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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】第１モード（ウェアラブル装置に装着されたと
きなど）では、フレーム周波数を高くし第２画素領域の
みにて映像表示を行う表示装置及びその駆動方法におい
て、画素電極へのデータパルスの書き込み時間が不充分
になるのを抑え、映像表示の品質を高く保つ。
【解決手段】第１画素領域ＡＡ１に位置し、第１走査線
と連結される第１画素ＰＸＬ１；第１走査線に第１走査
信号を供給する第１走査駆動部；第２画素領域ＡＡ２に
位置し、第２走査線と連結される第２画素ＰＸＬ２；前
記第２走査線に第２走査信号を供給する第２走査駆動部
；第３画素領域ＡＡ３に位置し、第３走査線と連結され
る第３画素ＰＸＬ３；および前記第３走査線に第３走査
信号を供給する第３走査駆動部を含み、第１モードで、
第１走査信号のうちの少なくとも一部は、それぞれ第１
パルス幅を有し、第２走査信号のうちの少なくとも一部
は、それぞれ第１パルス幅と異なる第２パルス幅を有す
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１画素領域に位置し、第１走査線と連結される第１画素；
　前記第１走査線に第１走査信号を供給する第１走査駆動部；
　第２画素領域に位置し、第２走査線と連結される第２画素；
　前記第２走査線に第２走査信号を供給する第２走査駆動部；
　第３画素領域に位置し、第３走査線と連結される第３画素；および
　前記第３走査線に第３走査信号を供給する第３走査駆動部を含み、
　第１モードで、前記第１走査信号のうちの少なくとも一部は、それぞれ第１パルス幅を
有し、前記第２走査信号のうちの少なくとも一部は、それぞれ前記第１パルス幅と異なる
第２パルス幅を有する、表示装置。
【請求項２】
　前記第１パルス幅は、前記第２パルス幅より小さい、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１モードと異なる第２モードで、前記第１走査信号および前記第２走査信号は、
互いに同じパルス幅を有する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１モードで、前記第３走査信号のうちの少なくとも一部は、それぞれ前記第２パ
ルス幅と異なる第３パルス幅を有する、請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第３パルス幅は、前記第２パルス幅より小さい、請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第２モードで、前記第３走査信号は、前記第１走査信号および前記第２走査信号と
同じパルス幅を有する、請求項４に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第２画素領域は、前記第１画素領域と前記第３画素領域との間に位置する、請求項
１に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１画素領域と前記第３画素領域は、前記第２画素領域より小さな面積を有する、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第１走査駆動部、前記第２走査駆動部および前記第３走査駆動部は、一つのフレー
ム期間の間に、前記第１走査信号、前記第２走査信号および前記第３走査信号を順次供給
する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記一つのフレーム期間は、前記第１走査信号が供給される第１期間、前記第２走査信
号が供給される第２期間、および前記第３走査信号が供給される第３期間を含む、請求項
９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記第１モードで、前記第１期間および前記第３期間にそれぞれ含まれた水平期間の幅
は、前記第２期間に含まれた水平期間の幅より小さい、請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記第２モードで、前記第１期間、前記第２期間、および前記第３期間にそれぞれ含ま
れた水平期間の幅は、互いに同じである、請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記第１走査信号、前記第２走査信号、および第３走査信号は、それぞれ複数個のパル
スを含む、請求項１に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記第１モードで、前記第１画素領域の各水平ラインは互いに同じ映像を表示し、前記
第３画素領域の各水平ラインは互いに同じ映像を表示する、請求項１に記載の表示装置。
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【請求項１５】
　前記第１モードで、現在フレームの間に、前記第１画素領域の各水平ラインは、直前フ
レームの間に前記第２画素領域の一番目の水平ラインに表示された映像と同じ映像を表示
する、請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記第１モードで、現在フレームの間に、前記第３画素領域の各水平ラインは、直前フ
レームの間に前記第２画素領域の最後の水平ラインに表示された映像と同じ映像を表示す
る、請求項１５に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記第１モードで、
　前記第１走査駆動部は、開始信号に対応して前記第１走査信号の供給を開始し、
　前記第２走査駆動部は、前記第１走査信号のうちの最後の第１走査信号に対応して前記
第２走査信号の供給を開始し、
　前記第３走査駆動部は、前記第２走査信号のうちの最後の第２走査信号に対応して前記
第３走査信号の供給を開始する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項１８】
　第２モードで、互いに同じパルス幅を有する第１走査信号、第２走査信号、および第３
走査信号を、それぞれ、第１画素領域の第１画素、第２画素領域の第２画素および第３画
素領域の第３画素に供給する段階；および
　前記第２モードから第１モードに進入した際に、第１パルス幅を有する第１走査信号、
第２パルス幅を有する第２走査信号、および第３パルス幅を有する第３走査信号を、それ
ぞれ、前記第１画素、前記第２画素および前記第３画素に供給する段階を含み、
　前記第１パルス幅および前記第３パルス幅は、前記第２パルス幅と異なる、表示装置の
駆動方法。
【請求項１９】
　前記第１パルス幅および前記第３パルス幅は、前記第２パルス幅より小さい、請求項１
８に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項２０】
　前記表示装置がウェアラブル装置に装着されたときに、前記第１モードに進入する、請
求項１８に記載の表示装置の駆動方法。
 
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は表示装置およびその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、体に直接着用され得る形態の多様な電子装置が開発されている。このような装置
は、普通、ウェアラブル（Ｗｅａｒａｂｌｅ）電子装置と呼ばれる。
【０００３】
　特に、ウェアラブル電子装置の一例として、ヘッドマウントディスプレイ（Ｈｅａｄ　
Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃｅ：以下「ＨＭＤ」とする）は、現場感の
ある映像を表示するので、高度な没入感を提供して、映画の鑑賞などを含めて多様な用途
で使われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】韓国公開特許第10-2015-0001425号公報
【特許文献２】韓国公開特許第10-2016-0130628号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施例は表示品質が向上した表示装置およびその駆動方法を提供するためのも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施例に係る表示装置は、第１画素領域に位置し、第１走査線と連結される第
１画素、前記第１走査線に第１走査信号を供給する第１走査駆動部、第２画素領域に位置
し、第２走査線と連結される第２画素、前記第２走査線に第２走査信号を供給する第２走
査駆動部、第３画素領域に位置し、第３走査線と連結される第３画素および前記第３走査
線に第３走査信号を供給する第３走査駆動部を含み、第１モードで、前記第１走査信号の
うちの少なくとも一部は、それぞれ第１パルス幅を有し、前記第２走査信号のうちの少な
くとも一部は、それぞれ前記第１パルス幅と異なる第２パルス幅を有することができる。
【０００７】
　また、前記第１パルス幅は、前記第２パルス幅より小さく設定され得る。
【０００８】
　また、前記第１モードと異なる第２モードで、前記第１走査信号および前記第２走査信
号は、同じパルス幅を有することができる。
【０００９】
　また、前記第１モードで、前記第３走査信号のうちの少なくとも一部は、それぞれ前記
第２パルス幅と異なる第３パルス幅を有することができる。
【００１０】
　また、前記第３パルス幅は、前記第２パルス幅より小さく設定され得る。
【００１１】
　また、前記第２モードで、前記第３走査信号は、前記第１走査信号および前記第２走査
信号と同じパルス幅を有することができる。
【００１２】
　また、前記第２画素領域は、前記第１画素領域と前記第３画素領域との間に位置するこ
とができる。
【００１３】
　また、前記第１画素領域と前記第３画素領域は、前記第２画素領域より小さな面積を有
することができる。
【００１４】
　また、前記第１走査駆動部、前記第２走査駆動部および前記第３走査駆動部は、一つの
フレーム期間の間に、前記第１走査信号、前記第２走査信号および前記第３走査信号を順
次供給することができる。
【００１５】
　また、前記一つのフレーム期間は、前記第１走査信号が供給される第１期間、前記第２
走査信号が供給される第２期間、および前記第３走査信号が供給される第３期間を含むこ
とができる。
【００１６】
　また、前記第１モードで、前記第１期間および前記第３期間にそれぞれ含まれた水平期
間の幅は、前記第２期間に含まれた水平期間の幅より小さく設定され得る。
【００１７】
　また、前記第２モードで、前記第１期間、前記第２期間、および前記第３期間にそれぞ
れ含まれた水平期間の幅は、互いに同一に設定され得る。
【００１８】
　また、前記第１走査信号、前記第２走査信号、および第３走査信号は、それぞれ複数個
のパルスを含むことができる。



(5) JP 2018-97360 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

【００１９】
　また、前記第１モードで、前記第１画素領域の各水平ラインは互いに同じ映像を表示し
、前記第３画素領域の各水平ラインは互いに同じ映像を表示することができる。
【００２０】
　また、前記第１モードで、現在フレームの間に、前記第１画素領域の各水平ラインは、
以前（特には直前）のフレームの間前記第２画素領域の一番目の水平ラインに表示された
映像と同じ映像を表示することができる。
【００２１】
　また、前記第１モードで、現在フレームの間に、前記第３画素領域の各水平ラインは、
以前のフレームの間前記第２画素領域の最後の水平ラインに表示された映像と同じ映像を
表示することができる。
【００２２】
　また、前記第１モードで、前記第１走査駆動部は、開始信号に対応して前記第１走査信
号の供給を開始し、前記第２走査駆動部は、前記第１走査信号のうちの最後の第１走査信
号に対応して前記第２走査信号の供給を開始し、前記第３走査駆動部は、前記第２走査信
号のうちの最後の第２走査信号に対応して前記第３走査信号の供給を開始することができ
る。
【００２３】
　本発明の実施例に係る表示装置の駆動方法は、第２モードで、互いに同じパルス幅を有
する第１走査信号、第２走査信号、および第３走査信号を、それぞれ、第１画素領域の第
１画素、第２画素領域の第２画素および第３画素領域の第３画素に供給する段階および前
記第２モードから第１モードに進入した際に、第１パルス幅を有する第１走査信号、第２
