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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】省スペース化、低電力化を図れる表示装置を提
供する。
【解決手段】表示を制御するための画像信号を記憶する
記憶回路部２１Ａと、記憶回路部２１Ａが記憶した画像
信号に基づいて表示制御をするアクティブ素子部２２Ｂ
とを表示の最小単位であるドット毎に備え、パネルの基
板上に、各ドットパターンに対応させて集積する。ＯＥ
Ｌ発光部２５Ａは、６つのＯＥＬ素子が各アクティブ素
子と接続されている。各ＯＥＬ素子の面積は、接続され
た各メモリセルの画像信号が示す値に対応し、その面積
比は、Ｓ１：Ｓ２：Ｓ３：Ｓ４：Ｓ５：Ｓ６＝１：２：
４：８：１６：３２となっており、面積に比例した明る
さで発光するように設定されている。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示の最小単位であるドットのアレイパターンに対応して複数のライト線及び複数のデ
ータ線を配線した各交点に備えられ、前記ライト線からライト信号が送信され、且つ、表
示を制御するためのデジタルデータ信号である画像信号が前記データ線から送信されたと
き、その画像信号を記憶する、１又は複数の記憶回路で構成される記憶部と、
　それぞれ、前記記憶部の各記憶回路とその記憶回路に記憶される画像信号が示す桁の値
に対応させた面積を有する電流駆動型発光素子とに接続された１又は複数の能動素子を備
え、前記各記憶回路に記憶された画像信号の値に基づいて前記電流駆動型発光素子の発光
を制御する表示制御部とをドット毎に備え、且つこれらを半導体又は絶縁体の基板上に配
置するようにしたことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記電流駆動型発光素子をＥＬ素子で構成したことを特徴とする請求項１記載の表示装
置。
【請求項３】
　前記電流駆動型発光素子を有機ＥＬ素子で構成したことを特徴とする請求項１記載の表
示装置。
【請求項４】
　表示の最小単位であるドットのアレイパターンに対応して複数のライト線及び複数のデ
ータ線を配線した各交点に備えられ、前記ライト線からライト信号が送信され、且つ、表
示を制御するためのデジタルデータ信号である画像信号が前記データ線から送信されたと
き、その画像信号を記憶する、１又は複数の記憶回路で構成される記憶部と、
　それぞれ、前記記憶部の各記憶回路とその記憶回路に記憶される画像信号が示す桁の値
に対応させた面積を有する液晶駆動部とに接続された１又は複数の能動素子とを備え、前
記各記憶回路に記憶された画像信号の値に基づいて液晶を用いた階調制御を行う表示制御
部とをドット毎に備え、且つこれらを半導体又は絶縁体の基板上に配置するようにしたこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　前記ドットのアレイパターンに対応させて複数のリード線をさらに配線し、リード信号
が送信されると、前記記憶回路に記憶している前記画像信号が前記記憶部から読み出され
ることを特徴とする請求項１または４に記載の表示装置。
【請求項６】
前記記憶部の記憶回路をスタティックな回路で構成することを特徴とする請求項１または
４に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関するものである。反射型の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕ
ｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ）又は有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Ｏｒｇａ
ｎｉｃ Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ Ｄｉｓｐｌａｙ）に特に有効であり、
低電力化を図りつつ、省スペース化を図ろうとするものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、液晶を用いた表示装置（以下、ディスプレイという）がかなりの勢いで普及しつ
つある。このタイプのディスプレイは、ＣＲＴのディスプレイに比べて低消費電力で省ス
ペースである。したがって、このようなディスプレイの利点を活かし、より低消費電力で
、より省スペースのディスプレイを作成することが重要となる。
【０００３】
　図１５は、ＴＦＴディスプレイによる表示装置により表示を行うためのシステムのブロ
ック図である。このシステムはデジタルインターフェース１００及びＴＦＴ液晶ディスプ
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レイパネル１０１で構成される。デジタルインターフェース１００は、少なくともＣＰＵ
１００Ａ、ＲＡＭ１００Ｂ、フレームメモリ１００Ｃ及びＬＣＤコントローラ１００Ｄで
構成される。ＣＰＵ１００Ａは、汎用のメモリであるＲＡＭ１００Ｂとデータのやりとり
を行いながら、表示データを送信する演算制御手段である。このＲＡＭ１００Ｂは、特に
表示用のメモリだけに用いられているわけではなく、そのため新たに表示用のデータを記
憶するメモリを必要とする。それがフレームメモリ１００Ｃである。フレームメモリ１０
０Ｃは、液晶パネル１０１Ｃの１画面分の表示用のデータを一時的に記憶する（以下、１
画素分のデータを表示データとし、表示データを構成する各２値信号を画像信号という）
。ＬＣＤコントローラ１００Ｄは、フレームメモリ１００Ｃに記憶された各表示データを
、液晶パネル１０１Ｃ上の各表示位置に各タイミングで表示させるため、表示データの送
信制御等を行うものである。ここで、ＣＲＴの場合は、表示データをアナログデータに変
換して送信する必要があるが、液晶ディスプレイのインターフェースがデジタルデータに
対応しているものとして、ここでは表示データをデジタルデータである画像信号で送信す
る。
【０００４】
　一方、ＴＦＴ液晶ディスプレイパネル１０１は走査線ドライバ１０１Ａ及びデジタルデ
ータドライバ１０１Ｂ並びに液晶パネル１０１Ｃで構成される。走査線ドライバ１０１Ａ
はＬＣＤコントローラ１００Ｄから送信されるタイミングデータに基づいて、走査線（行
）方向の表示制御をする。デジタルデータドライバ１０１Ｂは、デジタルデータの画像信
号を受けとり、処理することができる。デジタルデータドライバ１０１Ｂは、ＬＣＤコン
トローラ１００Ｄから送信されるタイミングデータに基づいて、データ線（列）方向を表
示制御する。またその際、表示階調も制御する。液晶パネル１０１ＣはＴＦＴ（薄膜トラ
ンジスタ：Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を有し、走査線ドライバ１０１Ａ
及びデジタルデータドライバ１０１Ｂの制御に基づいて表示を行うパネルである。
【０００５】
　このようなシステムでは、全画面分の表示データ一時的に記憶するためのフレームメモ
リ１００Ｃを必要とする。また、この表示データの画像信号をデジタルデータドライバ１
０１Ｂに送信するＬＣＤコントローラ１００Ｄが必要となる。
【０００６】
　そのため、システム全体として多くの手段を必要とし、規模が大きくなる。しかも、こ
れらのデータ送信量は多く、そのための電力消費も大きいので、低消費電力化を図ること
ができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は、システム全体として省スペース化、低電力化を図れる表示装置を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記のような課題を解決するために、本出願に係る表示装置は、表示を制御するための
デジタルデータ信号を記憶する記憶部と、記憶部が記憶したデジタルデータ信号に基づい
て表示制御をする表示制御部とを表示の最小単位であるドット毎に備え、且つこれらを半
導体又は絶縁体の基板上に配置したものである。
【０００９】
　本発明の詳細な説明
　本出願に係る表示装置は、表示を制御するためのデジタルデータ信号を記憶する記憶部
と、記憶部が記憶したデジタルデータ信号に基づいて表示制御をする表示制御部とを表示
の最小単位であるドット毎に備え、且つこれらを半導体又は絶縁体の基板上に配置したも
のである。
　この表示装置においては、画面表示の制御を行うのに、信号を記憶する記憶部と、記憶
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部が記憶した信号に基づいて画面表示の制御を行う表示制御部とを、ドット毎に備えた上
、それらを半導体又は絶縁体の基板上につまり各ドットアレイパターン内に集積し、表示
領域以外の部分で構成しなければならない回路を減少させることによる省スペース化及び
画面表示に必要な全ての信号を記憶することで低電力化を図る。
【００１０】
　また、本発明に係る表示装置は、表示の最小単位であるドットのアレイパターンに対応
して複数のライト線及び複数のデータ線を配線した各交点に備えられ、ライト線からライ
ト信号が送信され、且つ、表示を制御するためのデジタルデータ信号である画像信号がデ
ータ線から送信されたときに、その画像信号を記憶する、１又は複数の記憶回路で構成さ
