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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の赤色、緑色、青色及び白色のカラーフィルターを具備するカラーフィルターアレ
イを含む液晶表示装置の駆動方法において、前記赤色、緑色及び青色カラーフィルターと
重畳されるように位置された第１液晶セルへ、一つのフレーム期間の間、駆動信号を供給
する段階と、前記白色カラーフィルターと重畳されるように位置された第２液晶セルへ、
前記一つのフレームの一部期間の間、第１駆動信号を供給して黄色光及び青緑色(cyan)光
のいずれかを供給する段階と、前記第２液晶セルへ、前記一つのフレームの他の期間の間
、第２駆動信号を供給して前記第１駆動信号により供給された光と異なる色の黄色光及び
青緑色光のいずれかを供給する段階と、を含むことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法
。
【請求項２】
　前記一つのフレーム期間の間、前記第１液晶セルを経由して前記赤色、緑色及び青色カ
ラーフィルターへ白色光が供給されることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の駆
動方法。
【請求項３】
　前記一つのフレームの一部期間は前記一つのフレームの前半部１／２期間である特徴と
する請求項１記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項４】
　前記第１駆動信号が供給される時、前記第２液晶セルを経由して前記白色カラーフィル
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ターへ黄色光が供給されることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項５】
　前記第２駆動信号が供給される時、前記第２液晶セルを経由して前記白色カラーフィル
ターへ青緑色（ｃｙａｎ）光が供給されることを特徴とする請求項４記載の液晶表示装置
の駆動方法。
【請求項６】
　前記第１駆動信号が供給される時、前記第２液晶セルを経由して前記白色カラーフィル
ターへ青緑色光が供給されることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項７】
　前記第２駆動信号が供給される時、前記第２液晶セルを経由して前記白色カラーフィル
ターへ黄色光が供給されることを特徴とする請求項６記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項８】
　前記第１駆動信号及び第２駆動信号の中からいずれかの信号が供給される時、前記白色
カラーフィルターへ、深紅色（ｍａｇｅｎｔａ）光が供給され、他の信号が供給される時
、黄色光が供給されることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項９】
　前記第１駆動信号及び第２駆動信号の中からいずれかの信号が供給される時、前記白色
カラーフィルターへ、深紅色光が供給されて、他の信号が供給される時、青緑色光が供給
されることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１０】
　多数の赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルターを具備するカラーフィルターアレイ
を含む液晶表示装置の駆動方法において、前記赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルタ
ーと重畳されるように位置された第１液晶セルへ、一つのフレームの前半部１／２期間の
間、駆動信号を供給する段階と、前記白色カラーフィルターと重畳されるように位置され
た第２液晶セルへ、前記一つのフレームの一部期間の間、第１駆動信号を供給して黄色光
及び青緑色(cyan)光のいずれかを供給する段階と、前記第２液晶セルへ、前記一つのフレ
ームの他の期間の間、第２駆動信号を供給して前記第１駆動信号により供給された光と異
なる色の黄色光及び青緑色光のいずれかを供給する段階と、を含むことを特徴とする液晶
表示装置の駆動方法。
【請求項１１】
　前記一つのフレーム期間の間、前記第１液晶セル及び第２液晶セルへ白色光が供給され
ることを特徴とする請求項１０記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１２】
　前記第１駆動信号は、前記一つのフレームの前半部１／２期間及び前記一つのフレーム
の後半部の第１期間の間、供給されることを特徴とする請求項１０記載の液晶表示装置の
駆動方法。
【請求項１３】
　前記第１期間の間、前記第２液晶セルへ黄色光が供給されることを特徴とする請求項１
２記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１４】
　前記第２駆動信号が供給される前記一つのフレームの他の期間の内、第１期間と同一な
第２期間の間、前記第２液晶セルへ青緑色光が供給されることを特徴とする請求項１３記
