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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電気光学装置の画質の低下を抑制する。
【解決手段】第１生成回路２００ａは、配線群Ｂ[ｊｏ
ｄｄ]内の各信号線１４に供給する第１データ信号と、
複数の第１選択信号を生成する。第２生成回路２００ｂ
は、配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]内の各信号線１４に供給する
第２データ信号と、複数の第１選択信号と１対１で対応
する複数の第２選択信号を生成する。第１生成回路２０
０ａは、第１期間では０個以上の第１選択信号を出力し
、第２期間では第１期間で未出力の第１選択信号を出力
する。第２生成回路２００ｂは、第１期間では第１生成
回路２００ａが第１期間で未出力の第１選択信号に対応
する第２選択信号を出力し、第２期間では第１期間で未
出力の第２選択信号を出力する。分配回路群２１は、出
力された選択信号を用いて、第１、第２データ信号を、
配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]およびＢ[ｊｅｖｅｎ]内の各信号線
１４に分配する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２Ｋ（Ｋは２以上の自然数）本以上の信号線と２本以上の走査線との各交差に対応して
配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供給された信号に応じた階調を表示する複数
の画素と、
　前記２本以上の走査線の各々を順次に選択する走査線駆動回路と、
　Ｋ本の信号線からなる第１信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第１デー
タ信号と、複数の第１選択信号と、を生成する第１生成回路と、
　前記第１信号線群に属するＫ本の信号線とは異なるＫ本の信号線からなる第２信号線群
内の各信号線に前記信号を供給するための第２データ信号と、前記第１選択信号ごとに当
該第１選択信号に対応する第２選択信号と、を生成する第２生成回路と、
　前記第１データ信号を前記第１信号線群内の各信号線に分配するとともに前記第２デー
タ信号を前記第２信号線群内の各信号線に分配する分配動作を実行する信号分配回路と、
を含み、
　前記第１生成回路は、第１期間では、前記複数の第１選択信号のうち０個以上の第１選
択信号を出力し、第２期間では、前記複数の第１選択信号のうち前記第１期間で出力しな
かった第１選択信号を出力し、
　前記第２生成回路は、前記第１期間では、複数の前記第２選択信号のうち、前記第１生
成回路が前記第１期間で出力しなかった第１選択信号に対応する第２選択信号を出力し、
前記第２期間では、前記複数の第２選択信号のうち前記第１期間で出力しなかった第２選
択信号を出力し、
　前記信号分配回路は、前記第１期間では、前記複数の第１選択信号および前記複数の第
２選択信号のうち当該第１期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行し、前
記第２期間では、前記複数の第１選択信号および前記複数の第２選択信号のうち当該第２
期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行する、
　ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記第１生成回路は、前記第１期間では、前記複数の第１選択信号を出力する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記第１生成回路は、前記第１期間では、前記複数の第１選択信号の一部を出力する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　前記第１期間および前記第２期間は１以上のフレーム期間であり、
　前記第１期間と前記第２期間は交互に繰り返される、
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の電気光学装置。
【請求項５】
　前記第１データ信号の極性および前記第２データ信号の極性は、フレーム単位で反転し
、
　前記第１期間および前記第２期間は２フレーム期間である、
ことを特徴とする請求項４に記載の電気光学装置。
【請求項６】
　前記第１期間および前記第２期間は、１以上のライン期間であり、
　前記第１期間と前記第２期間が交互に繰り返される、
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の電気光学装置。
【請求項７】
　前記第１信号線群と前記第２信号線群は、それぞれ、複数存在し、
　前記第１信号線群と前記第２信号線群とは、交互に配置されている、
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の電気光学装置。
【請求項８】
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　前記第１生成回路は、前記第１信号線群ごとに、当該第１信号線群と第１データ線を介
して接続され、
　前記第２生成回路は、前記第２信号線群ごとに、当該第２信号線群と第２データ線を介
して接続され、
　前記第１データ線と前記第２データ線とが交互に並ぶように、前記第１生成回路が前記
第１データ線に、前記第２生成回路が前記第２データ線に、それぞれ、接続端子を介して
接続されている、
ことを特徴とする請求項７に記載の電気光学装置。
【請求項９】
　２Ｋ（Ｋは２以上の自然数）本以上の信号線と２本以上の走査線との各交差に対応して
配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供給された信号に応じた階調を表示する複数
の画素を含む電気光学装置の制御方法であって、
　前記２本以上の走査線の各々を順次に選択し、
　Ｋ本の信号線からなる第１信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第１デー
タ信号と、複数の第１選択信号とを、第１生成回路にて生成し、
　前記第1信号線群に属するＫ本の信号線とは異なるＫ本の信号線からなる第２信号線群
内の各信号線に前記信号を供給するための第２データ信号と、前記第１選択信号ごとに当
該第１選択信号に対応する第２選択信号とを、第２生成回路にて生成し、
　第１期間では、前記複数の第１選択信号のうち０個以上の第１選択信号を出力するとと
もに、複数の前記第２選択信号のうち、前記第１期間で出力しなかった第１選択信号に対
応する第２選択信号を出力し、前記複数の第１選択信号および前記複数の第２選択信号の
うち当該第１期間に出力された選択信号を用いて、前記第１データ信号を前記第１信号線
群内の各信号線に分配するとともに前記第２データ信号を前記第２信号線群内の各信号線
に分配する分配動作を実行し、
　第２期間では、前記複数の第１選択信号のうち前記第１期間で出力しなかった第１選択
信号を出力するとともに、前記複数の第２選択信号のうち前記第１期間で出力しなかった
第２選択信号を出力し、前記複数の第１選択信号および前記複数の第２選択信号のうち当
該第２期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行する、
　ことを特徴とする電気光学装置の制御方法。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の電気光学装置を含む電子機器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学装置、電気光学装置の制御方法および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高精細な電気光学装置では、１個の駆動回路のみでデータ信号を出力する場合、その１