れる記憶部と、記憶部が記憶している画像信号に基づく値をアナログ信号に変換する変換
部と、変換部が変換したアナログ信号に基づいて液晶を用いた階調制御をする表示制御部
とをドット毎に備え、半導体又は絶縁体の基板上に配置したものである。
【００１１】
　この表示装置においては、１又は複数の記憶回路で構成される記憶部を複数のライト線
及び複数のデータ線を配線した各交点に備え、画面表示に必要な全ての画像信号を各記憶
部に記憶させ、各ドット毎に、変換部が画像信号に基づく値をアナログ信号に変換し、表
示制御部がアナログ信号に基づいて液晶を用いた階調制御をする。そして、これらを半導
体又は絶縁体の基板上につまり各ドットアレイパターン内に集積する。
【００１２】
　また、本発明に係る表示装置は、記憶部の記憶回路をスタティックな回路で構成するも
のである。
　この表示装置においては、記憶回路をスタティックな回路で構成し、可能な限り、画像
信号の長期保持を図る。
【００１３】
　また、本発明に係る表示装置の変換部は、画像信号に基づく値を、パルス幅変調し、ア
ナログ信号に変換するものである。
　この表示装置においては、変換部が、画像信号に基づく値をアナログ信号に変換するの
にパルス幅変調を行う。
【００１４】
　また、本発明に係る表示装置の変換部は、画像信号に基づく値を、γ特性に基づくパル
ス幅に変調したアナログ信号に変換するものである。
　この表示装置においては、変換部が、画像信号に基づく値をアナログ信号に変換するの
にγ特性に基づくパルス幅変調を行う。
【００１５】
　また、本発明に係る表示装置の変換部は、一定周期毎にアナログ信号への変換を行うも
のである。
　この表示装置においては、画像信号に基づく値をパルス幅に基づいた時間に変換し、制
御しているために一定周期を単位とする。また、例えば液晶による表示制御を行う場合に
は、一定時間毎にリフレッシュを行う必要があり、そのため一定周期毎に変換を行う方が
便利である。
【００１６】
　また、本発明に係る表示装置の変換部は、一定周期の期間のうち、アナログ信号への変
換を行わない期間を設ける。
　この表示装置においては、一定周期の期間のうち、アナログ信号への変換を行わない期
間を設け、この期間の間に、記憶部への画像信号の変更を行う。
【００１７】
　また、本発明に係る表示装置の変換部では、各変換部毎に一定周期の開始時期が異なり
、前記アナロダ信号への変換を行わない期間が異なる。
　この表示装置においては、フリッカを抑えるために、変換部毎に一定周期の開始時期が
異なり、前記アナログ信号への変換を行わない期間を異ならせる。実際には、制御等の関
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係から、行単位又は列単位の変換部毎に行われる。
【００１８】
　また、本発明に係る表示装置の表示制御部には、交流駆動電圧が印加される。
この表示装置では、液晶を用いた表示制御を行っている場合、液晶の特性上、偏った電圧
印加だと寿命を短くしてしまうので、交流駆動電圧を印加する。
【００１９】
　また、本発明に係る表示装置において、交流駆動電圧は、基準電圧ＶＣＯＭに対してＶ
ＣＯＭ±Ｖａで駆動される電圧である。
　この表示装置では、消費電力を抑えるために、基準電圧に基づいて交流駆動電圧だけが
変化するように、交流駆動電圧をＶＣＯＭ±Ｖａで駆動される電圧とする。
【００２０】
　また、本発明に係る表示装置において、交流駆動電圧は、ドットアレイパターンに対応
させて配線した２つの電圧印加線により交流反転駆動される電圧である。
　この表示装置では、回路構成を簡単にするために、交流駆動電圧をドットアレイパター
ンに対応させて配線した２つの電圧印加線により交流反転駆動するような電圧とする。
また、本発明に係る表示装置は、ドットアレイの複数の行をグループにし、印加する交流
駆動電圧の位相を逆にする、対の行を各グループで設定する。
【００２１】
　この表示装置では、フリッカ抑制のために、グループ毎に印加する交流駆動電圧の位相
を逆にする、対の行を設定する。
【００２２】
　また、本発明に係る表示装置の表示制御部は、液晶を用いた階調制御をする代わりに、
接続された電流駆動型発光素子の発光をアナログ信号に基づいて制御することで、階調制
御をするものである。
　この表示装置においては、表示制御部に電流駆動で自発光する電流駆動型発光素子を接
続しておき、その発光をアナログ信号に基づいて制御して階調制御を図る。
【００２３】
　また、本発明に係る表示装置は、表示の最小単位であるドットのアレイパターンに対応
させて複数のライト線及び複数のデータ線を配線した各交点に備えられ、ライト線からラ
イト信号が送信され、且つ、表示を制御するためのデジタルデータ信号である画像信号が
データ線から送信されると、その画像信号を記憶する、１又は複数の記憶回路で構成され
る記憶部と、それぞれ、記憶部の各記憶回路とその記憶回路に記憶される画像信号が示す
桁の値に対応させた面積を有する電流駆動型発光素子とに接続された１又は複数の能動素
子を備え、各記憶回路に記憶された画像信号の値に基づいて電流駆動型発光素子の発光を
制御する表示制御部とをドット毎に備え、半導体又は絶縁体の基板上に配置したものであ
る。
【００２４】
　この表示装置においては、１又は複数の記憶回路で構成される記憶部を複数のライト線
及び複数のデータ線を配線した各交点に備え、画面表示に必要な全ての画像信号を各記憶
部に記憶させ、表示制御部において、それぞれ、各記憶回路とその記憶回路に記憶された
画像信号が示す桁の値に対応させた面積を有する電流駆動型発光素子とに接続された１又
は複数の能動素子が画像信号の値（例えば０又は１）に基づいて、電流駆動型発光素子に
供給する電流を制御し、発光を制御する。そして、これらを半導体又は絶縁体の基板上に
、つまり各ドットアレイパターン内に集積する。
【００２５】
　また、本発明に係る表示装置は、電流駆動型発光素子をＥＬ素子で構成したものである
。
　この表示装置においては、薄型化、高精細、低消費電力等の特徴を持つ、電流駆動型発
光素子の一種であるＥＬ素子で表示させるようにする。
　また、本発明に係る表示装置は、電流駆動型発光素子を有機ＥＬ素子で構成したもので
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ある。
【００２６】
　この表示装置においては、ＥＬ素子の有する薄型化、高精細、低消費電力等の特徴だけ
でなく、安価、低温プロセス等のさらなる特徴を有する有機ＥＬ素子で表示させる。
また、本発明に係る表示装置は、表示の最小単位であるドットのアレイパターンに対応さ
せて複数のライト線及び複数のデータ線を配線した各交点に備えられ、ライト線からライ
ト信号が送信され、且つ、表示を制御するためのデジタルデータ信号である画像信号がデ
ータ線から送信されると、その画像信号を記憶する、１又は複数の記憶回路で構成される
記憶部と、それぞれ、記憶部の各記憶回路とその記憶回路に記憶される画像信号が示す桁
の値に対応させた面積を有する液晶駆動部とに接続された１又は複数の能動素子を備え、
各記憶回路に記憶された画像信号の値に基づいて液晶を駆動制御する表示制御部とをドッ
ト毎に備え、半導体又は絶縁体の基板上に配置したものである。
【００２７】
　この表示装置においては、１又は複数の記憶回路で構成される記憶部を複数のライト線
及び複数のデータ線を配線した各交点に備え、画面表示に必要な全ての画像信号を各記憶
部に記憶させ、表示制御部において、それぞれ、各記憶回路とその記憶回路に記憶された
画像信号が示す桁の値に対応させた面積を有する例えば画素電極等の液晶駆動部とに接続
された１又は複数の能動素子が画像信号の値（例えば０又は１）に基づいて、液晶駆動部
に供給する電流を制御し、液晶による表示の明るさを制御する。そして、これらを半導体
又は絶縁体の基板上に、つまり、各ドットアレイパターン内に集積する。
【００２８】
　また、本発明に係る表示装置は、ドットのアレイパターンに対応させて複数のリード線
をさらに配線し、リード信号が送信されると、記憶回路に記憶している画像信号が記憶部
から読み出されるものである。
この表示装置においては、ドットのアレイパターンに対応させて複数のリード線をさらに
配線し、リード信号が送信されると、記憶回路に記憶している画像信号を読み出すことで
、表示装置においてデータの入出力を行う。
【００２９】
　また、本発明に係る表示装置は、表示の最小単位であるドットのアレイパターンに対応
して複数のワード線及び複数のライト線並びに複数のデータ線が配線され、少なくとも、
ライト線からライト信号が送信され、且つデータ線から画像信号が送信されると、その画
像信号を記憶する記憶部及び画像信号及びワード線から送信されるワード信号に基づいて
動作する表示制御部を各ドットアレイパターン内に設けた表示駆動部と、ワード線にワー
ド信号を送信する制御をするワード線ドライバ部と、ライト線にライト信号を送信する行
を選択し、選択した行にライト信号を送信する行デコーダ部と、データ線を選択する列デ
コーダ部と、列デコーダ部が選択したデータ線に、表示を制御するためのデータ信号であ
る画像信号を送信する列選択スイッチ部とを半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形
成したものである。
【００３０】
　この表示装置においては、表示駆動部には、複数のワード線及び複数のライト線並びに
複数のデータ線が配線され、また、ライト信号及び画像信号によりその画像信号を記憶す
