
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素から形成される表示部と、
　前記複数の画素に電圧を印加し前記表示部に単色画像を順次表示させる駆動部と、を有
する液晶表示装置であって、
　前記駆動部が前記表示部に表示させる単色画像の色は、赤，青，緑の三原色のいずれか
で、
　前記駆動部は前記表示部に表示させる特定の一色の単色画像を複数含む偶数個の単色画
像の配列を一単位とした周期的配列に従い前記表示部に順次単色画像を表示させ、
　前記駆動部から前記画素に印加される電圧の極性は順次表示される単色画像毎に逆極性
となっており、且つ前記駆動部により各画素に順次印加される電圧の極性のそれぞれが、
一つの周期的配列以上の間隔をおいて、逆極性となっており、
　前記周期的配列の一単位中において前記画素に印加される電圧が同極性となる位置に前
記特定の一色の単色画像が配置された液晶表示装置。
【請求項２】
　複数の画素から形成される表示部と、
　前記複数の画素に電圧を印加し前記表示部に単色画像を順次表示させる駆動部と、を有
する液晶表示装置であって、
　前記表示部に表示される単色画像の色は赤，青，緑を含み、
　前記駆動部は、前記表示部に表示させる偶数個の単色画像の配列を一単位とした周期的
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配列に従い前記表示部に順次単色画像を表示させ、前記表示部に表示させる単色画像のう
ち一つの単色画像を表示する期間、光源からの光を画素に照射しない若しくは光を観測者
に視認させず、
　前記表示部に光を入射しない若しくは観測者に観測させない前記単色画像を表示する期
間に前記画素に印加される電圧が、補正電圧であり、
　前記補正電圧の電圧値が、前記補正電圧の存在する周期的配列中において前記表示部へ
印加される電圧値の和の逆極性電圧にほぼ等しい液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記光が入射されない若しくは観測者に光を観測させない単色画像の表示期間が、他の
単色画像を表示する時間のα倍であり、該αは２－Ｖ min／Ｖ max以上であり、前記補正電
圧が前記一周期配列中における前記表示部に印加される電圧値の和の逆極性電圧のα分の
一にほぼ等しい液晶表示装置。
【請求項４】
　複数の画素から形成される表示部と、
　前記複数の画素に電圧を印加し前記表示部に単色画像を順次表示させる駆動部と、を有
する液晶表示装置であって、
　前記駆動部が前記表示部に表示させる単色画像の色は、赤，青，緑の三原色のいずれか
で、
　前記駆動部は前記表示部に表示させる特定の一色の単色画像を複数含む偶数個の単色画
像の配列を一単位とした周期的配列に従い前記表示部に順次単色画像を表示させ、
　前記駆動部から前記各画素に印加される電圧値の一周期的配列中におけるそれぞれの極
性は、前記一周期的配列の間に印加される電圧値の

が最も小さくなるように決定され、
　前記特定の一色の単色画像に印加される電圧が同極性となる液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記周期的配列の間に印加される電圧値の和の極性が前記周期的配列毎に逆極性となる
液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項１又は２において、
　前記駆動部が、発光ダイオードをマトリクス状に配置した発光ダイオードアレイと、
　前記各発光ダイオードに対応して配置し、該各発光ダイオードから発せられた光をそれ
ぞれ集光する第１のレンズをマトリクス状に複数配置した第１のレンズアレイと、
　前記各第１のレンズに対応して配置し、該第１のレンズアレイにより集光された光を特
定の領域に広げ、かつ重畳して照射するように配置した第２のレンズアレイを複数配置し
た第２のレンズアレイとを有する液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明はカラーフィールド順次駆動方式に対応した液晶表示装置、さらにそれを用いた
ウェアラブルディスプレイ，投写型ディスプレイ等の表示装置に関し、特に駆動電圧波形
の直流電圧成分の除去，フリッカの防止に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、液晶ディスプレイにおいてカラー画像を表示する方式としては主に次の二方式が挙
げられる。一つ目は三原色カラーフィルター方式であり、もう一つはカラーフィールド順
次駆動方式（カラーフレーム順次駆動法ともいう）である。
【０００３】
カラーフィルター方式とは一画素を３つの副画素に分割し、そのそれぞれに三原色カラー
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フィルタを配置し、各色の輝度関係を調整することで液晶ディスプレイのカラー表示を可
能とする方式である。これは現在用いられているカラー表示方式の中では最も一般的なも
のである。一方、カラーフィールド順次駆動方式とは、三原色それぞれの単色画像を時分
割で高速に順次表示することによって、目の残像効果を利用し、観測者にカラー画像とし
て認視させる方式である。
【０００４】
カラーフィルター方式ではカラー表示を行うために１画素を３つの副画素で構成する必要
があるのに対し、カラーフィールド順次駆動方式はわずか１副画素でカラー表示を行うこ
とが可能である（以下、本明細書ではカラーフィールド順次駆動方式における１副画素も
１画素と表現する）。従って、カラーフィールド順次駆動方式ではカラーフィルター方式
と同一の解像度を保ちながら画素数を３分の１にすることができるためドライバ回路を３
分の１にでき、省電力化を図ることができる。また、ディスプレイの小型化を図る上でも
上記理由によりカラーフィールド順次駆動方式はカラーフィルター方式に比べ有利である
。
【０００５】
さらに、カラーフィールド順次方式では、不必要な波長の光を吸収し必要な波長の光のみ
を透過させるカラーフィルターを用いる必要がないため単色光をバックライトとして使用
すれば、カラーフィルター方式に比べさらに高い光利用率を得ることができる。つまり、
同一輝度を達成するために要する消費電力を大幅に低減できる、という利点もある。
【０００６】
従って、上記の利点を有するカラーフィールド順次駆動方式はウェアラブルディスプレイ
のような低消費電力が求められる携帯型の小型カラーディスプレイにおいては、特に重要
であり、次世代の携帯型カラーディスプレイとして期待されている。
【０００７】
尚、以上の技術に関する文献としては、 Society For Information Display(SID) (99,pp.
