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(57)【要約】
　本開示の一実施形態に係る表示装置は、複数の画素を
有する表示パネルと、表示パネルに対して、アクティブ
ＰＷＭ駆動方式で１フレーム期間中に１つの画素に対し
て多数回発光をさせる駆動信号を出力する駆動装置とを
備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を有する表示パネルに対して、アクティブＰＷＭ駆動方式で１フレーム期間
中に１つの前記画素に対して多数回発光をさせる駆動信号を出力する出力部を備えた
　駆動装置。
【請求項２】
　前記出力部は、前記駆動信号として、前記表示パネルに対して発光を略等間隔で行わせ
る信号を出力する
　請求項１に記載の駆動装置。
【請求項３】
　前記出力部は、前記駆動信号として、１フレーム期間中の少なくとも一部の期間で、映
像信号に対応する信号書き込みと、発光とを前記表示パネルに対して交互に行わせる信号
を出力する
　請求項１に記載の駆動装置。
【請求項４】
　前記出力部は、前記駆動信号として、以下の式を満たす信号を出力する
　請求項２に記載の駆動装置。
　ΔＴＥｍｉｎ＞４×ΔＴｅ
　ΔＴｄ≦２×ΔＴｅ
　ΔＴＥｍｉｎ：ＣＭＯＳセンサの最小露光期間
　ΔＴｅ：発光周期
　ΔＴｄ：ＣＭＯＳセンサにおける最初のラインの露光開始時から最終のラインの露光開
始時までの期間
【請求項５】
　前記出力部は、前記駆動信号として、以下の式を満たす信号を出力する
　請求項２に記載の駆動装置。
　ΔＴｄ／１００≦ΔＴｅ
　ΔＴｄ：ＣＭＯＳセンサにおける最初のラインの露光開始時から最終のラインの露光開
始時までの期間
　ΔＴｅ：発光周期
【請求項６】
　前記出力部は、前記駆動信号として、相対的に低階調の前記画素における発光回数を、
相対的に高階調の前記画素における発光回数より少なくする信号を出力する
　請求項１に記載の駆動装置。
【請求項７】
　前記出力部は、前記駆動信号として、低階調の前記画素における複数の発光期間におい
て、１または複数の発光期間を、他の１または複数の発光期間より長くする信号を出力す
る
　請求項１に記載の駆動装置。
【請求項８】
　前記出力部は、前記駆動信号として、１フレーム期間中の１つの前記画素に対する発光
期間の合計が階調の大きさに応じて指数関数で変化するような信号を出力する
　請求項１に記載の駆動装置。
【請求項９】
　前記出力部は、前記駆動信号として、第１画素列もしくは第２画素列の各前記画素を画
素行ごとに走査し、その後に、前記第１画素列および前記第２画素列のうち未走査の画素
列の各前記画素を画素行ごとに走査する信号を出力する
　請求項１に記載の駆動装置。
【請求項１０】
　前記出力部は、前記駆動信号として、第１画素列もしくは第２画素列の各前記画素の画
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素行ごとの走査を最上ライン側から中央ライン側に向かって順番に行うと同時に、最下ラ
イン側から中央ライン側に向かって順番に行い、その後、前記第１画素列および前記第２
画素列のうち未走査の画素列の各前記画素の画素行ごとの走査を中央ライン側から最上ラ
イン側に向かって順番に行うと同時に、中央ライン側から最上ライン側に向かって順番に
行う信号を出力する
　請求項１に記載の駆動装置。
【請求項１１】
　前記出力部は、前記駆動信号として、最初の走査対象である画素列をフレームごとに入
れ換えた信号を出力する
　請求項１０に記載の駆動装置。
【請求項１２】
　前記出力部は、前記駆動信号として、１または複数の画素行を飛ばしながら各前記画素
を画素行ごとに走査し、未走査の画素行が無くなるまで繰り返し、１または複数の画素行
を飛ばしながら各前記画素を画素行ごとに走査する信号を出力する
　請求項１に記載の駆動装置。
【請求項１３】
　前記出力部は、前記駆動信号として、第１画素行もしくは第２画素行の各前記画素の画
素行ごとの走査を最上ライン側から最下ライン側に向かって順番に行い、その後に、前記
第１画素行および前記第２画素行の各前記画素のうち未走査の各前記画素の画素行ごとの
走査を最上ライン側から最下ライン側に向かって順番に行う信号を出力する
　請求項１２に記載の駆動装置。
【請求項１４】
　前記出力部は、前記駆動信号として、最初の走査対象である画素列をフレームごとに入
れ換えた信号を出力する
　請求項１３に記載の駆動装置。
【請求項１５】
　前記出力部は、前記駆動信号として、第１画素行もしくは第２画素行の各前記画素の画
素行ごとの走査を最上ライン側から中央ライン側に向かって順番に行うと同時に、最下ラ
イン側から中央ライン側に向かって順番に行い、その後、前記第１画素行および前記第２
画素行の各前記画素のうち未走査の各前記画素の画素行ごとの走査を中央ライン側から最
上ライン側に向かって順番に行うと同時に、中央ライン側から最下ライン側に向かって順
番に行う信号を出力する
　請求項１２に記載の駆動装置。
【請求項１６】
　前記出力部は、前記駆動信号として、最初の走査対象である画素列をフレームごとに入
れ換えた信号を出力する
　請求項１５に記載の駆動装置。
【請求項１７】
　複数の画素を有する表示パネルと、
　前記表示パネルに対して、アクティブＰＷＭ駆動方式で１フレーム期間中に１つの前記
画素に対して多数回発光をさせる駆動信号を出力する駆動装置と
　を備えた表示装置。
【請求項１８】
　前記表示パネルは、次フレームの画像情報を各前記画素で保持しながら、現フレームの
画像情報に対応する発光を行えるように構成されている
　請求項１７に記載の表示装置。
【請求項１９】
　各前記画素は、複数のメモリ回路を有し、
　前記駆動装置は、前記複数のメモリ回路のうち少なくとも１つである１または複数の第
１メモリ回路に、現フレームの信号電圧のサンプリングによって得られた電圧を保持させ
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、前記複数のメモリ回路のうち、前記１または複数の第１メモリ回路とは異なる１または
複数の第２メモリ回路に、前フレームの信号電圧のサンプリングによって得られた電圧を
保持させる
　請求項１８に記載の表示装置。
【請求項２０】
　各前記メモリ回路は、保持容量と、前記保持容量に並列接続された２つのスイッチング
トランジスタとを有し、
　前記２つのスイッチングトランジスタのうち一方は、前記現フレームの信号電圧のサン
プリングを行い、
　前記２つのスイッチングトランジスタのうち他方は、保持された前記前フレームの信号
電圧の出力を行う
　請求項１８に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、駆動装置および表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、軽量で薄型のディスプレイとして、微細なＬＥＤ（Light Emitting Diode：発光
ダイオード）を表示画素に用いたＬＥＤディスプレイが注目を集めている。ＬＥＤディス
プレイでは、見る角度によってコントラストや色合いが変化する視野角依存性が少なく、
色を変化させる場合の反応速度が速いといった特徴がある（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－０９２５２９号公報
【発明の概要】
【０００４】
　ところで、ＬＥＤディスプレイをカメラで撮影した場合に、撮影により得られた画像に
帯状の輝度ムラが生じてしまうことがある。従って、カメラで撮影した場合に、撮影によ
り得られた画像に帯状の輝度ムラが生じるのを抑制することの可能な駆動装置およびそれ
を備えた表示装置を提供することが望ましい。
【０００５】
　本開示の一実施形態に係る駆動装置は、複数の画素を有する表示パネルに対して、アク
ティブＰＷＭ駆動方式で１フレーム期間中に１つの画素に対して多数回発光をさせる駆動
信号を出力する出力部を備えている。
【０００６】
　本開示の一実施形態に係る表示装置は、複数の画素を有する表示パネルと、表示パネル
に対して、アクティブＰＷＭ駆動方式で１フレーム期間中に１つの画素に対して多数回発
光をさせる駆動信号を出力する駆動装置とを備えている。
【０００７】
　本開示の一実施形態に係る駆動装置および表示装置では、表示パネルに対して、アクテ
ィブＰＷＭ駆動方式で１フレーム期間中に１つの画素に対して多数回発光をさせる駆動信
号が出力される。これにより、アクティブＰＷＭ駆動方式で駆動される表示パネルにおい
て、１つの画素が１フレーム期間中に多数回発光するので、当該表示装置をカメラで撮影
した場合に、各画素での発光を露光期間中に捕捉することができる。
【０００８】
　本開示の一実施形態に係る駆動装置および表示装置によれば、表示装置をカメラで撮影
した場合に、各画素での発光を露光期間中に捕捉することができるようにしたので、カメ
ラでの撮影により得られた画像に帯状の輝度ムラが生じるのを抑制することができる。な
