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(57)【要約】
【課題】黄色味現象を減少することができ、４ピクセル
構造を有する表示装置の全体的な表示品質を改善するこ
とができる表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置はプライマリーカラーを表示する
プライマリーカラー画素及びホワイトカラーを表示する
ホワイト画素を含む。前記ホワイト画素の中で第１ホワ
イト画素は第１ガンマカーブに基づいて生成された第１
ホワイト画素信号を受信し、前記ホワイト画素の中で第
２ホワイト画素は第２ガンマカーブに基づいて生成され
た第２ホワイト画素信号を受信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライマリーカラーを表示するプライマリーカラー画素と、
　ホワイトカラーを表示するホワイト画素と、を含み、
　前記ホワイト画素の中で第１ホワイト画素は、第１ガンマカーブに基づいて生成された
第１ホワイト画素信号を受信し、前記ホワイト画素の中で第２ホワイト画素は、第２ガン
マカーブに基づいて生成された第２ホワイト画素信号を受信することを特徴とする表示装
置。
【請求項２】
　前記第１及び第２ガンマカーブは、同一階調で互に異なる輝度値を有することを特徴と
する請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記プライマリーカラー画素と前記ホワイト画素とは、複数の画素群を形成し、
　前記画素群の中で、第１画素群は、前記第１ホワイト画素を含み、第２画素群は、前記
第２ホワイト画素を含み、
　前記第１及び第２画素群は、互いに隣接して配置されることを特徴とする請求項２に記
載の表示装置。
【請求項４】
　前記プライマリーカラー画素は、レッドカラー、グリーンカラー、及びブルーカラーを
表示するレッド、グリーン、及びブルー画素を含み、
　前記第１及び第２画素群の各々は、前記レッド、グリーン、及びブルー画素をさらに含
むことを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１画素群の第１画素及び第２画素群の第２画素は、前記レッド、グリーン、及び
ブルーカラーの中で互いに同一のカラーを表示し、
　前記第１及び第２画素の中で１つは、前記第１ガンマカーブに基づいて生成されたハイ
信号を受信し、残る１つは、前記第２ガンマカーブに基づいて生成されたロー信号を受信
することを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記複数の画素群は、行方向及び列方向に配列され、
　各画素行には前記第１及び第２画素群が交互に配置されることを特徴とする請求項５に
記載の表示装置。
【請求項７】
　前記各画素行は、第１及び第２サブ画素行を含み、
　前記第１画素及び第２画素は、前記第１及び第２サブ画素行の中で互に異なるサブ画素
行に各々具備されることを特徴とする請求項５に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１サブ画素行には複数の前記第１画素が具備され、前記第２サブ画素行には複数
の前記第２画素が具備されることを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第１画素は、正極性を有する第１正極性画素及び負極性を有する第１負極性画素を
含み、
　前記第２画素は、正極性を有する第２正極性画素及び負極性を有する第２負極性画素を
含むことを特徴とする請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記第１サブ画素行内で前記第１正極性画素の個数と前記第１負極性画素の個数とは、
互いに同一であり、
　前記第２サブ画素行内で前記第２正極性画素の個数と前記第２負極性画素の個数とは、
互いに同一であることを特徴とする請求項９に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関し、特に、表示品質を改善できる表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、液晶表示装置は透明電極が各々形成された上部及び下部基板、上部及び下部
基板との間に介在する液晶層、及び上部及び下部基板外側に各々配置された上部及び下部
偏光板を含む。液晶表示装置は液晶層の液晶配列を変更することによって液晶層を通過す
る光の透過率を調節して所望の映像を表示する。
　また、前記液晶表示装置はカラー映像を表示するために、液晶表示パネルに赤色（Ｒｅ
ｄ）、緑色（ｇｒｅｅｎ）、青色（Ｂｌｕｅ）の３原色等で構成された画素を具備する。
最近は表示映像の輝度を増大させるために液晶表示パネルにホワイト画素がさらに具備さ
れる技術が提示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７，７１０，３８８号公報
【特許文献２】米国特許第８，３５０，９９３号公報
【特許文献３】米国特許公開第２０１２／０３２７１３７号明細書
【特許文献４】韓国特許公開第１０－２００９－０１３１０３９号明細書
【特許文献５】韓国特許公開第１０－２００９－００７３９０３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明の目的はホワイト画素を具備する表示装置の表示品質を改善するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一側面に係る表示装置は、プライマリーカラーを表示するプライマリーカラー
画素及びホワイトカラーを表示するホワイト画素を含む。
【０００６】
　前記ホワイト画素の中で第１ホワイト画素は、第１ガンマカーブに基づいて生成された
第１ホワイト画素信号を受信し、前記ホワイト画素の中で第２ホワイト画素は、第２ガン
マカーブに基づいて生成された第２ホワイト画素電圧を受信する。
【０００７】
　本発明の一側面に係る表示装置は、プライマリーカラーを表示する複数のプライマリー
カラー画素を含み、前記プライマリーカラー画素の中で少なくとも１つはホワイト領域を
含む。
【０００８】
　前記プライマリーカラー画素の中で第１画素は、第１ガンマカーブを適用して動作し、
前記プライマリーカラー画素の中で第２画素は、第２ガンマカーブを適用して動作する。
【０００９】
　本発明の一側面に係る表示装置は、プライマリーカラーを表示する複数のプライマリー
カラー画素を含む。前記プライマリーカラー画素の各々は、高階調領域及び低階調領域に
区分される。前記プライマリーカラー画素の中で第1画素の前記低階調領域は、第１ホワ
イト領域として定義され、前記プライマリーカラー画素の中で第2画素の前記高階調領域
は、第２ホワイト領域として定義される。
【００１０】
　本発明の一側面に係る表示装置は、プライマリーカラーを表示するプライマリーカラー
画素及びホワイトカラーを表示するホワイト画素を含む。前記ホワイト画素の各々は、前
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記ホワイトカラーを表示する第１領域及び前記プライマリーカラーを表示する第２領域を
含む。
【００１１】
　前記ホワイト画素の中で第１ホワイト画素は、第１ガンマカーブに基づいて生成された
第１ホワイト画素信号を受信し、前記ホワイト画素の中で第２ホワイト画素は、第２ガン
マカーブに基づいて生成された第２ホワイト画素信号を受信する。
【００１２】
　本発明の一側面に係る表示装置は、タイミングコントローラ、駆動部、及び表示パネル
を含む。前記タイミングコントローラは、入力映像データを受信し、前記入力映像データ
をプライマリーカラーデータ及びホワイトデータに変換し、前記ホワイトデータを第１及
び第２ガンマカーブに基づいて第１及び第２ホワイト画素データに変換する。
【００１３】
　前記駆動部は、第１及び第２ホワイト画素データを第１及び第２ホワイト画素電圧に変
換する。
【００１４】
　前記表示パネルは、プライマリーカラーを表示するプライマリーカラー画素及びホワイ
トカラーを表示するホワイト画素を含む。前記ホワイト画素は、前記第１ホワイト画素電
圧を受信する第１ホワイト画素及び前記第２ホワイト画素電圧を受信する第２ホワイト画
素を含む。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ホワイトカラーを有するホワイト画素が各画素群に追加される前記４
ピクセル構造で、前記ホワイト画素は前記第１ガンマカーブに基づいて動作する前記第１
ホワイト画素及び前記第２ガンマカーブに基づいて動作する前記第２ホワイト画素に分離
される。
【００１６】
　そうすると、前記表示装置の側面から見た時、黄色味現象（ｙｅｌｌｏｗｉｓｈ　ｐｈ
ｅｎｏｍｅｎｏｎ）を減少することができ、前記４ピクセル構造を有する前記表示装置の
全体的な表示品質を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置の画素配置構造を示した平面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る表示装置を概念的に示したブロック図である。
【図３】図２の第１及び第２ルックアップテーブルに各々格納された第１及び第２ガンマ
カーブを示したグラフである。
【図４】本発明の他の実施形態に係る第１及び第２ガンマカーブを示したグラフである。
【図５】図２に図示されたタイミングコントローラ、第１及び第２ルックアップテーブル
を具体的に示したブロック図である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素群を示した平面図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素群を示した平面図である。
【図８】図６及び図７に図示された画素行単位共通電圧のリップルオフセット構造を示し
た波形図である。
【図９】本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素配置構造を示した平面図である。
【図１０】本発明の他の実施形態に係るタイミングコントローラ及びルックアップテーブ
ルを示したブロック図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素配置構造を示した平面図である。
【図１２Ａ】図１１に図示された第１レッド画素の等価回路図である。
【図１２Ｂ】図１１に図示された第２レッド画素の等価回路図である。
【図１３】図１１に図示された第１及び第２レッド画素に対応するガンマ曲線を示したグ
ラフである。
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【図１４】図１１に図示された画素行単位共通電圧のリップルオフセット構造を示した波
形図である。
【図１５】他の実施形態に係る視認性構造を有する表示装置の画素構造を示した平面図で
ある。
【図１６】本発明の他の実施形態に係る４ピクセル構造を有する表示装置の平面図である
。
【図１７】本発明のその他の実施形態に係る４ピクセル構造を有する表示装置の平面図で
ある。
【図１８】本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
【図１９】本発明のその他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
【図２０Ａ】図１９に図示された第１レッド画素及び第１ホワイト画素を示した等価回路
図である。
【図２０Ｂ】図１９に図示された第２レッド画素及び第４ホワイト画素を示した等価回路
図である。
【図２１】本発明のその他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
【図２２Ａ】図２１に図示された第１レッド画素及び第１ホワイト画素を示した等価回路
図である。
【図２２Ｂ】図２１に図示された第２レッド画素及び第４ホワイト画素を示した等価回路
図である。
【図２３】本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
【図２４】本発明のその他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
【００１９】
　上述した本発明が解決しようとする課題、課題解決手段、及び効果は添付された図面と
関連された実施形態を通じて容易に理解できる。各図面は明確な説明のために一部が簡略
化されるか、或いは誇張されている。各図面の構成要素に参照番号を付加することにおい
て、同一の構成要素に対してはたとえ他の図面上に表示されても可能である同一の符号を
有するように示されていることをしなければならない。また、本発明を説明することにお
いて、関連された公知の構成又は機能に対する具体的な説明が本発明の要旨を曇り得るこ
とと判断される場合にはその詳細な説明は省略する。
【００２０】
　図１は本発明の一実施形態に係る表示装置の画素配置構造を示した平面図である。
【００２１】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置は複数の画素群を含む表示パネ
ルを含む。複数の画素群は第１方向Ｄ１及び第１方向Ｄ１と直交する第２方向Ｄ２にマト
リックス形態に配列される。複数の画素の中で第１方向Ｄ１に沿って順次的に配列された
画素群の集合を画素行ＰＲとして定義し、第２方向Ｄ２に沿って順次的に配列された画素
群の集合を画素列ＰＣ＿Ｏｄｄ、ＰＣ＿Ｅｖｅｎとして定義する。表示装置には複数の画
素行ＰＲ及び複数の画素列ＰＣ＿Ｏｄｄ、ＰＣ＿Ｅｖｅｎが具備される。
【００２２】
　複数の画素群の中で第１画素群ＰＸ１は第１乃至第４画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２
、ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿４を含む４ピクセル構造を有し、複数の画素群の中で第２画
素群ＰＸ２は第５乃至第８画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２＿
４を含む４ピクセル構造を有する。複数の画素行ＰＲの各々には第１画素群ＰＸ１及び第
２画素群ＰＸ２が複数個具備され、各画素行ＰＲには第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２
が交互に配置される。即ち、第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２が第１方向Ｄ１及び第２
方向Ｄ２の中で少なくとも１つの方向に隣接して配置される。図１で、第２画素群ＰＸ２
は第１方向Ｄ１に第１画素群ＰＸ１に隣接して配置されてもよい。
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【００２３】
　各画素行ＰＲは第１及び第２サブ画素行ＳＲ１、ＳＲ２を含む。第１画素群ＰＸ１の第
１及び第２画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２は第１サブ画素行ＳＲ１に配置され、第１画
素群ＰＸ１の第３及び第４画素ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿４は第２サブ画素行ＳＲ２に配
置される。これと反対に、第２画素群ＰＸ２の第７及び第８画素ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２
＿４は第１サブ画素行ＳＲ１に配置され、第２画素群ＰＸ２の第５及び第６画素ＳＰＸ２
＿１、ＳＰＸ２＿２は第２サブ画素行ＳＲ２に配置される。
【００２４】
　本発明の一例として、複数の画素列ＰＣ＿Ｏｄｄ、ＰＣ＿Ｅｖｅｎの中で奇数番目の画
素列ＰＣ＿Ｏｄｄは第１画素群ＰＸ１の集合からなり、偶数番目の画素列ＰＣ＿Ｅｖｅｎ
は第２画素群ＰＸ２の集合からなる。奇数番目の画素列ＰＣ＿Ｏｄｄは第１及び第２サブ
画素列ＳＣ１、ＳＣ２を含み、第１サブ画素列ＳＣ１には第１画素群ＰＸ１の第１及び第
３画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿３が具備されて第２方向Ｄ２に交互に配置される。第２
サブ画素列ＳＣ２には第１画素群ＰＸ１の第２及び第４画素ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿４
が具備されて第２方向Ｄ２に交互に配置される。偶数番目の画素列ＰＣ＿Ｅｖｅｎは第３
及び第４サブ画素列ＳＣ３、ＳＣ４を含み、第３サブ画素列ＳＣ３には第２画素群ＰＸ２
の第５及び第７画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿３が具備されて第２方向Ｄ２に交互に配置
される。第４サブ画素列ＳＣ４には第２画素群ＰＸ２の第６及び第８画素ＳＰＸ２＿２、
ＳＰＸ２＿４が具備されて第２方向Ｄ２に交互に配置される。
【００２５】
　第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２で第１乃至第３画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、
ＳＰＸ１＿３及び第５乃至第７画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３はプライ
マリーカラー（Ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｌｏｒ）の中で少なくとも１つ（例えば、３原色の
中でいずれか１つ）を表示し、第４及び第８画素ＳＰＸ１＿４、ＳＰＸ２＿４はプライマ
リーカラー以外のカラー（例えば、ホワイトカラー、イエローカラー等）を表示する。具
体的に、第１乃至第３画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿３及び第５乃至第７
画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３の各々はレッド、グリーン、及びブルー
カラーフィルターの中でいずれか１つを具備する画素として定義される。
【００２６】
　本発明の一実施形態において、第１画素群ＰＸ１で、第１画素ＳＰＸ１＿１はレッドカ
ラーを表示し、第２画素ＳＰＸ１＿２はグリーンカラーを表示し、第３画素ＳＰＸ１＿３
はブルーカラーを表示し、第４画素ＳＰＸ１＿４はホワイトカラーを表示する。第２画素
群ＰＸ２で、第５画素ＳＰＸ２＿１はレッドカラーを表示し、第６画素ＳＰＸ２＿２はグ
リーンカラーを表示し、第７画素ＳＰＸ２＿３はブルーカラーを表示し、第８画素ＳＰＸ
２＿４はホワイトカラーを表示する。
【００２７】
　以下では説明を簡単にするために、第１画素群ＰＸ１の第１乃至第４画素ＳＰＸ１＿１
～ＳＰＸ１＿４を各々第１レッド画素、第１グリーン画素、第１ブルー画素、及び第１ホ
ワイト画素と称する。また、第２画素群ＰＸ２の第５乃至第８画素ＳＰＸ２＿１～ＳＰＸ
２＿４を各々第２レッド画素、第２グリーン画素、第２ブルー画素、及び第２ホワイト画
素と称する。
【００２８】
　第１画素群ＰＸ１内で第１レッド画素ＳＰＸ１＿１と第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４と
は互いに対角線上に配置され、第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２と第１ブルー画素ＳＰＸ１
＿３とは互いに対角線上に配置される。第１レッド画素ＳＰＸ１＿１と第１グリーン画素
ＳＰＸ１＿２とは第１サブ画素行ＳＲ１上で第１方向Ｄ１に隣接して配置され、第１レッ
ド画素ＳＰＸ１＿１と第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３とは同一画素列（即ち、奇数番目の画
素列ＰＣ＿Ｏｄｄ内で第２方向Ｄ２に隣接して配置される。
【００２９】
