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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表示する液晶表示部と、
　前記液晶表示部を駆動するドライバと、
　映像データと複数の同期信号を出力すると共に、周波数変更信号に従って周波数変更予
測情報を出力し複数の同期信号の周波数を変更して出力するグラフィックシステムと、
　前記映像データと複数の同期信号を用いて前記ドライバを制御すると共に、前記周波数
変更予測情報に応答して、特定映像データを保存し、前記複数の同期信号中少なくとも１
つの同期信号から不安定区間を検出し、前記不安定区間が検出されれば内部クロックを用
いて前記ドライバを制御する複数の制御信号を生成し、前記周波数が変更される間に前記
特定映像データが前記液晶表示部に表示されるように前記ドライバを制御するタイミング
コントローラと、
を備える液晶表示装置の駆動装置。
【請求項２】
　前記グラフィックシステムは、
　前記映像データを出力する映像データ供給部と、
　前記複数の同期信号を出力し、前記周波数変更信号に応答して前記同期信号の周波数を
変更して出力する同期信号生成部と、
　前記周波数変更信号に応答して、前記周波数予測情報として選択信号を生成して出力す
る周波数変更判断部と、
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を備えることを特徴とする、請求項１に記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項３】
　前記タイミングコントローラは、
　前記選択信号を第１選択信号として用い、前記第１選択信号に応答して、前記同期信号
の少なくとも一つの同期信号から前記不安定区間を検出し、その不安定区間を指示する第
２選択信号を出力する同期信号検出部と、
　前記内部クロックを生成して出力するオシレータと、
　前記第２選択信号に応答して、前記同期信号または前記内部クロックを選択して出力す
る同期信号選択部と、
　前記同期信号選択部からの同期信号または内部クロックを用いて、前記ドライバを制御
する複数の制御信号を生成して出力する制御信号生成部と、
　前記第１選択信号に応答して、前記グラフィックシステムからの特定映像データを保存
し、これを前記第２選択信号に応答して出力するフレームメモリと、
　前記グラフィックシステムからの映像データを整列して前記ドライバへ出力し、前記第
２選択信号に応答して前記フレームメモリからの特定映像データを整列させて前記ドライ
バへ出力する映像データ処理部と、
を備えることを特徴とする、請求項２に記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項４】
　前記グラフィックシステムは、
　前記映像データを出力し、前記周波数変更信号に応答して前記周波数変更予測情報であ
るオプションデータと、前記オプションデータの有無を指示するフラグとを生成して前記
オプションデータ及び前記フラグを前記映像データに挿入して出力する映像データ供給部
と、
　前記複数の同期信号を出力し、前記周波数変更信号に応答して前記同期信号の周波数を
変更して出力する同期信号生成部と、
を備えることを特徴とする、請求項１に記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項５】
　前記タイミングコントローラは、
　前記オプションデータに応答して第１選択信号を生成して出力するオプション判断部と
、
　前記第１選択信号に応答して、前記同期信号のうち少なくとも一つの同期信号から前記
周波数変更区間を検出し、その周波数変更区間を指示する第２選択信号を出力する同期信
号検出部と、
　内部クロックを生成して出力するオシレータと、
　前記第２選択信号に応答して前記同期信号または前記内部クロックを選択して出力する
同期信号選択部と、
　前記同期信号選択部からの同期信号または内部クロックを用いて、前記ドライバを制御
する複数の制御信号を生成して出力する制御信号生成部と、
　前記第１選択信号に応答して、前記グラフィックシステムからの前記特定映像データを
保存し、これを前記第２選択信号に応答して出力するフレームメモリと、
　前記グラフィックシステムからの映像データを整列して前記ドライバへ出力し、前記フ
ラグに従って前記映像データから前記オプションデータを分離して前記オプション判断部
へ出力し、前記第２選択信号に応答して前記フレームメモリからの特定映像データを整列
して前記ドライバへ出力する映像データ処理部と、
を備えることを特徴とする、請求項４に記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項６】
　前記同期信号検出部は、
　前記同期信号のうち少なくとも一つの同期信号の不安定区間を前記周波数変更区間で検
出して前記第２選択信号をイネーブルさせることを特徴とする、請求項３または５に記載
の液晶表示装置の駆動装置。
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【請求項７】
　前記同期信号検出部は、
　前記同期信号のうちデータイネーブル信号をドットクロックに従ってカウントし、前記
データイネーブル信号の不安定区間を検出することを特徴とする、請求項６に記載の液晶
表示装置の駆動装置。
【請求項８】
　前記制御信号生成部は、
　前記内部クロックが入力されると、該内部クロックと内蔵された情報を用いて少なくと
も一つの同期信号を生成し、前記内部クロックと少なくとも一つの同期信号を用いて前記
制御信号を生成することを特徴とする、請求項３または５に記載の液晶表示装置の駆動装
置。
【請求項９】
　前記特定映像データは、
　前記第２選択信号がイネーブルされる以前のフレームの映像データであることを特徴と
する、請求項６に記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項１０】
　前記フレームメモリは、
　前記グラフィックシステムからの映像データをバッファリングして前記映像データ処理
部へ出力し、前記第１選択信号に応答して保存された前記前フレームの映像データを保持
しながら前記第２選択信号のイネーブル区間で出力することを特徴とする、請求項９に記
載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項１１】
　映像を表示する液晶表示部と、
　前記液晶表示部を駆動するドライバと、
　映像データと複数の同期信号を出力すると共に、周波数変更信号に従って周波数変更予
測情報を出力して複数の同期信号の周波数を変更するグラフィックシステムと、
　前記映像データと複数の同期信号を用いて前記ドライバを制御すると共に、前記周波数
変更予測情報に応答して、前記複数の同期信号中少なくとも１つの同期信号から不安定区
間を検出し、前記不安定区間が検出されれば前記ドライバを制御する複数の制御信号の生
成を遮断し、前記周波数が変更される間前記ドライバへの信号出力を遮断するタイミング
コントローラと、
を備えることを特徴とする、液晶表示装置の駆動装置。
【請求項１２】
　前記グラフィックシステムは、
　前記映像データを出力する映像データ供給部と、
　前記複数の同期信号を出力し、前記周波数変更信号に応答して前記同期信号の周波数を
変更して出力する同期信号生成部と、
　前記周波数変更信号に応答して前記周波数予測情報として選択信号を生成して出力する
周波数変更判断部と
を備えることを特徴とする、請求項１１に記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項１３】
　前記タイミングコントローラは、
　前記選択信号を第１選択信号として用い、前記第１選択信号に応答して前記同期信号の
うち少なくとも一つの同期信号から前記不安定区間を検出し、その不安定区間を指示する
第２選択信号を出力する同期信号検出部と、
　前記同期信号を用いて前記ドライバを制御する複数の制御信号を生成して出力する制御
信号生成部と、
　前記第２選択信号に応答して前記同期信号を前記制御信号生成部へ出力するかまたは出
力を遮断する同期信号選択部と、
　前記グラフィックシステムからの映像データを整列して前記ドライバへ出力する映像デ
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ータ処理部と、
