像に“テキ
スト文字”というテキストを重ね表示させることができる。このようにして、例えばテレ
ビジョン受信機において、メインドライバ３２で映像を表示し、サブドライバ３４でテキ
ストを表示することにより、映像の表示されている画面中にテロップ等のテキストを重ね
表示することができる。なお、上記からわかるように、信号定義において、表示データの
開始点と終了点をそれぞれ示す“＜ｄｉｓｐ＞”と“＜／ｄｉｓｐ＞”とで囲まれた部分
に相当するデータが表示内容に反映され、タグ自体は、表示方法の制御に反映されるが、
表示内容（表示画像）には反映されない。
【００９５】
以上は、液晶パネルである表示部３０におけるデータ側の駆動回路であるデータドライバ
として、メインドライバ３２とサブドライバ３４の２つのドライバがデータ信号線に接続
されている場合についての説明であるが、３つ以上のデータドライバがデータ信号線に接
続されている場合も同様の方法で表示制御を行うことができる。３つ以上のドライバを制
御する場合、例えば第１のドライバ、第２のドライバ、…、第ｎのドライバを制御するタ
グとして、Ｄｒｖ＿１、Ｄｒｖ＿２、…、Ｄｒｖ＿ｎをそれぞれ使用すればよい。また、
表示部３０における走査信号線を駆動する駆動回路である走査ドライバが複数ある場合に
おいても、同様に、それに応じた制御タグを用意することにより、同様の方法で走査ドラ
イバを制御することで表示方法を制御することができる。
【００９６】
＜３．２　第２の動作例＞
次に、図７に示す信号定義データに従って生成された表示用画像信号が表示用画像信号Ｓ
ｉとして本実施形態に基づく表示装置（図９）に入力された場合の表示動作を、第２の動
作例として説明する。なお、図７に示す信号定義データにおいて“／＊”と“＊／”とで
挟まれた部分はコメントであるものとする。
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【００９７】
図７に示す信号定義データも、第１の動作例と同様、“ｉｍｇ．ｇｉｆ”で特定される画
像データの表す画像をメインドライバ３２によって表示部３０に表示するための信号の構
造を定義しているが、バックライト４０を制御するための制御タグが記述されている点で
、図５（ａ）に示す第１の動作例と相違する。このため、この信号定義データが表示用信
号生成装置１００に入力された場合に生成される表示用画像信号では、第１の動作例にお
ける図１１に示す表示用画像信号のうち、表示開始タグ“＜ｄｉｓｐ＞”から表示終了タ
グ“＜／ｄｉｓｐ＞”までの区間に相当する信号部分が、バックライト制御開始タグ“＜
ｂｌｉｇｈｔ＞”からバックライト制御終了タグ“＜／ｂｌｉｇｈｔ＞”までの区間に相
当する信号部分、すなわち図１３に示すような信号部分で置き換わることになる。
【００９８】
このような表示用画像信号Ｓｉが入力信号としてデコーダ２００に入力されると、まず、
第１の動作例と同様、メインドライバ３２をイネーブル状態にすることを指示するパラメ
ータセットに相当するメインドライバ制御開始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓ
と開始タグ信号Ｔｓとメインドライバ制御タグ信号Ｄｒｖ＿ｍとパラメータ終了信号Ｐｅ
との並びが検出される。次に、バックライト４０に点灯を開始させることを指示するパラ
メータセットに相当するバックライト制御開始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓ
と開始タグ信号Ｔｓとバックライト制御タグ信号Ｂｌｉｇｈｔとパラメータ終了信号Ｐｅ
との並びが検出される。図 1３からわかるように、このバックライト制御開始タグの検出
では、まず、Ｐｓ／Ｐｅ検出部２０において、表示用画像信号Ｓｉに含まれるパラメータ
開始信号Ｐｓが検出され、Ｔｓ／Ｔｅ判別部２２において、そのパラメータ開始信号Ｐｓ
に続く信号がタグ開始信号Ｔｓであると判別される。このタグ開始信号Ｔｓに続く信号は
、タグ判別・制御部２４に入力される。この間にＰｓ／Ｐｅ検出部２０において、上記検
出されたパラメータ開始信号Ｐｓに対応するパラメータ終了信号Ｐｅが検出される。タグ
判別・制御部２４では、このようにして検出されたパラメータ開始信号Ｐｓとパラメータ
