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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行列状に配列されてスイッチング素子を各々備える複数の画素と、
　前記スイッチング素子に連結されてゲート信号を前記スイッチング素子に伝達する複数
のゲート線と、
　前記スイッチング素子に連結されてデータ電圧を前記スイッチング素子に伝達する複数
のデータ線と、
　少なくとも一つの光源を含み、光源駆動信号を前記光源に印加して前記光源を発光する
ことによって前記画素に光を供給する照明部と、を含み、
　前記ゲート信号は、前記スイッチング素子をターンオンさせるためのゲートオン電圧と
前記スイッチング素子をターンオフさせるためのゲートオフ電圧との組み合わせからなり
、
　前記データ電圧は前記ゲートオン電圧区間の間に前記画素に充電され、
　前記光源駆動信号の波形は、前記画素充電区間内で傾きがプラスである区間とマイナス
である区間の比率が同一であり、
　前記光源駆動信号は、前記ゲートオン電圧区間の発生周期を制御するゲートクロック信
号に対して９０°の位相差を有する同期信号に同期する、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記光源駆動信号の波形は前記画素充電区間内で中心に対し線対称である、請求項１に
記載の液晶表示装置。
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【請求項３】
　前記光源駆動信号の波形は前記画素充電区間内で中心に対し左右対称である、請求項２
に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記液晶表示装置は、複数の制御信号を生成して前記ゲート信号及び前記データ電圧の
タイミングを制御する信号制御部をさらに含み、
　前記複数の制御信号は、前記ゲートオン電圧区間の発生周期を制御するゲートクロック
信号を含む、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記ゲートオン電圧区間が前記ゲートクロック信号の周期よりも短い、請求項４に記載
の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記照明部は、前記光源駆動信号を生成して前記光源に提供するインバータをさらに含
む、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記同期信号は、前記信号制御部が生成する、請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記照明部は、前記ゲートクロック信号を９０°シフトした前記同期信号を生成して前
記インバータに提供する位相シフタをさらに含む、請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記照明部は、前記信号制御部からのデータイネーブル信号に基づいて、前記同期信号
を生成し前記インバータに提供するマルチバイブレーターをさらに含む、請求項６に記載
の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記光源が蛍光ランプである、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　行列状に配列されている複数の画素と、前記画素に各々連結されてゲート信号を前記画
素に伝達する複数のゲート線と、前記画素に各々連結されてデータ電圧を前記画素に伝達
する複数のデータ線とを備えた表示装置用光源の駆動装置であって、
　インバータ同期信号を生成する同期信号生成部と、
　前記インバータ同期信号に基づいて、光源駆動信号を生成しこれを前記光源に印加して
前記光源を駆動するインバータと、を含み、
　前記ゲート信号は、前記スイッチング素子をターンオンさせるためのゲートオン電圧と
前記スイッチング素子をターンオフさせるためのゲートオフ電圧との組み合わせからなり
、
　前記データ電圧は前記ゲートオン電圧区間の間に前記画素に充電され、
　前記光源駆動信号の波形は、前記画素充電区間内に傾きがプラスである区間とマイナス
である区間の長さが同一であり、
　前記インバータ同期信号は、前記ゲートオン電圧区間の発生周期を制御するゲートクロ
ック信号に対して９０°の位相差を有する、表示装置用光源の駆動装置。
【請求項１２】
　前記光源駆動信号の波形は前記画素充電区間内で中心に対して左右対称である、請求項
１１に記載の表示装置用光源の駆動装置。
【請求項１３】
　前記インバータ同期信号は、前記ゲートオン電圧区間の発生周期を制御するためのゲー
