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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各画素電極に各データ線の電圧が供給される複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対
向する１つの対向電極に、電圧を供給するための電源回路であって、
　前記対向電極に供給するための高電位側電圧を生成する高電位側電圧生成回路と、
　前記対向電極に供給するための低電位側電圧を生成する低電位側電圧生成回路とを含み
、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧の１つを対向電極電圧として、所与の電圧を基
準とした前記対向電極電圧の極性が、連続する第１及び第２の水平走査期間において同一
となるように、交互に前記対向電極に供給し、
　前記第１の水平走査期間のプリチャージ期間における前記複数のデータ線のプリチャー
ジ電圧が、該プリチャージ期間後に設定される前記複数のデータ線の平均電圧より高いと
き、前記第２の水平走査期間における前記複数のデータ線のプリチャージ期間において、
前記高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、前記高電位側電圧生成回路の出力電圧レベル
、前記低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び前記低電位側電圧生成回路の出力電圧レ
ベルの少なくとも１つを変化させて、前記対向電極から引き抜かれる正の電荷の量を増加
させる前記対向電極電圧の供給能力制御を行うことを特徴とする電源回路。
【請求項２】
　各画素電極に各データ線の電圧が供給される複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対
向する１つの対向電極に、電圧を供給するための電源回路であって、
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　前記対向電極に供給するための高電位側電圧を生成する高電位側電圧生成回路と、
　前記対向電極に供給するための低電位側電圧を生成する低電位側電圧生成回路とを含み
、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧の１つを対向電極電圧として、所与の電圧を基
準とした前記対向電極電圧の極性が、連続する第１及び第２の水平走査期間において同一
となるように、交互に前記対向電極に供給し、
　前記第１の水平走査期間のプリチャージ期間における前記複数のデータ線のプリチャー
ジ電圧が、該プリチャージ期間後に設定される前記複数のデータ線の平均電圧より低いと
き、前記第２の水平走査期間における前記複数のデータ線のプリチャージ期間において、
前記高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、前記高電位側電圧生成回路の出力電圧レベル
、前記低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び前記低電位側電圧生成回路の出力電圧レ
ベルの少なくとも１つを変化させて、前記対向電極に供給される正の電荷の量を増加させ
る前記対向電極電圧の供給能力制御を行うことを特徴とする電源回路。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記第２の水平走査期間における前記プリチャージ期間後の階調出力期間において、
　前記階調出力期間における前記平均電圧が前記プリチャージ電圧より高いとき、前記供
給能力制御として、前記対向電極から引き抜かれる正の電荷の量を増加させる制御を行う
ことを特徴とする電源回路。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかにおいて、
　前記第２の水平走査期間における前記プリチャージ期間後の階調出力期間において、
　前記階調出力期間における前記平均電圧が前記プリチャージ電圧より低いとき、前記供
給能力制御として、前記対向電極に供給される正の電荷の量を増加させる制御を行うこと
を特徴とする電源回路。
【請求項５】
　請求項３又は４において、
　１走査ラインのドット数分の階調データに基づいて、前記供給能力制御を行うことを特
徴とする電源回路。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかにおいて、
　各ドットの階調データが前記画素電極の印加電圧に対応する１走査ラインのドット数分
の階調データの各階調データを順次加算した総和値に基づいて、前記供給能力制御を行う
ことを特徴とする電源回路。
【請求項７】
　請求項６において、
　そのソースに前記高電位側電圧生成回路の高電位側電源電圧が供給され、前記対向電極
が電気的に接続される信号線にそのドレインが接続される第１導電型の第１の補助トラン
ジスタを含み、
　前記総和値に応じて前記第１の補助トランジスタのゲート電圧を制御することで前記供
給能力制御を行うことを特徴とする電源回路。
【請求項８】
　請求項６又は７において、
　そのソースに前記低電位側電圧生成回路の低電位側電源電圧が供給され、前記対向電極
が電気的に接続される信号線にそのドレインが接続される第２導電型の第２の補助トラン
ジスタを含み、
　前記総和値に応じて前記第２の補助トランジスタのゲート電圧を制御することで前記供
給能力制御を行うことを特徴とする電源回路。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれかにおいて、
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　前記高電位側電圧生成回路が、
　高電位側入力電圧に基づいて前記高電位側電圧を出力する第１の演算増幅器を含むこと
を特徴とする電源回路。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記総和値に応じて前記第１の演算増幅器の電流駆動能力及びスルーレートの少なくと
も１つを変化させることで前記供給能力制御を行うことを特徴とする電源回路。
【請求項１１】
　請求項９又は１０において、
　前記総和値に応じて前記高電位側入力電圧を変化させることで前記供給能力制御を行う
ことを特徴とする電源回路。
【請求項１２】
　請求項９乃至１１のいずれかにおいて、
　前記総和値に応じて、前記第１の演算増幅器の動作電流を停止又は制限すると共に、前
記第１の演算増幅器の入力及び出力を電気的に接続することで前記供給能力制御を行うこ
とを特徴とする電源回路。
【請求項１３】
　請求項６乃至１２のいずれかにおいて、
　第１のチャージクロックに同期したチャージポンプ動作により前記高電位側電圧生成回
路の高電位側電源電圧を生成する第１のチャージポンプ回路を含み、
　前記総和値に応じて、前記第１のチャージクロックを停止又はその周波数を低減させる
ことで前記供給能力制御を行うことを特徴とする電源回路。
【請求項１４】
　請求項６乃至１３のいずれかにおいて、
　前記低電位側電圧生成回路が、
　低電位側入力電圧に基づいて前記低電位側電圧を出力する第２の演算増幅器を含むこと
を特徴とする電源回路。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記総和値に応じて、前記第２の演算増幅器の電流駆動能力及びスルーレートの少なく
とも１つを変化させることで前記供給能力制御を行うことを特徴とする電源回路。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５において、
　前記総和値に応じて、前記低電位側入力電圧を変化させることで前記供給能力制御を行
うことを特徴とする電源回路。
【請求項１７】
　請求項１４乃至１６のいずれかにおいて、
　前記総和値に応じて、前記第２の演算増幅器の動作電流を停止又は制限すると共に、前
記第２の演算増幅器の入力及び出力を電気的に接続することで前記供給能力制御を行うこ
とを特徴とする電源回路。
【請求項１８】
　請求項６乃至１７のいずれかにおいて、
　第２のチャージクロックに同期したチャージポンプ動作により前記低電位側電圧生成回
路の低電位側電源電圧を生成する第２のチャージポンプ回路を含み、
　前記総和値に応じて、前記第２のチャージクロックを停止又はその周波数を低減させる
ことで前記供給能力制御を行うことを特徴とする電源回路。
【請求項１９】
　請求項６乃至１８のいずれかにおいて、
　前記総和値に基づいて求められる期間だけ、前記供給能力制御を行うことを特徴とする
電源回路。
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【請求項２０】
　請求項６乃至１９のいずれかにおいて、
　前記総和値が、
　前記１走査ラインのドット数分の階調データの一部のドット数分の階調データを順次加
算した値であることを特徴とする電源回路。
【請求項２１】
　請求項６乃至２０のいずれかにおいて、
　各ドットの階調データがｊ（ｊは２以上の整数）ビットの場合、
　前記総和値が、
　各階調データの上位ｋ（ｋ＜ｊ、ｋは自然数）ビットのデータを順次加算した値である
ことを特徴とする電源回路。
【請求項２２】
　請求項２１において、
　ｋが１であること特徴とする電源回路。
【請求項２３】
　前記画素電極と電気的に接続されるデータ線に、前記階調データに対応した駆動電圧を
供給する駆動回路と、
　前記階調データに対応した総和値を用いて前記供給能力制御を行う請求項１乃至２２の
いずれか記載の電源回路とを含むことを特徴とする表示ドライバ。
【請求項２４】
　複数の走査線と、
　複数のデータ線と、
　各画素電極が前記複数の走査線の１つ及び前記複数のデータ線の１つにより特定される
複数の画素電極と、
　前記複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対向する対向電極と、
　前記複数のデータ線を駆動する表示ドライバと、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧を交互に前記対向電極に供給する請求項１乃至
２２のいずれか記載の電源回路とを含むことを特徴とする電気光学装置。
【請求項２５】
　請求項１乃至２２のいずれか記載の電源回路を含むことを特徴とする電子機器。
【請求項２６】
　各画素電極に各データ線の電圧が供給される複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対
向する１つの対向電極に供給するための高電位側電圧を生成する高電位側電圧生成回路と
、
　前記対向電極に供給するための低電位側電圧を生成する低電位側電圧生成回路とを含む
電源回路の制御方法であって、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧の１つを対向電極電圧として、所与の電圧を基
準とした前記対向電極電圧の極性が、連続する第１及び第２の水平走査期間において同一
となるように、交互に前記対向電極に供給し、
　前記第１の水平走査期間のプリチャージ期間における前記複数のデータ線のプリチャー
ジ電圧が、該プリチャージ期間後に設定される前記複数のデータ線の平均電圧より高いと
き、前記第２の水平走査期間における前記複数のデータ線のプリチャージ期間において、
前記高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、前記高電位側電圧生成回路の出力電圧レベル
、前記低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び前記低電位側電圧生成回路の出力電圧レ
ベルの少なくとも１つを変化させる前記対向電極電圧の供給能力制御を行って、前記対向
電極から引き抜かれる正の電荷の量を増加させることを特徴とする電源回路の制御方法。
【請求項２７】
　各画素電極に各データ線の電圧が供給される複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対
向する１つの対向電極に供給するための高電位側電圧を生成する高電位側電圧生成回路と
、



(5) JP 4356616 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

　前記対向電極に供給するための低電位側電圧を生成する低電位側電圧生成回路とを含む
電源回路の制御方法であって、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧の１つを対向電極電圧として、所与の電圧を基
準とした前記対向電極電圧の極性が、連続する第１及び第２の水平走査期間において同一
となるように、交互に前記対向電極に供給し、
　前記第１の水平走査期間の終了時点における複数のデータ線の平均電圧が該複数のデー
タ線のプリチャージ電圧より低いとき、前記高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、前記
高電位側電圧生成回路の出力電圧レベル、前記低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び
前記低電位側電圧生成回路の出力電圧レベルの少なくとも１つを変化させる前記対向電極
電圧の供給能力制御を行って、前記対向電極に供給される正の電荷の量を増加させること
を特徴とする電源回路の制御方法。
【請求項２８】
　請求項２６又は２７において、
　前記プリチャージ期間後の階調出力期間において、
　前記プリチャージ電圧と前記第２の水平走査期間の１走査ラインのドット数分の階調デ
ータとに基づいて、前記供給能力制御を行うことを特徴とする電源回路の制御方法。
【請求項２９】
　請求項２６乃至２８のいずれかにおいて、
　各ドットの階調データが前記画素電極の印加電圧に対応する１走査ラインのドット数分
の階調データの各階調データを順次加算した総和値に基づいて、前記供給能力制御を行う
ことを特徴とする電源回路の制御方法。
【請求項３０】
　請求項２９において、
　前記総和値に基づいて求められる期間だけ、前記供給能力制御を行うことを特徴とする
電源回路の制御方法。
【請求項３１】
　請求項２９又は３０において、
　前記総和値が、
　前記１走査ラインのドット数分の階調データの一部のドット数分の階調データを順次加
算した値であることを特徴とする電源回路の制御方法。
【請求項３２】
　請求項２９乃至３１のいずれかにおいて、
　各ドットの階調データがｊ（ｊは２以上の整数）ビットの場合、
　前記総和値が、
　各階調データの上位ｋ（ｋ＜ｊ、ｋは自然数）ビットのデータを順次加算した値である
ことを特徴とする電源回路の制御方法。
【請求項３３】
　請求項３２において、
　ｋが１であること特徴とする電源回路の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源回路、表示ドライバ、電気光学装置、電子機器及び電源回路の制御方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、携帯電話機等の電子機器に用いられる液晶表示（Liquid Crystal Display：
ＬＣＤ）パネル（広義には、表示パネル）として、単純マトリクス方式のＬＣＤパネルと
、薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：以下、ＴＦＴと略す）等のスイッチ素子を
用いたアクティブマトリクス方式のＬＣＤパネルとが知られている。
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【０００３】
　単純マトリクス方式は、アクティブマトリクス方式に比べて低消費電力化が容易である
反面、多色化や動画表示が困難である。一方、アクティブマトリクス方式は、多色化や動
画表示に適している反面、低消費電力化が困難である。
【０００４】
　近年、携帯電話機等の携帯型電子機器では、高品質な画像の提供のために、多色化、動
画表示への要望が強まっている。このため、これまで用いられてきた単純マトリクス方式
のＬＣＤパネルに代えて、アクティブマトリクス方式のＬＣＤパネルが用いられるように
なってきている。
【０００５】
　単純マトリクス方式のＬＣＤパネルやアクティブマトリクス方式のＬＣＤパネルでは、
画素を構成する液晶への印加電圧が交流となるように駆動される。このような交流駆動の
手法として、ライン反転駆動やフィールド反転駆動（フレーム反転駆動）が知られている
。ライン反転駆動では、１走査ライン毎に、液晶の印加電圧の極性が反転するように駆動
される。またライン反転駆動を複数走査ライン毎に行うＮライン反転駆動というものも知
られている。フィールド反転駆動では、フィールド毎（フレーム毎）に液晶の印加電圧の
極性が反転するように駆動される。
【０００６】
　その際、画素を構成する画素電極と対向する対向電極（コモン電極）に供給する対向電
極電圧（コモン電圧）を、反転駆動タイミングに合わせて変化させることで、画素電極に
印加する電圧レベルを低下させることができる。
【特許文献１】特開２００４－１８４８４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、データドライバがデータ線に供給したデータ電圧が印加される画素電極
は、対向電極と容量結合されている。そのため、画素電極への供給電圧の変化が、対向電
極の電圧レベルを変動させる。この変動は、画質の劣化を招く。そのため対向電極電圧を