載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１５】
　前記第１期間及び第２期間それぞれは１ｍｓ乃至３ｍｓの間で設定されることを特徴と
する請求項１４記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　前記第１期間の間、前記第２液晶セルへ青緑色光が供給されることを特徴とする請求項
１２記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１７】
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　前記第２駆動信号が供給される前記一つのフレームの他の期間の内、第１期間と同一な
第２期間の間、前記第２液晶セルへ黄色光が供給されることを特徴とする請求項１６記載
の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１８】
　前記第１期間の間、前記第２液晶セルへ深紅色光及び黄色光の中からいずれかの光が供
給されて、前記第２駆動信号が供給される前記一つのフレームの他の期間の内、第１期間
と同一な第２期間の間、前記第２液晶セルへ他の光が供給されることを特徴とする請求項
１２記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１９】
　前記第１期間の間、前記第２液晶セルへ深紅色光及び青緑色光の中からいずれかの光が
供給されて、前記第２駆動信号が供給される前記一つのフレームの他の期間の内、第１期
間と同一な第２期間の間、前記第２液晶セルへ他の光が供給されることを特徴とする請求
項１２記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２０】
　多数の赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルターを具備するカラーフィルターアレイ
と、前記多数の赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルターと重畳されるように位置され
る多数の液晶セルを具備する液晶パネルと、前記液晶パネルへ白色光を供給するための多
数の冷陰極の蛍光ランプと、前記冷陰極の蛍光ランプの間に多数設置されて、前記白色光
と相違する色の光を供給するための少なくても一つ以上の光源を含むバックライト部と、
を具備することを特徴とする液晶表示装置の駆動装置。
【請求項２１】
　前記赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルターは前記カラーフィルターアレイの水平
ラインごとに設置されることを特徴とする請求項２０記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項２２】
　前記カラーフィルターアレイの偶数番目の水平ラインには前記赤色及び緑色カラーフィ
ルターが交互に配置されて、奇数番目の水平ラインには青色及び白色カラーフィルターが
交互に配置されることを特徴とする請求項２０記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項２３】
　前記カラーフィルターアレイの奇数番目の水平ラインには前記赤色及び緑色カラーフィ
ルターが交互に配置されて、偶數番目の水平ラインには青色及び白色カラーフィルターが
交互に配置されることを特徴とする請求項２０記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項２４】
　前記冷陰極の蛍光ランプの間には黄色光を供給するための多数の黄色光源と青緑色光を
供給するための多数の青緑色光源が交互に設置されることを特徴とする請求項２０記載の
液晶表示装置の駆動装置。
【請求項２５】
　前記冷陰極の蛍光ランプの間には黄色光を供給するための多数の黄色光源と深紅色光を
供給するための多数の深紅色光源が交互に設置されることを特徴とする請求項２０記載の
液晶表示装置の駆動装置。
【請求項２６】
　前記冷陰極の蛍光ランプの間には黄色光を供給するための多数の青緑色光源と深紅色光
を供給するための多数の深紅色光源が交互に設置されることを特徴とする請求項２０記載
の液晶表示装置の駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置の駆動方法及び駆動装置に関することで特に、色再現率及び輝度
を高めるようにした液晶表示装置の駆動方法及び駆動装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　液晶表示装置は電界を利用して液晶の光透過率を調節することで画像を表示するように
なる。これのために、液晶表示装置は画素マトリックスを有する液晶パネルと液晶パネル
を駆動するための駆動回路を具備する。駆動回路は画像情報が表示パネルに表示されるよ
うに画素マトリックスを駆動するようになる。
【０００３】
　図１は従来の液晶表示装置を示す図面である。
【０００４】
　図１を参照すれば、従来の液晶表示装置は液晶パネル２と、液晶パネル２のデータライ
ンＤＬ１乃至ＤＬｍを駆動するためのデータドライバー４と、液晶パネル２のゲートライ
ンＧＬ１乃至ＧＬｎを駆動するためのゲートドライバー６と、データ及びゲートドライバ