トクロック信号に対して９０°の位相差を有する、請求項１１に記載の表示装置用光源の
駆動装置。
【請求項１４】
　複数のゲート線と複数のデータ線、そして前記ゲート線と前記データ線に連結され、前
記ゲート線からのゲートオン電圧によってターンオンされて前記データ線からのデータ電
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圧を伝達するスイッチング素子を各々有する複数の画素を含む表示装置の光源を駆動する
方法であって、
　前記ゲートオン電圧の発生周期を制御するゲートクロック信号を９０°シフトして同期
信号を生成する段階と、
　前記同期信号に同期する正弦波信号を生成する段階と、
　前記正弦波信号を昇圧して光源駆動信号を生成する段階と、
　前記光源駆動信号を前記光源に印加して前記光源を駆動する段階と、
　を含む表示装置の光源駆動方法。
【請求項１５】
　前記光源駆動信号の波形は、前記ゲートオン電圧の発生区間内で中心に対して左右対称
である、請求項１４に記載の表示装置の光源駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置と表示装置用光源の駆動装置及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータのモニターやTVなどに用いられる表示装置には、自ら発光する発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）、ＥＬ（electroluminescence）、真空蛍光表示装置（ＶＦＤ）、電界発
光素子（ＦＥＤ）、プラズマ表示装置（ＰＤＰ）などと、自ら発光できず光源を必要とす
る液晶表示装置（ＬＣＤ）などがある。
【０００３】
　一般的な液晶表示装置は、電界生成電極が具備された二つの表示板とその間に入ってい
る誘電率異方性を有する液晶層を含む。電界生成電極に電圧を印加して液晶層に電場を生
成し、電圧を変化させてこの電場の強度を調節し、このようにして液晶層を通過する光の
透過率を調節し所望の画像を得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この時の光は別途具備された人工光源であったり、自然光であリ得る。別途具備された
光源を使用する場合は、光源の点灯時間と消灯時間の比率を調節したり、光源に流れる電
流を調節することによって、画面全体の明るさを調節する。後者の方法では、ランプを低
い輝度に維持する時にランプに流れる電流の大きさが小さくなりランプの点灯が非常に不
安定であるため、ランプが消灯しやすい問題点がある反面、前者方法では、そのような問
題がなくランプの光量、即ち輝度を容易に制御できる。そのため前者の方法が好まれる。
【０００５】
　液晶表示装置に用いられる光源には蛍光ランプなどがあるが、蛍光ランプを動作させる
ためには高電圧の交流電源が必要である。この交流ランプ駆動電源は、通常数十kHzの周
波数の数kVの高電圧電源であって、ランプに数mAの電流が流れる。ところが、ランプが液
晶表示板の後面の近い距離に取り付けられているので、ランプから発生した電界と磁界が
液晶表示板内の配線や薄膜トランジスタなどに流れる信号にノイズを起こす。特に、ラン
プの動作と液晶表示板の動作が正確に一致しなければ、ビート現象を生じランプと液晶表
示板の駆動信号の間に干渉が発生し、この干渉は画面の上下方向に染みがゆっくり動く“
滝（water fall）”現象を起こす。
【０００６】
　本発明がなそうとする技術的課題は、液晶表示装置の画質を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような技術的課題を構成するために、本発明１は、下記の構成要素を含む液晶表示
装置を提供する。
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・行列状に配列されてスイッチング素子を各々備える複数の画素、
・前記スイッチング素子に連結されてゲート信号を前記スイッチング素子に伝達する複数
のゲート線、
・前記スイッチング素子に連結されてデータ電圧を前記スイッチング素子に伝達する複数
のデータ線、
・少なくとも一つの光源を含み、光源駆動信号を前記光源に印加して前記光源を発光する
ことによって前記画素に光を供給する照明部。
【０００８】
　この液晶表示装置において、前記ゲート信号は、前記スイッチング素子をターンオンさ
せるためのゲートオン電圧と前記スイッチング素子をターンオフさせるためのゲートオフ
電圧との組み合わせからなる。前記データ電圧は前記ゲートオン電圧区間の間に前記画素
に充電される。前記光源駆動信号の波形は、前記画素充電区間内で傾きがプラスである区
間とマイナスである区間の比率が同一である。また、前記光源駆動信号は、前記ゲートオ