供給する電源回路の電源供給能力は、この変動を抑えるために充放電すべき電荷量の最大
値を考慮して決められる。従って、電源回路は、電源供給能力が不要な場合でも無駄な電
流をしている。
【０００８】
　ところで、階調データに対応したデータ電圧をＬＣＤパネルのデータ線に供給するデー
タドライバでは、データ線にデータ電圧を供給するのに先立って、該データ線をプリチャ
ージする場合がある。負荷の重いデータ線をプリチャージすることで、該データ線の電圧
レベルを、目的とするデータ電圧にいち早く設定でき、画質の劣化を防止できる。
【０００９】
　このようにデータ線をプリチャージすることで画質の劣化を防止できる一方で、データ
ドライバによりデータ線に供給されたデータ電圧が、次の水平走査期間のデータ線のプリ
チャージ動作時の消費電流に大きな影響を及ぼす。即ち、前の水平走査期間のデータ電圧
に応じて、次の水平走査期間のプリチャージ動作時の消費電流の量が大きくなったり小さ
くなったりする。このため、上記の影響を小さくすることで消費電力が削減できることが
判明した。
【００１０】
　本発明は、以上のような技術的課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするとこ
ろは、データ線がプリチャージされる場合に低消費電力で画質に影響を及ぼすことなく対
向電極に電圧を供給する電源回路、表示ドライバ、電気光学装置、電子機器及び電源回路
の制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　上記課題を解決するために本発明は、
　各画素電極に各データ線の電圧が供給される複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対
向する１つの対向電極に、電圧を供給するための電源回路であって、
　前記対向電極に供給するための高電位側電圧を生成する高電位側電圧生成回路と、
　前記対向電極に供給するための低電位側電圧を生成する低電位側電圧生成回路とを含み
、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧の１つを対向電極電圧として、所与の電圧を基
準とした前記対向電極電圧の極性が、連続する第１及び第２の水平走査期間において同一
となるように、交互に前記対向電極に供給し、
　前記第１の水平走査期間のプリチャージ期間における前記複数のデータ線のプリチャー
ジ電圧が、該プリチャージ期間後に設定される前記複数のデータ線の平均電圧より高いと
き、前記第２の水平走査期間における前記複数のデータ線のプリチャージ期間において、
前記高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、前記高電位側電圧生成回路の出力電圧レベル
、前記低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び前記低電位側電圧生成回路の出力電圧レ
ベルの少なくとも１つを変化させる前記対向電極電圧の供給能力制御を行う電源回路に関
係する。
【００１２】
　ここで複数のデータ線の平均電圧は、各画素電極への印加電圧が供給される各データ線
に印加されるデータ電圧の平均値ということができる。
【００１３】
　本発明において、画素電極への印加電圧が供給されるデータ線は、各水平走査期間に設
けられたプリチャージ期間においてプリチャージ電圧に設定された後、該データ線に階調
データに対応したデータ電圧が供給される。そして、本発明に係る対向電極は、画素電極
と容量結合される。対向電極と画素電極の間の電圧に応じて透過率を変化させるため、画
素電極の印加電圧の変動が、対向電極の電圧レベルの変動を招き、画質に影響を及ぼすよ
うになっている。
【００１４】
　本発明においては、所与の電圧を基準とした対向電極電圧の極性が、連続する第１及び
第２の水平走査期間において同一となるように、交互に対向電極電圧が対向電極に供給さ
れる。そして、第１の水平走査期間のプリチャージ期間における複数のデータ線のプリチ
ャージ電圧が、該プリチャージ期間後に設定される複数のデータ線の平均電圧より高いと
き、第２の水平走査期間のプリチャージ期間において、対向電極電圧の供給能力制御を行
うようにしている。
【００１５】
　これにより、第１の水平走査期間にデータ線に供給されたデータ電圧に対応した電荷を
充放電するために、第２の水平走査期間のプリチャージ時に消費される電流を削減できる
。従って、対向電極が充放電すべき電荷量の最大値を考慮して、対向電極の電圧供給能力
を決める必要がなくなる。そのため本発明によれば、電圧の供給能力がそれ程必要とされ
ないにも関わらず、無駄な電力を消費することがなくなる。これにより、低消費電力で、
データ線がプリチャージされる場合でも画質に影響を及ぼすことなく対向電極に電圧を供
給する電源回路を提供できるようになる。
【００１６】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記供給能力制御が、
　前記対向電極から引き抜かれる正の電荷の量を増加させる制御であってもよい。
【００１７】
　本発明によれば、第２の水平走査期間のプリチャージ期間における対向電極電圧の変動
を抑えることができるようになるので、対向電極が充放電すべき電荷量の最大値を考慮し
て、対向電極の電圧供給能力を決める必要がなくなる。そのため本発明によれば、電圧の
供給能力がそれ程必要とされないにも関わらず、無駄な電力を消費することがなくなる。
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【００１８】
　また本発明は、
　各画素電極に各データ線の電圧が供給される複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対
向する１つの対向電極に、電圧を供給するための電源回路であって、
　前記対向電極に供給するための高電位側電圧を生成する高電位側電圧生成回路と、
　前記対向電極に供給するための低電位側電圧を生成する低電位側電圧生成回路とを含み
、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧の１つを対向電極電圧として、所与の電圧を基
準とした前記対向電極電圧の極性が、連続する第１及び第２の水平走査期間において同一
となるように、交互に前記対向電極に供給し、
　前記第１の水平走査期間のプリチャージ期間における前記複数のデータ線のプリチャー
ジ電圧が、該プリチャージ期間後に設定される前記複数のデータ線の平均電圧より低いと
き、前記第２の水平走査期間における前記複数のデータ線のプリチャージ期間において、
前記高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、前記高電位側電圧生成回路の出力電圧レベル
、前記低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び前記低電位側電圧生成回路の出力電圧レ
ベルの少なくとも１つを変化させる前記対向電極電圧の供給能力制御を行う電源回路に関
係する。
【００１９】
　ここで複数のデータ線の平均電圧は、各データ線に印加されるデータ電圧の平均値とい
うことができる。
【００２０】
　本発明において、画素電極への印加電圧が供給されるデータ線は、各水平走査期間に設
けられたプリチャージ期間においてプリチャージ電圧に設定された後、該データ線に階調
データに対応したデータ電圧が供給される。そして、本発明に係る対向電極は、画素電極
と容量結合される。対向電極と画素電極の間の電圧に応じて透過率を変化させるため、画
素電極の印加電圧の変動が、対向電極の電圧レベルの変動を招き、画質に影響を及ぼすよ
うになっている。
【００２１】
　本発明においては、所与の電圧を基準とした対向電極電圧の極性が、連続する第１及び
第２の水平走査期間において同一となるように、交互に対向電極電圧が対向電極に供給さ
れる。そして、第１の水平走査期間のプリチャージ期間における複数のデータ線のプリチ
ャージ電圧が、該プリチャージ期間後に設定される複数のデータ線の平均電圧より低いと
き、第２の水平走査期間のプリチャージ期間において、対向電極電圧の供給能力制御を行
うようにしている。
【００２２】
　これにより、第１の水平走査期間にデータ線に供給されたデータ電圧に対応した電荷を
充放電するために、第２の水平走査期間のプリチャージ時に消費される電流を削減できる
。従って、対向電極が充放電すべき電荷量の最大値を考慮して、対向電極の電圧供給能力
を決める必要がなくなる。そのため本発明によれば、電圧の供給能力がそれ程必要とされ
ないにも関わらず、無駄な電力を消費することがなくなる。これにより、低消費電力で、
データ線がプリチャージされる場合でも画質に影響を及ぼすことなく対向電極に電圧を供
給する電源回路を提供できるようになる。
【００２３】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記供給能力制御が、
　前記対向電極に供給される正の電荷の量を増加させる制御であってもよい。
【００２４】
　本発明によれば、第２の水平走査期間のプリチャージ期間における対向電極電圧の変動
を抑えることができるようになるので、対向電極が充放電すべき電荷量の最大値を考慮し
て、対向電極の電圧供給能力を決める必要がなくなる。そのため本発明によれば、電圧の
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供給能力がそれ程必要とされないにも関わらず、無駄な電力を消費することがなくなる。
【００２５】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記第２の水平走査期間における前記プリチャージ期間後の階調出力期間において、
　前記階調出力期間における前記平均電圧が前記プリチャージ電圧より高いとき、前記供
給能力制御として、前記対向電極から引き抜かれる正の電荷の量を増加させる制御を行う
ことができる。
【００２６】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記第２の水平走査期間における前記プリチャージ期間後の階調出力期間において、
　前記階調出力期間における前記平均電圧が前記プリチャージ電圧より低いとき、前記供
給能力制御として、前記対向電極に供給される正の電荷の量を増加させる制御を行うこと
ができる。
【００２７】
　上記いずれかの発明によれば、階調出力期間における対向電極電圧の変動を抑えること
ができるようになるので、対向電極が充放電すべき電荷量の最大値を考慮して、対向電極
の電圧供給能力を決める必要がなくなる。そのため本発明によれば、電圧の供給能力がそ
れ程必要とされないにも関わらず、無駄な電力を消費することがなくなる。
【００２８】
　また本発明に係る電源回路では、
　１走査ラインのドット数分の階調データに基づいて、前記供給能力制御を行うことがで
きる。
【００２９】
　本発明によれば、１走査ラインのドット数分の階調データに基づいて複数のデータ線の
平均電圧を予測できるようになる。そのためプリチャージ電圧が決められている場合には
、平均電圧のみで、対向電極電圧の供給能力制御の内容を指定できる。従って、本発明に
よれば、非常に簡素な構成で、対向電極電圧の供給能力制御を実現できるようになる。
【００３０】
　また本発明に係る電源回路では、
　各ドットの階調データが前記画素電極の印加電圧に対応する１走査ラインのドット数分
の階調データの各階調データを順次加算した総和値に基づいて、前記供給能力制御を行う
ことができる。
【００３１】
　本発明においては、１走査ラインのドット数分の階調データを順次加算した総和値が、
複数のデータ線の平均電圧又は画素電極の印加電圧に関連付けることができることに着目
し、該総和値に応じて、対向電極電圧の供給能力を制御するようにした。これにより、対
向電極が充放電すべき電荷量の最大値を考慮して、対向電極の電圧供給能力を決める必要
がなくなる。そのため、電圧の供給能力がそれ程必要とされないにも関わらず、無駄な電
力を消費することがなくなる。
【００３２】
　また本発明に係る電源回路では、
　そのソースに前記高電位側電圧生成回路の高電位側電源電圧が供給され、前記対向電極
が電気的に接続される信号線にそのドレインが接続される第１導電型の第１の補助トラン
ジスタを含み、
　前記総和値に応じて前記第１の補助トランジスタのゲート電圧を制御することで前記供
給能力制御を行うことができる。
【００３３】
　本発明によれば、対向電極電圧の高電位側電圧に設定する能力を総和値に応じて高める
ことができ、無駄な消費電流を削減できるようになる。
【００３４】
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　また本発明に係る電源回路では、
　そのソースに前記低電位側電圧生成回路の低電位側電源電圧が供給され、前記対向電極
が電気的に接続される信号線にそのドレインが接続される第２導電型の第２の補助トラン
ジスタを含み、
　前記総和値に応じて前記第２の補助トランジスタのゲート電圧を制御することで前記供
給能力制御を行うことができる。
【００３５】
　本発明によれば、対向電極電圧の低電位側電圧に設定する能力を総和値に応じて高める
ことができ、無駄な消費電流を削減できるようになる。
【００３６】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記高電位側電圧生成回路が、
　高電位側入力電圧に基づいて前記高電位側電圧を出力する第１の演算増幅器を含むこと
ができる。
【００３７】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記総和値に応じて前記第１の演算増幅器の電流駆動能力及びスルーレートの少なくと
も１つを変化させることで前記供給能力制御を行うことができる。
【００３８】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記総和値に応じて前記高電位側入力電圧を変化させることで前記供給能力制御を行う
ことができる。
【００３９】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記総和値に応じて、前記第１の演算増幅器の動作電流を停止又は制限すると共に、前
記第１の演算増幅器の入力及び出力を電気的に接続することで前記供給能力制御を行うこ
とができる。
【００４０】
　上記のいずれかの発明によれば、対向電極電圧の高電位側電圧を生成する能力を総和値
に応じて変化させることができ、無駄な消費電流を削減できるようになる。
【００４１】
　また本発明に係る電源回路では、
　第１のチャージクロックに同期したチャージポンプ動作により前記高電位側電圧生成回
路の高電位側電源電圧を生成する第１のチャージポンプ回路を含み、
　前記総和値に応じて、前記第１のチャージクロックを停止又はその周波数を低減させる
ことで前記供給能力制御を行うことができる。
【００４２】
　本発明によれば、高電位側電源電圧の電圧レベルの精度が必要なときにのみ電力を消費
させて精度の高い高電位側電源電圧を生成できるので、無駄な消費電流を削減できる。
【００４３】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記低電位側電圧生成回路が、
　低電位側入力電圧に基づいて前記低電位側電圧を出力する第２の演算増幅器を含むこと
ができる。
【００４４】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記総和値に応じて、前記第２の演算増幅器の電流駆動能力及びスルーレートの少なく
とも１つを変化させることで前記供給能力制御を行うことができる。
【００４５】
　また本発明に係る電源回路では、
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　前記総和値に応じて、前記低電位側入力電圧を変化させることで前記供給能力制御を行
うことができる。
【００４６】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記総和値に応じて、前記第２の演算増幅器の動作電流を停止又は制限すると共に、前
記第２の演算増幅器の入力及び出力を電気的に接続することで前記供給能力制御を行うこ
とができる。
【００４７】
　上記のいずれかの発明によれば、対向電極電圧の低電位側電圧を生成する能力を総和値
に応じて変化させることができ、無駄な消費電流を削減できるようになる。
【００４８】
　また本発明に係る電源回路では、
　第２のチャージクロックに同期したチャージポンプ動作により前記低電位側電圧生成回
路の低電位側電源電圧を生成する第２のチャージポンプ回路を含み、
　前記総和値に応じて、前記第２のチャージクロックを停止又はその周波数を低減させる
ことで前記供給能力制御を行うことができる。
【００４９】
　本発明によれば、低電位側電源電圧の電圧レベルの精度が必要なときにのみ電力を消費
させて精度の高い低電位側電源電圧を生成できるので、無駄な消費電流を削減できる。
【００５０】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記総和値に基づいて求められる期間だけ、前記供給能力制御を行うことができる。
【００５１】
　また本発明に係る電源回路では、
　前記総和値が、
　前記１走査ラインのドット数分の階調データの一部のドット数分の階調データを順次加
算した値であってもよい。
【００５２】
　また本発明に係る電源回路では、
