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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査線と信号線が互いに交差して設けられ、それぞれの交点に画素電極がマトリ
ックス状に形成された表示パネルと、
前記複数の走査線を選択するとともに、前記複数の信号線に信号を与え、前記表示パネル
の画面に表示される画像を駆動制御する画面駆動制御部とを備え、
前記画面駆動制御部は、画面を、動画を表示する領域と静止画像を表示する領域とをそれ
ぞれ少なくとも１つ有する複数の領域に分け、少なくとも１つの前記動画を表示する領域
においては、隣接する複数の走査線を同時に選択し、
前記動画を表示する領域および前記静止画像を表示する領域での走査線の時間当たりの選
択回数を異ならせ、かつ、その比を静止画像の変化に応じて変えることを特徴とする表示
装置。
【請求項２】
　少なくとも１つの前記静止画像を表示する領域においては、飛び越し走査を行なうこと
を特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示パネルに液晶を用いることを特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【請求項４】
　前記表示パネルに有機ＥＬを用いることを特徴とする請求項１または２記載の表示装置
。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アクティブマトリックス型の表示パネルを用いた表示装置に関し、さらに詳し
くは、表示装置における動画像の画質向上に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の技術による表示装置およびその駆動方法を、液晶を用いた表示装置を例として説明
する。
【０００３】
図１０は、液晶を用いた表示装置について、その構成の概略を概念的に示した斜視図であ
る。液晶表示装置１は、液晶パネル２、液晶パネル２に画像を表示するための制御を行な
う画面駆動制御部３、液晶パネル２の後部から液晶パネル２に対して光を照射するための
光源４、および光源４を駆動するための光源駆動部５などから構成されている。
【０００４】
液晶パネル２は、２枚のガラスなどの透明な基板からなり、これら基板のあいだに液晶が
封入されている。一方のガラス基板(アレイ基板)には、透明な画素電極と、これら画素電
極に信号を印加するためのスイッチング素子(たとえば、ＴＦＴ)が形成されている。他方
のガラス基板（対向基板）には透明な対向電極が形成され、画素電極と対向電極のあいだ
に液晶が挟まれている。
【０００５】
液晶パネル２の一部分について、その等価回路図を図１１に示す。
【０００６】
アレイ基板上に、走査線Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、・・・（Ｌ４以降は図示されていない）が互
いに平行に配設され、これら走査線に直交して信号線Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、・・・（Ｄ４以
降は図示されていない）がやはり互いに平行に配設されている。
【０００７】
これらの走査線と信号線との交点に、画素部２１が設けられる。各画素部２１は、アレイ
基板上に設けられた画素電極２８と、対向基板上に設けられた対向電極２７と、画素電極
２８と対向電極２７とのあいだに挟まれた液晶などから構成される。この液晶によって、
キャパシタ２６が形成されている。キャパシタ２６と並列に保持容量（蓄積容量とも称す
）が設けられる場合もあるが、ここでは図示していない。
【０００８】
各画素部２１には、さらに、スイッチング素子が設けられる。各画素部に、たとえば薄膜
トランジスタ（以下、「ＴＦＴ」という）などの能動素子をスイッチング素子として備え
たいわゆるアクティブマトリックス型の液晶表示装置(液晶パネル)は、隣接する画素部の
あいだのクロストークがなく、高コントラストな表示が得られ、透過型表示が可能であり
、かつ、大型化も容易であるなど多くの利点を有しているため、近年広く用いられている
。図１１には、スイッチング素子としてＴＦＴが用いられている例を示した。
【０００９】
ＴＦＴ２２のゲート電極２５は対応する走査線に接続され、ＴＦＴ２２のドレイン電極２
３は対応する信号線に接続され、ＴＦＴのソース電極２４は画素電極２８に接続される。
【００１０】
走査線に信号を与える（以下、「走査線を選択する」という）と、この走査線に接続され
たすべてのＴＦＴ２２がオン状態となり、各ＴＦＴ２２にそれぞれ接続された信号線から
画素電極２８に信号が印加され、キャパシタ２６が充電される。
【００１１】
図１２を用いて、各画素部への信号の印加方法をさらに詳しく説明する。図１２は、図１
０における液晶パネル２および画面駆動制御部３について、その構成の概略を示したブロ
ック図である。
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【００１２】
すでに述べたように、液晶パネル２はマトリクス状に配置された複数の画素部２１からな
り、各画素部２１に信号を印加するために、走査線Ｌ１～Ｌ１６および信号線Ｄ１～Ｄ２
０が設けられている。
【００１３】
一方、画面駆動制御部３は、クロック信号ＣＬＯＣＫ、垂直信号ＨＳＹＮＣおよび水平同
期信号ＶＳＹＮＣを受け取って制御信号Ｓ１、Ｓ２を出力する表示制御回路１１と、映像
信号ＶＩＮと制御信号Ｓ１を受け取るＸドライバ１２と、表示制御回路１１より制御信号
Ｓ２を受け取るＹドライバ１５より構成されている。
【００１４】
Ｘドライバ１２は、表示制御回路１１がクロック信号および同期信号にもとづいて出力す
る制御信号Ｓ１を受けて順次シフトするシフトレジスタ１３と、シフトレジスタの出力に
もとづいて、各信号線に対応する信号ＶＩＮ２を取り込み、保持するサンプルホールド回
路１４を備えている。
【００１５】
Ｙドライバ１５は、表示制御回路１１が水平同期信号および垂直同期信号にもとづいて出
力する制御信号Ｓ２を受けて走査線を選択する。
【００１６】
Ｙドライバ１５によって、たとえば走査線Ｌ１が選択されると、走査線Ｌ１に接続された
すべてのＴＦＴ２２がオン状態となり、サンプルホールド回路１４に保持されている信号
ＶＩＮ２に対応した電圧が、各信号線Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３，・・・，Ｄ２０を経由して各画
素部２１の画素電極２８に印加される。画素電極２８と対向電極２７との電位差によって
、各画素部２１の液晶が駆動される。走査線Ｌ１の選択期間が終了したあと、再度走査線
Ｌ１が選択されるまでのあいだ、画素電極２８の電位はキャパシタ２６によって保持され
ている。
【００１７】