ン電圧区間の発生周期を制御するゲートクロック信号に対して９０°の位相差を有する同
期信号に同期する。
【０００９】
　プラスまたはマイナスの極性のデータ電圧が充電されるゲートオン電圧区間（t１）の
間に光源駆動信号の傾きがマイナスである区間とプラスである区間との長さが同一である
場合には、画面が明るくなったり暗くなったりする輝度変化を防止し、滝現象を除去する
ことができる。
【００１０】
　発明２は、前記発明１において、前記光源駆動信号の波形は前記画素充電区間内で中心
に対し線対称である液晶表示装置を提供する。
【００１１】
　とりわけ、一つのゲートオン電圧区間（ｔ１）の間の光源駆動信号の波形が中心に対し
線対称であれば、ゲートオン電圧区間（t１）の間に光源駆動信号の波形の傾きが、プラ
スである区間とマイナスである区間の長さが同一であるという条件を満たしやすい。従っ
て、滝現象の除去に有効である。
【００１２】
　発明３は、前記発明２において、前記光源駆動信号の波形は前記画素充電区間内で中心
に対し左右対称である液晶表示装置を提供する。
【００１３】
　とりわけ、一つのゲートオン電圧区間（ｔ１）の間の光源駆動信号の波形が中心に対し
左右対称であれば、ゲートオン電圧区間（t１）の間に光源駆動信号の波形の傾きが、プ
ラスである区間とマイナスである区間の長さが同一であるという条件を満たしやすい。従
って、滝現象の除去に有効である。
【００１４】
　発明４は、前記発明１～３において、前記液晶表示装置は、複数の制御信号を生成して
前記ゲート信号及び前記データ電圧のタイミングを制御する信号制御部をさらに含む液晶
表示装置を提供する。この装置において、前記複数の制御信号は、前記ゲートオン電圧区
間の発生周期を制御するゲートクロック信号を含む。
【００１５】
　発明５は、前記発明４において、前記ゲートオン電圧区間が前記ゲートクロック信号の
周期よりも短い液晶表示装置を提供する。
【００１６】
　前記光源駆動信号は、前記ゲートクロック信号に対して９０°の位相差を有する同期信
号に同期する液晶表示装置を提供する。
【００１７】
　光源駆動信号がゲートクロック信号と９０°の位相差を有する場合には、滝現象の発生
を防止することができる。
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【００１８】
　発明６は、前記発明１において、前記照明部は、前記光源駆動信号を生成して前記光源
に提供するインバータをさらに含む液晶表示装置を提供する。
【００１９】
　発明７は、前記発明６において、前記同期信号は、前記信号制御部が生成する液晶表示
装置を提供する。
【００２０】
　発明８は、前記発明６において、前記照明部は、前記ゲートクロック信号を９０°シフ
トした前記同期信号を生成して前記インバータに提供する位相シフタをさらに含む液晶表
示装置を提供する。
【００２１】
　発明９は、前記発明６において、前記照明部は、前記信号制御部からのデータイネーブ
ル信号に基づいて、前記同期信号を生成し前記インバータに提供するマルチバイブレータ
ーをさらに含む液晶表示装置を提供する。
【００２２】
　発明１０は、前記発明１において、前記光源が蛍光ランプである液晶表示装置を提供す
る。
【００２３】
　発明１１は、行列状に配列されている複数の画素と、前記画素に各々連結されてゲート
信号を前記画素に伝達する複数のゲート線と、前記画素に各々連結されてデータ電圧を前
記画素に伝達する複数のデータ線とを備えた表示装置用光源の駆動装置を提供する。この
装置は以下の構成要素を含む。
・インバータ同期信号を生成する同期信号生成部、
・前記インバータ同期信号に基づいて、光源駆動信号を生成しこれを前記光源に印加して
前記光源を駆動するインバータ。
【００２４】
　この装置において、前記ゲート信号は、前記スイッチング素子をターンオンさせるため
のゲートオン電圧と前記スイッチング素子をターンオフさせるためのゲートオフ電圧との
組み合わせからなる。前記データ電圧は前記ゲートオン電圧区間の間に前記画素に充電さ
れる。前記光源駆動信号の波形は、前記画素充電区間内に傾きがプラスである区間とマイ
ナスである区間の長さが同一である。前記インバータ同期信号は、前記ゲートオン電圧区
間の発生周期を制御するゲートクロック信号に対して９０°の位相差を有する。
【００２５】
　プラスまたはマイナスの極性のデータ電圧が充電されるゲートオン電圧区間（t１）の
間に光源駆動信号の傾きがマイナスである区間とプラスである区間との長さが同一である
場合には、画面が明るくなったり暗くなったりする輝度変化を防止し、滝現象を除去する
ことができる。
【００２６】
　発明１２は、前記発明１１において、前記光源駆動信号の波形は前記画素充電区間内で
中心に対して左右対称である表示装置用光源の駆動装置を提供する。
【００２７】