　各ドットの階調データがｊ（ｊは２以上の整数）ビットの場合、
　前記総和値が、
　各階調データの上位ｋ（ｋ＜ｊ、ｋは自然数）ビットのデータを順次加算した値であっ
てもよい。
【００５３】
　また本発明に係る電源回路では、ｋが１であってもよい。
【００５４】
　上記の発明によれば、対向電極の負荷を、より簡素な構成で求められる総和値で評価で
きるようになる。そのため、規模の増大を抑えつつ、低消費電力化を図る電源回路を提供
できる。
【００５５】
　また本発明は、
　前記画素電極と電気的に接続されるデータ線に、前記階調データに対応した駆動電圧を
供給する駆動回路と、
　前記階調データに対応した総和値を用いて前記供給能力制御を行う上記のいずれか記載
の電源回路とを含む表示ドライバに関係する。
【００５６】
　本発明によれば、データ線がプリチャージされる場合であっても、低消費電力で画質に
影響を及ぼすことなく対向電極に電圧を供給する電源回路を含む表示ドライバを提供でき
る。
【００５７】
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　また本発明は、
　複数の走査線と、
　複数のデータ線と、
　各画素電極が前記複数の走査線の１つ及び前記複数のデータ線の１つにより特定される
複数の画素電極と、
　前記複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対向する対向電極と、
　前記複数のデータ線を駆動する表示ドライバと、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧を交互に前記対向電極に供給する上記のいずれ
か記載の電源回路とを含む電気光学装置に関係する。
【００５８】
　本発明によれば、データ線がプリチャージされる場合であっても、低消費電力で画質に
影響を及ぼすことなく対向電極に電圧を供給する電源回路を含む電気光学装置を提供でき
る。
【００５９】
　また本発明は、
　上記のいずれか記載の電源回路を含む電子機器に関係する。
【００６０】
　本発明によれば、データ線がプリチャージされる場合であっても、低消費電力で画質に
影響を及ぼすことなく対向電極に電圧を供給する電源回路を含む電子機器を提供できる。
【００６１】
　また本発明は、
　各画素電極に各データ線の電圧が供給される複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対
向する１つの対向電極に供給するための高電位側電圧を生成する高電位側電圧生成回路と
、
　前記対向電極に供給するための低電位側電圧を生成する低電位側電圧生成回路とを含む
電源回路の制御方法であって、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧の１つを対向電極電圧として、所与の電圧を基
準とした前記対向電極電圧の極性が、連続する第１及び第２の水平走査期間において同一
となるように、交互に前記対向電極に供給し、
　前記第１の水平走査期間のプリチャージ期間における前記複数のデータ線のプリチャー
ジ電圧が、該プリチャージ期間後に設定される前記複数のデータ線の平均電圧より高いと
き、前記第２の水平走査期間における前記複数のデータ線のプリチャージ期間において、
前記高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、前記高電位側電圧生成回路の出力電圧レベル
、前記低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び前記低電位側電圧生成回路の出力電圧レ
ベルの少なくとも１つを変化させる前記対向電極電圧の供給能力制御を行って、前記対向
電極から引き抜かれる正の電荷の量を増加させる電源回路の制御方法に関係する。
【００６２】
　また本発明は、
　各画素電極に各データ線の電圧が供給される複数の画素電極と電気光学物質を挟んで対
向する１つの対向電極に供給するための高電位側電圧を生成する高電位側電圧生成回路と
、
　前記対向電極に供給するための低電位側電圧を生成する低電位側電圧生成回路とを含む
電源回路の制御方法であって、
　前記高電位側電圧及び前記低電位側電圧の１つを対向電極電圧として、所与の電圧を基
準とした前記対向電極電圧の極性が、連続する第１及び第２の水平走査期間において同一
となるように、交互に前記対向電極に供給し、
　前記第１の水平走査期間の終了時点における複数のデータ線の平均電圧が該複数のデー
タ線のプリチャージ電圧より低いとき、前記高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、前記
高電位側電圧生成回路の出力電圧レベル、前記低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び
前記低電位側電圧生成回路の出力電圧レベルの少なくとも１つを変化させる前記対向電極
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電圧の供給能力制御を行って、前記対向電極に供給される正の電荷の量を増加させる電源
回路の制御方法に関係する。
【００６３】
　また本発明に係る電源回路の制御方法では、
　前記プリチャージ期間後の階調出力期間において、
　前記プリチャージ電圧と前記第２の水平走査期間の１走査ラインのドット数分の階調デ
ータとに基づいて、前記供給能力制御を行うことができる。
【００６４】
　また本発明に係る電源回路の制御方法では、
　各ドットの階調データが前記画素電極の印加電圧に対応する１走査ラインのドット数分
の階調データの各階調データを順次加算した総和値に基づいて、前記供給能力制御を行う
ことができる。
【００６５】
　また本発明に係る電源回路の制御方法では、
　前記総和値に基づいて求められる期間だけ、前記供給能力制御を行うことができる。
【００６６】
　また本発明に係る電源回路の制御方法では、
　前記総和値が、
　前記１走査ラインのドット数分の階調データの一部のドット数分の階調データを順次加
算した値であってもよい。
【００６７】
　また本発明に係る電源回路の制御方法では、
　各ドットの階調データがｊ（ｊは２以上の整数）ビットの場合、
　前記総和値が、
　各階調データの上位ｋ（ｋ＜ｊ、ｋは自然数）ビットのデータを順次加算した値であっ
てもよい。
【００６８】
　また本発明に係る電源回路の制御方法では、ｋが１であってもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明す
る実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではな
い。また以下で説明される構成のすべてが本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００７０】
　１．　液晶表示装置
　図１に、本実施形態における電源回路が適用されたアクティブマトリックス方式の液晶
表示装置の構成の概要を示す。
【００７１】
　液晶表示装置１０は、ＬＣＤパネル（広義には表示パネル、更に広義には電気光学装置
）２０を含む。ＬＣＤパネル２０は、例えばガラス基板上に形成される。このガラス基板
上には、Ｙ方向に複数配列されそれぞれＸ方向に伸びる走査線（ゲートライン）ＧＬ１～
ＧＬＭ（Ｍは２以上の整数）と、Ｘ方向に複数配列されそれぞれＹ方向に伸びるデータ線
（ソースライン）ＤＬ１～ＤＬＮ（Ｎは２以上の整数）とが配置されている。また、走査
線ＧＬｍ（１≦ｍ≦Ｍ、ｍは整数、以下同様。）とデータ線ＤＬｎ（１≦ｎ≦Ｎ、ｎは整
数、以下同様。）との交差位置に対応して、画素領域（画素）が設けられ、該画素領域に
薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：以下、ＴＦＴと略す。）２２ｍｎが配置され
ている。
【００７２】
　ＴＦＴ２２ｍｎのゲートは、走査線ＧＬｍに接続されている。ＴＦＴ２２ｍｎのソース
は、データ線ＤＬｎに接続されている。ＴＦＴ２２ｍｎのドレインは、画素電極２６ｍｎ
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に接続されている。画素電極２６ｍｎと、これに対向する対向電極２８ｍｎ（対向電極Ｃ
ＯＭ）との間に液晶（広義には電気光学物質）が封入され、液晶容量（広義には液晶素子
）２４ｍｎが形成される。画素電極２６ｍｎと対向電極２８ｍｎとの間の印加電圧に応じ
て画素の透過率が変化するようになっている。対向電極２８ｍｎには、対向電極電圧ＶＣ
ＯＭが供給される。
【００７３】
　このようなＬＣＤパネル２０は、例えば画素電極及びＴＦＴが形成された第１の基板と
、対向電極が形成された第２の基板とを貼り合わせ、両基板の間に電気光学物質としての
液晶を封入させることで形成される。
【００７４】
　液晶表示装置１０は、データドライバ（広義には表示ドライバ）３０を含む。データド
ライバ３０は、階調データに基づいて、ＬＣＤパネル２０のデータ線ＤＬ１～ＤＬＮを駆
動する。
【００７５】
　液晶表示装置１０は、ゲートドライバ（広義には表示ドライバ）３２を含むことができ
る。ゲートドライバ３２は、一垂直走査期間内に、ＬＣＤパネル２０の走査線ＧＬ１～Ｇ
ＬＭを順次駆動（走査）する。
【００７６】
　液晶表示装置１０は、電源回路１００を含む。電源回路１００は、データ線の駆動に必
要な電圧を生成し、これらをデータドライバ３０に対して供給する。電源回路１００は、
例えばデータドライバ３０のデータ線の駆動に必要な電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳや、データ
ドライバ３０のロジック部の電圧を生成する。また電源回路１００は、走査線の走査に必
要な電圧を生成し、これをゲートドライバ３２に対して供給する。
【００７７】
　更に電源回路１００は、対向電極電圧ＶＣＯＭを生成する。即ち電源回路１００は、デ
ータドライバ３０によって生成された極性反転信号ＰＯＬのタイミングに合わせて、高電
位側電圧ＶＣＯＭＨと低電位側電圧ＶＣＯＭＬとが交互に切り替えられる対向電極電圧Ｖ
ＣＯＭを、ＬＣＤパネル２０の対向電極（コモン電極）に出力する。各画素の対向電極は
例えば同電位であり、図１では対向電極ＣＯＭとして示している。
【００７８】
　液晶表示装置１０は、表示コントローラ３８を含むことができる。表示コントローラ３
８は、図示しない中央演算処理装置（Central Processing Unit：以下、ＣＰＵと略す）
等のホストにより設定された内容に従って、データドライバ３０、ゲートドライバ３２、
電源回路１００を制御する。例えば、表示コントローラ３８は、データドライバ３０及び
ゲートドライバ３２に対し、動作モードの設定、極性反転駆動の設定、極性反転タイミン
グの設定、内部で生成した垂直同期信号や水平同期信号の供給を行う。
【００７９】
　なお図１では、液晶表示装置１０に電源回路１００又は表示コントローラ３８を含めて
構成するようにしているが、これらのうち少なくとも１つを液晶表示装置１０の外部に設
けて構成するようにしてもよい。或いは、液晶表示装置１０に、ホストを含めるように構
成することも可能である。
【００８０】
　また、データドライバ３０は、ゲートドライバ３２及び電源回路１００のうち少なくと
も１つを内蔵してもよい。
【００８１】
　更にまた、データドライバ３０、ゲートドライバ３２、表示コントローラ３８及び電源
回路１００の一部又は全部をＬＣＤパネル２０が形成されたガラス基板上に形成してもよ
い。例えば図２では、ＬＣＤパネル２０上に、データドライバ３０、ゲートドライバ３２
及び電源回路１００が形成されている。このようにＬＣＤパネル２０は、複数の走査線と
、複数のデータ線と、複数の走査線の１つと複数のデータ線の１つとにより特定される画
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素電極と、電気光学物質を挟んで画素電極と対向する対向電極と、複数の走査線を走査す
る走査ドライバと、複数のデータ線を駆動するデータドライバと、対向電極に対向電極電
圧を供給する電源回路とを含むように構成することができる。ＬＣＤパネル２０の画素形
成領域８０に、複数の画素が形成されている。
【００８２】
　１．１　極性反転駆動方式
　ところで、液晶を表示駆動する場合、液晶の耐久性やコントラストの観点から、周期的
に液晶容量に蓄積される電荷を放電する必要がある。そのため、液晶表示装置１０では、
極性反転駆動によって、所与の周期で液晶に印加される電圧の極性を反転させることが行
われる。極性反転駆動方式は、極性の反転周期の種類に応じて、例えばフィールド反転駆
動や、ライン反転駆動がある。
【００８３】
　フィールド反転駆動は、フィールド毎に（１垂直走査期間毎に）液晶に印加される電圧
の極性を反転させる方式である。一方、ライン反転駆動は、ライン毎に（１水平走査期間
毎に）液晶に印加される電圧の極性を反転させる方式である。なお、ライン反転駆動の場
合も、各ラインに着目すれば、フレーム周期で液晶に印加される電圧の極性も反転される
。
【００８４】
　図３（Ａ）、図３（Ｂ）に、フィールド反転駆動の動作を説明するための図を示す。図
３（Ａ）は、フィールド反転駆動によるデータ線の供給電圧及び対向電極電圧ＶＣＯＭの
波形を模式的に示したものである。図３（Ｂ）は、フィールド反転駆動を行った場合に、
１垂直走査期間毎に、各画素に対応した液晶に印加される電圧の極性を模式的に示したも
のである。
【００８５】
　フィールド反転駆動では、図３（Ａ）に示すようにデータ線に供給される電圧の極性が
１垂直走査期間毎に反転されている。即ち、データ線に接続されるＴＦＴのソースに供給
される電圧Ｖｓは、フレームｆ１では「＋Ｖ」、後続のフレームｆ２では「－Ｖ」となる
。一方、ＴＦＴのドレイン電極に接続される画素電極に対向する対向電極に供給される対
向電極電圧ＶＣＯＭも、データ線の供給電圧の極性反転タイミングに同期して反転される
。
【００８６】
　液晶には、画素電極と対向電極との電圧の差が印加されるため、図３（Ｂ）に示すよう
にフレームｆ１とフレームｆ２では該電圧の極性が反転している。
【００８７】
　図４（Ａ）、図４（Ｂ）に、ライン反転駆動の動作を説明するための図を示す。図４（
Ａ）は、ライン反転駆動によるデータ線の供給電圧及び対向電極電圧ＶＣＯＭの波形を模
式的に示したものである。図４（Ｂ）は、ライン反転駆動を行った場合に、１垂直走査期
間毎に、各画素に対応した液晶に印加される電圧の極性を模式的に示したものである。
【００８８】
　ライン反転駆動では、図４（Ａ）に示すようにデータ線に供給される電圧の極性が、各
水平走査周期（１Ｈ）毎に、且つ１垂直走査期間毎に反転される。即ち、データ線に接続
されるＴＦＴのソースに供給される電圧Ｖｓは、フレームｆ１の１Ｈ（１水平走査期間）
では「＋Ｖ」、次の１Ｈでは「－Ｖ」となる。
【００８９】
　図４（Ａ）、図４（Ｂ）ではライン反転駆動について示しているが、Ｎライン反転駆動
の場合、複数の水平走査期間毎に対向電極電圧ＶＣＯＭの極性を異ならせる点が異なる。
【００９０】
　図３（Ａ）、図４（Ａ）では、液晶の印加電圧の反転を、対向電極電圧ＶＣＯＭの電圧
レベルを変化させるコモン反転駆動によって実現している。
【００９１】
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　図５に、ライン反転駆動とコモン反転駆動を併用した場合の詳細な説明図を示す。
【００９２】
　図５では、例えば、第ｍの走査期間（走査線ＧＬｍの選択期間）では正極性の電圧が液
晶素子に印加され、第（ｍ＋１）の走査期間では負極性の電圧が印加され、第（ｍ＋２）
の走査期間では正極性の電圧が印加される。一方、次のフレームにおいては、今度は、第
ｍの走査期間では負極性の電圧が液晶素子に印加され、第（ｍ＋１）の走査期間では正極
性の電圧が印加され、第（ｍ＋２）の走査期間では負極性の電圧が印加されるようになる
。そして、このライン反転駆動では、対向電極ＣＯＭの電圧（コモン電圧）ＶＣＯＭが走
査期間毎に極性反転される。
【００９３】
　より具体的には、正極の期間Ｔ１（第１の期間）では対向電極電圧ＶＣＯＭは高電位側
電圧ＶＣＯＭＨになり、負極の期間Ｔ２（第２の期間）では低電位側電圧ＶＣＯＭＬにな
る。
【００９４】
　ここで、正極の期間Ｔ１は、データ線（画素電極）の電圧Ｖｓが対向電極電圧ＶＣＯＭ
よりも高くなる期間である。この期間Ｔ１では液晶素子に正極性の電圧が印加されること
になる。一方、負極の期間Ｔ２は、データ線の電圧Ｖｓが対向電極電圧ＶＣＯＭよりも低
くなる期間である。この期間Ｔ２では液晶素子に負極性の電圧が印加されることになる。
高電位側電圧ＶＣＯＭＨは、所与の電圧を基準として低電位側電圧ＶＣＯＭＬを極性反転
した電圧ということができる。
【００９５】
　このように対向電極電圧ＶＣＯＭを極性反転することで、ＬＣＤパネルの駆動に必要な
電圧を低くすることができる。これにより、ＬＣＤパネルの駆動回路の耐圧を低くでき、
駆動回路の製造プロセスの簡素化、低コスト化を図ることができる。
【００９６】
　２．　供給能力制御
　電源回路が対向電極電圧ＶＣＯＭを供給する能力は、対向電極ＣＯＭの負荷によって決
められる。電源回路の電源供給能力不足は画質の劣化を招くため、一般的には、この能力
は、対向電極ＣＯＭが充放電すべき電荷量の最大値を考慮して決められている。
【００９７】
　ところが、データ線の電圧Ｖｓは、階調データによって表される階調値によって変化す
る。階調値は１走査ライン毎に異なるため、データ線の電圧Ｖｓも１走査ライン毎に異な
る。上述のように対向電極と画素電極とが容量結合されているため、画素電極の印加電圧