を備えることを特徴とする、請求項１２に記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項１４】
　前記グラフィックシステムは、
　前記映像データを出力すると共に、前記周波数変更信号に応答して前記周波数変更を知
らせるオプションデータと前記オプションデータの有無を指示するフラグを生成して前記
オプションデータ及び前記フラグを前記映像データに挿入して出力する映像データ供給部
と、
　前記複数の同期信号を出力し、前記周波数変更信号に応答して前記同期信号の周波数を
変更して出力する同期信号生成部と
　を備えることを特徴とする、請求項１１に記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項１５】
　前記タイミングコントローラは、
　前記オプションデータに応答して第１選択信号を生成して出力するオプション判断部と
、
　前記第１選択信号に応答して前記同期信号のうち少なくとも１つの同期信号から前記不
安定区間を検出してその不安定区間を指示する第２選択信号を出力する同期信号検出部と
、
　前記同期信号を用いて前記ドライバを制御する複数の制御信号を生成して出力する制御
信号生成部と、
　前記第２選択信号に応答して前記同期信号を前記制御信号生成部に出力したり、出力を
遮断する同期信号選択部と、
　前記グラフィックシステムからの映像データを整列して前記ドライバに出力する映像デ
ータ処理部と
　を備えることを特徴とする、請求項１４に記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項１６】
　前記同期信号検出部は、
　前記同期信号のうち少なくとも１つの同期信号の不安定区間を前記周波数変更区間で検
出して前記第２選択信号をイネーブルさせることを特徴とする、請求項１３または１５に
記載の液晶表示装置の駆動装置。
【請求項１７】
　前記同期信号検出部は、
前記同期信号のうちデータイネーブル信号をドットクロックに従ってカウントして前記デ
ータイネーブル信号の不安定区間を検出することを特徴とする、請求項１６に記載の液晶
表示装置の駆動装置。
【請求項１８】
　前記液晶表示部は、
　前記周波数変更の間、前記周波数が変更される前に充電された前フレームの映像を維持
して表示することを特徴とする、請求項１１に記載のする液晶表示装置の駆動装置。
【請求項１９】
　周波数変更信号を入力する段階と、
　前記周波数変更信号に応答して周波数変更予測情報を出力する段階と、
　前記周波数変更予測情報に応答して特定映像データを保存する段階と、
　前記周波数変更信号に応答して複数の同期信号の周波数を変更する段階と、
　前記周波数が変更される間、前記周波数変更予測情報に応答して、外部から入力された
複数の同期信号中少なくとも１つの同期信号から不安定区間を検出し、前記不安定区間が
検出されれば内部クロックを用いて複数の制御信号を生成して出力し、前記不安定区間が
検出されなければ前記複数の同期信号を用いて前記複数の制御信号を生成して出力する段
階と、
　前記周波数が変更される間、前記複数の制御信号を用いて前記特定映像データを表示す
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る段階と
　を備えた液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２０】
　前記同期信号のうちデータイネーブル信号の不安定な区間が検出されることを特徴とす
る、請求項１９に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２１】
　前記特定映像データは、前記周波数が変更される前のフレームの映像データであること
を特徴とする、請求項１９に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２２】
　前記周波数が変更される前のフレームの映像データは、前記周波数変更予測情報に応答
してメモリに保存され維持されて、前記周波数変更の間出力されて表示されることを特徴
とする、請求項２１に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２３】
　前記周波数変更予測情報として選択信号が出力されることを特徴とする、請求項１９に
記載のする液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２４】
　前記周波数変更予測情報を出力する段階は、
　前記周波数変更予測情報であるオプションデータと、前記オプションデータの有無を指
示するフラグを生成する段階と、
　前記フラグおよびオプションデータを映像データの有効区間のブランキング区間に挿入
して出力する段階と
　を備えることを特徴とする、請求項１９に記載のする液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２５】
　周波数変更信号を入力する段階と、
　前記周波数変更信号に応答して周波数変更予測情報を出力する段階と、
　前記周波数変更予測情報に応答して複数の同期信号の周波数を変更する段階と、
　前記周波数が変更される間、前記周波数変更予測情報に応答して、外部から入力された
複数の同期信号中少なくとも１つの同期信号から不安定区間を検出する段階と、
　前記不安定区間が検出されれば前記周波数変更区間で表示部を駆動するドライバの信号
出力を遮断し、前記不安定区間が検出されなければ前記複数の同期信号を用いて前記複数
の制御信号を生成して前記ドライバが前記表示部を駆動するように制御する段階と
　を備え、
　前記周波数変更予測情報を出力する段階は、
　前記周波数変更予測情報であるオプションデータと、前記オプションデータの有無を指
示するフラグを生成する段階と、
　前記フラグおよびオプションデータを映像データの有効区間のブランキング区間に挿入
して出力する段階と
　を備えることを特徴とする、液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２６】
　前記複数の同期信号のうちデータイネーブル信号の不安定な区間が検出されることを特
徴とする、請求項２５に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２７】
　前記周波数変更予測情報として選択信号を出力することを特徴とする、請求項２５に記
載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２８】
　前記周波数変更区間で前記複数の同期信号のうちドットクロックの入力が遮断されて前
記ドライバへの信号出力が遮断されることを特徴とする、請求項２５に記載の液晶表示装
置の駆動方法。
【請求項２９】
　前記周波数変更の間、前記表示部は、前記周波数が変更される前に充電された前フレー
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ムの映像を維持して表示することを特徴とする、請求項２５に記載の液晶表示装置の駆動
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、周波数変換時にタイミングコントローラの誤動作及び画面不良を防止できる
液晶表示装置の駆動装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置（Liquid Crystal Display；以下、‘ＬＣＤ’と略す）は、液晶を駆動し
光透過率を調節することによって映像を表示する。ＬＣＤは、映像を表示する液晶表示部
と、液晶表示部を駆動する駆動回路とを備える。液晶表示部は、画素マトリクスを構成す
るサブ画素と、各サブ画素を独立して駆動する薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタを
制御するゲートラインと、薄膜トランジスタにデータを供給するデータラインとを備える
。駆動回路は、液晶表示部のゲートラインを駆動するゲートドライバと、データラインを
駆動するデータドライバと、ゲートドライバ及びデータドライバを制御するタイミングコ
ントローラとを備える。ここで、タイミングコントローラは、外部からの映像データを整
列してデータドライバに供給し、外部からの複数の同期信号を用いてゲートドライバ及び
データドライバの駆動タイミングを制御する。
【０００３】