　とりわけ、一つのゲートオン電圧区間（ｔ１）の間の光源駆動信号の波形が中心に対し
左右対称であれば、ゲートオン電圧区間（t１）の間に光源駆動信号の波形の傾きが、プ
ラスである区間とマイナスである区間の長さが同一であるという条件を満たしやすい。従
って、滝現象の除去に有効である。
【００２８】
　発明１３は、前記発明１１において、前記インバータ同期信号は、前記ゲートオン電圧
区間の発生周期を制御するためのゲートクロック信号に対して９０°の位相差を有する表
示装置用光源の駆動装置を提供する。
【００２９】
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　発明１４は、複数のゲート線と複数のデータ線、そして前記ゲート線と前記データ線に
連結され、前記ゲート線からのゲートオン電圧によってターンオンされて前記データ線か
らのデータ電圧を伝達するスイッチング素子を各々有する複数の画素を含む表示装置の光
源を駆動する方法を提供する。この方法は以下の段階を含む。
・前記ゲートオン電圧の発生周期を制御するゲートクロック信号を９０°シフトして同期
信号を生成する段階、
・前記同期信号に同期する正弦波信号を生成する段階、
・前記正弦波信号を昇圧して光源駆動信号を生成する段階、
・前記光源駆動信号を前記光源に印加して前記光源を駆動する段階。
【００３０】
　発明１５は、前記発明１４において、前記光源駆動信号の波形は、前記ゲートオン電圧
の発生区間内で中心に対して左右対称である表示装置の光源駆動方法を提供する。
【００３１】
　とりわけ、一つのゲートオン電圧区間（ｔ１）の間の光源駆動信号の波形が中心に対し
左右対称であれば、ゲートオン電圧区間（t１）の間に光源駆動信号の波形の傾きが、プ
ラスである区間とマイナスである区間の長さが同一であるという条件を満たしやすい。従
って、滝現象の除去に有効である。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の実施例によれば、ランプ駆動信号を液晶表示板組立体の駆動信号に同期させ、
ランプの電流と表示信号を一致させることによって滝現象を除去する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
＜第１実施例＞
　以下、添付した図面を参照して、本発明の実施例に対して、本発明が属する技術分野に
おける通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明する。しか
し、本発明は多様な形態で実現することができ、ここで説明する実施例に限定されない。
【００３４】
　図面は、各種層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示している。明細書
全体を通じて類似した部分については同一な図面符号を付けている。層、膜、領域、板な
どの部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合に
限らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ
上に”あるとする時、これは中間に他の部分がない場合を意味する。
【００３５】
　次に本発明の実施例による液晶表示装置及び表示装置用光源の駆動装置について図面を
参考にして詳細に説明する。
【００３６】
　図１は本発明の一実施例による液晶表示装置のブロック図であり、図２は本発明の一実
施例による液晶表示装置の分解斜視図であり、図３は本発明の一実施例による液晶表示装
置の一つの画素に対する等価回路図である。
【００３７】
　図１に示すように、本発明の一実施例による液晶表示装置は、液晶表示板組立体３００
及びこれに連結されたゲート駆動部４００とデータ駆動部５００、データ駆動部５００に
連結された階調電圧生成部８００、液晶表示板組立体３００に光を照射する照明部９００
、そしてこれらを制御する信号制御部６００を含む。
【００３８】
　一方、図２に示すように、本発明の一実施例による液晶表示装置を構造的に見れば、表
示部３３０とバックライト部３４０を含む液晶モジュール３５０と、液晶モジュール３５
０を受納し固定する前面及び後面ケース３６１、３６２、シャーシ３６３及びモールドフ
レーム３６４を含む。
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【００３９】
　表示部３３０は、液晶表示板組立体３００とこれに付着されたゲートＦＰＣ（flexible
 printed circuit）基板４１０及びデータＦＰＣ基板５１０、そして該当ＦＰＣ基板４１
０、５１０に付着されているゲートＰＣＢ（printed circuit board）４５０及びデータ
ＰＣＢ５５０を含む。
【００４０】