1098-1101 N. Ogawa et al.Field-Sequential-Color LCD Using Switched Organic EL Ba
cklighting）がある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
図１はカラーフィールド順次駆動方式における従来の技術を表す図である。
【０００９】
図１（ａ）は駆動電圧の時間変化を、図１（ｂ）は直流成分が重畳した場合の駆動電圧の
時間変化を、図１（ｃ）はその液晶駆動電圧に対応する輝度の時間変化を、図１（ｄ）は
印加電圧－輝度特性を示している。
【００１０】
通常、図１（ａ）に示されるように液晶ディスプレイで画像を表示する場合は交流電圧に
より液晶を駆動させる。この図の例では１フレーム１０２内に赤 (Ｒ )，緑（Ｇ），青（Ｂ
）の順でそれぞれの色を表示するための駆動電圧がサブフレーム１０３毎にかかっている
。尚、その次のフレームではそれぞれの色を表示する電圧の極性は逆になっているが色の
順序は同じである。
【００１１】
しかし、実際のアクティブマトリクスを構成するトランジスタ回路において交流駆動を行
った場合、例えば信号電極と画素電極に起因する容量結合が発生し、駆動電圧に直流電圧
成分Ｖ D Cが重畳してしまう。図１（ｂ）は具体的な例として直流電圧成分Ｖ D C（図１（ｂ
）の場合はＶ D C＞０）が重畳した場合を示している。（ちなみに図１（ａ）はＶ D C＝０の
理想的な場合であると考えることができる。）図１（ｂ）の例では、図１（ａ）の電圧波
形にＶ D Cだけ直流電圧成分が加わる。つまり、駆動電圧の波形は図１（ａ）の波形と同形
であるがＶ D C分だけ上側にシフトしている。従って同一の色をある複数フレーム期間表示
する場合であっても、電圧の極性が違う次のフレームでは電圧の絶対値が異なることにな
る（図１（ｂ）の場合では２Ｖ D Cだけ違う）。そして、電圧の絶対値が異なるということ
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は図１（ｄ）のグラフが示すように輝度が違うことを意味し、この違いを導入して図１（
ｂ）の電圧波形に対応する輝度の時間変化を表したのが図１（ｃ）である。図１（ｃ）よ
り、たとえ同じ色を連続して表示する場合であっても隣り合うフレームでは輝度が異なる
ため次のフレームを区別することができてしまう。この結果として２フレームが一周期と
なり、フレーム周波数の２分の１の周波数に同期したフリッカ（ここでは輝度の僅かな明
滅を意味する）が生じることになる。
【００１２】
このフリッカを防止するため通常の液晶ディスプレイにおいては列毎または／かつ行毎に
極性を反転する駆動を行なっている。しかしながら上記駆動法を適用すると、隣接する列
または／かつ行の画素に発生する電圧の極性は互いに逆となり、画素の境界付近には電場
の乱れが生じることとなる。その結果、画素の境界付近には液晶配向不良が生じ、この液
晶配向不良の発生した領域は表示不良として認識される。液晶配向不良の発生した領域を
遮光枠で隠蔽すれば表示不良は視認されないが、開口率は大きく低下することとなる。し
かも、高精細化ないしディスプレイの小型化のため、画素ピッチがより細かくなった場合
は、表示領域全体における表示不良領域の占める割合が増加するため大幅に開口率が低減
し深刻な問題となるのは避けられない。したがって、高精細化，ディスプレイの小型化を
図るためにはやはり１フレーム期間内において行および列共に同極性の駆動を行う必要が
ある（この駆動法はフレーム反転駆動と称される）。しかし、このフレーム反転駆動にお
いては、上述の直流電圧成分に由来するフリッカの問題が解決されず依然として残るため
、上記方法とは別の方法によりこの問題を解決しなければならない。
【００１３】
よって、本発明の目的は、カラーフィールド順次駆動において、フレーム反転駆動を行っ
たときに生じるフリッカを防止し、かつ、高精細化，ディスプレイの小型化に適応しうる
液晶表示装置及びそれを用いた表示装置を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の１つの見方によると、表示部と駆動部を有する液晶表示装置であって駆動部が表
示する単色画像の色は三原色のいずれかで、偶数の単色画像の配列を一単位とした周期的
配列に従い表示部に単色画像を表示させることにより、同色の単色画像における電圧の極
性は常に同極となることで、電圧の極性反転により生じる駆動電圧の絶対値の差を大幅に
減らすことができ、フリッカのない高画質な液晶表示装置を提供することが可能となる。
【００１５】
また、上記手段に加え、画素に印加される電圧の極性を単色画像毎に任意に制御し、少な
くとも特定の一色の単一画像に印加される電圧が同極性となる構成をとることで、駆動電
圧の条件の場合分けを行い、画質の低下を招く直流成分を除去することができ、高画質な
液晶表示装置を提供することが可能となる。
【００１６】
また、本発明の別の見方によると、表示部と駆動部を有する液晶表示装置であって駆動部
が表示する単色画像の色は三原色を含み、偶数の単色画像の配列を一単位とした周期的配
列に従い表示部に単色画像を表示させることにより、同色の単色画像における電圧の極性