パルス幅を有する第２走査信号、および第３パルス幅を有する第３走査信号を、それぞれ
、前記第１画素、前記第２画素および前記第３画素に供給する段階を含み、前記第１パル
ス幅および前記第３パルス幅は、前記第２パルス幅と異なるように設定され得る。
【００２４】
　また、前記第１パルス幅および前記第３パルス幅は、前記第２パルス幅より小さく設定
され得る。
【００２５】
　また、前記表示装置がウェアラブル装置に装着されたときに、前記第１モードに進入す
るのであり得る。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の実施例によると、表示品質が向上した表示装置およびその駆動方法を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１ａ】本発明の実施例に係る表示装置が、ウェアラブル装置に、側方からスライド式
に装着される様子を例示的に示す斜視図である。
【図１ｂ】本発明の実施例に係る表示装置が、ウェアラブル装置に、前方から嵌め込まれ
て装着される様子を例示的に示す斜視図である。
【図１ｃ】図１ａ～１ｂの表示装置についての、視認領域、及び、これを囲む非視認領域
を示す、水平方向の模式的な断面図である。
【図２】本発明の実施例に係る表示装置についての、複数の画素領域、及び周辺領域を示
す模式的な平面図である。
【図３】本発明の一実施例に係る表示装置の回路構成を具体的に示す回路配置図である。
【図４】図３に図示された第１画素の一実施例を示す回路構成図である。
【図５】図３に図示された走査駆動部について、より詳しく示す回路構成図である。
【図６ａ】本発明の一実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するための信号波形図であ
り、第２モードでの一つのフレーム期間を示す。
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【図６ｂ】本発明の一実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するための信号波形図であ
り、第１モードでの一つのフレーム期間を示す。
【図７ａ】本発明の他の実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するための信号波形図で
あり、第２モードでの一つのフレーム期間を示す。
【図７ｂ】本発明の他の実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するための信号波形図で
あり、第１モードでの一つのフレーム期間を示す。
【図８】本発明の一実施例に係る第１モードでの第１画素領域および第３画素領域の映像
表示動作を説明するための模式図である。
【図９】本発明の他の実施例に係る表示装置の回路構成を具体的に示す、図３と同様の回
路配置図である。
【図１０】本発明のさらに他の実施例に係る表示装置の回路構成を具体的に示す、図９と
同様の回路配置図である。
【図１１ａ】図１０に図示された第１画素の一実施例を示す、図４と同様の回路構成図で
ある。
【図１１ｂ】図１０に図示された第１画素の一実施例についての駆動方法を示す信号波形
図である。
【図１２】図１０に図示された発光駆動部をより詳しく示す、図５と同様の回路構成図で
ある。
【図１３ａ】本発明の一実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するための信号波形図で
あり、第２モードでの一つのフレーム期間を示す。
【図１３ｂ】本発明の一実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するための信号波形図で
あり、第１モードでの一つのフレーム期間を示す。
【図１４ａ】本発明の他の実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するための信号波形図
であり、第２モードでの一つのフレーム期間を示す。
【図１４ｂ】本発明の他の実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するための信号波形図
であり、第１モードでの一つのフレーム期間を示す。
【図１５】本発明のさらに他の実施例に係る表示装置の回路構成を具体的に示す、図５と
同様の回路構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　その他の実施例の具体的な事項は詳細な説明および図面に含まれている。
【００２９】
　本発明の利点および特徴、そしてそれらを達成する方法は、添付される図面と共に詳細
に後述されている実施例を参照すると明確になるであろう。しかし、本発明は、以下で開
示される実施例に限定されるものではなく、互いに異なる多様な形態で具現され得る。以
下の説明において、ある部分が他の部分と連結されているとするとき、これは、直接的に
連結されている場合だけでなく、その中間に他の素子を挟んで電気的に連結されている場
合も含む。また、図面において、本発明と関係のない部分は、本発明の説明を明確にする
ために省略し、明細書全体を通じて、類似の部分には、同じ図面符号を付した。
【００３０】
　以下、本発明の実施例と関連した図面を参照して、本発明の実施例に係る表示装置およ
びその駆動方法について説明する。
【００３１】
　図１ａ～図１ｃは本発明の実施例に係る表示装置がウェアラブル装置に装着される様子
を例示的に示した図面である。
【００３２】
　図１ａ～図１ｃを参照すると、本発明の実施例に係るウェアラブル装置３０は、フレー
ム３１を含むことができる。
【００３３】
　フレーム３１にはバンド３２が連結され得るのであり、使用者は、バンド３２を利用し
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て、フレーム３１を頭に着用することができる。このようなフレーム３１は、表示装置１
０が着脱可能に装着され得る構造を有する。
【００３４】
　ウェアラブル装置３０に装着され得る表示装置１０は、例えばスマートフォンであり得
る。
【００３５】
　ただし、本発明の実施例に係る表示装置１０は、スマートフォンに限定されず、スマー
トフォンの他にも、ウェアラブル装置３０に装着可能で、表示手段を具備したものであり
さえすればよく、タブレットＰＣ、電子ブックリーダー、コンピュータ、ワークステーシ
ョン（ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ）、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓ
ｉｓｔａｎｔ）、ＰＭＰ（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｐｌａｙｅｒ）、
カメラなどといった電子機器のうちのいずれか一つであり得る。
【００３６】
　一例として、表示装置１０がフレーム３１に装着される際、表示装置１０の連結部４１
と、フレーム３１の連結部３３とが電気的に接続され得るのであり、この接続により、フ
レーム３１と表示装置１０との間にて通信が行われ得る。
【００３７】
　フレーム３１に装着された表示装置１０を制御するために、ウェアラブル装置３０は、
タッチセンサ、ボタン、ホイールキー（click wheel）のうち少なくとも一つを含むこと
ができる。
【００３８】
　表示装置１０がウェアラブル装置３０に装着されると、表示装置１０はＨＭＤ装置とし
て動作することができる。すなわち、表示装置１０がウェアラブル装置３０に装着された
場合、表示装置１０は第１モード（例えば、ＶＲ(virtual reality)　Ｍｏｄｅ）で駆動
し、表示装置１０がウェアラブル装置３０から分離された場合、表示装置１０は第２モー
ド（例えば、Ｎｏｒｍａｌ　Ｍｏｄｅ）で駆動することができる。
【００３９】
　表示装置１０がウェアラブル装置３０に装着されると、自動的に表示装置１０の駆動モ
ードが第１モードに切り換えられるというのでもよく、または使用者の設定によって、第
１モードに切り換えられてもよい。
【００４０】
　また、表示装置１０がウェアラブル装置３０から分離されると、自動的に表示装置１０
の駆動モードが第２モードに切り換えられるというのでもよく、または使用者の設定によ
って、第２モードに切り換えられてもよい。
【００４１】
　ウェアラブル装置３０は、使用者の両眼に対応するレンズ２０を含むことができる。こ
のようなレンズ２０は、使用者の観測視野（ＦＯＶ：Ｆｉｅｌｄ　ｏｆ　Ｖｉｅｗ）を広
げるために、魚眼レンズ、広角レンズなどとして設定され得る。
【００４２】
　表示装置１０がフレーム３１に固定されると、使用者はレンズ２０を通じて表示装置１
０の表示領域を見ることができ、これにより、まるで一定の距離に大型のスクリーンを置
いて映像を見るような効果を享受することができる。
【００４３】
　図１ｃを参照すると、ウェアラブル装置３０に表示装置１０を装着して使う場合、使用
者に、より躍動感のある映像が表示され得るように、表示領域の一部の領域は、フレーム
３１によって遮られ得る。
【００４４】
　表示装置１０の全表示領域のうち第１モードに対応して使用者に視認される領域を視認
領域ＶＤＡと称する。また、表示装置１０が第１モードで駆動時使用者に視認されない領
域を非視認領域ＶＮＤＡと称する。
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【００４５】
　この場合、レンズ２０の位置に対応する表示領域の中心部が視認領域ＶＤＡとなり得、
前記中心部を除いた残りの領域が非視認領域ＶＮＤＡとなり得る。
【００４６】
　表示装置１０が第１モードで駆動する場合、視認領域ＶＤＡには有効映像が表示され得
るが、非視認領域ＶＮＤＡには、映像が表示されないか、ダミー映像が表示され得る。
【００４７】
　これとは違い、表示装置１０が第２モードで駆動すると、表示領域の全体が使用者に視
認され得る。この場合、表示領域の全体に有効映像が表示され得る。
【００４８】
　本発明の実施例のように、表示装置１０をウェアラブル装置３０とともに使う場合、多
様な形態の映像に接することができる長所がある。ただし、前述した通り、第１モード時
に有効映像を表示する領域と、第２モード時に有効映像を表示する領域が互いに異なる。
そのため、表示装置１０の駆動モードが切り換えられる場合に、視認領域と非視認領域の
境界線が視認されるという問題点が発生し得る。
【００４９】
　これにより、ウェアラブル装置３０に装着可能な表示装置１０に映像を表示するにあた
り、前記境界線が視認されるという問題点を解決する必要がある。
【００５０】
　図２は、本発明の実施例に係る表示装置の複数の画素領域を示した図面である。
【００５１】
　図２を参照すると、本発明の一実施例に係る表示装置１０は画素領域ＡＡ１、ＡＡ２、
ＡＡ３と周辺領域ＮＡを含むことができ、ここで、画素領域ＡＡ１、ＡＡ２、ＡＡ３と周
辺領域ＮＡは、基板１１０上に設定され得る。
【００５２】
　画素領域ＡＡ１、ＡＡ２、ＡＡ３には、多数の画素ＰＸＬ１、ＰＸＬ２、ＰＸＬ3が位
置しており、これにより、画素領域ＡＡ１、ＡＡ２、ＡＡ３では所定の映像を表示するこ
とができる。したがって、画素領域ＡＡ１、ＡＡ２、ＡＡ３は表示領域と呼び得る。
【００５３】
　周辺領域ＮＡには画素ＰＸＬ１、ＰＸＬ２、ＰＸＬ３を駆動するための構成要素（例え
ば、配線など）が位置しうる。周辺領域ＮＡには画素ＰＸＬ１、ＰＸＬ２、ＰＸＬ３が存
在しないので、前記周辺領域ＮＡは非表示領域と呼び得る。
【００５４】
　例えば、周辺領域ＮＡは、画素領域ＡＡ１、ＡＡ２、ＡＡ３の外側に存在することがで
き、画素領域ＡＡ１、ＡＡ２、ＡＡ３の少なくとも一部を囲む形態を有しうる。
【００５５】
　画素領域ＡＡ１、ＡＡ２、ＡＡ３は、第１画素領域ＡＡ１、第１画素領域ＡＡ１の一側
に位置する第２画素領域ＡＡ２、および第２画素領域ＡＡ２の一側に位置する第３画素領
域ＡＡ３を含むことができる。
【００５６】
　第２画素領域ＡＡ２は、第１画素領域ＡＡ１と第３画素領域ＡＡ３の間に位置し、第１
画素領域ＡＡ１および第３画素領域ＡＡ３は、第２画素領域ＡＡ２に比べて小さな面積を
有しうる。
【００５７】
　ここで、第２画素領域ＡＡ２は、図１ｃに図示された視認領域ＶＤＡに対応し、第１画
素領域ＡＡ１および第３画素領域ＡＡ３は非視認領域ＶＮＤＡに対応することができる。
【００５８】
　すなわち、表示装置１０が第１モードで駆動する時、使用者は、第１画素領域ＡＡ１お
よび第３画素領域ＡＡ３で表示される映像は見ることができず、第２画素領域ＡＡ２に表
示される映像のみを見ることができる。
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【００５９】