る記憶部と画像信号及びワード信号に基づいて動作する表示制御部が各ドットアレイパタ
ーン内に設けられている。そして、ワード信号を送信する制御をするワード線ドライバ部
、選択した行にライト信号を送信する行デコーダ部、データ線を選択する列デコーダ部及
び画像信号をスイッチング動作により送信する列選択スイッチ部とが設けられている。こ
れらを半導体又は絶縁体の基板上に集積し、一体形成して省スペース化を図る。
【００３１】
　また、本発明に係る表示装置の表示駆動部において、記憶部が記憶している画像信号に
基づく値をアナログ信号に変換する変換部をさらに各ドットアレイパターン内に設け、表
示制御部は、アナログ信号及びワード信号に基づいて動作するものである。



(7) JP 2009-110006 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

この表示装置においては、表示駆動部において、記憶部と表示制御部との間に変換部をさ
らに設け、画像信号に基づいて、表示制御部が動作するため、例えばパルス変調によるア
ナログ信号を生成する。
【００３２】
　また、本発明に係る表示装置では、２行分の表示制御部にワード信号を送信するように
ワード線を配線する。
　この表示装置においては、配線を少なくするために電力供給線であるワード線を、例え
ば上下２行分の表示制御部で共有させ、ワード信号を送信（電力供給）する。
【００３３】
　また、本発明に係る表示装置のワード線ドライバ部及び行デコーダ部は、表示駆動部の
行方向の長さに対応して割り付けられ、また、列デコーダ部及び列選択スイッチ部は、表
示駆動部の列方向の長さに対応して割り付けられるものである。
　この表示装置においては、表示外の部分におけるレイアウトをできるだけ小さくするた
めに、ワード線ドライバ部及び行デコーダ部を、表示駆動部の行方向の長さに対応して割
り付け、また、列デコーダ部及び列選択スイッチ部を、表示駆動部の列方向の長さに対応
して割り付けて省スペース化を図る。
【００３４】
　また、本発明に係る表示装置の列選択スイッチ部を構成する各列選択スイッチは、ドッ
トのアレイパターンの幅に対応して割り付けられる。
　この表示装置においては、効率のよいレイアウトを行うために、各列選択スイッチをド
ットのアレイパターンの幅に対応して割り付ける。
【００３５】
　また、本発明に係る表示装置は、記憶位置を示すアドレス信号に基づいて、行デコーダ
部がライト信号を送信する行を選択するものである。
　この表示装置においては、任意の行を選択できるようにするため、行デコーダ部が、ア
ドレス信号に基づいてライト信号を送信する行を選択する。
　また、本発明に係る表示装置の列デコーダ部は、アドレス信号に基づいて、データ線を
選択するものである。
【００３６】
　この表示装置においては、任意のデータ線（列）を選択できるようにするため、列デコ
ーダ部がアドレス信号に基づいてデータ線を送信する。
　また、本発明に係る表示装置では、光源色である赤、青及び緑を発色表示させるために
設けられた３ドットを１画素とし、画像信号は１画素単位で入力され、また、列デコーダ
部は、１画素分の画像信号を記憶させるためのデータ線を選択する。
　この表示装置においては、カラー表示において、赤、青及び緑を発色表示させるために
設けられた３ドットを１画素とし、画像信号は、表示変更の基準となる１画素単位で入力
され、また、列デコーダ部は、１画素分の画像信号を記憶させるためのデータ線を選択す
る。
【００３７】
　また、本発明に係る表示装置では、光源色である赤、青及び緑を発色表示させるために
設けられた３ドットを１画素とし、画像信号は複数画素単位で入力され、また、列デコー
ダ部は、複数画素分の画像信号を記憶させるためのデータ線を選択する。
　この表示装置においては、カラー表示を行う場合、記憶させるのに用いるクロック周波
数を低下させるために、複数画素単位で画像信号を入力し、列デコーダ部はその入力に基
づいて、複数画素分のデータ線を選択する。
【００３８】
　また、本発明に係る表示装置は、少なくともアドレス信号を送信するタイミングを制御
するタイミングコントローラ部と、画像信号の送信を制御するメモリコントローラ部とを
さらに基板上に集積し、一体形成するものである。
　この表示装置においては、表示を制御するために必要な周辺回路を全てシステマティッ
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クに同一基板上に一体形成する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　次に、本発明の好適な実施の形態について、図面に基づいて説明する。
実施の形態１．
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る表示装置を含めたシステムの概念を表すブロッ
ク図である。図１はシステムオンパネル（ＳＯＰ）と呼ばれる概念を表している。ＳＯＰ
とは、アクティブマトリクス、周辺駆動回路、メモリ、コントローラ等の表示に関するす
べての回路システムを、多結晶シリコンＴＦＴ等を用いてガラス等の絶縁基板上に一体形
成しようとする概念である。そのため、パネルをＣＰＵと直結することができ、また低コ
スト、高信頼性、省スペース化を図ることができる。
【００４０】
　図１において、デジタルインターフェース１１０は表示データを送信するＣＰＵ１１０
Ａで構成されている。また、表示装置であるパネル１の駆動部分は、アクティブマトリク
スＬＣＤ部２、行ドライバ３、デジタルデータドライバ４、メモリコントローラ５及びタ
イミングコントローラ６で構成されている。
【００４１】
　図２はパネル１の駆動部分を詳細に表した図である。アクティブマトリクスＬＣＤ部２
は、ＴＦＴ、ダイオード等のアクティブ素子を用いて表示させ、また、記憶回路部を用い
て１画面分の画素信号を記憶する。アクティブマトリクスＬＣＤ部２には、ｉ×ｊ個の画
素が並べられている。本実施の形態はカラーディスプレイを想定しているので、光源色で
あるＲ（Ｒｅｄ）、Ｇ（Ｇｒｅｅｎ）及びＢ（Ｂｌｕｅ）の３ドット（サブ画素ともいう
）を１画素として構成するものとする。ここで１ドットとは、表示を行うための最小単位
である１つの点を表すものとする。モノクロディスプレイの場合は１画素＝１ドットであ
る。
【００４２】
　図３はアクティブマトリクスＬＣＤ部２の各ドットにおいて構成される等価回路を表す
図である。それぞれのドットのエリアには、データ線とワード線及びこれらの交点に配置
されたアクティブ素子（例えばトランジスタ、ダイオード等によるスイッチング素子）、
ＤＡＣ（例えばＰＷＭ波形形成回路）及び記憶回路（例えばラッチ回路）が含まれる。図
において、２１は記憶回路部（記憶部）であり、１又は複数のメモリセル（記憶回路）で
構成されている。図では４つのメモリセルを設けている。ここで、各メモリセルはスタテ
ィック（静的）なものであるとする。そのため、一定時間毎にリフレッシュしなくてもデ
ータを保持することができる。各メモリセルはＷｒｉｔｅ（ライト）信号が入力されると
、それぞれｄ０、ｄ１、ｄ２又はｄ３から送信される２値信号（データ）を保持（記憶）
する。ここでは、１ドットにつき、４つのメモリセルを用いているので、４ビット分の情
報量（１６通りの値）を保持しておくことができる。各ドットでは、その値に基づいた明
るさ（階調）を表現することができる。このメモリセルの数は、後述するｋの値と同じ数
となる。
【００４３】
　２３はＰＷＭ波形形成回路（変換部）である。ＰＷＭ波形形成回路２３は、一種のカウ
ンタである。記憶回路部２１により保持された各画像信号（デジタルデータ）に基づいて
、それらの画像信号により示される値をＰＷＭ波形（パルス幅のアナログデータ）として
表す、いわばデジタル／アナログコンバータ（ＤＡＣ）である。ＬＣＤは、印加された電
圧の実行値に応答するため、階調表示を行うためにはデータ信号をアナログ信号に変換し
なければならない。さらに、液晶の寿命を確保するためには、一定期間毎に反転する交流
電圧を印加しなければならない。そこで、本実施の形態においては、まずデジタルデータ
をＰＷＭ波形形成回路２３を用いて、一端、時間軸変調されたアナログタイミング信号に
変換した後、そのタイミング信号を用いて交流駆動電圧ＶＬＣを液晶に印加する。
【００４４】



(9) JP 2009-110006 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

　２２は例えばＴＦＴ（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）等のようなアクティ
ブ素子部（表示制御部）である。従来のアクティブ素子では、ドレイン（又はソース）と
データ線とが接続され、ゲートとワード線とが接続されていた。図３ではダイナミック（
動的）な素子で構成している。また、ドレイン（又はソース）とワード線とが接続され、
ゲートとデータ線とが接続されている。したがって、本実施の形態のアクティブ素子は、
ワード線が駆動してスイッチングするのではなく、画像信号に基づく値（ＰＷＭによるパ
ルスの幅）に基づいてスイッチング動作を行い、画素電極（図には示していない）が蓄え
る電荷（画素電極に供給する電流）を調整する。画素電極は対向電極との間に液晶（ＬＣ
部２４）を介した容量を形成している。
【００４５】
　そして、画素電極と対向電極との間に印加される電圧で、液晶分子による施光性を制御