個の駆動回路に大きな負担がかかる。この負担を低減できる手法として、複数個（２個）
の駆動回路を用いてデータ信号を出力する手法が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２１２９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電気光学装置が、駆動回路の出力するデータ信号を複数の選択信号に応じて
複数の信号線に分配するデマルチプレクサー等の分配回路を有する場合がある。ここで、
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各駆動回路から、データ信号に加えて分配回路用の複数の選択信号を出力することも可能
である。この場合、複数の駆動回路のいずれかが出力した複数の選択信号のみを用いて分
配回路を制御するケースが考えられる。
　しかしながら、このケースでは、駆動回路間で、選択信号を分配回路に供給するか否か
という動作条件の違いが生じてしまう。選択信号を分配回路に供給しない駆動回路では、
選択信号の出力に伴う電源電圧の変動がないが、選択信号を分配回路に供給する駆動回路
では、選択信号の出力に伴って電源電圧が変動する。この動作条件の違いは、各駆動回路
間でデータ信号のばらつきを引き起こし、画質の低下を引き起こすおそれがある。
【０００５】
　一方、複数の駆動回路の各々が出力した選択信号のすべてを単純に分配回路に供給する
ケースも考えられる。
　しかしながら、各駆動回路の個体ばらつき等の影響によって、異なる駆動回路から出力
された対応する選択信号間で位相差が生じるおそれがある。即ち、一方の駆動回路から出
力される選択信号がハイレベルであるときに、他方の駆動回路から出力される選択信号が
ローレベルであることがある。このため、選択信号がアクティブになる期間が短くなり、
データ信号の分配回路からの出力タイミングが所定のタイミングからずれてしまうおそれ
がある。データ信号の出力タイミングのばらつきは、画質の低下を引き起こす。
【０００６】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、データ信号と選択信号とを生成す
る生成回路を複数個用いて電気光学装置を駆動する場合に、画質を向上させることを解決
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電気光学装置の一態様は、２Ｋ（Ｋは２以上の自然数）本以上の信号線と２本
以上の走査線との各交差に対応して配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供給され
た信号に応じた階調を表示する複数の画素と、前記２本以上の走査線の各々を順次に選択
する走査線駆動回路と、Ｋ本の信号線からなる第１信号線群内の各信号線に前記信号を供
給するための第１データ信号と、複数の第１選択信号と、を生成する第１生成回路と、前
記第1信号線群に属するＫ本の信号線とは異なるＫ本の信号線からなる第２信号線群内の
各信号線に前記信号を供給するための第２データ信号と、前記第１選択信号ごとに当該第
１選択信号に対応する第２選択信号と、を生成する第２生成回路と、前記第１データ信号
を前記第１信号線群内の各信号線に分配するとともに前記第２データ信号を前記第２信号
線群内の各信号線に分配する分配動作を実行する信号分配回路と、を含み、前記第１生成
回路は、第１期間では、前記複数の第１選択信号のうち０個以上の第１選択信号を出力し
、第２期間では、前記複数の第１選択信号のうち前記第１期間で出力しなかった第１選択
信号を出力し、前記第２生成回路は、前記第１期間では、複数の前記第２選択信号のうち
、前記第１生成回路が前記第１期間で出力しなかった第１選択信号に対応する第２選択信
号を出力し、前記第２期間では、前記複数の第２選択信号のうち前記第１期間で出力しな
かった第２選択信号を出力し、前記信号分配回路は、前記第１期間では、前記複数の第１
選択信号および前記複数の第２選択信号のうち当該第１期間に出力された選択信号を用い
て前記分配動作を実行し、前記第２期間では、前記複数の第１選択信号および前記複数の
第２選択信号のうち当該第２期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行する
ことを特徴とする。
　この態様によれば、第１生成回路が生成する複数の第１選択信号と第２生成回路が生成
する複数の第２選択信号のうち、互いに対応する第１選択信号と第２選択信号とのペアご
とに、第１期間では、第１選択信号と第２選択信号のうちの一方が出力され、第２期間で
は他方が出力され、その出力結果を用いて、第１データ信号および第２データ信号が分配
される。
　すなわち、第１期間と第２期間との合計期間では、第１選択信号と第２選択信号の両方
が使用される。したがって、第１生成回路が生成する第1選択信号と第２生成回路が生成
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する第２選択信号の一方のみを使用する場合と比較して、第１生成回路と第２生成回路と
の間の動作条件の差が少なくなる。よって、第１生成回路と第２生成回路との間の動作条
件の差に起因するデータ信号のばらつきを抑制できる。したがって、データ信号のばらつ
きに起因する画質の低下を抑制して、画質を向上させることができる。
　また、信号分配回路は、対応する第１選択信号と第２選択信号とを同時に用いることな
く、第１期間、第２期間では、対応する第１選択信号と第２選択信号のいずれかのみを用
いる。このため、対応する第１選択信号と第２選択信号を同時に用いた場合に生じる第１
選択信号と第２選択信号との間の位相差に起因する画質の低下を抑制可能になる。
　なお、電気光学装置とは、電気的なエネルギーで光学的な性質が変化する電気光学物質
を有する装置の意味である。電気光学物質には、液晶や有機ＥＬ（electro luminescence
）などが該当する。
【０００８】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１生成回路は、前記第１期間では、前
記複数の第１選択信号を出力することが望ましい。
　この態様によれば、期間ごとに切り替わる選択信号が、選択信号の供給元に応じて設定
される。このため、期間ごとの選択信号の選択設定が容易になる。
【０００９】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１生成回路は、前記第１期間では、前
記複数の第１選択信号の一部を出力することが望ましい。
　この態様によれば、第１期間と第２期間のそれぞれにおいて、第１生成回路からの第１
選択信号の一部と第２生成回路からの第２選択信号の一部が用いられる。このため、各期
間においても、第１生成回路と第２生成回路との間の動作条件の差を少なくできる。よっ
て、各期間においても、第１生成回路と第２生成回路との間の動作条件の差に起因する画
質の低下を抑制可能になる。
【００１０】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１期間および前記第２期間は１以上の
フレーム期間であり、前記第１期間と前記第２期間は交互に繰り返されることが望ましい
。
　この態様によれば、１以上のフレーム期間単位で、第１選択信号と第２選択信号との切
り替えが行われる。このため、例えば、フレーム期間を規定する信号（例えば、垂直同期
信号）を用いて切り替えを行うことが可能になる。
【００１１】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１データ信号および前記第２データ信
号の極性は、フレーム単位で反転し、前記第１期間および前記第２期間は２フレーム期間
であることが望ましい。