　これとは違い、表示装置１０が第２モードで駆動する時、使用者は、第１～第３画素領
域ＡＡ１、ＡＡ２、ＡＡ３で表示される映像を見ることができる。
【００６０】
　画素ＰＸＬ１、ＰＸＬ２、ＰＸＬ３は第１画素ＰＸＬ１、第２画素ＰＸＬ２および第３
画素ＰＸＬ３を含むことができる。
【００６１】
　例えば、第１画素ＰＸＬ１は第１画素領域ＡＡ１に位置し、第２画素ＰＸＬ２は第２画
素領域ＡＡ２に位置し、第３画素ＰＸＬ３は第３画素領域ＡＡ３に位置することができる
。
【００６２】
　画素ＰＸＬ１、ＰＸＬ２、ＰＸＬ３は駆動部の制御により所定の輝度で発光することが
でき、このために画素ＰＸＬ１、ＰＸＬ２、ＰＸＬ３のそれぞれは発光素子（例えば、有
機発光ダイオード）を含むことができる。
【００６３】
　一方、図２では、第１画素領域ＡＡ１、第２画素領域ＡＡ２および第３画素領域ＡＡ３
について、幅（画面に向かって左右方向の寸法）が一定であって、互いに同一であるとし
て図示されたが、本発明はこれに制限されるものではない。
【００６４】
　例えば、第１画素領域ＡＡ１および／または第３画素領域ＡＡ３は、第２画素領域ＡＡ
２から遠ざかるほど幅が狭くなる形状を有することができる。
【００６５】
　または、第１画素領域ＡＡ１および／または第３画素領域ＡＡ３の幅が、全体として、
第２画素領域ＡＡ２の幅より狭いのでもよい。この場合、第１画素領域ＡＡ１および／ま
たは第３画素領域ＡＡ３は、垂直方向（画面に向かって上下の方向）または水平方向（画
面に向かって左右の方向）に沿って多数個が配置され得る。
【００６６】
　基板１１０は、前述した画素領域ＡＡ１、ＡＡ２、ＡＡ３が設定され得る多様な形態で
形成され得る。
【００６７】
　基板１１０は、ガラス、樹脂（ｒｅｓｉｎ）などのような絶縁性の材料で形成され得る
。また、基板１１０は曲げたり折り畳んだりすることができるように可撓性（ｆｌｅｘｉ
ｂｉｌｉｔｙ）を有する材料から形成され得、単層構造または多層構造を有することがで
きる。
【００６８】
　図３は本発明の一実施例に係る表示装置の構成を具体的に示す図面である。
【００６９】
　図３を参照すると、本発明の一実施例に係る表示装置１０は、画素ＰＸＬ１、ＰＸＬ２
、ＰＸＬ３と表示駆動部を含むことができる。
【００７０】
　表示駆動部は、第１走査駆動部２１１、第２走査駆動部２１２、第３走査駆動部２１３
、データ駆動部２３０、メモリー２４０およびタイミング制御部２５０を含むことができ
る。
【００７１】
　第１画素ＰＸＬ１は、第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊおよびデータ線Ｄ１～Ｄｍによって区
画された第１画素領域ＡＡ１に位置することができる。
【００７２】
　このような第１画素ＰＸＬ１は、第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊから走査信号が供給される
時に、データ線Ｄ１～Ｄｍからデータ信号の供給を受けることができる。
【００７３】
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　データ信号の供給を受けた第１画素ＰＸＬ１は、第１電源ＥＬＶＤＤから有機発光ダイ
オード（図示されず）を経由して第２電源ＥＬＶＳＳに流れる電流の量を制御することが
できる。ここで、前記有機発光ダイオードは、前記電流の量に対応する輝度の光を生成す
ることができる。
【００７４】
　第２画素ＰＸＬ２は、第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎおよびデータ線Ｄ１～Ｄｍによって区
画された第２画素領域ＡＡ２に位置することができる。
【００７５】
　このような第２画素ＰＸＬ２は、第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎから走査信号が供給される
時に、データ線Ｄ１～Ｄｍからデータ信号の供給を受けることができる。
【００７６】
　データ信号の供給を受けた第２画素ＰＸＬ２は、第１電源ＥＬＶＤＤから有機発光ダイ
オード（図示されず）を経由して第２電源ＥＬＶＳＳに流れる電流の量を制御することが
できる。ここで、前記有機発光ダイオードは、前記電流の量に対応する輝度の光を生成す
ることができる。
【００７７】
　第３画素ＰＸＬ３は、第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋおよびデータ線Ｄ１～Ｄｍによって区
画された第３画素領域ＡＡ３に位置することができる。
【００７８】
　このような第３画素ＰＸＬ３は、第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋから走査信号が供給される
時に、データ線Ｄ１～Ｄｍからデータ信号の供給を受けることができる。
【００７９】
　データ信号の供給を受けた第３画素ＰＸＬ３は第１電源ＥＬＶＤＤから有機発光ダイオ
ード（図示されず）を経由して第２電源ＥＬＶＳＳに流れる電流の量を制御することがで
きる。ここで、前記有機発光ダイオードは、前記電流の量に対応する輝度の光を生成する
ことができる。
【００８０】
　例えば、第１画素領域ＡＡ１および第３画素領域ＡＡ３は、第２画素領域ＡＡ２と比べ
て小さな面積を有することができる。
【００８１】
　この場合、第１画素ＰＸＬ１および第３画素ＰＸＬ３の個数は、第２画素ＰＸＬ２より
少なく設定され得るのであり、第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊおよび第３走査線Ｓ３１～Ｓ３
ｋの個数は、第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎより少なく設定され得る。
【００８２】
　表示装置１０が第２モードで駆動する場合、第１画素領域ＡＡ１、第２画素領域ＡＡ２
および第３画素領域ＡＡ３で有効映像が表示され得る。すなわち、使用者は第１画素領域
ＡＡ１、第２画素領域ＡＡ２および第３画素領域ＡＡ３で表示される映像を見ることがで
きる。
【００８３】
　表示装置１０が第１モードで駆動する場合、第２画素領域ＡＡ２で有効映像が表示され
、第１画素領域ＡＡ１および第３画素領域ＡＡ３はウェアラブル装置３０のフレーム３１
によって遮られ得る。
【００８４】
　表示装置１０が第１モードで駆動する場合、第１画素領域ＡＡ１および第３画素領域Ａ
Ａ３は使用者に視認されない領域に該当するので、第１画素領域ＡＡ１および第３画素領
域ＡＡ３の映像表示動作を中断させるという方式を考慮することができる。
【００８５】
　このために、第１画素ＰＸＬ１および第３画素ＰＸＬ３に連結された第１走査線Ｓ１１
～Ｓ１ｊおよび第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋに走査信号を供給せず、第１画素ＰＸＬ１およ
び第３画素ＰＸＬ３に別途のデータ信号を供給しなくてもよい。
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【００８６】
　ただし、このように第２画素ＰＸＬ２が駆動される間、第１画素ＰＸＬ１および第３画
素ＰＸＬ３を駆動させない場合、第１画素ＰＸＬ１および第３画素ＰＸＬ３に含まれた駆
動トランジスターの特性が、第２画素ＰＸＬ２に含まれた駆動トランジスターの特性と異
なり得る。この場合、第１モードから第２モードに進入した際、各画素領域ＡＡ１、ＡＡ
２、ＡＡ３に存在する駆動トランジスターの特性の偏差によって、第２画素領域ＡＡ２と
第１、３画素領域ＡＡ１、ＡＡ３の間の輝度の偏差が発生する可能性がある。また、第１
画素領域ＡＡ１と第２画素領域ＡＡ２との間の境界線、および第２画素領域ＡＡ２と第３
画素領域ＡＡ３との間の境界線が、視認される恐れがある。
【００８７】
　本発明の実施例によると、第１モードでの駆動時に、第１画素ＰＸＬ１と第３画素ＰＸ
Ｌ３に、走査信号とデータ信号（例えば、ダミーデータ信号）を供給することによって、
第１画素ＰＸＬ１および第３画素ＰＸＬ３を駆動させることができる。これにより、駆動
トランジスターの特性の偏差によって境界線が視認されるという問題を解消することがで
きる。
【００８８】
　第１走査駆動部２１１は、タイミング制御部２５０からの第１走査駆動部制御信号ＳＣ
Ｓ１に対応して、第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊに第１走査信号を供給することができる。
【００８９】
　例えば、第１走査駆動部２１１は、第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊに、第１走査信号を順次
供給することができる。第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊに第１走査信号が順次供給されると、
第１画素ＰＸＬ１が、水平ライン単位で順次選択され得る。
【００９０】
　第２走査駆動部２１２は、タイミング制御部２５０からの第２走査駆動部制御信号ＳＣ
Ｓ２に対応して、第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎに第２走査信号を供給することができる。
【００９１】
　例えば、第２走査駆動部２１２は、第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎに、第２走査信号を順次
供給することができる。第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎに第２走査信号が順次供給されると、
第２画素ＰＸＬ２が、水平ライン単位で順次選択され得る。
【００９２】
　第３走査駆動部２１３は、タイミング制御部２５０からの第３走査駆動部制御信号ＳＣ
Ｓ３に対応して、第３走査線Ｓ３１～Ｓ１ｋに第３走査信号を供給することができる。
【００９３】
　例えば、第３走査駆動部２１３は、第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋに、第３走査信号を順次
供給することができる。第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋに第３走査信号が順次供給されると、
第３画素ＰＸＬ３が、水平ライン単位で順次選択され得る。
【００９４】
　この際、第１走査信号、第２走査信号、および第３走査信号は、該当トランジスターが
ターン－オンされ得る電圧に設定され得る。
【００９５】
　すなわち、表示装置１０全体として、表示装置１０が第１モードまたは第２モードで駆
動される場合、各フレーム期間にて、第１画素ＰＸＬ１、第２画素ＰＸＬ２、および第３
画素ＰＸＬ３が、水平ライン単位で順次選択され得る。
【００９６】
　本発明の実施例に係る表示駆動部は、メモリー２４０をさらに含むことができる。
【００９７】
　本発明の実施例に係るメモリー２４０は、表示装置１０が第１モードで駆動する時、第
１画素ＰＸＬ１と第３画素ＰＸＬ３に供給されるダミーデータ信号を保存する機能を遂行
することができる。
【００９８】
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　具体的には、メモリー２４０には、以前（特には直前）のフレームで、第２画素ＰＸＬ
２のうち、第１画素領域ＡＡ１に隣接した第２画素（例えば、最初の第２走査線Ｓ２１に
連結された第２画素ＰＸＬ２）に供給された、第１データ信号が保存され得る。この際、
保存された第１データ信号は、第１モードの現在フレームで、第１画素ＰＸＬ１に供給さ
れ得る。
【００９９】
　また、メモリー２４０には、以前のフレームで、第２画素ＰＸＬ２のうち、第３画素領
域ＡＡ３に隣接した第２画素（例えば、最後の第２走査線Ｓ２ｎに連結された第２画素Ｐ
ＸＬ２）に供給された、第２データ信号が保存され得る。この際、保存された第２データ
信号は、第１モードの現在フレームで、第３画素ＰＸＬ３に供給され得る。
【０１００】
　データ駆動部２３０は、データ制御信号ＤＣＳに対応してデータ線Ｄ１～Ｄｍにデータ
信号を供給することができる。
【０１０１】
　データ線Ｄ１～Ｄｍに供給されたデータ信号は、各走査信号によって選択された画素Ｐ
ＸＬ１、ＰＸＬ２、ＰＸＬ３に供給される。
【０１０２】
　タイミング制御部２５０は、外部から供給されるタイミング信号に基づいて生成された
走査駆動部制御信号ＳＣＳ１、ＳＣＳ２、ＳＣＳ３を、走査駆動部２１１、２１２、２１
３に供給することができる。
【０１０３】
　タイミング制御部２５０は、データ制御信号ＤＣＳをデータ駆動部２３０に供給するこ
とができる。また、タイミング制御部２５０は、外部から入力する映像データを、データ