　このような従来のＬＣＤは、消費電力の減少のために駆動周波数を変換する過程におい
て画面不良が生じるという問題点があった。
【０００４】
　例えば、６０Ｈｚのフレーム周波数が５０Ｈｚに変換されると、外部から複数の同期信
号の周波数が５０Ｈｚのフレーム周波数に適合するように変化され、タイミングコントロ
ーラに供給される。タイミングコントローラは、周波数の変換された同期信号を用いてゲ
ートドライバ及びデータドライバを制御し、これにより、液晶表示部は、５０Ｈｚのフレ
ーム周波数を有する映像を表示するようになる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、フレーム周波数が変換される間に、外部同期信号の周波数が不安定にな
りタイミングコントローラが誤動作すると、液晶表示部に不安定な映像が表示されるか、
または、“no signal”メッセージが表示される画面不良につながるという問題があった
。
【０００６】
　本発明は上記問題点を解決するためのもので、その目的は、フレーム周波数が変換され
る間に、タイミングコントローラの誤動作及び画面不良を防止できる液晶表示装置の駆動
装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明による液晶表示装置の駆動装置は、映像を表示する
液晶表示部と、前記液晶表示部を駆動するドライバと、周波数変更信号に従って周波数変
更予測情報を出力し複数の同期信号の周波数を変更して出力するグラフィックシステムと
、前記周波数変更予測情報に応答して、特定映像データを保存し、前記複数の同期信号中
少なくとも１つの同期信号から不安定区間を検出し、前記不安定区間が検出されれば内部
クロックを用いて前記ドライバを制御する複数の制御信号を生成し、前記周波数が変更さ
れる間に前記特定映像データが前記液晶表示部に表示されるように前記ドライバを制御す
るタイミングコントローラとを備えることを特徴とする。
　また、本発明による液晶表示装置の駆動装置は、映像を表示する液晶表示部と、前記液



(7) JP 4713427 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

晶表示部を駆動するドライバと、映像データと複数の同期信号を出力すると共に、周波数
変更信号に従って周波数変更予測情報を出力して複数の同期信号の周波数を変更するグラ
フィックシステムと、前記映像データと複数の同期信号を用いて前記ドライバを制御する
と共に、前記周波数変更予測情報に応答して、前記複数の同期信号中少なくとも１つの同
期信号から不安定区間を検出し、前記不安定区間が検出されれば前記ドライバを制御する
複数の制御信号の生成を遮断し、前記周波数が変更される間前記ドライバへの信号出力を
遮断するタイミングコントローラとを備えることを特徴とする。
　また、本発明による液晶表示装置の駆動方法は、周波数変更信号を入力する段階と、前
記周波数変更信号に応答して周波数変更予測情報を出力する段階と、前記周波数変更予測
情報に応答して特定映像データを保存する段階と、前記周波数変更信号に応答して複数の
同期信号の周波数を変更する段階と、前記周波数が変更される間、前記周波数変更予測情
報に応答して、外部から入力された複数の同期信号中少なくとも１つの同期信号から不安
定区間を検出し、前記不安定区間が検出されれば内部クロックを用いて複数の制御信号を
生成して出力し、前記不安定区間が検出されなければ前記複数の同期信号を用いて前記複
数の制御信号を生成して出力する段階と、前記周波数が変更される間、前記複数の制御信
号を用いて前記特定映像データを表示する段階とを備えることを特徴とする。
　さらに、本発明による液晶表示装置の駆動方法は、周波数変更信号を入力する段階と、
前記周波数変更信号に応答して周波数変更予測情報を出力する段階と、前記周波数変更予
測情報に応答して複数の同期信号の周波数を変更する段階と、前記周波数が変更される間
、前記周波数変更予測情報に応答して、外部から入力された複数の同期信号中少なくとも
１つの同期信号から不安定区間を検出する段階と、前記不安定区間が検出されれば前記周
波数変更区間で表示部を駆動するドライバの信号出力を遮断し、前記不安定区間が検出さ
れなければ前記複数の同期信号を用いて前記複数の制御信号を生成して前記ドライバが前
記表示部を駆動するように制御する段階とを備え、前記周波数変更予測情報を出力する段
階は、前記周波数変更予測情報であるオプションデータと、前記オプションデータの有無
を指示するフラグを生成する段階と、前記フラグおよびオプションデータを映像データの
有効区間のブランキング区間に挿入して出力する段階とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明による液晶表示装置の駆動装置及び方法は、グラフィックシステムから周波数変
更以前に供給された周波数変更予測情報に応答して、フレーム周波数変更時に、内部クロ
ックと前フレームの映像データを用いて液晶表示部を駆動するため、タイミングコントロ
ーラの誤動作及び画面不良を防止することができる。
【００１４】
　また、グラフィックシステムから周波数変更以前に供給された周波数変更予測情報に応
答して、フレーム周波数変更時に、ゲートドライバ及びデータドライバを駆動せずに液晶
表示部が前フレームの映像を保持し続けるようにするため、画面不良を防止することがで
きる。
【００１５】
　結果として、画面不良なしにフレーム周波数を変更し、消費電力を減少させることが可
能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係るＬＣＤ駆動装置及び方法の好適な実施の形態を、添付の図面を参照
しつつ詳細に説明する。
【００１７】
　図１は、本発明によるＬＣＤ駆動装置を示す構成図である。
【００１８】
　図１に示すＬＣＤ駆動装置は、ＬＣＤと、ＬＣＤを制御するコンピュータシステムに内
蔵されたグラフィックシステム１５０とを備える。ＬＣＤは、映像を表示する液晶表示部



(8) JP 4713427 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

１１０と、液晶表示部１１０のデータラインＤＬ１～ＤＬｍを駆動するデータドライバ１
２０と、液晶表示部１１０のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎを駆動するゲートドライバ１３
０と、グラフィックシステム１５０と接続し、データドライバ１２０とゲートドライバ１
３０を制御するタイミングコントローラ１４０とを備える。
【００１９】
　グラフィックシステム１５０は、ＬＣＤの解像度に適合した映像データと複数の同期信
号を、ＬＣＤのタイミングコントローラ１４０に供給する。複数の同期信号は、ＬＣＤの
駆動タイミングを制御するためのもので、映像データ転送速度を決定するドットクロック
ＤＣＬＫ、映像データの有効区間を知らせるデータイネーブル信号ＤＥ、１水平同期期間
を知らせる水平同期信号Ｈｓｙｎｃ、及び１垂直同期期間を知らせる垂直同期信号Ｖｓｙ
ｎｃを生成してタイミングコントローラ１４０に供給する。一方、データイネーブル信号
ＤＥが、水平及び垂直同期信号Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃが指示するタイミング情報も含む
ので、グラフィックシステム１５０は、ドットクロックＤＣＬＫ及びデータイネーブル信
号ＤＥのみを生成してタイミングコントローラ１４０に供給することもある。そして、グ
ラフィックシステム１５０は、電磁気的干渉（ＥＭＩ）を減らすために、映像データ（Ｒ
ＧＢ）と同期信号をシリアルデータ（Serial Data）と圧縮してタイミングコントローラ
１４０に供給する。ただし、ドットクロックＤＣＬＫは、圧縮せずに個別にタイミングコ
ントローラ１４０に供給される。
【００２０】
　また、グラフィックシステム１５０は、外部からの周波数変更信号ｆｓが入力されると
、複数の同期信号の周波数を変換してタイミングコントローラ１４０に供給する。特に、
グラフィックシステム１５０は、周波数変更信号ｆｓに応答して周波数が変換される以前
に周波数変更を予測できる制御信号やオプションデータを生成してタイミングコントロー
ラ１４０に供給する。換言すると、グラフィックシステム１５０は、周波数変換以前に周
波数変更予測情報を生成してタイミングコントローラ１４０に供給することによって、タ