　この態様によれば、第１データ信号および第２データ信号の極性がフレーム単位で反転
し、第１期間および第２期間が２フレーム期間であるので、各期間内でフレーム間の極性
の違いを相殺しつつ、さらに画質の低下を抑制可能になる。
【００１２】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１期間および前記第２期間は１以上の
ライン期間であり、前記第１期間と前記第２期間が交互に繰り返されることが望ましい。
　この態様によれば、１フレーム内で第１選択信号と第２選択信号との切り替えが行われ
る。このため、画質の低下を目立たなくすることが可能になる。
【００１３】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１信号線群と前記第２信号線群は、そ
れぞれ、複数存在し、前記第１信号線群と前記第２信号線群とは、交互に配置されている
ことが望ましい。
　この態様によれば、異なる生成回路からのデータ信号で駆動される画素群を交互に配置
することが可能になる。よって、異なる生成回路からのデータ信号で駆動される画素群間
の画質の違いを目立ちにくくすることが可能になる。
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【００１４】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１生成回路は、前記第１信号線群ごと
に、当該第１信号線群と第１データ線を介して接続され、前記第２生成回路は、前記第２
信号線群ごとに、当該第２信号線群と第２データ線を介して接続され、前記第１データ線
と前記第２データ線とが交互に並ぶように、前記第１生成回路が前記第１データ線に、前
記第２生成回路が前記第２データ線に、それぞれ、接続端子を介して接続されていること
が望ましい。
　この態様によれば、第１データ線と第２データ線とを含むデータ線のピッチを、第１デ
ータ線のみのピッチや、第２データ線のみのピッチよりも小さくできる。また、第１デー
タ信号が供給される画素群と第２データ信号が供給される画素群とを交互に配置しやすく
なる。この場合、画素群間の画質の違いを目立ちにくくすることが可能になる。
【００１５】
　本発明の電気光学装置の制御方法の一態様は、２Ｋ（Ｋは２以上の自然数）本以上の信
号線と２本以上の走査線との各交差に対応して配置され前記走査線の選択時に前記信号線
に供給された信号に応じた階調を表示する複数の画素を含む電気光学装置の制御方法であ
って、前記２本以上の走査線の各々を順次に選択し、Ｋ本の信号線からなる第１信号線群
内の各信号線に前記信号を供給するための第１データ信号と、複数の第１選択信号とを、
第１生成回路にて生成し、前記第1信号線群に属するＫ本の信号線とは異なるＫ本の信号
線からなる第２信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第２データ信号と、前
記第１選択信号ごとに当該第１選択信号に対応する第２選択信号とを、第２生成回路にて
生成し、第１期間では、前記複数の第１選択信号のうち０個以上の第１選択信号を出力す
るとともに、複数の前記第２選択信号のうち、前記第１期間で出力しなかった第１選択信
号に対応する第２選択信号を出力し、前記複数の第１選択信号および前記複数の第２選択
信号のうち当該第１期間に出力された選択信号を用いて、前記第１データ信号を前記第１
信号線群内の各信号線に分配するとともに前記第２データ信号を前記第２信号線群内の各
信号線に分配する分配動作を実行し、第２期間では、前記複数の第１選択信号のうち前記
第１期間で出力しなかった第１選択信号を出力するとともに、前記複数の第２選択信号の
うち前記第１期間で出力しなかった第２選択信号を出力し、前記複数の第１選択信号およ
び前記複数の第２選択信号のうち当該第２期間に出力された選択信号を用いて前記分配動
作を実行する、ことを特徴とする。
　この態様によれば、第１期間と第２期間とを含む合計期間における時間平均では、第１
選択信号と第２選択信号の両方が使用され、第１生成回路と第２生成回路との間の動作条
件の差を少なくなる。よって、第１生成回路と第２生成回路との間の動作条件の差に起因
する画質の低下を抑制可能になる。
【００１６】
　本発明の電子機器の一態様は、上述した電気光学装置を備える。そのような電気光学装
置は、画質の低下を抑制可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態の電気光学装置１の信号伝送系の構成を示す図である。
【図２】電気光学装置１の構成を示すブロック図である。
【図３】各画素ＰIXの回路図である。
【図４】電気光学装置の動作の説明図である。
【図５】電気光学装置１の一部の構成を示すブロック図である。
【図６】制御信号供給回路６０ｃの一例を示した図である。
【図７】出力値Ａｏｕｔと信号選択回路２００ｃの出力との関係を示した図である。
【図８】第１制御信号Ｃｏ1[ｋ]と第２制御信号Ｃｏ2[ｋ]の出力の説明図である。
【図９】出力値Ａｏｕｔと信号選択回路２００ｃの出力との関係を示した図である。
【図１０】第１制御信号Ｃｏ1[ｋ]と第２制御信号Ｃｏ2[ｋ]の出力の説明図である。
【図１１】電子機器の形態（パーソナルコンピュータ）を示す斜視図である。
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【図１２】電子機器の形態（投射型表示装置）を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態である電気光学装置１の信号伝送系の構成を示す図であ
る。電気光学装置１は、電気光学パネル１００と、第１生成回路２００ａと、第２生成回
路２００ｂと、フレキシブル回路基板３００ａおよび３００ｂと、を備えている。なお、
この電気光学装置１は、例えば、フルハイビジョンの画素数を縦２倍、横２倍とし、3840
×2160の画素数を有するものであってもよい。また、第１生成回路２００ａと第２生成回
路２００ｂとの各々は、例えば、駆動用集積回路である。
【００１９】
　フレキシブル回路基板３００ａ、３００ｂには、それぞれ、第１生成回路２００ａ、第
２生成回路２００ｂが搭載されている。フレキシブル回路基板３００ａは、フレキシブル
回路基板３００ｂに積層されている。第１生成回路２００ａは、第２生成回路２００ｂに
積層されている。この構成は、ＣＯＦ（Chip On Film）と呼ばれる。
　電気光学パネル１００は、フレキシブル回路基板３００ａの接続端子３００ａ１および
フレキシブル回路基板３００ｂの接続端子３００ｂ１と接続されている。電気光学パネル
１００は、フレキシブル回路基板３００ａおよび第１生成回路２００ａを介して、また、
フレキシブル回路基板３００ｂおよび第２生成回路２００ｂを介して、図示しない制御回
路に接続されている。
　第１生成回路２００ａと第２生成回路２００ｂは、それぞれ、制御回路からフレキシブ
ル回路基板３００ａ、３００ｂを介して、画像信号ＶIDおよび駆動制御のための各種の信
号を受信する。第１生成回路２００ａと第２生成回路２００ｂは、それぞれ、フレキシブ
ル回路基板３００ａ、３００ｂを介して、電気光学パネル１００を駆動する。
【００２０】
　図２は、電気光学パネル１００と第１生成回路２００ａと第２生成回路２００ｂの構成
を示すブロック図である。
【００２１】
　電気光学パネル１００は、複数の画素（画素回路）ＰIXが平面状に配列された画素部１
０と、走査線駆動回路２０と、分配回路群２１と、を含む。分配回路群２１は、信号分配
回路の一例である。第１生成回路２００ａは、第１供給回路２００ａ１と、選択回路２０
０ａ２と、を含む。第２生成回路２００ｂは、第２供給回路２００ｂ１と、選択回路２０
０ｂ２と、を含む。選択回路２００ａ２および２００ｂ２は、信号選択回路２００ｃに含
まれる。
【００２２】
　画素部１０には、相互に交差するＭ本の走査線１２とＮ本の信号線１４とが形成されて