　第１レッド画素ＳＰＸ１＿１及び第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４には第１ガンマカーブ
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に基づいて生成されたレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈ及びホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈが各々印加され
、第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２及び第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３には第２ガンマカーブ
に基づいて生成されたグリーンロー電圧Ｇ＿Ｌ及びブルーロー電圧Ｂ＿Ｌが各々印加され
る。第１及び第２ガンマカーブに対しては以後図２乃至図５を参照して具体的に説明する
。
【００３０】
　第２画素群ＰＸ２内で第２レッド画素ＳＰＸ２＿１と第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４と
は互いに対角線上に配置され、第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２と第２ブルー画素ＳＰＸ２
＿３とは互いに対角線上に配置される。第２レッド画素ＳＰＸ２＿１と第２グリーン画素
ＳＰＸ２＿２とは第２サブ画素行ＳＲ２上で第１方向Ｄ１に隣接して配置され、第２レッ
ド画素ＳＰＸ２＿１と第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３とは同一画素列（即ち、偶数番目の画
素列ＰＣ＿Ｅｖｅｎ）内で第２方向Ｄ２に隣接して配置される。
【００３１】
　第２レッド画素ＳＰＸ２＿１及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４には第２ガンマカーブ
に基づいて生成されたレッドロー電圧Ｒ＿Ｌ及びホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌが各々印加され
、第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３には第１ガンマカーブ
に基づいて生成されたグリーンハイ電圧Ｇ＿Ｈ及びブルーハイ電圧Ｂ＿Ｈが各々印加され
る。
【００３２】
　したがって、第１サブ画素行ＳＲ１には第１ガンマカーブを適用して駆動するハイ画素
（即ち、第１レッド画素ＳＰＸ１＿１、第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３）と第２ガンマカー
ブを適用して駆動するロー画素（即ち、第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２、第２ホワイト画
素ＳＰＸ２＿４）とが交互に具備される。第２サブ画素行ＳＲ２には第１ガンマカーブを
適用して駆動するハイ画素（即ち、第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４及び第２グリーン画素
ＳＰＸ２＿２）と第２ガンマカーブを適用して駆動するロー画素（即ち、第１ブルー画素
ＳＰＸ１＿３及び第２レッド画素ＳＰＸ２＿１）とが交互に具備される。
【００３３】
　また、第１サブ画素行ＳＲ１でハイ画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ２＿１は奇数番目のサブ
画素列ＳＣ１、ＳＣ３に各々具備され、第２サブ画素行ＳＲ２でハイ画素ＳＰＸ１＿４、
ＳＰＸ２＿２は偶数番目のサブ画素列ＳＣ２、ＳＣ４に各々具備される。第１サブ画素行
ＳＲ１でロー画素ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ２＿４が偶数番目のサブ画素列ＳＣ２、ＳＣ４に
各々具備され、第２サブ画素行ＳＲ２でロー画素ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ２＿１は奇数番目
のサブ画素列ＳＣ１、ＳＣ３に各々具備される。
【００３４】
　したがって、ハイ画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿４、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２＿２は第
１及び第２方向Ｄ１、Ｄ２にジグザグ形態に配置され、ロー画素ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１
＿２、ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿４も第１及び第２方向Ｄ１、Ｄ２にジグザグ形態に配置
される。
【００３５】
　このように、同一カラーを基準にした場合、第１ガンマカーブに基づいて動作するハイ
画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿４、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２＿２と第２ガンマカーブに基
づいて動作するロー画素ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿４とが
第１及び第２方向Ｄ１、Ｄ２に空間的に分離されて配置される。したがって、画素の各々
が２つの階調領域に分離される視認性構造を採用しなくて、表示装置は側面視認性を向上
させることができる。
【００３６】
　特に、ホワイトカラーを基準にした場合、第１ガンマカーブに基づいて動作する第１ホ
ワイト画素ＳＰＸ１＿４は２行２列及び２行６列の位置に位置し、第２ガンマカーブに基
づいて動作する第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は１行４列及び１行８列の位置に位置する
。
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【００３７】
　ホワイトカラーを有するホワイト画素が各画素群に追加される４ピクセル構造は表示装
置の全体的な輝度を向上させるが、側面から見た時、黄色味（ｙｅｌｌｏｗｉｓｈ）を示
す現象を発生する。この場合、ホワイトカラーを有するホワイト画素を第１ガンマカーブ
に基づいた第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４と第２ガンマカーブに基づいた第２ホワイト画
素ＳＰＸ２＿４とに空間的に分離して駆動する。そうすると、側面での黄色味現象を減少
することができ、４ピクセル構造を有する表示装置の全体的な側面視認性を改善すること
ができる。
【００３８】
　図１は１フレーム区間の間に画素の各々が第１及び第２ガンマカーブの中でいずれか１
つに動作する状態を示した図である。しかし、フレームが変更されれば、画素に適用され
るガンマカーブも変更されることができる。即ち、ｎ番目のフレーム駆動の間に第１ガン
マカーブに基づいたハイ電圧を受信するハイ画素はｎ＋１番目のフレーム区間では第２ガ
ンマカーブに基づいたロー電圧を受信して動作してもよい。反対に、ｎ番目のフレーム駆
動の間に第２ガンマカーブに基づいたロー電圧を受信して動作するロー画素はｎ＋１番目
のフレーム区間では第１ガンマカーブに基づいたハイ電圧を受信して動作してもよい。ま
た、該当画素に対するガンマカーブの転換は１フレーム単位に制限されなく、２つ又は３
つのフレーム単位にも変更することができる。
【００３９】
　以下の図面では説明を簡単にするために、上記したフレーム区間に対してハイ画素とロ
ー画素との配置関係を示した。
【００４０】
　一方、４ピクセル構造で画素の配置順序は図１の場合に制限されることではなく、多様
な形態に変更されることができる。即ち、第１画素群ＰＸ１内で第１レッド、第１グリー
ン、第１ブルー、及び第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿３、Ｓ
ＰＸ１＿４の位置及び第２画素群ＰＸ２内で第２レッド、第２グリーン、第２ブルー、及
び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２＿４の位置は
多様に変更されることができる。
【００４１】
　また、図１では第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２が第１方向Ｄ１に交互に配置される
構造を図示した。しかし、表示装置の画素配置はこれに制限されなく、第１及び第２画素
群ＰＸ１、ＰＸ２は第２方向Ｄ２に交互に配置されるか、或いは２つずつ又は３つずつに
交互に配置されてもよい。
【００４２】
　表示パネルは液晶表示パネルを含み、他の実施形態において、表示パネルとしては液晶
表示パネル以外に有機電界発光素子、電氣泳動素子等を利用するその他の表示パネルが使
用されてもよい。
【００４３】
　表示パネルが液晶表示パネルを含む場合、表示装置は表示パネルの後面に配置されたバ
ックライトユニットをさらに含む。バックライトユニットは表示パネルの後面に具備され
て光を発生する。バックライトユニットは光源として発光ダイオード又は冷陰極蛍光ラン
プ等を使用する。
【００４４】
　図２は本発明の一実施形態に係る表示装置を概念的に示したブロック図であり、図３は
図２の第１及び第２ルックアップテーブルに各々格納された第１及び第２ガンマカーブを
示したグラフである。
【００４５】
　図２及び図３を参照すれば、本実施形態に係る表示装置１００は表示パネル１１０、タ
イミングコントローラ１２０、第１及び第２ルックアップテーブル１３０、１４０、ゲー
ト駆動部１５０、及びデータ駆動部１６０を含む。
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【００４６】
　表示パネル１１０は複数の画素群ＰＸを含み、複数の画素群ＰＸの各々はレッド、グリ
ーン、ブルー、及びホワイト画素を含む４ピクセル構造を有する。
【００４７】
　タイミングコントローラ１２０は外部の映像ボード（図示せず）から入力映像データＩ
＿ＤＡＴ及び映像制御信号Ｉ＿ＣＳをフレーム単位に受信する。第１ルックアップテーブ
ル１３０は図３に示された第１ガンマカーブＧ１からサンプリングされた第１サンプリン
グデータを格納し、第２ルックアップテーブル１４０は図３に示された第２ガンマカーブ
Ｇ２からサンプリングされた第２サンプリングデータを格納する。
【００４８】
　図３で、Ｘ軸は階調を示し、Ｙ軸は輝度（又は透過率（％））を示す。同一階調を基準
にした場合、第１ガンマカーブＧ１は第２ガンマカーブＧ２より高い輝度を有する。
【００４９】
　図３には正面視認性が最適化された基準ガンマカーブＧＲが図示される。例えば、基準
ガンマカーブＧＲは２．２ガンマ値を有する。基準ガンマカーブを基準に同一階調で第１
ガンマカーブＧ１は基準ガンマカーブＧＲより高い輝度を有し、第２ガンマカーブＧ２は
基準ガンマカーブＧＲより低い輝度を有することができる。ここで、第１及び第２ガンマ
カーブＧ１、Ｇ２は４ピクセル構造で側面視認性が最適化されたガンマカーブである。第
１ガンマカーブ及び第２ガンマカーブを合成すれば、基準ガンマカーブが算出されるよう
に第１及び第２ガンマカーブを生成する。
【００５０】
　第１及び第２ガンマカーブの形態は図３に限定されなく、多様なガンマカーブの組合せ
によって変更可能である。
【００５１】
　したがって、表示パネルが第２ガンマカーブＧ２に基づいて変換されたデータを利用し
て映像を表示する場合、第１ガンマカーブＧ１に基づいて変換されたデータを利用して映
像を表示することより輝度がダウンされた映像を表示することができる。第１ルックアッ
プテーブル１３０は既設定された基準階調で第１ガンマカーブＧ１から取出された高階調
輝度データを第１サンプリングデータとして格納する。第２ルックアップテーブル１４０
は基準階調で第２ガンマカーブＧ２から取出された低階調輝度データを第２サンプリング
データとして格納する。
【００５２】
　タイミングコントローラ１２０は第１及び第２ルックアップテーブル１３０、１４０か
ら第１及び第２サンプリングデータを受信して入力映像データＩ＿ＤＡＴを変換する。入
力映像データＩ＿ＤＡＴはレッド、グリーン、及びブルー映像データＲ、Ｇ、Ｂを含む。
変換動作を通じてタイミングコントローラ１２０で生成された変換映像データＩ＿ＤＡＴ
’はデータ駆動部１６０に提供される。変換映像データＩ＿ＤＡＴ’には４ピクセル構造
に対応するデータ情報及びガンマカーブに対する情報が含まれる。
【００５３】
　図４は本発明の他の実施形態に係る第１及び第２ガンマカーブを示したグラフである。
【００５４】
　図４を参照すれば、第１ガンマカーブＧ１は第１サブガンマカーブＧ１＿ＲＧＢ及び第
２サブガンマカーブＧ１＿Ｗを含み、第２ガンマカーブＧ２は第３サブガンマカーブＧ２
＿ＲＧＢ及び第４サブガンマカーブＧ２＿Ｗを含む。
【００５５】
　第１及び第２サブガンマカーブＧ１＿ＲＧＢ、Ｇ１＿Ｗは同一階調で基準ガンマカーブ
ＧＲより高い輝度を有し、第３及び第４サブガンマカーブＧ２＿ＲＧＢ、Ｇ２＿Ｗは基準
ガンマカーブＧＲより低い輝度を有する。本発明の一例として、同一階調で第２サブガン
マカーブＧ１＿Ｗは第１サブガンマカーブＧ１＿ＲＧＢより高い輝度を有し、同一階調で
、第４サブガンマカーブＧ２＿Ｗは第３サブガンマカーブＧ２＿ＲＧＢより低い輝度を有
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する。
【００５６】
　レッド、グリーン、及びブルーデータＲ、Ｇ、Ｂは第１サブガンマカーブＧ１＿ＲＧＢ
に基づいてレッド、グリーン、及びブルーハイ電圧Ｒ＿Ｈ、Ｇ＿Ｈ、Ｂ＿Ｈに変換され、
ホワイトデータは第２サブガンマカーブＧ１＿Ｗに基づいてホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈに変
換される。また、レッド、グリーン、及びブルーデータＲ、Ｇ、Ｂは第３サブガンマカー
ブＧ２＿ＲＧＢに基づいてレッド、グリーン、及びブルーロー電圧Ｒ＿Ｌ、Ｇ＿Ｌ、Ｂ＿
Ｌに変換され、ホワイトデータは第４サブガンマカーブＧ２＿Ｗに基づいてホワイトロー
電圧Ｗ＿Ｌに変換される。
【００５７】
　図４はレッド、グリーン、及びブルーデータＲ、Ｇ、Ｂとホワイトデータとに適用され
るガンマカーブが互いに異なることを一例として示したが、本発明は図４に図示されたガ
ンマカーブに限定されることではない。
【００５８】
　図５は図２に示されたタイミングコントローラ、第１及び第２ルックアップテーブルを
具体的に示したブロック図である。
【００５９】
　図５を参照すれば、タイミングコントローラ１２０はガンママッピング部１２１、レン
ダリング部１２３、及びガンマ変換部１２５を含む。
【００６０】
　ガンママッピング部１２１は入力映像データＩ＿ＤＡＴとしてレッド、グリーン、及び
ブルー入力映像データＲ、Ｇ、Ｂを受信する。ガンママッピング部２１３は色域マッピン
グアルゴリズム（Ｇａｍｕｔ　Ｍａｐｐｉｎｇ　Ａｌｇｏｒｉｓｍ；ＧＭＡ）を通じてレ
ッド、グリーン、及びブルー映像データＲ、Ｇ、ＢのＲＧＢ色域をＲＧＢＷ色域にマッピ
ングさせてレッド、グリーン、ブルー、及びホワイトデータＲ’、Ｇ’、Ｂ’、Ｗを生成
する。レッド、グリーン、ブルー、及びホワイト映像データＲ’、Ｇ’、Ｂ’、Ｗはレン
ダリング動作のためにレンダリング部１２３に提供される。
【００６１】
　レンダリング部１２３はレンダリング動作のために再サンプルフィルタリング（Ｒｅ－
ｓａｍｐｌｅ　ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ）動作及びシャープフィルタリング（Ｓｈａｒｐ　ｆ
ｉｌｔｅｒｉｎｇ）動作を含む。再サンプルフィルタリング動作はレッド、グリーン、ブ
ルー、及びホワイト映像データＲ’、Ｇ’、Ｂ’、Ｗの中でターゲット画素に印加される
データをターゲット画素とターゲット画素に隣接する周囲画素に対応されるデータに基づ
いて変換する過程である。シャープフィルタリング動作はレッド、グリーン、ブルー、及
びホワイト映像データＲ’、Ｇ’、Ｂ’、Ｗに基づいて映像にライン、エッジ、点、斜線
等の形状及び位置を判別し、判別されたデータに基づいてレッド、グリーン、ブルー、及
びホワイト映像データＲ’、Ｇ’、Ｂ’、Ｗを補償する過程である。
【００６２】
　レンダリング部１２３は上のようなレンダリング動作を施してレッド、グリーン、ブル
ー、及びホワイト映像データＲ’、Ｇ’、Ｂ’、Ｗをレッド、グリーン、ブルー、及びホ
ワイト画素データＲ”、Ｇ”、Ｂ”、Ｗ’に変換する。
　ガンマ変換部１２５は第１及び第２ルックアップテーブル１３０、１４０を参照してレ
ッド、グリーン、ブルー、及びホワイト画素データＲ”、Ｇ”、Ｂ”、Ｗ’の各々を２つ
のガンマ特性を有するデータに変換する。
【００６３】
　第１ルックアップテーブル１３０は第１レッドルックアップテーブルＬＵＴＲ＿Ｈ、第
１グリーンルックアップテーブルＬＵＴＧ＿Ｈ、第１ブルールックアップテーブルＬＵＴ
Ｂ＿Ｈ、及び第１ホワイトルックアップテーブルＬＵＴＷ＿Ｈを含む。第１レッド、第１
グリーン、第１ブルー、及び第１ホワイトルックアップテーブルＬＵＴＲ＿Ｈ、ＬＵＴＧ
＿Ｈ、ＬＵＴＢ＿Ｈ、ＬＵＴＷ＿Ｈにはレッド、グリーン、ブルー、及びホワイト画素デ
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ータＲ”、Ｇ”、Ｂ”、Ｗ’を第１ガンマカーブＧ１に対応する輝度を有するように変化
するための第１サンプリングデータがカラー別に各々格納される。第２ルックアップテー
ブル１４０は第２レッドルックアップテーブルＬＵＴＲ＿Ｌ、第２グリーンルックアップ
テーブルＬＵＴＧ＿Ｌ、第２ブルールックアップテーブルＬＵＴＢ＿Ｌ、及び第２ホワイ
トルックアップテーブルＬＵＴＷ＿Ｌを含む。第２レッド、第２グリーン、第２ブルー、
及び第２ホワイトルックアップテーブルＬＵＴＲ＿Ｌ、ＬＵＴＧ＿Ｌ、ＬＵＴＢ＿Ｌ、Ｌ
ＵＴＷ＿Ｌにはレッド、グリーン、ブルー、及びホワイト画素データＲ”、Ｇ”、Ｂ”、
Ｗ’を第２ガンマカーブＧ２に対応する輝度を有するように変化するための第２サンプリ
ングデータがカラー別に各々格納される。
【００６４】
　具体的に、ガンマ変換部１２５は第１及び第２レッドルックアップテーブルＬＵＴＲ＿
Ｈ、ＬＵＴＲ＿Ｌを各々参照してレッド画素データＲ”をレッドハイデータＲ＿Ｈ及びレ
ッドローデータＲ＿Ｌに変換する。ガンマ変換部１２５は第１及び第２グリーンルックア
ップテーブルＬＵＴＧ＿Ｈ、ＬＵＴＧ＿Ｌを各々参照してグリーン画素データＧ”をグリ
ーンハイデータＧ＿Ｈ及びグリーンローデータＧ＿Ｌに変換する。ガンマ変換部１２５は
第１及び第２ブルールックアップテーブルＬＵＴＢ＿Ｈ、ＬＵＴＢ＿Ｌを各々参照してブ
ルー画素データＢ”をブルーハイデータＢ＿Ｈ及びブルーローデータＢ＿Ｌに変換する。
ガンマ変換部１２５は第１及び第２ホワイトルックアップテーブルＬＵＴＷ＿Ｈ、ＬＵＴ
Ｗ＿Ｌを各々参照してホワイト画素データＷ’をホワイトハイデータＷ＿Ｈ及びホワイト
ローデータＷ＿Ｌに変換する。
【００６５】
　ガンマ変換部１２５から変換された変換映像データＩ＿ＤＡＴ’はデータ駆動部１６０
に提供される。
【００６６】
　一方、タイミングコントローラ１２０は映像制御信号Ｉ＿ＣＳに応答してゲート制御信
号ＧＣＳ及びデータ制御信号ＤＣＳを生成してゲート駆動部１５０及びデータ駆動部１６
０に各々提供する。
【００６７】
　ゲート駆動部１５０はタイミングコントローラ１２０からゲート制御信号ＧＣＳを受信
し、ゲート制御信号ＧＣＳに応答してゲート信号を表示パネル１１０に出力する。データ
駆動部１６０はタイミングコントローラ１２０からデータ制御信号ＤＣＳ及び変換映像デ
ータＩ＿ＤＡＴ’を受信し、データ制御信号ＤＣＳ及び変換映像データＩ＿ＤＡＴ’に応
答してデータ信号を表示パネル１１０に出力する。
【００６８】
　表示パネル１１０はゲート及びデータ駆動部１５０、１６０から各々ゲート及びデータ
信号が印加される複数のゲートラインＧＬ1～ＧＬn及び複数のデータラインＤＬ1～ＤＬm