ー４、６の駆動タイミングを制御するためのタイミング制御部８を具備する。
【０００５】
　タイミング制御部８は外部システム（図示しない）からドットクラックＤＣＬＫ、水平
同期信号Ｈｓｙｎｃ、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃ、データイネーブル（Ｄａｔａ　Ｅｎａｂ
ｌｅ；ＤＥ）及びデータなどの入力受ける。データの入力受けたタイミング制御部８はデ
ータを再配置してデータドライバー４へ供給する。及び、ドットクラックＤＣＬＫ、水平
同期信号Ｈｓｙｎｃ、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃ及びデータイネーブルＤＥ信号の入力を受
けたタイミング制御部８はデータドライバー４及びゲートドライバー６のタイミングを制
御するためのタイミング信号と極性反転信号のような制御信号を発生する。
【０００６】
　ゲートドライバー６はタイミング制御部８からの制御信号に沿ってゲートラインＧＬ１
乃至ＧＬｎに順次的にゲート信号を供給する。
【０００７】
　データドライバー４はタイミング制御部８から供給されるデータＲ、Ｇ、Ｂをアナログ
信号であるデータ信号に変換してゲートラインＧＬ１乃至ＧＬｎにゲート信号が供給され
る１水平週期ごとに１水平ライン分のデータ信号をデータラインＤＬ１乃至ＤＬｍへ供給
する。
【０００８】
　液晶パネル２はｎ個のゲートラインＧＬ１乃至ＧＬｎとｍ個のデータラインＤＬ１乃至
ＤＬｍの交差部にそれぞれ形成された薄膜トランジスタＴＦＴと、薄膜トランジスタＴＦ
Ｔに接続されてマトリックス形状に配列されられた液晶セルを具備する。
【０００９】
　薄膜トランジスタＴＦＴはゲートラインＧＬ１乃至ＧＬｎからのゲート信号に応答して
データラインＤＬ１乃至ＤＬｍからのデータを液晶セルへ供給する。液晶セルは、液晶を
間に置いて対面する共通電極と、薄膜トランジスタＴＦＴに接続された画素電極から構成
されるので等価的に液晶キャパシターＣｌｃに表示されることができる。このような液晶
セルは液晶キャパシターＣｌｃに充電されたデータ電圧を次のデータ電圧が充電される時
まで維持させるために前段のゲートラインに接続されたストレージキャパシターＣｓｔを
含む。
【００１０】
　実際に、液晶パネル２は図２にように液晶１８を間に置いて合着されたカラーフィルタ
ーアレイ基板２４と薄膜トランジスタアレイ基板２６から構成される。
【００１１】
　液晶１８は自身に印加された電界に回答して回転されることで薄膜トランジスタアレイ
基板２６を経由して図示されないバックライトから入射された光の透過量を調節する。
【００１２】
　カラーフィルターアレイ基板２４は上部基板１１の背面上に形成されるカラーフィルタ
ーアレイ１４、ブラックマトリックス１２及び共通電極１６を具備する。カラーフィルタ
ーアレイ１４は図３のように赤色Ｒカラーフィルター、緑色Ｇカラーフィルター及び青色
Ｂカラーフィルターを含む。このような赤色Ｒカラーフィルター、緑色Ｇカラーフィルタ
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ー及び青色Ｂカラーフィルターは特定波長帯域の光を透過させることでカラー表示ができ
るようにする。
【００１３】
　ブラックマトリックス１２は接したカラーフィルターＲ、Ｇ、Ｂの間に形成されて接し
たセルから入射される光を吸収する。すなわち、ブラックマトリックス１２は接したセル
からの光を吸収することでコントラストの低下を防止する。
【００１４】
　薄膜トランジスタアレイ基板２６は下部基板２２の全面にデータラインＤＬ及びゲート
ラインＧＬの交差部に形成された薄膜トランジスタＴＦＴと接続されるように形成される
画素電極２０を具備する。画素電極２０は光透過率が高い透明伝導性物質から薄膜トラン
ジスタＴＦＴごとに（すなわち、液晶セルごとに）形成される。このような画素電極２０
は薄膜トランジスタＴＦＴを経由して供給されるデータ信号により共通電極１６と電位差
を発生させて液晶１８を希望する方向に回転させる。次いで、液晶１８を経由して所定の
光が液晶セルＣｌｃごとに形成されたカラーフィルターＲ、Ｇ、Ｂを経由して外部に供給
されて、これにより所定の画像が表示される。
【００１５】
　実際に、液晶パネル２で画像が表示される過程を図４を参照して説明する。１フレーム
１Ｆ期間の間、液晶セルＣｌｃそれぞれにはデータに対応する所定のデータ信号が供給さ
れる。これにより、液晶セルＣｌｃそれぞれの液晶１８がデータ信号に対応して回転する
。この時、外部のバックライト（一般的に冷陰極の蛍光ランプ（ＣＣＦＬ、Ｃｏｌｄ　Ｃ
ａｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ））から供給される光が液晶セルＣｌ
ｃにより制御されながら（液晶１８の回転に対応）カラーフィルターアレイ１４に供給さ
れる。次いで、液晶セルＣｌｃを経由して供給された光は赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂカラ
ーフィルターにより色光に変化されて、この色光が観察者に供給されて所定のカラー画像
を表示するようになる。
【００１６】
　しかし、このような従来の液晶表示装置はカラーフィルターアレイ１４が３原色Ｒ、Ｇ