し、各ドットの表示制御を行う。しかも、アクティブ素子部２２のスイッチがオフ（非動
作期間）でも、画素電極は蓄えた電荷により次のリフレッシュ時（表示データ書き換え時
）までその表示状態を維持させることができる。２４はＬＣ部である。ＬＣ部２４は実際
にはガラス基板上に形成されていない、被駆動部分である。以上より、各ドットにおける
記憶駆動制御は、データ線（ｄ１、ｄ２、ｄ３及びｄ４）とワード線（Ｗｒｉｔｅ）とに
よる信号送信（電流供給、電圧印加）により行われる。また、表示駆動制御は、ワード線
（ＶＬＣ及びＶＣＯＭ）、ＰＷＭＣＬＫ及びＳｅｔによる信号送信により行われる。ここ
で、ＶＤＤ及びＶＳＳは記憶回路部２１及びＰＷＭ波形形成回路２３に電力を供給するた
めに設けられてものである。また、ＶＤＤ、ＶＳＳ、ＶＬＣ、ＶＣＯＭ、ＰＷＭＣＬＫ及
びＳｅｔの信号線については、２行間で共用させることができる。これにより、配線数の
減少によるレイアウトの簡素化、省スペース化、ドットアレイパターンの面積の拡大化（
高開口率）等が図れる。
【００４６】
　図２において、ワード線を駆動させる制御を行うのが行ドライバ３である。行ドライバ
３は行デコーダ３１及びワード線ドライバ３２で構成されている。行デコーダ３１は、入
力されるアドレスデータに基づいて、表示データの記憶又は書き換え（以下、単に記憶と
いう）を行う画素の行を選択し、Ｗｒｉｔｅ信号を送信する。
【００４７】
　図４はＶＬＣ及びＶＣＯＭの駆動波形の関係例を表す図である。ワード線ドライバ３２
は、ＶＬＣ、ＶＣＯＭを駆動させる。ＬＣＤは交流駆動させる必要があるので、少なくと
もＶＬＣは交流波形にする必要がある。図４（ａ）は、ＶＬＣ＝ＶＣＯＭ±Ｖａとしたと
きの波形である。ＶＬＣとＶＣＯＭとの関係を図４（ａ）のようにした場合、ＶＣＯＭは
一定でよいので消費電流を抑えることができる。このため、表示エリア（画素数）が少な
いほど低消費電力化を図ることができる。したがって反射型でキャラクタ（文字、記号等
）表示を行うために用いるＬＣＤに適している。また、全ての行に共通に供給されるＶＣ
ＯＭが時間に関係なく一定であるので、各ＶＬＣの位相をずらして駆動させる（走査させ
る）ことができる。ただし、この場合、電源数が多くなり、回路構成が複雑になる。
【００４８】
　一方、図４（ｂ）は、ＶＬＣとＶＣＯＭとが逆位相で交流反転するように駆動させたと
きの波形である。この場合、電源数が少なく、回路構成を簡単にすることができる。ただ
、表示させなくても、ＶＣＯＭ自体が電位を変化させているため、各配線とＶＣＯＭとの
間の容量により電力を消費する。したがって、表示エリアの多少に関係なく、ＶＣＯＭに
よる消費電力が大きくなる。また前述したようにＶＣＯＭは全ての行に共通である。その
ため、全てのＶＬＣについてもＶＣＯＭの位相に基づいて駆動させなければならないので
、各ＶＬＣの位相をずらして駆動させる（走査させる）ことができない。
【００４９】
　一方、データ線を駆動させる制御を行うのがデジタルデータドライバ４である。デジタ
ルデータドライバ４は、列デコーダ４１、入力制御回路４２及び列選択スイッチ部４３で
構成されている。列デコーダ４１は、入力されるアドレスデータに基づいて、１行（ライ
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ン）分（ｊ個）の列から、表示データを記憶させる（書き換える）画素が属する列を選択
する。これが駆動させるデータ線を選択させることにもなる。入力制御回路４２は、メモ
リコントローラ５から並列送信された１画素分の画像信号（ｋ×３）の制御を行う回路で
ある。
【００５０】
　前述したように、ｋの値と記憶回路部２１のメモリセルの数とは同じであり、各ドット
を２kの階調の明るさで表示するために必要な数である。したがって、図２ではｋ＝４と
なり、各ドットにおいては１６階調の明るさが設定できる。列選択スイッチ部４３は、１
画素の画像信号（ｋ×３）を単位として１ラインの画素の数だけ（つまりｋ×３×ｊ）設
けられている。各列選択スイッチは、列デコーダ４１の選択及び画像信号に基づいてスイ
ッチングし、データ線に画像信号を送信する（駆動させる）。この列選択スイッチは、各
ドットの幅とほぼ同じ幅に対応して構成され、並べられている。したがって、列選択スイ
ッチ部４３はアクティブマトリクスＬＣＤ部２よりも幅が長くなることはなく、また、配
線の面から考えても理想的なレイアウトを図ることができる。
【００５１】
　メモリコントローラ５は、ＣＰＵ１１０Ａから送信される表示データをｋ×３の画像信
号として制御する。また、タイミングコントローラ６は、少なくともアドレスバッファ６
１及びＰＷＭタイミング信号発生回路６２を有し、ＣＰＵ１１０Ａから送信される表示デ
ータを記憶させるために、行デコーダ３１及び列デコーダ４１にアドレス信号を送信する
。また、ＰＷＭタイミング信号発生回路６２にＰＷＭＣＬＫを発生させるためのタイミン
グ信号を送信する。ＰＷＭタイミング信号発生回路６２は、タイミング信号に基づいて、
ＰＷＭ波形形成回路２３にＰＷＭ波形を形成させるための基準となるＰＷＭＣＬＫを発生
する。また、Ｓｅｔ信号を送信するＳｅｔ線を選択する。
【００５２】
　ガラス基板（パネル）において、最も大きな面積を占めるのは、実際の表示部分となる
アクティブマトリクスＬＣＤ部２である。しかもその大きさは決まっている。したがって
、ＳＯＰでは、アクティブマトリクスＬＣＤ部２以外の部分に、どれだけ効率よく周辺回
路等、システムをレイアウトするか、そして、そのレイアウトを実現できるように集積度
を高められるかが問題となる。さらに、大きさの決まっているアクティブマトリクスＬＣ
Ｄ部２を有効に利用するという考え方もできる。そのため、本実施の形態は、各ドットを
ある階調で表示させるために必要なメモリセル及びＤＡＣを各ドット内に形成し、究極の
省スペース化を図る。
【００５３】
　つまり、画素アレイとメモリアレイとを同じにして、１画面分の表示データを記憶する
メモリセルを設けるためのスペースをアクティブマトリクスＬＣＤ部２外に設けなくても
いいようにしたものである。しかも、各ドット毎に記憶回路を有しているので、１画面分
のデータを全て記憶できる。そのため、表示を変更する（表示データを書き換える）画素
の表示データだけをやりとりすることで、ＣＰＵ１１０Ａとのデータのやりとりを少なく
し、低消費電力化を図ることもできるようにする。ただ、従来のＴＦＴだけを形成した場
合に比べ、各ドット内において回路が占める面積は大きくなる可能性がある。そのため、
バックライトにより背面から光を透過させる方式だと開口率が高くなり、透過率が低くな
る可能性がある。したがって、本実施の形態は反射型のＬＣＤに適している方法といえる
。
【００５４】
　図５は行ドライバ３及びデジタルデータドライバ４により入力される信号の各駆動波形
例を表す図である。図に基づいて、本実施の形態における記憶動作及び表示動作について
説明する。まず、表示動作について説明する。ここでは、４行を１グループとして表示動
作を制御する。ここでは、ＶＬＣはＰＷＭＣＬＫ４０周期を１周期とする（リフレッシュ
間隔はＰＷＭＣＬＫ２０周期分）。これは、表示動作及び記憶動作のそれぞれに必要なＰ
ＷＭＣＬＫによって変わる。
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【００５５】
　Ｓｅｔ信号が入力されると、ＰＷＭ波形形成回路２３は、ＰＷＭＣＬＫと記憶回路部２
１に記憶された画像信号に基づいた幅のパルス波形を生成する。図５においてｄａｔａの
部分は、記憶回路部２１に記憶された各画像信号により表される値とＰＷＭ波形との関係
を表している。４つのメモリセルに保持されている画像信号による値が"００００"である
とすると、ＰＷＭ波形形成回路２３はＰＷＭＣＬＫ１波長分のパルス幅に変換する。また
、"０００１"であるとすると、ＰＷＭ波形形成回路２３はＰＷＭＣＬＫ２波長分のパルス
幅に変換する。同様に、"００１０"ではＰＷＭＣＬＫ３波長分、"００１１"ではＰＷＭＣ
ＬＫ４波長分として変換し、最終的に"１１１１"の値はＰＷＭＣＬＫ１６波長分に変換す
る。ここでは４ビット分の値を変換しているので、ＰＷＭＣＬＫ１６周期分で変換できる
が、変換する値の範囲によって表示動作に必要なＰＷＭＣＬＫは変わる。
【００５６】
　ＬＣＤは前述したように交流駆動させなければならないので、すべての画素を少なくと
もある周波数でリフレッシュしながら駆動する必要がある。ただし、駆動しない画素、つ
まりオフ状態の画素には全く電圧を印加しなくてよいため、リフレッシュの必要もない。
ここで、周波数を低下させると低消費電力を図ることができるが、突き抜け電圧等による
フリッカ（ちらつき）が生じる。低消費電力を図りつつ、フリッカを目立たなくするには
、例えば、静止画であれば、最低３０Ｈｚの周波数でリフレッシュ（液晶は１５Ｈｚ駆動
である）するようにＰＷＭＣＬＫを設定し、表示状態を維持する。ここでは、さらにフリ
ッカを抑えるため、１グループのうち１行目及び２行目のＶＬＣの位相と３行目及び４行
目のＶＬＣの位相とを反転させて駆動させている。このように、常に画面の約半分ずつを
異なる位相で表示させることで、極性の差による透過率の差を平均化し、フリッカを目立
たなくさせている。ここでは、１、２行目と３、４行目とを反転させるようにしているが
、別にこれに限るものではない。
【００５７】
　図５では、ＰＷＭＣＬＫで約２周期後に次のグループのＳｅｔ信号が入力されるので、