に応じて、対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力が必要な場合と不必要な場合とが存在する。
【００９８】
　液晶を挟んで対向電極と対向する画素電極には、データドライバ３０によってデータ線
に供給されたデータ電圧が印加される。本実施形態におけるデータドライバ３０は、階調
データに対応したデータ電圧をデータ線に供給するのに先立って、該データ線をプリチャ
ージすることができるようになっている。データ線をプリチャージすることで、目的とす
る電圧にいち早くデータ線を設定でき、画質の劣化を防止できる。
【００９９】
　ところが、上述のように対向電極は画素電極と容量結合されるため、画素電極に印加さ
れる電圧に応じて対向電極の電圧レベルが変動する。また極性反転駆動により、対向電極
自体に供給される対向電極電圧が変化する場合も、対向電極の電圧レベルはその変化に追
従できない。このような対向電極電圧の電圧レベルの変動は画質の劣化を招く。
【０１００】
　図６（Ａ）、図６（Ｂ）に、対向電極電圧の変動を説明するための図を示す。
【０１０１】
　図６（Ａ）、図６（Ｂ）では、一般的なノーマリホワイトのアクティブマトリックス方
式のＬＣＤパネルにおいて、ライン反転駆動で、連続する２つの水平走査期間における対
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向電極電圧のずれ量を示している。また図６（Ａ）、図６（Ｂ）では、対向電極電圧ＶＣ
ＯＭの理想コモン波形を示している。
【０１０２】
　図６（Ａ）は、２つの水平走査期間で、連続して黒表示を行う場合を示し、図６（Ｂ）
は、２つの水平走査期間で、連続してグレー表示を行う場合を示している。ノーマリホワ
イトのＬＣＤパネルの場合、データ電圧が最も高いときに黒表示となり、該データ電圧を
低くすることでグレー表示となる。
【０１０３】
　理想コモン波形がＨレベルからＬレベルに変化するタイミングＴＭ１では、容量性の対
向電極の電圧レベルは追従できず、当初、対向電極電圧のずれ量は正側に大きくなり、徐
々にずれ量が０に戻る。
【０１０４】
　タイミングＴＭ１の後、しばらくしてデータ線のプリチャージ期間が開始される（ＴＭ
２）。プリチャージ期間では、データ線が所定のプリチャージ電圧に設定される。このプ
リチャージ電圧は画素電極に印加され、対向電極の電圧レベルもプリチャージ方向に変動
する。図６（Ａ）では、このプリチャージ期間において、ずれ量が正側に変動している。
【０１０５】
　プリチャージ期間後には階調出力期間が開始される（ＴＭ３）。階調出力期間では、デ
ータドライバ３０が、階調データに対応したデータ電圧をデータ線に供給する。従って階
調出力期間では、該データ電圧が画素電極に印加されるため、図６（Ａ）では対向電極電
圧のずれ量が正側に大きくなった後に、徐々に０に戻る。
【０１０６】
　次の水平走査期間が開始されると、理想コモン波形がＬレベルからＨレベルに変化する
（ＴＭ４）。容量性の対向電極の電圧レベルは追従できず、当初、対向電極電圧のずれ量
は負側に大きくなり、徐々にずれ量が０に戻る。
【０１０７】
　タイミングＴＭ４の後、しばらくしてデータ線のプリチャージ期間が開始される（ＴＭ
５）。このプリチャージ期間のプリチャージ電圧は画素電極に印加され、対向電極の電圧
レベルもプリチャージ方向に変動する。タイミングＴＭ５で開始されるプリチャージ期間
では、前の水平走査期間（前の走査ライン）における階調出力期間のデータ電圧とプリチ
ャージ電圧との差に応じて、対向電極電圧のずれ量が定まる。
【０１０８】
　このプリチャージ期間後に開始される階調出力期間では（ＴＭ６）、再びデータドライ
バ３０が、当該水平走査期間（当該走査ライン）における階調データに対応したデータ電
圧をデータ線に供給する。従って階調出力期間では、該データ電圧が画素電極に印加され
るため、図６（Ａ）では対向電極電圧のずれ量が負側に大きくなった後に、徐々に０に戻
る。
【０１０９】
　図６（Ｂ）は、図６（Ａ）と異なり、２つの水平走査期間で、連続してグレー表示を行
うため、各プリチャージ期間における対向電極電圧のずれ量が図６（Ａ）の場合より小さ
くなる（ＰＥＡＫ２＜ＰＥＡＫ１）。
【０１１０】
　ライン反転駆動のように、所与の電圧を基準とした対向電極電圧の極性が、連続する２
つの水平走査期間において異なる場合に、前の水平走査期間の階調出力期間のデータ電圧
（書き込み電圧）が、次の水平走査期間のデータ線のプリチャージ期間の対向電極電圧の
ずれ量に大きな影響を及ぼす。この対向電極電圧のずれ量を抑えるために、対向電極電圧
の供給能力が固定的に設定されているため、ずれ量が小さい場合にも無駄な電力を消費し
ていた。そのため、上述の対向電極のずれ量に応じて、対向電極電圧の供給能力を制御す
ることで、画質を劣化させることなく低消費電力化を図ることが可能となる。
【０１１１】
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　一方、フィールド反転駆動の場合には、ほとんどの期間で理想コモン波形が変動しない
。
【０１１２】
　図７に、フィールド反転駆動の場合の対向電極電圧の変動を説明するための図を示す。
【０１１３】
　図７では、ノーマリホワイトのＬＣＤパネルにおいて、理想コモン波形がＬレベルであ
る２つの水平走査期間で、黒表示及び白表示を行う場合を示している。
【０１１４】
　このようにフィールド反転駆動の場合も、各水平走査期間のプリチャージ期間において
データ線がプリチャージ電圧に設定されたとき、対向電極電圧の電圧レベルが変動する。
そして、フィールド反転駆動のように、所与の電圧を基準とした対向電極電圧の極性が、
連続する２つの水平走査期間において同一の場合に、前の水平走査期間の階調出力期間の
データ電圧（書き込み電圧）が、次の水平走査期間のデータ線のプリチャージ期間の対向
電極電圧のずれ量に大きな影響を及ぼす。従って、上述の対向電極のずれ量に応じて、対
向電極電圧の供給能力を制御することで、画質を劣化させることなく低消費電力化を図る
ことが可能となる。
【０１１５】
　ところがフィールド反転駆動の場合、前の水平走査期間の階調出力期間のデータ電圧と
プリチャージ電圧との大小関係に応じて、対向電極電圧の供給能力制御の補正方向が異な
る。
【０１１６】
　図８に、フィールド反転駆動の場合の対向電極の補正方向の説明図を示す。
【０１１７】
　例えば前の水平走査期間の階調出力期間のデータ電圧がプリチャージ電圧より高いとき
、次の水平走査期間のプリチャージ期間では、データ線の電位が下降することになる。そ
のため対向電極電圧のずれ量も負側にずれてしまう（Ｄ２）。一方、前の水平走査期間の
階調出力期間のデータ電圧がプリチャージ電圧より低いとき、次の水平走査期間のプリチ
ャージ期間では、データ線の電位が上昇することになる。そのため対向電極電圧のずれ量
も正側にずれてしまう（Ｄ１）。
【０１１８】
　従って、フィールド反転駆動の場合、前の水平走査期間の階調出力期間のデータ電圧と
プリチャージ電圧との大小関係に応じて、対向電極電圧の供給能力制御を異ならせる必要
がある。
【０１１９】
　なお図７及び図８では、フィールド反転駆動について説明したが、複数の水平走査ライ
ン毎に極性を反転させるＮライン反転駆動において、対向電極電圧の極性が、連続する２
つの水平走査期間において同一の場合も同様である。
【０１２０】
　そこで、本実施形態における電源回路は、所与の電圧を基準とした対向電極電圧の極性
が、連続する２つの水平走査期間において同一の場合に、前の水平走査期間の階調出力期
間のデータ電圧とプリチャージ電圧との大小関係に応じて、対向電極電圧の供給能力制御
を行う。
【０１２１】
　より具体的には、電源回路１００に、対向電極電圧ＶＣＯＭの高電位側電圧ＶＣＯＭＨ
を生成する高電位側電圧生成回路と、対向電極電圧ＶＣＯＭの低電位側電圧ＶＣＯＭＬを
生成する高電位側電圧生成回路とを具備させ、高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、該
高電位側電圧生成回路の出力電圧レベル、低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び該低
電位側電圧生成回路の出力電圧レベルの少なくとも１つを変化させることで、対向電極電
圧の供給能力制御を行う。更に具体的には、高電位側電圧生成回路の電流駆動能力、該高
電位側電圧生成回路の出力電圧レベル、低電位側電圧生成回路の電流駆動能力及び該低電
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位側電圧生成回路の出力電圧レベルの少なくとも１つを変化させることで、対向電極から
正の電荷を引き抜いたり（負の電荷を供給したり）、対向電極に正の電荷を供給したり（
負の電荷を引き抜いたり）する量を変化させる。こうすることで、ＬＣＤパネルの画質の
劣化を招くことなく、電源回路の回路規模を小さくし、低消費電力化を図ることができる
ようになる。
【０１２２】
　図９に、本実施形態における電源回路による対向電極電圧の供給能力制御の第１の説明
図を示す。
【０１２３】
　ここでは、所与の電圧を基準とした前記対向電極電圧の極性が、連続する第１及び第２
の水平走査期間（複数の水平走査期間）において同一の場合に、同一時間軸上に、データ
線に供給されるデータ電圧と、対向電極電圧のずれ量と、理想コモン波形とを示している
。
【０１２４】
　図９では、データ電圧として、ＬＣＤパネル２０のデータ線ＤＬ１～ＤＬＮの各データ
線に供給されるデータ電圧の平均値である平均電圧を採用し、該平均電圧とプリチャージ
電圧との大小関係を考える。対向電極は、データ線ＤＬ１～ＤＬＮと電気的に接続される
複数の画素の画素電極と対向し、これらの画素電極と容量結合されるからである。
【０１２５】
　各水平走査期間には、データ線をプリチャージ電圧ｐＶに設定するためのプリチャージ
期間ＰＲＴ１、ＰＲＴ２と、階調データに対応したデータ電圧を該データ線に供給するた
めの階調出力期間ＧＯＴ１、ＧＯＴ２とが設けられる。階調出力期間ＧＯＴ１、ＧＴＯ２
は、プリチャージ期間ＰＲＴ１、ＰＲＴ２後の期間ということができる。
【０１２６】
　データドライバ３０は、第１の水平走査期間のプリチャージ期間ＰＲＴ１においてデー
タ線ＤＬ１～ＤＬＮをプリチャージ電圧ｐＶに設定した後、階調出力期間ＧＯＴ１におい
て、データ線の平均電圧として電圧ＡＶ１（ＡＶ１＜ｐＶ）に設定するものとする。プリ
チャージ期間ＰＲＴ１ではデータ線と電気的に接続される画素電極の電圧が上昇するため
、対向電極電圧のずれ量も正側の大きくなり、徐々に０に戻る。そしてプリチャージ電圧
ｐＶがデータ線の平均電圧ＡＶ１より高いため、階調出力期間ＧＯＴ１では、データ線の
電圧の下降と共に対向電極電圧のずれ量も負側に大きくなり、徐々に０に戻る。
【０１２７】
　なおデータドライバ３０は、第１の水平走査期間中の階調出力期間ＧＯＴ１後の期間に
おいて、データ線の駆動を停止し、データドライバ３０の出力とデータ線ＤＬ１～ＤＬＮ
とを電気的に切断するようにしてもよい。
【０１２８】
　続く第２の水平走査期間のプリチャージ期間ＰＲＴ２において、データドライバ３０は
、再びデータ線ＤＬ１～ＤＬＮをプリチャージ電圧ｐＶに設定する。プリチャージ期間Ｐ
ＲＴ２では、データ線の平均電圧ＡＶ１からプリチャージ電圧ｐＶに電位が上昇するため
、容量結合された対向電極電圧のずれ量は正側に大きくなった後に０に戻る。この対向電
極電圧のずれ量を小さくする（ＰＣＯＮＴ１）ことで、固定的に高い供給能力で対向電極
を駆動する必要がなくなるので、結果的に消費電力を低減させることができるようになる
。そのため本実施形態の供給能力制御では、第２の水平走査期間のプリチャージ期間にお
いて、対向電極から引き抜かれる正の電荷の量を増加させる。
【０１２９】
　そして階調出力期間ＧＯＴ２では、データドライバ３０は、プリチャージ電圧ｐＶより
高い電圧ＡＶ２をデータ線の平均電圧として設定する。このため、階調出力期間ＧＯＴ２
では、データ線の電圧の上昇と共に対向電極電圧のずれ量も正側に大きくなり、徐々に０
に戻る。この対向電極電圧のずれ量を小さくする（ＰＣＯＮＴ２）ことでも、同様に消費
電力を低減させることができるようになる。そのため本実施形態の供給能力制御では、第
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２の水平走査期間の階調出力期間において、プリチャージ電圧がデータ線の平均電圧より
低いとき、プリチャージ電圧と該平均電圧とに応じて、対向電極から引き抜かれる正の電
荷の量を増加させる、対向電極電圧の供給能力制御を行うことが望ましい。
【０１３０】
　なおデータドライバ３０は、第２の水平走査期間中の階調出力期間ＧＯＴ２後の期間に
おいても、データ線の駆動を停止し、データドライバ３０の出力とデータ線ＤＬ１～ＤＬ
Ｎとを電気的に切断するようにしてもよい。
【０１３１】
　図１０に、本実施形態における電源回路による対向電極電圧の供給能力制御の第２の説
明図を示す。
【０１３２】
　図１０が図９と異なる点は、第２の水平走査期間の階調出力期間ＧＴＯ２の状態である
。即ち、図９では、第２の水平走査期間の階調出力期間ＧＴＯ２においてデータ線の平均
電圧ＡＶ２がプリチャージ電圧ｐＶより高いのに対し、図１０では、第２の水平走査期間
の階調出力期間ＧＴＯ２においてデータ線の平均電圧ＡＶ３がプリチャージ電圧ｐＶより
低い。
【０１３３】
　第２の水平走査期間の階調出力期間ＧＯＴ２において、データドライバ３０は、プリチ
ャージ電圧ｐＶより低い電圧ＡＶ３をデータ線の平均電圧として設定する。このため、階
調出力期間ＧＯＴ２では、データ線の電圧の下降と共に対向電極電圧のずれ量も負側に大
きくなり、徐々に０に戻る。この対向電極電圧のずれ量を小さくする（ＰＣＯＮＴ３）こ
とでも、同様に消費電力を低減させることができるようになる。そのため本実施形態の供
給能力制御では、第２の水平走査期間の階調出力期間において、プリチャージ電圧がデー
タ線の平均電圧より高いとき、プリチャージ電圧と該平均電圧とに応じて、対向電極に供
給される正の電荷の量を増加させる、対向電極電圧の供給能力制御を行うことが望ましい
。
【０１３４】
　図１１に、本実施形態における電源回路による対向電極電圧の供給能力制御の第３の説
明図を示す。
【０１３５】
　データドライバ３０は、第１の水平走査期間のプリチャージ期間ＰＲＴ１においてデー
タ線ＤＬ１～ＤＬＮをプリチャージ電圧ｐＶに設定した後、階調出力期間ＧＯＴ１におい
て、データ線の平均電圧として電圧ＡＶ４（ＡＶ４＞ｐＶ）に設定するものとする。プリ
チャージ期間ＰＲＴ１ではデータ線と電気的に接続される画素電極の電圧が上昇するため
、対向電極電圧のずれ量も正側の大きくなり、徐々に０に戻る。そしてプリチャージ電圧
ｐＶがデータ線の平均電圧ＡＶ４より低いため、階調出力期間ＧＯＴ１では、データ線の
電圧の上昇と共に対向電極電圧のずれ量も正側に大きくなり、徐々に０に戻る。
【０１３６】
　なおデータドライバ３０は、第１の水平走査期間中の階調出力期間ＧＯＴ１後の期間に
おいて、データ線の駆動を停止し、データドライバ３０の出力とデータ線ＤＬ１～ＤＬＮ
とを電気的に切断するようにしてもよい。
【０１３７】
　続く第２の水平走査期間のプリチャージ期間ＰＲＴ２において、データドライバ３０は
、再びデータ線ＤＬ１～ＤＬＮをプリチャージ電圧ｐＶに設定する。プリチャージ期間Ｐ
ＲＴ２では、データ線の平均電圧ＡＶ４からプリチャージ電圧ｐＶに電位が下降するため
、容量結合された対向電極電圧のずれ量は負側に大きくなった後に０に戻る。この対向電
極電圧のずれ量を小さくする（ＰＣＯＮＴ４）ことで、固定的に高い供給能力で対向電極
を駆動する必要がなくなるので、結果的に消費電力を低減させることができるようになる
。そのため本実施形態の供給能力制御では、第２の水平走査期間のプリチャージ期間にお
いて、対向電極に供給される正の電荷の量を増加させる。



(21) JP 4356616 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

【０１３８】
　そして階調出力期間ＧＯＴ２では、データドライバ３０は、プリチャージ電圧ｐＶより
高い電圧ＡＶ５をデータ線の平均電圧として設定する。このため、階調出力期間ＧＯＴ２
では、データ線の電圧の上昇と共に対向電極電圧のずれ量も正側に大きくなり、徐々に０
に戻る。この対向電極電圧のずれ量を小さくする（ＰＣＯＮＴ５）ことでも、同様に消費
電力を低減させることができるようになる。そのため本実施形態の供給能力制御では、第
２の水平走査期間の階調出力期間において、プリチャージ電圧がデータ線の平均電圧より
低いとき、プリチャージ電圧と該平均電圧とに応じて、対向電極から引き抜かれる正の電
荷の量を増加させる、対向電極電圧の供給能力制御を行うことが望ましい。
【０１３９】
　なおデータドライバ３０は、第２の水平走査期間中の階調出力期間ＧＯＴ２後の期間に
おいても、データ線の駆動を停止し、データドライバ３０の出力とデータ線ＤＬ１～ＤＬ
Ｎとを電気的に切断するようにしてもよい。
【０１４０】
　図１２に、本実施形態における電源回路による対向電極電圧の供給能力制御の第４の説
明図を示す。
【０１４１】
　図１２が図１１と異なる点は、第２の水平走査期間の階調出力期間ＧＴＯ２の状態であ
る。即ち、図１１では、第２の水平走査期間の階調出力期間ＧＴＯ２においてデータ線の
平均電圧ＡＶ５がプリチャージ電圧ｐＶより高いのに対し、図１２では、第２の水平走査
期間の階調出力期間ＧＴＯ２においてデータ線の平均電圧ＡＶ６がプリチャージ電圧ｐＶ
より低い。
【０１４２】