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お、本開示の効果は、ここに記載された効果に必ずしも限定されず、本明細書中に記載さ
れたいずれの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の一実施形態に係る表示装置の概略構成例を表す図である。
【図２】図１の画素の回路構成の一例を表す図である。
【図３】図１の各画素へ入力される信号の電圧波形の一例と、図１の各画素で生成される
信号の電圧波形および電流波形の一例とを表す図である。
【図４】図１の表示パネルでの発光の経時変化の一例を表す図である。
【図５】図１の表示パネルでの発光の経時変化の一例を表す図である。
【図６】図１の表示パネルでの発光の経時変化の一例と、カメラの露光期間が短いときの
カメラの露光の経時変化の一例とを表す図である。
【図７】図１の表示パネルでの発光の経時変化の一例と、カメラの露光期間が短いときの
カメラの露光の経時変化の一例とを表す図である。
【図８】図１の表示パネルでの発光の経時変化の一例と、カメラの露光期間が長いときの
カメラの露光の経時変化の一例とを表す図である。
【図９】図１の表示パネルでの発光の経時変化の一例と、カメラの露光の経時変化の一例
とを表す図である。
【図１０】比較例に係る表示パネルでの発光の経時変化の一例と、カメラの露光期間が短
いときのカメラの露光の経時変化の一例とを表す図である。
【図１１】比較例に係る表示パネルでの発光の経時変化の一例と、カメラの露光期間が長
いときのカメラの露光の経時変化の一例とを表す図である。
【図１２】図１の各画素へ入力される信号の電圧波形の一変形例と、図１の各画素で生成
される信号の電圧波形および電流波形の一変形例とを表す図である。
【図１３】図１２の鋸信号の波形の一部と、信号電圧の大きさに対応する出力電流とを拡
大して表す図である。
【図１４】図１３の鋸信号が画素回路へ入力されるときのガンマ関数の一例を表す図であ
る。
【図１５】図１の表示パネルの構成の一変形例を表す図である。
【図１６】ギザギザの縞が画像に生じている様子を表す図である。
【図１７】表示パネルの複数の画素の走査手順の一例を表す図である。
【図１８】表示パネルの複数の画素の走査手順の一例を表す図である。
【図１９】図１８の走査方法を用いたときの画像の様子を表す図である。
【図２０】表示パネルの複数の画素の走査手順の一例を表す図である。
【図２１】表示パネルの複数の画素の走査手順の一例を表す図である。
【図２２Ａ】図２０の走査方法を用いたときの画像の様子を表す図である。
【図２２Ｂ】図２１の走査方法を用いたときの画像の様子を表す図である。
【図２３】図１の画素の回路構成の一変形例を表す図である。
【図２４】図２の画素を備えた表示パネルでの発光の経時変化の一例を表す図である。
【図２５】図２３の画素を備えた表示パネルでの発光の経時変化の一例と、メモリ回路に
保持される電圧の一例を表す図である。
【図２６】図２３の画素を備えた表示パネルでの発光の経時変化の一例と、メモリ回路に
保持される電圧の一例を表す図である。
【図２７】図２３の画素を備えた表示パネルでの発光の経時変化の一例と、メモリ回路に
保持される電圧の一例を表す図である。
【図２８】図２３の画素を備えた表示パネルでの発光の経時変化の一例と、メモリ回路に
保持される電圧の一例を表す図である。
【図２９】図２３の画素を備えた表示パネルでの発光の経時変化の一例と、メモリ回路に
保持される電圧の一例を表す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下、本開示を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の
説明は本開示の一具体例であって、本開示は以下の態様に限定されるものではない。
【００１１】
＜実施の形態＞
[構成]
　図１は、本開示の一実施の形態に係る表示装置１の概略構成の一例を斜視的に表したも
のである。本実施の形態の表示装置１は、いわゆるＬＥＤディスプレイと呼ばれるもので
あり、表示画素としてＬＥＤが用いられたものである。この表示装置１は、例えば、図１
に示したように、表示パネル１０と、表示パネル１０を駆動するコントローラ２０および
ドライバ３０とを備えている。ドライバ３０は、例えば、表示パネル１０の外縁部分に実
装されている。ドライバ３０は、ソースドライバ３１およびゲートドライバ３２を有して
いる。コントローラ２０およびドライバ３０は、外部から入力された映像信号Ｄｉｎおよ
び同期信号Ｔｉｎに基づいて、表示パネル１０を駆動する。コントローラ２０およびドラ
イバ３０が、本開示の「出力部」「駆動装置」の一具体例に相当する。
【００１２】
（表示パネル１０）
　表示パネル１０は、複数の画素１１が表示パネル１０の画素領域全面に渡って行列状に
配置されたものである。画素領域は、表示パネル１０において映像表示が行われる領域（
表示領域）に相当する。表示パネル１０は、コントローラ２０およびドライバ３０によっ
て各画素１１がアクティブＰＷＭ（Pulse Width Modulation）駆動されることにより、外
部から入力された映像信号Ｄｉｎおよび同期信号Ｔｉｎに基づく映像を表示領域に表示す
る。
【００１３】
　図２は、各画素１１の回路構成の一例を表したものである。図３は、各画素１１へ入力
される信号の電圧波形の一例と、各画素１１で生成される信号の電圧波形および電流波形
の一例とを表したものである。表示パネル１０は、例えば、行方向に延在する複数のゲー
ト線Ｇａｔｅおよび複数の鋸電圧線Ｓａｗと、列方向に延在する複数のデータ線Ｓｉｇお
よび複数の電源線Ｓｒｃとを有している。データ線Ｓｉｇとゲート線Ｇａｔｅとの交差部
分に対応して画素１１が設けられている。各データ線Ｓｉｇは、ソースドライバ３１の出
力端に接続されている。各ゲート線Ｇａｔｅは、ゲートドライバ３２の出力端に接続され
ている。各鋸電圧線Ｓａｗおよび各電源線Ｓｒｃは、コントローラ２０の出力端に接続さ
れている。
【００１４】
　各データ線Ｓｉｇは、映像信号Ｄｉｎに応じた電圧値の信号電圧Ｖｓｉｇがソースドラ
イバ３１によって入力される配線である。映像信号Ｄｉｎに応じた電圧値の信号電圧Ｖｓ
ｉｇは、例えば、ＬＥＤ１１Ｂの発光輝度を制御する信号である。複数のデータ線Ｓｉｇ
は、例えば、表示パネル１０の発光色数に対応した種類の配線からなる。表示パネル１０
が３色の発光色を有する場合には、複数のデータ線Ｓｉｇは、例えば、複数のデータ線Ｓ
ｉｇ（ＳｉｇＲ）と、複数のデータ線Ｓｉｇ（ＳｉｇＧ）と、複数のデータ線Ｓｉｇ（Ｓ
ｉｇＢ）とを含む。各データ線Ｓｉｇ（ＳｉｇＲ）は、赤色の映像信号Ｄｉｎに応じた電
圧値の信号電圧Ｖｓｉｇがソースドライバ３１によって入力される配線である。各データ
線Ｓｉｇ（ＳｉｇＧ）は、緑色の映像信号Ｄｉｎに応じた電圧値の信号電圧Ｖｓｉｇがソ
ースドライバ３１によって入力される配線である。各データ線Ｓｉｇ（ＳｉｇＢ）は、青
色の映像信号Ｄｉｎに応じた電圧値の信号電圧Ｖｓｉｇがソースドライバ３１によって入
力される配線である。表示パネル１０の発光色は、３色に限られず、４色以上であっても
よいし、単色であってもよい。
【００１５】
　各ゲート線Ｇａｔｅは、ＬＥＤ１１Ｂを選択する選択パルスＰ１がゲートドライバ３２
によって入力される配線である。ＬＥＤ１１Ｂを選択する選択パルスＰ１は、例えば、デ
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ータ線Ｓｉｇに入力された信号電圧Ｖｓｉｇのサンプリングを開始するとともに、サンプ
リングされた信号の電圧（入力電圧Ｖｉｎ）をコンパレータＣｏｍｐの正入力端子に入力
させる信号である。信号電圧Ｖｓｉｇは、映像信号Ｄｉｎの階調に対応する電圧値を有し
ている。複数のゲート線Ｇａｔｅが、例えば、１画素行ごとに１つずつ割り当てられる。
信号電圧Ｖｓｉｇがサンプリングされたときには、入力電圧Ｖｉｎは、信号電圧Ｖｓｉｇ
の波高値（例えば、Ｖｓｉｇ２）となり、次のサンプリング時まで電圧値（例えばＶｓｉ
ｇ２）を維持する。
【００１６】
　各鋸電圧線Ｓａｗは、例えば、鋸状の波形を有する信号（鋸電圧Ｖｓａｗ）がコントロ
ーラ２０によって入力される配線である。鋸電圧Ｖｓａｗは、入力電圧Ｖｉｎと対比され
る信号である。鋸電圧Ｖｓａｗは、例えば、鋸電圧Ｖｓａｗの波高値が、入力電圧Ｖｉｎ
の波高値よりも低くなっている期間だけ、ＬＥＤ１１Ｂに入力させる出力電流パルスＰ３
を生成するための信号である。１つの鋸電圧線Ｓａｗが、例えば、１画素行ごとに割り当
てられる。鋸電圧Ｖｓａｗは、例えば、１フレーム期間ΔＦ中の発光回数と同じ数の鋸信
号Ｓを１フレーム期間ΔＦ中に有している。各鋸信号Ｓは、上凸状の指数関数で表される
曲線で立ち下り、上凸状の指数関数で表される曲線で立ち上がる鋸パルスを含んでいる。
各鋸信号Ｓにおいて、鋸パルスは、電圧の負側に突出したパルス形状となっている。各鋸
信号Ｓにおいて、鋸パルスの下限値は、信号電圧Ｖｓｉｇの下限値よりも大きな値となっ