終了信号Ｐｅとの間に配置されている制御パラメータ信号の中から制御タグ信号Ｔａｇが
取り出され、この制御タグ信号Ｔａｇがバックライト制御タグ“ｂｌｉｇｈｔ”に相当す
る制御タグ信号Ｂｌｉｇｈｔであると判別される。タグ判別・制御部２４では、この制御
タグ信号ＢｌｉｇｈｔとＴｓ／Ｔｅ判別部２２での判別結果とに基づき、バックライト４
０に供給される第４制御信号Ｃ４がＨレベルに設定される。これにより、バックライト４
０の点灯が開始される。
【００９９】
次に、タグデコーダ２００において、表示データの開始点を示すパラメータセットに相当
する表示開始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓと開始タグ信号Ｔｓと表示タグ信
号Ｄｉｓｐとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。この検出に基づき、その表
示開始タグに続く信号が表示データ信号Ｓｄｉｓとして、タグ判別・制御部２４において
取り出され、所定のタイミングでメインドライバ３２およびサブドライバ３４に供給され
る。このとき、表示データ信号Ｓｄｉｓは、それの表す画像を表示部３０に表示させるた
めのタイミング信号（クロック信号ＣＫや水平同期信号ＨＳＹ、垂直同期信号ＶＳＹ）と
共に、メインドライバ３２およびサブドライバ３４に供給される。メインドライバ３２は
、これらの信号に基づき、駆動用画像信号を生成し、これを表示部３０の各データ信号線
に印加する。これにより表示部３０は、その表示データ信号Ｓｄｉｓの表す画像を表示す
る。なお、この動作例では、サブドライバ３４の制御は開始されないので、サブドライバ
３４は非動作状態であって、この表示データ信号Ｓｄｉｓには応答しない。
【０１００】
上記のようにして表示開始タグが検出され、表示用画像信号Ｓｉから表示データ信号Ｓｄ
ｉｓが取り出されている問に、タグデコーダ２００において、表示用画像信号Ｓｉに含ま
れる表示データの終了点を示すパラメータセットに相当する表示終了タグ、すなわちパラ
メータ開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅと表示タグ信号Ｄｉｓｐとパラメータ終了信号Ｐ
ｅとの並びが検出される。これにより、表示用画像信号Ｓｉからの表示データ信号Ｓｄｉ
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ｓの取り出しが終了する。
【０１０１】
タグデコーダ２００において、上記表示終了タグの検出後に、バックライト４０を消灯す
ることを指示するパラメータセットに相当するバックライト制御終了タグ、すなわちパラ
メータ開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅとバックライト制御タグ信号Ｂｌｉｇｈｔとパラ
メータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。このバックライト制御終了タグの検出に基づ
いて、タグ判別・制御部２４により、バックライト４０に供給される第４制御信号Ｃ４が
Ｌレベルに設定される。これにより、バックライト４０の制御を終了する。すなわち、バ
ックライト４０が消灯する。
【０１０２】
最後に、タグデコーダ２００において、第１の動作例と同様、メインドライバ３２をディ
スエーブル状態にすることを指示するパラメータセットに相当するメインドライバ制御終
了タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅとメインドライバ制御タ
グ信号Ｄｒｖ＿ｍとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。これにより、メイン
ドライバ３２は非動作状態となる。
【０１０３】
なお、表示部３０に対してフロントライトが設けられている場合には、そのフロントライ
トの点灯／消灯を制御するための制御タグ“ｆｌｉｇｈｔ”を用意することにより、上記
と同様にしてフロントライトの点灯／消灯を制御する表示装置も実現可能である。
【０１０４】
＜３．３　第３の動作例＞