駆動部２３０の仕様に合う映像データＤＡＴＡに変換して、データ駆動部２３０に供給す
ることができる。
【０１０４】
　第１走査駆動部制御信号ＳＣＳ１は、第１開始信号およびクロック信号を含むことがで
きる。第１開始信号は、第１走査信号の供給タイミングを制御し、クロック信号は第１開
始信号をシフトさせるために使われ得る。
【０１０５】
　第２走査駆動部制御信号ＳＣＳ２は、クロック信号を含むことができる。クロック信号
は、最後の第１走査線Ｓ１ｊに供給された第１走査信号をシフトさせるために使われ得る
。
【０１０６】
　第３走査駆動部制御信号ＳＣＳ３は、クロック信号を含むことができる。クロック信号
は、最後の第２走査線Ｓ２ｎに供給された第２走査信号をシフトさせるために使われ得る
。
【０１０７】
　一例として、第１～第３走査駆動部制御信号ＳＣＳ１～ＳＣＳ３に含まれたクロック信
号は、互いに同じ信号であり得る。
【０１０８】
　データ制御信号ＤＣＳには、ソース開始信号、ソース出力イネーブル信号、ソースサン
プリングクロックなどが含まれ得る。ソース開始信号は、データ駆動部２３０のデータサ
ンプリング開始時点を制御することができる。ソースサンプリングクロックは、ライジン
グまたはフォーリングエッジに基づいて、データ駆動部２３０のサンプリング動作を制御
することができる。ソース出力イネーブル信号は、データ駆動部２３０の出力タイミング
を制御することができる。
【０１０９】
　図３では、走査駆動部２１１、２１２、２１３、データ駆動部２３０、メモリー２４０
およびタイミング制御部２５０を個別的に図示したが、前記構成要素のうちの少なくとも
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一部は必要に応じて統合され得る。
【０１１０】
　また、走査駆動部２１１、２１２、２１３、データ駆動部２３０、メモリー２４０およ
びタイミング制御部２５０は、チップオングラス（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）、チッ
プオンプラスチック（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｐｌａｓｔｉｃ）、テープキャリアパッケージ（
Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）、チップオンフィルム（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　
Ｆｉｌｍ）などの多様な方式によって設置され得る。
【０１１１】
　図４は、図３に図示された第１画素についての一実施例を示した図面である。図４では
説明の便宜のために、ｊ番目の第１走査線Ｓ１ｊおよび第ｍデータ線Ｄｍと接続された第
１画素ＰＸＬ１を図示する。
【０１１２】
　図４を参照すると、第１画素ＰＸＬ１は、有機発光ダイオードＯＬＥＤと、第ｍデータ
線Ｄｍおよびｊ番目の第１走査線Ｓ１ｊとに接続されて有機発光ダイオードＯＬＥＤを制
御するための画素回路ＰＣを含む。
【０１１３】
　有機発光ダイオードＯＬＥＤのアノード電極は、画素回路ＰＣに接続され得るのであり
、カソード電極は、第２電源ＥＬＶＳＳに接続され得る。
【０１１４】
　このような有機発光ダイオードＯＬＥＤは、画素回路ＰＣから供給される電流に対応し
て、所定輝度の光を生成することができる。
【０１１５】
　画素回路ＰＣは、ｊ番目の第１走査線Ｓ１ｊに走査信号が供給される際、第ｍデータ線
Ｄｍに供給されるデータ信号を保存することができるのであり、前記保存されたデータ信
号に対応して、有機発光ダイオードＯＬＥＤに供給される電流の量を制御することができ
る。
【０１１６】
　例えば、画素回路ＰＣは、第１トランジスターＭ１、第２トランジスターＭ２、および
ストレージキャパシタＣｓｔを含むことができる。
【０１１７】
　第１トランジスターＭ１は、第ｍデータ線Ｄｍと第２トランジスターＭ２の間に連結さ
れ得る。
【０１１８】
　例えば、第１トランジスターＭ１は、ゲート電極がｊ番目の第１走査線Ｓ１ｊに接続さ
れ、第１電極が第ｍデータ線Ｄｍに接続され、第２電極が第２トランジスターＭ２のゲー
ト電極に接続されるというのであり得る。
【０１１９】
　第１トランジスターＭ１は、ｊ番目の第１走査線Ｓ１ｊから走査信号が供給される際に
ターン－オンされ、第ｍデータ線Ｄｍからのデータ信号をストレージキャパシタＣｓｔに
供給することができる。
【０１２０】
　この際、ストレージキャパシタＣｓｔは、データ信号に対応する電圧を充電することが
できる。
【０１２１】
　第２トランジスターＭ２は、第１電源ＥＬＶＤＤと有機発光ダイオードＯＬＥＤの間に
連結され得る。
【０１２２】
　例えば、第２トランジスターＭ２は、ゲート電極がストレージキャパシタＣｓｔの第１
電極、および第１トランジスターＭ１の第２電極に連結され、第１電極がストレージキャ
パシタＣｓｔの第２電極および第１電源ＥＬＶＤＤに連結され、第２電極が有機発光ダイ
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オードＯＬＥＤのアノード電極に連結されるのであり得る。
【０１２３】
　このような第２トランジスターＭ２は、駆動トランジスターであって、ストレージキャ
パシタＣｓｔに保存された電圧値に対応して、第１電源ＥＬＶＤＤから有機発光ダイオー
ドＯＬＥＤを経由して第２電源ＥＬＶＳＳに流れる電流の量を制御することができる。
【０１２４】
　この時、有機発光ダイオードＯＬＥＤは、第２トランジスターＭ２から供給される電流
量に対応する光を生成することができる。
【０１２５】
　ここで、トランジスターＭ１、Ｍ２の第１電極は、ソース電極およびドレーン電極のう
ちのいずれか一つに設定され、トランジスターＭ１、Ｍ２の第２電極は第１電極と異なる
電極に設定されるのであり得る。例えば、第１電極がソース電極に設定されると第２電極
はドレーン電極に設定され得る。
【０１２６】
　また、図４では、例示的にトランジスターＭ１、Ｍ２がＰＭＯＳトランジスターである
と図示したが、他の実施例では、トランジスターＭ１、Ｍ２がＮＭＯＳトランジスターで
具現され得る。
【０１２７】
　一方、図４に図示された画素の構造は本発明の一実施例に過ぎないため、本発明の第１
画素ＰＸＬ１は、前記画素の構造に限定されはしない。実際、第１画素ＰＸＬ１は、有機
発光ダイオードＯＬＥＤに電流を供給できる回路構造として、現在公知されている多様な
構造のうちのいずれか一つに選択され得る。
【０１２８】
　第１電源ＥＬＶＤＤは高電位電源であり得、第２電源ＥＬＶＳＳは低電位電源であり得
る。
【０１２９】
　例えば、第１電源ＥＬＶＤＤは正電圧に設定され、第２電源ＥＬＶＳＳは負電圧または
グラウンド電圧に設定され得る。
【０１３０】
　一方、第２画素ＰＸＬ２および第３画素ＰＸＬ３は、第１画素ＰＸＬ１と同じ構造の回
路で具現され得る。したがって、第２画素ＰＸＬ２および第３画素ＰＸＬ３に対する詳し
い説明は省略する。
【０１３１】
　図５は、図３に図示された走査駆動部をより詳しく示した図面である。
【０１３２】
　図５を参照すると、第１走査駆動部２１１は多数の第１走査ステージ回路ＳＳＴ１１～
ＳＳＴ１ｊを含むことができる。
【０１３３】
　第１走査ステージ回路ＳＳＴ１１～ＳＳＴ１ｊは、それぞれ第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊ
の一端に連結され、これを通じて第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊに、第１走査信号Ｇ１１～Ｇ
１ｊを供給することができる。
【０１３４】
　ここで、第１走査ステージ回路ＳＳＴ１１～ＳＳＴ１ｊは、タイミング制御部２５０か
ら供給されるクロック信号ＣＬＫ１、ＣＬＫ２に対応して動作することができる。また、
第１走査ステージ回路ＳＳＴ１１～ＳＳＴ１ｊは、いずれも同じ構造の回路で具現され得
る。
【０１３５】
　第１走査ステージ回路ＳＳＴ１１～ＳＳＴ１ｊは、以前の走査ステージ回路の出力信号
（すなわち、走査信号。特には直前の走査ステージ回路の出力信号）または第１開始信号
ＦＬＭ１の供給を受けることができる。
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【０１３６】
　例えば、一番目の第１走査ステージ回路ＳＳＴ１１は、第１開始信号ＦＬＭ１の供給を
受け、残りの第１走査ステージ回路ＳＳＴ１２～ＳＳＴ１ｊは以前の走査ステージ回路の
出力信号の供給を受けることができる。
【０１３７】
　第２走査ステージ回路ＳＳＴ２１～ＳＳＴ２ｎは、それぞれ第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎ
の一端に連結され、これを通じて第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎに第２走査信号Ｇ２１～Ｇ２
ｎを供給することができる。
【０１３８】
　この時、第２走査ステージ回路ＳＳＴ２１～ＳＳＴ２ｎはタイミング制御部２５０から
供給されるクロック信号ＣＬＫ１、ＣＬＫ２に対応して動作することができる。また、第
２走査ステージ回路ＳＳＴ２１～ＳＳＴ２ｎは、いずれも同じ構造の回路で具現され得る
。
【０１３９】
　第２走査ステージ回路ＳＳＴ２１～ＳＳＴ２ｎは以前の走査ステージ回路の出力信号の
供給を受けることができる。
【０１４０】
　例えば、一番目の第２走査ステージ回路ＳＳＴ２１は、第１走査駆動部２１１の最後の
第１走査ステージ回路ＳＳＴ１ｊから出力する信号Ｇ１ｊを開始信号として使うことがで
き、残りの第２走査ステージ回路ＳＳＴ２２～ＳＳＴ２ｎは、以前の走査ステージ回路の
出力信号の供給を受けることができる。
【０１４１】
　また、第２走査駆動部２１２の最後の走査ステージ回路ＳＳＴ２ｎは、第３走査駆動部
２１３の一番目の走査ステージ回路ＳＳＴ３１に、出力信号を供給することができる。
【０１４２】
　第３走査ステージ回路ＳＳＴ３１～ＳＳＴ３ｋは、それぞれ第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋ
の一端に連結され、これを通じて第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋに第３走査信号Ｇ３１～Ｇ３
ｋを供給することができる。
【０１４３】
　ここで、第３走査ステージ回路ＳＳＴ３１～ＳＳＴ３ｋは、タイミング制御部２５０か
ら供給されるクロック信号ＣＬＫ１、ＣＬＫ２に対応して動作することができる。また、
第３走査ステージ回路ＳＳＴ３１～ＳＳＴ３ｋは、いずれも同じ構造の回路で具現され得
る。
【０１４４】
　第３走査ステージ回路ＳＳＴ３１～ＳＳＴ３ｋは、以前の走査ステージ回路の出力信号
の供給を受けることができる。
【０１４５】
　例えば、一番目の第３走査ステージ回路ＳＳＴ３１は、第２走査駆動部２１２の最後の
第２走査ステージ回路ＳＳＴ２ｎから出力する信号Ｇ２ｎを開始信号として使うことがで
き、残りの第３走査ステージ回路ＳＳＴ３２～ＳＳＴ３ｋは、以前の走査ステージ回路の
出力信号の供給を受けることができる。
【０１４６】
　一方、走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊ、Ｇ２１～Ｇ２ｎ、Ｇ３１～Ｇ３ｋにそれぞれ含まれる
パルスの数は、第１開始信号ＦＬＭ１の幅に対応して決定され得る。換言すれば、第１開
始信号ＦＬＭ１の幅が広くなるほど、走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊ、Ｇ２１～Ｇ２ｎ、Ｇ３１
～Ｇ３ｋは、それぞれ、より多くの数のパルスを含むことができる。第１開始信号ＦＬＭ
１の幅は駆動方法に対応して多様に設定され得る。
【０１４７】
　図６ａおよび図６ｂは、本発明の一実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するための
波形図、すなわち、各信号パルスのタイミングを示すチャートである。特に、図６ａは、
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第２モードでの一つのフレーム期間ＰＦを図示し、図６ｂは、第１モードでの一つのフレ
ーム期間ＰＦ’を図示した。
【０１４８】
　図６ａを参照すると、第２モードの一つのフレーム期間ＰＦは、第１走査信号Ｇ１１～
Ｇ１ｊが供給される第１期間Ｐ１、第２走査信号Ｇ２１～Ｇ２ｎが供給される第２期間Ｐ
２、および、第３走査信号Ｇ３１～Ｇ３ｋが供給される第３期間Ｐ３を含むことができる
。
【０１４９】
　第１開始信号ＦＬＭ１の供給に対応して第１走査駆動部２１１は第１走査信号Ｇ１１～