は常に同極となり、電圧の極性反転により生じる駆動電圧の絶対値の差を大幅に減らすこ
とができ、フリッカのない高画質な液晶表示装置を提供することが可能となる。
【００１７】
さらに、上記構成に加え、一周期的配列のうち一つの単色画像を表示する期間、表示部に
光を画素に照射しない若しくは光を観測者に視認させないこことし、その期間において、
画素に印加される電圧を補正電圧とすることで、観測者が視認できない期間を補正電圧に
することができ、一周期的配列毎に直流成分を除去することもでき、フリッカがなく、更
に高画質な液晶表示装置を提供することが可能となる。
【００１８】
また、本発明の別の見方によると、表示部と駆動部を有する液晶表示装置であって駆動部
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が表示する単色画像の色は三原色のいずれかで、２ｎ個（ｎは２以上の整数）のサブフレ
ームにより１フレームを構成することにより、同色の単色画像における電圧の極性は常に
同極となることで、電圧の極性反転により生じる駆動電圧の絶対値の差を大幅に減らすこ
とができ、フリッカのない高画質な液晶表示装置を提供することが可能となる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
（実施例１）
以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。各図で使用される同一符号は、同一
物又は相当物を示す。
【００２０】
図２は本実施例における液晶駆動方式の構成の概要を表す図である。
【００２１】
図２は駆動電圧と時間の関係を示したものであり、横軸は時間を、縦軸は電圧を表してい
る。電圧波形１０１はフレーム期間１０２を基本とした周期的な構造（配列）をとってお
り、そのフレーム期間１０２はさらに細かい複数のサブフレーム期間１０３から構成され
ている。そして各サブフレーム期間においては赤，緑，青の三原色それぞれに対応する駆
動電圧Ｖ R，－Ｖ G，Ｖ Bが液晶に印加されており、（本明細書では、それぞれの駆動電圧
が印加されているときに表示される画像を単色画像といい、そしてこれは一色の階調（黒
若しくは白も含む）によって構成される。）また、サブフレーム期間毎に駆動電圧の極性
がＶ C T Rを基準として反転している。尚、フレーム期間内における色の順序はいずれのフ
レーム期間内においても同じである。
【００２２】
従来方式は、図１で示されるように各フレーム期間を赤，緑，青のいずれかの色を表示す
るサブフレーム期間を１サブフレーム期間ずつ、計３サブフレーム期間で構成することを
特徴としているが、本実施例は１フレーム期間が偶数のサブフレーム期間により構成され
ており、さらに、同一フレーム期間内においていずれかの色を表示するサブフレーム期間
の少なくとも１つが複数存在することを特徴とする。このような構成とすることにより、
たとえ電圧極性の正と負が交互に連続している矩形波を印加した場合であっても（もちろ
んフレーム期間とフレーム期間の間、サブフレーム期間とサブフレーム期間の間にそれぞ
れインターバルを設けた場合であっても）、ある一色を表示するサブフレーム期間は任意
のフレーム期間内において常に同極となる。つまり各色に対応する駆動電圧はそれぞれ同
極で繰り返されることになる。図２の例ではフレーム期間１０２において、赤（以下「Ｒ
」という），緑（以下「Ｇ」という），青（以下「Ｂ」という）、緑（Ｇ）の順に電圧が
かかっており、次のフレーム期間だけでなく任意のフレームにおいてもそれぞれの極性は
変わらないようになっている。
【００２３】
次に、図３により、図２で示された構成の詳細及びその効果を説明する。
【００２４】
図３（ａ）は液晶駆動電圧波形の時間変化を、図３（ｂ）は図３（ａ）における液晶駆動
電圧波形に対応する輝度の時間変化を、図３（ｃ）は輝度の印加電圧依存性を示す図であ
る。以下これらの図を基に説明する。
【００２５】
この図は図２における構成と同様、１フレーム１０２においてＲ，Ｇ，Ｂ，Ｇの順に電圧
が加わっている例を示している。このような構成をとることで、Ｒ，Ｇ，Ｂ各色は常に同
極性で繰り返される。よって、図３（ａ）のように直流電圧成分Ｖ D Cが電圧波形に重畳し
た場合であっても、Ｖ D Cによる影響がいずれのフレームにおいても常に等しくなり、図１
で説明したようなフレーム期間毎の電圧の極性反転により生じる駆動電圧の絶対値の差を
大幅に減らすことができる。したがって、２フレーム周期のフリッカを低減することがで
きる。
【００２６】
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したがって、本駆動法によりフリッカを大きく低減することが可能となり、フリッカの無
い高画質な液晶表示装置を実現することができる。
【００２７】
尚、本実施例ではＲ，Ｇ，Ｂ、の三原色を用いているが、他に一色を加えて四色とし、四
色で駆動させることも可能である。偶数のサブフレームの繰り返し構造を有することが本
実施例のポイントの一つだからである。
【００２８】
しかし、本実施例における駆動法では直流電圧成分そのものを除去するという課題が依然