いる（Ｍは２以上の自然数、Ｎは２Ｋ（Ｋは２以上の自然数）以上の数）。複数の画素Ｐ
IXは、各走査線１２と各信号線１４との交差に対応して配置されている。このため、複数
の画素ＰIXは、縦Ｍ行×横Ｎ列の行列状に配列されている。複数の画素ＰIXは、走査線１
２の選択時の信号線１４の電位に応じた階調を表示する。
　画素部１０は、全領域を表示有効領域としてもよいが、周辺部の一部を非表示領域とし
て、周辺部の走査線１２、信号線１４、画素ＰIXをダミー走査線、ダミー信号線、ダミー
画素として配置してもよい。
【００２３】
　画素部１０内のＮ本の信号線１４は、相隣接するＫ本を単位としてＪ個の配線群（ブロ
ック）Ｂ[１]～Ｂ[Ｊ]に区分される（Ｊ＝Ｎ/Ｋ）。すなわち、信号線１４は配線群ブロ
ックＢ毎にグループ化される。本実施形態では、Ｊは２以上の偶数である。奇数番目の配
線群Ｂ[ｊｏｄｄ]（ｊｏｄｄ＝１、３・・・Ｊ－１）は、第１信号線群の一例である。偶
数番目の配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]（ｊｅｖｅｎ＝２、４・・・Ｊ）は、第２信号線群の一例
である。このため、Ｎ本の信号線１４は、奇数番目の配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]（第１信号線群
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）と、偶数番目の配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]（第２信号線群）と、を含むことになる。
【００２４】
　図３は、各画素ＰIXの回路図である。各画素ＰIXは、液晶素子４２と選択スイッチ４４
とを含んで構成される。液晶素子４２は、電気光学素子の一例である。液晶素子４２は、
相対向する画素電極４２１および共通電極４２３と両電極間に介在する液晶４２５とで構
成されている。画素電極４２１と共通電極４２３との間の印加電圧に応じて液晶４２５の
透過率が変化する。
【００２５】
　選択スイッチ４４は、例えば、走査線１２にゲートが接続されたＮチャネル型の薄膜ト
ランジスターで構成されている。選択スイッチ４４は、液晶素子４２（画素電極４２１）
と信号線１４との間に介在して両者の電気的な接続（導通／非導通）を制御する。画素Ｐ
IX（液晶素子４２）は、選択スイッチ４４がオン状態に制御されたときの信号線１４の電
位（後述の階調電位ＶG）に応じた階調を表示する。なお、液晶素子４２に対して並列に
接続される補助容量等の図示は省略されている。また、画素ＰIXの構成は適宜に変更され
得る。
【００２６】
　説明を図２に戻す。制御回路３０は、同期信号を含む各種の信号を用いて、走査線駆動
回路２０と、第１供給回路２００ａ１と、第２供給回路２００ｂ１とを制御する。例えば
、制御回路３０は、図４に示すような、垂直走査期間Ｖを規定する垂直同期信号ＶSYNCや
水平走査期間を規定する水平同期信号ＨSYNCを、走査線駆動回路２０と、第１供給回路２
００ａ１と、第２供給回路２００ｂ１とに供給する。また、制御回路３０は、各画素ＰIX
の階調を時分割で指定する画像信号ＶIDを、第１供給回路２００ａ１と、第２供給回路２
００ｂ１とに供給する。走査線駆動回路２０と第１供給回路２００ａ１と第２供給回路２
００ｂ１とは、互いに協働して画素部１０の表示を制御する。
　通常、一つの表示画面を構成する表示データはフレーム単位で処理され、この処理期間
が１フレーム期間（１Ｆ）である。フレーム期間Ｆは、一つの表示画面が１回の垂直走査
で構成される場合、垂直走査期間Ｖに相当する。
【００２７】
　走査線駆動回路２０は、図４に示すように、水平同期信号ＨSYNCに応じて、走査信号Ｇ
[１]～Ｇ[Ｍ]をＭ本の走査線１２の各々に単位期間Ｕごとに順次出力することで、Ｍ本の
走査線１２の各々を順次選択する。単位期間Ｕは、水平同期信号ＨSYNCの１周期の時間長
（水平走査期間（１Ｈ））に設定される。
　図４に示すように、第ｍ行（第ｍライン）の走査線１２に供給される走査信号Ｇ[m]は
、各垂直走査期間Ｖ内のＭ個の単位期間Ｕのうち第ｍ番目の単位期間Ｕ内にてハイレベル
（走査線１２の選択を意味する電位）に設定される。走査線１２が選択される期間はライ
ン期間とも呼ばれ、本実施形態では、ほぼ、単位期間Ｕに相当する。
　走査線駆動回路２０が第ｍ行の走査線１２を選択すると、第ｍ行のＮ個の画素ＰIXの各
選択スイッチ４４がオン状態に遷移する。
【００２８】
　図４に示すように、単位期間Ｕは、プリチャージ期間ＴPREと書込期間ＴWRTとを含んで
いる。
　プリチャージ期間ＴPREは、書込期間ＴWRTの開始前に設定される。なお、図４では、書
込期間ＴWRTの前に１つのプリチャージ期間ＴPREが設けられているが、書込期間ＴWRTの
前に複数（例えば２つ）のプリチャージ期間ＴPREが設けられてもよい。
　書込期間ＴWRTでは、各画素ＰIXの指定階調に応じた階調電位ＶGが各信号線１４に供給
される。プリチャージ期間ＴPREでは、所定のプリチャージ電位ＶPRE（ＶPREa、ＶPREb）
が各信号線１４に供給される。
【００２９】
　分配回路群２１は、Ｊ個の分配回路２１[１]～２１[Ｊ]を含む。分配回路２１[１]～２
１[Ｊ]は、それぞれ、配線群Ｂ[１]～Ｂ[Ｊ]に対応する。本実施形態では、分配回路２１
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[１]～２１[Ｊ]の各々として、デマルチプレクサーが用いられる。
　図５は、分配回路群２１と信号選択回路２００ｃと第１供給回路２００ａ１と第２供給
回路２００ｂ１の一例を示した図である。
　第ｊ（ｊ＝１～Ｊ）番目の分配回路２１[ｊ]は、第ｊ番目の配線群Ｂ[ｊ]のＫ本の信号
線１４に対応するＫ個のスイッチ５８[１]～５８[Ｋ]を含んで構成される。
　分配回路２１[ｊ]内の第ｋ番目（ｋ＝１～Ｋ）のスイッチ５８[ｋ]は、配線群Ｂ[ｊ]の
Ｋ本の信号線１４のうち第ｋ列目の信号線１４と、Ｊ本のデータ線１６のうち第ｊ番目の
データ線１６と、の間に介在して、両者間の電気的な接続（導通／非導通）を制御する。
　奇数番目のデータ線１６は、第１供給回路２００ａ１と奇数番目の分配回路２１[ｊｏ
ｄｄ]とを接続する。奇数番目のデータ線１６は、第１データ線の一例である。偶数番目
のデータ線１６は、第２供給回路２００ｂ１と偶数番目の分配回路２１[ｊｅｖｅｎ]とを
接続する。偶数番目のデータ線１６は、第２データ線の一例である。
　分配回路２１[ｊ]は、Ｋ本の選択信号線６１[１]～６１[Ｋ]を含む選択信号線群６１を
介して、信号選択回路２００ｃと接続されている。
　選択信号線６１[１]～６１[Ｋ]の各々は、それぞれ、選択回路２００ａ２および２００
ｂ２に接続されている。
【００３０】
　第１供給回路２００ａ１は、配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]（第１信号線群）内の各信号線１４に
供給するための電位を時分割で含むデータ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]を、分配回路２１[ｊｏｄｄ]
に、第ｊｏｄｄ番目のデータ線１６を介して供給する。電位は信号の一例である。第ｊｏ
ｄｄ番目のデータ線１６は、第１データ線の一例である。第１供給回路２００ａ１は、各
データ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]を並列に供給する。データ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]は、第１データ信号
の一例である。
　第２供給回路２００ｂ１は、配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]（第２信号線群）内の各信号線１４