次に、図８に示す信号定義データに従って生成された表示用画像信号が表示用画像信号Ｓ
ｉとして本実施形態に係る表示装置（図９）に入力された場合の表示動作を、第３の動作
例として説明する。なお、図８に示す信号定義データにおいて“／＊”と“＊／”とで挟
まれた部分はコメントであるものとする。
【０１０５】
図８に示す信号定義データも、第１の動作例と同様、“ｉｍｇ．ｇｉｆ”で特定される画
像データの表す画像をメインドライバ３２によって表示部３０に表示するための信号の構
造を定義しているが、フレーム周波数を制御するための制御タグが記述されている点で、
図５（ａ）に示す第１の動作例と相違する。このため、この信号定義データが表示用信号
生成装置１００に入力された場合に生成される表示用画像信号では、第１の動作例におけ
る図１１に示す表示用画像信号のうち、表示開始タグ“＜ｄｉｓｐ＞”から表示終了タグ
“＜／ｄｉｓｐ＞”までの区間に相当する信号部分が、フレームレート制御開始タグ“＜
ｆｒｍ＿ｒａｔｅ＞”からフレームレート制御終了タグ“＜／ｆｒｍ＿ｒａｔｅ＞”まで
の区間に相当する信号部分、すなわち図１４に示すような信号部分で置き換わることにな
る。
【０１０６】
このような表示用画像信号Ｓｉが入力信号としてデコーダ２００に入力されると、まず、
第１の動作例と同様、メインドライバ３２をイネーブル状態にすることを指示するパラメ
ータセットに相当するメインドライバ制御開始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓ
と開始タグ信号Ｔｓとメインドライバ制御タグ信号Ｄｒｖ＿ｍとパラメータ終了信号Ｐｅ
との並びが検出される。次に、フレーム周波数をデフォルト値とは異なる所定値とする制
御を開始することを指示するパラメータセットに相当するフレームレート制御開始タグ、
すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓと開始タグ信号Ｔｓとフレームレート制御タグ信号Ｆ
ｒｍ＿ｒａｔｅとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。図１４からわかるよう
に、このフレームレート制御開始タグの検出では、まず、Ｐｓ／Ｐｅ検出部２０において
、表示用画像信号Ｓｉに含まれるパラメータ開始信号Ｐｓが検出され、Ｔｓ／Ｔｅ判別部
２２において、そのパラメータ開始信号Ｐｓに続く信号がタグ開始信号Ｔｓであると判別
される。このタグ開始信号Ｔｓに続く信号は、タグ判別・制御部２４に入力される。この
間にＰｓ／Ｐｅ検出部２０において、上記検出されたパラメータ開始信号Ｐｓに対応する
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パラメータ終了信号Ｐｅが検出される。タグ判別・制御部２４では、このようにして検出
されたパラメータ開始信号Ｐｓとパラメータ終了信号Ｐｅとの間に配置されている制御パ
ラメータ信号の中から制御タグ信号Ｔａｇが取り出され、この制御タグ信号Ｔａｇがフレ
ームレート制御タグ“ｆｒｍ＿ｒａｔｅ”に相当する制御タグ信号Ｆｒｍ＿ｒａｔｅであ
ると判別される。タグ判別・制御部２４では、この制御タグ信号Ｆｒｍ＿ｒａｔｅとＴｓ
／Ｔｅ判別部２２での判別結果とに基づき、クロック信号ＣＫ、水平同期信号ＨＳＹおよ
び垂直同期信号ＶＳＹの繰り返し周波数を制御し、走査ドライバ３６への第３制御信号Ｃ
３をＨレベルとすることにより、フレーム周波数をデフォルト値と異なる所定値に設定す
る。
【０１０７】
次に、タグデコーダ２００において、表示データの開始点を示すパラメータセットに相当
する表示開始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓと開始タグ信号Ｔｓと表示タグ信
号Ｄｉｓｐとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。この検出に基づき、その表
示開始タグに続く信号が表示データ信号Ｓｄｉｓとして、タグ判別・制御部２４において
取り出され、所定のタイミングでメインドライバ３２およびサブドライバ３４に供給され
る。このとき、表示データ信号Ｓｄｉｓは、それの表す画像を表示部３０に表示させるた