が具備される。したがって、表示パネル１１０に具備される複数の画素群ＰＸは対応する
ゲートラインＧＬ1～ＧＬn及びデータラインＤＬ1～ＤＬmに連結され、ゲート及びデータ
信号によって映像を表示する。
【００６９】
　図６は本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素群を示した平面図である。
【００７０】
　図６を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る表示装置は第１方向Ｄ１に延長する複
数のゲートラインＧＬk～ＧＬk+3及び第２方向Ｄ２に延長する複数のデータラインＤＬi

～ＤＬi+7を含む。
【００７１】
　各画素行ＰＲは複数のゲートラインＧＬk～ＧＬk+3の中で互いに隣接する２つのゲート
ライン（以下、第ｋ及び第ｋ＋１ゲートラインＧＬk～ＧＬk+1と称する）（ここで、ｋは
１以上の自然数である）に連結される。即ち、各画素行ＰＲの第１サブ画素行ＳＲ１は第
ｋゲートラインＧＬkに連結され、第２サブ画素行ＳＲ２は第k+1ゲートラインＧＬk+1に
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連結される。
【００７２】
　ｊ番目の画素列ＰＣj（ここで、ｊは１以上の奇数）はデータラインＤＬi～ＤＬi+7の
中で互いに隣接する２つのデータライン（以下、第ｉ及び第ｉ＋１データラインＤＬi、
ＤＬi+1と称する）（ここで、ｉは１以上の奇数である）に連結される。即ち、ｊ番目の
画素列ＰＣjの中で第１サブ画素列ＳＣ１は第ｉ及び第ｉ＋１データラインＤＬi、ＤＬi+

1の間に配置されて第ｉ及び第ｉ＋１データラインＤＬi、ＤＬi+1の中で少なくとも１つ
に連結される。ｊ番目の画素列ＰＣjの中で第２サブ画素列ＳＣ２は第ｉ＋１及び第ｉ＋
２データラインＤＬi+1、ＤＬi+2の間に配置されて第ｉ＋１及び第ｉ＋２データラインＤ
Ｌi+1、ＤＬi+2の中で少なくとも１つに連結される。
【００７３】
　本発明の一例として、図６で第１サブ画素列ＳＣ１の画素（即ち、第１レッド画素ＳＰ
Ｘ１＿１及び第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３）は第ｉデータラインＤＬiに連結される。第
２サブ画素列ＳＣ２の画素（即ち、第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２及び第１ホワイト画素
ＳＰＸ１＿４）は第ｉ＋１データラインＤＬi+1に連結される。
【００７４】
　ｊ＋１番目の画素列ＰＣj+1はデータラインＤＬi～ＤＬi+7の中で互いに隣接する２つ
のデータライン（以下、第ｉ＋２及び第ｉ＋３データラインＤＬi+2、ＤＬi+3と称する）
に連結される。ｊ＋１番目の画素列ＰＣj+1の中で第３サブ画素列ＳＣ３は第ｉ＋２及び
第ｉ＋３データラインＤＬi+2、ＤＬi+3の間に配置され、第ｉ＋２及び第ｉ＋３データラ
インＤＬi+2、ＤＬi+3の中で少なくとも１つに連結される。ｊ＋１番目の画素列ＰＣj+1

の中で第４サブ画素列ＳＣ４は第ｉ＋３データラインＤＬi+3及び第ｉ＋４データライン
ＤＬi+4の間に配置され、第ｉ＋３及び第ｉ＋４データラインＤＬi+3、ＤＬi+4の中で少
なくとも１つに連結される。
【００７５】
　本発明の一例として、図６では第３サブ画素列ＳＣ３の画素（即ち、第２レッド画素Ｓ
ＰＸ２＿１及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３）は第ｉ＋２データラインＤＬi+2に連結さ
れる。また、第４サブ画素列ＳＣ４の画素（即ち、第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２及び第
２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４）が第ｉ＋３データラインＤＬi+3に連結された構造を図示
した。
【００７６】
　ｊ＋２番目の画素列ＰＣj+2はデータラインＤＬi～ＤＬi+7の中で互いに隣接する２つ
のデータライン（以下、第ｉ＋４及び第ｉ＋５データラインＤＬi+4、ＤＬi+5と称する）
に連結される。即ち、ｊ＋２番目の画素列ＰＣj+2の中で第５サブ画素列ＳＣ５は第ｉ＋
４及び第ｉ＋５データラインＤＬi+4、ＤＬi+5の間に配置されて第ｉ＋４及び第ｉ＋５デ
ータラインＤＬi+4、ＤＬi+5の中で少なくとも１つに連結される。ｊ＋２番目の画素列Ｐ
Ｃj+2の中で第６サブ画素列ＳＣ６は第ｉ＋５及び第ｉ＋６データラインＤＬi+5、ＤＬi+

6の間に配置されて第ｉ＋５及び第ｉ＋６データラインＤＬi+5、ＤＬi+6の中で少なくと
も１つに連結される。
【００７７】
　本発明の一例として、図６で第５サブ画素列ＳＣ５の画素（即ち、第１レッド画素ＳＰ
Ｘ１＿１及び第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３）は第ｉ＋４データラインＤＬi+4に連結され
る。第６サブ画素列ＳＣ６の画素（即ち、第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２及び第１ホワイ
ト画素ＳＰＸ１＿４）は第ｉ＋５データラインＤＬi+5に連結される。
【００７８】
　ｊ＋３番目の画素列ＰＣj+3はデータラインＤＬi～ＤＬi+7の中で互いに隣接する２つ
のデータライン（以下、第ｉ＋６及び第ｉ＋７データラインＤＬi+6、ＤＬi+7と称する）
に連結される。即ち、ｊ＋３番目の画素列ＰＣj+3の中で第７サブ画素列ＳＣ７は第ｉ＋
６及び第ｉ＋７データラインＤＬi+6、ＤＬi+7の間に配置され、第ｉ＋６及び第ｉ＋７デ
ータラインＤＬi+6、ＤＬi+7の中で少なくとも１つに連結される。ｊ＋３番目の画素列Ｐ
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Ｃj+3の中で第８サブ画素列ＳＣ８は第ｉ＋７データラインＤＬi+7及び第７ｉ＋１データ
ラインＤＬ7i+1の間に配置され、第ｉ＋７及び第７ｉ＋１データラインＤＬi+7、ＤＬ7i+

1の中で少なくとも１つに連結される。
【００７９】
　本発明の一例として、図６では第７サブ画素列ＳＣ７の画素（即ち、第２レッド画素Ｓ
ＰＸ２＿１及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３）は第ｉ＋６データラインＤＬi+6に連結さ
れ、第８サブ画素列ＳＣ８の画素（即ち、第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２及び第２ホワイ
ト画素ＳＰＸ２＿４）は第ｉ＋７データラインＤＬi+7に連結された構造を図示した。
【００８０】
　各画素行ＰＲ内で第１画素群ＰＸ１の第１レッド画素ＳＰＸ１＿１及び第１グリーン画
素ＳＰＸ１＿２は奇数番目のゲートラインＧＬk、ＧＬk+2に連結され、第１ブルー画素Ｓ
ＰＸ１＿３及び第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４は偶数番目のゲートラインＧＬk+1、ＧＬk

+3に連結される。各画素行ＰＲ内で第２画素群ＰＸ２の第２レッド画素ＳＰＸ２＿１及び
第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２は偶数番目のゲートラインＧＬk+1、ＧＬk+3に連結され、
第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は奇数番目のゲートライ
ンＧＬk、ＧＬk+2に連結される。
【００８１】
　図６ではｎ（ｎは１以上の自然数）番目のフレームの間に正極性（＋）のデータ電圧が
印加される画素に“＋”符号を付して表記し、ｎ番目のフレームの間に負極性（－）のデ
ータ電圧が印加される画素に“－”符号を付して表記した。データ電圧の極性は基準にな
る共通電圧に対して決定される。例えば、データ電圧が共通電圧より大きければ、正極性
（＋）を有し、共通電圧より小さければ、負極性（－）を有する。
【００８２】
　図６で各画素に提供されるデータ電圧の極性はｎ番目のフレームに対応する極性を示し
たものであって、ｎ番目のフレームがｎ＋１番目のフレームに転換されれば、各画素に提
供されるデータ電圧の極性は反転される。即ち、図２のデータドライバー１６０は１フレ
ーム毎にデータラインＤＬi～ＤＬi+7に出力されるデータ電圧の極性を反転させる。
【００８３】
　本発明の一実施形態において、第ｉ、第ｉ＋１、及び第ｉ＋３データラインＤＬｉ、Ｄ
Ｌｉ＋１、ＤＬｉ＋３には正極性（＋）のデータ電圧が印加され、第ｉ＋２データライン
ＤＬｉ＋２には負極性（－）のデータ電圧が印加される。複数のデータラインＤＬi～Ｄ
Ｌi+7に印加されるデータ電圧の極性は４つのデータライン単位に反転される。例えば、
第ｉ乃至第ｉ＋３データラインＤＬi～ＤＬi+3に＋＋－＋極性のデータ電圧が各々印加さ
れ、第ｉ＋４乃至第ｉ＋７データラインＤＬi＋４～ＤＬi+7に－－＋－極性のデータ電圧
が各々印加される。
【００８４】
　また、ｎ番目のフレームの中で奇数番目のゲートラインＧＬk、ＧＬk+2のハイ区間の間
に奇数番目のデータライン（即ち、第ｉ、第ｉ＋２、第ｉ＋４、第ｉ＋６データラインＤ
Ｌi、ＤＬi+2、ＤＬi+4、ＤＬi+6）には第１ガンマカーブ（Ｇ１、図３に図示される）に
基づいて変換されたハイ階調電圧Ｈが印加される。また、ｎ番目のフレームの中で奇数番
目のゲートラインＧＬk、ＧＬk+2のハイ区間の間に、偶数番目のデータライン（即ち、第
ｉ＋１、第ｉ＋３、第ｉ＋５、第ｉ＋７データラインＤＬi+1、ＤＬi+3、ＤＬi+5、ＤＬi