に供給するための電位を時分割で含むデータ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]を、分配回路２１[ｊｅ
ｖｅｎ]に、第ｊｅｖｅｎ番目のデータ線１６を介して供給する。第ｊｅｖｅｎ番目のデ
ータ線１６は、第２データ線の一例である。第２供給回路２００ｂ１は、各データ信号Ｃ
[ｊｅｖｅｎ]を並列に供給する。データ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]は、第２データ信号の一例で
ある。
　このように、第１供給回路２００ａ１が奇数番目の配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]を駆動し、第２
供給回路２００ｂ１が偶数番目の配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]を駆動するので、データ線１６の
ピッチを狭くすることができる。この結果、高精細な画像を表示することが可能となる。
【００３１】
　第１供給回路２００ａ１は、データ信号Ｃ[ｊ]を配線群Ｂ[ｊ]内の各信号線１４に分配
するためのＫ個の第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[Ｋ]を、選択回路２００ａ２に出力
する。第１供給回路２００ａ１（第１生成回路２００ａ）は、Ｋ個の第１選択信号を生成
して出力する。
　第２供給回路２００ｂ１は、データ信号Ｃ[ｊ]を配線群Ｂ[ｊ]内の各信号線１４に分配
するためのＫ個の第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[Ｋ]を、選択回路２００ｂ２に出力
する。第２供給回路２００ｂ１（第２生成回路２００ｂ）は、Ｋ個の第１選択信号と１対
１に対応するＫ個の第２選択信号を生成して出力する。第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２
選択信号ＳＥＬ2[ｋ]は、互いに対応する。例えば、第２選択信号ＳＥＬ2[１]は、第１選
択信号ＳＥＬ1[１]と対応し、第２選択信号ＳＥＬ2[Ｋ]は、第１選択信号ＳＥＬ1[Ｋ]と
対応する。
【００３２】
　第１供給回路２００ａ１は、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[Ｋ]の各々の選択回路
２００ａ２からの出力を制御する第１制御信号Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[Ｋ]を、選択回路２００
ａ２に出力する。第１制御信号Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[Ｋ]は、第１供給回路２００ａ１内の制
御信号供給回路６０ａによって供給される。
　第２供給回路２００ｂ１は、第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[Ｋ]の各々の選択回路
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２００ｂ２からの出力を制御する第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[Ｋ]を、選択回路２００
ｂ２に出力する。第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[Ｋ]は、第２供給回路２００ｂ１内の制
御信号供給回路６０ｂによって供給される。
【００３３】
　図６は、制御信号供給回路６０ａおよび６０ｂの各々として使用可能な制御信号供給回
路６０ｃの一例を示した図である。
　制御信号供給回路６０ｃは、垂直カウンター６０ｃ１と、水平カウンター６０ｃ２と、
加算器６０ｃ３と、制御信号生成回路６０ｃ４と、を含む。垂直カウンター６０ｃ１は、
垂直同期信号ＶSYNCをカウントする。水平カウンター６０ｃ２は、水平同期信号ＨSYNCを
カウントする。加算器６０ｃ３は、垂直カウンター６０ｃ１のカウント値Ｖｒｏｔと、水
平カウンター６０ｃ２のカウント値Ｈｒｏｔと、を加算する。制御信号生成回路６０ｃ４
は、加算器６０ｃ３の出力値Ａｏｕｔに応じて、制御信号Ｃｏ[１]～Ｃｏ[Ｋ]を生成する
。例えば、制御信号生成回路６０ｃ４では、制御信号Ｃｏ[１]～Ｃｏ[Ｋ]の出力が、出力
値Ａｏｕｔに応じて予め設定されている。
【００３４】
　制御信号供給回路６０ｃが制御信号供給回路６０ａとして用いられた場合、制御信号Ｃ
ｏ[１]～Ｃｏ[Ｋ]が第１制御信号Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[Ｋ]として用いられる。一方、制御信
号供給回路６０ｃが制御信号供給回路６０ｂとして用いられた場合、制御信号Ｃｏ[１]～
Ｃｏ[Ｋ]が第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[Ｋ]として用いられる。
　制御信号供給回路６０ｃが、制御信号供給回路６０ａとして用いられた場合と、制御信
号供給回路６０ｂとして用いられた場合では、各制御信号生成回路６０ｃ４において、出
力値Ａｏｕｔと制御信号Ｃｏ[１]～Ｃｏ[Ｋ]の関係が異なるように設定される。よって、
各制御信号生成回路６０ｃ４において、同一の出力値Ａｏｕｔに対して異なる制御信号Ｃ
ｏ[１]～Ｃｏ[Ｋ]が生成される。
　各制御信号生成回路６０ｃ４は、互いに対応する第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]および第２
選択信号ＳＥＬ2[ｋ]のペア（組）ごとに、出力値Ａｏｕｔ＝１のときに、ペアを構成す
る選択信号のうちの一方を選択するように第１制御信号Ｃｏ1[ｋ]と第２制御信号Ｃｏ2[
ｋ]を生成する。また、各制御信号生成回路６０ｃ４は、第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]および
第２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]のペアごとに、出力値Ａｏｕｔ＝０のときに、ペアを構成する
選択信号のうちの他方を選択するように第１制御信号Ｃｏ1[ｋ]と第２制御信号Ｃｏ2[ｋ]
を生成する。
　例えば、信号選択回路２００ｃが、第１期間では第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[
Ｋ]のみを出力し、第２期間では第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[Ｋ]のみを出力する
ように、第１制御信号Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[Ｋ]および第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[Ｋ]が
生成される。第１期間と第２期間は、垂直同期信号ＶSYNC、水平同期信号ＨSYNCに基づい
て規定される期間である。
【００３５】
　図５に戻って、信号選択回路２００ｃは、第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]および第２選択信
号ＳＥＬ2[ｋ]のペアごとに、第１期間では、ペアを構成する第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と
第２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]のうちの一方を選択する。また、信号選択回路２００ｃは、ペ
アごとに、第２期間では、ペアを構成する第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２選択信号ＳＥ
Ｌ2[ｋ]のうちの他方を選択する。
【００３６】