Ｙドライバ１５によって、走査線Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，・・・，Ｌ１６を順次選択していく
ことにより、液晶パネル２を構成するすべての画素部２１が駆動され、画面の更新が完了
する。
【００１８】
なお、図１２においては、説明のため、液晶パネル２が縦１６×横２０の画素部２１から
なる構成を一例として示したが、画素部の配列や個数がこの例に限られるわけではない。
【００１９】
ＴＦＴを使用したアクティブマトリックス型の液晶パネルにおいては、横方向の画素数が
６４０、縦方向の画素数が４８０であり、６０Ｈｚの周波数で画面の更新が行なわれる規
格が広く普及しているので、以下、この規格を例に説明を行なう。この規格では、縦方向
の画素数が走査線の本数に相当し、液晶パネル上には４８０本の走査線が存在する。
【００２０】
図１３には、液晶パネル２に水平方向に互いに並行に配置されている４８０本の走査線Ｌ
１～Ｌ４８０が示されている。
【００２１】
図１４を用いて、これら走査線Ｌ１～Ｌ４８０の選択順序を説明する。
【００２２】
画面上部の走査線Ｌ１から画面下部の走査線Ｌ４８０にむかって、４８０本の走査線Ｌ１
～Ｌ４８０を順次選択していくことにより、画面の更新が行なわれる。１回の画面の更新
に要する期間はフレームと呼ばれ、図中の記号Ｆで表わされている。
【００２３】
すでに述べたように、この１フレーム期間Ｆ（以下、１Ｆという）において、すべての走
査線が各１回ずつ選択される。各走査線が選択されている期間は水平走査期間と呼ばれ、
図中の記号Ｈで表わされている。
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【００２４】
すでに述べたように、この規格では６０Ｈｚ、つまり毎秒６０回の画面の更新が行なわれ
、走査線は４８０本設けられているため、１水平走査期間（以下、１Ｈという）は、
１〔ｓ〕／６０〔回〕／４８０〔本〕＝３４．７２〔μｓ〕
となる。
【００２５】
したがって、各画素部のキャパシタの充電は、この３４．７２〔μｓ〕のあいだに完了さ
れなければならない。なお現実には、走査線の駆動以外の制御にも時間が必要なため、実
際に走査線が選択されている時間はさらに短い。
【００２６】
ところで、１秒に６０回の画面の更新では、動きの激しい動画を忠実に表示することはで
きない。画面の更新周波数をさらに上げることにより、動画像の表示品質を向上させるこ
とができる。
【００２７】
しかし、ＴＦＴを使用した液晶パネルにおいて画面の更新周波数を上げた場合、各走査線
の選択期間（１水平走査期間）が減少してしまい、画素部のキャパシタを充分に充電する
ことができなくなり、画質が劣化するなどの問題があった。
【００２８】
【発明が解決しようとする課題】
以上説明したように、動画の表示品質を向上させるためには、画面の更新周波数を上げれ
ばよい。しかし、従来の表示装置およびその駆動方法においては、各画素部の選択時間が
減少し画質が劣化してしまうといった問題があった。たとえば、液晶を用いた表示装置に
おいては、各画素部の充電時間が不足し画質の劣化を引き起こす。
【００２９】
そこで、本発明は、各画素部の選択時間を減少させることなく、高品位の動画像を表示す
ることのできる表示装置およびその駆動方法を提供することを目的とする。
【００３０】
【課題を解決するための手段】
　本発明による第１の表示装置は、複数の走査線と信号線が互いに交差して設けられ、そ
れぞれの交点に画素電極がマトリックス状に形成された表示パネルと、前記複数の走査線
を選択するとともに、前記複数の信号線に信号を与え、前記表示パネルの画面に表示され
る画像を駆動制御する画面駆動制御部とを備え、前記画面駆動制御部は、画面を、動画を
表示する領域と静止画像を表示する領域とをそれぞれ少なくとも1つ有する複数の領域に
分け、少なくとも１つの前記動画を表示する領域においては、隣接する複数の走査線を同
時に選択し、前記動画を表示する領域および前記静止画像を表示する領域での走査線の時
間当たりの選択回数を異ならせ、かつ、その比を静止画像の変化に応じて変えることを特
徴とする。
【００３３】
　少なくとも１つの前記静止画像を表示する領域においては、飛び越し走査することを特
徴とする。
【００３６】
　前記表示装置は、表示パネルに液晶を用いることができる。
【００３７】
　前記表示装置は、表示パネルに有機ＥＬを用いることができる。
【００３８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面にもとづいて説明する。なお、図において、同
一の構成要素または同一の機能を有する構成要素については、同一の参照番号を使用して
いる。
【００３９】
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実施の形態１
本実施の形態による表示装置および表示装置の駆動方法は、４８０本の走査線からなる画
面領域を、それぞれ２４０本の走査線からなる２つの領域に分割することを特徴とする。
分割した２つの領域のうち、画面上部を第１の領域として、隣り合う複数本の走査線を同
時に選択し、画面下部を第２の領域として、通常どおり走査線を１本づつ選択することを
特徴とする。
【００４０】
以下、図１および図２を用いて詳細に説明する。
【００４１】
図１において、液晶表示装置の４８０本の走査線Ｌ１～Ｌ４８０は、２４０本の走査線Ｌ
１～Ｌ２４０からなる第１の領域１０１と、２４０本の走査線Ｌ２４１～Ｌ４８０からな
る第２の領域１０２とに分割されている。
【００４２】
すでに説明したように、これら４８０本の走査線がそれぞれ１回づつ選択されることによ
り、１フレームの画像が構成される。
【００４３】
本実施の形態による走査線の選択を図２に示す。
【００４４】
時刻ｔ1から始まるあるフレームにおいて、まず、前記第１の領域１０１の走査線Ｌ１お
よびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およびＬ４が同時に選択され、さらに
そのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。このようにして、第１の領域１
０１では、隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第１の領域１０１の最後の走査線
Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択されたあと、引き続いて第２の領域１０２の走査線
Ｌ２４１が選択される。第２の領域１０２では、各走査線は１本ずつ順に選択される。第
２の領域１０２の最後の走査線Ｌ４８０の選択が終了した時刻ｔ2で、１フレームの更新
が完了する。
【００４５】
各走査線が選択されている時間は、第１の領域と第２の領域とで同一にする。