Ｇ１ｊの供給を開始し、順次、第２走査駆動部２１２および第３走査駆動部２１３は、第
２走査信号Ｇ２１～Ｇ２ｎおよび第３走査信号Ｇ３１～Ｇ３ｋの供給を開始することがで
きる。
【０１５０】
　例えば、第１走査駆動部２１１は第１期間Ｐ１の間に第１走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊを順
次供給することができ、第２走査駆動部２１２は第２期間Ｐ２の間に第２走査信号Ｇ２１
～Ｇ２ｎを順次供給することができ、第３走査駆動部２１３は第３期間Ｐ３の間に第３走
査信号Ｇ３１～Ｇ３ｋを順次供給することができる。
【０１５１】
　この時、第１走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊはそれぞれ第１パルス幅Ｗ１を有することができ
、第２走査信号Ｇ２１～Ｇ２ｎはそれぞれ第２パルス幅Ｗ２を有することができ、第３走
査信号Ｇ３１～Ｇ３ｋはそれぞれ第３パルス幅Ｗ３を有することができる。
【０１５２】
　また、第１期間Ｐ１は多数の第１水平期間Ｈ１を含み、第２期間Ｐ２は多数の第２水平
期間Ｈ２を含み、第３期間Ｐ３は多数の第３水平期間Ｈ３を含むというのでありうる。
【０１５３】
　第２モードは正常モード（Ｎｏｒｍａｌ　Ｍｏｄｅ）に該当するので、第１パルス幅Ｗ
１、第２パルス幅Ｗ２および第３パルス幅Ｗ３が同一に設定され、第１水平期間Ｈ１、第
２水平期間Ｈ２、および第３水平期間Ｈ３の幅が同一に設定され得る。
【０１５４】
　第１パルス幅Ｗ１、第２パルス幅Ｗ２および第３パルス幅Ｗ３を同一に設定するために
、各期間Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３で供給されるクロック信号ＣＬＫ１、ＣＬＫ２の幅は一定に設
定され得る。
【０１５５】
　第１モードはＶＲモード（ＶＲ　Ｍｏｄｅ）に該当するので、第２モードと比べて高い
フレーム周波数で映像を表示することができる。
【０１５６】
　フレーム周波数が高くなる場合、走査信号のパルス幅が減少するようになり、これはデ
ータ信号の充電率（画素電極へのデータパルスの書き込みの達成率）に影響を与えて表示
品質を低下させる恐れがある。すなわち、第２走査信号Ｇ２１～Ｇ２ｎのパルス幅Ｗ２が
減少することによって、第１モードで第２画素領域ＡＡ２に表示される有効映像も品質が
低下する恐れがある。
【０１５７】
　したがって、本発明の実施例では、第１モードで有効映像が表示される第２画素領域Ａ
Ａ２と関連した第２走査信号Ｇ２１～Ｇ２ｎのパルス幅Ｗ２を増加させることによって、
表示品質を向上させることができる。
【０１５８】
　このために、図６ｂに図示された通り、第１モードでは第１走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊの
第１パルス幅Ｗ１’が第２走査信号Ｇ２１～Ｇ２ｎの第２パルス幅Ｗ２’と異なるように
設定され得る。
【０１５９】
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　また、第１モードでは第３走査信号Ｇ３１～Ｇ３ｋの第３パルス幅Ｗ３’が第２走査信
号Ｇ２１～Ｇ２ｎの第２パルス幅Ｗ２’と異なるように設定され得る。
【０１６０】
　例えば、第１パルス幅Ｗ１’が第２パルス幅Ｗ２’より小さく設定され得、第３パルス
幅Ｗ３’が第２パルス幅Ｗ２’より小さく設定され得る。
【０１６１】
　また、第１パルス幅Ｗ１’と第３パルス幅Ｗ３’が減少することによって、第１期間Ｐ
１’および第３期間Ｐ３’も減少され得るのであり、これにより、第２期間Ｐ２’は第１
期間Ｐ１’および第３期間Ｐ３’が減少した分だけ増加し得るので、第２パルス幅Ｗ２’
も従来に比べて増加し得る。
【０１６２】
　つまり、第２走査信号Ｇ２１～Ｇ２ｎの第２パルス幅Ｗ２’が増加され得るのであり、
これにより、第２画素領域ＡＡ２の表示品質を向上させることができる。
【０１６３】
　前述した通り、第１パルス幅Ｗ１’、第２パルス幅Ｗ２’、および第３パルス幅Ｗ３’
を設定するために、各期間Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３で供給されるクロック信号ＣＬＫ１、ＣＬＫ
２の幅は変更され得る。
【０１６４】
　例えば、第１期間Ｐ１でクロック信号ＣＬＫ１、ＣＬＫ２の幅は第１パルス幅Ｗ１’と
同一に設定され、第２期間Ｐ２でクロック信号ＣＬＫ１、ＣＬＫ２の幅は第２パルス幅Ｗ
２’と同一に設定され、第３期間Ｐ３でクロック信号ＣＬＫ１、ＣＬＫ２の幅は第３パル
ス幅Ｗ３’と同一に設定され得る。
【０１６５】
　また、第１期間Ｐ１’および第３期間Ｐ３’が減少することによって第１水平期間Ｈ１
’および第３水平期間Ｈ３’の幅も減少し得、第２期間Ｐ２’が増加することによって第
２水平期間Ｈ２’の幅は増加し得る。
【０１６６】
　これにより、第１水平期間Ｈ１’および第３水平期間Ｈ３’の幅は、第２水平期間Ｈ２
’より小さく設定され得る。
【０１６７】
　前述した第１水平期間Ｈ１、Ｈ１’、第２水平期間Ｈ２、Ｈ２’、および第３水平期間
Ｈ３、Ｈ３’の幅は、タイミング制御部２５０によって制御され得る。
【０１６８】
　また、第１パルス幅Ｗ１’と第３パルス幅Ｗ３’は、互いに同一であるか異なるように
設定され得るのであり、第１水平期間Ｈ１’の幅と第３水平期間Ｈ３’の幅は互いに同一
であるか異なるように設定され得る。
【０１６９】
　図７ａおよび図７ｂは、本発明の他の実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するため
の、図６ａおよび図６ｂと同様の波形図である。特に、図７ａは第２モードでの一つのフ
レーム期間ＰＦを図示し、図７ｂは第１モードでの一つのフレーム期間ＰＦ’を図示した
。また、図６ａおよび図６ｂでは、各走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊ、Ｇ２１～Ｇ２ｎ、Ｇ３１
～Ｇ３ｋが一つのパルスだけを含む場合を図示したのであるが、図７ａおよび７ｂでは、
各走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊ、Ｇ２１～Ｇ２ｎ、Ｇ３１～Ｇ３ｋが多数のパルスを含む場合
を図示した。
【０１７０】
　ここでは前述した実施例と比較して変更された部分を中心に説明を進め、前述した実施
例と重複する部分に対しては説明を省略する。
【０１７１】
　図７ａを参照すると、第２モードでは第１走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊの第１パルス幅Ｗ１
、第２走査信号Ｇ２１～Ｇ２ｎの第２パルス幅Ｗ２、および第３走査信号Ｇ３１～Ｇ３ｋ
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の第３パルス幅Ｗ３が同一に設定され得る。
【０１７２】
　また、第２モードでは第１期間Ｐ１の第１水平期間Ｈ１、第２期間Ｐ２の第２水平期間
Ｈ２、および第３期間Ｐ３の第３水平期間Ｈ３が同一に設定され得る。
【０１７３】
　図７ｂを参照すると、第１モードでは第１走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊの第１パルス幅Ｗ１
’が第２走査信号Ｇ２１～Ｇ２ｎの第２パルス幅Ｗ２’と異なるように設定され得る。
【０１７４】
　また、第１モードでは第３走査信号Ｇ３１～Ｇ３ｋの第３パルス幅Ｗ３’が第２走査信
号Ｇ２１～Ｇ２ｎの第２パルス幅Ｗ２’と異なるように設定され得る。
【０１７５】
　例えば、第１パルス幅Ｗ１’が第２パルス幅Ｗ２’より小さく設定され得るのであり、
第３パルス幅Ｗ３’が第２パルス幅Ｗ２’より小さく設定され得る。
【０１７６】
　ただし、走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊ、Ｇ２１～Ｇ２ｎ、Ｇ３１～Ｇ３ｋが多数のパルスを
含むことに伴い、一部の走査信号に含まれたパルスは、互いに異なる幅に設定され得る。
【０１７７】
　例えば、一番目の第２走査信号Ｇ２１の場合、３個のパルスのうち、先に位置した２個
のパルスは第１パルス幅Ｗ１’に設定され、後に位置した１個のパルスは第２パルス幅Ｗ
２’に設定されるのであり得る。これと同様に、２番目の第２走査信号Ｇ２２に含まれた
パルスも互いに異なる幅に設定され得る。
【０１７８】
　また、一番目の第３走査信号Ｇ３１の場合、３個のパルスのうち先に位置した２個のパ
ルスは第２パルス幅Ｗ２’に設定され、後に位置した１個のパルスは第３パルス幅Ｗ３’
に設定され得る。これと同様に、２番目の第３走査信号Ｇ３２に含まれたパルスも互いに
異なる幅に設定され得る。
【０１７９】
　図７ａおよび７ｂでは、各走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊ、Ｇ２１～Ｇ２ｎ、Ｇ３１～Ｇ３ｋ
が３個のパルスを含む場合を例示的に図示したが、これに制限されず、各走査信号Ｇ１１
～Ｇ１ｊ、Ｇ２１～Ｇ２ｎ、Ｇ３１～Ｇ３ｋに含まれるパルスの数は多様に変更され得る
。
【０１８０】
　図８は本発明の一実施例に係る第１モードでの第１画素領域および第３画素領域の映像
表示動作を説明するための図面である。
【０１８１】
　図８を参照すると、第１モードで、第１画素領域ＡＡ１の各水平ラインは、互いに同じ
映像を表示することができる。
【０１８２】
　ここで、それぞれの水平ラインは一つの行の第１画素ＰＸＬ１を含むことができ、第１
画素ＰＸＬ１で構成される各画素の行は、すべて、同じデータ信号の供給を受けることが
できる。
【０１８３】
　例えば、データ駆動部２３０は、メモリー２４０に保存されたダミーデータ信号を、第
１走査信号Ｇ１１～Ｇ１ｊに同期化して第１画素ＰＸＬ１に供給することができる。
【０１８４】
　ここで、第１画素領域ＡＡ１と第２画素領域ＡＡ２との間の境界が使用者に視認される
ことを最小化するために、現在フレーム（Ｎｔｈ　Ｆｒａｍｅ）の間に、第１画素領域Ａ
Ａ１の各水平ラインは、直前フレーム（（Ｎ－１）ｔｈ　Ｆｒａｍｅ）の間に第２画素領
域ＡＡ２の一番目の水平ラインに表示された映像と、同じ映像を表示することができる。
【０１８５】
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　このために、メモリー２４０には、直前フレーム（（Ｎ－１）ｔｈ　Ｆｒａｍｅ）にて
第２画素ＰＸＬ２のうちの第１画素領域ＡＡ１に隣接した第２画素（例えば、最初の第２
走査線Ｓ２１に連結された第２画素ＰＸＬ２）に供給された第１データ信号ＤＳ１が、保
存され得る。ここで、保存された第１データ信号ＤＳ１は、第１ダミーデータ信号ＤＤ１
として、現在フレーム（Ｎｔｈ　Ｆｒａｍｅ）にて、第１画素ＰＸＬ１で構成される各画
素の行に供給され得る。
【０１８６】
　一方、第１モードで、第３画素領域ＡＡ３の各水平ラインは、互いに同じ映像を表示す
ることができる。
【０１８７】
　ここで、それぞれの水平ラインは一つの行の第３画素ＰＸＬ３を含むことができ、第３
画素ＰＸＬ３で構成される各画素の行は、すべて、同じデータ信号の供給を受けることが
できる。
【０１８８】
　例えば、データ駆動部２３０は、メモリー２４０に保存されたダミーデータ信号を、第
３走査信号Ｇ３１～Ｇ３ｋに同期化して第３画素ＰＸＬ３に供給することができる。
【０１８９】
　ここで、第２画素領域ＡＡ２と第３画素領域ＡＡ３の間の境界が使用者に視認されるこ
とを最小化するために、現在フレーム（Ｎｔｈ　Ｆｒａｍｅ）の間に、第３画素領域ＡＡ
３の各水平ラインは、直前フレーム（（Ｎ－１）ｔｈ　Ｆｒａｍｅ）の間に第２画素領域
ＡＡ２の最後の水平ラインに表示された映像と、同じ映像を表示することができる。
【０１９０】
　このために、メモリー２４０には、直前フレーム（（Ｎ－１）ｔｈ　Ｆｒａｍｅ）にて
第２画素ＰＸＬ２のうちの第３画素領域ＡＡ３に隣接した第２画素（例えば、最後の第２
走査線Ｓ２ｎに連結された第２画素ＰＸＬ２）に供給された第２データ信号ＤＳ２が、保
存され得る。ここで、保存された第２データ信号ＤＳ２は、第２ダミーデータ信号ＤＤ２
として、現在フレーム（Ｎｔｈ　Ｆｒａｍｅ）にて、第３画素ＰＸＬ３で構成される各画
素の行に供給され得る。
【０１９１】
　図９は、本発明の他の実施例に係る表示装置の構成を具体的に示す図面である。ここで
は、前述した実施例と比較して変更された部分を中心に説明を進め、前述した実施例と重
複する部分に対しては説明を省略する。
【０１９２】
　図９を参照すると、本発明の他の実施例に係る表示装置１０’は、走査信号の遅延を防
止するために、複数の第１走査駆動部２１１、２１１’、複数の第２走査駆動部２１２、