　第２の水平走査期間の階調出力期間ＧＯＴ２において、データドライバ３０は、プリチ
ャージ電圧ｐＶより低い電圧ＡＶ６をデータ線の平均電圧として設定する。このため、階
調出力期間ＧＯＴ２では、データ線の電圧の下降と共に対向電極電圧のずれ量も負側に大
きくなり、徐々に０に戻る。この対向電極電圧のずれ量を小さくする（ＰＣＯＮＴ６）こ
とでも、同様に消費電力を低減させることができるようになる。そのため本実施形態の供
給能力制御では、第２の水平走査期間の階調出力期間において、プリチャージ電圧がデー
タ線の平均電圧より高いとき、プリチャージ電圧と該平均電圧とに応じて、対向電極に供
給される正の電荷の量を増加させる、対向電極電圧の供給能力制御を行うことが望ましい
。
【０１４３】
　本実施形態では、各水平走査期間の階調出力期間のデータ線ＤＬ１～ＤＬＮの平均電圧
を、各水平走査期間における１走査ラインのドット数分の階調データにより求められる評
価値に関連付ける。この評価値に基づいてデータ線の平均電圧を予測できるので、プリチ
ャージ電圧ｐＶの電圧レベルが既知であれば、上述のように対向電極電圧の供給能力制御
を行うことができる。従って、本実施形態では、該評価値に基づいて、上述のように対向
電極電圧の供給能力制御を行うことができる。
【０１４４】
　図１３に、本実施形態における電源回路を含む電源供給能力制御システムの構成例を示
す。
【０１４５】
　図１３において、図１又は図２と同一部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
この電源供給能力制御システムでは、電源回路１００が、例えばデータドライバ３０の電
源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳを供給する。電源回路１００は、データドライバ３０からの極性反
転信号ＰＯＬに同期して対向電極電圧ＶＣＯＭの極性を反転させる。更に電源回路１００
は、データドライバ３０からの評価値を受け付け、該評価値に基づいて対向電極電圧ＶＣ
ＯＭの供給能力を変化させる。
【０１４６】
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　この評価値としては、１走査ライン分の階調データ（ラインデータ）に基づいて求めら
れる値（ライン値）を採用できる。例えばデータ線ＤＬ１～ＤＬＮの平均電圧を、当該水
平走査期間における１走査ライン分の階調データを基に予測し、対向電極電圧ＶＣＯＭの
供給能力を変化させる。また、１走査ラインのドット数分の階調データではなく、１走査
ラインの一部のドット数分の階調データを含むラインデータにより求められる値（ライン
値）を、評価値として採用してもよい。
【０１４７】
　以下、このような制御を実現するデータドライバ３０及び電源回路１００について説明
する。
【０１４８】
　２．１　データドライバ
　図１４に、図１のデータドライバ３０の構成例のブロック図を示す。
【０１４９】
　データドライバ３０は、データラッチ２００、ラインラッチ２１０、レベルシフタ（Le
vel Shifter：Ｌ／Ｓ）２２０、基準電圧発生回路２３０、ＤＡＣ（Digital/Analog Conv
erter）（広義には、電圧選択回路）２４０、駆動回路２５０を含む。
【０１５０】
　データラッチ２００は、各フリップフロップがデータドライバ３０の各出力線に対応し
て設けられ、各フリップフロップが直列に接続された複数のフリップフロップを含む。各
フリップフロップには階調データが取り込まれ、該階調データに対応した電圧が各出力線
に供給される。このような階調データは、表示コントローラ３８から画素単位（又は１ド
ット単位）でシリアルに、ドットクロックＤＣＫに同期して入力される。そしてデータラ
ッチ２００は、この階調データを、ドットクロックＤＣＫに同期してシフトすることで、
例えば一水平走査分の階調データを取り込むことができる。この際、ドットクロックＤＣ
Ｋは、表示コントローラ３８から供給される。１画素が、それぞれ６ビットのＲ信号、Ｇ
信号及びＢ信号により構成される場合、１画素（＝３ドット）は１８ビットで構成される
。
【０１５１】
　ラインラッチ２１０もまた、各フリップフロップが各出力線に対応して設けられた複数
のフリップフロップを含む。そして、データラッチ２００に取り込まれた階調データが、
水平同期信号ＨＳＹＮＣの変化タイミングでラインラッチ２１０にラッチされる。
【０１５２】
　Ｌ／Ｓ２２０は、それぞれが各出力線に対応して設けられた複数のレベル変換回路を含
む。各レベル変換回路は、例えば１．８ボルトのロジック電圧で振幅する階調データの信
号を、例えば５ボルトの電圧で振幅するように電圧レベルを変換する。
【０１５３】
　基準電圧発生回路２３０は、各基準電圧が階調データにより表される各階調値に対応す
る複数の基準電圧を生成する。より具体的には、基準電圧発生回路２３０は、高電位側の
電源電圧ＶＤＤと低電位側の電源電圧ＶＳＳとに基づいて、各基準電圧が、例えば６ビッ
ト構成の各階調データに対応する複数の基準電圧Ｖ０～Ｖ６３を生成できる。高電位側の
電源電圧ＶＤＤと低電位側の電源電圧ＶＳＳは、例えば電源回路１００によって生成され
る。
【０１５４】
　ＤＡＣ２４０は、それぞれが各出力線に対応して設けられた複数のＲＯＭデコーダ回路
を含む。各ＲＯＭデコーダ回路は、基準電圧発生回路２３０からの基準電圧Ｖ０～Ｖ６３
の１つを、Ｌ／Ｓ２２０のレベル変換回路によって電圧レベルが変換された階調データの
信号に基づいて選択する。これにより、ＤＡＣ２４０は、階調データに対応したデータ電
圧を、出力線毎に生成できる。
【０１５５】
　駆動回路２５０は、各出力線がＬＣＤパネル２０の各データ線に接続される複数の出力
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線を駆動する。より具体的には、駆動回路２５０は、それぞれが各出力線に対応して設け
られた複数のインピーダンス変換回路を含む。複数のインピーダンス変換回路は、ＤＡＣ
２４０によって出力線毎に生成されたデータ電圧に基づいて、複数の出力線を駆動する。
各インピーダンス変換回路は、ボルテージフォロワ接続された演算増幅器により構成され
る。
【０１５６】
　このような構成のデータドライバ３０は、データラッチ２００で取り込まれた例えば一
水平走査分の階調データが、ラインラッチ２１０でラッチされる。ラインラッチ２１０で
ラッチされた階調データを用いて、１出力線毎に、データ電圧が生成される。そして、駆
動回路２５０が、ＤＡＣ２４０によって生成されたデータ電圧に基づいて各出力線を駆動
する。
【０１５７】
　図１５に、基準電圧発生回路２３０、ＤＡＣ２４０、駆動回路２５０の構成の概要を示
す。ここでは、駆動回路２５０の１出力線についての構成のみを示すが、他の出力線につ
いても同様である。図１５では、駆動回路２５０のうちデータ線ＤＬ１を駆動する駆動回
路２５０－１の構成のみを示している。
【０１５８】
　基準電圧発生回路２３０では、高電位側の電源電圧ＶＤＤと低電位側の電源電圧ＶＳＳ
との間に、抵抗回路が接続される。そして、基準電圧発生回路２３０は、電源電圧ＶＤＤ
、ＶＳＳの間の電圧を抵抗回路により分割した複数の分割電圧を、基準電圧Ｖ０～Ｖ６３
として生成する。なお、極性反転駆動の場合、実際には正極性の場合と負極性の場合とで
電圧が対称とならないため、正極性用の基準電圧と負極性用の基準電圧とが生成される。
図１５では、その一方を示している。
【０１５９】
　ＤＡＣ２４０－１は、ＲＯＭデコーダ回路により実現できる。ＤＡＣ２４０－１は、６
ビットの階調データに基づいて、基準電圧Ｖ０～Ｖ６３のうちいずれか１つを選択して選
択電圧Ｖｓｅｌとしてインピーダンス変換回路ＤＲＶ－１に出力する。なお、他のインピ
ーダンス変換回路ＤＲＶ－２～ＤＲＶ－Ｎに対しても、同様に、対応する６ビットの階調
データに基づいて選択された電圧が出力される。
【０１６０】
　ＤＡＣ２４０－１は、反転回路２４２－１を含む。反転回路２４２－１は、極性反転信
号ＰＯＬに基づいて階調データの各ビットのデータを反転する。そして、ＲＯＭデコーダ
回路には、６ビットの階調データＤ０～Ｄ５と、６ビットの駆動用反転階調データＸＤ０
～ＸＤ５とが入力される。駆動用反転階調データＸＤ０～ＸＤ５は、階調データＤ０～Ｄ
５の各ビットのデータを論理反転したものである。そして、ＲＯＭデコーダ回路において
、基準電圧発生回路２３０により生成された多値の基準電圧Ｖ０～Ｖ６３のうちのいずれ
か１つが階調データＤ０～Ｄ５及び駆動用反転階調データＸＤ０～ＸＤ５に基づいて選択
される。
【０１６１】
　例えば極性反転信号ＰＯＬがＨレベルのとき、６ビットの階調データＤ０～Ｄ５「００
００１０」（＝２）に対応して、基準電圧Ｖ２が選択される。また例えば極性反転信号Ｐ
ＯＬがＬレベルのとき、階調データＤ０～Ｄ５を反転した駆動用反転階調データＸＤ０～
ＸＤ５を用いて基準電圧を選択する。即ち、駆動用反転階調データＸＤ０～ＸＤ５が「１
１１１０１」（＝６１）となり、基準電圧Ｖ６１が選択される。
【０１６２】
　このようにしてＤＡＣ２４０－１により選択された選択電圧Ｖｓｅｌは、インピーダン
ス変換回路ＤＲＶ－１に供給される。そして、インピーダンス変換回路ＤＲＶ－１は、選
択電圧Ｖｓｅｌに基づいて出力線ＯＬ－１を駆動する。このとき電源回路１００は、上述
したように、極性反転信号ＰＯＬに同期して対向電極電圧ＶＣＯＭを変化させる。こうし
て、液晶に印加される電圧の極性を反転させて駆動する。
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【０１６３】
　なお駆動回路２５０－１は、プリチャージ回路を含む。プリチャージ回路は、一端にプ
リチャージ電圧が供給され、他端がインピーダンス変換回路ＤＲＶ－１の出力に接続され
たスイッチ回路を含む。図１５では、プリチャージ電圧ｐＶ１又はプリチャージ電圧ｐＶ
２のいずれかに設定できるようになっているが、いずれか１つでもよい。或いは、スイッ
チ回路の一端に供給されるプリチャージ電圧を変更できるようにしても良い。
【０１６４】
　そして、プリチャージ回路のスイッチ回路は、図示しないプリチャージ制御信号により
オンオフ制御され、プリチャージ期間においていずれかのスイッチ回路がオンに設定され
る。このときインピーダンス変換回路ＤＲＶ－１の出力は、イネーブル信号ｅｎ３により
ハイインピーダンス状態に設定される。階調出力期間では、プリチャージ回路のスイッチ
回路がオフに設定され、インピーダンス変換回路ＤＲＶ－１が、イネーブル信号ｅｎ３に
より、出力線ＯＬ－１を駆動する。
【０１６５】
　また図１４に示すデータドライバ３０は、更にライン値演算回路２６０、ライン値出力
部２７０を含むことができる。ライン値演算回路２６０は、電源回路１００に供給する評
価値として、表示コントローラ３８からの階調データに基づいてライン値を生成する。ラ
イン値出力部２７０は、バッファを有し、ライン値演算回路２６０によって生成されたラ
イン値の出力タイミングを調整して、出力タイミングを調整した後のライン値を電源回路
１００に供給する。この出力タイミングを調整することにより、画素電極の印加電圧に対
応した１走査ライン分の階調データ（ラインデータ）に関連付けて、電源回路１００の対
向電極電圧ＶＣＯＭを変化させることができる。
【０１６６】
　なお図１４ではデータドライバ３０と電源回路１００が独立して設けられているものと
して説明したが、図１４のデータドライバ３０が電源回路１００を内蔵させてもよい。
【０１６７】
　２．２　評価方法
　本実施形態では、画素電極の印加電圧に対応した１走査ライン分の階調データ（ライン
データ）に関連付けて、電源回路１００の対向電極電圧ＶＣＯＭを変化させる。
【０１６８】
　以下に述べる実施形態では、図１４のライン値演算回路２６０が上記のラインデータを
、評価値としてのライン値に変換する。そして電源回路１００は、該ライン値に基づいて
データ線ＤＬ１～ＤＬＮの平均電圧を予測（評価）し、その予測結果（評価結果）に基づ
いて対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力を変化させる制御を行う。こうすることで、電源回
路１００の無駄な消費電流の削減を図る。
【０１６９】
　図１６に、１ドット当たりの階調データの構成例を示す。
【０１７０】
　図１６では、データ線ＤＬ１（出力線ＯＬ－１）に供給される電圧に対応する階調デー
タの構成例を示している。データ線ＤＬ１には、１画素を構成するＲ成分の階調データＲ

１に対応した電圧が供給される。
【０１７１】
　階調データＲ１がｊ（ｊは２以上の整数）ビットで構成されるものとする。この場合、
階調データＲ１の上位ｋ（ｋ＜ｊ、ｋは自然数）ビットのデータは、階調データＲ１のＭ
ＳＢ（Most Significant Bit）を含み、ＭＳＢ側から上位ｋビット分のデータＵＲ１であ
る。また階調データＲ１の最上位ビットはｋが１の場合であり、図１６のＭＳＢのデータ
ＭＲ１である。
【０１７２】
　図１７に、図１４のライン値演算回路２６０の演算処理の一例を説明する図を示す。
【０１７３】
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　図１７では、１画素が３ドットにより構成され、１走査ライン分の画素数２４０（＝７
２０ドット）であるものとする。
【０１７４】
　本実施形態では、駆動回路２５０－１が、１画素を構成するＲ成分の階調データＲ１に
基づいてデータ線ＤＬ１を駆動する。駆動回路２５０－２が、１画素を構成するＧ成分の
階調データＧ１に基づいてデータ線ＤＬ２を駆動する。駆動回路２５０－３が、１画素を
構成するＢ成分の階調データＢ１に基づいてデータ線ＤＬ３を駆動する。画素Ｐ１分の階
調データは、階調データＲ１、Ｇ１、Ｂ１により構成される。
【０１７５】
　同様に駆動回路２５０－４が、１画素を構成するＲ成分の階調データＲ２に基づいてデ
ータ線ＤＬ４を駆動する。駆動回路２５０－５が、１画素を構成するＧ成分の階調データ
Ｇ２に基づいてデータ線ＤＬ５を駆動する。駆動回路２５０－６が、１画素を構成するＢ
成分の階調データＢ２に基づいてデータ線ＤＬ６を駆動する。画素Ｐ２分の階調データは
、階調データＲ２、Ｇ２、Ｂ２により構成される。
【０１７６】
　更に、同様に、駆動回路２５０－７１８が、１画素を構成するＲ成分の階調データＲ２

４０に基づいてデータ線ＤＬ７１８を駆動する。駆動回路２５０－７１９が、１画素を構
成するＧ成分の階調データＧ２４０に基づいてデータ線ＤＬ７１９を駆動する。駆動回路
２５０－７２０が、１画素を構成するＢ成分の階調データＢ２４０に基づいてデータ線Ｄ
Ｌ７２０を駆動する。画素Ｐ２４０分の階調データは、階調データＲ２４０、Ｇ２４０、
Ｂ２４０により構成される。
【０１７７】
　例えばライン値演算回路２６０は、１走査ラインのドット数（＝７２０）分の階調デー
タの各階調データを順次加算した総和値ＴＯＴＡＬ１をライン値として求める。例えばラ
イン値演算回路２６０が加算器とレジスタとを備え、シリアルに入力される階調データを
順次加算してレジスタに格納し、該レジスタの値と次の階調データとを加算するという動
作を繰り返す。この場合、総和値ＴＯＴＡＬ１は、次の式で表すことができる。
【０１７８】
　TOTAL1=R1+G1+B1+R2+G2+B2+・・・+R240+G240+B240　　　　　　　（１）
　また、例えばライン値演算回路２６０は、１走査ラインのドット数（＝７２０）分の階
調データの各階調データの上位ｋビットのデータを順次加算した総和値ＴＯＴＡＬ２をラ
イン値として求めてもよい。この場合、総和値ＴＯＴＡＬ２は、次の式で表すことができ
る。
【０１７９】
　TOTAL2=UR1+UG1+UB1+UR2+UG2+UB2+・・・+UR240+UG240+UB240　　　（２）
　或いはまた、例えばライン値演算回路２６０は、１走査ラインのドット数（＝７２０）
分の階調データの各階調データの最上位ビット（ｋ＝１）のデータを順次加算した総和値
ＴＯＴＡＬ３をライン値として求めてもよい。この場合、総和値ＴＯＴＡＬ３は、次の式
で表すことができる。
【０１８０】
　TOTAL3=MR1+MG1+MB1+MR2+MG2+MB2+・・・+MR240+MG240+MB240　　　（３）
　以上のような総和値ＴＯＴＡＬ１、ＴＯＴＡＬ２、ＴＯＴＡＬ３は、１走査ラインの画
素電極に印加される電圧の平均値に対応付けることができ、対向電極電圧ＶＣＯＭを供給
する能力を上げる必要があるか、下げても電圧レベルが変動しないかを判断する材料にで
きる。
【０１８１】
　なお総和値として、１走査ラインのドット数分の階調データのうち一部のドット数分の
階調データ、該階調データの上位ビット或いは最上位ビットを順次加算することにより得
られる値を採用することも可能である。
【０１８２】
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　なお図１７では、ＬＣＤパネル２０がノーマリブラックの場合にライン値演算回路２６
０がライン値を求める例について示している。ノーマリブラックの場合、各ドットの階調
データの値が大きくなればなるほど、液晶の印加電圧が大きくなる。
【０１８３】
　これに対してＬＣＤパネル２０がノーマリホワイトの場合は、ライン値演算回路２６０
は次のようにライン値を求めることができる。
【０１８４】
　図１８に、図１４のライン値演算回路２６０の演算処理の他の例を説明する図を示す。
【０１８５】
　図１７がノーマリブラックのＬＣＤパネル２０の場合のライン値の処理例を示している
のに対し、図１８ではノーマリホワイトのＬＣＤパネル２０の場合のライン値の処理例を
示している。なお図１８では、例えば階調データＲ１の１の補数又は２の補数を反転階調