次のグループのＶＬＣの位相はその分ずれる（ただ、４０～４４行に入力されるＶＬＣの
位相はまた同じになる）。ここで大事なことは、ＶＬＣの立ち上がりとＰＷＭＣＬＫの立
ち上がりとを同じにする必要があるということである。表示動作はＰＷＭＣＬＫ、Ｓｅｔ
、ＶＬＣ及びＶＣＯＭを以上のようなタイミングで動作させることにより行う。
【００５８】
　次に記憶動作について説明する。ＶＬＣはＰＷＭＣＬＫ４０周期を１周期としている（
リフレッシュ間隔はＰＷＭＣＬＫ２０周期分）が、ＰＷＭ波形形成回路２３はＰＷＭＣＬ
Ｋ１６周期分しか動作しない。そのため、残りの部分は、ＰＷＭ波形形成回路２３の非動
作期間（この期間をＴ１とする）となる。記憶動作はこの非動作期間Ｔ１の間に行う。こ
こでは、Ｔ１をＰＷＭＣＬＫ４周期分として設定しているが、記憶動作を行うべき範囲で
このＴ１の値は調整される。
【００５９】
　図５ではＰＷＭＣＬＫ半周期毎にＷｒｉｔｅに信号が入力されている。そしてＷｒｉｔ
ｅ信号１つが入力されると、ある行に対して表示データの記憶が行われるものとする。た
だし、図１の構造上、入力制御回路２には１回につき１画素分の画像信号（ｋ×３）しか
入力されないし、列デコーダ４１も１回につき、１画素分の列しか選択できない。このた
め、行に対して行うといっても、Ｗｒｉｔｅ信号の入力と同時に１行分の表示データが変
わるわけではない。
【００６０】
　また、図５ではＷｒｉｔｅ信号をＰＷＭＣＬＫに同期させて駆動させているが、特に同
期させなければならないわけではない。大事なことは、記憶回路部２１に対する記憶動作
をＰＷＭ波形形成回路２３の非動作期間Ｔ１の間に行わなければならないという点だけで
ある。したがって、Ｗｒｉｔｅに信号が入力されている間に列デコーダ４１が各列を走査
して選択し、記憶させていくこともできる。
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【００６１】
　さらに、余裕があるならば、ＰＷＭ波形形成回路２３が動作していない全てのドット（
画素）に対して記憶動作を行うこともできる。ただ、この場合、記憶動作を行うのに必要
なクロックの周波数は高くなる。そこで、タイミングコントローラ６のアドレス信号は画
素単位で任意に指定でき、またメモリセルはスタティックな回路であることを利用し、書
き換えを行う画素だけを選択して非動作期間Ｔ１の間に書き換えるようにしてもよい。こ
の場合、ＣＰＵ１１０Ａは、記憶させる（表示を変更する）表示データだけを送信すれば
よい。この場合、記憶動作を行う必要がある画素の数は、走査させて記憶動作を行う画素
数以下になることは確実である。そのため、記憶動作に必要なクロック周波数を抑えるこ
とができ、また、ＣＰＵ１１０Ａとのやりとりも少なくすることができるので、低電力化
を図る上ではこの方法で記憶動作を行うのが最も効率的である。
【００６２】
　ここで、記憶回路部２１に関しても、メモリセルをスタティックメモリで構成していれ
ばデータ書き換えを行う（リフレッシュする）必要はないが、ダイナミックメモリで構成
していれば、記憶が保持できるようなタイミングでリフレッシュする必要がある。
【００６３】
　以上のように第１の実施の形態によれば、表示部分だけでなく、周辺回路を含めた部分
もシステムとしてガラス基板上に一体形成するようにし、しかも、各ドットをある階調で
表示させるために必要な記憶回路部２１（メモリセル）及びＰＷＭ波形形成回路２３（Ｄ
ＡＣ）を各ドットアレイパターンに合わせて形成するようにしたので、これらの回路をあ
らためてアクティブマトリクスＬＣＤ部２以外にレイアウトし、設計する必要がなく、シ
ステムをパネル（ガラス基板）上に形成した上、さらに究極の省スペース化を図ることが
できる。しかも、各ドットが記憶回路部２１を有しているので１画面分の表示データを全
て記憶できる。
【００６４】
　そのため、ＣＰＵ１１０Ａから書き換える画素の表示データ分の画像信号だけを送信し
ても、その画素に対応する記憶回路部２１に記憶させることができ、行デコーダ３１及び
列デコーダ４１は画素単位の選択ができるので、システム全体としてデータの送信量を少
なくし、低消費電力を図ることができる。さらに、メモリコントローラ５及びタイミング
コントローラ６についても、パネル１に一体形成するようにしたので、パネル１をＣＰＵ
１１０Ａと直結することができ、システム全体を低コスト、高信頼性、省スペース化する
ことができる。
【００６５】
実施の形態２．
　図６は本発明の第２の実施の形態に係るパネル１Ａの駆動部分を詳細に表した図である
。図において、図２と同じ図番を付しているものは、図２と同じ動作を行うので説明を省
略する。図において、２ＡはアクティブマトリクスＯＥＬＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ Ｅｌｅｃ
ｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ Ｄｉｓｐｌａｙｓ）部である。アクティブマトリクスＯ
ＥＬＤ部２Ａは、アクティブマトリクスＬＣＤ部２のＬＣ部２４の代わりにＯＥＬ発光部
２５を用いたものである。ＯＥＬ発光部２５はＯＥＬ素子により構成される。ＯＥＬ素子
とは、有機ＥＬ素子（Ｏｒｇａｎｉｃ ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ ｄｅｖｉ
ｃｅｓ）のことである。ＯＥＬ素子は電流駆動型発光素子の一種である。この電流駆動型
発光素子は、液晶とは異なり、電流が供給されると発光する自発光素子である。このよう
な電流駆動型発光素子のうち、有機、無機を含めたＥＬ素子は、次のような特徴を有し、
ディスプレイの分野や他の分野で期待されている。ＯＥＬ素子は、さらに材料が安価であ
り、研究開発により電気光学的変換効率が高められ、さらなる低電力化が図られている。
（１）視野角が広い
（２）軽量薄型化が可能
（３）コントラスト比が高い
（４）低消費電力（バックライトの必要なし）
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（５）材料を分子設計することにより、様々な光学特性（色度、分光特性、輝度等）を実
現できる
（６）電流駆動のため高精細表示が可能
【００６６】
　図７はアクティブマトリクスＯＥＬＤ部２Ａの各ドットにおいて構成される等価回路を
表す図である。図７において、図３と同じ図番を付しているものは、第１の実施の形態で
説明したことと同様の動作を行うので説明を省略する。図において、２２Ａはアクティブ
素子部２２と同様のアクティブ素子部である。図７ではｐチャネルのＴＦＴを用いている
。ＯＥＬ素子は直流（ＤＣ）駆動させればよいので、液晶を駆動させるアクティブ素子よ
りも構造は簡単なものになっている。それに、ＬＣＤのように２本（ＶＬＣ、ＶＣＯＭ）
のワード線を設ける代わりに、ＶＯＥＬのワード線１本だけを設ければいいので配線を少
なくすることができる。２５は前述したＯＥＬ発光部である。本実施の形態は、第１の実
施の形態と同様に、ＳＯＰの概念で形成したパネルによる表示動作を、液晶の施光性で行
う代わりに、ＯＥＬ素子を発光させて行うようにしたものである。
【００６７】
　次に本実施の形態の動作について説明する。本実施の形態についても、基本的には第１
の実施の形態における動作と変わるものではない。ただ、アクティブ素子部２２Ａはｐチ
ャネルのＴＦＴであることから、負論理で動作させなければならない。そのため、ＰＷＭ
波形形成回路２３が画像信号に基づいて変換する波形は、図５のものとは極性が逆になる
。また、ＯＥＬ素子は直流駆動させればよいので、通常、反転駆動によるリフレッシュを
必要としない（ただ、図７のアクティブ素子部２２Ａはダイナミック素子であるので、電
流を供給し表示を維持する必要がある）。
【００６８】
　以上のように第２の実施の形態によれば、周辺回路を含めた部分もシステムとしてガラ
ス基板上に一体形成し、しかも、各ドットをある階調で表示させるために必要な記憶回路
部２１及びＰＷＭ波形形成回路２３を各ドット内に形成するようにしたパネル１Ａを有す
る表示装置において、その表示を液晶駆動で行う代わりに、電流供給により発光する電流
駆動型発光素子を用いて行ったので、高精細表示等を図ることができる。しかもバックラ
イト不要であり、低電力化を図ることができる。特に、本実施の形態では、電流駆動型発
光素子であるＥＬ素子の中で、ＯＥＬ素子を発光させて表示を行うようにしたので、大型
ガラス基板上で作成でき、薄型大面積化、大容量化（ドットマトリクスの高精細化）、フ
ルカラー化を図ることができる、薄膜素子のＥＬ素子の特徴を有し、さらに材料が安価な
ため、コストを削減でき、高い電気光学変換効率のため、一層の低電力化を図ることがで
きる。
【００６９】
　しかも、アクティブマトリクスＯＥＬＤ部２Ａは、アクティブマトリクス型のＯＥＬＤ
であるので、単純マトリクス型のディスプレイに比べても駆動電圧を大幅に減らすことが
でき、効率のよい動作点を使えることから、さらに低電力化を図ることができる。その上
、ＥＬ素子は薄膜素子であるので、ＳＯＰに基づいて、システム全体を一体形成した場合
には、省スペース化及び薄型化（液晶のようにガラス基板を２枚使い、挟み込む必要もな
い）を図ることができる。そして、ＯＥＬ素子の製造工程は、アクティブマトリクス型の
要であるＴＦＴの製造工程にくらべて低温のプロセスで実行できる。そのため、ＴＦＴを
含めた回路をガラス基板上に一体形成した後にＯＥＬ素子の形成工程を追加しても、ＴＦ