これにより、第１の領域内の各画素部の充電時間は、第２の領域の通常に走査される画素
部の充電時間と同一になるため、画素部の充電不足が発生することがない。
【００４６】
このような走査により、第１の領域１０１の更新に必要な時間は、走査線１２０本分を選
択する時間になる。第２の領域１０２の更新に必要な時間は、従来どおり、走査線２４０
本を選択する時間である。
【００４７】
したがって、１水平走査期間（１Ｈ）が従来と同一であるとすれば、１フレームの更新に
必要な時間Ｆは、
３４．７２〔μｓ〕×（１２０＋２４０）＝１２．５〔ｍｓ〕
となり、画面の更新周波数は、
１／１２．５〔ｍｓ〕＝８０〔Ｈｚ〕
である。
【００４８】
このように、本実施の形態により、各画素部のキャパシタの充電時間を短くすることなく
、フレームの更新周波数を従来の６０Ｈｚよりも高くすることができ、充電不足による画
質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示することが可能になる。
【００４９】
一方、人間の目は、動画に対しては分解能が低下するため、２本の走査線が同時に選択さ
れるため解像度が低い第１の領域に動画を表示し、第２の領域に静止画像を表示すること
で、高品位の動画像と静止画像とを表示することのできる表示装置を提供することができ
る。
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【００５０】
なお、本実施の形態では、走査線の本数が４８０本であり、６０Ｈｚの周波数で画面の更
新が行なわれる表示装置を例として説明を行なったが、走査線の本数および／または画面
の更新周波数が異なる他の表示装置においても、本実施の形態の考え方を適用することが
でき、充電不足による画質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示するこ
とが可能になる。
【００５１】
また、本実施の形態では、４８０本の走査線からなる画面領域を、それぞれ２４０本の走
査線からなる２つの領域に分割する例を示したが、２つの領域の走査線の本数が同一であ
る必要はない。
【００５２】
また、本実施の形態では、複数本の走査線を同時に選択する領域と、通常どおり１本ずつ
走査線を選択する領域とを、それぞれ１つづつ設けた場合を示したが、各領域の双方また
はどちらか一方を複数設けても同様の効果がある。
【００５３】
また、同時に選択する走査線の本数を２本として説明したが、３本あるいは４本など、２
本以外の本数とした場合でも同様の効果を得ることができる。
【００５４】
実施の形態２
本発明の他の実施の形態を、図１および図３を用いて説明する。
【００５５】
本実施の形態による表示装置および表示装置の駆動方法は、表示装置の画面領域を複数の
領域に分割し、少なくとも１つの領域においては隣接する複数の走査線を同時に選択する
とともに、それぞれの領域のあいだで、時間当たりの走査線選択回数を異なるものとする
ことを特徴とする。
【００５６】
図１に示すように、液晶表示装置の４８０本の走査線Ｌ１～Ｌ４８０が、２４０本の走査
線Ｌ１～Ｌ２４０からなる第１の領域１０１と、２４０本の走査線Ｌ２４１～Ｌ４８０か
らなる第２の領域１０２とに分割されている。
【００５７】
本実施の形態による走査線の選択を図３に示す。
【００５８】
図３（ａ）に示すように、時刻ｔ1から始まるあるフレームＦ１において、まず、第１の
領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およびＬ４
が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。この
ようにして、第１の領域１０１では、隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第１の
領域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択されたあと、引き続いて
第２の領域１０２の走査線Ｌ２４１が選択される。第２の領域１０２では、各走査線は１
本ずつ順に選択される。第２の領域１０２の最後の走査線Ｌ４８０の選択が終了した時刻
ｔ2で、１フレームの更新が完了する。
【００５９】
したがって、１水平走査期間（１Ｈ）が従来と同一であるとすれば、このフレームの更新
に必要な時間Ｆ１は、
３４．７２〔μｓ〕×（１２０＋２４０）＝１２．５〔ｍｓ〕
である。
【００６０】
続くフレームＦ２においては、図３（ｂ）に示すように、まず、第１の領域１０１の走査
線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およびＬ４が同時に選択され
、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。このようにして、第１
の領域１０１の隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第１の領域１０１の最後の走
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査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択され、フレームの更新が完了する。このフレー
ムにおいては、第２の領域１０２の走査線は選択されず、画面の第２の領域は更新されな
い。
【００６１】
１水平走査期間（１Ｈ）が従来と同一であるとすれば、このフレームの更新に必要な時間
Ｆ２は、
３４．７２〔μｓ〕×１２０＝４．１６６〔ｍｓ〕
である。
【００６２】
本実施の形態においては、図３（ｃ）に示すように、まず図３（ａ）に示したすべての領
域の走査線を選択するフレームＦ１のあとに、図３（ｂ）に示した第１の領域１０１の走
査線だけを選択するフレームＦ２を９回繰り返す。
【００６３】
その後ふたたび、図３（ａ）に示したすべての領域の走査線を選択するフレームＦ１に戻
り、再度、図３（ｂ）に示した第１の領域１０１の走査線だけを選択するフレームＦ２を
９回繰り返す。
【００６４】
このように走査線の選択を行なった場合、単位時間あたりの走査線の選択回数は、第１の
領域の走査線：第２の領域の走査線＝１０：１、つまり第１の領域の走査線が１０回選択
されるごとに、第２の領域の走査線が１回選択されることになる。
【００６５】
この場合、平均のフレーム更新時間は、｛（Ｆ１＋Ｆ２×９）／１０｝で求められ、
（１２．５＋４．１６６×９）／１０＝５ｍｓ
であり、画面の更新周波数は、
１〔ｓ〕／５〔ｍｓ〕＝２００〔Ｈｚ〕
となる。
【００６６】
このように、本実施の形態によれば、各画素部のキャパシタの充電時間を短くすることな
く、フレームの更新周波数を従来の６０Ｈｚよりも高くすることができ、充電不足による