めのタイミング信号（クロック信号ＣＫや水平同期信号ＨＳＹ、垂直同期信号ＶＳＹ）と
共に、メインドライバ３２およびサブドライバ３４に供給される。メインドライバ３２は
、これらの信号に基づき、駆動用画像信号を生成し、これを表示部３０の各データ信号線
に印加する。また、走査ドライバ３６は、タグ判別・制御部２４から供給されるクロック
信号ＣＫや水平同期信号ＨＳＹ、垂直同期信号ＶＳＹ、第３制御信号Ｃ３に基づき、デフ
ォルト値と異なる所定のフレーム周波数に対応する走査信号を生成し、これを表示部３０
の各走査信号線に印加する。これにより表示部３０は、その表示データ信号Ｓｄｉｓの表
す画像を、デフォルト値と異なる所定のフレーム周波数で表示する。なお、この動作例で
は、サブドライバ３４は、非動作状態であって、これら表示データ信号Ｓｄｉｓ等には応
答しない。
【０１０８】
上記のようにして表示開始タグが検出され、表示用画像信号Ｓｉから表示データ信号Ｓｄ
ｉｓが取り出されている間に、タグデコーダ２００において、表示用画像信号Ｓｉに含ま
れる表示データの終了点を示すパラメータセットに相当する表示終了タグ、すなわちパラ
メータ開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅと表示タグ信号Ｄｉｓｐとパラメータ終了信号Ｐ
ｅとの並びが検出される。これにより、表示用画像信号Ｓｉからの表示データ信号Ｓｄｉ
ｓの取り出しが終了する。
【０１０９】
タグデコーダ２００において、上記表示終了タグの検出後に、フレーム周波数の制御を終
了することを指示するパラメータセットに相当するフレームレート制御終了タグ、すなわ
ちパラメータ開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅとフレームレート制御タグ信号Ｆｒｍ＿ｒ
ａｔｅとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。このフレームレート制御終了タ
グの検出に基づいて、タグ判別・制御部２４により、走査ドライバ３６への制御信号Ｃ３
がＬレベルに設定され、クロック信号ＣＫ、水平同期信号ＨＳＹ、垂直同期信号ＶＳＹの
繰り返し周波数がデフォルトのフレーム周波数に対応した値に設定される。
【０１１０】
最後に、タグデコーダ２００において、第１の動作例と同様、メインドライバ３２をディ
スエーブル状態にすることを指示するパラメータセットに相当するメインドライバ制御開
始タグ、すなわち、パラメータ開始信号Ｐｓと終了タグ信号Ｔｅとメインドライバ制御タ
グ信号Ｄｒｖ＿ｍとパラメータ終了信号Ｐｅとの並びが検出される。これにより、メイン
ドライバ３２は、非動作状態となる。
【０１１１】
なお上記のように、本実施形態では、フレーム周波数をデフォルト値とそれとは異なる所
定値との間で切り換えるのための制御タグとして“ｆｒｍ＿ｒａｔｅ”が用意されている

10

20

30

40

50

(25) JP 3883904 B2 2007.2.21



。これに代えて、フレーム周波数を３種類以上の値の間で切り換えたり、所定範囲内で任
意にフレーム周波数を指定したりできるようにするために、フレーム周波数を指定するパ
ラメータＰを含む制御タグ、例えば“ｆｒｍ＿ｒａｔｅ＝Ｐ”（Ｐは数値）という形式の
制御タグを用意してもよい。この場合、このパラメータＰの指定値に応じて、クロック信
号ＣＫや、水平同期信号ＨＳＹ、垂直同期信号ＶＳＹの繰り返し周波数などが制御される
ことになる。
【０１１２】
＜４．効果＞
上記実施形態によれば、表示用画像データの送り手側において、表示すべき画像を表す表
示データ信号に表示方法を制御するための制御パラメータ信号を埋め込むことにより表示
用画像信号が生成され、これが表示装置に送られる。これにより、メインドライバとサブ
ドライバという複数のドライバを備える表示装置において使用するドライバの切り換えの
制御や、液晶パネル等のバックライトの点灯／消灯の制御、表示のフレーム周波数の制御
等、表示方法についての広範な制御を、表示用画像データの送り手側から実行することが
でき、表示用画像データの受け手側（表示装置）での表示機能のハードウェア的な制御を
不要とすることができる。しかも、表示方法を制御するための制御パラメータ信号は、他