データＸＲ１として示している。
【０１８６】
　ＬＣＤパネル２０がノーマリホワイトの場合、各ドットの階調データの値が大きくなれ
ばなるほど、液晶の印加電圧が小さくなる。そのため、ライン値が大きいほど対向電極電
圧の供給能力が必要と考えるためには、ライン値演算回路２６０が各ドットの階調データ
の少なくとも一部を順次加算する場合、階調データの１の補数又は２の補数を順次加算す
ればよい。この場合も、ライン値は、各ドットの階調データを順次加算して求められる値
ということができる。
【０１８７】
　例えばライン値演算回路２６０は、１走査ラインのドット数（＝７２０）分の階調デー
タの各階調データを順次加算した総和値ＴＯＴＡＬ４をライン値として求めてもよい。こ
の場合、総和値ＴＯＴＡＬ４は、次の式で表すことができる。
【０１８８】
　TOTAL4=XR1+XG1+XB1+XR2+XG2+XB2+・・・+XR240+XG240+XB240　　　　　　　（４）
　また、例えばライン値演算回路２６０は、１走査ラインのドット数（＝７２０）分の階
調データの各階調データの上位ｋビットのデータを順次加算した総和値ＴＯＴＡＬ５をラ
イン値として求めてもよい。この場合、例えば階調データＲ１の上位ｋビットのデータの
１の補数又は２の補数を反転階調データＸＵＲ１として示し、総和値ＴＯＴＡＬ５は、次
の式で表すことができる。
【０１８９】
　TOTAL5=XUR1+XUG1+XUB1+XUR2+XUG2+XUB2+・・・+XUR240+XUG240+XUB240　　　（５）
　或いはまた、例えばライン値演算回路２６０は、１走査ラインのドット数（＝７２０）
分の階調データの各階調データの最上位ビット（ｋ＝１）のデータを順次加算した総和値
ＴＯＴＡＬ６をライン値として求めてもよい。この場合、例えば階調データＲ１の最上位
ビットのデータの１の補数又は２の補数を反転階調データＸＭＲ１として示し、総和値Ｔ
ＯＴＡＬ６は、次の式で表すことができる。
【０１９０】
　TOTAL6=XMR1+XMG1+XMB1+XMR2+XMG2+XMB2+・・・+XMR240+XMG240+XMB240　　　（６）
　以上のような総和値ＴＯＴＡＬ４、ＴＯＴＡＬ５、ＴＯＴＡＬ６は、１走査ラインの画
素電極に印加される電圧の平均値に対応付けることができ、対向電極電圧ＶＣＯＭを供給
する能力を上げる必要があるか、下げても電圧レベルが変動しないかを判断する材料にで
きる。
【０１９１】
　２．３　電源回路
　図１９に、図１の電源回路１００の構成例を示す。
【０１９２】
　電源回路１００は、電気光学物質を挟んで画素電極と対向する対向電極に対向電極電圧
ＶＣＯＭを供給する。電源回路１００は、ＶＣＯＭＨ生成回路（高電位側電圧生成回路）
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１１０とＶＣＯＭＬ生成回路（低電位側電圧生成回路）１２０とを含む。ＶＣＯＭＨ生成
回路１１０は、対向電極電圧ＶＣＯＭの高電位側電圧ＶＣＯＭＨを生成する。ＶＣＯＭＬ
生成回路１２０は、対向電極電圧ＶＣＯＭの低電位側電圧ＶＣＯＭＬを生成する。そして
電源回路１００は、高電位側電圧ＶＣＯＭＨ及び低電位側電圧ＶＣＯＭＬの１つを、対向
電極電圧ＶＣＯＭとして交互に対向電極ＣＯＭに供給する。
【０１９３】
　また電源回路１００は、更に切替回路１３０を含むことができる。この場合、切替回路
１３０が、高電位側電圧ＶＣＯＭＨ及び低電位側電圧ＶＣＯＭＬの１つを対向電極電圧Ｖ
ＣＯＭとして、交互に対向電極ＣＯＭに供給する。切替回路１３０は、Ｐ型（第１導電型
）の出力用金属酸化膜（Metal-Oxide-Semiconductor：ＭＯＳ）トランジスタ（以下、Ｍ
ＯＳトランジスタを単にトランジスタと略す）ＯＴｒｐ１とＮ型の出力用トランジスタＯ
Ｔｒｎ１とを含むことができる。出力用トランジスタＯＴｒｐ１のソースには高電位側電
圧ＶＣＯＭＨが供給され、ドレインは出力用トランジスタＯＴｒｎ１のドレインが接続さ
れる。出力用トランジスタＯＴｒｐ１のゲートには、ゲート信号ＩＮＰが供給される。出
力用トランジスタＯＴｒｎ１のソースには低電位側電圧ＶＣＯＭＬが供給される。出力用
トランジスタＯＴｒｎ１のゲートには、ゲート信号ＩＮＮが供給される。出力用トランジ
スタＯＴｒｐ１のドレイン電圧（出力用トランジスタＯＴｒｎ１のドレイン電圧）が、対
向電極電圧ＶＣＯＭとして出力される。
【０１９４】
　図２０に、図１９のゲート信号ＩＮＰ、ＩＮＮのタイミングの一例を示す。
【０１９５】
　出力用トランジスタＯＴｒｐ１は、ゲート信号ＩＮＰがＬレベルのとき導通状態に設定
され、ゲート信号ＩＮＰがＨレベルのとき非導通状態に設定される。出力用トランジスタ
ＯＴｒｎ１は、ゲート信号ＩＮＮがＬレベルのとき非導通状態に設定され、ゲート信号Ｉ
ＮＮがＨレベルのとき導通状態に設定される。
【０１９６】
　このとき出力用トランジスタＯＴｒｐ１、ＯＴｒｎ１が同時に導通状態に設定されない
ように（出力用トランジスタＯＴｒｐ１、ＯＴｒｎ１の一方又は両方が非導通状態に設定
されるように）、ゲート信号ＩＮＰ、ＩＮＮが生成される。またゲート信号ＩＮＰがＨレ
ベルからＬレベルに変化する期間が、ゲート信号ＩＮＮがＨレベルからＬレベルに変化す
る期間と重複しないように、ゲート信号ＩＮＰ、ＩＮＮが生成される。更に、ゲート信号
ＩＮＰがＬレベルからＨレベルに変化する期間が、ゲート信号ＩＮＮがＬレベルからＨレ
ベルに変化する期間と重複しないように、ゲート信号ＩＮＰ、ＩＮＮが生成される。
【０１９７】
　こうすることで、出力用トランジスタＯＴｒｐ１のソースと出力用トランジスタＯＴｒ
ｎ１のソースとが電気的に接続される事態を回避し、消費電流を削減できる。
【０１９８】
　図１９に示す電源回路１００は、画素電極の印加電圧に対応する各ドットの階調データ
を１走査ラインのドット数分含むラインデータにより求められるライン値に応じて、ＶＣ
ＯＭＨ生成回路（高電位側電圧生成回路）１１０の電流駆動能力及び出力電圧レベルの少
なくとも１つを変化させることで、対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を行う。或いは
また電源回路１００は、画素電極の印加電圧に対応する各ドットの階調データを１走査ラ
インのドット数分含むラインデータにより求められるライン値に応じて、ＶＣＯＭＬ生成
回路（低電位側電圧生成回路）１２０の電流駆動能力及び出力電圧レベルの少なくとも１
つを変化させることで、対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を行う。即ち電源回路１０
０は、ライン値に応じて、ＶＣＯＭＨ生成回路（高電位側電圧生成回路）１１０の電流駆
動能力、ＶＣＯＭＨ生成回路１１０の出力電圧レベル、ＶＣＯＭＬ生成回路（低電位側電
圧生成回路）１２０の電流駆動能力、ＶＣＯＭＬ生成回路１２０の出力電圧レベルのうち
の少なくとも１つを変化させることで、対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を行うとい
うことができる。
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【０１９９】
　これらの電流駆動能力を変化させることで、対向電極から引き抜かれる電荷量や、対向
電極に供給される電荷量を変化させることができる。またこれらの出力電圧レベルを変化
させることによっても、対向電極から引き抜かれる電荷量や、対向電極に供給される電荷
量を変化させることができる。
【０２００】
　電源回路１００は、電源供給制御回路１５０を含むことができる。電源供給制御回路１
５０は、対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を行う。電源供給制御回路１５０は、上記
供給能力制御を行うための供給能力制御信号を生成することができる。より具体的には、
電源供給制御回路１５０は、データドライバ３０からのライン値に応じて、上記の供給能
力制御信号を生成することができる。電源供給制御回路１５０は、例えば電源供給能力設
定レジスタ１６０の設定値に基づいて、供給能力制御信号を生成する。電源供給能力設定
レジスタ１６０には、データドライバ３０からのライン値に対応して、出力すべき供給能
力制御信号やその出力タイミング等の制御情報が記憶される。
【０２０１】
　対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御信号は、ゲート信号ＴＲＰ１、ＴＲＰ２、ＩＮＰ
、ＩＮＮ、ＴＲＮ１、ＴＲＮ２、電圧生成制御信号ＣＮＴＨ、ＣＮＴＬを含む。電圧生成
制御信号ＣＮＴＨは、高電位側電圧ＶＣＯＭＨを生成するための高電位側入力電圧ＬＥＶ
ＩＮＰ、電流駆動能力制御信号ＢＯＯＳＴＰ、スルーレート制御信号ＶＲＥＦＮ１、ＶＲ
ＥＦＮ２、駆動電流源制御信号ＲＥＦＮを含む。電圧生成制御信号ＣＮＴＬは、低電位側
電圧ＶＣＯＭＬを生成するための低電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＮ、電流駆動能力制御信号
ＢＯＯＳＴＮ、スルーレート制御信号ＶＲＥＦＰ１、ＶＲＥＦＰ２、駆動電流源制御信号
ＲＥＦＰを含む。
【０２０２】
　また電源回路１００は、ソースにＶＣＯＭ生成回路（高電位側電圧生成回路）１１０の
高電位側電源電圧ＶＯＵＴが供給され、ドレインに切替回路１３０の出力（広義には、対
向電極と電気的に接続される信号線）が電気的に接続されるＰ型（第１導電型）の第１の
補助トランジスタを少なくとも１つ含んでもよい。そして、ライン値に応じて、第１の補
助トランジスタのゲート電圧を制御することで、上記供給能力制御を行うようにしてもよ
い。こうすることで、電源回路１００の電流駆動能力を高めたり、該電流駆動能力を低く
したりすることができるようになる。なお図１９では、第１の補助トランジスタとして、
Ｐ型のトランジスタＣＴｒｐ１、ＣＴｒｐ２が並列に設けられ、ゲート信号ＴＲＰ１、Ｔ
ＲＰ２により制御される。
【０２０３】
　更に電源回路１００は、ソースにＶＣＯＭＬ生成回路（低電位側電圧生成回路）１２０
の低電位側電源電圧ＶＯＵＴＭが供給され、ドレインに切替回路１３０の出力（広義には
、対向電極と電気的に接続される信号線）が電気的に接続されるＮ型（第２導電型）の第
２の補助トランジスタを少なくとも１つ含んでもよい。そして、ライン値に応じて、第２
の補助トランジスタのゲート電圧を制御することで、上記供給能力制御を行うようにして
もよい。こうすることで、電源回路１００の電流駆動能力を高めたり、該電流駆動能力を
低くたりすることができるようになる。なお図１９では、第２の補助トランジスタとして
、Ｎ型のトランジスタＣＴｒｎ１、ＣＴｒｎ２が並列に設けられ、ゲート信号ＴＲＮ１、
ＴＲＮ２により制御される。
【０２０４】
　更に電源回路１００は、ＶＣＯＭＨ生成回路１１０（高電位側電圧生成回路）が、高電
位側入力電圧に基づいて高電位側電圧ＶＣＯＭＨを出力する第１の演算増幅器を含むこと
ができる。そして対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を行う際に、ライン値に応じて、
第１の演算増幅器の電流駆動能力及びスルーレートの少なくとも１つを変化させるように
してもよい。また、ライン値に応じて、高電位側入力電圧を変化させることで高電位側電
圧ＶＣＯＭＨを変化させるようにしてもよい。或いはまた、ライン値に応じて、第１の演
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算増幅器の動作電流を停止又は制限すると共に、第１の演算増幅器の入力及び出力を電気
的に接続するようにしてもよい。
【０２０５】
　更にまた電源回路１００は、ＶＣＯＭＬ生成回路１２０（低電位側電圧生成回路）が、
低電位側入力電圧に基づいて低電位側電圧ＶＣＯＭＬを出力する第２の演算増幅器を含む
ことができる。そして上記供給能力制御を行う際に、ライン値に応じて、第２の演算増幅
器の電流駆動能力及びスルーレートの少なくとも１つを変化させるようにしてもよい。ま
た、ライン値に応じて、低電位側入力電圧を変化させることで低電位側電圧ＶＣＯＭＬを
変化させるようにしてもよい。或いはまた、ライン値に応じて、第２の演算増幅器の動作
電流を停止又は制限すると共に、第２の演算増幅器の入力及び出力を電気的に接続するよ
うにしてもよい。
【０２０６】
　図１９において、高電位側電源電圧ＶＯＵＴ及び低電位側電源電圧ＶＯＵＴＭは、電源
回路１００の電源電圧生成回路１４０によって生成される。より具体的には、電源電圧生
成回路１４０が、高電位側電源電圧生成回路（第１のチャージポンプ回路）１４２と低電
位側電源電圧生成回路（第２のチャージポンプ回路）１４４とを含む。そして、高電位側
電源電圧生成回路１４２が、電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳに基づいて高電位側電源電圧ＶＯＵ
Ｔを生成する。また低電位側電源電圧生成回路１４４が、電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳに基づ
いて低電位側電源電圧ＶＯＵＴＭを生成する。
【０２０７】
　高電位側電源電圧生成回路１４２は、第１のチャージクロックに同期したチャージポン
プ動作により、電源電圧ＶＳＳを基準に、電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳの間の電圧を、高電位
の方向（正方向）に昇圧した高電位側電源電圧ＶＯＵＴを生成する。この場合、ライン値
に応じて第１のチャージクロックを停止又はその周波数を低減させることで、対向電極電
圧ＶＣＯＭの供給能力制御を行うようにしてもよい。
【０２０８】
　低電位側電源電圧生成回路１４４は、第２のチャージクロックに同期したチャージポン
プ動作により、電源電圧ＶＳＳを基準に、電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳの間の電圧を、低電位
の方向（負方向）に昇圧（降圧）した低電位側電源電圧ＶＯＵＴＭを生成する。この場合
、ライン値に応じて第２のチャージクロックを停止又はその周波数を低減させることで、
上記供給能力制御を行うようにしてもよい。
【０２０９】
　図２１に、図１９の電源電圧生成回路１４０の動作例の模式的な説明図を示す。
【０２１０】
　高電位側電源電圧生成回路１４２は、第１のチャージクロックに同期したチャージポン
プ動作により、０ボルトの電位（＝ＶＳＳ）を基準に、電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳの間の電
圧である３ボルトを、高電位方向に２倍昇圧した６ボルトの高電位側電源電圧ＶＯＵＴを
生成する。
【０２１１】
　低電位側電源電圧生成回路１４４は、第２のチャージクロックに同期したチャージポン
プ動作により、０ボルトの電位（＝ＶＳＳ）を基準に、電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳの間の電
圧である３ボルトを、低電位方向に１倍（＝－１倍）昇圧した－３ボルトの低電位側電圧
ＶＯＵＴＭを生成する。
【０２１２】
　なお、図１９では、第１及び第２のチャージクロックを共通化して、高電位側電源電圧
生成回路１４２及び低電位側電源電圧生成回路１４４は、１つのチャージクロックＣＫに
同期したチャージポンプ動作を行うようにしている。
【０２１３】
　電源回路１００には、データドライバ３０から図１７又は図１８に示すライン値が供給
される。この場合、電源回路１００は、各ドットの階調データが画素電極の印加電圧に対
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応する１走査ラインのドット数分の階調データの各階調データを順次加算した総和値に応
じて、ＶＣＯＭＨ生成回路１１０の電流駆動能力及び出力電圧レベルの少なくとも１つ、
又はＶＣＯＭＬ生成回路１２０の電流駆動能力及び出力電圧レベルの少なくとも１つを変
化させるようにしてもよい。
【０２１４】
　また電源回路１００は、上記供給能力制御の少なくとも１つを、ライン値に基づいて求
められる期間だけ行うようにすることも可能である。
【０２１５】
　各ドットの階調データがｊ（ｊは２以上の整数）ビットの場合、上述した総和値は、１
走査ラインのドット数分の階調データの各階調データの上位ｋ（ｋ＜ｊ、ｋは自然数）ビ
ットのデータを順次加算した値であってもよい。更には、このｋが１である総和値であっ
てもよい。
【０２１６】
　以下、図１９の電源回路１００の構成要部について具体的に説明する。
【０２１７】
　図２２に、図１９の電源電圧生成回路１４０の構成例の回路図を示す。
【０２１８】
　高電位側電源電圧生成回路１４２は、レベルシフタＬＳＨ、インバータＩＮＶＨ１、Ｉ
ＮＶＨ２、スイッチングトランジスタｐＴｒ１、ｐＴｒ２を含む。図２２において、フラ
イングキャパシタＦＣＨ及びストレージキャパシタＣｓＨは、電源回路１００の外部に接
続されるが、これらキャパシタの少なくとも１つを電源回路１００（高電位側電源電圧生
成回路１４２）に内蔵させてもよい。
【０２１９】
　図２３に、高電位側電源電圧生成回路１４２の動作を説明するタイミング図を示す。
【０２２０】
　レベルシフタＬＳＨには、電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳの間の電圧を振幅電圧とするチャー
ジクロックＣＫが供給される。そして、レベルシフタＬＳＨを構成する２つのＮ型トラン
ジスタのうち一方が導通状態になったとき、他方が非導通状態になる。例えばチャージク