画質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示することが可能になる。
【００６７】
なお、液晶表示装置（液晶パネル）は、ＣＲＴなどとは異なり、輝度の減衰が小さいため
、動きのない静止画像であれば６０Ｈｚで画面を更新する必要はない。そこで、本実施の
形態では、静止画像を表示する第２の領域では、画素部のキャパシタに蓄えられた電荷の
リークによる輝度減衰を補う目的で、１０フレームにつき１回だけ走査線の選択を行なう
こととした。
【００６８】
２本の走査線が同時に選択されるため解像度が低い第１の領域に動画を表示し、第２の領
域に静止画像を表示することで、高品位の動画像と静止画像とを表示することのできる表
示装置を提供することができる。
【００６９】
なお、本実施の形態では、走査線の本数が４８０本であり、６０Ｈｚの周波数で画面の更
新が行なわれる表示装置を例として説明を行なったが、走査線の本数および／または画面
の更新周波数が異なる他の表示装置においても、本実施の形態の考え方を適用することが
でき、充電不足による画質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示するこ
とが可能になる。
【００７０】
また、本実施の形態では、４８０本の走査線からなる画面領域を、それぞれ２４０本の走
査線からなる２つの領域に分割する例を示したが、２つの領域の走査線の本数が同一であ
る必要はない。
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【００７１】
また、本実施の形態では、すべてのフレームにおいて複数本の走査線が同時に選択される
領域と、１０フレームにつき１回だけ通常どおり１本ずつ走査線が選択される領域とを、
それぞれ１つづつ設けた場合を示したが、各領域の双方またはどちらか一方を複数設けて
も同様の効果がある。
【００７２】
また、同時に選択する走査線の本数を２本として説明したが、３本あるいは４本など、２
本以外の本数とした場合でも同様の効果を得ることができる。
【００７３】
また、各領域間の単位時間あたりの走査線選択回数の比を１０：１としたが、たとえば５
：１や２０：１など、これ以外の値としても同様の効果を得ることができる。
【００７４】
実施の形態３
本発明の他の実施の形態を、図１および図４を用いて説明する。
【００７５】
前記実施の形態２においては、表示装置の画面領域を複数の領域に分割し、少なくとも１
つの領域においては隣接する複数の走査線を同時に選択するとともに、それぞれの領域の
あいだで、時間当たりの走査線選択回数を異なるものとした。そして、各領域間の時間当
たりの走査線選択回数の比は、常に一定値とした。
【００７６】
本実施の形態においては、各領域間の時間当たりの走査線選択回数の比を、基本的には一
定とするものの、時間当たりの走査線選択回数の少ない領域において画面の表示を変化さ
せる必要が生じた場合には、走査線選択回数の比とは無関係に、この領域の走査線を選択
することとした。
【００７７】
図１に示すように、液晶表示装置の４８０本の走査線Ｌ１～Ｌ４８０が、２４０本の走査
線Ｌ１～Ｌ２４０からなる第１の領域１０１と、２４０本の走査線Ｌ２４１～Ｌ４８０か
らなる第２の領域１０２とに分割されている。
【００７８】
本実施の形態による走査線の選択を図４に示す。
【００７９】
図４（ａ）に示すように、時刻ｔ1から始まるあるフレームＦ１において、まず、第１の
領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およびＬ４
が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。この
ようにして、第１の領域１０１では、隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第１の
領域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択されたあと、引き続いて
第２の領域１０２の走査線Ｌ２４１が選択される。第２の領域１０２では、各走査線は１
本ずつ順に選択される。第２の領域１０２の最後の走査線Ｌ４８０の選択が終了した時刻
ｔ2で、１フレームの更新が完了する。
【００８０】
続くフレームＦ２においては、図４（ｂ）に示すように、まず、第１の領域１０１の走査
線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およびＬ４が同時に選択され
、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。このようにして、第１
の領域１０１の隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第１の領域１０１の最後の走
査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択され、フレームの更新が完了する。このフレー
ムにおいては、第２の領域の走査線は選択されず、画面は更新されない。
【００８１】
画面の第２の領域の表示に変化がない場合、本実施の形態は前記した第２の実施の形態と
同様、図４（ｃ）に示すように、まず図４（ａ）に示したすべての領域の走査線を選択す
るフレームＦ１のあとに、図４（ｂ）に示した第１の領域１０１の走査線だけを２本ずつ
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同時に選択するフレームＦ２を９回繰り返す。
【００８２】
その後ふたたび、図４（ａ）に示したすべての領域の走査線を選択するフレームＦ１に戻
り、再度、図４（ｂ）に示した第１の領域１０１の走査線だけを２本ずつ同時に選択する
フレームＦ２を９回繰り返す。
【００８３】
このように走査線を選択することにより、動画の動きをより忠実に表示することが可能に
なることは、実施の形態２で述べたとおりである。
【００８４】
もし、第２の領域の画面表示を変化させる必要がある場合、画面駆動制御部３は入力され
る信号からこれを検知し、図４（ｃ）の符号αで示すように、すべての走査線を選択する
フレームＦ１を挿入する。これにより、すみやかにこの第２の領域の走査線の選択が行な
われるため、静止画像の変化をスムーズに表示することができる。
【００８５】
本実施の形態によれば、２本の走査線が同時に選択されるため解像度が低い第１の領域に
動画を表示し、第２の領域に静止画像を表示することで、高品位の動画像と静止画像とを
表示することのできる表示装置を提供することができるとともに、第２の領域の表示に変
化が生じた場合には、すみやかにこの領域の走査線の選択が行なわれるため、静止画像の
変化をスムーズに表示することができる。
【００８６】
なお、図４（ｃ）には、第２の領域の表示に変化がある場合、すべての走査線を選択する