Ｔには全く影響がなく、プロセス、歩留まり等様々な面から考えても都合がよい。それに
、ＬＣＤの場合、表示する行を特定するためのワード線（ＶＬＣ及びＶＣＯＭ）を２本設
けて配線しなければならないのに対し、ＯＥＬＤの場合、そのワード線（ＶＯＥＬ）が１
本でよく、さらなる配線数の減少によるレイアウトの簡素化、省スペース化、ドットアレ
イパターンの面積の拡大化（高開口率）等が図れる。さらに、各ＯＥＬ素子を飽和領域で
用いることにより、各ドットのアクティブ素子のスレッショルドレベルのばらつきを影響
をほとんど受けずに電流を供給させることができる。
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【００７０】
実施の形態３．
　図８は第３の実施の形態におけるＰＷＭＣＬＫの１周期の波形を表したものである。第
１及び第２の実施の形態では、ＰＷＭタイミング信号発生回路６２は、ＰＷＭＣＬＫを等
パルス幅（等周期）で発生させた。本実施の形態は、ＰＷＭＣＬＫの発生パルス幅を、例
えばγ補正に基づく関数に基づいて発生させるようにし、そのための回路としてＰＷＭタ
イミング信号発生回路６２Ａを設けた。ここで、γ補正とは、ＣＣＤカメラ等において、
入力光量Ｅと出力値Ｄとの間にあるＤ＝Ｅγのようなγ特性と呼ばれる指数関数の関係を
補正することが本来の意味である。ただ、ＬＣＤやＯＥＬＤにおいては、１ドット分の画
像信号が示す値と明るさ（輝度）との関係を視覚的に自然な階調表示にするための補正の
意味もある。本実施の形態では主に後者の意味で用いることにし、ＯＥＬ素子に供給する
電流をγ特性に合わせて制御する。
【００７１】
　そのため、ＰＷＭタイミング信号発生回路６２Ａは、ＰＷＭＣＬＫの発生パルス幅をγ
特性の指数関数に基づいて発生させる。そして、ＰＷＭ波形形成回路２３は、画像信号に
より示される値をＰＷＭＣＬＫの発生パルス幅に基づいて変換したＰＷＭ波形を生成する
。アクティブ素子部２２又はアクティブ素子部２２Ａによるスイッチング時間をそのＰＷ
Ｍ波形に基づいて行うことにより、画素電極やＯＥＬ素子に供給する電流を制御する。等
間隔のパルス幅でＰＷＭＣＬＫを発生させれば、次のグループのセット信号送信は、図４
のようにＰＷＭＣＬＫ約２パルス後に行うことができる。ここでは、ＰＷＭＣＬＫのパル
ス幅は変化し、その変化が周期となっているので、この周期に合わせてセット信号を送信
する必要がある点で第１又は第２の実施の形態の動作とは異なる。
【００７２】
　以上のように第３の実施の形態によれば、ＰＷＭＣＬＫのパルス幅をγ特性の指数関数
に基づいて設定し、アクティブ素子部によるスイッチング時間をそのＰＷＭＣＬＫに合わ
せて作成したＰＷＭ波形に基づいて行うことにより、画素電極又はＯＥＬ素子にγ補正に
基づいた電流供給を行うことができる。そのため、表示データの値（画像信号に基づく値
）と階調（明るさ、輝度）との関係を線形的に表現することができる。
【００７３】
実施の形態４．
　図９は本発明の第４の実施の形態に係るパネル１Ｂの駆動部分を詳細に表した図である
。図において、図２と同じ図番を付しているものは、図２と同じ動作を行うので説明を省
略する。４３Ａは列選択スイッチ部であり、第１の実施の形態で説明した列選択スイッチ
部４３と同様の動作を行う。本実施の形態ではｋ＝６としているので、その分の列選択ス
イッチを設けているだけの違いである。また、タイミングコントローラ６Ａもタイミング
コントローラ６と基本的には同様の動作を行う。ただし、本実施の形態ではＰＷＭタイミ
ング信号発生回路６２を設けていないので、タイミング信号を送信しない点で異なる。
【００７４】
　図１０はアクティブマトリクスＯＥＬＤ部２Ｂの各ドットにおいて構成される等価回路
を表す図である。図１０において、２１Ａは記憶回路部である。第１及び第２の実施の形
態との違いは、ｋ＝６であることに対応させ、メモリセルを６つ設けている点である。ま
た、２２Ｂはアクティブ素子部２２Ａと同様のアクティブ素子部であるが、アクティブ素
子部２２Ｂは、メモリセルと直接接続されたアクティブ素子がメモリセル分（図１０では
６つ）設けられている点でアクティブ素子部２２Ａとは異なる。２５ＡはＯＥＬ発光部で
ある。図１０では、６つのＯＥＬ素子が各アクティブ素子と接続されている。ここで、実
際には、各ＯＥＬ素子の面積は、接続された各メモリセルの画像信号が示す値（２k-1）
に対応し、その面積比は、Ｓ１：Ｓ２：Ｓ３：Ｓ４：Ｓ５：Ｓ６＝１：２：４：８：１６
：３２となっている。そして、面積に比例した明るさで発光するように設定されている。
【００７５】
　本実施の形態は、各メモリセル及び各アクティブ素子に接続された面積の異なるＯＥＬ



(15) JP 2009-110006 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

素子を組み合わせて発光させ、その発光面積により各ドットの階調を表現するものである
。そして、各ドットには第２の実施の形態ようにＤＡＣ（ＰＷＭ波形形成回路２３）を設
けずに、回路の簡素化を図ろうとするものである。また、ＰＷＭＣＬＫ及びＳｅｔの信号
線及びその信号を送信するＰＷＭタイミング信号発生回路６２を設けずに、配線の簡素化
及び周辺回路の省略による省スペース化を図るものである。
【００７６】
　次に図９及び図１０に基づいて本実施の形態の動作について説明する。記憶動作につい
ては、第１の実施の形態で説明したことと同様の動作が行われ、表示の非動作期間Ｔ１を
用いて、ｄ５、ｄ４、ｄ３、ｄ２、ｄ１及びｄ０に、それぞれ２k-1（ｋ＝１～６）の値
を表す画像信号が入力される。
【００７７】
　次に表示動作について説明する。記憶回路部２１Ａの各メモリセルに記憶された画像信
号に基づいて、アクティブ素子部２２Ｂの各アクティブ素子ではスイッチング動作が行わ
れている。ここで、画像信号が"１"を示しているならば、アクティブ素子によりスイッチ
がオンされている状態、"０"を示しているならばスイッチがオフされている状態であると
する。ワード線ドライバ３２がＶＯＥＬを駆動させる。これにより、スイッチがオンして
いるアクティブ素子と接続されているＯＥＬ素子には電流が供給される。表示動作は、全
ての行のＶＯＥＬを常時駆動させて行うこともできるが、記憶動作を行うために非動作期
間Ｔ１を設けておく必要がある。各行の非動作期間Ｔ１を同じにしておくとフリッカが生
じる可能性があるので、各行の非動作期間Ｔ１をずらせておくのが望ましい。このタイミ
ングは、ワード線ドライバ３２がＶＯＥＬの駆動を調整することにより行う。
【００７８】
　以上のように第４の実施の形態によれば、記憶回路部２１Ａの各メモリセルに対応させ
てアクティブ素子部２２Ｂ及びＯＥＬ発光部２５Ａにおける各素子を接続し、そして、各
メモリセルの画像信号が示す桁の値と各メモリセルに接続されたＯＥＬ素子の面積とを対
応させておき、入力された画像信号に基づいてＯＥＬ発光を制御して発光面積を制御する
ことで各ドットの階調を表現するようにしたので、各ドット毎にＤＡＣを設けなくてもよ
く、回路の簡素化を図ることができる。また、そのため、ＰＷＭＣＬＫ及びＳｅｔのよう
な信号線及びその信号を送信するＰＷＭタイミング信号発生回路６２のような回路を設け
なくてもよいので、配線の簡素化及び周辺回路の省略による省スペース化を図ることがで
きる。さらに、前述したように、ＯＥＬ素子を飽和領域で用いることにより、各ドットの
アクティブ素子部２２Ｂのスレッショルドレベルの影響をほとんど受けないで電流を供給
させることができる。
【００７９】
実施の形態５．
　図１１は本発明の第５の実施の形態に係るパネル１Ｃの駆動部分を詳細に表した図であ
る。図において、図９と同じ図番を付しているものは、図９と同じ動作を行うので説明を
省略する。本実施の形態では、ｋ＝４としているので、これに相当する列選択スイッチ部
４３Ｂを設けている。また、アクティブマトリクスＯＥＬＤ部２Ｂに代えてアクティブマ
トリクスＬＣＤ部２Ｃを備えている。
【００８０】
　図１２はアクティブマトリクスＬＣＤ部２Ｃの各ドットにおいて構成される等価回路を
表す図である。図１２において、２２Ｃはアクティブ素子部であってメモリセル分（図１
２では４つ）設けられている。前記アクティブ素子は、例えば二つのＮチャネル型のＴＦ
Ｔ等で構成され、一方のアクティブ素子２２Ｃａのゲートにはメモリセルの出力が入力さ
れ、他方のアクティブ素子２２Ｃｂのゲートにはメモリセルの反転出力が入力されるよう
になっている。前記メモリセル（記憶回路２１）は、上記各実施の形態と同様に、１又は
複数のラッチ回路に代表されるスタティック（静的）なメモリセルで構成されている。そ
して、記憶回路２１の記憶データがアクティブ素子２２Ｃａのゲートに供給され、記憶回
路２１の記憶データの反転データがアクティブ素子２２Ｃｂのゲートに供給されている。
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【００８１】
　また、２４ＡはＬＣ部であって、メモリセル分（図１２では４つ）設けられている。そ
して、これらＬＣ部２４Ａは、対向電極と各アクティブ素子部２２Ｃとの間にそれぞれ介
挿され、前記アクティブ素子２２Ｃａ及び２２Ｃｂのドレイン（又はソース）側に接続さ
れている。
【００８２】
　そして、前記メモリセルの出力が供給されるアクティブ素子２２Ｃａのソース（又はド
レイン）側は、所定時間毎に反転する交流信号ＶＬＣＯＮの信号線と接続され、メモリセ
ルの反転出力が供給されるアクティブ素子２２Ｃｂのソース（又はドレイン）側は、対向