、Ｂのカラーフィルターのみを具備することから色再現性が低いという問題点がある。ま
た、従来の赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂカラーフィルターは５０%以下の透過率を有するこ
とから高い輝度を表現することが困難な問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　したがって、本発明の目的は色再現率及び輝度を高めるようにした液晶表示装置の駆動
方法及び駆動装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前記目的を達成するために、本発明の液晶表示装置の駆動方法は赤色、緑色及び青色カ
ラーフィルターと重畳されるように位置された第１液晶セルへ一つのフレーム期間の間、
駆動信号を供給する段階と、白色カラーフィルターと重畳されるように位置された第２液
晶セルへ、一つのフレームの一部期間の間、第１駆動信号を供給する段階と、第２液晶セ
ルへ、一つのフレームの他の期間の間、第１駆動信号と相違する第２駆動信号を供給する
段階と、を含む。
【００１９】
　前記一つのフレーム期間の間、第１液晶セルを経由して赤色、緑色及び青色カラーフィ
ルターへ白色光が供給される。
【００２０】
　前記一つのフレームの一部期間は一つのフレームの前半部１／２期間である。
【００２１】
　前記第１駆動信号が供給される時、第２液晶セルを経由して白色カラーフィルターへ黄
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色光が供給される。
【００２２】
　前記第２駆動信号が供給される時、第２液晶セルを経由して白色カラーフィルターへ青
緑色（ｃｙａｎ）光が供給される。
【００２３】
　前記第１駆動信号が供給される時、第２液晶セルを経由して白色カラーフィルターへ青
緑色光が供給される。
【００２４】
　前記第２駆動信号が供給される時、第２液晶セルを経由して白色カラーフィルターへ黄
色光が供給される。
【００２５】
　前記第１駆動信号及び第２駆動信号の中からいずれかの信号が供給される時、白色カラ
ーフィルターへ深紅色（ｍａｇｅｎｔａ）光が供給され、他の信号が供給される場合は、
黄色光が供給される。
【００２６】
　前記第１駆動信号及び第２駆動信号の中からいずれかの信号が供給される時、白色カラ
ーフィルターへ深紅色光が供給され、他の信号が供給される時、青緑色光が供給される。
【００２７】
　本発明の液晶表示装置の駆動方法は赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルターと重畳
されるように位置された第１液晶セルへ、一つのフレームの前半部１／２期間の間、駆動
信号を供給する段階と、白色カラーフィルターと重畳されるように位置された第２液晶セ
ルへ、一つのフレームの一部期間の間、第１駆動信号を供給する段階と、第２液晶セルへ
、一つのフレームの他の期間の間、第１駆動信号と相違する第２駆動信号を供給する段階
と、を含む。
【００２８】
　前記一つのフレーム期間の間、第１液晶セル及び第２液晶セルへ白色光が供給される。
【００２９】
　前記第１駆動信号は、一つのフレームの前半部１／２期間及び一つのフレームの後半部
の第１期間の間、供給される。
【００３０】
　前記第１期間の間、第２液晶セルへ黄色光が供給される。
【００３１】
　前記第２駆動信号が供給される一つのフレームの他の期間の内、第１期間と同一な第２
期間の間、第２液晶セルへ青緑色光が供給される。
【００３２】
　前記第１期間及び第２期間のそれぞれは１ｍｓ乃至３ｍｓの間で設定される。
【００３３】
　前記第１期間の間、第２液晶セルへ青緑色光が供給される。
【００３４】
　前記第２駆動信号が供給される一つのフレームの他の期間の内、第１期間と同一な第２
期間の間、第２液晶セルへ黄色光が供給される。
【００３５】
　前記第１期間の間、第２液晶セルへ深紅色光及び黄色光の中からいずれかの光が供給さ
れて、第２駆動信号が供給される一つのフレームの他の期間の内、第１期間と同一な第２
期間の間、第２液晶セルへ他の光が供給される。
【００３６】
　前記第１期間の間、第２液晶セルへ深紅色光及び青緑色光の中からいずれかの光が供給
されて、第２駆動信号が供給される一つのフレームの他の期間の内、第１期間と同一な第
２期間の間、第２液晶セルへ他の光が供給される。
【００３７】
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　本発明の液晶表示装置の駆動装置は多数の赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルター
を具備するカラーフィルターアレイと、多数の赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルタ
ーと重畳されるように位置される多数の液晶セルを具備する液晶パネルと、液晶パネルへ
白色光を供給するための多数の冷陰極の蛍光ランプと、冷陰極の蛍光ランプの間に多数設
置されて白色光と相違する色の光を供給するための少なくとも一つ以上の光源を含むバッ
クライト部と、を具備する。
【００３８】