　選択回路２００ａ２は、図５に示すように、Ｋ個の第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1
[Ｋ]の各々およびＫ個の第１制御信号Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[Ｋ]の各々に対応するＫ個のスイ
ッチ５９ａ[１]～５９ａ[Ｋ]を含んで構成される。スイッチ５９ａ[ｋ]には、対応する第
１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]が入力される。スイッチ５９ａ[ｋ]は、対応する第１制御信号Ｃ
ｏ1[ｋ]によってオンオフされる。スイッチ５９ａ[１]～５９ａ[Ｋ]は、物理的なスイッ
チでもよいし、導通状態（オン状態に対応）とハイインピーダンス状態（オフ状態に対応
）とを切り替え可能なトライステートバッファーでもよい。
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　スイッチ５９ａ[１]～５９ａ[Ｋ]が、それぞれ、第１制御信号Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[Ｋ]に
基づいてオンオフされることで、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[Ｋ]の中から、分配
回路群２１に供給される第１選択信号ＳＥＬ1が選択される。
【００３７】
　選択回路２００ｂ２は、図５に示すように、Ｋ個の第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2
[Ｋ]の各々およびＫ個の第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[Ｋ]の各々に対応するＫ個のスイ
ッチ５９ｂ[１]～５９ｂ[Ｋ]を含んで構成される。スイッチ５９ｂ[ｋ]には、対応する第
２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]が入力される。スイッチ５９ｂ[ｋ]は、対応する第２制御信号Ｃ
ｏ2[ｋ]によってオンオフされる。スイッチ５９ｂ[１]～５９ｂ[Ｋ]は、スイッチ５９ａ[
１]～５９ａ[Ｋ]と同様に、物理的なスイッチでもよいし、導通状態とハイインピーダン
ス状態とを切り替え可能なトライステートバッファーでもよい。
　スイッチ５９ｂ[１]～５９ｂ[Ｋ]が、それぞれ、第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[Ｋ]に
基づいてオンオフされることで、第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[Ｋ]の中から、分配
回路群２１に供給される第２選択信号ＳＥＬ2が選択される。
【００３８】
　分配回路群２１に含まれる分配回路２１[ｊｏｄｄ]は、信号選択回路２００ｃの選択結
果を用いて、データ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]を配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]のＫ本の信号線１４の各々に
分配する。分配回路群２１に含まれる分配回路２１[ｊｅｖｅｎ]は、信号選択回路２００
ｃの選択結果を用いて、データ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]を配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]のＫ本の信号
線１４の各々に分配する。
【００３９】
　＜動作の概要＞
　次に、電気光学装置１の動作の概要を説明する。
　第１生成回路２００ａは、配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]内の各信号線１４に対応する画素ＰIXの
階調を時分割で指定するデータ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]（第１データ信号）を生成する。
　第２生成回路２００ｂは、配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]内の各信号線１４に対応する画素ＰIX
の階調を時分割で指定するデータ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]（第２データ信号）を生成する。
　第１生成回路２００ａは、さらに、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[Ｋ]を生成する
。第２生成回路２００ｂは、さらに、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[Ｋ]に１対１で
対応する第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[Ｋ]を生成する。
　第１生成回路２００ａは、第１期間では、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[Ｋ]のう
ち０個以上の第１選択信号ＳＥＬ1を出力し、第２期間では、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～
ＳＥＬ1[Ｋ]のうち第１期間で出力しなかった第１選択信号ＳＥＬ1を出力する。
　第２生成回路２００ｂは、第１期間では、第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[Ｋ]のう
ち、第１生成回路２００ａが第１期間で出力しなかった第１選択信号ＳＥＬ1に対応する
第２選択信号ＳＥＬ2を出力し、第２期間では、第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[Ｋ]
のうち第１期間で出力しなかった第２選択信号ＳＥＬ2を出力する。
　分配回路群２１は、第１期間では、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[Ｋ]および第２
選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[Ｋ]のうち第１期間に出力された選択信号を用いて、デー
タ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]を配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]内の各信号線１４に分配するとともにデータ信
号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]を配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]内の各信号線１４に分配する分配動作を実行す
る。また、分配回路群２１は、第２期間では、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[Ｋ]お
よび第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[Ｋ]のうち第２期間に出力された選択信号を用い
て、上述した分配動作を実行する。
　本実施形態によれば、第１期間と第２期間との合計期間における時間平均では、互いに
対応する第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]の両方が使用され、第１生
成回路２００ａおよび第２生成回路２００ｂとの間の動作条件の差が少なくなる。よって
、第１生成回路２００ａと第２生成回路２００ｂとの間の動作条件の差に起因するデータ
信号Ｃ[ｊｏｄｄ]とデータ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]との間のばらつきを抑制でき、画質の低下