電極の電位ＶＣＯＭである直流信号ＶＬＣＯＦＦの信号線と接続されている。
【００８３】
　前記交流信号ＶＬＣＯＮは、図１３に示すように、対向電極の電位ＶＣＯＭを基準とし
て所定時間毎に反転する信号であって、前記ＬＣ部２４Ａをオン状態にし得る交流電圧で
ある。また、前記直流信号ＶＬＣＯＦＦは、ＬＣ部２４Ａをオフ状態にし得る直流電圧で
ある。これら交流信号ＶＬＣＯＮ及び直流信号ＶＬＯＦＦは、ワード線ドライバ３２にお
いて生成されるようになっている。
【００８４】
　そして、前記ＬＣ部２４Ａの図示しない画素電極は、互いに異なる面積を有しており、
例えば、図１２において、右側から順に、ＬＣ部２４Ａの画素電極の面積をＳ１、Ｓ２、
Ｓ３、Ｓ４とすると、その面積比は、Ｓ１：Ｓ２：Ｓ３：Ｓ４＝１：２：４：８となって
いる。
【００８５】
　本実施の形態は、面積の異なる画素電極を有する複数のＬＣ部２４Ａを組み合わせて画
素電極及び対向電極間に同一の電圧を印加させ、その面積の違いに伴う明るさの違いによ
って各ドットの階調を表現するものである。そして、上記第４の実施の形態と同様に、各
ドットには、第１の実施の形態のようにＤＡＣ（ＰＷＭ波形形成回路２３）を設けずに、
回路の簡素化を図ろうとするものであり、また、ＰＷＭＣＬＫ及びＳｅｔの信号線及びそ
の信号を送信するＰＷＭタイミング信号発生回路６２を設けずに、配線の簡素化及び周辺
回路の省略による省スペース化を図るものである。
【００８６】
　次に、図１２に基づいて本実施の形態の動作について説明する。記憶動作については、
第１の実施の形態で説明したことと同様の動作が行われ、表示の非動作期間Ｔ１を用いて
、ｄ３、ｄ２、ｄ１及びｄ０にそれぞれ、２k-1（ｋ＝１～４）の値を表す画像信号が入
力される。
【００８７】
　次に表示動作について説明する。記憶回路部２１の各メモリセルに記憶された画像信号
に基づいて、アクティブ素子部２２Ｃの各アクティブ素子では、スイッチング動作が行わ
れている。ここで、画像信号が"１"を示しているならば、アクティブ素子２２Ｃａはスイ
ッチがオン、アクティブ素子２２Ｃｂはスイッチがオフされている状態、"０"を示してい
るならばアクティブ素子２２Ｃａはオフ、アクティブ素子２２Ｃｂはオンされている状態
であるとする。ワード線ドライバ３２では、所定周期で反転する交流信号ＶＬＣＯＮ及び
対向電極電位ＶＣＯＭの直流信号ＶＬＣＯＮを出力する。これにより、画像信号が"１"の
場合には、アクティブ素子２２Ｃａはスイッチがオン、アクティブ素子２２Ｃｂはスイッ
チがオフとなってＬＣ部２４Ａの画素電極には交流信号ＶＬＣＯＮが印加される。逆に、
画像信号が"０"の場合には、アクティブ素子２２Ｃａはスイッチがオフ、アクティブ素子
２２Ｃｂはスイッチがオンとなって、ＬＣ部２４Ａには直流信号ＶＬＯＦＦつまり対向電
極電位ＶＣＯＭが印加される。
【００８８】
　このとき、各画素電極の面積は、その面積比が、１：２：４：８となるように設定され
ているから、同一の電位が印加された場合であっても各ＬＣ部２４Ａ毎にその明るさが異
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なることになって階調表示が行われることになる。
【００８９】
　以上のように第５の実施の形態によれば、記憶回路部２１の各メモリセルに対応させて
、アクティブ素子部２２Ｃ及び画素電極の面積の異なるＬＣ部２４Ａを接続し、入力され
た画像信号に基づいてＬＣ部２４Ａの明るさを制御することで各ドットの階調を表現する
ようにしたので、各ドット毎にＤＡＣを設けなくてもよく、回路の簡素化を図ることがで
き、上記第４の実施の形態と同様に、省スペース化を図ることができる。
【００９０】
　また、この場合、直流信号ＶＬＣＯＦＦとして、対向電極電位ＶＣＯＭを印加するよう
にしているから、直流信号ＶＬＣＯＦＦ用の電源を新たに設けなくてもよく、回路の簡素
化を図ることができる。
【００９１】
　また、この第５の実施の形態においても、ＶＤＤ、ＶＳＳ、ＶＬＣＯＮ、ＶＬＣＯＦＦ
の信号線を、２行間で共用させることができ、配線数の減少によるレイアウトの簡素化、
省スペース化、ドットアレイパターンの面積の拡大化（高開口率）等が図れる。
【００９２】
実施の形態６．
　図１４は本発明の第６の実施の形態における各ドットにおいて構成される等価回路を表
す図である。図１４において図７と同じ図番を付しているものは図７と同じ動作を行うの
で説明を省略する。２１Ｂは記憶回路部である。第１の実施の形態で説明した記憶回路部
２１と異なる点は、記憶させた画像信号を読み出せるようにしたことである。したがって
、画像信号を表示のためだけに記憶するのではなく、例えばＣＰＵ１１０Ａと表示データ
のやりとりを行う等の用途に用いることができる。
【００９３】
　記憶回路部２１Ｂから表示データの読み出しを行うタイミングは、同じ画素に対して、
表示データのＷｒｉｔｅ（ライト、記憶）とＲｅａｄ（表示データの読み出し）とは同時
に行うことができないのは言うまでもない。そして、構造の関係上、データ線はＷｒｉｔ
ｅとＲｅａｄを共有して使っている（読み出しと記憶の経路が同じである）ので、別の画
素についてＷｒｉｔｅしているときでもＲｅａｄはできない。以上より、ある画素につい
てＷｒｉｔｅしていないときは、Ｒｅａｄできることになる。それに、特に表示タイミン
グと同期させているわけではないので、表示に影響を与えない範囲であれば表示動作期間
に読み出してもよい。
【００９４】
　以上のように第６の実施の形態によれば、記憶回路部２１Ｂから表示データ（画像信号
）を読み出せるようにし、他の用途に用いることができるので、読み出す速度は、通常の
メモリ等に比べると遅いものの、表示データに関して言えば、コストや占有面積等の点で
記憶回路（メモリ）を節約することができる。
【００９５】
　なお、この第６の実施の形態においては、図７に示す第２の実施の形態において、記憶
回路部２１Ｂから表示データを読み出させるようにした場合について説明したが、図１２
に示す第５の実施の形態における記憶回路部２１に適用することも可能である。この場合
、上記第６の実施の形態と同様に、記憶回路部２１を、記憶させた画像信号を読み出せる
ように構成すればよく、このようにすることによって、上記第６の実施の形態と同等の作
用効果を得ることができる。
【００９６】
実施の形態７．
　上述の実施の形態では、列デコーダ４１が１回で選択できる画素を１つとしたが、本発
明ではそれに限定されるものではない。複数画素ずつを組として構成し、列デコーダ４１
は、その組毎にデータ線を選択できるようにする。また、入力制御回路４２に入力され表
示データの数をそれに合わせ（２倍の場合、画像信号はｋ×２×３）、組の表示データを
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一度に入力制御できるようにしておく。このような構成にすることで、複数表示データを
一度に扱うことができ、配線は多くなるが、１画素ずつ記憶させる場合より、記憶に必要
なクロックの周波数を低くすることができ、低電力消費を図ることができる。
【００９７】
発明の効果
　以上のように、この表示装置では、画面表示の制御を行うのに、信号を記憶する記憶部
と、記憶部が記憶した信号に基づいて画面表示の制御を行う表示制御部とを、ドット毎に
備えた上、それらを半導体又は絶縁体の基板上に、つまり各ドットアレイパターン内に集
積するようにしたので、表示領域以外の部分で構成しなければならない回路を少なくする
ことができ、省スペース化を図ることができる。
【００９８】
　また、この表示装置では、１又は複数の記憶回路で構成され、デジタルデータ信号の画
像信号を記憶する記憶部と、画像信号に基づく値をアナログ信号に変換する変換部と、ア
ナログ信号に基づいて液晶を用いた階調制御をする表示制御部とを、各ドット毎に設け、
半導体又は絶縁体の基板上に、つまり各ドットアレイパターン内に集積するようにしたの
で、表示領域に合わせて集積することで、表示領域外にこれらをレイアウトする必要もな
く、省スペース化を図ることができる。この発明は透過率等の問題から反射型の液晶表示
装置に特に有効である。また、各ドット毎に記憶部を設け、画面表示に必要な全ての信号
を記憶するようにしたので、信号のやりとりを少なくすることもでき、これによる低電力
化が図れる。
【００９９】
　また、この表示装置においては、記憶回路をスタティックな回路で構成し、ダイナミッ
クな回路に比べて画像信号の長期保持を図ることができるので、素子数が多くなるものの
、表示が変化しない部分については記憶を変更する必要がなく、そのため画像信号のやり
とりを少なくすることもでき、低電力化が図れる。
また、この表示装置では、変換部が、画像信号に基づく値をアナログ信号に変換するのに
パルス幅変調を行うようにしたので、画像信号を効率よくアナログ信号に変換することが
できる。
【０１００】
　また、この表示装置では、変換部が、画像信号に基づく値をアナログ信号に変換するの
にγ特性に基づくパルス幅変調を行うようにしたので、画像信号に基づく値と明るさとの
関係を線形的に表現させることができる。
また、この表示装置では、前記変換部が、一定周期毎に前記アナログ信号への変換を行う
ので、例えば液晶による表示制御を行う場合には、一定時間毎にリフレッシュを行う必要
がある場合等に便利である。
【０１０１】
　また、この表示装置では、一定周期の期間のうち、アナログ信号への変換を行わない期