イミングコントローラ１４０が誤動作なく周波数変換による動作を準備できるようにする
。周波数変更信号ｆｓは、使用者から周波数変更指示があるとか、消費電力節減のために
特定映像、すなわち静止映像を表示したり待機モードにある場合に、コンピュータシステ
ム内から発生してグラフィックシステム１５０に供給される。
【００２１】
　タイミングコントローラ１４０は、グラフィックシステム１５０からドットクロックＤ
ＣＬＫに従って供給されたシリアルデータを、映像データと同期信号に復元する。そして
、タイミングコントローラ１４０は、映像データをデータドライバ１２０に適合するよう
に整列してデータドライバ１２０に供給する。タイミングコントローラ１４０は、同期信
号を用いてデータ制御信号ＤＣＳ及びゲート制御信号ＧＣＳを生成して、ゲートドライバ
１３０及びデータドライバ１２０をそれぞれ制御する。
【００２２】
　また、タイミングコントローラ１４０は、グラフィックシステム１５０から周波数変更
予測情報、すなわち制御信号やオプションデータが入力されると、内蔵されたフレームメ
モリにグラフィックシステム１５０からの最終フレームの映像データを保存する。ここで
、最終フレームとは、グラフィックシステム１５０において第１フレーム周波数から第２
フレーム周波数に変換される場合、第１フレーム周波数に従って駆動する最終フレームの
ことで、周波数変換される直前のフレームを意味する。これと異なり、タイミングコント
ローラ１４０は、グラフィックシステム１４０からの映像データをフレームメモリにバッ
ファリングして用いる場合、周波数変更予測情報に応答してフレームメモリが最終フレー
ムの次の映像データを保存しなく、保存された最終フレーム、すなわち前フレームの映像
データを維持するようになる。そして、グラフィックシステム１５０の周波数変換時に、
同期信号が不安定な区間で、フレームメモリに保存された前フレームの映像データをデー
タドライバ１２０に供給する。このとき、タイミングコントローラ１４０は、グラフィッ
クシステム１５０からの不安定な同期信号の代わりに、内蔵されたオシレータからの内部
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クロックを用いてゲート制御信号ＧＣＳ及びデータ制御信号ＤＣＳを生成する。なお、タ
イミングコントローラ１４０は、生成された制御信号ＧＣＳ、ＤＣＳでゲートドライバ１
３０及びデータドライバ１２０を制御し、液晶表示部１１０が、周波数が変換される過程
では前フレームの映像を継続して表示できるようにする。
【００２３】
　一方、タイミングコントローラ１４０は、周波数が変換される過程でゲート制御信号Ｇ
ＣＳ及びデータ制御信号ＤＣＳの生成を遮断しゲートドライバ１３０及びデータドライバ
１２０を駆動しないことによって、液晶表示部１１０が、充電された前フレームの映像を
継続して維持する方法を利用することもある。このため、タイミングコントローラ１４０
が、周波数予測情報が入力された後、同期信号が不安定な区間で、制御信号ＧＣＳ、ＤＣ
Ｓを生成するブロックにドットクロックＤＣＬＫが入力されるのを遮断する。
【００２４】
　以降、グラフィックシステム１５０で周波数変換が完了し、安定した同期信号が入力さ
れると、タイミングコントローラ１４０は、周波数変換された同期信号を用いてデータ制
御信号ＤＣＳ及びゲート制御信号ＧＣＳを生成する。これにより、周波数変換されたデー
タ制御信号ＤＣＳ及びゲート制御信号ＧＣＳでデータドライバ１２０とゲートドライバ１
３０をそれぞれ制御することによって、液晶表示部１１０が、変換されたフレーム周波数
で駆動しながら映像を表示できるようにする。
【００２５】
　ゲートドライバ１３０は、タイミングコントローラ１４０からのゲート制御信号ＧＣＳ
に応答してスキャンパルス発生して、液晶表示部１１０のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎを
順次駆動する。
【００２６】
　データドライバ１２０は、タイミングコントローラ１４０からのデータ制御信号ＤＣＳ
に応答して、タイミングコントローラ１４０からの映像データをラッチする。そして、ラ
ッチしたデータを、アナログ映像データ信号に変換して液晶表示部１１０のデータライン
ＤＬ１～ＤＬｍに供給する。すなわち、データドライバ１２０は、映像データの階調値の
それぞれに該当するガンマ電圧を選択し、選択されたガンマ電圧をデータラインＤＬ１～
ＤＬｍに供給する。データドライバ１２０は、ゲートラインＧＬ１～ＧＬｎのそれぞれに
スキャンパルスが供給される１水平期間ごとに、１水平ライン分の映像データ信号をデー
タラインＤＬ１～ＤＬｍに供給する。
【００２７】
　液晶表示部１１０は、ｎ本のゲートラインＧＬ１～ＧＬｎとｍ本のデータラインＤＬ１
～ＤＬｍにより定義される各画素領域に形成された薄膜トランジスタＴＦＴと、薄膜トラ
ンジスタＴＦＴと接続して液晶分子を駆動する画素電極とを備える。薄膜トランジスタＴ
ＦＴは、ゲートラインＧＬからのスキャンパルスに応答して、データラインＤＬからのデ
ータ信号を画素電極に供給する。画素電極は、共通電極Ｖｃｏｍと共に液晶を駆動するた
めに液晶キャパシタＣｌｃを形成し、ゲートラインとオーバーラップして保存キャパシタ
Ｃｓｔを形成する。ここで、保存キャパシタＣｓｔは、画素電極が別の共通ラインとオー
バーラップして形成されることもある。液晶キャパシタＣｌｃ及び保存キャパシタＣｓｔ
は、画素電極に印加されたデータ信号を、次のデータ信号が充電されるまで保持する。
【００２８】
　図２は、本発明に従う液晶表示装置の駆動方法を段階的に示したフローチャートであり
、図１に図示した液晶表示装置の駆動装置を参照して説明する。
　ステップＳ２において、グラフィックシステム１５０は、周波数変更信号ｆｓが入力さ
れなければ、ステップＳ４に移行して正常な映像データと同期信号をタイミングコントロ
ーラ１４０に供給することになり、液晶表示部１１０は、正常な映像を表示する。
【００２９】
　一方、前述したステップＳ２において、外部から周波数変更信号ｆｓが入力されると、
グラフィックシステム１５０は、ステップＳ６に移行して周波数変更予測情報を制御信号
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やオプションデータ形式で生成してタイミングコントローラ１４０に供給する。このステ
ップＳ６において、タイミングコントローラ１４０は、周波数変更予測情報に応答してグ
ラフィックシステム１０でフレーム周波数が変換される前のフレームの映像データをフレ
ームメモリに保存したり、保存された前のフレームの映像データが維持されるようにもす
る。
【００３０】
　次に、ステップＳ８において、グラフィックシステム１５０は、前記周波数変更信号ｆ
ｓに応答して選択されたフレーム周波数に適合するように同期信号の周波数を変換してタ
イミングコントローラ１４０に供給する。
【００３１】
　次いで、ステップＳ１０において、タイミングコントローラ１４０は、周波数変更予測
情報に応答してグラフィックシステム１５０の周波数変換動作による少なくとも１つの同
期信号の不安定区間を検出する。ここで、同期信号の不安定区間が検出される前までは前
記ステップＳ４に移行し、タイミングコントローラ１４０はグラフィックシステム１５０
からの正常な映像データを出力するので、液晶表示部１１０は、正常な映像を表示する。
【００３２】
　一方、前記ステップＳ１０において、グラフィックシステム１４０は、周波数変換動作
により同期信号の不安定区間が検出されると、ステップＳ１２に移行し、タイミングコン
トローラ１４０は、フレームメモリに保存された前のフレームの映像データを出力するこ
とになり、液晶表示部１１０は、前のフレームの映像を表示する。これとは異なり、タイ
ミングコントローラ１４０は、同期信号の不安定区間が検出されると、ゲートドライバ１
３０およびデータドライバ１２０へのゲート制御信号ＧＣＳとデータ制御信号ＤＣＳの生
成を遮断したりする。この場合、タイミングコントローラ１４０からゲート制御信号ＧＣ
Ｓとデータ制御信号ＤＣＳが出力されなくゲートドライバ１３０とデータドライバ１２０
が駆動されないので、液晶表示部１１０は、充電された前のフレームの映像を継続して維
持しながら表示する。
【００３３】
　そして、グラフィックシステム１５０で周波数変換が完了し、ステップＳ１０において
、同期信号が安定化すれば、ステップＳ４に移行し、タイミングコントローラ１１０は、
正常な映像を表示する。
【００３４】