　液晶表示板組立体３００は、図２及び図３に示されるように、構造的に見れば、下部表
示板１００及び上部表示板２００とその間に入っている液晶層３を含み、図１及び図３に
示されるように、等価回路からは、複数の表示信号線（G1-Gn、D1-Dm）と、これに連結さ
れて大略行列状に配列された複数の画素を含む。
【００４１】
　表示信号線（G1-Gn、D1-Dm）は下部表示板１００に具備され、ゲート信号（走査信号と
も言う）を伝達する複数のゲート線（G1-Gn）とデータ信号を伝達するデータ信号線また
はデータ線（D1-Dm）を含む。ゲート線（G1-Gn）は、大略行方向にのびて互いにほぼ平行
であり、データ線（D1-Dm）は大略列方向にのびて互いにほぼ平行である。
【００４２】
　各画素は表示信号線（G1-Gn、D1-Dm）に連結されたスイッチング素子（Q）と、これに
連結された液晶蓄電器（CLC）及び維持蓄電器（CST）を含む。維持蓄電器（CST）は必要
に応じて省略できる。
【００４３】
　スイッチング素子（Q）は下部表示板１００に備えられ、三端子素子としてその制御端
子及び入力端子は、各々ゲート線（G1-Gn）及びデータ線（D1-Dm）に連結され、出力端子
は液晶蓄電器（CLC）及び維持蓄電器（CST）に連結されている。
【００４４】
　液晶蓄電器（CLC）は、下部表示板１００の画素電極１９０と上部表示板２００の共通
電極２７０を二つの端子とし、二つの電極１９０、２７０の間の液晶層３は誘電体として
機能する。画素電極１９０は、スイッチング素子（Q）に連結され、共通電極２７０は上
部表示板２００の全面に形成されて共通電圧（Vcom）の印加を受ける。図２とは異なって
、共通電極２７０が下部表示板１００に具備される場合もあり、その時には、二つの電極
１９０、２７０が全て線状若しくは棒状に形成される。
【００４５】
　液晶蓄電器（CLC）の補助的役割をする維持蓄電器（CST）は、下部表示板１００に具備
された別個の信号線（図示せず）と画素電極１９０が絶縁体を介在して重なってなり、こ
の別個の信号線には、共通電圧（Vcom）などの定められた電圧が印加される。ところが、
維持蓄電器（CST）は、画素電極１９０が絶縁体を媒介にしてすぐ上の前段ゲート線と重
なってなることもできる。
【００４６】
　一方、色表示を実現するために、各画素が三原色のうちの一つを固有に表示（空間分割
）したり、各画素が時間経過によって交互に三原色を表示（時間分割）できるようにして
、これら三原色の空間的、時間的な合計により所望の色相が認識されるようにする。図３
は空間分割の一例であって、各画素が画素電極１９０に対応する上部表示板２００の領域
に赤色、緑色、または青色のカラーフィルター２３０を備えていることが示されている。
図３とは異なって、カラーフィルター２３０は、下部表示板１００の画素電極１９０の上
若しくは下に形成できる。
【００４７】
　図２で、バックライト部３４０は、液晶表示板組立体３００の下部に設けられている複
数のランプ３４１、組立体３００とランプ３４１の間に位置してランプ３４１からの光を
組立体３００に誘導及び拡散する導光板３４２及び複数の光学シート３４３、そしてラン
プ３４１の下部に位置してランプ３４１からの光を組立体３００側に反射する反射板３４
４を含む。
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【００４８】
　本実施例では、ランプ３４１としてＣＣＦＬ（cold cathode fluorescent lamp）、Ｅ
ＥＦＬ（external electrode fluorescent lamp）などの蛍光ランプを用いる。更に、発
光ダイオード（ＬＥＤ）などもランプとして用いられる。
【００４９】
　図１によれば、照明部９００は、図２でランプ３４１に該当するランプ部９１０と、ラ
ンプ部９１０に連結されてランプ部９１０を点滅し、点滅時間を制御することによって画
面の明るさを調節するインバータ９２０を含む。インバータ９２０は、別途に設けられた
インバータＰＣＢ（図示しない）に備えられたり、ゲートＰＣＢ４５０やデータＰＣＢ５
５０に備えられる。
【００５０】
　液晶表示板組立体３００の二つの表示板１００、２００の外側面には、ランプ３４１か
ら出る光を偏光する偏光子（図示せず）が設けられている。
【００５１】
　図１及び図２を参照すれば、階調電圧生成部８００はデータＰＣＢ５５０に備えられ、
画素の透過率に係る二組の複数階調電圧を生成する。二組のうちの一つは共通電圧（Vcom
）に対してプラス値を有し、もう一つはマイナス値を有する。
【００５２】
　ゲート駆動部４００は、集積回路（ＩＣ）チップ状で各ゲートＦＰＣ基板４１０上に設
けられ、液晶表示板組立体３００のゲート線（G1-Gn）に連結されて、外部からのゲート
オン電圧（Von）とゲートオフ電圧（Voff）の組み合わせからなるゲート信号をゲート線