ており、信号電圧Ｖｓｉｇの上限値よりも小さな値となっている。
【００１７】
　各電源線Ｓｒｃは、ＬＥＤ１１Ｂに対して供給する駆動電流がコントローラ２０によっ
て入力される配線である。１つの電源線Ｓｒｃが、例えば、１画素列ごとに割り当てられ
る。各電源線Ｓｒｃおよび各グラウンド線ＧＮＤは、固定の電圧がコントローラ２０によ
って入力される配線である。各グラウンド線ＧＮＤには、グラウンド電位が入力される。
【００１８】
　各画素１１は、画素回路１１Ａと、ＬＥＤ１１Ｂとを有している。画素回路１１Ａは、
ＬＥＤ１１Ｂの発光・消光を制御する。画素回路１１Ａは、後述の信号書き込みによって
各画素１１に書き込まれた電圧（入力電圧Ｖｉｎ）を保持する機能を有している。画素回
路１１Ａは、さらに、保持した電圧の大きさに応じた幅の出力電流パルスＰ３をＬＥＤ１
１Ｂに出力する機能を有している。画素回路１１Ａは、例えば、駆動トランジスタＴｒ１
、書込トランジスタＴｒ２、保持容量Ｃｓ、コンパレータＣｏｍｐおよび電流源Ｉを含ん
で構成されている。
【００１９】
　書込トランジスタＴｒ２は、コンパレータＣｏｍｐの正入力端子に対する信号電圧Ｖｓ
ｉｇの印加を制御する。具体的には、書込トランジスタＴｒ２は、データ線Ｓｉｇの電圧
（信号電圧Ｖｓｉｇ）をサンプリングするとともに、サンプリングにより得られた電圧（
入力電圧Ｖｉｎ）をコンパレータＣｏｍｐの正入力端子に書き込む。保持容量Ｃｓは、コ
ンパレータＣｏｍｐの正入力端子の電圧（入力電圧Ｖｉｎ）を保持するものである。保持
容量Ｃｓは、所定の期間中にコンパレータＣｏｍｐの正入力端子の電圧（入力電圧Ｖｉｎ
）を一定に保持する役割を有する。
【００２０】
　コンパレータＣｏｍｐは、駆動トランジスタＴｒ１のオンオフを制御する。つまり、コ
ンパレータＣｏｍｐは、ＬＥＤ１１Ｂの発光・消光を制御する。コンパレータＣｏｍｐは
、正入力端子に印加される電圧（入力電圧Ｖｉｎ）と、負入力端子に印加される電圧（鋸
電圧Ｖｓａｗ）との差分（＝Ｖｉｎ－Ｖｓａｗ）が正の値となるときに、正側電源端子に
印加されている電圧Ｖｄｄを出力端子に出力する。コンパレータＣｏｍｐは、電圧Ｖｄｄ
を出力端子に出力する際には、波高値が電圧Ｖｄｄとなるパルス（出力電圧パルスＰ２）
を出力端子に出力する。コンパレータＣｏｍｐは、さらに、差分（＝Ｖｉｎ－Ｖｓａｗ）
が負の値となるときに、負側電源端子に印加されている電圧Ｖｓｓを出力端子に出力する
。つまり、コンパレータＣｏｍｐは、２値（Ｖｄｄ，Ｖｓｓ）の電圧を含む電圧（出力電
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圧Ｖｇ）を駆動トランジスタＴｒ１のゲートに出力する。電圧Ｖｄｄは、駆動トランジス
タＴｒ１の閾値電圧よりも大きな値となっている。電圧Ｖｓｓは、駆動トランジスタＴｒ
１の閾値電圧よりも小さな値となっている。なお、画素回路１１Ａは、上述の回路に対し
て各種容量やトランジスタを付加した回路構成となっていてもよいし、上述の回路構成と
は異なる回路構成となっていてもよい。
【００２１】
　駆動トランジスタＴｒ１は、電流源ＩおよびＬＥＤ１１Ｂに直列に接続されている。駆
動トランジスタＴｒ１は、ＬＥＤ１１Ｂを駆動する。駆動トランジスタＴｒ１は、コンパ
レータＣｏｍｐの出力（出力電圧Ｖｇ）に応じてＬＥＤ１１Ｂに流れる電流を制御する。
駆動トランジスタＴｒ１は、出力電圧Ｖｇとして電圧Ｖｄｄがゲートに入力されるとオン
し、電流源Ｉからの電流をＬＥＤ１１Ｂに出力する。駆動トランジスタＴｒ１は、電流源
Ｉからの電流をＬＥＤ１１Ｂに出力する際には、波高値が電流源Ｉによって決定される所
定の電流値となるパルス（出力電流パルスＰ３）をＬＥＤ１１Ｂに出力する。以下では、
駆動トランジスタＴｒ１から出力電流パルスＰ３が出力されている期間を発光期間ΔＴＬ
と称する。駆動トランジスタＴｒ１は、出力電圧Ｖｇとして電圧Ｖｓｓがゲートに入力さ
れるとオフし、ＬＥＤ１１Ｂへの電流出力を停止する。
【００２２】
　書込トランジスタＴｒ２のゲートは、ゲート線Ｇａｔｅに接続されている。書込トラン
ジスタＴｒ２のソースまたはドレインがデータ線Ｓｉｇに接続されている。書込トランジ
スタＴｒ２のソースおよびドレインのうちデータ線Ｓｉｇに未接続の端子がコンパレータ
Ｃｏｍｐの正入力端子および保持容量Ｃｓの一端に接続されている。保持容量Ｃｓの他端
は、グラウンド線ＧＮＤに接続されている。コンパレータＣｏｍｐの負入力端子は、鋸電
圧線Ｓａｗに接続されている。コンパレータＣｏｍｐの出力端子は、駆動トランジスタＴ
ｒ１のゲートに接続されている。駆動トランジスタＴｒ１のソースまたはドレインが電流
源Ｉを介して電源線Ｓｒｃに接続されている。駆動トランジスタＴｒ１のソースおよびド
レインのうち電源線Ｓｒｃに未接続の端子がＬＥＤ１１Ｂの一端に接続されている。ＬＥ
Ｄ１１Ｂの他端は、グラウンド線ＧＮＤに接続されている。
【００２３】
（ドライバ３０）
　次に、ドライバ３０について説明する。
【００２４】
　図４、図５は、表示パネル１０での信号書き込みと発光の経時変化の一例を表したもの
である。図４には、表示パネル１０での信号書き込みが１フレーム期間ΔＦに渡っている
様子が例示されている。図５には、表示パネル１０での信号書き込みが１フレーム期間Δ
Ｆの一部の期間（前半）で終了している様子が例示されている。
【００２５】
　図４、図５において、Ｉｏｕｔ１～Ｉｏｕｔｎは、ｎ本の画素行の各々において生成さ
れた出力電流Ｉｏｕｔを指している。出力電流Ｉｏｕｔ１～Ｉｏｕｔｎにおける各出力電
流パルスＰ３の期間がＬＥＤ１１Ｂの発光期間ΔＴＬに対応している。図４，図５におい
て、発光期間ΔＴＬの末尾のｍは、１フレーム期間ΔＦ中の発光回数がｍ回であることを
指している。図４，図５において、書き込み期間ΔＴＷの末尾のｎは、１フレーム期間Δ
Ｆ中の書き込み回数がｎ回であることを指している。図４，図５において、ΔＴｅは、表
示パネル１０の発光周期を指している。発光周期ΔＴｅは、鋸電圧Ｖｓａｗにおける複数
の鋸信号Ｓの発生周期に対応している。図４には、表示パネル１０において、複数画素行
分の書き込み期間ΔＴＷと、全画素行における発光期間ΔＴＬとが経時的に交互に並んで
いる様子が示されている。また、図５には、１フレーム期間の一部の期間（前半）では、
表示パネル１０において、複数画素行分の書き込み期間ΔＴＷと、全画素行における発光
期間ΔＴＬとが経時的に交互に並んでおり、１フレーム期間の後半では、全画素行におけ
る複数の発光期間ΔＴＬが周期的に並んでいる様子が示されている。
【００２６】
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　ドライバ３０は、上述したように、ソースドライバ３１およびゲートドライバ３２を有
している。なお、ドライバ３０が表示パネル１０に出力する信号（信号電圧Ｖｓｉｇ，ゲ
ート電圧Ｖｇａｔｅ，鋸電圧Ｖｓａｗ）が、本開示の「駆動信号」の一具体例に相当する
。
【００２７】
　ソースドライバ３１は、ゲートドライバ３２によって選択された画素行の各画素１１に
対して、選択された各画素１１に対応する信号電圧Ｖｓｉｇを、各データ線Ｓｉｇを介し
て印加する。ソースドライバ３１は、コントローラ２０から供給される映像制御信号およ
び同期制御信号（後述）に基づいて作動し、信号電圧Ｖｓｉｇを１ライン分ずつ、各デー
タ線Ｓｉｇを介して表示パネル１０にパラレルに出力する。ソースドライバ３１は、各画
素行がゲートドライバ３２によって選択されるごとに（つまり、後述の書き込み期間ΔＴ
Ｗごとに）、選択された画素行の各画素１１に対して、選択された各画素１１に対応する
信号電圧Ｖｓｉｇを印加する。
【００２８】
　ゲートドライバ３２は、各画素１１を行単位で順次選択する。具体的には、ゲートドラ
イバ３２は、コントローラ２０から供給される同期制御信号（後述）に基づいて作動し、
各画素１１を所定の順番で（例えば線順次に）走査するゲート電圧Ｖｇａｔｅを、各ゲー
ト線Ｇａｔｅを介して表示パネル１０に出力する。ゲートドライバ３２は、例えば、複数
のゲート線Ｇａｔｅに対してゲート線Ｇａｔｅごとに、波高値がＶｏｎの選択パルスＰ１
を印加する。選択パルスＰ１は、信号電圧Ｖｓｉｇを書き込む対象である画素１１を選択
するためのパルスである。選択パルスＰ１は、波高値がＶｏｎのパルスであり、ゲート電
圧Ｖｇａｔｅにおいて、選択パルスＰ１以外の箇所の波高値は、Ｖｏｆｆである。以下で
は、ゲートドライバ３２からゲート電圧Ｖｇａｔｅが出力されている期間を書き込み期間
ΔＴＷと称する。
【００２９】
　ゲートドライバ３２は、各選択パルスＰ１を、発光期間ΔＴＬを避けながら、表示パネ
ル１０に出力する。ゲートドライバ３２は、例えば、発光期間ΔＴＬの手前の期間に、複
数画素行分の複数の選択パルスＰ１を表示パネル１０に出力し、その後、発光期間ΔＴＬ
が始まり、そして終了したら、引き続き、続きの複数画素行分の複数の選択パルスＰ１を
表示パネル１０に出力する。このように、本実施の形態では、書き込み期間ΔＴＷと発光