　このように、本発明に従う液晶表示装置の駆動装置および方法は、グラフィックシステ
ム１５０からの周波数変更予測情報に応答してフレーム周波数変更時に内部クロックと前
のフレームの映像データを利用して液晶表示部１１０を駆動することにより、タイミング
コントローラ１４０の誤動作とそれによる画面不良を防止することができる。これとは異
なり、本発明に従う液晶表示装置の駆動装置は、フレーム周波数の変更時に、ゲートドラ
イバ１３０およびデータドライバ１２０を駆動しなく、液晶表示部１１０が前フレームの
映像を継続して維持することにより画面不良の発生を防止できる。
【００３５】
　図３は、本発明の第１の実施の形態に従うグラフィックシステム１５０とタイミングコ
ントローラ１４０を具体的に示した構成図である。
【００３６】
　図３に示すグラフィックシステム１５０は、映像データ供給部１５１、同期信号生成部
１５２、周波数変更判断部１５３、及び送信部１５４を備える。グラフィックシステム１
５０は、内部メモリ（図示せず）にコンピュータシステムまたはＬＣＤからのＥＤＩＤ（
Extended Display Identification Data）を保存する。ＥＤＩＤは、ＬＣＤの解像度情報
、データフォーマット、フレーム周波数などの情報を含む。
【００３７】
　映像データ供給部１５１は、ＥＤＩＤによって、外部からの映像データをＬＣＤ駆動に
適合するように整列して送信部１５４へ出力する。
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【００３８】
　同期信号生成部１５２は、ＥＤＩＤによって、複数の同期信号ＤＣＬＫ、Ｈｓｙｎｃ、
Ｖｓｙｎｃ、ＤＥを生成して送信部１５４へ出力する。また、同期信号生成部１５２は、
外部からの周波数変更信号ｆｓが入力されると、ＥＤＩＤから変更するフレーム周波数を
選択し、選択されたフレーム周波数に適合するように複数の同期信号ＤＣＬＫ、Ｈｓｙｎ
ｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥの周波数を変換して送信部１５４へ出力する。
【００３９】
　送信部１５４は、映像データ供給部１５１からの映像データ及び同期信号生成部１５２
からの同期信号Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥを、シリアルデータＳＤに圧縮してＬＣＤ
のタイミングコントローラ１４０へ供給し、ドットクロックＤＣＬＫは、圧縮せずに供給
する。例えば、送信部１５４は、映像データと同期信号Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥを
ＬＶＤＳ（Low Voltage Differential Signal）、ＴＭＤＳ（Transition Minimized Diff
erential Signal）などのシリアルデータＳＤに圧縮して供給する。
【００４０】
　周波数変更判断部１５３は、外部からの周波数変更信号ｆｓに応答して、周波数予測情
報である第１選択信号ＣＳ１を生成してタイミングコントローラ１４０へ供給する。
【００４１】
　そして、図３に示すタイミングコントローラ１４０は、受信部１４１、フレームメモリ
１４２、映像データ処理部１４３、同期信号検出部１４４、同期信号選択部１４５、制御
信号発生部１４６、及びオシレータ（以下、‘ＯＳＣ’という）１４７を備える。
【００４２】
　受信部１４１は、グラフィックシステム１５０からドットクロックＤＣＬＫと共に受信
したシリアルデータＳＤを、映像データと同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃに復元
し、これらを並列に出力する。なお、受信部１４１は、ドットクロックＤＣＬＫを復元せ
ずに出力する。
【００４３】
　同期信号検出部１４４は、グラフィックシステム１５０のフレーム周波数変換過程で発
生する同期信号の不安定区間、すなわち、フレーム周波数が変換されている区間を検出す
る。具体的に、同期信号検出部１４４は、グラフィックシステム１５０からの第１選択信
号ＣＳ１が入力されると、受信部１４１からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、
ＤＣＬＫの少なくとも一つの同期信号を検査し、不安定区間を検出する。例えば、同期信
号検出部１４４は、第１選択信号ＣＳ１が入力されると、データイネーブル信号ＤＥの不
安定区間を検出し、その不安定区間を指示する第２選択信号ＣＳ２を発生させる。このと
き、同期信号検出部１４４は、同期信号選択部１４５からのドットクロックＤＣＬＫまた
は内部クロックＩＣＬＫを用いてデータイネーブル信号ＤＥをカウントし、カウント値が
基準値を外れると不安定区間と判断することから、第２選択信号ＣＳ２を発生する。
【００４４】
　同期信号選択部１４５は、同期信号検出部１４４からの第２選択信号ＣＳ２に従って、
受信部１４１からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫまたはＯＳＣ１４
７からの内部クロックＩＣＬＫを選択して制御信号発生部１４６へ供給する。具体的に、
同期信号選択部１４５は、第２選択信号ＣＳ２のディセーブル区間では、受信部１４１か
らの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを制御信号発生部１４６へ供給す
る。ここで、第２選択信号ＣＳ２のディセーブル区間とは、グラフィックシステム１５０
においてフレーム周波数変換がないか、フレーム周波数変換が完了したため、同期信号Ｄ
Ｅ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫが安定的に供給される区間のことを意味する。一
方、同期信号選択部１４５は、第２選択信号ＣＳ２のイネーブル区間、すなわち、周波数
変換過程において同期信号が不安定な区間では、ＯＳＣ１４７からの内部クロックＩＣＬ
Ｋを、制御信号発生部１４６へ供給する。そして、同期信号選択部１４５で選択されたド
ットクロックＤＣＬＫまたは内部クロックＩＣＬＫはフレームメモリ１４２および映像デ
ータ処理部１４３と同期信号検出部１４４にも供給される。
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【００４５】
　制御信号発生部１４６は、同期信号選択部１４５からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖ
ｓｙｎｃ、ＤＣＬＫまたは内部クロックＩＣＬＫを用いて、データ制御信号ＤＣＳ及びゲ
ート制御信号ＧＣＳを生成し、データドライバ１２０とゲートドライバ１３０へそれぞれ
供給する。具体的に、同期信号の安定区間において制御信号発生部１４６は、同期信号選
択部１４５からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを用いて、データ制
御信号ＤＣＳ及びゲート制御信号ＧＣＳを生成する。一方、同期信号の不安定な区間では
、同期信号選択部１４５から内部クロックＩＣＬＫを受信し、データ制御信号ＤＣＳ及び
ゲート制御信号ＧＣＳを生成する。このとき、制御信号発生部１４６は、内部クロックＩ
ＣＬＫを受信すると、内蔵された情報と内部クロックＩＣＬＫを用いてデータイネーブル
信号ＤＥを生成し、データイネーブル信号ＤＥと内部クロックＩＣＬＫを用いて、水平及
び垂直同期信号Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃを生成する。続いて、生成された同期信号ＤＥ、
Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃと内部クロックＩＣＬＫを用いて、データ制御信号ＤＣＳ及びゲ
ート制御信号ＧＣＳを生成する。このとき、制御信号発生部１４６は、データイネーブル
信号ＤＥと内部クロックＩＣＬＫのみを用いてデータ制御信号ＤＣＳ及びゲート制御信号
ＧＣＳを生成しても良い。
【００４６】
　フレームメモリ１４２は、グラフィックシステム１５０から第１選択信号ＣＳ１が入力
されると、受信部１４１からの最終フレームの映像データを保存する。そして、同期信号
検出部１４４から入力された第２選択信号ＣＳ２のイネーブル区間で、保存された最終フ
レーム、すなわち、前フレームの映像データを映像データ処理部１４３へ供給する。フレ