フレームＦ１を２回続けて挿入する例を図示したが、この挿入回数は１回でも、また３回
以上でもよい。また、すべての走査線を選択するフレームＦ１を連続して挿入する必要は
ない。第２の領域の表示に変化がない場合に比べ、時間当たりの走査線選択回数が増やさ
れるように構成されていれば、静止画像の変化をスムーズに表示することができるという
本実施の形態の効果を得ることが可能である。
【００８７】
また、本実施の形態では、走査線の本数が４８０本であり、６０Ｈｚの周波数で画面の更
新が行なわれる表示装置を例として説明を行なったが、走査線の本数および／または画面
の更新周波数が異なる他の表示装置においても、本実施の形態の考え方を適用することが
でき、充電不足による画質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示するこ
とが可能になる。
【００８８】
また、本実施の形態では、４８０本の走査線からなる画面領域を、それぞれ２４０本の走
査線からなる２つの領域に分割する例を示したが、２つの領域の走査線の本数が同一であ
る必要はない。
【００８９】
また、本実施の形態では、すべてのフレームにおいて複数本の走査線が同時に選択される
領域と、１０フレームにつき１回だけ通常どおり１本ずつ走査線が選択される領域とを、
それぞれ１つづつ設けた場合を示したが、各領域の双方またはどちらか一方を複数設けて
も同様の効果がある。
【００９０】
また、同時に選択する走査線の本数を２本として説明したが、３本あるいは４本など、２
本以外の本数とした場合でも同様の効果を得ることができる。
【００９１】
また、第２の領域の表示に変化がない場合の、各領域間の単位時間あたりの走査線選択回
数の比を１０：１としたが、たとえば５：１や２０：１など、これ以外の値としても同様
の効果を得ることができる。
【００９２】
実施の形態４
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本発明の他の実施の形態を、図１および図５を用いて説明する。
【００９３】
本実施の形態による表示装置および表示装置の駆動方法は、表示装置の画面領域を複数の
領域に分割し、少なくとも１つの領域においては隣接する複数の走査線を同時に選択する
とともに、残りの少なくとも１つの領域においては、走査線を１つおきに選択していくい
わゆる飛び越し走査を行なうことを特徴とする。
【００９４】
図１に示すように、液晶表示装置の４８０本の走査線Ｌ１～Ｌ４８０が、２４０本の走査
線Ｌ１～Ｌ２４０からなる第１の領域１０１と、２４０本の走査線Ｌ２４１～Ｌ４８０か
らなる第２の領域１０２とに分割されている。
【００９５】
本実施の形態による走査線の選択を図５に示す。
【００９６】
図５（ａ）に示すように、時刻ｔｏ1から始まるあるフレームＦｏ１において、まず、第
１の領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３および
Ｌ４が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。
このようにして、第１の領域１０１では、隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第
１の領域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択されたあと、引き続
いて第２の領域１０２の走査線Ｌ２４１が選択される。その後、第２の領域１０２では、
走査線Ｌ２４３，Ｌ２４５，Ｌ２４７・・・といった順に、各走査線が１つおきに順に選
択される。第２の領域１０２の走査線Ｌ４７９の選択が終了した時刻ｔｏ2で、１フレー
ムの更新が完了する。
【００９７】
したがって、１水平走査期間（１Ｈ）が従来と同一であるとすれば、このフレームの更新
に必要な時間Ｆｏ１は、
３４．７２〔μｓ〕×（１２０＋１２０）＝８．３３〔ｍｓ〕
である。
【００９８】
図５（ｂ）に示すように、時刻ｔｅ1から始まるフレームＦｅ１においては、まず、第１
の領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およびＬ
４が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。こ
のようにして、第１の領域１０１では、隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第１
の領域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択されたあと、引き続い
て第２の領域１０２の走査線Ｌ２４２が選択される。その後、第２の領域１０２では、走
査線Ｌ２４４，Ｌ２４６，Ｌ２４８・・・といった順に、各走査線が１つおきに順に選択
される。第２の領域１０２の最後の走査線Ｌ４８０の選択が終了した時刻ｔｅ2で、１フ
レームの更新が完了する。
【００９９】
したがって、１水平走査期間（１Ｈ）が従来と同一であるとすれば、このフレームの更新
に必要な時間Ｆｅ１は、
３４．７２〔μｓ〕×（１２０＋１２０）＝８．３３〔ｍｓ〕
である。
【０１００】
本実施の形態においては、図５（ｃ）に示すように、フレームＦｏ１とフレームＦｅ１と
を交互に繰り返す。したがって、画面の更新周波数は、
１〔ｓ〕／８．３３〔ｍｓ〕＝１２０〔Ｈｚ〕
となる。
【０１０１】
このように、本実施の形態によれば、各画素部のキャパシタの充電時間を短くすることな
く、フレームの更新周波数を従来の６０Ｈｚよりも高くすることができ、充電不足による
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画質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示することが可能になる。
【０１０２】
なお、液晶表示装置（液晶パネル）は、ＣＲＴなどとは異なり、輝度の減衰が小さいため
、動きのない静止画像であれば６０Ｈｚで画面を更新する必要はない。そこで、本実施の
形態では、静止画像を表示する第２の領域では、画素部のキャパシタに蓄えられた電荷の
リークによる輝度減衰を補うために、飛び越し走査を行なうこととした。
【０１０３】
２本の走査線が同時に選択されるため解像度が低い第１の領域に動画を表示し、第２の領
域に静止画像を表示することで、高品位の動画像と静止画像とを表示することのできる表
示装置を提供することができる。
【０１０４】
なお、本実施の形態では、走査線の本数が４８０本であり、６０Ｈｚの周波数で画面の更
新が行なわれる表示装置を例として説明を行なったが、走査線の本数および／または画面
の更新周波数が異なる他の表示装置においても、本実施の形態の考え方を適用することが
でき、充電不足による画質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示するこ