の信号部分から識別可能なパラメータ開始信号Ｐｓとパラメータ終了信号Ｐｅという特定
の２つの信号に挟まれた形態で表示データ信号に埋め込まれるため、制御パラメータ信号
を埋め込むべき位置や制御パラメータ信号の長さに制約がない。すなわち、制御パラメー
タ信号を埋め込む位置を帰線期間等の特定の期間に限定する必要はなく、制御パラメータ
信号を固定長にする必要もない。また、ドライバの制御とバックライトの制御とを同時に
行うというように、複数種類の制御を組み合わせた複雑な制御も可能である。このように
上記実施形態によれば、表示方法についての広範で複雑な制御を容易かつ柔軟に行うこと
ができる。
【０１１３】
さらに、上記実施形態では、複数ドライバの制御や、バックライト（フロントライト）の
制御、フレーム周波数の制御が、全て、マークアップ言語におけるタグの書式で信号定義
データとして統一的に記述されるため、信号定義データに対するエンコーダとしての表示
用信号生成装置を別々に設ける必要はなく、同一の表示用信号生成装置（エンコーダ）で
種々の表示方法の制御に対応した表示用画像信号を生成することができる。
【０１１４】
さらにまた、上記実施形態では、表示部３０とメインドライバ３２とサブドライバ３４と
走査ドライバ３６とが駆動回路一体型マトリクス基板として実現されているが、表示方法
を制御するための制御パラメータ信号を上記のように表示用画像信号に埋め込むことは、
駆動回路一体型マトリクス基板への入力信号の数を低減する上で有利である。なお、この
ような駆動回路一体型マトリクス基板を使用する構成によれば、上記実施形態に係る表示
装置を実現する際に、上記タグデコーダ２００をその基板に取り込むという設計も可能で
あるので、設計の自由度が大きくなる。
【０１１５】
＜５．変形例＞
上記実施形態に係る制御方法では、ｄｒｖ＿ｍ，ｄｒｖ＿ｓ，ｂｌｉｇｈｔ，ｆｒｍ＿ｒ
ａｔｅという各種のタグを使用して表示装置（図９）が制御されるが、これらのうち限定
された制御タグのみを使用して表示装置を制御するようにしてもよい。
【０１１６】
例えば、図１６に示すような構成の表示装置における表示方法を制御するために、メイン
ドライバおよびサブドライバの制御をそれぞれ指定する制御タグｄｒｖ＿ｍおよびｄｒｖ
＿ｓと表示タグｄｉｓｐのみを使用するようにしてもよい。この場合、例えば図１５（ａ
）や（ｂ）に示す信号定義データに基づき、図１１や図１２に示すような表示用画像信号
がそれぞれ生成される。そして、これらが表示用画像信号Ｓｉとして図１６の表示装置に
入力されると、この表示装置のメインドライバ３２やサブドライバ３４の動作／非動作が
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、その表示用画像信号Ｓｉに含まれる制御パラメータ信号に従って制御される。
【０１１７】
また、例えば、図１８に示すような構成の表示装置における表示方法を制御するために、
バックライトの制御を指定する制御タグｂｌｉｇｈｔと表示タグｄｉｓｐのみを使用する
ようにしてもよい。この場合、例えば図１７に示す信号定義データに基づき、図１３に示
すような表示用画像信号が生成される。そして、これが表示用画像信号Ｓｉとして図１８
の表示装置に入力されると、この表示装置におけるバックライト４０の点灯／消灯が、そ
の表示用画像信号Ｓｉに含まれる制御パラメータ信号に従って制御される。
【０１１８】
さらに、例えば、図２０に示すような構成の表示装置における表示方法を制御するために
、フレーム周波数の制御を指定する制御タグｆｒｍ＿ｒａｔｅと表示タグｄｉｓｐのみを
使用するようにしてもよい。この場合、例えば図 1９に示す信号定義データに基づき、図
１４に示すような表示用画像信号が生成される。そして、これが表示用画像信号Ｓｉとし
て図２０の表示装置に入力されると、この表示装置における表示のフレーム周波数が、そ
の表示用画像信号Ｓｉに含まれる制御パラメータ信号に従って制御される。
【０１１９】
なお、図１６、図１８、図２０に示される表示装置の各構成要素には、図９に示す表示装
置における対応する構成要素と同一の参照符号が付されている。図１６、図１８、図２０
は、図９における制御・表示信号判別部２１を省略した構成を示しているが、図９のよう