ロックＣＫがゲートに供給されるＮ型トランジスタのドレイン電流が発生するように、Ｐ
型トランジスタのドレイン電圧が定まる。レベルシフタＬＳＨの出力信号の論理レベルが
、インバータＩＮＶＨ１で反転し、出力信号ＬＳＯとなる。出力信号ＬＳＯは、インバー
タＩＮＶＨ２により、その論理レベルが再度反転する。出力信号ＬＳＯは、Ｐ型トランジ
スタｐＴｒ１のゲートに供給される。出力信号ＬＳＯの反転信号は、Ｐ型トランジスタｐ
Ｔｒ２のゲートに供給される。
【０２２１】
　出力信号ＬＳＯの論理レベルがＨレベルの期間をＰＨ１、該論理レベルがＬレベルの期
間をＰＨ２とする。期間ＰＨ１では、トランジスタｐＴｒ１が非導通状態、トランジスタ
ｐＴｒ２が導通状態になる。そのため、フライングキャパシタＦＣＨの一端には反転チャ
ージクロックＣＫＸの電圧ＶＳＳ、他端には電圧ＶＤＤが供給される。期間ＰＨ２では、
トランジスタｐＴｒ１が導通状態、トランジスタｐＴｒ２が非導通状態になる。そのため
、フライングキャパシタＦＣＨの一端には反転チャージクロックＣＫＸの電圧ＶＤＤが供
給され、他端は高電位側出力電源線と電気的に接続される。フライングキャパシタＦＣＨ
には、期間ＰＨ１において電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳの間の電圧に対応する電荷が蓄積され
ているため、期間ＰＨ２において高電位側出力電源線の電圧が電圧ＶＤＤ×２となる。こ
の高電位側出力電源線の電圧が、電圧ＶＯＵＴとして出力される。高電位側出力電源線の
電圧レベルは、期間ＰＨ１においても、ストレージキャパシタＣｓＨによって保持される
。
【０２２２】
　低電位側電源電圧生成回路１４４は、レベルシフタＬＳＬ、インバータＩＮＶＬ１、Ｉ
ＮＶＬ２、スイッチングトランジスタｎＴｒ１、ｎＴｒ２を含む。図２２において、フラ
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イングキャパシタＦＣＬ及びストレージキャパシタＣｓＬは、電源回路１００の外部に接
続されるが、これらキャパシタの少なくとも１つを電源回路１００（低電位側電源電圧生
成回路１４４）に内蔵させてもよい。
【０２２３】
　低電位側電源電圧生成回路１４４の動作は、高電位側電源電圧生成回路１４２と同様の
チャージポンプ動作であるため、詳細な説明を省略する。低電位側電源電圧生成回路１４
４は、フライングキャパシタＦＣＬには、電源電圧ＶＤＤ、ＶＳＳの間の電圧に対応する
電荷が蓄積されているため、電圧ＶＳＳを基準に負方向の電圧ＶＯＵＴＭを低電位側出力
電源線に供給する。低電位側出力電源線の電圧が、電圧ＶＯＵＴＭとなり、その電圧レベ
ルは、ストレージキャパシタＣｓＬによって保持される。
【０２２４】
　このような構成の高電位側電源電圧生成回路１４２及び低電位側電源電圧生成回路１４
４では、上記のライン値に応じてチャージクロックが停止又はその周波数を低減させる制
御が行われる。こうすることで、高電位側電圧ＶＣＯＭＨ又は低電位側電圧ＶＣＯＭＬの
電圧供給能力を変化させて、対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を実現させる。
【０２２５】
　図２４（Ａ）、図２４（Ｂ）に、図２２の電源電圧生成回路１４０のチャージクロック
の制御を実現する構成例を示す。
【０２２６】
　図２４（Ａ）は、上記のライン値に基づいて生成されるマスク信号ＭＡＳＫによってオ
リジナルクロックＣＫＯのマスク制御を行う構成を示している。この場合、マスク信号Ｍ
ＡＳＫにより、チャージクロックＣＫの動作又はその停止が制御される。
【０２２７】
　図２４（Ｂ）は、上記のライン値に基づいて生成されるセレクト信号ＳＥＬＣによって
、チャージクロックＣＫの周波数低減制御を行う構成を示している。分周器ＤＩＶは、オ
リジナルクロックＣＫＯの周波数をＳ（Ｓは２以上の数）分の１に分周する。そして、セ
レクト信号ＳＥＬＣに基づいて選択された、オリジナルクロックＣＫＯ及び分周器ＤＩＶ
の出力の１つが、チャージクロックＣＫとして出力される。
【０２２８】
　次に、ＶＣＯＭＨ生成回路１１０、ＶＣＯＭＬ生成回路１２０の構成例について説明す
る。
【０２２９】
　図２５に、図１９のＶＣＯＭＨ生成回路１１０の構成例の回路図を示す。
【０２３０】
　ＶＣＯＭＨ生成回路１１０は、第１の演算増幅器を構成する差動部ＯＰ１と出力部ＯＤ
１とを含む。
【０２３１】
　差動部ＯＰ１は、カレントミラー回路ＣＭ１、差動トランジスタ対ＤＴ１、電流源ＣＳ
１を含む。カレントミラー回路ＣＭ１は、ソースに電源電圧ＶＯＵＴが供給されたＰ型ト
ランジスタＰＴ１、ＰＴ２を含む。トランジスタＰＴ１、ＰＴ２のゲートは互いに接続さ
れ、トランジスタＰＴ１のゲート及びドレインが接続される。
【０２３２】
　差動トランジスタ対ＤＴ１は、Ｎ型トランジスタＮＴ１、ＮＴ２を含む。トランジスタ
ＮＴ１のゲートには、出力部ＯＤ１の出力電圧ＶＣＯＭＨが供給される。トランジスタＮ
Ｔ２のゲートには、高電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＰが供給される。トランジスタＮＴ１の
ドレインは、トランジスタＰＴ１のドレインに接続される。トランジスタＮＴ２のドレイ
ンは、トランジスタＰＴ２のドレインに接続される。
【０２３３】
　電流源ＣＳ１は、Ｎ型トランジスタＮＴ１、ＮＴ２のソースと電源電圧ＶＳＳが供給さ
れる電源線との間に挿入される。このような電流源ＣＳ１では、２個のＮ型トランジスタ
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ＮＴ３、ＮＴ４のそれぞれが並列に接続される。そして、Ｎ型トランジスタＮＴ３、ＮＴ
４のゲートには、スルーレート制御信号ＶＲＥＦＮ１、ＶＲＥＦＮ２が供給される。従っ
て、スルーレート制御信号ＶＲＥＦＮ１、ＶＲＥＦＮ２に応じて、電流源ＣＳ１の電流値
が制御される。
【０２３４】
　出力部ＯＤ１は、Ｐ型駆動トランジスタＰＤＴ１とＮ型電流源トランジスタＮＳ１とを
含む。Ｐ型駆動トランジスタＰＤＴ１のソースには、高電位側電源電圧ＶＯＵＴが供給さ
れる。Ｎ型電流源トランジスタＮＳ１のソースには、低電位側電源電圧ＶＳＳが供給され
る。Ｐ型駆動トランジスタＰＤＴ１のゲートには、トランジスタＮＴ２とトランジスタＰ
Ｔ２の接続ノードの電圧が供給される。Ｎ型電流源トランジスタＮＳ１のゲートには、駆
動電流源制御信号ＲＥＦＮが供給される。Ｐ型駆動トランジスタＰＤＴ１のドレインとＮ
型電流源トランジスタＮＳ１のドレインとが接続され、このドレイン電圧が出力電圧ＶＣ
ＯＭＨとなる。
【０２３５】
　また出力部ＯＤ１は、Ｐ型駆動トランジスタＰＤＴ１に並列に、直列接続されたブース
ト用Ｐ型駆動トランジスタＰＢＴ１、ＰＢＴ２が設けられる。より具体的には、ブースト
用Ｐ型駆動トランジスタＰＢＴ１、ＰＢＴ２は、電流駆動能力制御信号ＢＯＯＳＴＰがＬ
レベルのときに、Ｐ型駆動トランジスタＰＤＴ１と並列に接続される。これにより、電流
駆動能力制御信号ＢＯＯＳＴＰに応じて、出力に電流を流す能力を高めることができる。
【０２３６】
　更に、ＶＣＯＭＨ生成回路１１０は、差動部ＯＰ１の入力と出力とをバイパスするバイ
パススイッチＢＰＳＷ１を設けることも可能である。バイパススイッチＢＰＳＷ１のオン
オフ制御を行うバイパス制御信号ＢＰＣ１によりバイパススイッチＢＰＳＷ１を導通状態
にすることで、高電位側電圧ＶＣＯＭＨを高電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＰに設定できる。
このとき、スルーレート制御信号ＶＲＥＦＮ１、ＶＲＥＦＮ２、駆動電流源制御信号ＲＥ
ＦＮにより、電流源ＣＳ１及びＮ型電流源トランジスタＮＳ１の電流を停止させることが
望ましい。
【０２３７】
　以上のようなＶＣＯＭＨ生成回路１１０に入力される高電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＰ、
スルーレート制御信号ＶＲＥＦＮ１、ＶＲＥＦＮ２、電流駆動能力制御信号ＢＯＯＳＴＰ
、駆動電流源制御信号ＲＥＦＮ、及びバイパス制御信号ＢＰＣ１は、図１９の電源供給制
御回路１５０から供給される。
【０２３８】
　このような構成のＶＣＯＭＨ生成回路１１０について、バイパススイッチＢＰＳＷ１が
非導通状態、ブースト用Ｐ型駆動トランジスタＰＢＴ１が非導通状態で、高電位側入力電
圧ＬＥＶＩＮＰが出力電圧ＶＣＯＭＨより高い場合を考える。この場合、トランジスタＮ
Ｔ１のインピーダンスがトランジスタＮＴ２より大きくなるため、トランジスタＰＴ１、
ＰＴ２のゲート電圧が上昇し、トランジスタＰＴ２のインピーダンスが大きくなる。その
ため、Ｐ型駆動トランジスタＰＤＴ１のゲート電圧が下降し、Ｐ型駆動トランジスタＰＤ
Ｔ１はオンする方向に向かう。従って、出力電圧ＶＣＯＭＨが高くなる。
【０２３９】
　その逆に、高電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＰが出力電圧ＶＣＯＭＨより低い場合を考える
。この場合、トランジスタＮＴ１のインピーダンスがトランジスタＮＴ２より小さくなる
ため、トランジスタＰＴ１、ＰＴ２のゲート電圧が下降し、トランジスタＰＴ２のインピ
ーダンスが小さくなる。そのため、Ｐ型駆動トランジスタＰＤＴ１のゲート電圧が上昇し
、Ｐ型駆動トランジスタＰＤＴ１はオフする方向に向かう。従って、出力電圧ＶＣＯＭＨ
が低くなる。
【０２４０】
　以上のような動作の結果、ＶＣＯＭＨ生成回路１１０では、高電位側入力電圧ＬＥＶＩ
ＮＰと出力電圧ＶＣＯＭＨとがほぼ等しくなる平衡状態に移行していく。
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【０２４１】
　このとき、差動部ＯＰ１では、電流源ＣＳ１の電流値を大きくすればするほど、カレン
トミラー回路ＣＭ１及び差動トランジスタ対ＤＴ１を構成する各トランジスタの反応速度
を速めることができるため、ＶＣＯＭＨ生成回路１１０のスルーレートを高めることがで
きる。ここで、スルーレートは、単位時間当たりの出力電圧の最大勾配を示す値というこ
とができる。
【０２４２】
　また、出力部ＯＤ１において、ブースト用Ｐ型駆動トランジスタＰＢＴ１を導通状態に
することにより、出力電圧ＶＣＯＭＨが供給されるノードに電流を流す能力を高めること
ができる。
【０２４３】
　図２６に、図１９のＶＣＯＭＬ生成回路１２０の構成例の回路図を示す。
【０２４４】
　ＶＣＯＭＬ生成回路１２０は、第２の演算増幅器を構成する差動部ＯＰ２と出力部ＯＤ
２とを含む。
【０２４５】
　差動部ＯＰ２は、カレントミラー回路ＣＭ２、差動トランジスタ対ＤＴ２、電流源ＣＳ
２を含む。カレントミラー回路ＣＭ２は、ソースに電源電圧ＶＯＵＴＭが供給されたＮ型
トランジスタＮＴ１１、ＮＴ１２を含む。トランジスタＮＴ１１、ＮＴ１２のゲートは互
いに接続され、トランジスタＮＴ１１のゲート及びドレインが接続される。
【０２４６】
　差動トランジスタ対ＤＴ２は、Ｐ型トランジスタＰＴ１１、ＰＴ１２を含む。トランジ
スタＰＴ１１のゲートには、出力部ＯＤ２の出力電圧ＶＣＯＭＬが供給される。トランジ
スタＰＴ１２のゲートには、低電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＮが供給される。トランジスタ
ＰＴ１１のドレインは、トランジスタＮＴ１１のドレインに接続される。トランジスタＰ
Ｔ１２のドレインは、トランジスタＮＴ１２のドレインに接続される。
【０２４７】
　電流源ＣＳ２は、Ｐ型トランジスタＰＴ１１、ＰＴ１２のソースと電源電圧ＶＳＳが供
給される電源線との間に挿入される。このような電流源ＣＳ２では、２個のＰ型トランジ
スタＰＴ１３、ＰＴ１４のそれぞれが並列に接続される。そして、Ｐ型トランジスタＰＴ
１３、ＰＴ１４のゲートには、スルーレート制御信号ＶＲＥＦＰ１、ＶＲＥＦＰ２が供給
される。従って、スルーレート制御信号ＶＲＥＦＰ１、ＶＲＥＦＰ２に応じて、電流源Ｃ
Ｓ２の電流値が制御される。
【０２４８】
　出力部ＯＤ２は、Ｎ型駆動トランジスタＮＤＴ１と、Ｐ型電流源トランジスタＰＳ１と
を含む。Ｎ型駆動トランジスタＮＤＴ１のソースには、電源電圧ＶＯＵＴＭが供給される
。Ｐ型電流源トランジスタＰＳ１のソースには、電源電圧ＶＳＳが供給される。Ｎ型駆動
トランジスタＮＤＴ１のゲートには、トランジスタＰＴ１２とトランジスタＮＴ１２の接
続ノードの電圧が供給される。Ｐ型電流源トランジスタＰＳ１のゲートには、駆動電流源
制御信号ＲＥＦＰが供給される。Ｎ型駆動トランジスタＮＤＴ１のドレインとＰ型電流源
トランジスタＰＳ１のドレインとが接続され、このドレイン電圧が出力電圧ＶＣＯＭＬと
なる。
【０２４９】
　また出力部ＯＤ２は、Ｎ型駆動トランジスタＮＤＴ１に並列に、直列接続されたブース
ト用Ｎ型駆動トランジスタＮＢＴ１、ＮＢＴ２が設けられる。より具体的には、ブースト
用Ｎ型駆動トランジスタＮＢＴ１、ＮＢＴ２は、電流駆動能力制御信号ＢＯＯＳＴＮがＨ
レベルのときに、Ｎ型駆動トランジスタＮＤＴ１と並列に接続される。これにより、電流
駆動能力制御信号ＢＯＯＳＴＮに応じて、出力から電流を引き込む能力を高めることがで
きる。
【０２５０】
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　更に、ＶＣＯＭＬ生成回路１２０は、差動部ＯＰ２の入力と出力とをバイパスするバイ
パススイッチＢＰＳＷ２を設けることも可能である。バイパススイッチＢＰＳＷ２のオン
オフ制御を行うバイパス制御信号ＢＰＣ２によりバイパススイッチＢＰＳＷ２を導通状態
にすることで、低電位側電圧ＶＣＯＭＬを低電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＮに設定できる。
このとき、スルーレート制御信号ＶＲＥＦＰ１、ＶＲＥＦＰ２、駆動電流源制御信号ＲＥ
ＦＰにより、電流源ＣＳ２及びＰ型電流源トランジスタＰＳ１の電流を停止させることが
望ましい。
【０２５１】
　以上のようなＶＣＯＭＬ生成回路１２０に入力される低電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＮ、
スルーレート制御信号ＶＲＥＦＰ１、ＶＲＥＦＰ２、電流駆動能力制御信号ＢＯＯＳＴＮ
、駆動電流源制御信号ＲＥＦＰ、及びバイパス制御信号ＢＰＣ２は、図１９の電源供給制
御回路１５０から供給される。
【０２５２】
　このような構成のＶＣＯＭＬ生成回路１２０について、バイパススイッチＢＰＳＷ２が
非導通状態、ブースト用Ｎ型駆動トランジスタＮＢＴ１が非導通状態で、低電位側入力電
圧ＬＥＶＩＮＮが出力電圧ＶＣＯＭＬより高い場合を考える。この場合、トランジスタＰ
Ｔ１１のインピーダンスがトランジスタＰＴ１２より小さくなるため、トランジスタＮＴ
１１、ＮＴ１２のゲート電圧が上昇し、トランジスタＮＴ１２のインピーダンスが小さく
なる。そのため、Ｎ型駆動トランジスタＮＤＴ１のゲート電圧が下降し、Ｎ型駆動トラン
ジスタＮＤＴ１はオフする方向に向かう。従って、出力電圧ＶＣＯＭＬが高くなる。
【０２５３】
　その逆に、低電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＮが出力電圧ＶＣＯＭＬより低い場合を考える
。この場合、トランジスタＰＴ１１のインピーダンスがトランジスタＰＴ１２より大きく
なるため、トランジスタＮＴ１１、ＮＴ１２のゲート電圧が下降し、トランジスタＮＴ１
２のインピーダンスが大きくなる。そのため、Ｎ型駆動トランジスタＮＤＴ１のゲート電
圧が上昇し、Ｎ型駆動トランジスタＮＤＴ１はオンする方向に向かう。従って、出力電圧
ＶＣＯＭＬが低くなる。
【０２５４】
　以上のような動作の結果、ＶＣＯＭＬ生成回路１２０では、低電位側入力電圧ＬＥＶＩ
ＮＮと出力電圧ＶＣＯＭＬとがほぼ等しくなる平衡状態に移行していく。
【０２５５】
　このとき、差動部ＯＰ２では、電流源ＣＳ２の電流値を大きくすればするほど、カレン
トミラー回路ＣＭ２及び差動トランジスタ対ＤＴ２を構成する各トランジスタの反応速度
を速めることができるため、ＶＣＯＭＬ生成回路１２０のスルーレートを高めることがで
きる。
【０２５６】
　また、出力部ＯＤ２において、ブースト用Ｎ型駆動トランジスタＮＢＴ１を導通状態に
することにより、出力電圧ＶＣＯＭＬが供給されるノードから電流を引き込む能力を高め
ることができる。
【０２５７】
　２．３．１　電源供給能力設定レジスタ
　電源供給制御回路１５０は、電源供給能力設定レジスタ１６０の設定値に基づいて、上
記したように対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を行う。このような設定値により、対
向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御において、例えば図８で説明した供給能力制御時にお
ける対向電極電圧ＶＣＯＭの補正方向と図９～図１２で説明した対向電極電圧ＶＣＯＭの
補正すべき量とを指定できる
　図２７に、図１９の電源供給能力設定レジスタ１６０の一例を示す。
【０２５８】
　図２７では、第１及び第２の補助トランジスタＣＴｒｐ１、ＣＴｒｐ２、ＣＴｒｎ１、
ＣＴｒｎ２のゲート信号、スルーレート制御信号ＶＲＥＦＮ１、ＶＲＥＦＮ２、高電位側
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入力電圧ＬＥＶＩＮＰ及び低電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＮの１つの電圧レベルを正側に補
正する正側（＋側）オフセット、負側に補正する負側（－側）オフセット、チャージクロ