とが可能になる。
【０１０５】
また、本実施の形態では、４８０本の走査線からなる画面領域を、それぞれ２４０本の走
査線からなる２つの領域に分割する例を示したが、２つの領域の走査線の本数が同一であ
る必要はない。
【０１０６】
また、本実施の形態では、すべてのフレームにおいて複数本の走査線が同時に選択される
領域と、飛び越し走査を行なう領域とを、それぞれ１つづつ設けた場合を示したが、各領
域の双方またはどちらか一方を複数設けても同様の効果がある。
【０１０７】
また、同時に選択する走査線の本数を２本として説明したが、３本あるいは４本など、２
本以外の本数とした場合でも同様の効果を得ることができる。
【０１０８】
また、飛び越し走査において、走査線を１本おきに選択する例を示したが、その他の本数
としても本実施の形態の効果を得ることが可能である。
【０１０９】
実施の形態５
本発明の他の実施の形態を、図１および図６を用いて説明する。
【０１１０】
本実施の形態による表示装置および表示装置の駆動方法は、表示装置の画面領域を複数の
領域に分割し、各フレームにおいて、少なくとも１つの領域においては隣接する複数の走
査線を同時に選択するとともに、残りの少なくとも１つの領域においては、走査線を１つ
おきに選択していくいわゆる飛び越し走査を行ない、さらにこの飛び越し走査が行なわれ
る領域の走査線を全く選択しないフレームを設けることを特徴とする。
【０１１１】
図１に示すように、液晶表示装置の４８０本の走査線Ｌ１～Ｌ４８０が、２４０本の走査
線Ｌ１～Ｌ２４０からなる第１の領域１０１と、２４０本の走査線Ｌ２４１～Ｌ４８０か
らなる第２の領域１０２とに分割されている。
【０１１２】
本実施の形態による走査線の選択を図６に示す。
【０１１３】
図６（ａ）に示すように、時刻ｔｏ1から始まるあるフレームＦｏ１において、まず、第
１の領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３および
Ｌ４が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。
このようにして、第１の領域１０１では、隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第
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１の領域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択されたあと、引き続
いて第２の領域１０２の走査線Ｌ２４１が選択される。その後、第２の領域１０２では、
走査線Ｌ２４３，Ｌ２４５，Ｌ２４７・・・といった順に、各走査線が１つおきに順に選
択される。第２の領域１０２の走査線Ｌ４７９の選択が終了した時刻ｔｏ2で、１フレー
ムの更新が完了する。
【０１１４】
したがって、１水平走査期間（１Ｈ）が従来と同一であるとすれば、このフレームの更新
に必要な時間Ｆｏ１は、
３４．７２〔μｓ〕×（１２０＋１２０）＝８．３３〔ｍｓ〕
である。
【０１１５】
図６（ｂ）に示すように、時刻ｔｅ1から始まるあるフレームＦｅ１においては、まず、
第１の領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およ
びＬ４が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される
。このようにして、第１の領域１０１では、隣り合う２本の走査線が同時に選択される。
第１の領域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択されたあと、引き
続いて第２の領域１０２の走査線Ｌ２４２が選択される。その後、第２の領域１０２では
、走査線Ｌ２４４，Ｌ２４６，Ｌ２４８・・・といった順に、各走査線が１つおきに順に
選択される。第２の領域１０２の最後の走査線Ｌ４８０の選択が終了した時刻ｔｅ2で、
１フレームの更新が完了する。
【０１１６】
したがって、１水平走査期間（１Ｈ）が従来と同一であるとすれば、このフレームの更新
に必要な時間Ｆｅ１は、
３４．７２〔μｓ〕×（１２０＋１２０）＝８．３３〔ｍｓ〕
である。
【０１１７】
図６（ｃ）に示すように、時刻ｔ2から始まるあるフレームＦ２においては、まず、第１
の領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およびＬ
４が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。こ
のようにして、第１の領域１０１の隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第１の領
域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択され、フレームの更新が完
了する。このフレームにおいては、第２の領域の走査線は選択されず、画面は更新されな
い。
【０１１８】
したがって、１水平走査期間（１Ｈ）が従来と同一であるとすれば、このフレームの更新
に必要な時間Ｆ２は、
３４．７２〔μｓ〕×１２０＝４．１６〔ｍｓ〕
である。
【０１１９】
本実施の形態においては、図６（ｄ）に示すように、まず図６（ａ）に示したフレームＦ
ｏ１の表示を行ない、つぎに図６（ｂ）に示したフレームＦ２を９回繰り返す。つづいて
、図６（ｂ）に示したフレームＦｅ１の表示を行ない、つぎに図６（ｃ）に示したフレー
ムＦ２を９回繰り返す。これらを繰り返すことにより、画面の表示を行なう。
【０１２０】
このように走査線の選択を行なうことにより、第１の領域１０１の各走査線は毎フレーム
ごとに選択され、第２の領域１０２の各走査線は２０フレームにつき１回選択されること
になる。
【０１２１】
この場合、平均のフレーム更新時間は、〔｛（Ｆｏ１＋Ｆ２×９）＋（Ｆｅ１＋Ｆ２×９
）｝／２０〕で求められ、
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｛（８．３３＋４．１６６×９）＋（８．３３＋４．１６６×９）｝／２０＝４．５８ｍ
ｓ
であり、画面の更新周波数は、
１〔ｓ〕／４．５８〔ｍｓ〕＝２１８〔Ｈｚ〕
となる。
【０１２２】
このように、本実施の形態によれば、各画素部のキャパシタの充電時間を短くすることな
く、フレームの更新周波数を従来の６０Ｈｚよりも高くすることができ、充電不足による
画質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示することが可能になる。
【０１２３】
なお、液晶表示装置（液晶パネル）は、ＣＲＴなどとは異なり、輝度の減衰が小さいため
、動きのない静止画像であれば６０Ｈｚで画面を更新する必要はない。そこで、本実施の