２１２’、および複数の第３走査駆動部２１３、２１３’を含むことができる。
【０１９３】
　特には、左右の第１走査駆動部２１１、２１１’が、第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊの両端
に、それぞれ連結され得る。
【０１９４】
　第１走査駆動部２１１、２１１’は、同じ走査駆動部制御信号ＳＣＳ１に対応して、第
１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊに第１走査信号を供給することができる。
【０１９５】
　これにより、左右の第１走査駆動部２１１、２１１’は、同じ走査線に対して、同時に
第１走査信号を供給することができる。
【０１９６】
　また、第１走査駆動部２１１、２１１’は、互いに同じ回路構造を有することができる
。
【０１９７】
　上記と同様に、左右の第２走査駆動部２１２、２１２’が、第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎ
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の両端にそれぞれ連結され得る。
【０１９８】
　左右の第２走査駆動部２１２、２１２’は、同じ走査駆動部制御信号ＳＣＳ２に対応し
て第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎに第２走査信号を供給することができる。
【０１９９】
　これにより、左右の第２走査駆動部２１２、２１２’は、同じ走査線に対して同時に第
２走査信号を供給することができる。
【０２００】
　また、第２走査駆動部２１２、２１２’は互いに同じ回路構造を有することができる。
【０２０１】
　上記と同様に、左右の第３走査駆動部２１３、２１３’が、第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋ
の両端にそれぞれ連結され得る。
【０２０２】
　左右の第３走査駆動部２１３、２１３’は、同じ走査駆動部制御信号ＳＣＳ３に対応し
て第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋに第３走査信号を供給することができる。
【０２０３】
　これにより、左右の第３走査駆動部２１３、２１３’は、同じ走査線に対して同時に第
３走査信号を供給することができる。
【０２０４】
　また、第３走査駆動部２１３、２１３’は、互いに同じ回路構造を有することができる
。
【０２０５】
　図１０は、本発明のさらに他の実施例に係る表示装置の構成を具体的に示す図面である
。ここでは前述した実施例と比較して変更された部分を中心に説明を進め、前述した実施
例と重複する部分に対しては説明を省略する。
【０２０６】
　図１０を参照すると、本発明の一実施例に係る表示装置１０”は画素ＰＸＬ１’、ＰＸ
Ｌ２’、ＰＸＬ３’と表示駆動部を含むことができる。
【０２０７】
　表示駆動部は、第１走査駆動部２１１、第２走査駆動部２１２、第３走査駆動部２１３
、第１発光駆動部３１１、第２発光駆動部３１２、第３発光駆動部３１３、データ駆動部
２３０、メモリー２４０およびタイミング制御部２５０を含むことができる。
【０２０８】
　第１画素ＰＸＬ１’は、第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｊ、第１発光制御線Ｅ１１～Ｅ１ｊお
よびデータ線Ｄ１～Ｄｍによって区画された、第１画素領域ＡＡ１に位置することができ
る。
【０２０９】
　第２画素ＰＸＬ２’は、第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎ、第２発光制御線Ｅ２１～Ｅ２ｎお
よびデータ線Ｄ１～Ｄｍによって区画された、第２画素領域ＡＡ２に位置することができ
る。
【０２１０】
　第３画素ＰＸＬ３’は、第３走査線Ｓ３１～Ｓ３ｋ、第３発光制御線Ｅ３１～Ｅ３ｋお
よびデータ線Ｄ１～Ｄｍによって区画された、第３画素領域ＡＡ３に位置することができ
る。
【０２１１】
　第１発光駆動部３１１は、タイミング制御部２５０からの第１発光駆動部制御信号ＥＣ
Ｓ１に対応して、第１発光制御線Ｅ１１～Ｅ１ｊに第１発光制御信号を供給することがで
きる。
【０２１２】
　例えば、第１発光駆動部３１１は、第１発光制御線Ｅ１１～Ｅ１ｊに第１発光制御信号
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を順次供給することができる。
【０２１３】
　第２発光駆動部３１２は、タイミング制御部２５０からの第２発光駆動部制御信号ＥＣ
Ｓ２に対応して第２発光制御線Ｅ２１～Ｅ２ｎに第２発光制御信号を供給することができ
る。
【０２１４】
　例えば、第２発光駆動部３１２は、第２発光制御線Ｅ２１～Ｅ２ｎに第２発光制御信号
を順次供給することができる。
【０２１５】
　第３発光駆動部３１３は、タイミング制御部２５０からの第３発光駆動部制御信号（Ｅ
ＣＳ３）に対応して、第３発光制御線Ｅ３１～Ｅ３ｋに第３発光制御信号を供給すること
ができる。
【０２１６】
　例えば、第３発光駆動部３１３は、第３発光制御線Ｅ３１～Ｅ３ｋに第３発光制御信号
を順次供給することができる。
【０２１７】
　一方、発光制御信号は、画素ＰＸＬ１’、ＰＸＬ２’、ＰＸＬ３’に含まれるトランジ
スターがターン－オフされ得るように、ゲートオフ電圧（例えば、ハイ電圧）に設定され
得るのであり、走査信号は、画素ＰＸＬ１’、ＰＸＬ２’、ＰＸＬ３’に含まれるトラン
ジスターがターン－オンされ得るように、ゲートオン電圧（例えば、ロー電圧）に設定さ
れ得る。
【０２１８】
　図１１ａおよび図１１ｂは、図１０に図示された第１画素の一実施例およびその駆動方
法を示した図面である。
【０２１９】
　図１１ａでは、説明の便宜のためにｍ番目のデータ線Ｄｍおよびｉ番目の第１走査線Ｓ
１ｉに接続された第１画素ＰＸＬ１’を図示する。
【０２２０】
　図１１ａを参照すると、本発明の実施例に係る第１画素ＰＸＬ１’は、有機発光ダイオ
ードＯＬＥＤ、第１トランジスターＴ１～第７トランジスターＴ７およびストレージキャ
パシタＣｓｔを含むことができる。
【０２２１】
　有機発光ダイオードＯＬＥＤのアノードは、第６トランジスターＴ６を経由して第１ト
ランジスターＴ１に接続され、カソードは第２画素電源ＥＬＶＳＳに接続されるのであり
得る。このような有機発光ダイオードＯＬＥＤは、第１トランジスターＴ１から供給され
る電流量に対応して、所定輝度の光を生成することができる。
【０２２２】
　有機発光ダイオードＯＬＥＤに電流が流れ得るように、第１画素電源ＥＬＶＤＤは、第
２画素電源ＥＬＶＳＳより高い電圧に設定され得る。
【０２２３】
　第７トランジスターＴ７は、初期化電源Ｖｉｎｔと、有機発光ダイオードＯＬＥＤのア
ノードとの間に接続され得る。そして、第７トランジスターＴ７のゲート電極は、ｉ＋１
番目の第１走査線Ｓ１ｉ＋１に接続され得る。このような第７トランジスターＴ７は、ｉ
＋１番目の第１走査線Ｓ１ｉ＋１に走査信号が供給される時にターン－オンされて、初期
化電源Ｖｉｎｔの電圧を、有機発光ダイオードＯＬＥＤのアノードに供給することができ
る。ここで、初期化電源Ｖｉｎｔは、データ信号より低い電圧に設定され得る。
【０２２４】
　第６トランジスターＴ６は、第１トランジスターＴ１と有機発光ダイオードＯＬＥＤの
間に接続され得る。そして、第６トランジスターＴ６ゲート電極は、ｉ番目の第１発光制
御線Ｅ１ｉに接続され得る。このような第６トランジスターＴ６は、ｉ番目の第１発光制
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御線Ｅ１ｉに発光制御信号が供給される時に、ターン－オフされ、それ以外の場合にター
ン－オンされるのであり得る。
【０２２５】
　第５トランジスターＴ５は、第１画素電源ＥＬＶＤＤと第１トランジスターＴ１の間に
接続され得る。そして、第５トランジスターＴ５のゲート電極は、ｉ番目の第１発光制御
線Ｅ１ｉに接続され得る。このような第５トランジスターＴ５は、ｉ番目の第１発光制御
線Ｅ１ｉに発光制御信号が供給される時にターン－オフされ、それ以外の場合にターン－
オンされるのであり得る。
【０２２６】
　第１トランジスター（Ｔ１；駆動トランジスター）は、第１電極が、第５トランジスタ
ーＴ５を経由して第１画素電源ＥＬＶＤＤに接続され、第２電極が、第６トランジスター
Ｔ６を経由して有機発光ダイオードＯＬＥＤのアノードに接続されるのであり得る。そし
て、第１トランジスターＴ１のゲート電極は、第１０ノードＮ１０に接続され得る。この
ような第１トランジスターＴ１は、第１０ノードＮ１０の電圧に対応して、第１画素電源
ＥＬＶＤＤから有機発光ダイオードＯＬＥＤを経由して第２画素電源ＥＬＶＳＳに流れる
電流量を制御することができる。
【０２２７】
　第３トランジスターＴ３は、第１トランジスターＴ１の第２電極と第１０ノードＮ１０
の間に接続され得る。そして、第３トランジスターＴ３のゲート電極は、ｉ番目の第１走
査線Ｓ１ｉに接続され得る。このような第３トランジスターＴ３は、ｉ番目の第１走査線
Ｓ１ｉに走査信号が供給される時にターン－オンされて、第１トランジスターＴ１の第２
電極と第１０ノードＮ１０を電気的に接続させることができる。したがって、第３トラン
ジスターＴ３がターン－オンされる時、第１トランジスターＴ１は、ダイオード接続され
得る。
【０２２８】
　第４トランジスターＴ４は、第１０ノードＮ１０と初期化電源Ｖｉｎｔの間に接続され
得る。そして、第４トランジスターＴ４のゲート電極は、ｉ－１番目の第１走査線Ｓ１ｉ
－１に接続され得る。このような第４トランジスターＴ４は、ｉ－１番目の第１走査線Ｓ
１ｉ－１に走査信号が供給される時にターン－オンされて、第１０ノードＮ１０に初期化
電源Ｖｉｎｔの電圧を供給することができる。
【０２２９】
　第２トランジスターＴ２は、ｍ番目のデータ線Ｄｍと第１トランジスターＴ１の第１電
極の間に接続され得る。そして、第２トランジスターＴ２のゲート電極は、ｉ番目の第１
走査線Ｓ１ｉに接続され得る。このような第２トランジスターＴ２は、ｉ番目の第１走査
線Ｓ１ｉに走査信号が供給される時にターン－オンされて、ｍ番目のデータ線Ｄｍと第１
トランジスターＴ１の第１電極を電気的に接続させることができる。
【０２３０】
　ストレージキャパシタＣｓｔは、第１画素電源ＥＬＶＤＤと第１０ノードＮ１０の間に
接続され得る。このようなストレージキャパシタＣｓｔは、データ信号および第１トラン
ジスターＴ１の敷居電圧に対応する電圧を貯蔵することができる。
【０２３１】
　一方、第２画素ＰＸＬ２’および第３画素ＰＸＬ３’は、第１画素ＰＸＬ１’と同じ回
路で具現され得る。したがって、第２画素ＰＸＬ２’および第３画素ＰＸＬ３’に対する
詳細な説明は省略する。
【０２３２】
　また、図１１ａで説明された画素の構造は、走査線と発光制御線を利用する一例に過ぎ
ないため、本発明の画素ＰＸＬ１’、ＰＸＬ２’、ＰＸＬ３’は、前記画素の構造に限定
されるものではない。実際、画素は有機発光ダイオードＯＬＥＤに電流を供給できる回路
構造を有し、現在公知されている多様な構造のうちのいずれか一つに選択され得る。
【０２３３】
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　本発明において、有機発光ダイオードＯＬＥＤは、駆動トランジスターから供給される
電流量に対応して赤色、緑色および青色を含む多様な光を生成できるが、これに限定され
はしない。一例として、有機発光ダイオードＯＬＥＤは駆動トランジスターから供給され
る電流量に対応して白色光を生成することもできる。この場合、別途のカラーフィルター
などを利用してカラー映像を具現することができる。
【０２３４】
　図１１ｂを参照すると、まずｉ番目の第１発光制御線Ｅ１ｉに発光制御信号Ｆ１ｉが供
給される。ｉ番目の第１発光制御線Ｅ１ｉに発光制御信号Ｆ１ｉが供給されると、第５ト
ランジスターＴ５および第６トランジスターＴ６がターン－オフされる。この時、第１画
素ＰＸＬ１’は非発光状態に設定され得る。
【０２３５】
　以後、ｉ－１番目の第１走査線Ｓ１ｉ－１に走査信号Ｇ１ｉ－１が供給されて、第４ト
ランジスターＴ４がターン－オンされる。第４トランジスターＴ４がターン－オンされる
と、初期化電源Ｖｉｎｔの電圧が、第１０ノードＮ１０に供給される。そうすると、第１
０ノードＮ１０は、初期化電源Ｖｉｎｔの電圧に初期化され得る。
【０２３６】
　第１０ノードＮ１０が初期化電源Ｖｉｎｔの電圧に初期化された後、ｉ番目の第１走査
線Ｓ１ｉに走査信号Ｇ１ｉが供給される。ｉ番目の第１走査線Ｓ１ｉに走査信号Ｇ１ｉが
供給されると、第２トランジスターＴ２および第３トランジスターＴ３がターン－オンさ