に、制御・表示信号判別部２１を設けた構成であってもよい。
【０１２０】
【発明の効果】
第１の発明によれば、表示用画像信号に表示方法を制御するための制御パラメータ信号が
埋め込まれているため、その表示用画像信号を表示装置に供給することにより、表示装置
における表示方法を表示用画像データの送り手側から制御することができ、表示用画像デ
ータの受け手側（表示装置）でのハードウェア的な表示機能の制御が不要となる。しかも
、表示方法を制御するための制御パラメータ信号は、他の信号部分から識別可能なパラメ
ータ開始信号とパラメータ終了信号という特定の２つの信号に挟まれた形態で表示用画像
信号に埋め込まれるため、表示用画像信号における制御パラメータ信号の配置に制約がな
く、制御パラメータ信号を固定長にする必要もない。また、異なる種類の制御パラメータ
を用意することにより、表示方法を決定する複数の要素を同時に制御するための表示用画
像信号を、統一的なフォーマットで構成できる。
【０１２１】
第２または第３の発明によれば、表示用画像信号に表示方法を制御するための制御情報信
号が埋め込まれているため、その表示用画像信号を表示装置に供給することにより、表示
装置における表示方法を表示用画像データの送り手側から制御することができ、表示用画
像データの受け手側（表示装置）でのハードウェア的な表示機能の制御が不要となる。し
かも、表示方法を制御するための制御情報信号は、表示データ信号から識別可能な電位レ
ベルまたは周波数に設定されるため、表示用画像信号における制御情報信号の配置に制約
がなく、制御情報信号を固定長にする必要もない。また、異なる種類の制御パラメータを
用意することにより、表示方法を決定する複数の要素を同時に制御するための表示用画像
信号を、統一的なフォーマットで構成できる。
【０１２２】
第４の発明によれば、表示方法を制御するための制御パラメータ信号は、他の信号部分か
ら識別可能なパラメータ開始信号とパラメータ終了信号という特定の２つの信号に挟まれ
た形態で表示用画像信号に埋め込まれる。このため、表示用画像信号における制御パラメ
ータ信号の配置に制約がなく、制御パラメータ信号を固定長にする必要もない。また、異
なる種類の制御パラメータを用意することにより、表示方法を決定する複数の要素を同時
に制御するための信号定義データを統一的な書式で記述することができる。このため、信
号定義データに対するエンコーダとしての表示用信号生成装置を表示装置の有する機能に
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応じて別々に設ける必要はなく、同一の表示用信号生成装置で種々の表示方法の制御に対
応した表示用画像信号を生成することができる。
【０１２３】
第５の発明によれば、表示用画像信号のうち制御パラメータ信号に基づく表示方法で表示
されるべき画像の表示情報が制御開始パラメータと制御終了パラメータとによって特定さ
れることで、制御情報としての制御パラメータと表示情報とが対応付けられる。これによ
り、表示情報の表す画像が適切に表示されるように、その表示情報に応じて表示方法を制
御することが可能となる。
【０１２４】
第６の発明によれば、制御タグ信号で制御対象が特定され、制御開始識別信号および制御
終了識別信号で、制御タグ信号に基づく表示方法で表示されるべき画像の表示情報が特定
される。これより、制御情報としての制御パラメータと表示情報とが対応付けられる。そ
の結果、表示情報の表す画像が適切に表示されるように、その表示情報に応じて表示方法
を制御することが可能となる。
【０１２５】
第７または第８の発明によれば、表示方法を制御するための制御情報信号は、表示データ
信号から識別可能なように、該表示データ信号とは異なる電位レベルまたは周波数にて表
示用画像信号に埋め込まれる。このため、表示用画像信号における制御情報信号の配置に
制約がなく、制御パラメータ信号を固定長にする必要もない。また、異なる種類の制御パ
ラメータを用意することにより、表示方法を決定する複数の要素を同時に制御するための
信号定義データを統一的な書式で記述することができる。このため、信号定義データに対
するエンコーダとしての表示用信号生成装置を表示装置の有する機能に応じて別々に設け