ームメモリ１４２は、映像データを保存したり出力したりするとき、同期信号選択部１４
５からのドットクロックＤＣＬＫまたは内部クロックＩＣＬＫを利用する。
【００４７】
　一方、フレームメモリ１４２は、受信部１４１からの映像データをフレーム単位にバッ
ファリングして映像データ処理部１４３へ供給することもある。この場合、フレームメモ
リ１４２は、第１選択信号ＣＳ１が入力されると、最終フレームの映像データを受信した
後、該最終フレームの映像データがアップデートされずに保持されるようにする。その後
、フレームメモリ１４２は、保存している最終フレーム（前フレーム）の映像データを、
第２選択信号ＣＳ２のイネーブル区間において映像データ処理部１４３へ供給する。続い
て、周波数変換が完了し第２選択信号ＣＳ２がディセーブルされると、フレームメモリ１
４２は、受信部１４１からの映像データをバッファリングして映像データ処理部１４３へ
供給する。
【００４８】
　映像データ処理部１４３は、受信部１４１またはフレームメモリ１４２からの映像デー
タをデータドライバ１２０に適合するように整列してデータドライバ１２０へ供給する。
そして、同期信号検出部１４４から入力された第２選択信号ＣＳ２がイネーブルの区間で
は、映像データ処理部１４３は、フレームメモリ１４２に保存された最終フレーム、すな
わち、前フレームと同じ映像データを整列してデータドライバ１２０へ供給する。映像デ
ータ処理部１４３は、映像データを入力するためにサンプリングするとき、同期信号選択
部１４５からのドットクロックＤＣＬＫまたは内部クロックＩＣＬＫを利用する。
【００４９】
　図４は、図３に示すタイミングコントローラ１４０の入出力波形図である。
【００５０】
　具体的に、図４は、フレーム周波数が変更される予定であることを指示する第１選択信
号ＣＳ１と、フレーム周波数を変更している区間を指示する第２選択信号ＣＳ２と、映像
データの有効区間を各水平期間ごとに指示するデータイネーブル信号ＤＥと、タイミング
コントローラ１４０から出力される映像データの波形を示している。
【００５１】
　グラフィックシステム１５０から、第１フレーム周波数ｆ１で駆動するｎ－１番目のフ
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レームＦｎ－１内で、第１選択信号ＣＳ１が発生する。タイミングコントローラ１４０は
、第１選択信号ＣＳ１に応答して、第１フレーム周波数ｆ１で駆動する最終フレーム、す
なわち、ｎ番目のフレームＦｎの映像データを、フレームメモリ１４２に保存する。また
は、フレームメモリ１４２に保存されたｎ番目のフレームＦｎの映像データをフレームＦ
ｎ＋１まで保持させる。
【００５２】
　そして、グラフィックシステム１５０における第１フレーム周波数ｆ１から第２フレー
ム周波数ｆ２への変換過程で、同期信号のうちデータイネーブル信号ＤＥが不安定な区間
が検出されると、タイミングコントローラ１４０は、イネーブルされた第２制御信号ＣＳ
２を発生する。そして、第２制御信号ＣＳ２のイネーブル区間、すなわち、ｎ＋１番目の
フレームＦｎ＋１で、タイミングコントローラ１４０は、フレームメモリ１４２に保存さ
れている前フレームＦｎの映像データをデータドライバ１２０へ供給する。このとき、タ
イミングコントローラ１４０は、内部クロックＩＣＬＫを用いて標準フレーム周波数ｆ０
に適する制御信号ＤＣＳ、ＧＣＳを生成し、データドライバ１２０及びゲートドライバ１
３０をそれぞれ制御する。
【００５３】
　ここで、フレーム周波数が変更される区間である第２制御信号ＣＳ２のイネーブル区間
Ｆｎ＋１は、周波数変更予定であることを知らせる第１選択信号ＣＳ１より遅延されるこ
とが分かる。これは、周波数変更以前に、タイミングコントローラ１４０において、周波
数変更時に液晶表示部１１０へ供給する映像データを準備する時間を確保するためのもの
で、その遅延時間は、設計者によって調節される。この第２制御信号ＣＳ２のイネーブル
区間は、少なくとも１フレームから数フレームを含むことができる。
【００５４】
　続いて、グラフィックシステム１５０において第２フレーム周波数ｆ２への変換が完了
し、安定した同期信号が供給されると、タイミングコントローラ１４０は、第２選択信号
ＣＳ２を再びディセーブルさせる。第２選択信号ＣＳ２が再びディセーブルされた区間、
すなわちｎ＋２番目のフレームＦｎ＋２で、タイミングコントローラ１４０は、グラフィ
ックシステム１４０からの映像データをデータドライバ１２０へ供給する。また、タイミ
ングコントローラ１４０は、グラフィックシステム１５０において第２フレーム周波数ｆ
２に適合するように変換された同期信号を用いて、データドライバ１２０及びゲートドラ
イバ１３０を制御する制御信号ＤＣＳ、ＧＣＳを生成する。
【００５５】
　その結果、液晶表示部１１０は、第１フレーム周波数ｆ１が第２フレーム周波数ｆ２へ
変換される以前のフレームＦｎまでは、第１フレーム周波数ｆ１で駆動しながら映像を表
示する。そして、第１フレーム周波数ｆ１から第２フレーム周波数ｆ２へ変換される過程
のフレームＦｎ＋１では、タイミングコントローラ１４０の標準フレーム周波数ｆ０で駆
動しながら第１フレーム周波数ｆ１の最終フレーム、すなわち、前フレームＦｎの映像を
表示する。そして、第２フレーム周波数ｆ２への変換が完了したフレームＦｎ＋２からは
第２フレーム周波数ｆ２で駆動しながら映像を表示する。
【００５６】
　このように、本発明によるＬＣＤ駆動装置は、グラフィックシステム１５０からの第１
選択信号ＣＳ１に応答して、周波数変更時に、内部クロックと前フレームの映像データを
用いて液晶表示部１１０を駆動することによって、タイミングコントローラ１４０の誤動
作とそれによる画面不良を防止することができる。
【００５７】
　図５は、本発明の第２の実施の形態によるグラフィックシステムとタイミングコントロ
ーラを具体的に示す構成図であり、図３と重複する構成要素についての詳細説明は省略す
るものとする。また、図６は、図５に図示されたタイミングコントローラの入力波形図で
ある。
【００５８】
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　図５に示すグラフィックシステム２５０は、映像データ供給部２５１、同期信号生成部
２５２、及び送信部２５４を備える。
【００５９】
　映像データ供給部２５１は、ＥＤＩＤによって、外部からの映像データをＬＣＤ駆動に
適合するように整列して送信部２５４へ出力する。また、映像データ供給部２５１は、外
部から周波数変更信号ｆｓが入力されると、周波数変更予測情報であるオプションデータ
と、オプションデータ有無を指示するフラグを生成して出力する。フラグとオプションデ
ータは、映像データが供給されないブランク期間に挿入されて送信部２５４へ出力される
。
【００６０】
　同期信号生成部２５２は、ＥＤＩＤによって、複数の同期信号ＤＣＬＫ、Ｈｓｙｎｃ、
Ｖｓｙｎｃ、ＤＥを生成して送信部２５４へ出力する。また、同期信号生成部２５２は外
部からの周波数変更信号ｆｓが入力されると、ＥＤＩＤから選択されたフレーム周波数に
適合するように複数の同期信号ＤＣＬＫ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥの周波数を変換
して送信部２５４へ出力する。
【００６１】
　送信部２５４は、映像データ供給部２５１からの映像データ、フラグ及びオプションデ
ータと、同期信号生成部２５２からの同期信号Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥとをシリア
ルデータＳＤに圧縮し、該シリアルデータＳＤをＬＣＤのタイミングコントローラ２４０
へ供給し、ドットクロックＤＣＬＫは、圧縮せずに供給する。
【００６２】
　そして、図５に示すタイミングコントローラ２４０は、受信部２４１、フレームメモリ
２４２、映像データ処理部２４３、同期信号検出部２４４、同期信号選択部２４５、制御
信号発生部２４６、ＯＳＣ２４７、及びオプション判断部２４８を備える。
【００６３】
　受信部２４１は、グラフィックシステム２５０からのシリアルデータＳＤを、映像デー
タと同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃに復元して並列に出力し、ドットクロックＤ
ＣＬＫを復元せずに出力する。
【００６４】
　オプション判断部２４８は、受信部２４１から映像データ処理部２４３を経由して周波