残るのは否めない。例えば図３（ａ）の例においてＲ及びＢのサブフレーム期間は正極性
、Ｇサブフレーム期間は負極性であり、もしここで画素を青の単色表示を行った場合、Ｖ

B＞０となっているため、結局、正の直流電圧成分の重畳を解決することは出来ず、長時
間に渡って直流電圧成分が液晶層に印加されることとなるため、残像現象等の画質低下を
生じてしまうことになる。これを防止するためには、図２に示したように、ある一定時間
毎にＲ，Ｇ，Ｂ各色の駆動電圧の極性を反転させればよい。ここでいうある一定時間とい
うのは、使用する液晶材料や配向膜の残像特性に応じて実験的に決定される値である。例
えばＲ，Ｇ，Ｂのうち特定色のみ多用した表示を行うディスプレイ装置の場合には、比較
的短時間毎に極性反転を行う必要がある。あるいは、画像信号をモニターして直流電圧成
分を積分し、ある一定値を超えた場合に極性反転を行うような回路構成を付加しても良い
。
【００２９】
尚、本実施例では１フレームを４つに分割しているが、上述したようにフレームは偶数の
サブフレームに分割されておればよく、また色を表示する順番についても様々な組み合わ
せが考えられ、本実施例に限定されるものではない。
【００３０】
図４は本発明の液晶表示装置における回路構成の実施例を示した図である。
【００３１】
まずタイミング回路１２０は水平同期信号Ｈ syncと垂直同期信号Ｖ syncからタイミング信
号を生成し、ラッチ１２３，デジタル－アナログコンバータ１２４，走査回路１２５にそ
れぞれ出力する。
【００３２】
一方、Ｒ，Ｇ，Ｂ毎のデジタル画像信号ＤＲ，ＤＧ，ＤＢはメモリコントローラ１２１に
入力された後フレームメモリ１２２に記憶される。そしてメモリコントローラ１２１はあ
るタイミングでフレームメモリ１２２からデジタル画像信号を読み出し、フィールド順次
デジタル画像信号を生成する。そのフィールド順次デジタル画像信号はタイミング回路１
２０によって作られたタイミング信号をもとに一時的にラッチ１２３に保持され、デジタ
ル－アナログコンバータ１２４に入力され、基準電圧Ｖ s lと合成されるデジタル－アナロ
グコンバータ１２４は入力されたフィールド順次デジタル画像信号をアナログ画像信号に
変換し、走査回路１２５から発せられるタイミング信号に対応させて信号線に出力し、複
数の画素１２７を含んで構成される表示部１２７に画像を表示させる。
【００３３】
尚、本明細書では、フィールド順次デジタル画像信号を生成及び出力し表示部に画像を表
示させるまでの一連の機能を有する回路集合体を駆動部と定義し、本実施例においては具
体例としてデジタル－アナログコンバータ１２４，走査回路１２５，ラッチ１２３等で駆
動部を構成しているが、上記機能を有する限りにおいては本実施例の構成に限られること
はない。また、本明細書ではフィールド順次デジタル画像信号に同期して単色の光を表示
部に順次照射する光源も駆動部に含まれる。
【００３４】
図５にフレームメモリ１２２及びメモリコントローラ１２１の内部構成をより詳細に示す
。
【００３５】
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メモリコントローラ１２１は、メモリブロック切り替え回路１３２，フィールド順次信号
発生回路１３７，フレームメモリ１２２へのデータ書込み及び読出しを制御するためのタ
イミング信号１４０の発生回路（図示せず）を含んで構成される。
【００３６】
まず、Ｒ，Ｇ，Ｂ毎のデジタル画像信号ＤＲ，ＤＧ，ＤＢはメモリブロック切り替え回路
１３２を経由してフレームメモリ１２２に記憶される。フレームメモリ１２２は３色を２
フレーム分、のべ６色分を一時的に記憶するメモリ容量を有する。この実施例においてフ
レームメモリ１２１は記憶するフレーム単位で第一のフレームメモリブロック１３３と第
二のフレームメモリブロック１３４とを備える。１フレーム分のメモリ容量でも表示可能
であるが、読出しと書込みのタイミングが部分的に前後のフレームにまたがるため、画面
内で高速に移動する画像においては電圧の誤差を生じる為僅かに色ずれが生じる可能性が
ある。よって２フレーム分のメモリブロックを備え、フレーム毎にメモリブロック切り替
える構成の方が正確に電圧を供給する上でより好ましい。メモリブロック切り替え回路１
３２により、フレーム毎に書き込むフレームメモリブロックと読み出すフレームメモリブ
ロックとを切り替える。フィールド順次信号発生回路１３７は、フレームメモリ１２２に
記憶されたＲ，Ｇ，Ｂのデジタル画像信号を各色の単位で順次読み出し、フィールド順次
デジタル画像信号１３８を生成する。
【００３７】
図６はデジタル画像信号の一部を表しており、横軸は時間を表す。ＤＩｉは図５における
Ｒ，Ｇ，Ｂのデジタル画像信号ＤＲ，ＤＧ，ＤＢのうちの任意のビット列を、ＤＯｉはそ
れと同時に生成されているフィールド順次デジタル画像信号１３８のビット列である。フ
レーム期間１０２のビット列はＲ，Ｇ，Ｂ，Ｇの順番で複数のサブフレーム期間１０３毎
のビット列としてフィールド順次信号発生装置１３７によって再配列されている。
（実施例２）
図７は本実施例における液晶駆動方式の原理を表す図である。
【００３８】
図７は実効電圧と時間の関係を示したものであり、横軸は時間を、縦軸は電圧を表してい