れる。
【０２３７】
　第３トランジスターＴ３がターン－オンされると、第１トランジスターＴ１がダイオー
ドの形態で連結される。
【０２３８】
　第２トランジスターＴ２がターン－オンされると、ｍ番目のデータ線Ｄｍからのデータ
信号が第１トランジスターＴ１の第１電極に供給される。この時、第１０ノードＮ１０が
データ信号より低い初期化電源Ｖｉｎｔの電圧に初期化されたため、第１トランジスター
Ｔ１がターン－オンされ得る。第１トランジスターＴ１がターン－オンされると、データ
信号から第１トランジスターＴ１の敷居電圧を引いた電圧が、第１０ノードＮ１０に印加
される。ストレージキャパシタＣｓｔは、第１０ノードＮ１０に印加されたデータ信号、
および第１トランジスターＴ１の敷居電圧に対応する電圧を貯蔵する。
【０２３９】
　以後、ｉ＋１番目の第１走査線Ｓ１ｉ＋１に走査信号Ｇ１ｉ＋１が供給される。ｉ＋１
番目の第１走査線Ｓ１ｉ＋１に走査信号Ｇ１ｉ＋１が供給されると、第７トランジスター
Ｔ７がターン－オンされる。
【０２４０】
　第７トランジスターＴ７がターン－オンされると、初期化電源Ｖｉｎｔの電圧が有機発
光ダイオードＯＬＥＤのアノード電極に供給される。そうすると、有機発光ダイオードＯ
ＬＥＤに寄生的に形成された寄生キャパシタが放電され、これにより、ブラック表現能力
を向上させることができる。
【０２４１】
　この後、ｉ番目の第１発光制御線Ｅ１ｉに発光制御信号Ｆ１ｉの供給が中断される。
【０２４２】
　ｉ番目の第１発光制御線Ｅ１ｉに発光制御信号Ｆ１ｉの供給が中断されると、第５トラ
ンジスターＴ５および第６トランジスターＴ６がターン－オンされる。そうすると、第１
電源ＥＬＶＤＤから、第５トランジスターＴ５、第１トランジスターＴ１、第６トランジ
スターＴ６および有機発光ダイオードＯＬＥＤを経由して、第２電源ＥＬＶＳＳにまで続
く電流経路が形成される。
【０２４３】
　この時、第１トランジスターＴ１は、第１０ノードＮ１０の電圧に対応して、第１電源
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ＥＬＶＤＤから有機発光ダイオードＯＬＥＤを経由して第２電源ＥＬＶＳＳに流れる電流
量を制御する。有機発光ダイオードＯＬＥＤは、第１トランジスターＴ１から供給される
電流量に対応して、所定輝度の光を生成する。
【０２４４】
　実際、第１画素ＰＸＬ１’は、前述した過程を繰り返しつつ、所定輝度の光を生成する
ことができる。また、第２画素ＰＸＬ２’および第３画素ＰＸＬ３’も、第１画素ＰＸＬ
１’と同じ方式で駆動され得る。
【０２４５】
　ｉ番目の第１発光制御線Ｅ１ｉに供給される発光制御信号Ｆ１ｉは、データ信号が画素
ＰＸＬ１’、ＰＸＬ２’、ＰＸＬ３’に充電される期間の間、すなわち、これら画素の画
素電極に、データ信号に対応する電荷が供給される間に、これら画素ＰＸＬ１’、ＰＸＬ
２’、ＰＸＬ３’が非発光状態に設定されるように、少なくとも一つの走査信号と重なる
ように供給され得る。このような発光制御信号Ｆ１ｉの供給タイミングは多様な形態に変
更され得る。
【０２４６】
　図１２は、図１０に図示された発光駆動部をより詳しく示した図面である。
【０２４７】
　図１２を参照すると、第１発光駆動部３１１は多数の第１発光ステージ回路ＥＳＴ１１
～ＥＳＴ１ｊを含むことができる。
【０２４８】
　第１発光ステージ回路ＥＳＴ１１～ＥＳＴ１ｊはそれぞれ第１発光制御線Ｅ１１～Ｅ１
ｊの一端に連結され、これを通じて第１発光制御線Ｅ１１～Ｅ１ｊに第１発光制御信号Ｆ
１１～Ｆ１ｊを供給することができる。
【０２４９】
　ここで、第１発光ステージ回路ＥＳＴ１１～ＥＳＴ１ｊは、タイミング制御部２５０か
ら供給されるクロック信号ＣＬＫ３、ＣＬＫ４に対応して動作することができる。また、
第１発光ステージ回路ＥＳＴ１１～ＥＳＴ１ｊは、いずれも同じ構造の回路で具現され得
る。
【０２５０】
　第１発光ステージ回路ＥＳＴ１１～ＥＳＴ１ｊは、以前（特には直前）の発光ステージ
回路の出力信号（すなわち、発光制御信号）または第２開始信号ＦＬＭ２の供給を受ける
ことができる。
【０２５１】
　例えば、一番目の第１発光ステージ回路ＥＳＴ１１は、第２開始信号ＦＬＭ２の供給を
受け、残りの第１発光ステージ回路ＥＳＴ１２～ＥＳＴ１ｊは、以前の発光ステージ回路
の出力信号の供給を受けることができる。
【０２５２】
　第２発光ステージ回路ＥＳＴ２１～ＥＳＴ２ｎは、それぞれ第２発光制御線Ｅ２１～Ｅ
２ｎの一端に連結され、これを通じて第２発光制御線Ｅ２１～Ｅ２ｎに第２発光制御信号
Ｆ２１～Ｆ２ｎを供給することができる。
【０２５３】
　ここで、第２発光ステージ回路ＥＳＴ２１～ＥＳＴ２ｎは、タイミング制御部２５０か
ら供給されるクロック信号ＣＬＫ３、ＣＬＫ４に対応して動作することができる。また、
第２発光ステージ回路ＥＳＴ２１～ＥＳＴ２ｎは、いずれも同じ構造の回路で具現され得
る。
【０２５４】
　第２発光ステージ回路ＥＳＴ２１～ＥＳＴ２ｎは以前（特には直前）の発光ステージ回
路の出力信号の供給を受けることができる。
【０２５５】
　例えば、一番目の第２発光ステージ回路ＥＳＴ２１は、第１発光駆動部３１１の最後の
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第１発光ステージ回路ＥＳＴ１ｊから出力する信号Ｆ１ｊを開始信号として使うことがで
き、残りの第２発光ステージ回路ＥＳＴ２２～ＥＳＴ２ｎは、以前（特には直前）の発光
ステージ回路の出力信号の供給を受けることができる。
【０２５６】
　また、第２発光駆動部３１２の最後の発光ステージ回路ＥＳＴ２ｎは、第３発光駆動部
３１３の一番目の発光ステージ回路ＥＳＴ３１に出力信号を供給することができる。
【０２５７】
　第３発光ステージ回路ＥＳＴ３１～ＥＳＴ３ｋはそれぞれ第３発光制御線Ｅ３１～Ｅ３
ｋの一端に連結され、これを通じて第３発光制御線Ｅ３１～Ｅ３ｋに第３発光制御信号Ｆ
３１～Ｆ３ｋを供給することができる。
【０２５８】
　この時、第３発光ステージ回路ＥＳＴ３１～ＥＳＴ３ｋは、タイミング制御部２５０か
ら供給されるクロック信号ＣＬＫ３、ＣＬＫ４に対応して動作することができる。また、
第３発光ステージ回路ＥＳＴ３１～ＥＳＴ３ｋは、いずれも同じ構造の回路で具現され得
る。
【０２５９】
　第３発光ステージ回路ＥＳＴ３１～ＥＳＴ３ｋは、以前（特には直前）の発光ステージ
回路の出力信号の供給を受けることができる。
【０２６０】
　例えば、一番目の第３発光ステージ回路ＥＳＴ３１は、第２発光駆動部３１２の最後の
第２発光ステージ回路ＥＳＴ２ｎから出力する信号Ｆ２ｎを開始信号として使うことがで
き、残りの第３発光ステージ回路ＥＳＴ３２～ＥＳＴ３ｋは、以前（特には直前）の発光
ステージ回路の出力信号の供給を受けることができる。
【０２６１】
　一方、発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊ、Ｆ２１～Ｆ２ｎ、Ｆ３１～Ｆ３ｋの幅は、第２開
始信号ＦＬＭ２の幅に対応して決定され得る。換言すれば、第２開始信号ＦＬＭ２の幅が
広くなるほど、発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊ、Ｆ２１～Ｆ２ｎ、Ｆ３１～Ｆ３ｋの幅が広
くなり得る。
【０２６２】
　第２開始信号ＦＬＭ２の幅は、駆動方法に対応して多様に設定され得る。
【０２６３】
　図１３ａおよび図１３ｂは本発明の一実施例に係る表示装置の駆動方法を説明するため
の波形図である。特に、図１３ａは第２モードでの一つのフレーム期間ＰＦを図示し、図
１３ｂは第１モードでの一つのフレーム期間ＰＦ’を図示した。この場合、走査信号Ｇ１
１～Ｇ１ｊ、Ｇ２１～Ｇ２ｎ、Ｇ３１～Ｇ３ｋは図６ａおよび図６ｂに図示された形態に
供給され得るため、これに対する詳しい説明および図示は省略した。参考のために、第１
開始信号ＦＬＭ１は追加的に図示した。
【０２６４】
　図１３ａを参照すると、第２モードにて、第１発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊは第１期間
Ｐ１の間にわたって供給され、第２発光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎは第２期間Ｐ２の間にわ
たって供給され、第３発光制御信号Ｆ３１～Ｆ３ｋは第３期間Ｐ３の間にわたって供給さ
れるのであり得る。
【０２６５】
　第２開始信号ＦＬＭ２の供給に対応して、第１発光駆動部３１１は、第１発光制御信号
Ｆ１１～Ｆ１ｊの供給を開始し、順次、第２発光駆動部３１２および第３発光駆動部３１
３は第２発光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎと第３発光制御信号Ｆ３１～Ｆ３ｋの供給を開始す
ることができる。
【０２６６】
　例えば、第１発光駆動部３１１は、第１期間Ｐ１の間に、第１発光制御信号Ｆ１１～Ｆ
１ｊを順次供給することができ、第２発光駆動部３１２は、第２期間Ｐ２の間に、第２発
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光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎを順次供給することができ、第３発光駆動部３１３は、第３期
間Ｐ３の間に、第３発光制御信号Ｆ３１～Ｆ３ｋを順次供給することができる。
【０２６７】
　ここで、第１発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊはそれぞれ第１パルス幅Ｂ１を有することが
でき、第２発光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎはそれぞれ第２パルス幅Ｂ２を有することができ
、第３発光制御信号Ｆ３１～Ｆ３ｋはそれぞれ第３パルス幅Ｂ３を有することができる。
【０２６８】
　また、第１期間Ｐ１は多数の第１水平期間Ｈ１を含み、第２期間Ｐ２は多数の第２水平
期間Ｈ２を含み、第３期間Ｐ３は多数の第３水平期間Ｈ３を含むことができる。
【０２６９】
　第２モードは正常モード（Ｎｏｒｍａｌ　Ｍｏｄｅ）に該当するので、第１パルス幅Ｂ
１、第２パルス幅Ｂ２および第３パルス幅Ｂ３が同一に設定され、第１水平期間Ｈ１、第
２水平期間Ｈ２、および第３水平期間Ｈ３の幅が同一に設定され得る。
【０２７０】
　例えば、発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊ、Ｆ２１～Ｆ２ｎ、Ｆ３１～Ｆ３ｋは、各水平期
間Ｈ１、Ｈ２、Ｈ３の整数倍に設定され得るのであり、図１３ａおよび図１３ｂでは、発
光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊ、Ｆ２１～Ｆ２ｎ、Ｆ３１～Ｆ３ｋが、６個の水平期間と同じ
幅を有する場合を例示的に図示した。
【０２７１】
　第１パルス幅Ｂ１、第２パルス幅Ｂ２および第３パルス幅Ｂ３を同一に設定するために
、各期間Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３で供給されるクロック信号ＣＬＫ１、ＣＬＫ２の幅は一定に設
定され得る。
【０２７２】
　図１３ｂを参照すると、第１モードでは第１発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊの第１パルス
幅Ｂ１’が第２発光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎの第２パルス幅Ｂ２’と異なるように設定さ
れ得る。
【０２７３】
　また、第１モードでは第３発光制御信号Ｆ３１～Ｆ３ｋの第３パルス幅Ｂ３’が第２発
光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎの第２パルス幅Ｂ２’と異なるように設定され得る。
【０２７４】
　例えば、第１パルス幅Ｂ１’が第２パルス幅Ｂ２’より小さく設定され得るのであり、
第３パルス幅Ｂ３’が第２パルス幅Ｂ２’より小さく設定され得る。
【０２７５】
　前述した通り、第１パルス幅Ｂ１’、第２パルス幅Ｂ２’、および第３パルス幅Ｂ３’
を設定するために、各期間Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３で供給されるクロック信号ＣＬＫ３、ＣＬＫ
４の幅は変更され得る。
【０２７６】
　また、第１期間Ｐ１’および第３期間Ｐ３’が減少することによって、第１水平期間Ｈ
１’および第３水平期間Ｈ３’の幅も減少し得るのであり、第２期間Ｐ２’が増加するこ
とによって第２水平期間Ｈ２’の幅は増加し得る。
【０２７７】