数変更を予測するオプションデータが入力されると、図４のように第１選択信号ＣＳ１を
発生する。
【００６５】
　同期信号検出部２４４は、第１オプション判断部２４８から第１選択信号ＣＳ１が入力
されると、受信部２４１からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫの少な
くとも一つの同期信号を検査して不安定区間を検出し、図４のように周波数変更区間を指
示する第２選択信号ＣＳ２を発生する。
【００６６】
　この時、同期信号検出部２４４は、同期信号選択部２４５からのドットクロックＤＣＬ
Ｋまたは内部クロックＩＣＬＫを利用して少なくとも１つの同期信号をカウントすること
により同期信号の不安定区間を検出する。
【００６７】
　同期信号選択部２４５は、同期信号検出部２４４からの第２選択信号ＣＳ２のディセー
ブル区間では、受信部２４１からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを
制御信号発生部２４６へ供給する。一方、同期信号選択部２４５は、第２選択信号ＣＳ２
のイネーブル区間、すなわち、周波数変換過程において同期信号が不安定な区間では、Ｏ
ＳＣ２４７からの内部クロックＩＣＬＫを制御信号発生部２４６へ供給する。そして、同
期信号選択部１４５から選択されたドットクロックＤＣＬＫまたは内部クロックＩＣＬＫ
はフレームメモリ２４２および映像データ処理部２４３と同期信号検出部２４４にも供給
される。
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【００６８】
　制御信号発生部２４６は、同期信号の安定区間では、同期信号選択部２４５からの同期
信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを用いて、データ制御信号ＤＣＳ及びゲー
ト制御信号ＧＣＳを生成する。一方、同期信号の不安定な区間では、同期信号選択部２４
５からの内部クロックＩＣＬＫを用いて、データ制御信号ＤＣＳ及びゲート制御信号ＧＣ
Ｓを生成する。
【００６９】
　フレームメモリ２４２は、オプション判断部２４８からの第１選択信号ＣＳ１が入力さ
れると、受信部２４１からの最終フレームの映像データを保存し、同期信号検出部２４４
からの第２選択信号ＣＳ２のイネーブル区間で、保存されている最終フレーム、すなわち
、前フレームの映像データを映像データ処理部２４３へ供給する。フレームメモリ２４２
は、映像データを保存したり出力するとき同期信号選択部２４５からのドットクロックＤ
ＣＬＫまたは内部クロックＩＣＬＫを利用する。
【００７０】
　一方、フレームメモリ２４２は、受信部２４１からの映像データをフレーム単位にバッ
ファリングして映像データ処理部２４３へ供給することもある。この場合、フレームメモ
リ２４２は、第１選択信号ＣＳ１が入力されると、最終フレームの映像データが入力され
た後、この最終フレームの映像データがアップデートされずに保持されるようにする。そ
して、第２選択信号ＣＳ２のイネーブル区間でフレームメモリ２４２に保存された最終フ
レーム（前フレーム）の映像データを、映像データ処理部２４３へ供給する。続いて、周
波数変換が完了し第２選択信号ＣＳ２がディセーブルされると、フレームメモリ２４２は
、受信部２４２からの映像データをバッファリングして映像データ処理部２４３へ供給す
る。
【００７１】
　映像データ処理部２４３は、受信部２４１またはフレームメモリ２４２からの映像デー
タを、データドライバ１２０に適合するように整列してデータドライバ１２０へ供給する
。
【００７２】
　また、映像データ処理部２４３は、受信部２４１からの映像データ間に挿入されて入力
されたフラグが、オプションデータがあることを指示する場合、オプションデータを分離
してオプション判断部２４８へ供給する。ここで、フラグとオプションデータは、図５に
示すように、水平同期信号Ｈｓｙｎｃの前後半部と重なっているデータイネーブル信号Ｄ
Ｅのブランク期間に挿入されて入力される。そして、同期信号検出部２４４からの第２選
択信号ＣＳ２のイネーブル区間では、映像データ処理部２４３は、フレームメモリ２４２
に保存された最終フレーム、すなわち、前フレームと同じ映像データを整列してデータド
ライバ１２０へ供給する。映像データ処理部２４３は、映像データを入力するためにサン
プリングするとき同期信号選択部２４５からのドットクロックＤＣＬＫまたは内部クロッ
クＩＣＬＫを利用する。
【００７３】
　このように、本発明によるＬＣＤ駆動装置は、グラフィックシステム２５０からのオプ
ションデータに応答して、周波数変更時に、内部クロックと前フレームの映像データを用
いて液晶表示部１１０を駆動することによって、タイミングコントローラ２４０の誤動作
とそれによる画面不良を防止することができる。
【００７４】
　図７は、本発明の第３の実施の形態によるグラフィックシステムとタイミングコントロ
ーラを具体的に示す構成図である。図６に示すグラフィックシステム１５０は、図３に示
すグラフィックシステム１５０と同一であるので、その詳細説明は省略するものとする。
【００７５】
　図７に示すグラフィックシステム１５０は、映像データを供給する映像データ供給部１
５１、同期信号ＤＣＬＫ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥを供給し、周波数変更信号ｆｓ
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に応答して同期信号ＤＣＬＫ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥの周波数を変更する同期信
号生成部１５２、周波数変更信号ｆｓに応答して第１選択信号ＣＳ１を供給する周波数変
更判断部１５３、及び映像データと同期信号Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥを圧縮しシリ
アルデータＳＤとして出力する送信部１５４を備える。
【００７６】
　そして、図７に示すタイミングコントローラ３４０は、受信部３４１、映像データ処理
部３４３、同期信号検出部３４４、同期信号選択部３４５、及び制御信号発生部３４６を
備える。
　受信部３４１は、グラフィックシステム１５０からのシリアルデータＳＤを、映像デー
タと同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃに復元して並列に出力し、ドットクロックＤ
ＣＬＫを復元せずに出力する。
【００７７】
　映像データ処理部３４３は、受信部３４１からの映像データを、データドライバ１２０
に適合するように整列してデータドライバ１２０へ供給する。
【００７８】
　同期信号検出部３４４は、グラフィックシステム１５０から第１選択信号ＣＳ１が入力
されると、受信部３４１からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫの少な
くとも一つの同期信号を検査して不安定区間を検出し、第２選択信号ＣＳ２を発生する。
【００７９】
　同期信号選択部３４５は、同期信号検出部３４４からの第２選択信号ＣＳ２に従って、
受信部３４１からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを供給する、ある
いは、少なくとも一つの同期信号の入力を遮断する。具体的に、同期信号選択部３４５は
、第２選択信号ＣＳ２のディセーブル区間では、受信部３４１からの同期信号ＤＥ、Ｈｓ
ｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを制御信号発生部３４６へ供給する。ここで、第２選択信
号ＣＳ２のディセーブル区間は、グラフィックシステム１５０においてフレーム周波数変
換がない、あるいは、フレーム周波数変換が完了し同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎ
ｃ、ＤＣＬＫが安定的に供給される区間を意味する。一方、同期信号選択部３４５は、第
２選択信号ＣＳ２のイネーブル区間、すなわち、周波数変換過程で同期信号が不安定な区
間では、少なくとも一つの同期信号、例えば、ドットクロックＤＣＬＫの入力を遮断する
。
【００８０】
　制御信号発生部３４６は、同期信号安定区間で、同期信号選択部３４５からの同期信号
ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを用いて、データ制御信号ＤＣＳ及びゲート制