期間ΔＴＬとが互いに重なり合う期間がない。なお、図５においては、ゲートドライバ３
２は、ゲートドライバ３２による選択パルスＰ１の出力を、１フレーム期間ΔＦの一部の
期間（前半）に完了させる。
【００３０】
（コントローラ２０）
　次に、コントローラ２０について説明する。コントローラ２０は、例えば、外部から入
力されたデジタルの映像信号Ｄｉｎに基づいて映像制御信号を生成する。コントローラ２
０は、例えば、映像信号Ｄｉｎに基づいて生成した映像制御信号をソースドライバ３１に
出力する。コントローラ２０は、例えば、外部から入力された同期信号Ｔｉｎに応じて（
同期して）、ソースドライバ３１およびゲートドライバ３２に対して同期制御信号を出力
する。
【００３１】
　コントローラ２０は、さらに、例えば、各画素１１に対して、鋸電圧Ｖｓａｗを、各鋸
電圧線Ｓａｗを介して印加する。コントローラ２０は、例えば、所定の数の鋸信号Ｓを１
フレーム期間ΔＦ中に、各画素１１に印加する。コントローラ２０は、例えば、複数の鋸
信号Ｓを、各画素１１に時間的に略等間隔で印加する。コントローラ２０は、例えば、各
鋸信号Ｓを、各画素１１に一斉に（同時に）印加する。
【００３２】
　図６、図７は、表示パネル１０での発光の経時変化の一例と、カメラの露光期間が短い
ときのカメラの露光の経時変化の一例とを表したものである。図６には、表示パネル１０



(10) JP WO2018/164105 A1 2018.9.13

10

20

30

40

50

での信号書き込みが１フレーム期間ΔＦに渡っている様子が例示されている。図７には、
表示パネル１０での信号書き込みが１フレーム期間ΔＦの一部の期間（前半）で終了して
いる様子が例示されている。図８は、表示パネル１０での発光の経時変化の一例と、カメ
ラの露光期間が長いときのカメラの露光の経時変化の一例とを表したものである。図６～
図８には、表示パネル１０に映像が表示されているときに、表示されている映像をカメラ
で撮影したときの、表示パネル１０の発光タイミングと、カメラの露光タイミングとの一
例が示されている。
【００３３】
　図６～図８において、カメラの露光は、ローリングシャッター方式となっている。ロー
リングシャッター方式とは、カメラのセンサ素子において、１画素行ごとに上部から順に
露光が開始される方式を指している。ローリングシャッター方式は、通常、ＣＭＯＳ（Co
mplementary Metal Oxide Semiconductor）センサに用いられる方式である。図６～図８
において、ΔＴＥ１～ΔＴＥｋは、ＣＭＯＳセンサにおけるｋ本の画素行の各々の露光期
間を指している。露光期間ΔＴＥｋの末尾のｋは、ＣＭＯＳセンサにおける画素行の数が
ｋ本であることを指している。図６～図８において、ΔＴＥは、ΔＴＥ１～ΔＴＥｋの総
称である。図６～図８において、ΔＴｄは、ＣＭＯＳセンサにおける最初のラインの露光
開始時から最終のラインの露光開始時までの期間である。
【００３４】
　コントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、図３、図６～図８に示したように、
表示パネル１０に対して、アクティブＰＷＭ駆動方式で１フレーム期間ΔＦ中に１つの画
素１１に対して多数回（複数回）発光をさせる駆動信号を出力する。コントローラ２０お
よびドライバ３０は、例えば、図３、図６～図８に示したように、駆動信号として、複数
画素行分の映像信号Ｄｉｎに対応する信号書き込み（複数画素行分の書き込み期間ΔＴＷ
）と、全画素行における発光（発光期間ΔＴＬ）とを交互に行わせる信号を出力する。コ
ントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、図３、図６～図８に示したように、駆動
信号として、発光を略等間隔で行わせる信号を出力する。
【００３５】
　コントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、図６～図８に示したように、駆動信
号として、以下の式（１），式（２）を満たす信号を出力する。
　ΔＴＥｍｉｎ＞４×ΔＴｅ…式（１）
　ΔＴｄ≦２×ΔＴｅ…式（２）
　ΔＴＥｍｉｎ：ＣＭＯＳセンサの最小露光期間
　ΔＴｅ：発光周期
　ΔＴｄ：ＣＭＯＳセンサにおける最初のラインの露光開始時から最終のラインの露光開
始時までの期間
【００３６】
　コントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、図６～図８に示したように、駆動信
号として、以下の式（３）を満たす信号を出力してもよい。
　（ΔＴｄ／ｋ）×（ｋ／１００）＝ΔＴｄ／１００≦ΔＴｅ…式（３）
【００３７】
　ＣＭＯＳセンサの最小露光時間ΔＴＥｍｉｎが、表示パネル１０の発光周期ΔＴｅの４
倍以上の長さとなっており、かつ露光スライド期間ΔＴｄが発光期間ΔＴｅの２倍以下と
なっているとする。この場合（つまり、図９に示したように、最初のラインの露光開始か
ら最終のラインの露光終了までの間（ΔＴＥｔｏｔａｌ）に６回以上発光する場合）には
、カメラがシャッターを切った時間により、最高のシャッタースピードであっても、各ラ
インの露光期間に含まれる発光期間ΔＴＬの数の相違がせいぜい１程度となる。ここで、
最小露光時間ΔＴＥｍｉｎが発光周期ΔＴｅの５倍程度となっており、かつ露光スライド
期間ΔＴｄが発光周期ΔＴｅとほぼ同じ長さとなっている場合には、露光量の変化は、発
光回数１回分以下となるので、２０％以下となる。これは、通常のディスプレイのムラ規
格程度のムラであり、写真の品位を大きく損ねることのない程度の相違である。
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【００３８】
　また、露光スライド期間ΔＴｄをＣＭＯＳセンサの読み出しライン数（画素行の数ｋ）
で割ることにより得られる値は、おおよそ、ローリングシャッター方式のカメラにおける
ラインディレイに相当する。ラインディレイは、おおよそ、１ライン当たりの読み出し時
間に相当する。ラインディレイにｋ／１００を掛けることにより得られる値が、ΔＴｅ以
下である場合、画像において１００ラインに１回以下の頻度で、縞模様があらわれること
になる。縞模様があらわれる頻度が上述程度の頻度である場合、画像を有効視野で見てい
るとすると、縦角が１０度程度となるので、１度あたりの縞模様の数が１０本となる。こ
のとき、目の感度では、この縞模様をほとんど認識することができない。従って、写真の
品位を大きく損ねることがない。
【００３９】
[効果]
　次に、本実施の形態の表示装置１の効果について、比較例と対比して説明する。
【００４０】
　図１０は、比較例に係る表示パネルでの発光の経時変化の一例と、カメラの露光期間が
短いときのカメラの露光の経時変化の一例とを表したものである。図１１は、比較例に表
示パネル１０での発光の経時変化の一例と、カメラの露光期間が長いときのカメラの露光
の経時変化の一例とを表したものである。比較例に係る表示パネルでは、１フレーム期間
ΔＦ中に、書き込み期間ΔＴＷと、発光期間ΔＴＬとが１回ずつ設けられている。このと
き、比較例に係る表示パネルを、ローリングシャッター方式のカメラで撮影したとき、一
部のラインの露光期間（例えば、図１０の露光期間ΔＴＥ１）において、発光を捉えるこ
とができないことがある。このとき、撮像画像において、発光を捉えることができなかっ
たラインに対応する箇所に黒いスジが発生する。仮に、比較例に係る表示パネルにおいて
、１フレーム期間ΔＦ中に、書き込み期間ΔＴＷと、発光期間ΔＴＬとが１回ずつ設けら
れている場合に、一部のラインの露光期間（例えば、図１１の露光期間ΔＴＥ１，ΔＴＥ
ｋ）において、２フレーム期間ΔＦ分の発光（つまり、２回の発光）を捉えることができ
ないことがある。このときであっても、撮像画像において、２フレーム期間ΔＦ分の発光
（つまり、２回の発光）を捉えることができなかったラインに対応する箇所に暗いスジが
発生する。
【００４１】
　一方、本実施の形態では、表示パネル１０に対して、アクティブＰＷＭ駆動方式で１フ
レーム期間ΔＦ中に１つの画素１１に対して多数回発光をさせる駆動信号が出力される。
これにより、アクティブＰＷＭ駆動方式で駆動される表示パネル１０において、１つの画
素１１が１フレーム期間ΔＦ中に多数回発光するので、当該表示装置１をカメラで撮影し
た場合に、各画素１１での発光を露光期間ΔＴＥ中に捕捉することができる。その結果、
カメラでの撮影により得られた画像に帯状の輝度ムラが生じるのを抑制することができる
。
【００４２】
　また、本実施の形態では、駆動信号として、１フレーム期間ΔＦ中の少なくとも一部の
期間で、映像信号Ｄｉｎに対応する信号書き込み（複数の書き込み期間ΔＴＷ）と、発光
（発光期間ΔＴＬ）とを表示パネル１０に対して交互に行わせる信号が出力される。これ
により、書き込み期間ΔＴＷとして、まとまった長い期間を１フレーム期間ΔＦ中に設け
る必要がないので、１フレーム期間ΔＦ中の発光期間ΔＴＬの合計期間を長く取ることが