+7）には第２ガンマカーブ（Ｇ２、図３に図示される）に基づいて変換されたロー階調電
圧Ｌが印加される。
【００８５】
　一方、ｎ番目のフレームの中で偶数番目のゲートラインＧＬk+1、ＧＬk+3のハイ区間の
間に奇数番目のデータライン（即ち、第ｉ、第ｉ＋２、第ｉ＋４、第ｉ＋６データライン
ＤＬi、ＤＬi+2、ＤＬi+4、ＤＬi+6）には第２ガンマカーブＧ２に基づいて変換されたロ
ー階調電圧Ｌが印加される。また、ｎ番目のフレームの中で偶数番目のゲートラインＧＬ

k+1、ＧＬk+3のハイ区間の間に、偶数番目のデータライン（即ち、第ｉ＋１、第ｉ＋３、
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第ｉ＋５、第ｉ＋７データラインＤＬi+1、ＤＬi+3、ＤＬi+5、ＤＬi+7）には第１ガンマ
カーブＧ１に基づいて変換されたハイ階調電圧Ｈが印加される。即ち、ハイ階調電圧Ｈ及
びロー階調電圧Ｌは１つのデータライン及び１つのゲートライン単位に交互に印加される
。
【００８６】
　図６ではハイ階調電圧Ｈにカラー符号（例えば、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗ）を付して“Ｒ＿Ｈ”
、“Ｇ＿Ｈ”、“Ｂ＿Ｈ”、“Ｗ＿Ｈ”符号をレッド、グリーン、ブルー、及びホワイト
ハイ電圧に各々表記した。また、ロー階調電圧Ｌにカラー符号（例えば、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗ
）を付して“Ｒ＿Ｌ”、“Ｇ＿Ｌ”、“Ｂ＿Ｌ”、“Ｗ＿Ｌ”符号をレッド、グリーン、
ブルー、及びホワイトロー電圧に各々表記した。
【００８７】
　図６に示したように、第１サブ画素行ＳＲ１内で第１レッド画素ＳＰＸ１＿１及び第２
ブルー画素ＳＰＸ２＿３はハイ階調電圧Ｈとしてレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈ及びブルーハイ電
圧Ｂ＿Ｈを受信する。ｎ番目のフレームの間に、第１サブ画素行ＳＲ１の第１レッド画素
ＳＰＸ１＿１の中でｊ番目の画素列ＰＣjに位置する第１レッド画素ＳＰＸ１＿１は正極
性のレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈ＋を受信し、ｊ＋２番目の画素列ＰＣj+2に位置する第１レッ
ド画素ＳＰＸ１＿１は負極性のレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈ－を受信する。ｎ番目のフレームの
間に、第１サブ画素行ＳＲ１の第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３の中でｊ＋１番目の画素列Ｐ
Ｃj+1に位置する第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３は負極性のブルーハイ電圧Ｂ＿Ｈ－を受信
し、ｊ＋３番目の画素列ＰＣj+3に位置する第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３は正極性のブル
ーハイ電圧Ｂ＿Ｈ＋を受信する。
【００８８】
　第１サブ画素行ＳＲ１内で第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２及び第２ホワイト画素ＳＰＸ
２＿４はロー階調電圧Ｌとしてグリーンロー電圧Ｇ＿Ｌ及びホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌを受
信する。ｎ番目のフレームの間に、第１サブ画素行ＳＲ１の第１グリーン画素ＳＰＸ１＿
２の中でｊ番目の画素列ＰＣjに位置する第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２は正極性のグリ
ーンロー電圧Ｇ＿Ｌ＋を受信し、ｊ＋２番目の画素列ＰＣj+2に位置する第１グリーン画
素ＳＰＸ１＿２は負極性のグリーンロー電圧Ｇ＿Ｌ－を受信する。ｎ番目のフレームの間
に、第１サブ画素行ＰＲ１の第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４の中でｊ＋１番目の画素列Ｐ
Ｃj+1に位置する第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は正極性のホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌ＋を
受信し、ｊ＋３番目の画素列ＰＣj+3に位置する第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は負極性
のホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌ－を受信する。
【００８９】
　図６に示したように、第２サブ画素行ＳＲ２内で第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３及び第２
レッド画素ＳＰＸ２＿１はロー階調電圧Ｌとしてレッドロー電圧Ｒ＿Ｌ及びブルーロー電
圧Ｂ＿Ｌを受信する。ｎ番目のフレームの間に、第２サブ画素行ＳＲ２の第１ブルー画素
ＳＰＸ１＿３の中でｊ番目の画素列ＰＣjに位置する第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３は正極
性のブルーロー電圧Ｂ＿Ｌ＋を受信し、ｊ＋２番目の画素列ＰＣj+2に位置する第１ブル
ーサブ画素ＳＰＸ１＿３は負極性のブルーロー電圧Ｂ＿Ｌ－を受信する。ｎ番目のフレー
ムの間に、第２サブ画素行ＳＲ２の第２レッド画素ＳＰＸ２＿１の中でｊ＋１番目の画素
列ＰＣj+1に位置する第２レッド画素ＳＰＸ２＿１は負極性のレッドロー電圧Ｒ＿Ｌ－を
受信し、ｊ＋３番目の画素列ＰＣj+3に位置する第２レッド画素ＳＰＸ２＿１は正極性の
レッドロー電圧Ｒ＿Ｌ＋を受信する。
【００９０】
　第２サブ画素行ＳＲ２内で第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４及び第２グリーン画素ＳＰＸ
２＿２はハイ階調電圧Ｈとしてホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈ及びグリーンハイ電圧Ｇ＿Ｈを受
信する。ｎ番目のフレームの間に、第２サブ画素行ＳＲ２の第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿
４の中でｊ番目の画素列ＰＣjに位置する第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４は正極性のホワ
イトハイ電圧Ｗ＿Ｈ＋を受信し、ｊ＋２番目の画素列ＰＣj+2に位置する第１ホワイト画
素ＳＰＸ１＿４は負極性のホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈ－を受信する。ｎ番目のフレームの間
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に、第２サブ画素行ＳＲ２の第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２の中でｊ＋１番目の画素列Ｐ
Ｃj+1に位置する第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２は正極性のグリーンハイ電圧Ｇ＿Ｈ＋を
受信し、ｊ＋３番目の画素列ＰＣj+3に位置する第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２は負極性
のグリーンハイ電圧Ｇ＿Ｈ－を受信する。
【００９１】
　第１サブ画素行ＳＲ１内にはレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈを受信する第１レッド画素ＳＰＸ１
＿１のみが具備され、第２サブ画素行ＳＲ２内にはレッドロー電圧Ｒ＿Ｌを受信する第２
レッド画素のみＳＰＸ２＿１が具備される。第１サブ画素行ＳＲ１内で第１レッド画素Ｓ
ＰＸ１＿１の中で正極性を有する第１レッド画素ＳＰＸ１＿１の個数と負極性を有する第
１レッド画素ＳＰＸ１＿１の個数とは互いに同一である。レッド以外にも第１サブ画素行
ＳＲ１内で同一カラーを有する画素の中で正極性を有する画素の個数と負極性を有する画
素の個数とは互いに同一である。同様に、第２サブ画素行ＳＲ２内で第２レッド画素ＳＰ
Ｘ２＿１の中で正極性を有する第２レッド画素ＳＰＸ２＿１の個数と負極性を有する第２
レッド画素ＳＰＸ２＿１の個数とは互いに同一である。レッド以外にも第２サブ画素行Ｓ
Ｒ２内で同一カラーの画素の中で正極性を有する画素の個数と負極性を有する画素の個数
とは互いに同一である。
【００９２】
　このように、１つのサブ画素行内に、同一カラーの画素の中で正極性の画素と負極性の
画素とが互いに同一の個数に配置されれば、上記したサブ画素行が駆動される間に画素に
印加される画素電圧の極性の合計がゼロ（０）になって共通電圧が特定極性側に移動する
現象が発生しない。
【００９３】
　共通電圧が特定極性側に移動すれば、正極性の画素と負極性の画素との間に輝度差が発
生する。このように、４ピクセル構造で、同一カラーを有する画素の中で正極性の画素と
負極性の画素とが上記したサブ画素行内に互いに同一の個数に配置されることによって、
共通電圧のシフトによる輝度ばらつきを除去することができる。
【００９４】
　第１サブ画素行ＳＲ１内にはレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈを受信する第１レッド画素ＳＰＸ１
＿１が複数個具備され、第２サブ画素行ＳＲ２内にはレッドロー電圧Ｒ＿Ｌを受信する第
２レッド画素ＳＰＸ２＿１が複数個具備される。
　各画素行ＰＲを基準にした場合、第１方向Ｄ１に第１レッド画素ＳＰＸ１＿１及び第２
レッド画素ＳＰＸ２＿１が交互に配置されてもよい。第１及び第２グリーン画素ＳＰＸ１
＿２、ＳＰＸ２＿２もやはり各画素行ＰＲ内で第１方向Ｄ１に交互に配置され、第１及び
第２ブルー画素ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ２＿３も各画素行ＰＲ内で第１方向Ｄ１に交互に配
置される。
【００９５】
　したがって、同一カラーを基準にした場合、第１ガンマカーブＧ１に基づいたハイ画素
と第２ガンマカーブＧ２に基づいたロー画素が第１及び第２方向Ｄ１、Ｄ２に空間的に分
離されて配置される。したがって、画素の各々を２つの階調領域に分離する視認性構造を
採用しなく、表示装置の側面視認性を向上させることができる。
【００９６】
　特に、ホワイトカラーを基準にした場合、第１ガンマカーブＧ１に基づいて動作する第
１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４は２行２列及び２行６列の位置に位置し、第２ガンマカーブ
Ｇ２に基づいて動作する第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は１行４列及び１行８列の位置に
位置する。
【００９７】
　ホワイトカラーを有する画素が各画素群に追加される４ピクセル構造は表示装置の全体
的な輝度を向上させるが、側面から見た時、黄色味（ｙｅｌｌｏｗｉｓｈ）を示す現象が
発生する。この場合、ホワイトカラーを有する画素を第１ガンマカーブＧ１に基づいた第
１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４と第２ガンマカーブＧ２に基づいた第２ホワイト画素ＳＰＸ
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２＿４とに空間的に分離して駆動する。そうすると、側面での黄色味現象を減少すること
ができ、４ピクセル構造を有する表示装置の全体的な側面視認性を改善することができる
。
【００９８】
　図７は本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素を示した平面図である。
【００９９】
　図７を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る表示装置は第１方向Ｄ１に延長する複
数のゲートラインＧＬk～ＧＬk+3及び第２方向Ｄ２に延長する複数のデータラインＤＬi