　前記赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルターはカラーフィルターアレイの水平ライ
ンごとに設置される。
【００３９】
　前記カラーフィルターアレイの偶数番目の水平ラインには赤色及び緑色カラーフィルタ
ーが交互に配置されて、奇数番目の水平ラインには青色及び白色カラーフィルターが交互
に配置される。
【００４０】
　前記カラーフィルターアレイの奇数番目の水平ラインには赤色及び緑色カラーフィルタ
ーが交互に配置されて、偶数番目の水平ラインには青色及び白色カラーフィルターが交互
に配置される。
【００４１】
　前記冷陰極の蛍光ランプの間には黄色光を供給するための多数の黄色光源と青緑色光を
供給するための多数の青緑色光源が交互に設置される。
【００４２】
　前記冷陰極の蛍光ランプの間には黄色光を供給するための多数の黄色光源と深紅色光を
供給するための多数の深紅色光源が交互に設置される。
【００４３】
　前記冷陰極の蛍光ランプの間には黄色光を供給するための多数の青緑色光源と深紅色光
を供給するための多数の深紅色光源が交互に設置される。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明に係る液晶表示装置の駆動方法及び駆動装置によれば黄色光源、青緑色光源及び
白色光源と赤色、緑色、青色及び白色カラーフィルターを具備することで液晶パネルから
赤色、緑色、青色、黄色及び青緑色の光を放出して、これにより高い色再現性を確保する
ことができる。同時に、本発明では透明物質または透明窓に形成された白色カラーフィル
ターを形成するから高い透過率を確保することができるし、これにより従来に比べて輝度
を進めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下、図５乃至図１０ｄを参照して本発明の望ましい実施例に対して説明する事にする
。
【実施例】
【００４６】
　図５は本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動装置を示す図面である。
【００４７】
　図５を参照すれば、本発明の液晶表示装置は液晶パネル３２と、液晶パネル３２のデー
タラインＤＬ１乃至ＤＬｍを駆動するためのデータドライバー３４と、液晶パネル３２の
ゲートラインＧＬ１乃至ＧＬｎを駆動するためのゲートドライバー３６と、データ及びゲ
ートドライバー３４、３６を制御するためのタイミング制御部３８と、液晶パネル３２と
重畳されるように形成される多数のバックライトを含むバックライト部４０と、バックラ
イト部４０を制御するためのインバーター４２を具備する。
【００４８】
　タイミング制御部３８は図示されない外部システムからドットクラックＤＣＬＫ、水平
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同期信号Ｈｓｙｎｃ、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃ、データイネーブルＤＥ及びデータの入力
を受ける。データの入力を受けたタイミング制御部３８はデータを再配置してデータドラ
イバー３４へ供給する。及び、ドットクラックＤＣＬＫ、水平同期信号Ｈｓｙｎｃ、垂直
同期信号Ｖｓｙｎｃ及びデータイネーブルＤＥの供給を受けたタイミング制御部３８はデ
ータドライバー３４及びゲートドライバー３６を制御するための制御信号を生成してデー
タドライバー３４及びゲートドライバー３６へそれぞれ供給する。
【００４９】
　ゲートドライバー３６はタイミング制御部３８の制御によりゲートラインＧＬ１乃至Ｇ
Ｌｎへ順次ゲート信号を供給する。
【００５０】
　データドライバー３４はタイミング制御部３８から供給されるデータＲ、Ｇ、Ｂをアナ
ログ信号であるデータ信号に変換してゲートラインＧＬ１乃至ＧＬｎにゲート信号が供給
されるごとに１水平ライン分のデータ信号をデータラインＤＬ１乃至ＤＬｍへ供給する。
【００５１】
　液晶パネル３２はｎ個のゲートラインＧＬ１乃至ＧＬｎとｍ個のデータラインＤＬ１乃
至ＤＬｍの交差部にそれぞれ形成された薄膜トランジスタＴＦＴと、薄膜トランジスター
ＴＦＴに接続されてマトリックス形態に配列された液晶セルを具備する。
【００５２】
　薄膜トランジスタＴＦＴはゲートラインＧＬ１乃至ＧＬｎからのゲート信号に応答して
データラインＤＬ１乃至ＤＬｍからのデータを液晶セルへ供給する。液晶セルは液晶を間
に置いて対面する共通電極と、薄膜トランジスタＴＦＴに接続された画素電極から構成さ
れるので等価的に液晶キャパシターＣｌｃに表示されることができる。
【００５３】
　バックライト部４０は図６のように白色光を放出するための冷陰極の蛍光ランプＣＣＦ
Ｌ５０、冷陰極の蛍光ランプ５０の間に形成される発光ダイオード５２Ｙ、５４Ｃを具備
する。ここで、発光ダイオード５２Ｙ、５４Ｃは黄色を放出するための黄色光源５２Ｙと
青緑色を放出するための青緑色光源５４Ｃを具備する。このような黄色光源５２Ｙ及び青
緑色光源５４Ｃは冷陰極の蛍光ランプ５０の間で交互に配置される。
【００５４】
　インバーター４２は、所定の期間の間、白色光、黄色光及び青緑色光が放出されるよう
に冷陰極の蛍光ランプ５０、黄色光源５２Ｙ及び青緑色光源５４Ｃを制御する。ここで、
白色光、黄色光及び青緑色光が供給される期間等は後述する事にする。
【００５５】