る必要はなく、同一の表示用信号生成装置で種々の表示方法の制御に対応した表示用画像
信号を生成することができる。
【０１２６】
第９の発明によれば、表示方法を制御するための制御パラメータ信号が表示用画像信号に
含まれているため、表示装置における表示方法を表示用画像データの送り手側から制御す
ることができ、表示用画像データの受け手側（表示装置）でのハードウェア的な表示機能
の制御が不要となる。しかも、表示方法を制御するための制御パラメータ信号は、検出手
段によって検出されるべきパラメータ開始信号とパラメータ終了信号という特定の２つの
信号に挟まれた形態で表示用画像信号に埋め込まれるため、表示用画像信号における制御
パラメータ信号の配置に制約がなく、制御パラメータ信号を固定長にする必要もない。
【０１２７】
第１０の発明によれば、表示用画像信号のうち制御パラメータ信号に基づく表示方法で表
示されるべき画像の表示情報が制御開始パラメータと制御終了パラメータとによって特定
されることで、制御情報としての制御パラメータと表示情報とが対応付けられる。これに
より、表示情報の表す画像が適切に表示されるように、その表示情報に応じて表示方法を
制御することが可能となる。
【０１２８】
第１１の発明によれば、制御タグ信号で制御対象が特定され、制御開始識別信号および制
御終了識別信号で、制御タグ信号に基づく表示方法で表示されるべき画像の表示情報が特
定される。これにより、制御情報としての制御パラメータと表示情報とが対応付けられる
。その結果、表示情報の表す画像が適切に表示されるように、表示情報に応じて表示方法
を制御することが可能となる。
【０１２９】
第１２の発明によれば、制御パラメータ信号で駆動回路が特定され、その駆動回路を使用
して表示される画像の表示情報が、その制御パラメータを構成する制御開始パラメータ信
号と制御終了パラメータ信号とにより特定されるので、表示情報の表す画像が適切に表示
されるように、使用する駆動回路を表示情報に応じて制御することができる。
【０１３０】
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第１３の発明によれば、バックライトまたはフロントライトを点灯して表示すべき画像の
表示情報が制御開始パラメータ信号と制御終了パラメータ信号とにより特定されるので、
表示情報の表す画像が適切に表示されるように、バックライトまたはフロントライトの点
灯／消灯を表示情報に応じて選択することができる。
【０１３１】
第１４の発明によれば、フレーム周波数を予め決められた第１の周波数とは異なる第２の
周波数に設定して表示すべき画像の表示情報が、制御開始パラメータ信号と制御終了パラ
メータ信号とにより特定されるので、表示情報の表す画像が適切に表示されるように、フ
レーム周波数を表示情報に応じて選択することができる。
【０１３２】
第１５の発明では、液晶パネルとその駆動回路とが駆動回路一体型マトリクス基板として
実現されており、表示方法を制御するための制御パラメータ信号を表示用画像信号に埋め
込むことで、駆動回路一体型マトリクス基板への入力信号の数を低減できるという利点が
ある。
【０１３３】
第１６または第１７の発明によれば、表示方法を制御するための制御情報信号が表示用画
像信号に含まれているため、表示装置における表示方法を表示用画像データの送り手側か
ら制御することができ、表示用画像データの受け手側（表示装置）でのハードウェア的な
表示機能の制御が不要となる。しかも、表示データ信号から識別可能な電位レベルまたは
周波数に設定されるため、表示用画像信号における制御情報信号の配置に制約がなく、制
御パラメータ信号を固定長にする必要もない。
【０１３４】
第１８の発明によれば、第１の発明に係る方法に基づく表示方法の制御が可能であり、第
４および第９の発明と同様の効果を奏する。
【０１３５】
第１９または第２０の発明によれば、第２または第３の発明に係る方法に基づく表示方法
の制御が可能であり、第７または第８および第１６または第１７の発明と同様の効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示制御方法を実施するための表示用信号生成装置の