（G1-Gn）に印加する。
【００５３】
　データ駆動部５００は、ＩＣチップ状で各データＦＰＣ基板５１０上に設けられ、液晶
表示板組立体３００のデータ線（D1-Dm）に連結されて、階調電圧生成部８００からの階
調電圧の中から選んだデータ電圧をデータ線（D1-Dm）に印加する。
【００５４】
　本発明の他の実施例によれば、ゲート駆動部４００及び/またはデータ駆動部５００は
、ＩＣチップ状で下部表示板１００上に設けられ、更に他の実施例によれば、下部表示板
１００に他の素子等と共に集積される。この二つの場合、ゲートＰＣＢ４５０及び/また
はゲートＦＰＣ基板４１０は省略できる。
【００５５】
　ゲート駆動部４００及びデータ駆動部５００などの動作を制御する信号制御部６００は
、データＰＣＢ５５０またはゲートＰＣＢ４５０に備えられている。
【００５６】
　以下、このような液晶表示装置の表示動作について図１乃至図４を参考にして詳細に説
明する。
【００５７】
　図４（ａ）～（ｈ）は、本発明の実施例による液晶表示装置に用いられる信号等の波形
図である。
【００５８】
　信号制御部６００は、外部のグラフィック制御機（図示せず）からＲＧＢ映像信号（R
、G、B）及びその表示を制御する入力制御信号、例えば、垂直同期信号（Vsync）と水平
同期信号（Hsync）、メーンクロック（MCLK）、データイネーブル信号（DE）などの提供
を受ける。信号制御部６００は、入力映像信号（R、G、B）と入力制御信号に基づいて映
像信号（R、G、B）を液晶表示板組立体３００の動作条件に合うように適切に処理し、ゲ
ート制御信号（CONT１）及びデータ制御信号（CONT２）などを生成した後、ゲート制御信
号（CONT１）をゲート駆動部４００に送り、データ制御信号（CONT２）及び処理した映像
信号（R´、G´、B´）はデータ駆動部５００に送る。信号制御部６００はまた、ゲート
制御信号（CONT１）のうちのゲートオン電圧（Von）の出力時期を制御するゲートクロッ
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ク信号（CPV）を９０°位相シフトしたインバータ同期信号（Sync）をインバータ９２０
に印加する。
【００５９】
　ゲート制御信号（CONT１）は、ゲートクロック信号（CPV）以外にも１フレームの開始
を知らせる垂直同期開始信号（STV）及びゲートオン電圧（Von）の持続時間を限定する出
力イネーブル信号（OE）などを含む。
【００６０】
　データ制御信号（CONT２）は、水平周期の開始を知らせる水平同期開始信号（STH）と
データ線（D1-Dm）に当該データ電圧の印加を指示するロード信号（LOAD）、共通電圧（V
com）に対するデータ電圧の極性（以下、“共通電圧に対するデータ電圧の極性”を略し
て“データ電圧の極性”という）を反転させる反転信号（RVS）及びデータクロック信号
（HCLK）などを含む。
【００６１】
　データ駆動部５００は、信号制御部６００からのデータ制御信号（CONT２）に従って一
行の画素に対応する映像データ（R´、G´、B´）を順次に受信してシフトさせ、階調電
圧生成部８００からの階調電圧のうちの各映像データ（R´、G´、B´）に対応する階調
電圧を選択することによって、映像データ（R´、G´、B´）を当該データ電圧に変換し
、これを当該データ線（D1-Dm）に印加する。
【００６２】
　ゲート駆動部４００は、信号制御部６００からのゲート制御信号（CONT１）によってゲ
ートオン電圧（Von）をゲート線（G1-Gn）に印加して、このゲート線（G1-Gn）に連結さ
れたスイッチング素子（Q）をターンオンさせれば、データ線（D1-Dm）に印加されたデー
タ電圧がターンオンしたスイッチング素子（Q）を通じて当該画素に印加される。
【００６３】
　画素に印加されたデータ電圧と共通電圧（Vcom）の差は、液晶蓄電器（CLC）の充電電
圧、即ち画素電圧として現れる。液晶分子は、画素電圧の大きさに応じてその配列が異な
る。
【００６４】
　インバータ９２０は、信号制御部６００からインバータ同期信号（Sync）の供給を受け
、外部若しくは信号制御部６００から明るさ制御信号（Vdim）の供給を受けて、ランプ部
９１０の点灯/消灯動作を制御する。
【００６５】
　より詳細には、インバータ９２０は明るさ制御信号（Vdim）に基づいて、所定の点灯/
消灯デューティ比を有するパルス幅変調信号（PWM）を生成する。インバータ９２０はま
た、インバータ同期信号（Sync）に同期して、DC/DC変換器（図示せず）からの直流電圧
を開閉したり、電流経路をスイッチングする等の方法で正弦波電圧を生成し、これを高電
圧に変換してランプ駆動信号（LDS）を生成する。インバータ９２０がランプ駆動信号（L