る。電圧波形１０１はフレーム１０２を基本とした周期的な構造をとっており、そのフレ
ーム１０２はさらに細かい複数のサブフレーム１０３から構成されている。
【００３９】
本実施例は、１フレーム中にＲ，Ｇ，Ｂの各色を表示するサブフレームの他に補正電圧を
画素に印加する電圧補正サブフレームＸが存在し、かつその電圧補正サブフレームＸを含
んで１フレームが偶数のサブフレームから構成されることを特徴としている。この構成を
とることにより実施例１と同様、たとえ連続した矩形波／方形波であっても、それぞれ各
色の極性は任意のフレームにおいて同極となる。さらに、電圧補正サブフレームＸが存在
するため実施例１では除去することができなかった直流電圧成分を除去することが可能と
なる。
【００４０】
なお、この場合、サブフレームＸ期間には直流電圧成分を除去するための補正電圧とはい
え電圧が加わることで液晶が駆動し、この時、光が画素に入射されると光が抜け出る若し
くは遮られ、画像として認識されてしまうことになる。よって、この期間は少なくとも光
源からの光が画素に照射されないようにするか、あるいは画素から透過する光が観測者に
視認されないようにする必要がある（本明細書では、液晶が駆動されているという意味か
ら、この状態も単色画像と表現する）。
【００４１】
図８は図７で示された原理を詳細に説明する図である。図８（ａ）は液晶駆動電圧波形の
時間変化を、図８（ｂ）は輝度の時間変化を、図８（ｃ）は輝度の印加電圧依存性を示す
図である。本実施例ではサブフレームＸ期間に補正信号を印加することにより各フレーム
毎に直流成分を除去することが可能となる。以下、補正電圧Ｖ Xについて説明する。
【００４２】
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直流成分Ｖ D CはＲ，Ｇ，Ｂ各色のサブフレーム毎の画素電圧Ｖ R，Ｖ G，Ｖ Bから以下の式
（式（１））として求められる。尚、ここでの電圧Ｖ R，Ｖ G，Ｖ BはＶ C T Rを基準とした電
圧値である。これにより矩形波／方形波に起因する直流成分を定式化する。
　
　
　
　
　
【００４３】
従って、電圧補正サブフレームＸにおいてこの直流電圧成分と同じ大きさで極性が逆の補
正電圧Ｖ X（式（２））を印加すれば直流成分を除去することができる。
　
　
　
　
　
【００４４】
しかし、Ｖ R，Ｖ G，Ｖ Bの電圧印加の条件によってはＶ Xの絶対値がＲ，Ｇ，Ｂ各色を表示
するための駆動電圧の絶対値よりも大きくなる（つまりＶ Xの絶対値がＶ R，Ｖ G，Ｖ Bのい
ずれの絶対値よりも大きくなる）ことがある。駆動回路における駆動素子の耐電圧特性に
十分余裕がある場合は本構成で問題ないが、補正電圧が駆動素子における駆動可能な最大
の電圧Ｖ max よりも大きくなってしまう場合には直流成分を完全に除去することはできな
い。よって、補正電圧を含めて駆動素子が駆動可能な最大の電圧Ｖ max 以下になっている
必要がある。その場合、サブフレームＸの時間幅を変えることで対応することが可能であ
る。Ｒ，Ｇ，Ｂ各色のサブフレーム期間を一定の時間Ｔにし、電圧補正サブフレームＸの
時間をαＴとし、駆動素子における駆動可能な最大の電圧をＶ max，最小印加電圧をＶ min
とするとαは以下の式（３）で定義される。
　
　
　
　
　
【００４５】
また、補正電圧Ｖ Xは以下の式（４）となる。
　
　
　
　
　
【００４６】
従って、本実施例において１フレームの期間は（３＋α）Ｔとなる。なお、上述したよう
に駆動素子の耐電圧特性に余裕がある場合はα＝１で対応でき、さらに余裕がある場合に
はα＜１とすることも可能である。具体的な方法としては、サブフレームＸにおいては、
他のサブフレームと同一期間Ｔで書き込んだ後、（α－１）Ｔの保持期間を設けることが
あげられる。
【００４７】
以上の計算では液晶駆動波形を理想的な矩形波／方形波と仮定して行っているが、現実の
素子では画素に電圧を加えていくと液晶の抵抗成分によって実際に画素間に印加される電
圧が低くなる又は時間とともに減少していくという問題が存在する。つまり、駆動電圧は
完全な矩形波／方形波とはならない。よって液晶の電圧保持率の影響を考慮する必要があ

10

20

30

40

50

(8) JP 3984772 B2 2007.10.3



る。サブフレームＸの期間のαの値が１である場合は電圧保持率の影響が相対的にほぼ等
しいと考えられるためあまり問題無いと考えるが、サブフレームＸの期間のαの値が１よ
りも大きい場合つまり、サブフレーム期間Ｘが他のサブフレームの期間に比べて長い場合
は、より電極間に電荷をためやすくなり、その結果印加電圧の実行値が他のサブフレーム
に比較して僅かに大きく変化する。そのため、電圧保持率が低い場合には、実際のαを式
（３）で求められる値よりも僅かに大きめに設計する必要がある。その補正値は、実験に
よって容易に求めることができる。また、αが１よりも小さいときも上述と同様な考え方
により補正電圧を求めることができる。
【００４８】
尚、サブフレームＸと他のサブフレームの１フレーム内における時間的な位置関係は可変
であり、サブフレーム期間Ｘを複数に分割することも可能である。
【００４９】