構成を示すブロック図。
【図２】上記実施形態における表示用画像信号の生成過程を概念的に示す図。
【図３】上記実施形態における表示用画像信号の生成のために使用される各タグのコード
を示す図。
【図４】上記実施形態に基づく表示用信号生成装置におけるタグテーブルを示す図。
【図５】上記実施形態において使用される信号定義データの第１の例（ａ）および第２の
例（ｂ）を示す図。
【図６】上記実施形態において使用される信号定義データの第３の例（ａ）とそれに対応
する表示画面（ｂ）を示す図。
【図７】上記実施形態において使用される信号定義データの第４の例を示す図。
【図８】上記実施形態において使用される信号定義データの第５の例を示す図。
【図９】上記実施形態に基づく表示装置の構成を示すブロック図。
【図１０】上記実施形態に基づく表示装置におけるタグデコーダの機能を説明するための
タイミングチャート。
【図１１】上記実施形態に基づく表示装置における第１の動作例を説明するための信号波
形図。
【図１２】上記実施形態に基づく表示装置における第１の動作例を説明するための信号波
形図。
【図１３】上記実施形態に基づく表示装置における第２の動作例を説明するための信号波
形図。
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【図１４】上記実施形態に基づく表示装置における第３の動作例を説明するための信号波
形図。
【図１５】上記実施形態の第１の変形例において使用される信号定義データを示す図。
【図１６】上記実施形態の第１の変形例に基づく表示装置の構成を示すブロック図。
【図１７】上記実施形態の第２の変形例において使用される信号定義データを示す図。
【図１８】上記実施形態の第２の変形例に基づく表示装置の構成を示すブロック図。
【図１９】上記実施形態の第３の変形例において使用される信号定義データを示す図。
【図２０】上記実施形態の第３の変形例に基づく表示装置の構成を示すブロック図。
【図２１】表示用データ信号をアナログ信号とする場合の表示用信号生成装置の構成を示
すブロック図。
【図２２】図２２（ａ）～（ｄ）は、図２１の表示用信号生成装置における表示用画像信
号の生成過程を概念的に示す図。
【図２３】表示用データ信号をデジタル信号とする場合の表示用信号生成装置の構成を示
すブロック図。
【図２４】図２４（ａ）～（ｄ）は、図２３の表示用信号生成装置における表示用画像信
号の生成過程を概念的に示す図。
【符号の説明】
１０　…タグコード化変換部
１１　…信号レベル判別部
１２　…Ｔｓ／Ｔｅ付加部
１３　…電位レベル設定部
１４　…Ｐｓ／Ｐｅ付加部
１５　…信号周波数判別部
１６　…画像メモリ
１７　…クロック信号発生部
１８　…タグテーブル
２０　…Ｐｓ／Ｐｅ検出部
２１　…制御・表示信号判別部
２２　…Ｔｓ／Ｔｅ検出部
２４　…タグ判別・制御部
３０　…表示部
３２　…メインドライバ
３４　…サブドライバ
３６　…走査ドライバ
４０　…バックライト
１００　…表示用信号生成装置
２００　…タグデコーダ
３００　…駆動回路一体型マトリクス基板
Ｄｓｇ　…信号定義データ
Ｐｓ　　…パラメータ開始信号
Ｐｅ　　…パラメータ終了信号
Ｔｓ　　…開始タグ信号
Ｔｅ　　…終了タグ信号
Ｄｒｖ＿ｍ　　　　…メインドライバ制御タグ信号
Ｄｒｖ＿ｓ　　　　…サブドライバ制御タグ信号
Ｂｌｉｇｈｔ　　　…バックライト制御タグ信号
Ｆｒｍ＿ｒａｔｅ　…フレームレート制御タグ信号
Ｓｃ１　…第１タグコード区間信号
Ｓｃ２　…第２タグコード区問信号
Ｓｔ１　…開始／終了識別信号
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Ｓｅ１　…第１エンコーダ信号
Ｓｅ２　…第２エンコーダ信号
Ｓｉ　　…表示用画像信号（表示装置への入力信号）
Ｓｐ　　…パラメータ検出信号
Ｓｔ　　…開始／終了識別信号
Ｓｄ１　…第１デコーダ信号
Ｓｄ２　…第２デコーダ信号
Ｓｄｉｓ…表示データ信号
Ｃ１～Ｃ４　…制御信号

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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