を抑制可能になる。
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　また、分配回路群２１は、互いに対応する第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２選択信号Ｓ
ＥＬ2[ｋ]とを同時に用いない。このため、互いに対応する第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第
２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]を同時に用いた場合に生じる第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２選択
信号ＳＥＬ2[ｋ]との間の位相差等の信号波形の差やタイミングの差に起因する画質の低
下を抑制可能になる。
【００４０】
　＜動作の詳細な説明＞
　＜１．第１選択信号と第２選択信号との間の選択動作＞
　最初に、第１選択信号と第２選択信号との間の選択動作、具体的には、信号選択回路２
００ｃと制御信号供給回路６０ａおよび６０ｂの動作について説明する。
　まず、Ｋ＝８とし、垂直カウンター６０ｃ１と水平カウンター６０ｃ２と加算器６０ｃ
３と制御信号生成回路６０ｃ４の一例を説明する。なお、Ｋは８に限らず２以上の整数（
例えば４）であればよい。なお、垂直カウンター６０ｃ１および水平カウンター６０ｃ２
は、それぞれ、１ビットのサイクリックカウンターである。また、加算器６０ｃ３は、１
ビットの加算器である。以下では、加算器６０ｃ３の出力値を出力値Ａｏｕｔとする。
　出力値Ａｏｕｔが「０」である期間は、第１期間の一例である。出力値Ａｏｕｔが「１
」である期間は、第２期間の一例である。なお、出力値Ａｏｕｔが「０」である期間が第
２期間の一例となり、出力値Ａｏｕｔが「１」である期間は第１期間の一例となってもよ
い。
【００４１】
　図７は、出力値Ａｏｕｔと信号選択回路２００ｃの出力との関係の設定例を示した図で
ある。図の縦方向は、走査線１２の行(ライン)に対応し、横方向は、フレームに対応し、
ｎ-1フレームからｎ+３フレームを示している。
　図７では、出力値Ａｏｕｔ＝０のとき、信号選択回路２００ｃが、第１供給回路２００
ａ１からの第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[８]を出力し、第２供給回路２００ｂ１か
らの第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[８]を出力しないことを意味する。
　この場合、制御信号供給回路６０ａ、６０ｂ内の各制御信号生成回路６０ｃ４は、図８
に示すように、出力値Ａｏｕｔ＝０のとき、第１制御信号Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[８]をアクテ
ィブレベルにし、第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[８]を非アクティブレベルにする。よっ
て、出力値Ａｏｕｔ＝０のときには、選択回路２００ａ２内のスイッチ５９ａ[１]～５９
ａ[８]がオン状態（導通状態）になり、選択回路２００ｂ２内のスイッチ５９ｂ[１]～５
９ｂ[８]がオフ状態（ハイインピーダンス状態）になる。したがって、出力値Ａｏｕｔ＝
０のとき、信号選択回路２００ｃが、第１供給回路２００ａ１からの第１選択信号ＳＥＬ
1[１]～ＳＥＬ1[８]を出力し、第２供給回路２００ｂ１からの第２選択信号ＳＥＬ2[１]
～ＳＥＬ2[８]を出力しなくなる。
【００４２】
　また、図７では、出力値Ａｏｕｔ＝１のとき、信号選択回路２００ｃが、第１供給回路
２００ａ１からの第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[８]を出力せず、第２供給回路２０
０ｂ１からの第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[８]を出力することを意味する。
　この場合、制御信号供給回路６０ａ、６０ｂ内の各制御信号生成回路６０ｃ４は、図８
に示すように、出力値Ａｏｕｔ＝１のとき、第１制御信号Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[８]を非アク
ティブレベルにし、第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[８]をアクティブレベルにする。よっ
て、出力値Ａｏｕｔ＝１のときには、選択回路２００ａ２内のスイッチ５９ａ[１]～５９
ａ[８]がオフ状態（ハイインピーダンス状態）になり、選択回路２００ｂ２内のスイッチ
５９ｂ[１]～５９ｂ[８]がオン状態（導通状態）になる。したがって、出力値Ａｏｕｔ＝
１のとき、信号選択回路２００ｃが、第１供給回路２００ａ１からの第１選択信号ＳＥＬ
1[１]～ＳＥＬ1[８]を出力せず、第２供給回路２００ｂ１からの第２選択信号ＳＥＬ2[１
]～ＳＥＬ2[８]を出力することになる。
　このため、信号選択回路２００ｃは、出力値Ａｏｕｔにおける「０」と「１」との切り
替えに応じて、選択信号線６１[ｋ]に出力する選択信号を、第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と
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第２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]との間で切り替える。よって、出力値Ａｏｕｔが「０」になる
期間および「１」になる期間の合計期間における時間平均では、第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ
]と第２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]の両方が使用され、第１供給回路２００ａ１と第２供給回路
２００ｂ１との間の動作条件の差が少なくなる。
　また、この例では、１ラインごとに選択信号線６１[ｋ]に出力する選択信号を、第１選
択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]との間で切り替える。また、１フレームご
とに選択信号線６１[ｋ]に出力する選択信号を、第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２選択信
号ＳＥＬ2[ｋ]との間で切り替える。したがって、仮に、第１供給回路２００ａ１と第２
供給回路２００ｂ１との間に駆動能力のばらつきがあったとしても、視覚的には相殺され
るので、画質を向上させることができる。
　なお、上述した例では、１ラインごとに選択信号線６１[ｋ]に出力する選択信号を、第
１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]との間で切り替えたが、切り替えの単
位は、１以上のライン期間であってもよい。
　また、上述した例では、１フレームごとに選択信号線６１[ｋ]に出力する選択信号を、
第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]との間で切り替えたが、切り替えの
単位は、１以上のフレーム期間であってもよい。
【００４３】
　＜２．プリチャージの動作＞
　次に、プリチャージ動作を説明する。
　第１供給回路２００ａ１は、図４に示すように、プリチャージ期間ＴPREでは、データ
信号Ｃ[ｊｏｄｄ]をプリチャージ電位ＶPRE（ＶPREa、ＶPREb）に設定する。プリチャー
ジ電位ＶPREは、所定の基準電位ＶREF（例えば階調電位ＶGの振幅中心に相当する電位）
に対して負極性の電位に設定される。
　図４に示すように、階調電位ＶGが基準電位ＶREFに対して正極性に設定される書込期間