　このような本発明においてカラーフィルターアレイは図７ａのように構成される。言い
換えると、カラーフィルターアレイ６０は水平ラインごとに順次に配置された多数の赤色
Ｒカラーフィルター、緑色Ｇカラーフィルター、青色Ｂカラーフィルター及び白色Ｗカラ
ーフィルターを具備する。赤色Ｒカラーフィルターは自分に供給される光が赤色を有する
ように所定波長帯域の光を透過させる。緑色Ｇカラーフィルターは自分に供給される光が
緑色を有するように所定波長帯域の光を透過させる。青色Ｂカラーフィルターは自分に供
給される光が青色を有するように所定波長帯域の光を透過させる。白色Ｗカラーフィルタ
ーは自分に供給される光の色の変化なしにそのまま透過させる。このために、白色Ｗカラ
ーフィルターはオープンされた窓（ｏｐｅｎ　ｗｉｎｄｏｗ）に設定されるか透明物質に
形成される。このようなカラーフィルターＲ、Ｇ、Ｂ、Ｗは液晶セルごとに形成されて、
自分が設置された液晶セルから供給される光を赤色、緑色及び青色に変化させるか透過さ
せて所定のカラー画像を表示する。
【００５６】
　及び、カラーフィルターアレイ６０はカラーフィルターＲ、Ｇ、Ｂ、Ｗの間に位置され
るブラックマトリックス６２を具備する。ブラックマトリックス６２はカラーフィルター
Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗをくるむように形成されて接したセルから供給される光を吸収することで
コントラストが低下されることを防止する。
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【００５７】
　一方、カラーフィルターアレイ６０で赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂ及び白色Ｗカラーフィル
ターは多様な形態に配置されることができる。例えば、図７ｂのようにカラーフィルター
アレイ６０の奇数（または、偶数）番目の水平ラインに赤色Ｒ及び緑色Ｇカラーフィルタ
ーが交互に配置されて、偶数（または、奇数）番目の水平ラインには青色Ｂ及び白色Ｗカ
ラーフィルターが交互に配置されることができる。
【００５８】
　このような本発明の液晶表示装置の駆動装置の動作過程を図８を参照して詳しく説明す
る事にする。
【００５９】
　図８は本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動方法を示す図面である。
【００６０】
　図８を参照すれば、先にインバーター４２は、１フレーム１Ｆ期間の間、冷陰極の蛍光
ランプ５０をターンオンさせて白色光を液晶パネル３２へ供給する。及び、インバーター
４２は、１フレーム１Ｆ期間中前半部１／２期間の間、黄色光源５２Ｙをターンオンさせ
て液晶パネル３２へ黄色光を供給し、後半部１／２期間の間、青緑色光源５４Ｃをターン
オンさせて液晶パネル３２へ青緑色光を供給する。
【００６１】
　この時、赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂカラーフィルターと重畳されるように位置される液
晶セルＲ、Ｇ、Ｂ液晶セル）は、１フレーム１Ｆ期間の間、駆動信号（すなわち、データ
信号）の供給を受ける。それでは、赤色Ｒカラーフィルター、緑色Ｇカラーフィルター及
び青色Ｂカラーフィルターを経由して駆動信号（すなわち、データ信号）に対応する所定
のカラー画像が表示される。
【００６２】
　一方、１フレーム１Ｆの前半部１／２期間の間、白色Ｗカラーフィルターと重畳される
ように位置される液晶セル（Ｗ液晶セル）へ黄色に対応する駆動信号が供給される。次に
、１フレーム１Ｆの前半部１／２期間の間、白色Ｗカラーフィルターを経由して黄色の光
が供給される。（黄色光源５２Ｙターンオン）そして、１フレーム１Ｆの後半部１／２期
間の間、白色Ｗカラーフィルターと重畳されるように位置される液晶セル（Ｗ液晶セル）
へ青緑色に対応する駆動信号が供給される。次に、１フレーム１Ｆの後半部１／２期間の
間、白色Ｗカラーフィルターを経由して青緑色光が供給される。（青緑色光源５４Ｃター
ンオン）
【００６３】
　すなわち、本発明においては黄色光源５２Ｙ及び青緑色光源５４Ｃからの光を白色Ｗカ
ラーフィルターを経由して供給することで液晶パネル３２を赤色、緑色、青色、黄色及び
青緑色の色光で駆動させることができる。したがって、本発明では従来に比べて高い色再
現性を確保することができる。同時に、本発明においては透明物質または透明窓に形成さ
れた白色Ｗカラーフィルターを形成するから高い透過率を確保することができるし、これ
により従来に比べて輝度を進めることができる。
【００６４】
　一方、図８に図示された本発明の実施例においては、前半部１／２期間の間、青緑色光
源５４Ｃがターンオンするのと同時に、白色液晶セルへ青緑色に対応する駆動信号を供給
することができる。及び、後半部１／２期間の間、黄色光源５２Ｙがターンオンするのと
同時に、白色液晶セルへ黄色に対応する駆動信号を供給することができる。
【００６５】
　図９は本発明の他の実施例に係る液晶表示装置の駆動方法を示す図面である。
【００６６】
　図９を参照すれば、先にインバーター４２は、１フレーム１Ｆ期間の間、冷陰極の蛍光
ランプ５０をターンオンさせて白色光を液晶パネル３２へ供給する。及び、インバーター