DS）をランプ部９１０に印加すれば、ランプ部９１０は点灯してランプ駆動信号（LDS）
と同期する電流を流す。この時、ランプ駆動信号（LDS）は、パルス幅変調信号（PWM）が
ハイレベルの間は正弦波であるが、ローレベルの間は一定値を有する。ところが、その逆
の場合もある。
【００６６】
　ランプ部９１０から出た光は、液晶層３を通過しながら液晶分子の配列に応じてその偏
光が変化する。このような偏光の変化は、偏光子によって光の透過率の変化として現れる
。
【００６７】
　１水平周期（または１H）（水平同期信号（Hsync）、データイネーブル信号（DE）、ゲ
ートクロック（CPV）の一週基）が終われば、データ駆動部５００とゲート駆動部４００
は次行の画素に対して同じ動作を繰り返す。このような方式で、１フレーム期間の間に全
てのゲート線（G1-Gn）に対して順次にゲートオン電圧（Von）を印加して、全ての画素に
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データ電圧を印加する。１フレームが終了すれば次のフレームが開始され、各画素に印加
されるデータ電圧の極性が直前フレームの極性と逆になるように、データ駆動部５００に
印加される反転信号（RVS）の状態が制御される（フレーム反転）。この時、１フレーム
期間内でも反転信号（RVS）の特性によって一つのデータ線を通じて流れるデータ電圧の
極性が変わったり（ライン反転）、一つの画素行に印加されるデータ電圧の極性も互いに
異なることがあり得る（ドット反転）。
【００６８】
　図５aはゲートクロック信号（CPV）と９０°の位相差を有するランプ駆動信号（LDS）
とデータ電圧（DATA）の波形を示すものであり、図５bと５cは、ゲートクロック信号（CP
V）と１８０°の位相差があるか、同期するランプ駆動信号（LDS）とデータ電圧（DATA）
の波形を示すものである。
【００６９】
　図５で、データ電圧（DATA）は、１水平周期を単位として極性が反転している。
【００７０】
　図５b及び図５cのように、ランプ駆動信号（LDS）をゲートクロック信号（CPV）に１８
０°位相シフトさせたり同期させた場合、画面で染みがゆっくり上下に動く滝現象は発生
しないが、停止した滝現象が依然残る。しかし、図５aのように、ランプ駆動信号（LDS）
がゲートクロック信号（CPV）と９０°の位相差を有する場合には滝現象が発生しない。
【００７１】
　また、図５bのように、プラス極性のデータ電圧（DATA）が充電されるゲートオン電圧
区間（t１）の間に、ランプ駆動信号（LDS）の傾きが、マイナスである区間よりもプラス
である区間がより長い時に画面が一層明るくなった。逆に、図５cのように、マイナス極
性のデータ電圧（DATA）が充電される時に、ランプ駆動信号（LDS）の傾きが、プラスで
ある区間よりもマイナスである区間がより長い時に画面が一層暗くなった。
【００７２】
　ところが、図５aのように、プラスまたはマイナスの極性のデータ電圧（DATA）が充電
されるゲートオン電圧区間（t１）の間にランプ駆動信号（LDS）の傾きがマイナスである
区間とプラスである区間が同一である場合には、このような輝度変化がなかった。
【００７３】
　したがって、ゲートオン電圧区間（t１）の間にランプ駆動信号（LDS）の波形の傾きが
、プラスである区間とマイナスである区間の長さが同一である時に滝現象が除去できるこ
とが分かり、特に、一つのゲートオン電圧区間の間のランプ駆動信号（LDS）の波形が中
心に対し線対称または左右対称であれば、前記のような条件が満たされる。
【００７４】
　以上のような構成、なかでもゲートオン電圧区間内でランプ駆動信号を中心に対して線
対称させ、ゲートオン電圧区間の間に、ランプ駆動信号の波形の傾きがプラスである区間
と傾きがマイナスである区間の期間を同一にすることにより、停止した滝現象の発生を防
止することができる。
＜他の実施例＞
　以下、図６、図７を参照して液晶表示装置の他の実施例について説明する。
【００７５】
　図６は本発明の他の実施例による液晶表示装置のブロック図であり、図７は本発明の他
の実施例による液晶表示装置のブロック図である。
【００７６】
　図６及び図７に示される液晶表示装置は、図１に示す液晶表示装置と同様に、液晶表示
板組立体３００、ゲート駆動部４００、データ駆動部５００、信号制御部６００、階調電
圧生成部８００及び照明部９００を含む。
【００７７】
　しかし、ランプ部９１０とインバータ９２０のみを含む図５に示す液晶表示装置の照明
部９００とは異なり、図６に示される液晶表示装置の照明部９００は、ランプ部９１０と
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インバータ９２０以外にも位相シフタ９３０をさらに含み、図７に示す液晶表示装置の照