御信号ＧＣＳを生成してデータドライバ１２０とゲートドライバ１３０にそれぞれ供給す
る。一方、同期信号不安定区間では、制御信号発生部３４６は、同期信号選択部３４５か
ら同期信号、すなわち、ドットクロックＤＣＬＫが入力されず、よって、データ制御信号
ＤＣＳ及びゲート制御信号ＧＣＳを生成しない。したがって、制御信号発生部３４６は、
同期信号の不安定区間、すなわち、グラフィックシステム１５０において周波数を変換い
ている区間では、データ制御信号ＤＣＳおよびゲート制御信号ＧＣＳを出力しないのでデ
ータドライバ１２０及びゲートドライバ１３０は駆動しない。これに従い、図１に図示さ
れた液晶表示部１１０は、データドライバ１２０およびゲートドライバ１３０が駆動する
とき充電した前フレームの映像データをデータドライバ１２０およびゲートドライバ１３
０が駆動されない区間の間維持する。
【００８１】
　このように、本発明によるＬＣＤ駆動装置は、グラフィックシステム１５０からの第１
選択信号ＣＳ１に応答して、フレーム周波数変更時に、データドライバ１２０及びゲート
ドライバ１３０を駆動せずに液晶表示部１１０が前フレームの映像を保持し続けるように
することによって、画面不良を防止することができる。
【００８２】
　図８は、本発明の第４の実施の形態によるグラフィックシステムとタイミングコントロ
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ーラを具体的に示す構成図である。図８に示すグラフィックシステム２５０は、図５に示
すグラフィックシステム２５０と同一であるので、その詳細説明は省略するものとする。
【００８３】
　図８に示すグラフィックシステム２５０は、映像データを供給し、周波数変更信号ｆｓ
に応答してフラグ及びオプションデータを生成して供給する映像データ供給部２５１、同
期信号ＤＣＬＫ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥを供給し、周波数変更信号ｆｓに応答し
て同期信号ＤＣＬＫ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＥの周波数を変更する同期信号生成部
２５２、及び映像データとフラグ及びオプションデータと同期信号Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎ
ｃ、ＤＥを圧縮しシリアルデータＳＤとして出力する送信部２５４を備える。
【００８４】
　そして、図８に示すタイミングコントローラ４４０は、受信部４４１、映像データ処理
部４４３、同期信号検出部４４４、同期信号選択部４４５、制御信号発生部４４６、及び
オプション判断部４４８を備える。
【００８５】
　受信部４４１は、グラフィックシステム２５０からのシリアルデータＳＤを映像データ
と同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃに復元して並列に出力し、ドットクロックＤＣ
ＬＫを復元せずに出力する。
【００８６】
　映像データ処理部４４３は、受信部４４１からの映像データを、データドライバ１２０
に適合するように整列してデータドライバ１２０へ供給する。また、映像データ処理部４
４３は、受信部４４１からの映像データ間に挿入されて入力されたフラグが、オプション
データがあることを指示する場合、オプションデータを分離してオプション判断部４４８
へ供給する。
【００８７】
　オプション判断部４４８は、映像データ処理部４４３から周波数変更を予測するオプシ
ョンデータが入力されると、第１選択信号ＣＳ１を発生する。
　同期信号検出部４４４は、第１オプション判断部４４８から第１選択信号ＣＳ１が入力
されると、受信部４４１からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫの少な
くとも一つの同期信号を検査して不安定区間を検出し、周波数変更区間を指示する第２選
択信号ＣＳ２を発生する。
【００８８】
　同期信号選択部４４５は、同期信号検出部４４４からの第２選択信号ＣＳ２に従って、
受信部４４１からの同期信号ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを供給したり、あ
るいは、少なくとも一つの同期信号の入力を遮断する。具体的に、同期信号選択部４４５
は、第２選択信号ＣＳ２のディセーブル区間では、受信部４４１からの同期信号ＤＥ、Ｈ
ｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを制御信号発生部４４６へ供給する。一方、同期信号選
択部４４５は、第２選択信号ＣＳ２のイネーブル区間、すなわち、周波数変換過程で同期
信号が不安定な区間では、少なくとも一つの同期信号、例えば、ドットクロックＤＣＬＫ
の入力を遮断する。
【００８９】
　制御信号発生部４４６は、同期信号安定区間で、同期信号選択部４４５からの同期信号
ＤＥ、Ｈｓｙｎｃ、Ｖｓｙｎｃ、ＤＣＬＫを用いて、データ制御信号ＤＣＳ及びゲート制
御信号ＧＣＳを生成してデータドライバ１２０とゲートドライバ１３０にそれぞれ供給す
る。一方、同期信号不安定区間では、制御信号発生部４４６は、同期信号選択部４４５か
ら同期信号、すなわち、ドットクロックＤＣＬＫが入力されず、よって、データ制御信号
ＤＣＳ及びゲート制御信号ＧＣＳを生成しない。したがって、制御信号発生部４４６は、
同期信号の不安定区間、すなわち、グラフィックシステム２５０において周波数を変換し
ている区間では、データドライバ１２０及びゲートドライバ１３０が駆動しないようにす
る。
【００９０】
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　このように、本発明によるＬＣＤ駆動装置は、グラフィックシステム２５０からのオプ
ションデータに応答して、フレーム周波数変更時に、データドライバ１２０及びゲートド
ライバ１３０を駆動せずに、液晶表示部が前フレームの映像を維持し続けるようにするこ
とによって画面不良を防止できる。
【００９１】
　以上で説明した本発明は、上述した実施の形態及び添付の図面に限定されるものではな
く、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で種々の置換、変形及び変更が可能であると
いうことは、本発明の属する技術分野における通常の知識をもつ者にとって明らかである
。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明によるＬＣＤ駆動装置を示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に従うＬＣＤ駆動方法を示したフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態によるグラフィックシステムとタイミングコントロー
ラを具体的に示す構成図である。
【図４】図３に示すタイミングコントローラの入出力波形図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態によるグラフィックシステムとタイミングコントロー
ラを具体的に示す構成図である。
【図６】図５に示すタイミングコントローラの入力波形図である。
【図７】本発明の第３の実施の形態によるグラフィックシステムとタイミングコントロー
ラを具体的に示す構成図である。
【図８】本発明の第４の実施の形態によるグラフィックシステムとタイミングコントロー
ラを具体的に示す構成図である。
【符号の説明】
【００９３】
　　１２０　　データドライバ
　　１３０　　ゲートドライバ
　　１４０　　タイミングコンローラ
　　１４１，２４１，３４１，４４１　　受信部
　　１４２，２４２　　フレームメモリ
　　１４３，２４３，３４３，４４３　　映像データ処理部
　　１４４，２４４，３４４，４４４　　同期信号検出部
　　１４５，２４５，３４５，４４５　　同期信号選択部
　　１４６，２４６，３４６，４４６　　制御信号発生部
　　１５０　　グラフィックシステム
　　１５１，２５１　　映像データ供給部
　　１５２，２５２　　同期信号生成部
　　１５３　　周波数変更判断部
　　１５４，２５４　　送信部
　　２４８，４４８　　オプション判断部
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