～ＤＬi+7を含む。説明を簡単にするために、図７では８つのデータラインＤＬi～ＤＬi+

7及び４つのゲートラインＧＬk～ＧＬk+3を図示したが、データ及びゲートラインの個数
はこれに制限されない。図７では表示装置に具備される複数の画素行及び複数の画素列の
中で２つの画素行及び４つの画素列ＰＣj～ＰＣj+3を一例として図示した。
【０１００】
　４つの画素列ＰＣj～ＰＣj+3の中でｊ番目の画素列ＰＣjは第１及び第２サブ画素列Ｓ
Ｃ１、ＳＣ２を含む。第１サブ画素列ＳＣ１の画素の中で第１サブ画素行ＳＲ１に位置す
る画素（即ち、第１レッド画素ＳＰＸ１＿１）は第ｉデータラインＤＬiに連結され、第
２サブ画素行ＳＲ２に位置する画素（即ち、第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３）は第ｉ＋１デ
ータラインＤＬi+1に連結される。また、第２サブ画素列ＳＣ２の画素の中で第１サブ画
素行ＳＲ１に位置する画素（即ち、第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２）は第ｉ＋１データラ
インＤＬi+1に連結され、第２サブ画素行ＳＲ２に位置する画素（即ち、第１ホワイト画
素ＳＰＸ１＿４）は第ｉ＋２データラインＤＬi+2に連結される。
【０１０１】
　ｊ＋１番目の画素列ＰＣj+1は第３及び第４サブ画素列ＳＣ３、ＳＣ４を含む。第３サ
ブ画素列ＳＣ３の画素の中で第１サブ画素行ＳＲ１に位置する画素（即ち、第２ブルー画
素ＳＰＸ２＿３）は第ｉ＋２データラインＤＬi+2に連結され、第２サブ画素行ＳＲ２に
位置する画素（即ち、第２レッド画素ＳＰＸ２＿１）は第ｉ＋３データラインＤＬi+3に
連結される。また、第４サブ画素列ＳＣ４の画素の中で第１サブ画素行ＳＲ１に位置する
画素（即ち、第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４）は第ｉ＋３データラインＤＬi+3に連結さ
れ、第２サブ画素行ＳＲ２に位置する画素（即ち、第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２）は第
ｉ＋４データラインＤＬi+4に連結される。
【０１０２】
　ｊ＋２番目の画素列ＰＣj+2は第５及び第６サブ画素列ＳＣ５、ＳＣ６を含む。第５サ
ブ画素列ＳＣ５の画素の中で第１サブ画素行ＳＲ１に位置する画素（即ち、第１レッド画
素ＳＰＸ１＿１）は第ｉ＋４データラインＤＬi+4に連結され、第２サブ画素行ＳＲ２に
位置する画素（即ち、第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３）は第ｉ＋５データラインＤＬi+5に
連結される。また、第６サブ画素列ＳＣ６の画素の中で第１サブ画素行ＳＲ１に位置する
画素（即ち、第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２）は第ｉ＋５データラインＤＬi+5に連結さ
れ、第２サブ画素行ＳＲ２に位置する画素（即ち、第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４）は第
ｉ＋６データラインＤＬi+6に連結される。
【０１０３】
　ｊ＋３番目の画素列ＰＣj+3は第７及び第８サブ画素列ＳＣ７、ＳＣ８を含む。第７サ
ブ画素列ＳＣ７の画素の中で第１サブ画素行ＳＲ１に位置する画素（即ち、第２ブルー画
素ＳＰＸ２＿３）は第ｉ＋６データラインＤＬi+6に連結され、第２サブ画素行ＳＲ２に
位置する画素（即ち、第２レッド画素ＳＰＸ２＿１）は第ｉ＋７データラインＤＬi+7に
連結される。また、第８サブ画素列ＳＣ８の画素の中で第１サブ画素行ＳＲ１に位置する
画素（即ち、第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４）は第ｉ＋７データラインＤＬi+7に連結さ
れ、第２サブ画素行ＳＲ２に位置する画素（即ち、第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２）は第
７ｉ＋１データラインＤＬ7i+1に連結される。
【０１０４】
　図７では同一サブ画素列ＳＣ１～ＳＣ８内で第１サブ画素行ＳＲ１の画素は左側に位置
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するデータラインに連結され、第２サブ画素行ＳＲ２の画素は右側に位置するデータライ
ンに連結されたことを除けば、図６に図示された画素構造と同一である。したがって、図
７に図示された残りの連結関係に対する具体的な説明は省略する。
【０１０５】
　本発明の一実施形態に、第ｉ、第ｉ＋１、及び第ｉ＋３データラインＤＬｉ、ＤＬｉ＋
１、ＤＬｉ＋３には正極性（＋）のデータ電圧が印加され、第ｉ＋２データラインＤＬｉ
＋２には負極性（－）のデータ電圧が印加される。複数のデータラインＤＬi～ＤＬi+7に
印加されるデータ電圧の極性は４つのデータライン単位に反転される。例えば、第ｉ乃至
第ｉ＋３データラインＤＬi～ＤＬi+3に＋＋－＋極性のデータ電圧が各々印加され、第ｉ
＋４乃至第ｉ＋７データラインＤＬi+4～ＤＬi+7に－－＋－極性のデータ電圧が各々印加
される。
【０１０６】
　第１サブ画素行ＳＲ１内にはレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈを受信する第１レッド画素ＳＰＸ１
＿１のみが具備され、第２サブ画素行ＳＲ２内にはレッドロー電圧Ｒ＿Ｌを受信する第２
レッド画素のみＳＰＸ２＿１が具備される。第１サブ画素行ＳＲ１内で第１レッド画素Ｓ
ＰＸ１＿１の中で正極性を有する第１レッド画素ＳＰＸ１＿１の個数と負極性を有する第
１レッド画素ＳＰＸ１＿１の個数とは互いに同一である。レッドカラー以外にも第１サブ
画素行ＳＲ１内で同一カラーを有する画素の中で正極性を有する画素の個数と負極性を有
する画素の個数とは互いに同一である。
【０１０７】
　同様に、第２サブ画素行ＳＲ２内で第２レッド画素ＳＰＸ２＿１の中で正極性を有する
第２レッド画素ＳＰＸ２＿１の個数と負極性を有する第２レッド画素ＳＰＸ２＿１の個数
とは互いに同一である。レッド以外にも第２サブ画素行ＳＲ２内で同一カラーの画素の中
で正極性を有する画素の個数と負極性を有する画素の個数とは互いに同一である。
【０１０８】
　このように、１つのサブ画素行内に、同一カラーの画素の中で正極性の画素と負極性の
画素とが互いに同一の個数に配置されれば、上記したサブ画素行が駆動される間に画素に
印加される画素電圧の極性の合計がゼロ（０）になって共通電圧が特定極性側に移動する
現象が発生しない。
【０１０９】
　図８は図６及び図７に図示されたサブ画素行単位共通電圧のリップルオフセット構造（
ｒｉｐｐｌｅ　ｏｆｆｓｅｔ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を示した波形図である。
　図８を参照すれば、１つのサブ画素行内には同一カラーの画素の中で正極性のハイ階調
電圧（Ｈ＋）を受信する画素と負極性のハイ階調電圧（Ｈ－）を受信する画素とが互いに
同一の個数に配置される。また、上記したサブ画素行内には同一カラーの画素の中で正極
性のロー階調電圧（Ｌ＋）を受信する画素と負極性のロー階調電圧（Ｌ－）を受信する画
素とが互いに同一の個数に配置される。
【０１１０】
　したがって、第ｋ乃至第ｋ＋１ゲートラインＧＬk、ＧＬk+1が駆動される各々の走査区
間の間に画素に印加される正極性ハイ階調電圧（Ｈ＋）と負極性ハイ階調電圧（Ｈ－）と
の合計がゼロ（０）になり、正極性ロー階調電圧（Ｌ＋）と負極性ロー階調電圧（Ｌ－）
との合計もやはりゼロ（０）になる。したがって、正極性及び負極性を決定する基準にな
る基準電圧が各走査区間毎に特定極性側に移動しなく、基準レベル（例えば、０ｖ）を維
持することができる。
【０１１１】
　共通電圧Ｖｃｏｍが特定極性側に移動すれば、正極性の画素と負極性の画素との間に輝
度差が発生する。このように、４ピクセル構造で、同一カラーを有する画素の中で正極性
の画素と負極性の画素とが上記したサブ画素行内に互いに同一の個数に配置されることに
よって、共通電圧のシフトによる輝度ばらつきを除去することができる。
【０１１２】
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　図６及び図７では、第ｉ乃至第ｉ＋３データラインＤＬi～ＤＬi+3に＋＋－＋極性の電
圧が各々印加され、第ｉ＋４乃至第ｉ＋７データラインＤＬi＋４～ＤＬi+7に－－＋－極
性の電圧が各々印加された構造を図示した。しかし、第１乃至第７データラインＤＬi～
ＤＬi+7に印加される電圧の極性は同一カラーを有する正極性の画素と負極性の画素とが
上記したサブ画素行内で同一の個数に具備されるようにする範囲内で多様に変形される。
【０１１３】
　図９は本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素配置構造を示した平面図である。
【０１１４】
　図９を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る表示装置は複数の画素群を含む。複数
の画素群の中で第１画素群ＰＸ１は第１レッド画素ＳＰＸ１＿１、第１グリーン画素ＳＰ
Ｘ１＿２、第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３、及び第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４を含む。複
数の画素群の中で第２画素群ＰＸ２は第２レッド画素ＳＰＸ２＿１、第２グリーン画素Ｓ
ＰＸ２＿２、第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３、及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４を含む。
複数の画素行ＰＲ１、ＰＲ２の各々には第１画素群ＰＸ１及び第２画素群ＰＸ２が複数個
具備され、各画素行ＰＲ１、ＰＲ２には第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２が交互に配置
される。即ち、第２画素群ＰＸ２は第１方向Ｄ１に第１画素群ＰＸ１に隣接して配置され
てもよい。
【０１１５】
　各々の画素行ＰＲ１、ＰＲ２は第１及び第２サブ画素行ＳＲ１、ＳＲ２を含む。第１画
素群ＰＸ１の第１レッド画素ＳＰＸ１＿１及び第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２は第１サブ
画素行ＳＲ１に配置され、第１画素群ＰＸ１の第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３及び第１ホワ
イト画素ＳＰＸ１＿４は第２サブ画素行ＳＲ２に配置される。これと反対に、第２画素群
ＰＸ２の第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は第１サブ画素
行ＳＲ１に配置され、第２画素群ＰＸ２の第２レッド画素ＳＰＸ２＿１及び第２グリーン
画素ＳＰＸ２＿２は第２サブ画素行ＳＲ２に配置される。
【０１１６】
　したがって、各画素行ＰＲ１、ＰＲ２を基準にした場合、第１方向Ｄ１に第１ホワイト
画素ＳＰＸ１＿４及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４が交互に配置されてもよい。
【０１１７】
　画素行ＰＲ１、ＰＲ２の中で奇数番目の画素行ＰＲ１で、第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿
４には第１ガンマカーブ（Ｇ１、図３に図示される）に基づいて生成されたホワイトハイ
電圧Ｗ＿Ｈが印加され、第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４には第２ガンマカーブ（Ｇ２、図
３に図示される）に基づいて生成されたホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌが印加される。
【０１１８】
　画素行ＰＲ１、ＰＲ２の中で偶数番目の画素行ＰＲ２で、第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿
４には第２ガンマカーブＧ２に基づいて生成されたホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌが印加され、
第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４には第１ガンマカーブＧ１に基づいて生成されたホワイト
ハイ電圧Ｗ＿Ｈが印加される。
【０１１９】
　したがって、各画素行ＰＲ１、ＰＲ２内にはホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈを受信する画素と
ホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌを受信する画素とが第１方向Ｄ１に交互に配置されてもよい。特
に、各画素行ＰＲ１、ＰＲ２の第１サブ画素行ＳＲ１にはホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌを受信
する画素のみを具備され、第２サブ画素行ＳＲ２にはホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈを受信する
画素のみを具備されてもよい。
【０１２０】
　また、奇数番目の画素列ＰＣ＿Ｏｄｄの中で偶数番目のサブ画素列ＳＣ２にはホワイト
ハイ電圧Ｗ＿Ｈを受信する画素が配置され、偶数番目の画素列ＰＣ＿Ｅｖｅｎの中で偶数
番目のサブ画素列ＳＣ４にはホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌを受信する画素が配置される。
【０１２１】
　しかし、画素の配置構造は図９の場合に制限されることではなく、多様な形態に変更さ
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れることができる。即ち、ホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈを受信する画素とホワイトロー電圧Ｗ
＿Ｌを受信する画素とが第１方向Ｄ１又は第２方向Ｄ２に交互に配置できる範囲内で多様
に変形可能である。
【０１２２】
　図１０は本発明の他の実施形態に係るタイミングコントローラ及びルックアップテーブ
ルを示したブロック図である。
【０１２３】
　図１０を参照すれば、本発明の他の実施形態に係るタイミングコントローラ１２０はガ
ンママッピング部１２１、レンダリング部１２３、及びガンマ変換部１２７を含む。ガン
ママッピング部１２１及びレンダリング部１２３の構成は図５で既に説明したので、ここ
でガンママッピング部１２１及びレンダリング部１２３に対する説明は省略する。
【０１２４】
　ガンマ変換部１２７は第１ホワイトルックアップテーブルＬＵＴＷ＿Ｈ及び第２ホワイ
トルックアップテーブルＬＵＴＷ＿Ｌを参照してホワイト画素データＷ’を２つのガンマ
特性を有するデータに変換する。
【０１２５】
　第１ホワイトルックアップテーブルＬＵＴＷ＿Ｈにはホワイト画素データＷ’を第１ガ
ンマカーブＧ１に対応する輝度を有するように変化するための第１サンプリングデータが
格納される。第２ホワイトルックアップテーブルＬＵＴＷ＿Ｌにはホワイト画素データＷ
’を第２ガンマカーブＧ２に対応する輝度を有するように変化するための第２サンプリン
グデータが格納される。ガンマ変換部１２７は第１及び第２ホワイトルックアップテーブ
ルＬＵＴＷ＿Ｈ、ＬＵＴＷ＿Ｌを参照してホワイト画素データＷ’をホワイトハイデータ
Ｗ＿Ｈ及びホワイトローデータＷ＿Ｌに変換する。
【０１２６】
　ガンマ変換部１２７から変換されたホワイトハイデータＷ＿Ｈ及びホワイトローデータ
Ｗ＿Ｌはデータ駆動部１６０に提供される。データ駆動部１６０はホワイトハイデータＷ
＿Ｈ及びホワイトローデータＷ＿Ｌをアナログ形態のホワイトハイ電圧及びホワイトロー
電圧に変換して該当ホワイト画素に供給する。
【０１２７】
　一方、ガンマ変換部１２７はレッド、グリーン、及びブルー映像データＲ’、Ｇ’、Ｂ
’に対しては第１及び第２ガンマカーブＧ１、Ｇ２に基づいた変換を実施しなく，データ
駆動部（１６０、図２に図示される）に供給する。
【０１２８】
　図１１は本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素配置構造を示した平面図である。
図１２Ａは図１１に図示された第１レッド画素の等価回路図であり、図１２Ｂは図１１に
図示された第２レッド画素の等価回路図である。
【０１２９】
　図１１を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る表示装置で、第１画素群ＰＸ１は第
１レッド、第１グリーン、第１ブルー、及び第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿
２、ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿４を含む。第２画素群ＰＸ２は第２レッド、第２グリーン
、第２ブルー、及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３、ＳＰ
Ｘ２＿４を含む。第１画素群ＰＸ１及び第２画素群ＰＸ２は第１方向Ｄ１に交互に配置さ
れる。
【０１３０】
　第１レッド画素ＳＰＸ１＿１は第１レッドハイ画素ＳＰＸ１＿１Ｈ及び第１レッドロー
画素ＳＰＸ１＿１Ｌを含み、第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２は第１グリーンハイ画素ＳＰ
Ｘ１＿２Ｈ及び第１グリーンロー画素ＳＰＸ１＿２Ｌを含む。第１ブルー画素ＳＰＸ１＿
３は第１ブルーハイ画素ＳＰＸ１＿３Ｈ及び第１ブルーロー画素ＳＰＸ１＿３Ｌを含み、
第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４は第１ホワイトハイ画素ＳＰＸ１＿４Ｈ及び第１ホワイト
ロー画素ＳＰＸ１＿４Ｌを含む。第１レッド画素ＳＰＸ１＿１及び第１ホワイト画素ＳＰ
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Ｘ１＿４は第１ガンマカーブ（Ｇ１、図３に図示される）に基づいた第１レッド画素電圧
ＲＨ及び第１ホワイト画素電圧ＷＨを各々受信する。第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２及び
第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３は第２ガンマカーブＧ２に基づいた第１グリーン画素電圧Ｇ
Ｌ及び第１ブルー画素電圧ＢＬを各々受信する。
【０１３１】
　第１レッド画素ＳＰＸ１＿１の中で第１レッドハイ画素ＳＰＸ１＿１Ｈは第１レッド画
素電圧ＲＨを第１レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈとして受信して映像を表示する。第１レッドロ
ー画素ＳＰＸ１＿１Ｌは第１レッド画素電圧ＲＨを第１レッド画素電圧ＲＨより低い電圧