形態では、静止画像を表示する第２の領域では、１０フレームに１回だけ走査線の選択が
行なわれることとし、さらに飛び越し走査を行なうこととして、画素部のキャパシタに蓄
えられた電荷のリークによる輝度減衰を補うこととした。
【０１２４】
２本の走査線が同時に選択されるため解像度が低い第１の領域に動画を表示し、第２の領
域に静止画像を表示することで、高品位の動画像と静止画像とを表示することのできる表
示装置を提供することができる。
【０１２５】
なお、本実施の形態では、走査線の本数が４８０本であり、６０Ｈｚの周波数で画面の更
新が行なわれる表示装置を例として説明を行なったが、走査線の本数および／または画面
の更新周波数が異なる他の表示装置においても、本実施の形態の考え方を適用することが
でき、充電不足による画質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示するこ
とが可能になる。
【０１２６】
また、本実施の形態では、４８０本の走査線からなる画面領域を、それぞれ２４０本の走
査線からなる２つの領域に分割する例を示したが、２つの領域の走査線の本数が同一であ
る必要はない。
【０１２７】
また、本実施の形態では、すべてのフレームにおいて複数本の走査線が同時に選択される
領域と、飛び越し走査を行なう領域とを、それぞれ１つづつ設けた場合を示したが、各領
域の双方またはどちらか一方を複数設けても同様の効果がある。
【０１２８】
また、同時に選択する走査線の本数を２本として説明したが、３本あるいは４本など、２
本以外の本数とした場合でも同様の効果を得ることができる。
【０１２９】
また、飛び越し走査において、走査線を１本おきに選択する例を示したが、その他の本数
としても本実施の形態の効果を得ることが可能である。
【０１３０】
また、第２の領域においては、１０フレームに１回だけ走査線の選択が行なわれることと
したが、たとえば５フレームに１回あるいは２０フレームに１回といったように、その他
の回数としても本実施の形態の効果を得ることができる。
【０１３１】
実施の形態６
本発明の他の実施の形態を、図１および図７を用いて説明する。
【０１３２】
前記実施の形態５では、表示装置の画面領域を複数の領域に分割し、各フレームにおいて
、少なくとも１つの領域においては隣接する複数の走査線を同時に選択するとともに、残
りの少なくとも１つの領域においては、走査線を１つおきに選択していくいわゆる飛び越
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し走査を行ない、さらにこの飛び越し走査が行なわれる領域の走査線を全く選択しないフ
レームを設けた。そして、両フレームの割合、つまり各領域における時間当たりの走査線
選択回数は、常に一定値とした。
【０１３３】
本実施の形態では、各領域における時間当たりの走査線選択回数を、基本的には一定とす
るものの、飛び越し走査が行なわれる領域の表示を変化させる必要が生じた場合には、時
間当たりの走査線選択回数とは無関係に、この領域の走査線を飛び越し走査するフレーム
を挿入することとした。
【０１３４】
図１に示すように、液晶表示装置の４８０本の走査線Ｌ１～Ｌ４８０が、２４０本の走査
線Ｌ１～Ｌ２４０からなる第１の領域１０１と、２４０本の走査線Ｌ２４１～Ｌ４８０か
らなる第２の領域１０２とに分割されている。
【０１３５】
本実施の形態による走査線の選択を図７に示す。
【０１３６】
図７（ａ）に示すように、時刻ｔｏ1から始まるあるフレームＦｏ１において、まず、第
１の領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３および
Ｌ４が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。
このようにして、第１の領域１０１では、隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第
１の領域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択されたあと、引き続
いて第２の領域１０２の走査線Ｌ２４１が選択される。その後、第２の領域１０２では、
走査線Ｌ２４３，Ｌ２４５，Ｌ２４７・・・といった順に、各走査線が１つおきに順に選
択される。第２の領域１０２の走査線Ｌ４７９の選択が終了した時刻ｔｏ2で、１フレー
ムの更新が完了する。
【０１３７】
図７（ｂ）に示すように、時刻ｔｅ1から始まるあるフレームＦｅ１においては、まず、
第１の領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およ
びＬ４が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される
。このようにして、第１の領域１０１では、隣り合う２本の走査線が同時に選択される。
第１の領域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択されたあと、引き
続いて第２の領域１０２の走査線Ｌ２４２が選択される。その後、第２の領域１０２では
、走査線Ｌ２４４，Ｌ２４６，Ｌ２４８・・・といった順に、各走査線が１つおきに順に
選択される。第２の領域１０２の最後の走査線Ｌ４８０の選択が終了した時刻ｔｅ2で、
１フレームの更新が完了する。
【０１３８】
図７（ｃ）に示すように、時刻ｔ2から始まるあるフレームＦ２においては、まず、第１
の領域１０１の走査線Ｌ１およびＬ２が同時に選択される。つぎに、走査線Ｌ３およびＬ
４が同時に選択され、さらにそのつぎに、走査線Ｌ５およびＬ６が同時に選択される。こ
のようにして、第１の領域１０１の隣り合う２本の走査線が同時に選択される。第１の領
域１０１の最後の走査線Ｌ２３９およびＬ２４０が同時に選択され、フレームの更新が完
了する。このフレームにおいては、第２の領域の走査線は選択されず、画面は更新されな
い。
【０１３９】
本実施の形態においては、基本的には、図７（ｄ）に示すように、まず図７（ａ）に示し
たフレームＦｏ１の表示を行ない、つぎに図７（ｂ）に示したフレームＦ２を９回繰り返
す。つづいて、図７（ｂ）に示したフレームＦｅ１の表示を行ない、つぎに図７（ｃ）に
示したフレームＦ２を９回繰り返す。これらを繰り返すことにより、表示を行なう。
【０１４０】
このように走査線を選択することにより、動画の動きをより忠実に表示することが可能に
なることは、実施の形態５で述べたとおりである。
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【０１４１】
もし、第２の領域の画面表示を変化させる必要がある場合、画面駆動制御部３は入力され
る信号からこれを検知し、図７（ｄ）の符号βで示すように、第２の領域の走査線の選択
が行なわれるフレームＦｏ１およびＦｅ１を挿入する。これにより、第２の領域の表示に