４２は１フレーム１Ｆ期間の中で後半部１／２期間の初期期間Ｔ１間黄色光源５２Ｙをタ
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ーンオンさせて黄色光を初期期間Ｔ１間液晶パネル３２へ供給して、後半部１／２期間の
後半部期間Ｔ２間青緑色光源５４Ｃをターンオンさせて青緑色光を液晶パネル３２へ供給
する。ここで、T１及びT２期間は同一に設定されればおおよそ１ｍｓ乃至３ｍｓの間の時
間に設定される。
【００６７】
　１フレーム１Ｆの前半部１／２期間の間、赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂカラーフィルター
と重畳されるように位置される液晶セル（Ｒ、Ｇ、Ｂ液晶セル）へ駆動信号が供給される
。それでは、図１０ａのように赤色Ｒカラーフィルター、緑色Ｇカラーフィルター及び青
色Ｂカラーフィルターを経由して駆動信号（すなわち、データ信号）に対応する所定のカ
ラー画像が表示される。及び、１フレーム１Ｆの前半部１／２期間の間、白色Ｗカラーフ
ィルターと重畳されるように位置される液晶セル（Ｗ液晶セル）へ黄色に対応される駆動
信号が供給される。この時、黄色光源５２Ｙ及び青緑色光源５４Ｃがオフされているから
白色Ｗカラーフィルターで白色光が放出される。
【００６８】
　更に、１フレーム１Ｆの後半部１／２期間の初期期間Ｔ１間、白色カラーフィルターＷ
と重畳されるように位置される液晶セル（Ｗ液晶セル）へ黄色に対応される駆動信号が供
給される。（すなわち、黄色駆動信号は、前半部１／２期間と初期期間Ｔ１間、供給され
る。）この時、黄色光源５２Ｙがターンオンされるため図１０ｂのように後半部１／２期
間の初期期間Ｔ１間白色カラーフィルターＷで黄色の光が放出される。一方、１フレーム
１Ｆの後半部１／２期間の間、赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂカラーフィルターと重畳される
ように位置される液晶セル（Ｒ、Ｇ、Ｂ液晶セル）へは駆動信号が供給されないから、ブ
ラックを表示する。
【００６９】
　以後、１フレーム１Ｆの後半部１／２期間の初期期間Ｔ１を除いた他の期間の間、白色
Ｗカラーフィルターと重畳されるように位置される液晶セル（Ｗ液晶セル）へ青緑色に対
応する駆動信号が供給される。この時、黄色光源５２Ｙ及び青緑色光源５４Ｃがオフされ
ているから図１０ｃのように白色Ｗカラーフィルターで白色光が放出される。及び、フレ
ーム１Ｆの後半部１／２期間の後半部期間Ｔ２間、青緑色光源５４Ｃがターンオンされて
図１０ｄのように白色カラーフィルターＷで青緑色の光が放出される。
【００７０】
　このような本発明の他の実施例においては、黄色光源５２Ｙ及び青緑色光源５４Ｃから
の光を白色Ｗカラーフィルターを経由して供給することで、液晶パネルを赤色、緑色、青
色、黄色及び青緑色の色光で駆動させることができる。したがって、本発明においては従
来に比べて高い色再現性を確保することができる。同時に、本発明においては透明物質ま
たは透明窓から形成された白色Ｗカラーフィルターを形成することから高い透過率を確保
することができるし、これにより従来に比べて輝度を進めることができる。及び、本発明
では白色Ｗカラーフィルターで黄色及び青緑色光が放出される時間を赤色Ｒ、緑色Ｇ及び
青色Ｂカラーフィルターで光が放出される時間と重複させないことで色の混色を防止する
ことができる。
【００７１】
　一方、図９に図示された本発明の他の実施例においては、一つのフレームの前半部１／
２期間と初期期間Ｔ１間、青緑色駆動信号を供給することと同時に、前半部１／２期間の
間、青緑色光源５４Ｃをターンオンさせることができる。この時、一つのフレームの他の
期間の間、黄色駆動信号を供給することと同時に、後半部期間Ｔ２間、黄色光源５２Ｙが
ターンオンされる。同時に、本発明においては、黄色光源５２Ｙ及び青緑色光源５２Ｃ中
からいずれかは深紅色光源に交替されることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　以上説明した内容を通じて当業者であれば、本発明の技術思想を逸脱しない範囲内で多
様な変更及び修正ができる。したがって、本発明の技術的範囲は明細書の詳細な説明に記
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載した内容に限定されるのではなく特許請求の範囲により決められなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】従来の液晶表示装置の駆動装置を示す図面である。
【図２】図１に図示された液晶パネルを詳しく示す斜視図である。
【図３】図１に図示されたカラーフィルターアレイを示す図面である。
【図４】図１に図示された液晶セルが駆動過程を示す図面である。
【図５】本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動装置を示す図面である。
【図６】図５に図示されたバックライト部を詳しく示す図面である。
【図７ａ】図５に図示されたカラーフィルターアレイを示す図面である。
【図７ｂ】図５に図示されたカラーフィルターアレイを示す図面である。
【図８】本発明の実施例に係る液晶表示装置の駆動方法を示す図面である。