階調の第１レッドロー電圧ＲＨ＿Ｌに変換して映像を表示する。第１ホワイト画素ＳＰＸ
１＿４の中で第１ホワイトハイ画素ＳＰＸ１＿４Ｈは第１ホワイト画素電圧ＷＨを第１ホ
ワイトハイ電圧ＷＨ＿Ｈとして受信して映像を表示する。第１ホワイトロー画素ＳＰＸ１
＿４Ｌは第１ホワイト画素電圧ＷＨを第１ホワイト画素電圧ＷＨより低い階調の第１ホワ
イトロー電圧ＷＨ＿Ｌに変換して映像を表示する。
【０１３２】
　第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２の中で第１グリーンハイ画素ＳＰＸ１＿２Ｈは第１グリ
ーン画素電圧ＧＬを第１グリーンハイ電圧ＧＬ＿Ｈとして受信して映像を表示する。第１
グリーンロー画素ＳＰＸ１＿２Ｌは第１グリーン画素電圧ＧＬを第１グリーン画素電圧よ
り低い階調の第１グリーンロー電圧ＧＬ＿Ｌに変換して映像を表示する。第１ブルー画素
ＳＰＸ１＿３の中で第１ブルーハイ画素ＳＰＸ１＿３Ｈは第１ブルー画素電圧ＢＬを第１
ブルーハイ電圧ＢＬ＿Ｈとして受信して映像を表示する。第１ブルーロー画素ＳＰＸ１＿
３Ｌは第１ブルー画素電圧ＢＬを第１ブルー画素電圧ＢＬより低い階調の第１ブルーロー
電圧ＢＬ＿Ｌに変換して映像を表示する。
【０１３３】
　第２レッド画素ＳＰＸ２＿１は第２レッドハイ画素ＳＰＸ２＿１Ｈ及び第２レッドロー
画素ＳＰＸ２＿１Ｌを含み、第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２は第２グリーンハイ画素ＳＰ
Ｘ２＿２Ｈ及び第２グリーンロー画素ＳＰＸ２＿２Ｌを含む。第２ブルー画素ＳＰＸ２＿
３は第２ブルーハイ画素ＳＰＸ２＿３Ｈ及び第２ブルーロー画素ＳＰＸ２＿３Ｌを含み、
第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は第２ホワイトハイ画素ＳＰＸ２＿４Ｈ及び第２ホワイト
ロー画素ＳＰＸ２＿４Ｌを含む。第２レッド画素ＳＰＸ２＿１及び第２ホワイト画素ＳＰ
Ｘ２＿４は第２ガンマカーブＧ２に基づいた第２レッド画素電圧ＲＬ及び第２ホワイト画
素電圧ＷＬを各々受信する。第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２及び第２ブルー画素ＳＰＸ２
＿３は第１ガンマカーブＧ１に基づいた第２グリーン画素電圧ＧＨ及び第２ブルー画素電
圧ＢＨを各々受信する。
【０１３４】
　第２レッド画素ＳＰＸ２＿１の中で第２レッドハイ画素ＳＰＸ２＿１Ｈは第２レッド画
素電圧ＲＬを第２レッドハイ電圧ＲＬ＿Ｈとして受信して映像を表示する。第２レッドロ
ー画素ＳＰＸ２＿１Ｌは第２レッド画素電圧ＲＬを第２レッド画素電圧ＲＬより低い階調
の第２レッドロー電圧ＲＬ＿Ｌに変換して映像を表示する。第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿
４の中で第２ホワイトハイ画素ＳＰＸ２＿４Ｈは第２ホワイト画素電圧ＷＬを第２ホワイ
トハイ電圧ＷＬ＿Ｈとして受信して映像を表示する。第２ホワイトロー画素ＳＰＸ２＿４
Ｌは第２ホワイト画素電圧ＷＬを第２ホワイト画素電圧ＷＬより低い階調の第２ホワイト
ロー電圧ＷＬ＿Ｌに変換して映像を表示する。
【０１３５】
　第２グリーン画素ＳＰＸ２＿２の中で第２グリーンハイ画素ＳＰＸ２＿２Ｈは第２グリ
ーン画素電圧ＧＨを第２グリーンハイ電圧ＧＨ＿Ｈとして受信して映像を表示する。第２
グリーンロー画素ＳＰＸ２＿２Ｌは第２グリーン画素電圧ＧＨを第２グリーン画素電圧Ｇ
Ｈより低い階調の第２グリーンロー電圧ＧＨ＿Ｌに変換して映像を表示する。第２ブルー
画素ＳＰＸ２＿３の中で第２ブルーハイ画素ＳＰＸ２＿３Ｈは第２ブルー画素電圧ＢＨを
第２ブルーハイ電圧ＢＨ＿Ｈとして受信して映像を表示する。第２ブルーロー画素ＳＰＸ
２＿３Ｌは第２ブルー画素電圧ＢＨを第２ブルー画素電圧ＢＨより低い階調の第２ブルー
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ロー電圧ＢＨ＿Ｌに変換して映像を表示する。
【０１３６】
　図１２Ａを参照すれば、第１レッド画素ＳＰＸ１＿１の第１レッドハイ画素ＳＰＸ１＿
１Ｈは第１薄膜トランジスタＴＲ１＿１、第１液晶キャパシタＣｌｃ１＿１、及び第１ス
トレージキャパシタＣｓｔ１＿１を含み、第１レッドロー画素ＳＰＸ１＿１Ｌは第２薄膜
トランジスタＴＲ１＿２、第２液晶キャパシタＣｌｃ１＿２、第２ストレージキャパシタ
Ｃｓｔ１＿２、及び第３薄膜トランジスタＴＲ１＿３を含む。
【０１３７】
　第１薄膜トランジスタＴＲ１＿１の第１ゲート電極は第ｋゲートラインＧＬkに連結さ
れ、第１薄膜トランジスタＴＲ１＿１の第１ソース電極は第ｉデータラインＤＬiに連結
され、第１薄膜トランジスタＴＲ１＿１の第１ドレーン電極は第１液晶キャパシタＣｌｃ
１＿１及び第１ストレージキャパシタＣｓｔ１＿１に連結される。
【０１３８】
　第１液晶キャパシタＣｌｃ１＿１の第１電極は第１薄膜トランジスタＴＲ１＿１の第１
ドレーン電極に連結され、第１液晶キャパシタＣｌｃ１＿１の第２電極は共通電圧Ｖｃｏ
ｍを受信する。第１ストレージキャパシタＣｓｔ１＿１の第１電極は第１薄膜トランジス
タＴＲ１＿１の第１ドレーン電極に連結され、第１ストレージキャパシタＣｓｔ１＿１の
第２電極はストレージ電圧Ｖｃｓｔを受信する。
【０１３９】
　第２薄膜トランジスタＴＲ１＿２の第２ゲート電極は第ｋゲートラインＧＬkに連結さ
れ、第２薄膜トランジスタＴＲ１＿２の第２ソース電極は第ｉデータラインＤＬiに連結
され、第２薄膜トランジスタＴＲ１＿２の第２ドレーン電極は第２液晶キャパシタＣｌｃ
１＿２及び第２ストレージキャパシタＣｓｔ１＿２に連結される。
【０１４０】
　第２液晶キャパシタＣｌｃ１＿２の第１電極は第２薄膜トランジスタＴＲ１＿２の第２
ドレーン電極に連結され、第２液晶キャパシタＣｌｃ１＿２の第２電極は共通電圧Ｖｃｏ
ｍを受信する。第２ストレージキャパシタＣｓｔ１＿２の第１電極は第２薄膜トランジス
タＴＲ１＿２の第２ドレーン電極に連結され、第２ストレージキャパシタＣｓｔ１＿２の
第２電極はストレージ電圧Ｖｃｓｔを受信する。
【０１４１】
　第３薄膜トランジスタＴＲ１＿３の第３ゲート電極は第ｋゲートラインＧＬkに連結さ
れ、第３薄膜トランジスタＴＲ１＿３の第３ソース電極はストレージ電圧Ｖｃｓｔを受信
し、第３薄膜トランジスタＴＲ１＿３の第３ドレーン電極は第２薄膜トランジスタＴＲ１
＿２の第２ドレーン電極と電気的に連結される。
【０１４２】
　第１乃至第３薄膜トランジスタＴＲ１＿１～ＴＲ１＿３は第ｋゲートラインＧＬkを通
じて提供されたゲート信号によってターンオンされる。第ｉデータラインＤＬiを通じて
提供された第１レッド画素電圧ＲＨはターンオンされた第１薄膜トランジスタＴＲ１＿１
を通じて第１液晶キャパシタＣｌｃ１＿１の第１電極に提供される。第１液晶キャパシタ
Ｃｌｃ１＿１には第１レッド画素電圧ＲＨと共通電圧Ｖｃｏｍとのレベル差に対応される
第１レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈが充電される。第１レッド画素電圧ＲＨはターンオンされた
第２薄膜トランジスタＴＲ１＿２を通じて第２液晶キャパシタＣｌｃ１＿２の第１電極に
提供される。第１レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈは共通電圧Ｖｃｏｍを基準として正極性及び負
極性の中でいずれか１つの極性を有する。
【０１４３】
　共通電圧Ｖｃｏｍはストレージ電圧Ｖｃｓｔと実質的に同一の電圧を有する。ストレー
ジ電圧Ｖｃｓｔはターンオンされた第３薄膜トランジスタＴＲ１＿３を通じて第２液晶キ
ャパシタＣｌｃ１＿２の第１電極に提供される。第２薄膜トランジスタＴＲ１＿２の第２
ドレーン電極及び第３薄膜トランジスタＴＲ１＿３の第３ドレーン電極が連結された接点
ノードＣＮでの電圧（以下、分配電圧）は第２及び第３薄膜トランジスタＴＲ１＿２、Ｔ
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Ｒ１＿３のターンオンの時、抵抗値によって分配された電圧である。即ち、分配電圧はタ
ーンオンされた第２薄膜トランジスタＴＲ１＿２を通じて提供される第１レッド画素電圧
ＲＨ及び第３薄膜トランジスタＴＲ１＿３を通じて提供されるストレージ電圧Ｖｃｓｔの
間の値を有する。したがって、第２液晶キャパシタＣｌｃ１＿２には分配電圧と共通電圧
Ｖｃｏｍとのレベル差に対応する第１レッドロー電圧ＲＨ＿Ｌが充電される。
【０１４４】
　第１液晶キャパシタＣｌｃ１＿１と第２液晶キャパシタＣｌｃ１＿２とに各々充電され
る第１レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈと第１レッドロー電圧ＲＨ＿Ｌとは互に異なる大きさを有
するので、第１レッドハイ画素ＳＰＸ１＿１Ｈが表示する階調は第１レッドロー画素ＳＰ
Ｘ１＿１Ｌが表示する階調と互いに異なる。
【０１４５】
　このように、第１レッド画素ＳＰＸ１＿１は互に異なる階調の映像を表示する２つの領
域に分離される視認性画素構造を有する。したがって、第１レッド画素ＳＰＸ１＿１の側
面視認性を向上させることができる。
【０１４６】
　図１２Ａでは第１レッド画素ＳＰＸ１＿１の等価回路のみを図示したが、第１グリーン
画素ＳＰＸ１＿２、第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３、及び第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４は
第１レッド画素ＳＰＸ１＿１と各々類似な回路構造を有する。したがって、第１レッド画
素ＳＰＸ１＿１のみならず、第１グリーン、第１ブルー、及び第１ホワイト画素ＳＰＸ１
＿２、ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿４もやはり視認性画素構造として形成されて第１画素群
ＰＸ１の全体的な側面視認性を向上させることができる。
【０１４７】
　図１２Ｂを参照すれば、第２レッド画素ＳＰＸ２＿１の第２レッドハイ画素ＳＰＸ２＿
１Ｈは第４薄膜トランジスタＴＲ２＿１、第３液晶キャパシタＣｌｃ２＿１、及び第３ス
トレージキャパシタＣｓｔ２＿１を含み、第２レッドロー画素ＳＰＸ２＿１Ｌは第５薄膜
トランジスタＴＲ２＿２、第４液晶キャパシタＣｌｃ２＿２、第４ストレージキャパシタ
Ｃｓｔ２＿２、及び第６薄膜トランジスタＴＲ２＿３を含む。
【０１４８】
　第２レッド画素ＳＰＸ２＿１の等価回路は第１レッド画素ＳＰＸ１＿１の等価回路と類
似である。但し、第１レッド画素ＳＰＸ１－１に印加される第１レッド画素電圧ＲＨは第
１ガンマカーブＧ１に基づいて生成された電圧であるが、第２レッド画素ＳＰＸ２＿１に
印加される第２レッド画素電圧ＲＬは第２ガンマカーブＧ２に基づいて生成された電圧で
ある。
【０１４９】
　第２レッド画素ＳＰＸ２＿１は第２レッドハイ画素ＳＰＸ２＿１Ｈ及び第２レッドロー
画素ＳＰＸ２＿１Ｌを含む。第２レッドハイ画素ＳＰＸ２＿１Ｈの第３液晶キャパシタＣ
ｌｃ２＿１と第２レッドロー画素ＳＰＸ２＿１Ｌの第４液晶キャパシタＣｌｃ２＿２とに
各々充電される第２レッドハイ電圧ＲＬ＿Ｈと第２レッドロー電圧ＲＬ＿Ｌとは互に異な
る大きさを有する。したがって、第２レッドハイ画素ＳＰＸ２＿１Ｈが表示する階調は第
２レッドロー画素ＳＰＸ２＿１Ｌが表示する階調と互いに異なる。第２レッド画素ＳＰＸ
２＿１は互に異なる階調の映像を表示する２つの領域に分離される視認性画素構造を有す
る。したがって、第２レッド画素ＳＰＸ１＿１の側面視認性を向上させることができる。
【０１５０】
　図１２Ｂでは第２レッド画素ＳＰＸ２＿１の等価回路のみを図示したが、第２グリーン
画素ＳＰＸ２＿２、第２ブルー画素ＳＰＸ２＿３、及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は
第２レッド画素ＳＰＸ２＿１と各々類似な回路構造を有する。したがって、第２レッド画
素ＳＰＸ２＿１のみならず、第２グリーン、第２ブルー、及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２
＿２、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２＿４もやはり視認性画素構造に形成されて第２画素群ＰＸ
２の全体的な側面視認性を向上させることができる。
【０１５１】
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　図１２Ａ及び図１２Ｂでは抵抗分配タイプの視認性画素の等価回路を図示したが、視認
性画素は抵抗分配タイプ以外にもロー画素に印加される電圧をハイ画素に印加される電圧
よりダウンさせるための様々な方式、例えばチャージシェアリング方式タイプ等の等価回
路構成を有してもよい。
【０１５２】
　図１３は図１１に示された第１及び第２レッド画素に該当するガンマ曲線を示したグラ
フである。
【０１５３】
　図１３を参照すれば、第１ガンマ曲線Ｇ１は第１レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈを生成するた
めに使われる輝度情報を含み、第２ガンマ曲線Ｇ２は第２レッドハイ電圧ＲＬ＿Ｈを生成
するために使われる輝度情報を含む。
【０１５４】
　第３ガンマ曲線Ｇ３は同一階調上で第１ガンマ曲線Ｇ１より低い輝度値を有し、第１レ
ッドロー電圧ＲＨ＿Ｌは第１レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈを第３ガンマ曲線Ｇ３に基づいて階
調変換した値によって定義される。第４ガンマ曲線Ｇ４は同一階調上で第２ガンマ曲線Ｇ
２より低い輝度値を有し、第２レッドロー電圧ＲＬ＿Ｌは第２レッドハイ電圧ＲＬ＿Ｈを
第４ガンマ曲線Ｇ４に基づいて階調変換した値によって定義される。
【０１５５】
　再び図１１を参照すれば、各画素行ＰＲを基準にした場合、第１方向Ｄ１に第１レッド
画素ＳＰＸ１＿１及び第２レッド画素ＳＰＸ２＿１が交互に配置されてもよい。第１及び
第２グリーン画素ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ２＿２もやはり各画素行ＰＲ内で第１方向Ｄ１に
交互に配置され、第１及び第２ブルー画素ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ２＿３も各画素行ＰＲ内
で第１方向Ｄ１に交互に配置されてもよい。
【０１５６】
　したがって、同一カラーを基準にした場合、第１ガンマカーブＧ１に基づいたハイ画素
と第２ガンマカーブＧ２に基づいたロー画素とが第１及び第２方向Ｄ１、Ｄ２に空間的に
分離されて配置される。
【０１５７】
　また、ハイ及びロー画素の各々は相対的に高輝度を有する高階調領域及び相対的に低輝
度を有する低階調領域に分離される。したがって、表示装置を平面から見た時、同一カラ
ーを有する２つの画素が第１乃至第４ガンマカーブＧ１～Ｇ４に各々対応する４つの階調
領域に分割される効果が示される。
【０１５８】
　特に、ホワイトカラーを基準にした場合、第１ガンマカーブＧ１に基づいた第１ホワイ
ト画素ＳＰＸ１＿４及び第２ガンマカーブＧ２に基づいた第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４
が具備される。第１及び第２ホワイト画素ＳＰＸ１＿４、ＳＰＸ２＿４は各画素行ＰＲ内
で第１方向Ｄ１に交互に配置される。
【０１５９】
　また、第１及び第２ホワイト画素ＳＰＸ１＿４、ＳＰＸ２＿４の各々は相対的に高輝度
を有する高階調領域及び相対的に低輝度を有する低階調領域に分離される。したがって、
表示装置を平面から見た時、同一カラーを有する２つの画素が第１乃至第４ガンマカーブ
Ｇ１～Ｇ４に各々対応する４つの階調領域に分割される効果が示される。
【０１６０】
　したがって、各画素が２つの階調領域に分離される視認性構造を４ピクセルに適用しな
がら、ホワイトカラーの画素による側面での黄色味現象が図１に図示された画素構造に比
べて改善されることができる。
【０１６１】
　図１４は図１１に図示されたサブ画素行単位共通電圧のリップルオフセット構造を示し
た波形図である。
【０１６２】
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　図１１及び図１４を参照すれば、第ｋゲートラインＧＬｋに連結された奇数番目のサブ
画素行内で正極性の第１レッド画素電圧ＲＨ＋を受信する第１レッド画素ＳＰＸ１＿１と
負極性の第１レッド画素電圧ＲＨ－を受信する第１レッド画素ＳＰＸ１＿１が同一の個数
に配置される。また、正極性の第１レッド画素電圧ＲＨ＋は第１レッド画素ＳＰＸ１＿１
に印加された後、正極性の第１レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈ＋及び正極性の第１レッドロー電
圧ＲＨ＿Ｌ＋に分離される。負極性の第１レッド画素電圧ＲＨ－は第１レッド画素ＳＰＸ
１＿１に印加された後、負極性の第１レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈ－及び負極性の第１レッド
ロー電圧ＲＨ＿Ｌ－に分離される。
【０１６３】
　奇数番目のサブ画素行が駆動される区間の間に第１レッド画素に印加される正極性第１
レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈ＋と負極性第１レッドハイ電圧ＲＨ＿Ｈ－との合計がゼロ（０）
になり、正極性第１レッドロー電圧ＲＨ＿Ｌ＋と負極性第１レッドロー電圧ＲＨ＿Ｌ－と
の合計もやはりゼロ（０）になる。他のカラーの画素もやはり同一のパターンに電圧を受
信する。
【０１６４】
　第ｋ＋１ゲートラインＧＬｋ＋１に連結された偶数番目のサブ画素行内で正極性の第２
レッド画素電圧ＲＬ＋を受信する第２レッド画素ＳＰＸ２＿１と負極性の第２レッド画素
電圧ＲＬ－を受信する第２レッド画素ＳＰＸ２＿１とが同一の個数に配置される。また、
正極性の第２レッド画素電圧ＲＬ＋は第２レッド画素ＳＰＸ２＿１に印加された後、正極
性の第２レッドハイ電圧ＲＬ＿Ｈ＋及び正極性の第２レッドロー電圧ＲＬ＿Ｌ＋に分離さ
れる。負極性の第２レッド画素電圧ＲＬ－は第２レッド画素ＳＰＸ２＿１に印加された後
、負極性の第２レッドハイ電圧ＲＬ＿Ｈ－及び負極性の第２レッドロー電圧ＲＬ＿Ｌ＋に
分離される。
【０１６５】
　偶数番目のサブ画素行が駆動される区間の間に第２レッド画素に印加される正極性第２
レッドハイ電圧ＲＬ＿Ｈ＋と負極性第２レッドハイ電圧ＲＬ＿Ｈ－との合計がゼロ（０）
になり、正極性第２レッドロー電圧ＲＬ＿Ｌ＋と負極性第２レッドロー電圧ＲＬ＿Ｌ－と
の合計もやはりゼロ（０）になる。他のカラーの画素もやはり同一のパターンに電圧を受
信する。
【０１６６】
　したがって、正極性及び負極性を決定する基準になる共通電圧Ｖｃｏｍが各走査区間毎
に特定極性側に移動しなく、基準レベル（例えば、０ｖ）を維持することができる。
【０１６７】
　共通電圧Ｖｃｏｍが特定極性側に移動すれば、正極性の画素と負極性の画素との間に輝
度差が発生する。このように、４ピクセル構造で、同一カラーを有する画素の中で正極性
の画素と負極性の画素とが上記したサブ画素行内に互いに同一の個数に配置されることに
よって、共通電圧のシフトによる輝度ばらつきを除去することができる。
【０１６８】