また、実施例１における図２のようにフレーム期間より長いある一定時間毎に各サブフレ
ームの極性を反転させても良い。これは上記の補正電圧によっても補正しきれない極めて
わずかな直流成分を除去するのに有効である。
【００５０】
次に、回路構成について説明する。全体の回路構成は実施例１で示される図４とほぼ同じ
であるが、フレームメモリ１２２及びメモリコントローラ１２１の内部構造が異なる。以
下、説明する。
【００５１】
図９はフレームメモリ１２２及びメモリコントローラー１２１の内部構成を示す。フレー
ムメモリ１２２はＲ，Ｇ，Ｂ三色分に補正電圧分１つを加えた４つ分を２フレーム分、計
８つ分を一時に記憶するメモリ容量を有する。Ｒ，Ｇ，Ｂ毎のデジタル画像信号ＤＲ，Ｄ
Ｇ，ＤＢはメモリブロック切換回路１３２を経由してフレームメモリ１２２に記憶される
のと同時に補正信号発生回路１３６に入力される。その補正信号発生回路１３６は入力画
像信号を基に電圧補正サブフレームＸのデジタル画像データを生成し、メモリブロック切
換回路１３２を経由してフレームメモリ１２２に記憶される。
【００５２】
図１０はデジタル画像信号の一部を表しており、横軸は時間を表す。ＤＩｉはＲ，Ｇ，Ｂ
のデジタル画像信号ＤＲ，ＤＧ，ＤＢのうちの任意のビット列を、
ＤＯｉはそれと同時に生成されているフィールド順次デジタル画像信号１３８のビット列
である。フレーム期間１０２のビット列はＲ，Ｇ，Ｂ，Ｘの順番で複数のサブフレーム期
間１０３毎のビット列としてフィールド順次信号発生装置 137によって再配列されている
。Ｒ，Ｇ，Ｂの各サブフレーム期間は同一であり、電圧補正サブフレームＸのサブフレー
ム期間はこれに対しα倍の期間としている。
（実施例３）
図１１は本実施例における液晶駆動方式の原理の説明図である。
【００５３】
図１１（ａ）から（ｆ）のいずれにおいても横軸は時間を、縦軸は電圧を表しており、電
圧波形１０１はいずれも画像信号に対応して液晶に印加される駆動電圧を表している。本
実施例は実施例１と同様、１フレームが偶数のサブフレームにより構成されているが、三
原色のうち少なくとも一色の実効電圧の極性を任意のフレーム内で同極性としていること
を特徴としている。以下、具体的に説明する。
【００５４】
図１１（ａ）から（ｆ）のいずれにおいても１フレームは８サブフレームにより構成され
ており、色の順番も同一であり、緑色を表示するサブフレームはフレーム内及び任意のフ
レームにおいて同極（正極）となっている。それに対し、他の２色（Ｒ，Ｂ）を表示する
サブフレームの電圧極性は１フレーム内において常に同極というわけではなく、この点が
（ａ）から（ｆ）の違いとなっている。
【００５５】
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本実施例において緑色のみを同極性とする構成にしたのは、被視感度が異なるとフリッカ
を感じる周波数特性が異なり、特に緑色においては被視感度が高く、他の色よりもより低
い周波数でフリッカが認識されるためである。この意味において本実施例は実施例１の上
位概念的なものである。
【００５６】
しかし、この方式においても実施例１と同様、直流電圧成分が除去されず課題として残る
ことは否めない。よって実施例１のように、ある一定時間毎に全体の極性を反転させるこ
とで直流電圧成分の低減を図ることも可能であるが、本実施例においては以下に示される
新たな直流電圧成分の低減方法を採用する。
【００５７】
まず、原理について述べる。１フレーム期間における直流電圧成分は概ねそれぞれのサブ
フレームにおける駆動電圧の時間平均の和によって表される。よって各画素毎に、１フレ
ーム期間１０２における駆動電圧の時間平均和について演算を行い、絶対値の一番小さな
条件を採用することで直流電圧成分を除去することができる。条件とは、次で述べるが、
各サブフレームにおける駆動電圧の極性である。
【００５８】
次に詳細を説明する。前述のように緑を表示する電圧は常に正極性とし、他の２色を表示
する電圧の極性は正極ないし負極性を採るようにしてある。よって６サブフレーム（Ｒが
３フレーム、Ｂが３フレーム）について様々な条件を考えればよい。このサブフレームに
おける極性については順列で２の６乗より計６４通り考えられるが、Ｒ，Ｂそれぞれにつ
いてサブフレームは３つずつ存在するので、この順列を除外し、さらにそのうち最小値を
取り得ない組み合せを除くと式
（５）に示される１２通りまで減らすことができる。この一例として式（５）の（ｉ）か
ら（ｖｉ）に対応する図を図１１（ａ）から（ｇ）に示す。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５９】
従って、上式の演算を行い、上述のように最小の条件を採用することで直流電圧成分を除
去できる。
【００６０】
また、フレーム毎に正極性での最低値を採る条件を交互に採用するようにしても効果的で
ある。
【００６１】
尚、本実施例においては１フレームが８サブフレームから構成される例について述べたが
、サブフレーム数がより少ないあるいはより多い場合においても方式は容易に拡張できる
。また、常に同極となる色も本実施例では緑のみとしたが、２色以上を常に同極となるよ
うにすることも可能である。
【００６２】