　これにより、第１水平期間Ｈ１’および第３水平期間Ｈ３’の幅は、第２水平期間Ｈ２
’より小さく設定され得る。
【０２７８】
　前述した第１水平期間Ｈ１、Ｈ１’、第２水平期間Ｈ２、Ｈ２’、および第３水平期間
Ｈ３、Ｈ３’の幅は、タイミング制御部２５０により制御され得る。
【０２７９】
　また、第１パルス幅Ｂ１’と第３パルス幅Ｂ３’は、互いに同一であるか異なるように
設定され得るのであり、第１水平期間Ｈ１’の幅と第３水平期間Ｈ３’の幅は互いに同一
であるか異なるように設定され得る。
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【０２８０】
　図１４ａおよび図１４ｂは、本発明の他の実施例に係る表示装置の駆動方法を説明する
ための波形図である。特に、図１４ａは第２モードでの一つのフレーム期間ＰＦを図示し
、図１４ｂは第１モードでの一つのフレーム期間ＰＦ’を図示した。この場合、走査信号
Ｇ１１～Ｇ１ｊ、Ｇ２１～Ｇ２ｎ、Ｇ３１～Ｇ３ｋは、図７ａおよび図７ｂに図示された
形態で供給され得るため、これに対する詳しい説明および図示は省略した。参考のために
、第１開始信号ＦＬＭ１は追加的に図示した。
【０２８１】
　図１３ａおよび図１３ｂでは、発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊ、Ｆ２１～Ｆ２ｎ、Ｆ３１
～Ｆ３ｋが６個の水平期間と同じ幅を有する場合を図示した。ところが、図１４ａおよび
１４ｂでは、発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊ、Ｆ２１～Ｆ２ｎ、Ｆ３１～Ｆ３ｋが、１０個
の水平期間と同じ幅を有する場合を図示した。
【０２８２】
　ここでは、前述した実施例と比較して変更された部分を中心に説明を進め、前述した実
施例と重複する部分に対しては説明を省略する。
【０２８３】
　図１４ａを参照すると、第２モードでは、第１発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊの第１パル
ス幅Ｂ１、第２発光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎの第２パルス幅Ｂ２、および第３発光制御信
号Ｆ３１～Ｆ３ｋの第３パルス幅Ｂ３が、いずれも同一に設定され得る。
【０２８４】
　また、第２モードでは、第１期間Ｐ１の第１水平期間Ｈ１、第２期間Ｐ２の第２水平期
間Ｈ２、および第３期間Ｐ３の第３水平期間Ｈ３が、いずれも同一に設定され得る。
【０２８５】
　図１４ｂを参照すると、第１モードでは、第１発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊの第１パル
ス幅Ｂ１’が、第２発光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎの第２パルス幅Ｂ２’と異なるように設
定され得る。
【０２８６】
　また、第１モードでは、第３発光制御信号Ｆ３１～Ｆ３ｋの第３パルス幅Ｂ３’が、第
２発光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎの第２パルス幅Ｂ２’と異なるように設定され得る。
【０２８７】
　例えば、第１パルス幅Ｂ１’が第２パルス幅Ｂ２’より小さく設定され得るのであり、
第３パルス幅Ｂ３’が、第２パルス幅Ｂ２’より小さく設定され得る。
【０２８８】
　ただし、第１発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊ中の一部は、他の第１発光制御信号と比べて
広いパルス幅Ｂ１’を有することができる。
【０２８９】
　例えば、ｊ番目の第１発光制御信号Ｆ１ｊは第１期間Ｐ１で６個の第１水平期間Ｈ１’
の間供給され、第２期間Ｐ１で４個の第２水平期間Ｈ２’の間供給され得る。
【０２９０】
　ここで、第２水平期間Ｈ２’の幅は第１水平期間Ｈ１’より大きいので、ｊ番目の第１
発光制御信号Ｆ１ｊは、１０個の第１水平期間Ｈ１’の間供給される他の第１発光制御信
号と比べて広いパルス幅Ｂ１’を有することができる。
【０２９１】
　また、第２発光制御信号Ｆ２１～Ｆ２ｎ中の一部は、他の第２発光制御信号と比べて狭
いパルス幅Ｂ２’を有することができる。
【０２９２】
　例えば、一番目の第２発光制御信号Ｆ２１は、第１期間Ｐ１で５個の第１水平期間Ｈ１
’の間にわたって供給され、第２期間Ｐ２で５個の第２水平期間Ｈ２’の間にわたって供
給されるのであり得る。
【０２９３】
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　また、ｎ番目の第２発光制御信号Ｆ２ｎは、第２期間Ｐ２で６個の第２水平期間Ｈ２’
の間にわたって供給され、第３期間Ｐ３で４個の第３水平期間Ｈ３’の間にわたって供給
されるのであり得る。
【０２９４】
　この時、第２水平期間Ｈ２’の幅は、第１水平期間Ｈ１’および第３水平期間Ｈ３’よ
り大きいので、一番目の第２発光制御信号Ｆ２１とｎ番目の第２発光制御信号Ｆ２ｎは、
１０個の第２水平期間Ｈ２’の間にわたって供給される他の第２発光制御信号と比べて、
狭く、パルス幅Ｂ１’を有することができる。
【０２９５】
　また、第３発光制御信号Ｆ３１～Ｆ３ｋ中の一部は、他の第３発光制御信号と比べて、
広いパルス幅Ｂ３’を有することができる。
【０２９６】
　例えば、一番目の第３発光制御信号Ｆ３１は、第２期間Ｐ２で５個の第２水平期間Ｈ２
’の間にわたって供給され、第３期間Ｐ３で５個の第３水平期間H３’の間にわたって供
給されるのであり得る。
【０２９７】
　ここで、第２水平期間Ｈ２’の幅は、第３水平期間Ｈ３’より大きいので、一番目の第
３発光制御信号Ｆ３１は、１０個の第３水平期間Ｈ３’の間にわたって供給される他の第
３発光制御信号と比べて広いパルス幅Ｂ３’を有することができる。
【０２９８】
　図１４ａおよび１４ｂでは、各発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊ、Ｆ２１～Ｆ２ｎ、Ｆ３１
～Ｆ３ｋが１０個の水平期間の間にわたって供給される場合を例示的に図示したが、これ
に制限されず、発光制御信号Ｆ１１～Ｆ１ｊ、Ｆ２１～Ｆ２ｎ、Ｆ３１～Ｆ３ｋの供給期
間は多様に変更され得る。
【０２９９】
　図１５は、本発明のさらに他の実施例に係る表示装置の構成を具体的に示す図面である
。ここでは前述した実施例と比較して変更された部分を中心に説明を進め、前述した実施
例と重複する部分に対しては説明を省略する。
【０３００】
　図１５を参照すると、本発明のさらに他の実施例に係る表示装置１０’’’は、発光制
御信号の遅延を防止するために、複数の第１発光駆動部３１１、３１１’、複数の第２発
光駆動部３１２、３１２’、および複数の第３発光駆動部３１３、３１３’を含むことが
できる。
【０３０１】
　特には、左右の第１発光駆動部３１１、３１１’が、第１発光制御線Ｅ１１～Ｅ１ｊの
両端にそれぞれ連結され得る。
【０３０２】
　左右の第１発光駆動部３１１、３１１’は、同じ発光駆動部制御信号ＥＣＳ１に対応し
て、第１発光制御線Ｅ１１～Ｅ１ｊに第１発光制御信号を供給することができる。
【０３０３】
　これにより、左右の第１発光駆動部３１１、３１１’は、同じ発光制御線に対して同時
に第１発光制御信号を供給することができる。
【０３０４】
　また、第１発光駆動部３１１、３１１’は、互いに同じ回路構造を有することができる
。
【０３０５】
　上記と同様に、左右の第２発光駆動部３１２、３１２’が、第２発光制御線Ｅ２１～Ｅ
２ｎの両端にそれぞれ連結され得る。
【０３０６】
　左右の第２発光駆動部３１２、３１２’は、同じ発光駆動部制御信号ＥＣＳ２に対応し
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て第２発光制御線Ｅ２１～Ｅ２ｎに第２発光制御信号を供給することができる。
【０３０７】
　これにより、第２発光駆動部３１２、３１２’は、同じ発光制御線に対して同時に第２
発光制御信号を供給することができる。
【０３０８】
　また、第２発光駆動部３１２、３１２’は、互いに同じ回路構造を有することができる
。
【０３０９】
　上記と同様に、左右の第３発光駆動部３１３、３１３’が、第３発光制御線Ｅ３１～Ｅ
３ｋの両端にそれぞれ連結され得る。
【０３１０】
　左右の第３発光駆動部３１３、３１３’は、同じ発光駆動部制御信号ＥＣＳ３に対応し
て、第３発光制御線Ｅ３１～Ｅ３ｋに第３発光制御信号を供給することができる。
【０３１１】
　これにより、左右の第３発光駆動部３１３、３１３’は同じ発光制御線に対して同時に
第３発光制御信号を供給することができる。
【０３１２】
　また、第３発光駆動部３１３、３１３’は、互いに同じ回路構造を有することができる
。
【０３１３】
　本発明が属する技術分野の通常の知識を有する者は、本発明がその技術的思想や必須の
特徴を変更することなく異なる具体的な形態で実施され得ることが理解できるであろう。
したがって、前述した実施例はすべての面において例示的なものであり、限定的なもので
はないと理解されるべきである。本発明の範囲は前記詳細な説明よりは後述する特許請求
の範囲によって示され、特許請求の範囲の意味および範囲そしてその均等概念から導き出
されるすべての変更または変形された形態が本発明の範囲に含まれると解釈されるべきで
ある。
【０３１４】
　上述したように、本願実施形態では、例えば図１ａのように、スマートフォンなどをウ
ェアラブル装置に装着して、バーチャルリアリティ（virtual reality）などを実現する
形態（「第１モード」）で使用する際には、スマートフォンの表示面の特定の領域（視認
領域ＶＤＡ；「第２画素領域」）のみを使用する。例えば、図１ａに示す、ウェアラブル
装置３０における両眼の箇所のレンズ２０の近傍のみに、実際の映像を表示して使用する
。また、この際、通常、ダイナミックな動きを表現すべく、スマートフォンなどの通常の
使用時（「第２モード」）に比べ、高いフレーム周波数で駆動する。例えば、通常の使用
時に、１秒あたり６０フレームであるとすれば、バーチャルリアリティのための「第１モ
ード」では、１秒あたり９０～１８０フレームを表示することができる。
【０３１５】
　本願実施形態では、高いフレーム周波数で使用するために、各画素への書き込み（画素
電極への電荷の供給）が不充分になり、映像表示品質が低くなるのを抑えるべく、ウェア
ラブル装置での視認領域ＶＤＡ（「第２画素領域」）に書き込む際の水平期間（「第２水
平期間Ｈ２」）及びゲートパルスの幅（「第２パルス幅Ｗ２」）を長くする（図６ｂ、図
７ｂなど）。そして、その分だけ、非視認領域ＶＮＤＡ（「第１画素領域ＡＡ１」及び「
第３画素領域ＡＡ３」）における水平期間（「第１水平期間Ｈ１」及び「第３水平期間Ｈ
３」）及びゲートパルスの幅（「第１パルス幅Ｗ１」及び「第３パルス幅Ｗ３」）を短く
する。
【０３１６】
　また、発光制御信号を各画素に供給する場合、発光制御信号は、視認領域ＶＤＡ（「第
２画素領域ＡＡ２」）へ供給するパルス幅を、同様に長くし、非視認領域ＶＮＤＡ（「第
１画素領域ＡＡ１」及び「第３画素領域ＡＡ３」）へ供給するパルス幅を同様に短くする
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【０３１７】
　好ましい実施形態においては、ウェアラブル装置に装着して用いる場合に、使用者によ
り、視認領域ＶＤＡの境界が視認されるのを抑えるべく、非視認領域ＶＮＤＡ（「第１画
素領域ＡＡ１」及び「第３画素領域ＡＡ３」）には、視認領域ＶＤＡ（「第２画素領域」
）の縁部（末端の走査線に関連した画素）に、直前フレームにて供給された映像のデータ
信号を供給する。
【０３１８】
　好ましい一実施形態においては、図２～３のように、視認領域ＶＤＡと、非視認領域Ｖ
ＮＤＡとが、データ線に沿った方向に並んでいる。例えば、両眼に対応して、２つの視認
領域ＶＤＡが備えられ場合、これをデータ線の方向から挟むように、３つの非視認領域Ｖ
ＮＤＡを備えることができる。しかし、図２～３そのもののように、１つの視認領域ＶＤ
Ａを、２つの非視認領域ＶＮＤＡが挟み込むのであってもよい。
【０３１９】
　なお、視認領域ＶＤＡは、スマートフォンなどの表示装置の表示面における走査線方向
の全幅にわたって設けられる必要はなく、走査線方向の両端部が省かれても良い。このよ
うに両端部が省かれても、視認領域ＶＤＡの走査線数に変化はないので、上述と同様にゲ
ートパルス幅を調整することができる。
 
　

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図２】
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