できる。その結果、帯状の輝度ムラが抑えられた、高輝度の表示装置１を実現することが
できる。
【００４３】
　また、本実施の形態では、駆動信号として、表示パネル１０に対して発光を略等間隔で
行わせる信号が出力される。これにより、カメラでの撮影により得られた画像に帯状の輝
度ムラが生じた場合であっても、輝度ムラを目立たなくすることができる。
【００４４】
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　また、本実施の形態において、駆動信号として、上記の式（１），式（２）を満たす信
号が出力される場合には、写真の品位を大きく損ねることのない程度の帯ムラに抑えるこ
とができる。その結果、帯状の輝度ムラが抑えられた、高輝度の表示装置１を実現するこ
とができる。
【００４５】
　また、本実施の形態において、駆動信号として、上記の式（３）を満たす信号が出力さ
れる場合には、写真の品位を大きく損ねることのない程度の帯ムラに抑えることができる
。その結果、帯状の輝度ムラが抑えられた、高輝度の表示装置１を実現することができる
。
【００４６】
＜変形例＞
　次に、上記実施の形態の表示装置１の変形例について説明する。
【００４７】
[変形例Ａ]
　図１２は、各画素１１へ入力される信号の電圧波形の一変形例と、各画素１１で生成さ
れる信号の電圧波形および電流波形の一変形例とを表したものである。図１３（ａ）は、
図１０の鋸信号Ｓの波形の一部（図１１中で破線で囲んだ箇所）を拡大して表したもので
ある。図１３（ｂ），図１３（ｃ），図１３（ｄ）は、信号電圧Ｖｓｉｇの大きさに応じ
て生成される出力電流Ｉｏｕｔの波形を拡大して表したものである。
【００４８】
　本変形例では、コントローラ２０およびドライバ３０は、各グループに含まれる複数の
鋸信号Ｓ（Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）の下限値を互いに異ならせている。例えば、各グル
ープに含まれる複数の鋸信号Ｓ（Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）において、各鋸信号Ｓ（Ｓ０
，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）の下限値が、鋸信号Ｓ（Ｓ０）、鋸信号Ｓ（Ｓ１）、鋸信号Ｓ（Ｓ
２）、鋸信号Ｓ（Ｓ３）の順に低くなっている。本変形例において、各グループに含まれ
る複数の鋸信号Ｓ（Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）の一部（例えば２つ）だけ、鋸信号Ｓの下
限値が互いに等しくなっていてもよい。
【００４９】
　これにより、コントローラ２０およびドライバ３０は、駆動信号における鋸信号Ｓの下
限値を調整することで、相対的に低階調の画素１１における発光回数を、相対的に高階調
の画素１１における発光回数より少なくする信号を表示パネル１０に出力することができ
る。これにより、階調によらず発光回数を一定とした場合と比べて、低階調における発光
輝度を低くすることができる。その結果、映像品位を向上させることができる。
【００５０】
　本変形例において、例えば、図１２、図１３に示したように、鋸電圧Ｖｓａｗにおいて
、１フレーム期間ΔＦ中に含まれる複数の鋸信号Ｓを複数のグループに分けたときに、各
グループに含まれる複数の鋸信号Ｓ（Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）のうち、少なくとも１つ
の鋸信号Ｓ（Ｓ０）の幅を、他の鋸信号Ｓ（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）の幅よりも広げてもよい
。なお、鋸信号Ｓ（Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）は、これらが属するグループ内において、
鋸信号Ｓ（Ｓ０）、鋸信号Ｓ（Ｓ１）、鋸信号Ｓ（Ｓ２）、鋸信号Ｓ（Ｓ３）の順に並ん
でいる。
【００５１】
　このようにした場合には、コントローラ２０およびドライバ３０は、低階調の画素１１
に対して印加される複数の出力電流パルスＰ３において、幅が相対的に広い鋸信号Ｓに対
応する１または複数の出力電流パルスＰ３の幅を、幅が相対的に狭い鋸信号Ｓに対応する
１または複数の出力電流パルスＰ３の幅（つまり発光期間ΔＴＬの長さ）よりも長くする
信号を表示パネル１０に出力することができる。つまり、コントローラ２０およびドライ
バ３０は、低階調の画素１１における複数の発光期間ΔＴＬにおいて、幅が相対的に広い
鋸信号Ｓに対応する１または複数の発光期間ΔＴＬを、幅が相対的に狭い鋸信号Ｓに対応
する１または複数の発光期間ΔＴＬよりも長くする信号を表示パネル１０に出力すること
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ができる。コントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、１フレーム期間ΔＦ中に含
まれる複数の発光期間ΔＴＬを複数のグループに分けたときに、各グループに含まれる複
数の発光期間ΔＴＬのうち、少なくとも１つを除く１つ以上の発光期間ΔＴＬの幅を、他
の発光期間ΔＴＬの幅よりも広げることができる。これにより、階調を変化させる途中で
、発光回数が変わったとしても、１フレーム期間ΔＦ中の発光期間ΔＴＬの合計値を、滑
らかに変化させることができる。
【００５２】
　さらに、コントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、各グループに含まれる複数
の鋸信号Ｓ（Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）の下端部分の幅を、目の識別感度比（例えば、そ
の下端部分の階調における、１フレーム期間ΔＦ中の発光期間ΔＴＬの合計値の１％）よ
りも小さくすることが好ましい。このようにした場合には、階調を変化させる途中で、発
光回数が変わったとしても、１階調の変化が目の識別感度比よりも小さくなるので、輝度
変化の不連続性をなくすことができる。
【００５３】
　本変形例において、コントローラ２０およびドライバ３０は、駆動信号として、１フレ
ーム期間ΔＦ中の１つの画素１１に対する発光期間の合計が階調の大きさに応じて指数関
数で変化するような信号を表示パネル１０に出力することが好ましい。各グループに含ま
れる複数の鋸信号Ｓ（Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）のガンマ関数が、例えば、図１４に示し
たように、各グループに含まれる複数の鋸信号Ｓ（Ｓ０，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）のガンマ関
数の合計が指数関数で表されるような特性を有していることが好ましい。このようにした
場合には、特に、後述のタイリングディスプレイにおいて、互いに隣接するセル間で輝度
差が生じたときに、どの階調でも輝度の変化率を一定にしながら輝度調整を行うことがで
きる。
【００５４】
[変形例Ｂ]
　上記実施の形態およびその変形例において、表示パネル１０が、例えば、図１５に示し
たように、複数のセル１０Ｂで構成されたタイリングディスプレイであってもよい。各セ
ル１０Ｂは、例えば、共通の支持基板１０Ａによって支持されている。各セル１０Ｂは、
例えば、上記実施の形態の表示パネルと同一の構成要素を有している。このとき、本変形
例では、ドライバ３０はセル１０Ｂごとに１つずつ設けられており、コントローラ２０は
、複数のセル１０Ｂがあたかも１つの表示パネルであるものとして、各ドライバ３０を制
御する。
【００５５】
　このように、本変形例では、表示パネル１０がタイリングディスプレイとなっている。
この場合、横スクロールする縦線をカメラで追いながら表示パネル１０を撮影している最
中に、コントローラ２０およびドライバ３０が各セル１０Ｂを同時に線順次駆動すると、
実像中の縦線が、人間の目には、例えば、図１６に示したようなギザギザの縦線になって
しまう。
【００５６】
　一方、本変形例では、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、図１７、図１
８に示したように、駆動信号として、偶数列もしくは奇数列の各画素１１を画素行ごとに
走査し、その後に、偶数列および奇数列の各画素のうち未走査の各画素１１を画素行ごと
に走査する信号を出力する。なお、図１７、図１８において、太い枠は、選択された画素
１１を示しており、グレーカラーの箇所は、既に選択のなされた画素１１を指している。
【００５７】
　具体的には、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、図１７に示したように
、偶数列もしくは奇数列の各画素１１の画素行ごとの走査を最上ライン側から最下ライン
側に向かって順番に行い、その後、偶数列および奇数列の各画素１１のうち未走査の各画