尚、ここでも、サブフレームの数，色の順序，同極となる色についての一例を示したもの
であり、本実施例に限定されるものではない。
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【００６３】
本実施例のポイントは、視感度の高い色，比較的周波数が高くてもフリッカが認識される
色については常に同極とし、視感度の低い色，比較的周波数が低くてもフリッカが認識さ
れ難い色については駆動電圧の極性の条件を場合分けし、演算を行い、最小値を得ること
ができる条件を採用することで、直流電圧成分を除去することである。
（実施例４）
図１２は実施例１，２又は３における液晶表示装置を用いたウェアラアブルディスプレイ
装置についての実施例を示す図である。
【００６４】
本装置は光源２０１，拡散板２０２，偏光ビームスプリッタ２０３，実施例１又は実施例
２に記載の液晶表示装置２０４，拡大レンズ２０５を含んで構成される。以下、本装置の
動作原理を示す。
【００６５】
まず、光源２０１から発せられた光は拡散板２０２によって拡散される。光源としては例
えば発光ダイオードなどが好適である。そして拡散された光は偏光ビームスプリッタ２０
３を介して液晶表示装置２０４に照射され、再び偏光ビームスプリッタ２０３を、拡大レ
ンズ２０５を介して観測者２０７に到達する。
【００６６】
実施例１，２又は３に記載の液晶表示装置を用いていることにより、フリッカのない高画
質な画像の表示が可能なウェアラブルディスプレイを実現することができる。
（実施例５）
図１３，図１４，図１５はカラーフィールド順次駆動方式による画像表示を行うときに用
いられる光源についての実施例を示す図である。
【００６７】
まず、図１３について説明する。本実施例における光源は、アレイ状に配置した発光ダイ
オード３１０，各発光ダイオードに対応して配置される第１及び第２のレンズアレイを含
んで構成される。各発光ダイオードから放出された光はそれぞれの発光ダイオードに対応
する第１のレンズアレイによって集光され、さらに第２のレンズアレイにより液晶表示装
置２０４全体に照射される。これにより液晶表示装置２０４上において均一な照射強度分
布を持つ光源を得ることができる。
【００６８】
図１４は第１のレンズアレイ３１１を正面から見た図を示しており、図１４（ａ）は長方
形のレンズをマトリクス状に配置した場合を、図１４（ｂ）は六角形のレンズをハニカム
状に配置した場合を示している。これらの図では長方形，六角形のレンズアレイについて
記載しているが、三角形，円形等でも可能である。本実施例はレンズアレイを効率よく配
置する一例として長方形，六角形を挙げたものである。
【００６９】
　図１５は発 ダイオード３１０とそれに対応する第１のレンズアレイ３１１についての
説明図であり、図１５（ａ）はアレイ状に配置した発光ダイオードを、図１５（ｂ）は発
光ダイオード３１０に対応し配置される第１のレンズアレイ３１１について示している。
なお、図１５（ｂ）は図１４（ｂ）における第１のレンズアレイ３１１の配置についての
一例である。
【００７０】
図１５（ａ）では各発光ダイオードが独立に各々点光源として配置されており、前述のよ
うに個々の発光ダイオードから発せられた光は第１及び第２のレンズアレイにより画面全
体に広げられ、均一な照射強度を有する。従って、各発光ダイオードから発せられた光を
重畳した場合も液晶表示装置２０４上では均一な照射強度分布を有する。
【００７１】
本実施例においては、発光ダイオードの色についての位置関係を規則的な配列としている
（左から右にＲ，Ｇ，Ｂの順列である）が、たとえ色についての位置関係をランダムに配
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置した場合であっても第１及び第２のレンズアレイが各発光ダイオードに対応していれば
各ダイオードにより発せられた光は液晶表示装置２０４に均一に照射される。よって各光
を重畳しても均一な照射強度分布を得ることができる。故に各発光ダイオードの色に関す
る位置規則は本実施例に限られるものではない。また、本実施例において、単色の発光ダ
イオードを用いているが、３つのチップを一つのパッケージに実装したモジュールを用い
てもよい。この場合には、単位面積当たりの発光ダイオード数を多くすることができる為
、輝度の向上を図ることができる。尚、本実施例ではダイオードについて記載しているが
、点光源として使用できる光源であれば実施可能であり、例えば有機ＥＬ等が挙げられる
。
（実施例６）
図１６は実施例５における光源を用いたプロジェクタの実施例の説明図である。発光ダイ
オード３１０をカラーフィールド順次光源として用いている為、各ダイオードを必要な時
点でのみ点灯すればよくカラーフィルタによる光の損失がなく、低消費電力なプロジェク
タの実現をを図ることができる。
（実施例７）
図１７はカラーフィールド順次駆動方式における画像表示を行うときに用いられる光源が
白色光である場合に必要となるカラーホイールについての実施例を示す図である。
【００７２】
図１７（ａ）は実施例１におけるカラーホイールを、図１７（ｂ）は実施例２に使用され
るカラーホイールを示している。
【００７３】