【図９】本発明の他の実施例に係る液晶表示装置の駆動方法を示す図面である。
【図１０ａ】図９の駆動方法により放出される光を示す図面である。
【図１０ｂ】図９の駆動方法により放出される光を示す図面である。
【図１０ｃ】図９の駆動方法により放出される光を示す図面である。
【図１０ｄ】図９の駆動方法により放出される光を示す図面である。
【符号の説明】
【００７４】
　２、３２・・・液晶パネル
　４、３４・・・データドライバー
　６、３６・・・ゲートドライバー
　８、３８・・・タイミング制御部
　１１・・・上部基板
　１２、６２・・・ブラックマトリックス
　１４、６０・・・カラーフィルターアレイ
　１６・・・共通電極
　１８・・・液晶
　２０・・・画素電極
　２２・・・下部基板
　２４・・・カラーフィルターアレイ基板
　２６・・・薄膜トランジスタアレイ基板
　４０・・・バックライト部
　４２・・・インバーター
　５０・・・冷陰極の蛍光ランプ
　５２Ｙ、５２Ｃ・・・発光ダイオード
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【図１０ｄ】



(15) JP 4145838 B2 2008.9.3

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０９Ｇ   3/20     (2006.01)           Ｇ０２Ｆ   1/133   ５７５　          　　　　　
   Ｇ０９Ｇ   3/34     (2006.01)           Ｇ０２Ｆ   1/1335  　　　　          　　　　　
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)           Ｇ０２Ｆ   1/1335  ５０５　          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ   1/13357 　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２１Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２３Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ｅ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ｋ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ｋ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ｌ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６５０Ｍ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/34    　　　Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/00    ３３６Ｇ          　　　　　

(74)代理人  100096688
            弁理士　本宮　照久
(74)代理人  100104352
            弁理士　朝日　伸光
(74)代理人  100128657
            弁理士　三山　勝巳
(72)発明者  金　起　徳
            大韓民国　京畿道　軍浦市　山本１洞　１０５５　梅花　アパート　１４０３－１２０１号
(72)発明者  呉　義　烈
            大韓民国　京畿道　龍仁市　シンボン洞　エルジー　フィフス　ヴィレッジ　５１６－１７０３号
(72)発明者  鄭　仁　宰
            大韓民国　京畿道　果川市　別陽洞　住公　アパート　７０４－５０４号

    審査官  一宮　誠

(56)参考文献  特開平０１－２５９３９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０９５０４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－１０９５２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２９５７１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－３５５７２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第３０６２２３８（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２００３－７６３４２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ　　　３／００　　－　　３／３８　　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３　　　
              Ｇ０９Ｆ　　　９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