変化が生じた場合には、すみやかにこの領域の走査線の選択が行なわれるため、静止画像
の変化をスムーズに表示することができる。
【０１４２】
本実施の形態によれば、２本の走査線が同時に選択されるため解像度が低い第１の領域に
動画を表示し、第２の領域に静止画像を表示することで、高品位の動画像と静止画像とを
表示することのできる表示装置を提供することができるとともに、第２の領域の表示に変
化が生じた場合には、すみやかにこの領域の走査線の選択が行なわれるため、静止画像の
変化をスムーズに表示することができる。
【０１４３】
なお、液晶表示装置（液晶パネル）は、ＣＲＴなどとは異なり、輝度の減衰が小さいため
、動きのない静止画像であれば６０Ｈｚで画面を更新する必要はない。そこで、本実施の
形態では、静止画像を表示する第２の領域では、通常は１０フレームに１回だけ走査線の
選択が行なわれることとし、さらに飛び越し走査を行なうこととして、画素部のキャパシ
タに蓄えられた電荷のリークによる輝度減衰を補うこととした。
【０１４４】
２本の走査線が同時に選択されるため解像度が低い第１の領域に動画を表示し、第２の領
域に静止画像を表示することで、高品位の動画像と静止画像とを表示することのできる表
示装置を提供することができる。
【０１４５】
なお、本実施の形態では、走査線の本数が４８０本であり、６０Ｈｚの周波数で画面の更
新が行なわれる表示装置を例として説明を行なったが、走査線の本数および／または画面
の更新周波数が異なる他の表示装置においても、本実施の形態の考え方を適用することが
でき、充電不足による画質の劣化を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示するこ
とが可能になる。
【０１４６】
また、本実施の形態では、４８０本の走査線からなる画面領域を、それぞれ２４０本の走
査線からなる２つの領域に分割する例を示したが、２つの領域の走査線の本数が同一であ
る必要はない。
【０１４７】
また、本実施の形態では、すべてのフレームにおいて複数本の走査線が同時に選択される
領域と、飛び越し走査を行なう領域とを、それぞれ１つづつ設けた場合を示したが、各領
域の双方またはどちらか一方を複数設けても同様の効果がある。
【０１４８】
また、同時に選択する走査線の本数を２本として説明したが、３本あるいは４本など、２
本以外の本数とした場合でも同様の効果を得ることができる。
【０１４９】
また、飛び越し走査において、走査線を１本おきに選択する例を示したが、その他の本数
としても本実施の形態の効果を得ることが可能である。
【０１５０】
また、第２の領域においては、通常は１０フレームに１回だけ走査線の選択が行なわれる
こととしたが、たとえば５フレームに１回あるいは２０フレームに１回といったように、
その他の回数としても本実施の形態の効果を得ることができる。
【０１５１】
実施の形態７
実施の形態１～６においては、ＴＦＴを用いたアクティブマトリックス方式の液晶表示装
置を例として説明を行なったが、本発明をその他の表示装置に適用することも当然可能で
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ある。
【０１５２】
本発明による表示装置およびその駆動方法を、有機ＥＬを用いた表示パネルに適用した例
を説明する。
【０１５３】
図８に、有機ＥＬを用いた表示パネルの断面図を示す。有機ＥＬ表示パネル３０は、カソ
ード電極３１、有機ＥＬ層３２、ガラス基板３３、透明電極３４から構成される。有機Ｅ
Ｌは印加された電圧に応じて発光する特性を有する。有機ＥＬからの発光３５は、ガラス
および透明電極を通して外部に透過される。
【０１５４】
図９は、有機ＥＬ表示パネル３０の斜視図を示す。ガラス基板３３上に、トランジスタな
どからなるスイッチング素子３６が設けられている。スイッチング素子３６には、それぞ
れ走査線Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３および信号線Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３が接続されている。走査線を選
択し信号を与えると、この走査線に接続されたスイッチング素子３６がオン状態になり、
信号線の信号が透明電極３４に印加される。透明電極３４とカソード電極３１との間の電
位差が有機ＥＬ層３２に印加され、発光が生じる。
【０１５５】
このような有機ＥＬを用いた表示パネルにおいても、前記実施の形態１～６の走査線選択
方法を適用することができ、同様の効果を得ることが可能である。
【０１５６】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、各画素部のキャパシタの充電時間を短くすることな
く、フレームの更新周波数を従来よりも高くすることができ、充電不足による画質の劣化
を生じることなく、動画の動きをより忠実に表示することが可能になる。
【０１５７】
したがって、高品位の動画像と静止画像とを表示することのできる表示装置を提供するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による表示装置の走査線の選択を説明するための図である。
【図２】　本発明の実施の形態１による走査線の選択を示した図である。
【図３】　本発明の実施の形態２による走査線の選択を示した図である。
【図４】　本発明の実施の形態３による走査線の選択を示した図である。
【図５】　本発明の実施の形態４による走査線の選択を示した図である。
【図６】　本発明の実施の形態５による走査線の選択を示した図である。
【図７】　本発明の実施の形態６による走査線の選択を示した図である。
【図８】　有機ＥＬを用いた表示パネルの断面図である。
【図９】　有機ＥＬを用いた表示パネルの分解斜視図である。
【図１０】　液晶を用いた表示装置について、その構成の概略を概念的に示した斜視図で
ある。
【図１１】　液晶パネルの一部分を拡大して示した等価回路図である。
【図１２】　各画素部への信号の印加方法を説明するための図である。
【図１３】　従来の表示装置の走査線の選択を説明するための図である。
【図１４】　従来の技術による走査線の選択を示した図である。
【符号の説明】
１　液晶表示装置、２　液晶パネル、３　画像駆動制御部、４　光源、５　光源駆動部、
１０　表示制御回路、１１　Ｘドライバ、１２　シフトレジスタ、１３　サンプルホール
ド回路、１４　Ｙドライバ、Ｌ１～Ｌ１６　走査線、Ｄ１～Ｄ２０　信号線、２１　画素
部、２２　ＴＦＴ、２７　対向電極、２８　画素電極、３０　有機ＥＬ表示パネル、３１
　カソード電極、３２　有機ＥＬ層、３３　ガラス基板、３４　透明電極、３５　発光、
３６　スイッチング素子。
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