　図１５は他の実施形態に係る視認性構造を有する表示装置の画素構造を示した平面図で
ある。
【０１６９】
　図１５を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る表示装置の第１画素群ＰＸ１は第１
レッド、第１グリーン、第１ブルー、及び第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２
、ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿４を含み、第２画素群ＰＸ２は第２レッド、第２グリーン、
第２ブルー、及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ
２＿４を含む。第１画素群ＰＸ１及び第２画素群ＰＸ２は第１方向Ｄ１に交互に配置され
る。
【０１７０】
　第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２の構造は図１０に図示された第１及び第２画素群の
構造と同一であるので、第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２の構造に対しては説明を省略
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する。
【０１７１】
　図１５で、第１画素群ＰＸ１の第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４は第１ガンマカーブ（Ｇ
１、図３に図示される）に基づいた第１ホワイト画素電圧ＷＨを受信する。第２画素群Ｐ
Ｘ２の第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は第２ガンマカーブ（Ｇ２、図３に図示される）に
基づいた第２ホワイト画素電圧ＷＬを受信する。
【０１７２】
　第１及び第２ホワイト画素電圧ＷＨ、ＷＬは第１及び第２ガンマカーブＧ１、Ｇ２に基
づいて各々変換された値であるので、同一階調で第１及び第２ホワイト画素電圧は互に異
なる電圧レベルを有する。したがって、同一階調で第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４は第２
ホワイト画素ＳＰＸ２＿４より高い透過率を有することができる。
【０１７３】
　したがって、各画素行内には第１ホワイト画素電圧ＷＨを受信する第１ホワイト画素Ｓ
ＰＸ１＿４と第２ホワイト画素電圧ＷＬを受信する第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４とが第
１方向Ｄ１に交互に配置されてもよい。特に、各画素行の第１サブ画素行ＳＲ１には第２
ホワイト画素電圧ＷＬを受信する第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４のみを具備され、第２サ
ブ画素行ＳＲ２には第１ホワイト画素電圧ＷＨを受信する第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４
のみを具備される。
【０１７４】
　また、互いに隣接する２つの画素列で第１ホワイト画素電圧ＷＨを受信する第１ホワイ
ト画素ＳＰＸ１＿４と第２ホワイト画素電圧ＷＬを受信する第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿
４とが第２方向Ｄ２に交互に配置されてもよい。
【０１７５】
　一方、第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４の中で第１ホワイトハイ画素ＳＰＸ１＿４Ｈは第
１ホワイト画素電圧ＷＨを第１ホワイトハイ電圧ＷＨ＿Ｈとして受信して映像を表示する
。第１ホワイトロー画素ＳＰＸ１＿４Ｌは第１ホワイト画素電圧ＷＨを第１ホワイト画素
電圧ＷＨより低い階調の第１ホワイトロー電圧ＷＨ＿Ｌに変換して映像を表示する。第２
ホワイト画素ＳＰＸ２＿４の中で第２ホワイトハイ画素ＳＰＸ２＿４Ｈは第２ホワイト画
素電圧ＷＬを第２ホワイトハイ電圧ＷＬ＿Ｈとして受信し、第１ホワイトロー画素ＳＰＸ
２＿４Ｌは第２ホワイト画素電圧ＷＬを第２ホワイト電圧ＷＬより低い階調の第２ホワイ
トロー電圧ＷＬ＿Ｌに変換して映像を表示する。
【０１７６】
　ホワイトカラーを有する画素が各画素群に追加される４ピクセル構造は表示装置の全体
的な輝度を向上させるが、側面から見た時、黄色味（ｙｅｌｌｏｗｉｓｈ）を示す現象を
発生することができる。この場合、ホワイトカラーを有する画素を第１ガンマカーブに基
づいた第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４と第２ガンマカーブに基づいた第２ホワイト画素Ｓ
ＰＸ２＿４とに空間的に分離して駆動する。そうすると、側面での黄色味現象を減少する
ことができ、４ピクセル構造を有する表示装置の全体的な側面視認性を改善することがで
きる。
【０１７７】
　一方、第１レッド画素ＳＰＸ１＿１と第２レッド画素ＳＰＸ２＿１とは同一ガンマカー
ブに基づいて生成されたレッド画素電圧を受信する。第１及び第２レッドハイ画素ＳＰＸ
１＿１Ｈ、ＳＰＸ２＿１Ｈはレッド画素電圧をレッドハイ電圧ＲＨとして受信して映像を
表示し、第１及び第２レッドロー画素ＳＰＸ１＿１Ｌ、ＳＰＸ２＿１Ｌはレッド画素電圧
をレッドハイ電圧ＲＨより低い階調のレッドロー電圧ＲＬに変換して映像を表示する。
【０１７８】
　第１及び第２グリーン画素ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ２＿２もやはり同一ガンマカーブに基
づいて生成されたグリーン画素電圧を受信し、第１及び第２ブルー画素ＳＰＸ１＿３、Ｓ
ＰＸ２＿３もやはり同一ガンマカーブに基づいて生成されたブルー画素電圧を受信する。
【０１７９】
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　画素の配置構造は図１５の場合に制限されることではなく、多様な形態に変更されるこ
とができる。即ち、第１ホワイトハイ電圧ＷＨ＿Ｈ及び第１ホワイトロー電圧ＷＨ＿Ｌを
利用して映像を表示する画素と第２ホワイトハイ電圧ＷＬ＿Ｈ及び第２ホワイトロー電圧
ＷＬ＿Ｌを利用して映像を表示する画素が第１方向Ｄ１又は第２方向Ｄ２に交互に配置で
きる範囲内で多様に変形可能である。
【０１８０】
　図１６は本発明の他の実施形態に係る４ピクセル構造を有する表示装置の平面図である
。
【０１８１】
　図１６を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る表示装置は複数の画素群を含み、複
数の画素群は奇数番目の画素行で第１方向Ｄ１に配列される第１画素群ＰＸ１及び偶数番
目の画素行で第１方向Ｄ１に配列される第２画素群ＰＸ２を含む。第１画素群ＰＸ１は第
１方向Ｄ１に順次的に配列される第１レッド、第１グリーン、第１ブルー、及び第１ホワ
イト画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿４を含む。第２画素群
ＰＸは第１方向Ｄ１に順次的に配列される第２レッド、第２グリーン、第２ブルー、及び
第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２＿４を含む。同
一サブ画素列には同一カラーを有する画素が配置されてもよい。
【０１８２】
　奇数番目の画素行が駆動される走査区間の間に第１レッド及び第１ブルー画素ＳＰＸ１
＿１、ＳＰＸ１＿３は第１ガンマカーブ（Ｇ１、図３に図示される）に基づいたレッド及
びブルーハイ電圧Ｒ＿Ｈ、Ｂ＿Ｈを各々受信し、第１グリーン及び第１ホワイト画素ＳＰ
Ｘ１＿２、ＳＰＸ１＿４は第２ガンマカーブ（Ｇ２、図３に図示される）に基づいたグリ
ーン及びホワイトロー電圧Ｇ＿Ｌ、Ｗ＿Ｌを各々受信する。偶数番目の画素行が駆動され
る走査区間の間に第２レッド及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿３は第２ガン
マカーブＧ２に基づいたレッド及びブルーロー電圧Ｒ＿Ｌ、Ｂ＿Ｌを各々受信し、第２グ
リーン及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿４は第１ガンマカーブＧ１に基づ
いたグリーン及びホワイトハイ電圧Ｇ＿Ｈ、Ｗ＿Ｈを各々受信する。
【０１８３】
　したがって、各画素行内にはハイ電圧を受信する画素とロー電圧を受信する画素が交互
に具備され、各サブ画素列内にはハイ電圧を受信する画素とロー電圧を受信する画素とが
交互に具備される。
【０１８４】
　第１及び第２方向Ｄ１、Ｄ２に互いに隣接する画素に互に異なるガンマカーブＧ１、Ｇ
２に基づいたデータを印加することによって、各画素を２つの階調領域に分割しなくとも
、表示装置の側面視認性が改善される効果を有することができる。
【０１８５】
　図１７は本発明のその他の実施形態に係る４ピクセル構造を有する表示装置の平面図で
ある。
【０１８６】
　図１７を参照すれば、本発明のその他の実施形態に係る表示装置は複数の画素群を含み
、複数の画素群は奇数番目の画素行で第１方向Ｄ１に配列される第１画素群ＰＸ１及び偶
数番目の画素行で第１方向Ｄ１に配列される第２画素群ＰＸ２を含む。第１画素群ＰＸ１
は第１方向に順次的に配列される第１レッド、第１グリーン、第１ブルー、及び第１ホワ
イト画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿４を含む。第２画素群
ＰＸ２は第１方向Ｄ１に順次的に配列される第２レッド、第２グリーン、第２ブルー、及
び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２＿４を含む。
同一サブ画素列には同一カラーを有する画素が配置されてもよい。
【０１８７】
　奇数番目の画素行が駆動される走査区間の間に第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４はホワイ
トハイ電圧Ｗ＿Ｈを受信する。また、偶数番目の画素行が駆動される走査区間の間に第２
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ホワイト画素ＳＰＸ２＿４はホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌを受信する。
【０１８８】
　したがって、各サブ画素行内にはホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈを受信する第１ホワイト画素
ＳＰＸ１＿４とホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌを受信する第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４とが交
互に具備される。また、４ｎ番目のサブ画素列内にはホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈを受信する
第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４とホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌを受信する第２ホワイト画素Ｓ
ＰＸ２＿４とが交互に具備される。
【０１８９】
　第１及び第２方向Ｄ１、Ｄ２に互いに隣接する第１及び第２ホワイト画素ＳＰＸ１＿４
、ＳＰＸ２＿４に互に異なるガンマカーブに基づいたデータを印加することによって、第
１及び第２ホワイト画素ＳＰＸ１＿４、ＳＰＸ２＿４の各々を２つの階調領域に分割しな
くとも、表示装置の側面視認性が改善される効果を有することができる。
【０１９０】
　図１８は本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
【０１９１】
　図１８を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る表示装置は第１方向Ｄ１及び第２方
向Ｄ２に反複して配列される第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２を含む。第１画素群ＰＸ
１は第１方向Ｄ１に順次的に配列された第１レッド、第１グリーン、及び第１ブルー画素
ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿３を含む。第２画素群ＰＸ２は第１方向Ｄ１に
順次的に配列された第２レッド、第２グリーン、及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰ
Ｘ２＿２、ＳＰＸ２＿３を含む。同一サブ画素列には同一カラーを有する画素が配置され
てもよい。ここで、第１レッド、第１グリーン、及び第１ブルー画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰ
Ｘ１＿２、ＳＰＸ１＿３はレッド、グリーン、及びブルーカラーフィルターを各々含み、
第２レッド、第２グリーン、及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２
＿３はレッド、グリーン、及びブルーカラーフィルターを各々含む。
【０１９２】
　第１レッド、第１グリーン、及び第１ブルー画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ
１＿３の中で少なくとも１つはホワイト領域を含む。図１８では第１レッド、第１グリー
ン、及び第１ブルー画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿３の各々が第１乃至第
３ホワイト領域Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３を含む構造を一例として図示した。図面に示さなかった
が、第１乃至第３ホワイト領域Ｗ１～Ｗ３は第１レッド、第１グリーン、及び第１ブルー
画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿３に各々具備されるレッド、グリーン、及
びブルーカラーフィルターの一部をオープンされた開口領域によって定義される。
【０１９３】
　第２レッド、第２グリーン、及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ
２＿３の中で少なくとも１つはホワイト領域を含む。図１８では第２レッド、第２グリー
ン、及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３の各々が第４乃至第
６ホワイト領域Ｗ４、Ｗ５、Ｗ６を含む構造を一例として図示した。図面に示さなかった
が、第４乃至第６ホワイト領域Ｗ４～Ｗ６は第２レッド、第２グリーン、及び第２ブルー
画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３に各々具備されるレッド、グリーン、及
びブルーカラーフィルターの一部が各々オープンされた開口領域によって定義される。
【０１９４】
　したがって、各サブ画素行内には第１ガンマカーブＧ１に基づいたハイ電圧を受信する
画素と第２ガンマカーブＧ２に基づいたロー電圧を受信する画素とが交互に具備される。
また、各サブ画素列内にはハイ電圧を受信するハイ画素とロー電圧を受信するロー画素と
が交互に具備される。
【０１９５】
　第１及び第２方向Ｄ１、Ｄ２に互いに隣接する画素に互に異なるガンマカーブに基づい
たデータを印加することによって、各画素を２つの階調領域に分割しなくとも、表示装置
の側面視認性が改善される効果を有することができる。
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【０１９６】
　第１乃至第３ホワイト領域Ｗ１～Ｗ３の各々は該当画素に印加される電圧のガンマ特性
と同一のガンマ特性を有する。即ち、第１レッド画素ＳＰＸ１＿１が第１ガンマカーブＧ
１に基づいたレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈを受信する場合、第１ホワイト領域Ｗ１もやはり第１
ガンマカーブＧ１と同一のガンマ特性を有するホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈによって動作する
。反対に、第２レッド画素ＳＰＸ２＿１が第２ガンマカーブＧ２に基づいたレッドロー電
圧Ｒ＿Ｌを受信する場合、第４ホワイト領域Ｗ４は第２ガンマカーブＧ２と同一のガンマ
特性を有するホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌによって動作する。
【０１９７】
　したがって、第１レッド、第１グリーン、及び第１ブルー画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１
＿２、ＳＰＸ１＿３が第１方向Ｄ１に交互に他のガンマ特性を有するように駆動される場
合、各画素内に位置する第１乃至第３ホワイト領域Ｗ１～Ｗ３も第１方向Ｄ１に交互に異
なるガンマ特性を有する。
【０１９８】
　各画素にホワイト領域が具備された構造でも隣接する２つの画素が互に異なるガンマ特
性を有するように駆動させることによって、ホワイト領域やはり画素単位に互に異なるガ
ンマ特性を有することができる。したがって、各画素にホワイト領域が具備された構造で
発生できる側面黄色味現象を改善することができる。
【０１９９】
　図１９は本発明のその他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
図２０Ａは図１９に示された第１レッドサブ画素及び第１ホワイト画素を示した等価回路
図であり、図２０Ｂは図１９に示された第２レッドサブ画素及び第２ホワイトサブ画素を
示した等価回路図である。
【０２００】
　図１９を参照すれば、本発明のその他の実施形態に係る表示装置は第１方向Ｄ１及び第
２方向Ｄ２に交互に配列される第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２を含む。第１画素群Ｐ
Ｘ１は第１方向Ｄ１に順次的に配列された第１乃至第３画素ＳＰＸ１、ＳＰＸ２、ＳＰＸ
３を含み、第２画素群ＰＸ２は第１方向Ｄ１に順次的に配列された第４乃至第６画素ＳＰ
Ｘ４、ＳＰＸ５、ＳＰＸ６を含む。
【０２０１】
　第１画素ＳＰＸ１は第１レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿１及び第１ホワイトサブ画素ＳＰＸ
Ｗ＿１を含み、第２画素ＳＰＸ２は第１グリーンサブ画素ＳＰＸＧ＿１及び第２ホワイト
サブ画素ＳＰＸＷ＿２を含み、第３画素ＳＰＸ３は第１ブルーサブ画素ＳＰＸＢ＿１及び
第３ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿３を含む。第４画素ＳＰＸ４は第２レッドサブ画素ＳＰ
ＸＲ＿２及び第４ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿４を含み、第５画素ＳＰＸ５は第２グリー
ンサブ画素ＳＰＸＧ＿２及び第５ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿５を含み、第６画素ＳＰＸ