素１１の画素行ごとの走査を最上ライン側から最下ライン側に向かって順番に行う。また
、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、図１８に示したように、複数の画素
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１１を上半分と下半分に分け、上半分において、偶数列もしくは奇数列の各画素１１の画
素行ごとの走査を最上ライン側から中央ライン側に向かって順番に行うと同時に、下半分
において、偶数列もしくは奇数列の各画素１１の画素行ごとの走査を最下ライン側から中
央ライン側に向かって順番に行う。その後、コントローラ２０およびドライバ３０が、例
えば、図１８に示したように、上半分において、偶数列および奇数列の各画素１１のうち
未走査の各画素１１の画素行ごとの走査を中央ライン側から最上ライン側に向かって順番
に行うと同時に、下半分において、偶数列および奇数列の各画素のうち未走査の各画素１
１の画素行ごとの走査を中央ライン側から最下ライン側に向かって順番に行う。
【００５８】
　この場合、横スクロール動画では、書き込み順が早い領域から後の領域に向かって縦線
は動きに遅れが生じるため、偶数列は映像の中心部分が遅れるように歪み、奇数列は映像
の上下部分が遅れるように歪む。このとき、人間の目にはこれらが重なったように見え、
例えば、図１９に示したように、部分的にボケ幅が異なる動画ボケのように見える。しか
し、実像中の縦線が、人間の目には、図１６に示したようなギザギザの縦線にはならない
。従って、実像中の縦線が人間の目には図１６に示したようなギザギザの縦線になるのを
抑制することができる。
【００５９】
　なお、本変形例において、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、駆動信号
として、第１画素列もしくは第２画素列の各画素１１を画素行ごとに走査し、その後に、
第１画素列および第２画素列のうち未走査の画素列の各画素１１を画素行ごとに走査する
信号を出力してもよい。このようにした場合であっても、実像中の縦線が人間の目には図
１６に示したようなギザギザの縦線になるのを抑制することができる。
【００６０】
　また、本変形例において、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、駆動信号
として、第１画素列もしくは第２画素列の各画素１１の画素行ごとの走査を最上ライン側
から中央ライン側に向かって順番に行うと同時に、第１画素列もしくは第２画素列の各画
素１１の画素行ごとの走査を最下ライン側から中央ライン側に向かって順番に行い、その
後に、第１画素列および第２画素列のうち未走査の画素列の各画素１１の画素行ごとの走
査を中央ライン側から最上ライン側に向かって順番に行うと同時に、第１画素列および第
２画素列のうち未走査の画素列の各画素１１の画素行ごとの走査を中央ライン側から最上
ライン側に向かって順番に行う信号を出力してもよい。このようにした場合であっても、
実像中の縦線が人間の目には図１６に示したようなギザギザの縦線になるのを抑制するこ
とができる。
【００６１】
　また、本変形例において、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、駆動信号
として、最初の走査対象である画素列（偶数画素列もしくは奇数画素列）をフレームごと
に入れ換えた信号を出力してもよい。例えば、図１７、図１８では、最初の走査対象であ
る画素列が奇数画素列であるので、コントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、次
のフレームにおいて、最初の走査対象である画素列を偶数画素列にした駆動信号を出力し
てもよい。このようにした場合には、実像中の縦線が人間の目には図１６に示したような
ギザギザの縦線になるのをより一層、抑制することができる。
【００６２】
　また、本変形例では、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、図２０、図２
１に示したように、駆動信号として、偶数行もしくは奇数行の各画素１１を画素行ごとに
走査し、その後に、偶数行および奇数行の各画素１１のうち未走査の各画素１１を画素行
ごとに走査する信号を出力する。なお、図２０、図２１において、太い枠は、選択された
画素１１を示しており、グレーカラーの箇所は、既に選択のなされた画素１１を指してい
る。
【００６３】
　具体的には、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、図２０に示したように
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、偶数行もしくは奇数行の各画素１１の画素行ごとの走査を最上ライン側から最下ライン
側に向かって順番に行い、その後に、偶数行および奇数行の各画素１１のうち未走査の各
画素１１の画素行ごとの走査を最上ライン側から最下ライン側に向かって順番に行う。ま
た、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、図２１に示したように、複数の画
素１１を上半分と下半分に分け、上半分において、偶数行もしくは奇数行の各画素１１の
画素行ごとの走査を最上ライン側から中央ライン側に向かって順番に行うと同時に、下半
分において、偶数行もしくは奇数行の各画素１１の画素行ごとの走査を最下ライン側から
中央ライン側に向かって順番に行う。その後、コントローラ２０およびドライバ３０が、
例えば、図２１に示したように、上半分において、偶数行および奇数行の各画素１１のう
ち未走査の各画素１１の画素行ごとの走査を中央ライン側から最上ライン側まで順番に行
うと同時に、下半分において、偶数列および奇数列の各画素のうち未走査の各画素１１の
画素行ごとの走査を中央ライン側から最下ライン側まで順番に行う。
【００６４】
　図２０に示したような走査を行った場合、横スクロール動画では、例えば、図２２Ａに
示したように、ギザギザの振幅の小さな動画ボケのように見える。また、図２１に示した
ような走査を行った場合、横スクロール動画では、例えば、図２２Ｂに示したように、部
分的にボケ幅が異なる動画ボケのように見える。しかし、実像中の縦線が、人間の目には
図１６に示したようなギザギザの振幅の大きな縦線にはならない。従って、実像中の縦線
が人間の目には図１６に示したようなギザギザの縦線になるのを抑制することができる。
【００６５】
　なお、本変形例において、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、駆動信号
として、第１画素行もしくは第２画素行の各画素１１を画素行ごとに走査し、その後に、
第１画素行および第２画素行のうち未走査の画素行の各画素１１を画素行ごとに走査する
信号を出力してもよい。コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、駆動信号とし
て、１または複数の画素行を飛ばしながら各画素１１を画素行ごとに走査し、未走査の画
素行が無くなるまで繰り返し、１または複数の画素行を飛ばしながら各画素１１を画素行
ごとに走査する信号を出力してもよい。このようにした場合であっても、実像中の縦線が
人間の目には図１６に示したようなギザギザの縦線になるのを抑制することができる。
【００６６】
[変形例Ｃ]
　上記実施の形態およびその変形例において、表示パネル１０が、現フレームの画像情報
（例えば、映像信号Ｄｉｎに応じた電圧値の信号電圧Ｖｓｉｇ）を各画素１１でサンプリ
ングしながら、前フレームの画像情報（例えば、映像信号Ｄｉｎに応じた電圧値の信号電
圧Ｖｓｉｇ）に対応する発光を行えるように構成されていてもよい。
【００６７】
　本変形例において、画素回路１１Ａは、例えば、複数のメモリ回路を有していてもよい
。このとき、コントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、複数のメモリ回路のうち
少なくとも１つである１または複数の第１メモリ回路に、現フレームの信号電圧Ｖｓｉｇ
のサンプリングによって得られた電圧を保持させ、複数のメモリ回路のうち、１または複
数の第１メモリ回路とは異なる１または複数の第２メモリ回路に、前フレームの信号電圧
Ｖｓｉｇのサンプリングによって得られた電圧を保持させてもよい。
【００６８】
　本変形例において、画素回路１１Ａは、例えば、図２３に示したように、２つのメモリ
回路１２，１３を有していてもよい。このとき、コントローラ２０およびドライバ３０は
、例えば、２つのメモリ回路１２，１３のうち一方のメモリ回路（例えばメモリ回路１２
）に、現フレームの信号電圧Ｖｓｉｇをサンプリングさせ、それにより得られた電圧を保
持させてもよい。さらに、コントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、２つのメモ