明部９００は、マルチバイブレーター９４０をさらに含む。
【００７８】
　図６の場合、信号制御部６００が直接インバータ同期信号（Sync）を生成する代わりに
、ゲートクロック信号（CPV）を直ちに位相シフタ９３０に供給し、位相シフタ９３０は
、ゲートクロック信号（CPV）の位相よりも９０°遅延した信号をインバータ同期信号（S
ync）としてインバータ９２０に印加する。
【００７９】
　なお、図７の場合には、マルチバイブレーター９４０が外部または信号制御部６００か
ら印加されるデータイネーブル信号（DE１）に基づいて、ゲートクロック信号（CPV）の
位相よりも９０°遅延した信号を生成してインバータ９２０に印加する。即ち、信号制御
部６００からのデータ信号（R´、G´、B´）をデータ駆動部５００に伝達するためのデ
ータイネーブル信号（DE１）をマルチバイブレーター９４０のトリガー信号として利用し
、抵抗や蓄電器の時定数などを調節して、インバータ同期信号（Sync）の出力時期とパル
ス幅を調節する。このような動作により、ゲートオン電圧区間の間にプラスの傾き区間と
マイナスの傾き区間の長さが同じであるランプ駆動信号（LDS）がインバータ９２０から
出力される。
【００８０】
　位相シフタ９３及びマルチバイブレーター９４０は、インバータ９２０内に具備される
こともできる。
【００８１】
　また、位相シフタやマルチバイブレーターの代わりに他の装置を利用して、ゲートクロ
ック信号（CPV）に９０°位相遅延したインバータ同期信号（Sync）を生成しても良い。
【００８２】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに
限定されず、特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の様々な
変形及び改良形態もまた本発明の権利範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の一実施例による液晶表示装置のブロック図
【図２】本発明の一実施例による液晶表示装置の分解斜視図
【図３】本発明の一実施例による液晶表示装置の一つの画素に対する等価回路図
【図４】（ａ）～（ｈ）本発明の実施例による液晶表示装置に用いられる信号等の波形図
【図５ａ】本発明の実施例によるゲートクロック信号と９０°の位相差を有するランプ駆
動信号とデータ電圧の波形を示す
【図５ｂ】本発明の実施例によるゲートクロック信号と１８０°の位相差を有するランプ
駆動信号とデータ電圧の波形を示す
【図５ｃ】本発明の実施例によるゲートクロック信号に同期するランプ駆動信号とデータ
電圧の波形を示す
【図６】本発明の他の実施例による液晶表示装置のブロック図
【図７】本発明の更に他の実施例による液晶表示装置のブロック図
【符号の説明】
【００８４】
３　液晶層
１００、２００　表示板
３００　液晶表示板組立体
４００　ゲート駆動部
５００　データ駆動部
８００　階調電圧生成部
９００　照明部
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６００　信号制御部
１９０　画素電極
２７０　共通電極
２３０　カラーフィルター
３３０　表示部
３４０　バックライト部
９１０　ランプ部
９２０　インバータ
９３０　位相シフタ
９４０　マルチバイブレーター
                                                                                

【図１】 【図２】



(13) JP 4705362 B2 2011.6.22

【図３】 【図４】

【図５ａ】

【図５ｂ】

【図５ｃ】



(14) JP 4705362 B2 2011.6.22

【図６】 【図７】



(15) JP 4705362 B2 2011.6.22

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/34    　　　Ｊ          　　　　　

(72)発明者  金　旻　弘
            大韓民国ソウル市蘆原区上溪７洞住公６団地６２３棟１００５号

    審査官  中村　直行

(56)参考文献  特開２００２－１３２２２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１５６９５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８７７００（ＪＰ，Ａ）　　　

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


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