６は第２ブルーサブ画素ＳＰＸＢ＿２及び第６ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿６を含む。
【０２０２】
　第１、第３、及び第５画素ＳＰＸ１、ＳＰＸ３、ＳＰＸ５は第１ガンマカーブＧ１に基
づいたレッド、グリーン、及びブルーハイ電圧Ｒ＿Ｈ、Ｇ＿Ｈ、Ｂ＿Ｈを受信し、第２、
第４、及び第６画素ＳＰＸ２、ＳＰＸ４、ＳＰＸ６は第２ガンマカーブＧ２に基づいたレ
ッド、グリーン、及びブルーロー電圧Ｒ＿Ｌ、Ｇ＿Ｌ、Ｂ＿Ｌを受信する。
【０２０３】
　図１９及び図２０Ａを参照すれば、第１画素ＳＰＸ１の第１レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿
１は第１薄膜トランジスタＴＲ１＿１、第１液晶キャパシタＣｌｃ１＿１、及び第１スト
レージキャパシタＣｓｔ１＿１を含む。第１レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿１の回路構造は図
１２Ａに図示された第１レッドハイ画素ＳＰＸ１＿１Ｈと同一の構造を有するので、第１
レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿１の回路構成に対する具体的に説明は省略する。第１画素ＳＰ
Ｘ１の第１ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿１は第２薄膜トランジスタＴＲ１＿２、第２液晶
キャパシタＣｌｃ１＿２、第２ストレージキャパシタＣｓｔ１＿２、及び第３薄膜トラン
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ジスタＴＲ１＿３を含む。第１ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿１の回路構造は図１２Ａに図
示された第１レッドロー画素ＳＰＸ１＿１Ｌと同一の構造を有するので、第１ホワイトサ
ブ画素ＳＰＸＷ＿１の回路構成に対する具体的に説明は省略する。
【０２０４】
　第１レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿１は第１薄膜トランジスタＴＲ１＿１を通じて受信した
レッドハイ電圧Ｒ＿Ｈを第１液晶キャパシタＣｌｃ１＿１に充電する。第１画素ＳＰＸ１
の第１ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿１では第２薄膜トランジスタＴＲ１＿２を通じて受信
したレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈが第３薄膜トランジスタＴＲ１＿３によって電圧分配される。
したがって、レッドハイ電圧Ｒ＿Ｈよりは低い階調を有するホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈが第
２液晶キャパシタＣｌｃ１＿２に充電される。
【０２０５】
　図１９及び図２０Ｂを参照すれば、第４画素ＳＰＸ４の第２レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿
２は第１薄膜トランジスタＴＲ２＿１、第１液晶キャパシタＣｌｃ２＿１、及び第１スト
レージキャパシタＣｓｔ２＿１を含む。第２レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿２の回路構造は図
１２Ｂに図示された第２レッドハイ画素ＳＰＸ２＿１Ｈと同一の構造を有するので、第２
レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿２の回路構成に対する具体的に説明は省略する。第４画素ＳＰ
Ｘ４の第４ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿４は第２薄膜トランジスタＴＲ２＿２、第２液晶
キャパシタＣｌｃ２＿２、第２ストレージキャパシタＣｓｔ２＿２、及び第３薄膜トラン
ジスタＴＲ２＿３を含む。第４ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿４の回路構造は図１２Ｂに図
示された第２レッドロー画素ＳＰＸ２＿１Ｌと同一の構造を有するので、第４ホワイトサ
ブ画素ＳＰＸＷ＿４の回路構成に対する具体的に説明は省略する。
【０２０６】
　第２レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿２は第１薄膜トランジスタＴＲ２＿１を通じて受信した
レッドロー電圧Ｒ＿Ｌを第１液晶キャパシタＣｌｃ２＿１に充電する。第４ホワイトサブ
画素ＳＰＸＷ＿４では第２薄膜トランジスタＴＲ２＿２を通じて受信したレッドロー電圧
Ｒ＿Ｌが第３薄膜トランジスタＴＲ２＿３によって電圧分配される。したがって、レッド
ロー電圧Ｒ＿Ｌよりは低い階調を有するホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌが第２液晶キャパシタＣ
ｌｃ２＿２に充電される。
【０２０７】
　図２０Ａ及び図２０Ｂではレッドカラーを有する第１及び第４画素ＳＰＸ１、ＳＰＸ４
に対して図示したが、グリーンカラーを有する第２及び第５画素ＳＰＸ２、ＳＰＸ５とブ
ルーカラーを有する第３及び第６画素ＳＰＸ３、ＳＰＸ６もやはり同一の回路構成からな
されて類似に動作することができる。
【０２０８】
　図２１は本発明のその他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
図２２Ａは図２１に図示された第１レッドサブ画素及び第１ホワイトサブ画素を示した等
価回路図であり、図２２Ｂは図２１に図示された第２レッドサブ画素及び第４ホワイトサ
ブ画素を示した等価回路図である。
【０２０９】
　図２１を参照すれば、本発明のその他の実施形態に係る表示装置は第１方向Ｄ１及び第
２方向Ｄ２に交互に配列される第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２を含む。第１画素群Ｐ
Ｘ１は第１方向Ｄ１に順次的に配列された第１乃至第３画素ＳＰＸ１、ＳＰＸ２、ＳＰＸ
３を含み、第２画素群ＰＸ２は第１方向Ｄ１に順次的に配列された第４乃至第６画素ＳＰ
Ｘ４、ＳＰＸ５、ＳＰＸ６を含む。
【０２１０】
　第１画素ＳＰＸ１は第１レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿１及び第１ホワイトサブ画素ＳＰＸ
Ｗ＿１を含み、第２画素ＳＰＸ２は第１グリーンサブ画素ＳＰＸＧ＿１及び第２ホワイト
サブ画素ＳＰＸＷ＿２を含み、第３画素ＳＰＸ３は第１ブルーサブ画素ＳＰＸＢ＿１及び
第３ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿３を含む。第４画素ＳＰＸ４は第２レッドサブ画素ＳＰ
ＸＲ＿２及び第４ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿４を含み、第５画素ＳＰＸ５は第２グリー
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ンサブ画素ＳＰＸＧ＿２及び第５ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿５を含み、第６画素ＳＰＸ
６は第２ブルーサブ画素ＳＰＸＢ＿２及び第６ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿６を含む。
【０２１１】
　図２１及び図２２Ａを参照すれば、第１レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿１は第１薄膜トラン
ジスタＴＲ１＿１を通じて受信したレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈを第１液晶キャパシタＣｌｃ１
＿１に充電する。第１画素群ＰＸ１の第１ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿１では第２薄膜ト
ランジスタＴＲ１＿１を通じて受信したレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈが第３薄膜トランジスタＴ
Ｒ１＿３によって電圧分配される。したがって、レッドハイ電圧Ｒ＿Ｈよりは低い階調を
有するホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌが第２液晶キャパシタＣｌｃ１＿２に充電される。
【０２１２】
　図２１及び図２２Ｂを参照すれば、第４ホワイトサブ画素ＳＰＸＷ＿４は第１薄膜トラ
ンジスタＴＲ２＿１を通じて受信したレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈをホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈと
して第１液晶キャパシタＣｌｃ２＿１に充電する。第２レッドサブ画素ＳＰＸＲ＿２では
第２薄膜トランジスタＴＲ２＿２を通じて受信したレッドハイ電圧Ｒ＿Ｈが第３薄膜トラ
ンジスタＴＲ２＿３によって電圧分配される。したがって、レッドハイ電圧Ｒ＿Ｈよりは
低い階調を有するレッドロー電圧Ｒ＿Ｌが第２液晶キャパシタＣｌｃ２＿２に充電される
。
【０２１３】
　図２２Ａ及び図２２Ｂではレッドカラーを有する第１及び第４画素ＳＰＸ１、ＳＰＸ４
に対して図示したが、グリーンカラーを有する第２及び第５画素ＳＰＸ２、ＳＰＸ５とブ
ルーカラーを有する第３及び第６画素ＳＰＸ３、ＳＰＸ６もやはり同一の回路構成からな
されて類似に動作することができる。
【０２１４】
　図２１乃至図２２Ｂは各画素別に互に異なるガンマカーブに基づいたガンマ変換を実施
しなくとも、各画素にホワイト領域が具備された構造でも隣接する２つの画素が互に異な
るガンマ特性を有するように駆動させることができる。したがって、各画素にホワイト領
域が具備された構造で発生できる側面黄色味現象を改善することができる。
【０２１５】
　図２３は本発明の他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
【０２１６】
　図２３を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る表示装置で、複数の画素群の中で第
１画素群ＰＸ１は第１レッド、第１グリーン、第１ブルー、及び第１ホワイト画素ＳＰＸ
１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿４を含む。複数の画素群の中で第２画
素群ＰＸ２は第２レッド、第２グリーン、第２ブルー、及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿
１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２＿４を含む。第１画素群ＰＸ１及び第２画素
群ＰＸ２は第１方向Ｄ１及び第２方向Ｄ２の中で少なくとも１つの方向に隣接して具備さ
れる。図２３では第１及び第２画素群ＰＸ１、ＰＸ２が第１方向Ｄ１に交互に配置された
構造を図示した。
【０２１７】
　第１レッド、第１グリーン、及び第１ブルー画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ
１＿３はレッド、グリーン、及びブルーカラーフィルターを各々含み、第２レッド、第２
グリーン、及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３はレッド、グ
リーン、及びブルーカラーフィルターを各々含む。第１及び第２ホワイト画素ＳＰＸ１＿
４、ＳＰＸ２＿４の各々はホワイトカラーを表示する第１領域Ａ１及びプライマリーカラ
ーを表示する第２領域Ａ２を含む。第２領域Ａ２はレッド、グリーン、及びブルーカラー
の中で少なくとも１つのカラーを表示することができる。本発明の一例として、図２３で
は第２領域Ａ２にレッド、グリーン、及びブルーカラーフィルターの中でブルーカラーフ
ィルターが具備された構造を図示した。しかし、第２領域Ａ２にはブルーカラーフィルタ
ーその以外にレッド、又はグリーンカラーフィルターが具備されるか、或いはレッド、グ
リーン、及びブルーカラーフィルターの中で少なくとも２つのカラーフィルターが具備さ
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れる。
【０２１８】
　画素行ＰＲの各々は第１及び第２サブ画素行ＳＲ１、ＳＲ２を含む。第１画素群ＰＸ１
の第１レッド画素ＳＰＸ１＿１及び第１グリーン画素ＳＰＸ１＿２は第１サブ画素行ＳＲ
１に配置され、第１画素群ＰＸ１の第１ブルー画素ＳＰＸ１＿３及び第１ホワイト画素Ｓ
ＰＸ１＿４は第２サブ画素行ＳＲ２に配置される。これと反対に、第２画素群ＰＸ２の第
２ブルー画素ＳＰＸ２＿３及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４は第１サブ画素行ＳＲ１に
配置され、第２画素群ＰＸ２の第２レッド画素ＳＰＸ２＿１及び第２グリーン画素ＳＰＸ
２＿２は第２サブ画素行ＳＲ２に配置される。
【０２１９】
　したがって、各画素行ＰＲを基準にした場合、第１方向Ｄ１に第１ホワイト画素ＳＰＸ
１＿４及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４が交互に配置されてもよい。
【０２２０】
　各画素行ＰＲで、第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４には第１ガンマカーブ（Ｇ１、図３に
図示される）に基づいて生成されたホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈが印加され、第２ホワイト画
素ＳＰＸ２＿４には第２ガンマカーブ（Ｇ２、図３に図示される）に基づいて生成された
ホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌが印加される。
【０２２１】
　したがって、各画素行ＰＲ内にはホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈを受信する画素とホワイトロ
ー電圧Ｗ＿Ｌを受信する画素とが第１方向Ｄ１に交互に配置される。特に、各画素行ＰＲ
の第１サブ画素行ＳＲ１にはホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌを受信する画素のみを具備され、第
２サブ画素行ＳＲ２にはホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈを受信する画素のみを具備される。
【０２２２】
　図２４は本発明のその他の実施形態に係る表示装置の画素構造を示した平面図である。
【０２２３】
　図２４を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る表示装置で、複数の画素群の中で第
１画素群ＰＸ１は第１レッド、第１グリーン、第１ブルー、及び第１ホワイト画素ＳＰＸ
１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ１＿３、ＳＰＸ１＿４を含む。複数の画素群の中で第２画
素群ＰＸ２は第２レッド、第２グリーン、第２ブルー、及び第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿
１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３、ＳＰＸ２＿４を含む。
【０２２４】
　第１レッド、第１グリーン、及び第１ブルー画素ＳＰＸ１＿１、ＳＰＸ１＿２、ＳＰＸ
１＿３はレッド、グリーン、及びブルーカラーフィルターを各々含み、第２レッド、第２
グリーン、及び第２ブルー画素ＳＰＸ２＿１、ＳＰＸ２＿２、ＳＰＸ２＿３はレッド、グ
リーン、及びブルーカラーフィルターを各々含む。
【０２２５】
　第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４はホワイトカラーを表示する第１領域Ａ１及びプライマ
リーカラーを表示する第２領域Ａ２を含む。第２領域Ａ２はレッド、グリーン、及びブル
ーカラーの中で少なくとも１つのカラーを表示する。
【０２２６】
　第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４はホワイトカラーを表示する第１領域Ａ１のみを含む。
第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４には第１ガンマカーブ（Ｇ１、図３に図示される）に基づ
いて生成されたホワイトハイ電圧Ｗ＿Ｈが印加される。第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４に
は第２ガンマカーブ（Ｇ２、図３に図示される）に基づいて生成されたホワイトロー電圧
Ｗ＿Ｌが印加される。即ち、第２領域を含む第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４にホワイトハ
イ電圧を印加し、第１領域のみを含む第１ホワイト画素ＳＰＸ１＿４にホワイトロー電圧
を印加する。
【０２２７】
　しかし、本発明の他の一例として、第２領域Ａ２を含む第２ホワイト画素ＳＰＸ２＿４
にホワイトロー電圧Ｗ＿Ｌが印加され、第１領域Ａ１のみを含む第１ホワイト画素ＳＰＸ
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【０２２８】
　また、第２領域Ａ２はレッド、グリーン、及びブルーカラーの中で少なくとも１つのカ
ラーを表示する。本発明の一例として、図２４では第２領域Ａ２にレッド、グリーン、及
びブルーカラーフィルターの中でブルーカラーフィルターが具備された構造を図示した。
しかし、第２領域Ａ２にはブルーカラーフィルターその以外にレッド、又はグリーンカラ
ーフィルターが具備されるか、或いはレッド、グリーン、及びブルーカラーフィルターの
中で少なくとも２つのカラーフィルターが具備される。
【０２２９】
　以上、実施形態を参照して説明したが、該当技術分野の熟練された当業者は下記の特許
請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修
正及び変更させ得ることを理解できる。
【符号の説明】
【０２３０】
　１３０        第１ルックアップテーブル
　１４０        第２ルックアップテーブル
　１２０        タイミングコントローラ
　１５０        ゲート駆動部
　１６０        データ駆動部

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０Ａ】

【図２０Ｂ】
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【図２１】 【図２２Ａ】

【図２２Ｂ】

【図２３】 【図２４】
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