図１７（ａ）について説明する。実施例１では、１フレーム期間内に例えばＧのサブフレ
ームを２回備える為、Ｂ及びＲのカラーフィルタを１枚ずつ、Ｇ用のカラーフィルタを２
枚、計４枚を図のように備える。
【００７４】
実施例１ではいずれのサブフレームも等しい期間であるので、一定の回転速度でカラーフ
ィルタを回転させる場合、カラーフィルタの角度を等しくする必要がある。光の透過する
時間を等しくする為である。
【００７５】
図１７（ｂ）について説明する。実施例２におけるカラーフィールド順次駆動方式では１
フレーム中に電圧補正サブフレームＸ期間が存在するため、前述のように電圧補正サブフ
レーム期間は少なくとも光源からの光が画素に照射されないようにするか、あるいは画素
から放出される光が観測者に認視されないようにする必要がある。よって本実施例ではカ
ラーホイール３０６において照射光を遮断する領域を設けてある。また、サブフレームＸ
期間はＲ、Ｂ、Ｇいずれか１色を表示する他のサブフレーム期間と時間幅が異なる為、照
射光を遮断する領域の角度をカラーフィルタの角度と異なるように設けてある。よってカ
ラーフィルタを一定の回転速度で回転させるのであれば、実施例２におけるαが１よりも
大きい場合、つまり電圧補正サブフレーム期間がＲ，Ｇ，Ｂいずれか１色を表示するサブ
フレーム期間よりも長い場合であれば遮断する領域の角度をカラーフィルタの角度よりも
大きく必要があり、αが１よりも小さい場合、つまり電圧補正サブフレーム期間がＲ，Ｇ
，Ｂいずれか１色を表示するサブフレーム期間より短い場合であれば、遮断する領域の角
度をカラーフィルタの角度よりも小さくする必要がある。回転速度が一定である場合は、
照射光がカラーフィルタを透過する時間は角度に比例するからである。
【００７６】
図１７に示したカラーホイールは、１回転に要する時間と１フレームの期間とが等しい一
例である。もちろんカラーホイールの１回転に要する時間がｎフレーム期間と同一になる
ようにカラーフィルタの分割数を増やした構成にしてもよい。
【００７７】
さらに、カラーフィルタを配置する位置関係は実施例１における色の順番に対応するため
、本実施例に限定されるものではない。
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（実施例８）
図１８は実施例７における光源を用いた投写型ディスプレイ装置の実施例である。
【００７８】
本装置は光源３０１，カラーホイール３０６，コリメータレンズ３０７，偏光ビームスプ
リッタ２０３，液晶表示装置２０４を含んで構成される。以下、簡単に動作原理を説明す
る。
【００７９】
まず、光源より発せられた光は、カラーホイール３０６に照射される。カラーホイール３
０６に照射された光は、実施例７で述べたように色分解され、その後コリメータレンズ３
０７に入射され、偏光ビームスプリッタ２０３を介して液晶表示装置２０４に照射される
。液晶表示装置２０４によって変調された画像光２０６は再び偏光ビームスプリッタ２０
３を介し、スクリーンに投写され、画像を表示することになる。実施例１及び２の液晶表
示装置を用いている為、フリッカのない高画質な画像の表示が可能な当社型ディスプレイ
を実現することができる。
【００８０】
【発明の効果】
本発明によれば、フリッカの無い高画質な画像を表示する液晶表示装置が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の液晶表示駆動方式における駆動電圧の時間変化を表す図。
【図２】実施例１の液晶表示駆動方式における駆動電圧の時間変化を表す図。
【図３】実施例１の液晶表示駆動方式における駆動電圧の時間変化を表す図。
【図４】実施例１の液晶表示装置における回路構成を示す図。
【図５】実施例１のフレームメモリ及びメモリコントローラの内部構成を示す図。
【図６】実施例１のデジタル画像信号の一部を示す図。
【図７】実施例２の液晶表示駆動方式における駆動電圧の時間変化を表す図。
【図８】実施例２の液晶表示駆動方式における駆動電圧の時間変化を表す図。
【図９】実施例２のフレームメモリ及びメモリコントローラの内部構成を示す図。
【図１０】実施例２のデジタル画像信号の一部を示す図。
【図１１】実施例３における液晶表示駆動方式における駆動電圧の時間変化を示す図。
【図１２】実施例４におけるウェアラブルディスプレイ装置の図。
【図１３】実施例５における光源についての説明図。
【図１４】実施例５における光源についての説明図。
【図１５】実施例５における光源についての説明図。
【図１６】実施例６におけるプロジェクタの説明図。
【図１７】実施例７における光源が白色である場合に用いるカラーホイールの説明図。
【図１８】実施例８におけるディスプレイ装置の説明図。
【符号の説明】
１０１…駆動電圧波形、１０２…１フレーム期間、１０３…１サブフレーム期間。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(14) JP 3984772 B2 2007.10.3



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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