間を設けたので、この期間の間に記憶部への画像信号の変更を行うことができ、表示の安
定化を図ることができる。
【０１０２】
　また、この表示装置では、変換部毎に一定周期の開始時期が異なり、前記アナログ信号
への変換を行わない期間を異ならせるようにしたので、非動作期間をそれぞれ異ならせる
ことができ、フリッカを抑えることができる。
【０１０３】
　また、この表示装置では、交流駆動電圧を印加するようにしたので、液晶を用いた表示
を行う場合でも寿命を長くすることができる。
　また、この表示装置では、基準電圧ＶＣＯＭに対してＶＣＯＭ±Ｖａで駆動される電圧
を交流駆動電圧としたので、消費電力を抑えることができる。しかも、基準電圧はどの行
においても一定なので、走査させることができる。
【０１０４】
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　また、この表示装置では、ドットアレイパターンに対応させて配線した２つの電圧印加
線により交流反転駆動される電圧を交流駆動電圧としたので、駆動させる回路の構成を簡
単にすることができる。
【０１０５】
　また、この表示装置では、対の行で逆位相の交流駆動電圧を印加するようにしたので、
フリッカ（ちらつき）を抑えることができる。また、この対の行で、その電圧が印加され
る線を共有することもできる。
【０１０６】
　また、この表示装置では、表示制御部に電流駆動型発光素子を接続しておき、その発光
をアナログ信号に基づいて制御して階調制御を図るようにしたので、省スペース化できる
上に、さらに電流駆動型発光素子を用いることによる低電力化を図ることができる。それ
に、電流駆動型発光素子を飽和領域で用いることで、表示制御部が有する動作条件のばら
つきの影響をほとんど受けずに表示させることができる。
【０１０７】
　また、この表示装置では、１又は複数の記憶回路、能動素子及び電流駆動型発光素子を
それぞれ対応させて接続し、各電流駆動型発光素子には、接続された画像信号が示す桁の
値に対応させた面積を有させることにより、面積による階調表示ができるので、変換部の
ような回路を設けなくても画像信号を直接用いた階調制御が可能である。それに、電流駆
動型発光素子を飽和領域で用いることで、表示制御部が有する動作条件のばらつきの影響
をほとんど受けずに表示させることができる。
【０１０８】
　また、この表示装置においては、ＥＬ素子で表示させるようにしたので、高精細、薄型
大面積化、大容量化等で表示することができる。また、透過型ＬＣＤのようにバックライ
トを使わなくてもよいので、低消費電力化を図ることができる。
【０１０９】
　また、この表示装置においては、有機ＥＬ素子で表示させるようにしたので、ＥＬ素子
のように高精細で表示することができるだけでなく、安価な材料で、さらに電気光学変換
効率がよいので、さらなる低電力化を図ることができる。また、透過型ＬＣＤのようにバ
ックライトを使わなくてもよいので、低消費電力化を図ることができる。
【０１１０】
　また、この表示装置では、１又は複数の記憶回路、能動素子及び液晶をそれぞれ対応さ
せて接続し、各液晶を駆動する液晶駆動部には、接続された画像信号が示す桁の値に対応
させた面積を有させることにより、面積による階調表示ができるので、変換部のような回
路を設けなくても画像信号を直接用いた階調制御を行うことができる。
【０１１１】
　また、この表示装置では、記憶回路に記憶している画像信号を読み出せるようにしたの
で、表示装置が記憶手段として動作できることとなる。そのため、記憶手段の節約ができ
る。
【０１１２】
　また、この表示装置では、記憶部と表示制御部とが各ドットアレイパターン内に設けら
れた表示駆動部、ワード信号を送信する制御をするワード線ドライバ部、選択した行にラ
イト信号を送信する行デコーダ部、データ線を選択する列デコーダ部及び画像信号をスイ
ッチング動作により送信する列選択スイッチ部とが半導体又は絶縁体の基板上に集積する
ようにしたので、表示部分だけでなく、周辺回路を含めた部分も全てチップ等を用いずに
一体形成できる。しかも、記憶部は各ドットアレイパターン内に設けられているので、表
示領域外にレイアウトする必要がなく、さらに究極の省スペース化を図ることができる。
【０１１３】
　また、この表示装置では、表示駆動部において、画像信号をアナログ信号に変換する変
換部をドットアレイパターン内に設けるようにしたので、さらに省スペース化を図ること
ができる。
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【０１１４】
　また、この表示装置では、ワード線を２行分の表示制御部で共有させ、ワード信号を送
信（電力供給）するようにしたので、配線を少なくすることができ、レイアウトの簡素化
、省スペース化、高開口率等を図ることができる。
【０１１５】
　また、この表示装置においては、ワード線ドライバ部及び行デコーダ部を、表示駆動部
の行方向の長さに対応して割り付け、また、列デコーダ部及び列選択スイッチ部を、表示
駆動部の列方向の長さに対応して割り付けるようにしたので表示領域以外のレイアウトを
できるだけ小さくすることができ、省スペース化が図れる。
【０１１６】
　また、この表示装置では、各列選択スイッチをドットのアレイパターンの幅に対応して
割り付けるようにしたので、効率のよいレイアウトを行うことができる。
　また、この表示装置では、行デコーダ部が、アドレス信号に基づいてライト信号を送信
する行を選択するようにしたので、変更する行を選択するのに自由度の高い選択ができる
。
【０１１７】
　また、この表示装置では、列デコーダ部がアドレス信号に基づいてデータ線を選択する
ことで、自由度の高い選択ができる。
　また、この表示装置においては、列デコーダ部は、１画素分の画像信号を記憶させるた
めのデータ線を選択するようにしたので、表示変更の基準となる１画素単位で入力するこ
とができる。
【０１１８】
　また、この表示装置では、カラー表示を行う場合、複数画素単位で画像信号を入力し、
列デコーダ部はその入力に基づいて、複数画素分のデータ線を選択するようにしたので、
配線は複雑になるが、記憶させるのに用いるクロック周波数を低くすることができ、低消
費電力化を図ることができる。また単結晶ＦＥＴよりも特性が劣るアクティブ素子を表示
制御部として動作させても、十分な動作が得られる。
【０１１９】
　さらに、この表示装置では、表示を制御するために必要な周辺回路を全てシステマティ
ックに同一基板上に一体形成するようにしたので、システム全体の低コスト化、高信頼性
、省スペース化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】第１図は、本発明の第１の実施の形態に係る表示装置を含めたシステムの概念を
表すブロック図である。
【図２】第２図は、パネル１の駆動部分を詳細に表した図である。
【図３】第３図は、アクティブマトリクスＬＣＤ部２の各ドットにおいて構成される等価
回路を表す図である。
【図４】第４図は、ＶＬＣ及びＶＣＯＭの駆動波形の関係例を表す図である。
【図５】第５図は、行ドライバ３及びデジタルデータドライバ４により入力される信号の
各駆動波形例を表す図である。
【図６】第６図は、本発明の第２の実施の形態に係るパネル１Ａの駆動部分を詳細に表し
た図である。
【図７】第７図は、アクティブマトリクスＯＥＬＤ部２Ａの各ドットにおいて構成される
等価回路を表す図である。
【図８】第８図は、第３の実施の形態におけるＰＷＭＣＬＫの１周期の波形を表したもの
である。
【図９】第９図は、本発明の第４の実施の形態に係るパネル１Ｂの駆動部分を詳細に表し
た図である。
【図１０】第１０図は、アクティブマトリクスＯＥＬＤ部２Ｂの各ドットにおいて構成さ
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【図１１】第１１図は、本発明の第５の実施の形態に係るパネル１Ｃの駆動部分を詳細に
表した図である。
【図１２】第１２図は、アクティブマトリクスＬＣＤ部２Ｃの各ドットにおいて構成され
る等価回路を表す図である。
【図１３】第１３図は、第５の実施の形態における交流信号ＶＬＣＯＮの波形を表したも
のである。
【図１４】第１４図は、本発明の第６の実施の形態における各ドットにおいて構成される
等価回路を表す図である。
【図１５】第１５図は、ＴＦＴディスプレイによる表示装置により表示を行うためのシス
テムのブロック図である。
【符号の説明】
【０１２１】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ パネル
２、２Ｃ アクティブマトリクスＬＣＤ部
２Ａ、２Ｂ アクティブマトリクスＯＥＬＤ部
２１、２１Ａ、２１Ｂ 記憶回路部
２２、２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃ アクティブ素子部
２３ ＰＷＭ波形形成回路
２４、２４Ａ ＬＣ部
２５、２５Ａ ＯＥＬ発光部
３ 行ドライバ部
３１、３１Ａ 行デコーダ
３２ ワード線ドライバ
４ デジタルデータドライバ部
４１ 列デコーダ
４２ 入力制御回路
４３、４３Ａ、４３Ｂ 列選択スイッチ部
５ メモリコントローラ
６、６Ａ タイミングコントローラ
６１ アドレスバッファ
６２、６２Ａ ＰＷＭタイミング信号発生回路
１１０ デジタルインターフェース
１１０Ａ ＣＰＵ
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