ックＣＫの制御を行う例を示している。その他の制御信号等についても同様であり、すべ
ての制御信号を設定するようにしてもよいし、その一部のみを設定するようにしてもよい
。
【０２５９】
　なお図２７では、高電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＰ及び低電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＮの
少なくとも１つの電圧レベルを正側に補正する正側オフセット、負側に補正する負側オフ
セットがそれぞれ予め決められており、各オフセットを有効（オン）にするか、無効（オ
フ）にするかの情報が、電源供給能力設定レジスタ１６０に設定されているものとしてい
る。
【０２６０】
　ここでは、階調０～階調６３の６４階調のうち、中間である階調３２に対応するデータ
電圧がプリチャージである場合を示している。従って、ライン値が、階調３２に対応する
値であるとき、対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御において、最も電力消費が少なくな
るように制御している。
【０２６１】
　電源供給能力設定レジスタ１６０は、データドライバ３０からのライン値に関連付けて
、対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を行うための制御信号を生成する制御情報を保持
する。このような制御情報は、ホスト又は表示コントローラによって設定される。
【０２６２】
　図２８に、電源供給能力設定レジスタ１６０の他の例を示す。
【０２６３】
　図２８では、電源供給能力設定レジスタ１６０に設定される制御情報が、対向電極電圧
ＶＣＯＭの供給能力制御を行うための制御信号のオンタイミング及びオフタイミングを指
定する情報である。
【０２６４】
　図２９に、図２８の電源供給能力設定レジスタの制御情報の説明図を示す。
【０２６５】
　例えば制御情報として、水平同期信号ＨＳＹＮＣの立ち下がりエッジを基準にドットク
ロックＤＣＫのクロック数で指定されたオンタイミングと、上記立ち下がりエッジを基準
にドットクロックＤＣＫのクロック数で指定されたオフタイミングとを含むことができる
。
【０２６６】
　こうすることで、ライン値に基づいて求められる期間だけ、対向電極電圧ＶＣＯＭの供
給能力制御を行うことができる。
【０２６７】
　以上のような電源供給能力設定レジスタにおいて、制御すべき制御信号の種類及びその
時間を含む制御情報は、ＬＣＤパネル２０の対向電極の負荷やデータドライバ３０の出力
構成によって決められる。
【０２６８】
　２．４　電源供給制御回路の構成例
　次に、電源供給制御回路の構成例について説明する。以下では、フィールド反転駆動を
行う場合の対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御の例について説明する。しかしながら、
Ｎライン反転駆動において、対向電極電圧ＶＣＯＭの極性が、連続する第１及び第２の水
平走査期間において同一の場合の対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御も同様に実現でき
る。
【０２６９】
　図３０に、図１９の電源供給制御回路の構成例のブロック図を示す。
【０２７０】
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　本実施形態では、各水平走査期間において、プリチャージ期間と該プリチャージ期間後
の階調出力期間とで、ライン値に応じた対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を異ならせ
る。
【０２７１】
　そのため、電源供給能力設定レジスタは、正極性時のプリチャージ期間用及び階調出力
期間用、負極性時のプリチャージ期間用及び階調出力期間用の制御情報を有する。そして
データドライバ３０から、プリチャージ期間用のライン値、階調出力期間用のライン値を
それぞれ取得し、取得したライン値に基づいて対向電極電圧ＶＣＯＭの供給能力制御を行
う。
【０２７２】
　図３０において、電源供給能力設定レジスタは、第１及び第２のプリチャージ期間用設
定レジスタＲＥＧ１、ＲＥＧ２、第１及び第２の階調出力期間用設定レジスタＲＥＧ３、
ＲＥＧ４、電流源設定レジスタＲＥＧ５、ＶＣＯＭ設定レジスタＲＥＧ６を含む。正極性
時のプリチャージ期間用には、第１のプリチャージ期間用設定レジスタＲＥＧ１の設定情
報が用いられる。正極性時の階調出力期間用には、第１の階調出力期間用設定レジスタＲ
ＥＧ３の設定情報が用いられる。負極性時のプリチャージ期間用には、第２のプリチャー
ジ期間用設定レジスタＲＥＧ２の設定情報が用いられる。負極性時の階調出力期間用には
、第２の階調出力期間用設定レジスタＲＥＧ４の設定情報が用いられる。
【０２７３】
　電流源設定レジスタＲＥＧ５は、駆動電流源制御信号ＲＥＦＮ、ＲＥＦＰを生成するた
めの制御情報を保持する。即ちＤＡＣ１が、電流源設定レジスタＲＥＧ５の制御情報に対
応した電圧レベルの信号を生成し、駆動電流源制御信号ＲＥＦＮ、ＲＥＦＰとして出力す
る。
【０２７４】
　ＶＣＯＭ設定レジスタＲＥＧ６は、高電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＰ、低電位側入力電圧
ＬＥＶＩＮＮを生成するための制御情報を保持する。この制御情報にオフセット値が付加
された後に、高電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＰ、低電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＮが生成され
る。このオフセット値もまた、図２７又は図２８に示すようにライン値に応じて生成され
る。
【０２７５】
　第１及び第２のプリチャージ期間用設定レジスタＲＥＧ１、ＲＥＧ２、第１及び第２の
階調出力期間用設定レジスタＲＥＧ３、ＲＥＧ４、電流源設定レジスタＲＥＧ５、ＶＣＯ
Ｍ設定レジスタＲＥＧ６の制御情報は、ホスト又は表示コントローラによって設定される
。ホスト又は表示コントローラは、上記レジスタの１つを特定するアドレスデータＡＤ及
びチップセレクトＣＳを出力する。チップセレクトＣＳがアクティブのとき、アドレスデ
コーダＡＤＥＣはアドレスデータＡＤに基づいて特定した上記レジスタの１つに対し、ホ
スト又は表示コントローラからのアクセスデータＤを設定する。このアクセスデータＤが
、制御情報である。
【０２７６】
　図３０では、データドライバ３０からは、プリチャージ期間用のライン値ＬＤ２と階調
出力期間用のライン値ＬＤ１とが、それぞれ別個に供給される。
【０２７７】
　プリチャージ期間用のライン値ＬＤ２は、第１及び第２のプリチャージ期間用制御情報
生成部ＧＥＮ１、ＧＥＮ２に供給される。第１のプリチャージ期間用制御情報生成部ＧＥ
Ｎ１は、第１のプリチャージ期間用設定レジスタＲＥＧ１の制御情報から、ライン値ＬＤ
２に対応した制御情報を抽出する。第２のプリチャージ期間用制御情報生成部ＧＥＮ２は
、第１のプリチャージ期間用設定レジスタＲＥＧ２の制御情報から、ライン値ＬＤ２に対
応した制御情報を抽出する。
【０２７８】
　そしてデータドライバ３０からの極性反転信号ＰＯＬに基づいて、セレクタＳＥＬ１か



(37) JP 4356616 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

らは、正極性時には第１のプリチャージ期間用制御情報生成部ＧＥＮ１の出力が選択され
、負極性時には第２のプリチャージ期間用制御情報生成部ＧＥＮ２の出力が選択される。
【０２７９】
　また階調出力期間用のライン値ＬＤ１は、第１及び第２の階調出力期間用制御情報生成
部ＧＥＮ３、ＧＥＮ４に供給される。第１の階調出力期間用制御情報生成部ＧＥＮ３は、
第１の階調出力期間用設定レジスタＲＥＧ３の制御情報から、ライン値ＬＤ１に対応した
制御情報を抽出する。第２の階調出力期間用制御情報生成部ＧＥＮ４は、第２の階調出力
期間用設定レジスタＲＥＧ４の制御情報から、ライン値ＬＤ１に対応した制御情報を抽出
する。
【０２８０】
　そして極性反転信号ＰＯＬに基づいて、セレクタＳＥＬ２からは、正極性時には第１の
階調出力期間用制御情報生成部ＧＥＮ３の出力が選択され、負極性時には第２の階調出力
期間用制御情報生成部ＧＥＮ４の出力が選択される。
【０２８１】
　カウンタＣＯＵＴは、水平同期信号ＨＳＹＮＣのエッジ又はリセット信号ＸＲＥＳのエ
ッジによって初期化されるカウンタ値を、ドットクロックＤＣＫに同期してインクリメン
トする。
【０２８２】
　比較器ＣＭＰ１は、セレクタＳＥＬ１が選択した制御情報とカウンタ値とを比較し、一
致したときパルスを出力する。比較器ＣＭＰ２は、セレクタＳＥＬ２が選択した制御情報
とカウンタ値とを比較し、一致したときパルスを出力する。そして両パルスの論理和演算
結果で、セットリセットフリップフロップのセット又はリセットを行う。このセットリセ
ットフリップフロップの出力は、レベルシフタで電圧レベル変換された後、対向電極電圧
ＶＣＯＭの供給能力制御を実現する各種制御信号として出力される。
【０２８３】
　なお図３０では、１つの制御信号を生成する構成のみを示しているが、対向電極電圧Ｖ
ＣＯＭの供給能力制御を実現する制御信号毎に同様の構成が設けられる。
【０２８４】
　また図３０では、極性毎にプリチャージ期間及び階調出力期間を指定する期間指定情報
が、例えば第１及び第２のプリチャージ期間用設定レジスタＲＥＧ１、ＲＥＧ２、第１及
び第２の階調出力期間用設定レジスタＲＥＧ３、ＲＥＧ４のいずれかに保持される。そし
て、セットリセットフリップフロップの出力のうち期間指定情報が、セレクタＳＥＬ３に
供給される。セレクタＳＥＬ３には、セレクタＳＥＬ１、ＳＥＬ２から高電位側電圧ＶＣ
ＯＭＨ、低電位側電圧ＶＣＯＭＬを変化させるオフセット値を変化させるための制御情報
が供給される。そしてセレクタＳＥＬ３は、期間指定情報に基づいて、いずれかの制御情
報を出力する。
【０２８５】
　この制御情報は、加算器ＡＤＤにおいてＶＣＯＭ設定レジスタＲＥＧ６の制御情報と加
算される。ＤＡＣ２は、加算器ＡＤＤの加算結果に対応した電圧レベルの信号を生成し、
高電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＰ、低電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＮとして出力される。こう
することで、ライン値に応じて、高電位側入力電圧ＬＥＶＩＮＰ又は低電位側入力電圧Ｌ
ＥＶＩＮＮを変化させることができ、その結果、対向電極電圧ＶＣＯＭの電圧レベルを変
化させることができる。
【０２８６】
　また極性反転信号ＰＯＬは、切り替えタイミング生成回路ＳＷＣに供給される。切り替
えタイミング生成回路ＳＷＣは、極性反転信号ＰＯＬに基づいて、図２０に示すタイミン
グで変化するゲート信号ＩＮＰ、ＩＮＮを生成し、電圧レベル変換後に切替回路１３０に
出力する。
【０２８７】
　３．　電子機器
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　図３１に、本実施形態における電子機器の構成例のブロック図を示す。ここでは、電子
機器として、携帯電話機の構成例のブロック図を示す。図３１において、図１又は図２と
同一部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
【０２８８】
　携帯電話機９００は、カメラモジュール９１０を含む。カメラモジュール９１０は、Ｃ
ＣＤカメラを含み、ＣＣＤカメラで撮像した画像のデータを、ＹＵＶフォーマットで表示
コントローラ３８に供給する。
【０２８９】
　携帯電話機９００は、ＬＣＤパネル２０を含む。ＬＣＤパネル２０は、データドライバ
３０及びゲートドライバ３２によって駆動される。ＬＣＤパネル２０は、複数の走査線、
複数のデータ線、複数の画素を含む。
【０２９０】
　表示コントローラ３８は、データドライバ３０及びゲートドライバ３２に接続され、デ
ータドライバ３０に対してＲＧＢフォーマットの階調データを供給する。
【０２９１】
　電源回路１００は、データドライバ３０及びゲートドライバ３２に接続され、各ドライ
バに対して、駆動用の電源電圧を供給する。またＬＣＤパネル２０の対向電極に、対向電
極電圧ＶＣＯＭを供給する。
【０２９２】
　ホスト９４０は、表示コントローラ３８に接続される。ホスト９４０は、表示コントロ
ーラ３８を制御する。またホスト９４０は、アンテナ９６０を介して受信された階調デー
タを、変復調部９５０で復調した後、表示コントローラ３８に供給できる。表示コントロ
ーラ３８は、この階調データに基づき、データドライバ３０及びゲートドライバ３２によ
りＬＣＤパネル２０に表示させる。
【０２９３】
　ホスト９４０は、カメラモジュール９１０で生成された階調データを変復調部９５０で
変調した後、アンテナ９６０を介して他の通信装置への送信を指示できる。
【０２９４】
　ホスト９４０は、操作入力部９７０からの操作情報に基づいて階調データの送受信処理
、カメラモジュール９１０の撮像、ＬＣＤパネル２０の表示処理を行う。
【０２９５】
　なお、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内
で種々の変形実施が可能である。なお本実施形態では、対向電極に電圧を供給する電源回
路について説明したが、本発明は、対向電極に電圧を供給するものに限定されるものでは
ない。
【０２９６】
　また、本発明のうち従属請求項に係る発明においては、従属先の請求項の構成要件の一
部を省略する構成とすることもできる。また、本発明の１の独立請求項に係る発明の要部
を、他の独立請求項に従属させることもできる。
【図面の簡単な説明】
【０２９７】
【図１】本実施形態における電源回路が適用された液晶表示装置の構成例のブロック図。
【図２】図１の液晶表示装置の他の構成例のブロック図。
【図３】図３（Ａ）、図３（Ｂ）は、極性反転駆動の説明図。
【図４】図４（Ａ）、図４（Ｂ）は、極性反転駆動の説明図。
【図５】ライン反転駆動とコモン反転駆動を併用した場合の説明図。
【図６】図６（Ａ）、図６（Ｂ）は対向電極電圧の変動を説明するための図。
【図７】フィールド反転駆動の場合の対向電極電圧の変動を説明するための図。
【図８】フィールド反転駆動の場合の対向電極の補正方向の説明図。
【図９】本実施形態における電源回路による対向電極電圧の供給能力制御の第１の説明図
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【図１０】本実施形態における電源回路による対向電極電圧の供給能力制御の第２の説明
図。
【図１１】本実施形態における電源回路による対向電極電圧の供給能力制御の第３の説明
図。
【図１２】本実施形態における電源回路による対向電極電圧の供給能力制御の第４の説明
図。
【図１３】本実施形態における電源回路を含む電源供給能力制御システムの構成例の図。
【図１４】本実施形態におけるデータドライバの構成例のブロック図。
【図１５】図１４のデータドライバの要部における動作説明図。
【図１６】１ドット当たりの階調データの構成例を示す図。
【図１７】図１４のライン値演算回路の演算処理の一例を説明する図。
【図１８】図１４のライン値演算回路の演算処理の他の例を説明する図。
【図１９】図１の電源回路の構成例を示すブロック図。
【図２０】図１９のゲート信号のタイミングの一例を示す図。
【図２１】図１９の電源電圧生成回路の動作例の模式的な説明図。
【図２２】図１９の電源電圧生成回路の構成例の回路図。
【図２３】高電位側電源電圧生成回路の動作を説明するタイミング図。
【図２４】図２４（Ａ）、図２４（Ｂ）は図２２の電源電圧生成回路のチャージクロック
の制御を実現する構成例を示す図。
【図２５】図１９のＶＣＯＭＨ生成回路の構成例の回路図。
【図２６】図１９のＶＣＯＭＬ生成回路の構成例の回路図。
【図２７】電源供給能力設定レジスタの一例を示す図。
【図２８】電源供給能力設定レジスタの他の例を示す図。
【図２９】図２８の電源供給能力設定レジスタの制御情報の説明図。
【図３０】図１９の電源供給制御回路の構成例のブロック図。
【図３１】本実施形態における電子機器の構成例のブロック図。
【符号の説明】
【０２９８】
１０　液晶表示装置、　２０　ＬＣＤパネル、　３０　データドライバ、
３２　ゲートドライバ、　３８　表示コントローラ、　１００　電源回路、
１１０　ＶＣＯＭＨ生成回路、　１２０　ＶＣＯＭＬ生成回路、　１３０　切替回路、
１４０　電源電圧生成回路、　１４２　高電位側電源電圧生成回路、
１４４　低電位側電源電圧生成回路、　１５０　電源供給制御回路、
１６０　電源供給能力設定レジスタ、　２００　データラッチ、
２１０　ラインラッチ、　２２０　Ｌ／Ｓ、　２３０　基準電圧発生回路、
２４０　ＤＡＣ、　２５０　駆動回路、　２６０　ライン値演算回路、
２７０　ライン値出力部、　ＣＫ　チャージクロック、
ＣＮＴＨ、ＣＮＴＬ　電圧生成制御信号、
ＣＴｒｐ１、ＣＴｒｐ２　第１の補助トランジスタ、
ＣＴｒｎ１、ＣＴｒｎ２　第２の補助トランジスタ　ＩＮＰ、ＩＮＮ　ゲート信号、
ＯＴｒｐ１　Ｐ型の出力用ＭＯＳトランジスタ、
ＯＴｒｎ１　Ｎ型の出力用ＭＯＳトランジスタ、　ＰＯＬ　極性反転信号、
ＴＲＰ１、ＴＲＰ２、ＴＲＮ１、ＴＲＮ２　ゲート信号、　ＶＣＯＭ　対向電極電圧、
ＶＣＯＭＨ　高電位側電圧、　ＶＣＯＭＬ　低電位側電圧、
ＶＤＤ、ＶＯＵＴ　高電位側電源電圧、　ＶＯＵＴＭ、ＶＳＳ　低電位側電源電圧
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