リ回路１２，１３のうち他方のメモリ回路（例えばメモリ回路１３）に、前フレームの信
号電圧Ｖｓｉｇのサンプリングによって得られた電圧を保持させるとともに、保持させた
電圧をコンパレータＣｏｍｐの正入力端子に出力させてもよい。このようにした場合には
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、コントローラ２０およびドライバ３０は、例えば、１フレーム期間中に、各画素１１に
、現フレームの信号電圧Ｖｓｉｇをサンプリングさせつつ、前フレームの信号電圧Ｖｓｉ
ｇに基づく複数回の発光をさせることができる。
【００６９】
　メモリ回路１２は、例えば、保持容量Ｃｓ１と、保持容量Ｃｓ１に並列接続された２つ
のスイッチングトランジスタＴｒ３，Ｔｒ４とを有している。スイッチングトランジスタ
Ｔｒ３は、データ線Ｓｉｇと保持容量Ｃｓ１の一端とに接続されている。スイッチングト
ランジスタＴｒ４は、コンパレータＣｏｍｐの正入力端子と保持容量Ｃｓ１の一端とに接
続されている。
【００７０】
　メモリ回路１３は、例えば、保持容量Ｃｓ２と、保持容量Ｃｓ２に並列接続された２つ
のスイッチングトランジスタＴｒ５，Ｔｒ６とを有している。スイッチングトランジスタ
Ｔｒ５は、データ線Ｓｉｇと保持容量Ｃｓ２の一端とに接続されている。スイッチングト
ランジスタＴｒ６は、コンパレータＣｏｍｐの正入力端子と保持容量Ｃｓ２の一端とに接
続されている。
【００７１】
　スイッチングトランジスタＴｒ３は、データ線Ｓｉｇの電圧（信号電圧Ｖｓｉｇ）をサ
ンプリングするとともに、サンプリングにより得られた電圧（入力電圧Ｖｉｎ）を保持容
量Ｃｓ１に書き込む。スイッチングトランジスタＴｒ４は、コンパレータＣｏｍｐの正入
力端子に対する信号電圧Ｖｓｉｇの印加を制御する。具体的には、スイッチングトランジ
スタＴｒ４は、保持容量Ｃｓ１に保持された電圧（入力電圧Ｖｉｎ）をコンパレータＣｏ
ｍｐの正入力端子に書き込む。
【００７２】
　スイッチングトランジスタＴｒ５は、データ線Ｓｉｇの電圧（信号電圧Ｖｓｉｇ）をサ
ンプリングするとともに、サンプリングにより得られた電圧（入力電圧Ｖｉｎ）を保持容
量Ｃｓ２に書き込む。スイッチングトランジスタＴｒ６は、コンパレータＣｏｍｐの正入
力端子に対する信号電圧Ｖｓｉｇの印加を制御する。具体的には、スイッチングトランジ
スタＴｒ６は、保持容量Ｃｓ２に保持された電圧（入力電圧Ｖｉｎ）をコンパレータＣｏ
ｍｐの正入力端子に書き込む。
【００７３】
　保持容量Ｃｓ１，Ｃｓ２は、コンパレータＣｏｍｐの正入力端子の電圧（入力電圧Ｖｉ
ｎ）を保持するものである。保持容量Ｃｓ１，Ｃｓ２は、所定の期間中にコンパレータＣ
ｏｍｐの正入力端子の電圧（入力電圧Ｖｉｎ）を一定に保持する役割を有する。
【００７４】
　図２４は、図２の画素を備えた表示パネル１０での発光の経時変化の一例を表したもの
である。図２４から、表示パネル１０全体が発光しているときに、表示パネル１０に表示
された画像には、Ｎフレーム目の画像の一部と、Ｎ＋１フレーム目の画像の一部とが混在
していることがわかる。そのため、表示パネル１０に表示された画像において、Ｎフレー
ム目の画像の一部と、Ｎ＋１フレーム目の画像の一部との境界が目だってしまう可能性が
ある。
【００７５】
　一方、本変形例では、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、図２５、図２
６に示したように、１フレーム期間中に、２つのメモリ回路１２，１３のうち一方のメモ
リ回路（例えばメモリ回路１２）に、現フレーム（Ｎフレーム）の信号電圧Ｖｓｉｇのサ
ンプリングをさせつつ、２つのメモリ回路１２，１３のうち他方のメモリ回路（例えばメ
モリ回路１３）に保持させた電圧（前フレーム（ｎ－１フレーム）の信号電圧Ｖｓｉｇ）
に基づく複数回の発光を各画素１１のＬＥＤ１１Ｂにさせる。
【００７６】
　図２５には、１フレーム期間に渡ってサンプリングが行われている様子が例示されてい
る。図２６には、１フレーム期間の前半にサンプリングが行われている様子が例示されて
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いる。図２５，図２６の上段部分には、本変形例に係る表示パネル１０での発光の経時変
化の一例が示されている。図２５、図２６の中段部分には、メモリ回路１２に保持されて
いる信号電圧Ｖｓｉｇの経時変化の一例が示されている。図２５，図２６の下段部分には
、メモリ回路１３に保持されている信号電圧Ｖｓｉｇの経時変化の一例が示されている。
【００７７】
　図２５、図２６のメモリ回路１２では、Ｎフレーム目のフレーム期間において、スイッ
チングトランジスタＴｒ３によって、現フレーム（Ｎフレーム）の信号電圧Ｖｓｉｇのサ
ンプリングが行われ、Ｎ＋１フレーム目のフレーム期間において、前フレーム（Ｎフレー
ム）の信号電圧ＶｓｉｇがスイッチングトランジスタＴｒ４を介してコンパレータＣｏｍ
ｐの正入力端子に出力される。一方、図２５、図２６のメモリ回路１３では、Ｎフレーム
目のフレーム期間において、前フレーム（Ｎ－１フレーム）の信号電圧Ｖｓｉｇがスイッ
チングトランジスタＴｒ６を介してコンパレータＣｏｍｐの正入力端子に出力され、Ｎ＋
１フレーム目のフレーム期間において、スイッチングトランジスタＴｒ５によって、現フ
レーム（Ｎ＋１フレーム）の信号電圧Ｖｓｉｇのサンプリングが行われる。
【００７８】
　なお、例えば、図２７に示したように、本変形例に係る表示パネル１０において、フレ
ームレートを、図２５、図２６のフレームレート（例えば１２０Ｈｚ）の倍のフレームレ
ート（例えば２４０Ｈｚ）で１フレーム分のサンプリングおよび発光が行われてもよい。
【００７９】
　図２７には、１フレーム期間に渡ってサンプリングが行われている様子が例示されてい
る。図２７の上段部分には、本変形例に係る表示パネル１０における発光の経時変化の一
例が示されている。図２７の中段部分には、メモリ回路１２に保持されている信号電圧Ｖ
ｓｉｇの経時変化の一例が示されている。図２７の下段部分には、メモリ回路１３に保持
されている信号電圧Ｖｓｉｇの経時変化の一例が示されている。
【００８０】
　図２７のメモリ回路１２では、Ｎフレーム目のフレーム期間において、スイッチングト
ランジスタＴｒ３によって、現フレーム（Ｎフレーム）の信号電圧Ｖｓｉｇのサンプリン
グが行われ、Ｎ＋１フレーム目のフレーム期間において、前フレーム（Ｎフレーム）の信
号電圧ＶｓｉｇがスイッチングトランジスタＴｒ４を介してコンパレータＣｏｍｐの正入
力端子に出力される。さらに、図２７のメモリ回路１２では、Ｎ＋２フレーム目のフレー
ム期間において、スイッチングトランジスタＴｒ３によって、現フレーム（Ｎ＋２フレー
ム）の信号電圧Ｖｓｉｇのサンプリングが行われ、Ｎ＋３フレーム目のフレーム期間にお
いて、前フレーム（Ｎ＋２フレーム）の信号電圧ＶｓｉｇがスイッチングトランジスタＴ
ｒ４を介してコンパレータＣｏｍｐの正入力端子に出力される。
【００８１】
　一方、図２７のメモリ回路１３では、Ｎフレーム目のフレーム期間において、前フレー
ム（Ｎ－１フレーム）の信号電圧ＶｓｉｇがスイッチングトランジスタＴｒ６を介してコ
ンパレータＣｏｍｐの正入力端子に出力され、Ｎ＋１フレーム目のフレーム期間において
、スイッチングトランジスタＴｒ５によって、現フレーム（Ｎ＋１フレーム）の信号電圧
Ｖｓｉｇのサンプリングが行われる。さらに、図２７のメモリ回路１２では、Ｎ＋２フレ
ーム目のフレーム期間において、前フレーム（Ｎ＋１フレーム）の信号電圧Ｖｓｉｇがス
イッチングトランジスタＴｒ６を介してコンパレータＣｏｍｐの正入力端子に出力され、
Ｎ＋３フレーム目のフレーム期間において、スイッチングトランジスタＴｒ５によって、
現フレーム（Ｎ＋３フレーム）の信号電圧Ｖｓｉｇのサンプリングが行われる。
【００８２】
　このように、本変形例では、１フレーム期間において、現フレームの画像情報（例えば
、映像信号Ｄｉｎに応じた電圧値の信号電圧Ｖｓｉｇ）が各画素１１でサンプリングされ
つつ、各画素１１に保持された前フレームの画像情報（例えば、映像信号Ｄｉｎに応じた
電圧値の信号電圧Ｖｓｉｇ）に対応する複数回の発光が行われる。これにより、表示パネ
ル１０全体が発光しているときに、表示パネル１０に表示された画像に、Ｎフレーム目の
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画像の一部と、Ｎ＋１フレーム目の画像の一部とが混在することがない。従って、表示パ
ネル１０が、例えば、図１５に示したように、複数のセル１０Ｂで構成されたタイリング
ディスプレイとなっている場合であっても、横スクロール動画に歪みが生じるのを防止す
ることができる。
【００８３】
　また、本変形例では、信号電圧Ｖｓｉｇのサンプリングと、表示パネル１０の発光とが
互いに異なるメモリ回路１２，１３で行われる。これにより、これらが同じメモリ回路で
行われている場合と比べて、サンプリング周期を容易に短くすることができる。従って、
フレームレートを２４０Ｈｚなどのハイレートにした場合には、動画特性が大幅に向上し
、本変形例に係る表示装置１をＶＲ（バーチャルリアリティ）に完全に対応させることが
できる。
【００８４】
　なお、本変形例において、コントローラ２０およびドライバ３０が、例えば、図２８に
示したように、各画素１１に信号電圧Ｖｓｉｇのサンプリングをさせている最中にも、表
示パネル１０での発光を行わせてもよい。このとき、例えば、表示パネル１０での発光が
行われている時にグラウンド電位が揺れ難くなっていることが望ましい。また、例えば、
２つのメモリ回路１２，１３がグラウンドとは異なる固定電圧線であって、かつグラウン
ド電位よりも揺れ難くなっている電圧線に接続されていてもよい。また、コントローラ２
０およびドライバ３０が、例えば、信号電圧Ｖｓｉｇのサンプリング時と、表示パネル１
０の発光時に、グラウンドや、固定電圧線に、同程度のノイズを印加して、輝度ずれの発
生を抑えるようにしてもよい。
【００８５】
　このように、サンプリング時にも表示パネル１０での発光が行われることにより、以下
に示したような様々な要求に応えることが可能となる。
（１）フレームレートを倍速（２４０Ｈｚ）にすること（図２８）
（２）信号電圧Ｖｓｉｇのサンプリングレートを落とすこと（図２９）
（３）ＬＥＤ１１Ｂに流す電流を下げて消費電力を下げること
（４）連続発光により表示パネル１０の発光輝度を上げること
【００８６】
　以上、実施の形態およびその変形例、ならびにそれらの適用例および応用例を挙げて本
開示を説明したが、本開示はこれらの実施の形態等に限定されるものではなく、種々変形
が可能である。なお、本明細書中に記載された効果は、あくまで例示である。本開示の効
果は、本明細書中に記載された効果に限定されるものではない。本開示が、本明細書中に
記載された効果以外の効果を持っていてもよい。
【００８７】
　また、例えば、本開示は以下のような構成を取ることができる。
（１）
　複数の画素を有する表示パネルに対して、アクティブＰＷＭ駆動方式で１フレーム期間
中に１つの前記画素に対して多数回発光をさせる駆動信号を出力する出力部を備えた
　駆動装置。
（２）
　前記出力部は、前記駆動信号として、前記表示パネルに対して発光を略等間隔で行わせ
る信号を出力する
　（１）に記載の駆動装置。
（３）
　前記出力部は、前記駆動信号として、１フレーム期間中の少なくとも一部の期間で、映
像信号に対応する信号書き込みと、発光とを前記表示パネルに対して交互に行わせる信号
を出力する
　（１）または（２）に記載の駆動装置。
（４）
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　前記出力部は、前記駆動信号として、以下の式を満たす信号を出力する
　（２）に記載の駆動装置。
　ΔＴＥｍｉｎ＞４×ΔＴｅ
　ΔＴｄ≦２×ΔＴｅ
　ΔＴＥｍｉｎ：ＣＭＯＳセンサの最小露光期間
　ΔＴｅ：発光周期
　ΔＴｄ：ＣＭＯＳセンサにおける最初のラインの露光開始時から最終のラインの露光開
始時までの期間
（５）
　前記出力部は、前記駆動信号として、以下の式を満たす信号を出力する
　（２）に記載の駆動装置。
　ΔＴｄ／１００≦ΔＴｅ
　ΔＴｄ：ＣＭＯＳセンサにおける最初のラインの露光開始時から最終のラインの露光開
始時までの期間
　ΔＴｅ：発光周期
（６）
　前記出力部は、前記駆動信号として、相対的に低階調の前記画素における発光回数を、
 相対的に高階調の前記画素における発光回数より少なくする信号を出力する
　（１）ないし（５）のいずれか１つに記載の駆動装置。
（７）
　前記出力部は、前記駆動信号として、低階調の前記画素における複数の発光期間におい
て、１または複数の発光期間を、他の１または複数の発光期間より長くする信号を出力す
る
　（１）ないし（６）のいずれか１つに記載の駆動装置。
（８）
　前記出力部は、前記駆動信号として、１フレーム期間中の１つの前記画素に対する発光
期間の合計が階調の大きさに応じて指数関数で変化するような信号を出力する
　（１）ないし（７）のいずれか１つに記載の駆動装置。
（９）
　前記出力部は、前記駆動信号として、第１画素列もしくは第２画素列の各前記画素を画
素行ごとに走査し、その後に、前記第１画素列および前記第２画素列のうち未走査の画素
列の各前記画素を画素行ごとに走査する信号を出力する
　（１）ないし（８）のいずれか１つに記載の駆動装置。
（１０）
　前記出力部は、前記駆動信号として、第１画素列もしくは第２画素列の各前記画素の画
素行ごとの走査を最上ライン側から中央ライン側に向かって順番に行うと同時に、最下ラ
イン側から中央ライン側に向かって順番に行い、その後、前記第１画素列および前記第２
画素列のうち未走査の画素列の各前記画素の画素行ごとの走査を中央ライン側から前記最
上ライン側に向かって順番に行うと同時に、中央ライン側から前記最上ライン側に向かっ
て順番に行う信号を出力する
　（１）ないし（９）のいずれか１つに記載の駆動装置。
（１１）
　前記出力部は、前記駆動信号として、最初の走査対象である画素列をフレームごとに入
れ換えた信号を出力する
　（１０）に記載の駆動装置。
（１２）
　前記出力部は、前記駆動信号として、１または複数の画素行を飛ばしながら各前記画素
を画素行ごとに走査し、未走査の画素行が無くなるまで繰り返し、１または複数の画素行
を飛ばしながら各前記画素を画素行ごとに走査する信号を出力する
　（１）に記載の駆動装置。
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（１３）
　前記出力部は、前記駆動信号として、第１画素行もしくは第２画素行の各前記画素の画
素行ごとの走査を最上ライン側から最下ライン側に向かって順番に行い、その後に、前記
第１画素行および前記第２画素行の各前記画素のうち未走査の各前記画素の画素行ごとの
走査を最上ライン側から最下ライン側に向かって順番に行う信号を出力する
　（１２）に記載の駆動装置。
（１４）
　前記出力部は、前記駆動信号として、最初の走査対象である画素列をフレームごとに入
れ換えた信号を出力する
　（１３）に記載の駆動装置。
（１５）
　前記出力部は、前記駆動信号として、第１画素行もしくは第２画素行の各前記画素の画
素行ごとの走査を最上ライン側から中央ライン側に向かって順番に行うと同時に、最下ラ
イン側から中央ライン側に向かって順番に行い、その後、前記第１画素行および前記第２
画素行の各前記画素のうち未走査の各前記画素の画素行ごとの走査を中央ライン側から最
上ライン側に向かって順番に行うと同時に、中央ライン側から最下ライン側に向かって順
番に行う信号を出力する
　（１２）に記載の駆動装置。
（１６）
　前記出力部は、前記駆動信号として、最初の走査対象である画素列をフレームごとに入
れ換えた信号を出力する
　（１５）に記載の駆動装置。
（１７）
　複数の画素を有する表示パネルと、
　前記表示パネルに対して、アクティブＰＷＭ駆動方式で１フレーム期間中に１つの前記
画素に対して多数回発光をさせる駆動信号を出力する駆動装置と
　を備えた表示装置。
（１８）
　前記表示パネルは、次フレームの画像情報を各前記画素で保持しながら、現フレームの
画像情報に対応する発光を行えるように構成されている
　（１７）に記載の表示装置。
（１９）
　各前記画素は、複数のメモリ回路を有し、
　前記駆動装置は、前記複数のメモリ回路のうち少なくとも１つである１または複数の第
１メモリ回路に、現フレームの信号電圧のサンプリングによって得られた電圧を保持させ
、前記複数のメモリ回路のうち、前記１または複数の第１メモリ回路とは異なる１または
複数の第２メモリ回路に、前フレームの信号電圧のサンプリングによって得られた電圧を
保持させる
　（１８）に記載の表示装置。
（２０）
　各前記メモリ回路は、保持容量と、前記保持容量に並列接続された２つのスイッチング
トランジスタとを有し、
　前記２つのスイッチングトランジスタのうち一方は、前記現フレームの信号電圧のサン
プリングを行い、
　前記２つのスイッチングトランジスタのうち他方は、保持された前記前フレームの信号
電圧の出力を行う
　（１８）に記載の表示装置。
【００８８】
　本出願は、日本国特許庁において２０１７年３月６日に出願された日本特許出願番号第
２０１７－０４１９６５号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願のすべて
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の内容を参照によって本出願に援用する。
【００８９】
　当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、
サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均
等物の範囲に含まれるものであることが理解される。
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