ＴWRTの直前のプリチャージ期間ＴPREでは、データ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]は、プリチャージ電
位ＶPREaに設定される。一方、階調電位ＶGが負極性に設定される書込期間ＴWRTの直前の
プリチャージ期間ＴPREでは、データ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]は、プリチャージ電位ＶPREbに設
定される。プリチャージ電位ＶPREaは、プリチャージ電位ＶPREbよりも低い電位（基準電
位ＶREFとの差異が大きい電位）に設定される。
　そして、第１供給回路２００ａ１は、プリチャージ期間ＴPREの間、第１選択信号ＳＥ
Ｌ1[１]～ＳＥＬ1[８]を一斉にアクティブレベル（スイッチ５８[ｋ]をオン状態に遷移さ
せる電位）に設定する（図４のＳＥＬ[１]～ＳＥＬ[Ｋ]参照）。
【００４４】
　また、第２供給回路２００ｂ１は、図４に示すように、プリチャージ期間ＴPREでは、
データ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]をプリチャージ電位ＶPRE（ＶPREa、ＶPREb）に設定する。デ
ータ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]と同様に、階調電位ＶGが基準電位ＶREFに対して正極性に設定され
る書込期間ＴWRTの直前のプリチャージ期間ＴPREでは、データ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]は、プ
リチャージ電位ＶPREaに設定される。一方、階調電位ＶGが負極性に設定される書込期間
ＴWRTの直前のプリチャージ期間ＴPREでは、データ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]と同様に、データ信
号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]は、プリチャージ電位ＶPREbに設定される。
　そして、第２供給回路２００ｂ１は、プリチャージ期間ＴPREの間、第２選択信号ＳＥ
Ｌ2[１]～ＳＥＬ2[８]を一斉にアクティブレベルに設定する（図４のＳＥＬ[１]～ＳＥＬ
[Ｋ]参照）。
【００４５】
　プリチャージ期間ＴPREにおいて出力値Ａｏｕｔ＝０の場合（図８参照、第１制御信号
Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[８]がアクティブレベル、第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[８]が非アク
ティブレベル）、信号選択回路２００ｃは、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[８]をそ
れぞれ選択信号線６１[１]～６１[８]に出力する。この際、信号選択回路２００ｃは、第
２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[８]を選択信号線６１[１]～６１[８]に出力しない。
　一方、プリチャージ期間ＴPREにおいて出力値Ａｏｕｔ＝１の場合（図８参照、第１制
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御信号Ｃｏ1[１]～Ｃｏ1[８]が非アクティブレベル、第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[８]
がアクティブレベル）、信号選択回路２００ｃは、第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[
８]をそれぞれ選択信号線６１[１]～６１[８]に出力する。この際、信号選択回路２００
ｃは、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[８]を選択信号線６１[１]～６１[８]に出力し
ない。
【００４６】
　よって、プリチャージ期間ＴPREでは、分配回路群２１内のすべてのスイッチ５８[ｋ]
がオン状態に遷移し、分配回路群２１と接続する信号線１４の各々（さらには各画素ＰIX
内の画素電極４２１）に対して並列にプリチャージ電位ＶPREが供給される。各画素ＰIX
に対する階調電位ＶGの供給前（書込前）に各信号線１４の電位がプリチャージ電位ＶPRE
に初期化されるから、表示画像の階調斑（縦クロストーク）を防止することが可能になる
。
【００４７】
　＜３．書込の動作＞
　次に、書込動作を説明する。
　第１供給回路２００ａ１は、第ｍ行の走査線１２の選択期間内の書込期間ＴWRTでは、
データ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]を、第ｍ行の走査線１２と配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]内の信号線１４と
の各交差に対応する画素ＰIXの指定階調に応じた階調電位ＶGに、時分割で設定する。各
画素ＰIXの指定階調は、制御回路３０から供給される画像信号ＶIDで規定される。基準電
位ＶREFに対する階調電位ＶGの極性は、いわゆる焼き付きを防止するため、周期的（例え
ば垂直走査期間Ｖごと）に順次に反転される。
【００４８】
　また、第１供給回路２００ａ１は、書込期間ＴWRTでは、図４に示すように、第１選択
信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[８]を、Ｋ（Ｋ＝８）個の選択期間Ｓ[１]～Ｓ[８]にて順番に
アクティブレベルに設定する（図４に示したＳＥＬ[１]～ＳＥＬ[Ｋ]参照）。
【００４９】
　第２供給回路２００ｂ１は、第ｍ行の走査線１２の選択期間内の書込期間ＴWRTでは、
データ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]を、第ｍ行の走査線１２と配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]内の信号線１
４との各交差に対応する画素ＰIXの指定階調に応じた階調電位ＶGに、時分割で設定する
。
【００５０】
　また、第２供給回路２００ｂ１は、書込期間ＴWRTでは、第２選択信号ＳＥＬ2[１]～Ｓ
ＥＬ2[８]を、Ｋ（Ｋ＝８）個の選択期間Ｓ[１]～Ｓ[８]にて順番にアクティブレベルに
設定する（図４に示したＳＥＬ[１]～ＳＥＬ[Ｋ]参照）。
【００５１】
　書込期間ＴWRTにおいて出力値Ａｏｕｔ＝０の場合（図８参照、第１制御信号Ｃｏ1[１]
～Ｃｏ1[８]がアクティブレベル、第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[８]が非アクティブレ
ベル）、信号選択回路２００ｃは、第１選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[８]をそれぞれ選
択信号線６１[１]～６１[８]に出力する。この際、信号選択回路２００ｃは、第２選択信
号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[８]を選択信号線６１[１]～６１[８]に出力しない。
　一方、書込期間ＴWRTにおいて出力値Ａｏｕｔ＝１の場合（図８参照、第１制御信号Ｃ
ｏ1[１]～Ｃｏ1[８]が非アクティブレベル、第２制御信号Ｃｏ2[１]～Ｃｏ2[８]がアクテ
ィブレベル）、信号選択回路２００ｃは、第２選択信号ＳＥＬ2[１]～ＳＥＬ2[８]をそれ
ぞれ選択信号線６１[１]～６１[８]に出力する。この際、信号選択回路２００ｃは、第１
選択信号ＳＥＬ1[１]～ＳＥＬ1[８]を選択信号線６１[１]～６１[８]に出力しない。
【００５２】
　したがって、第ｍ行の走査線１２が選択される選択期間Ｓ[ｋ]では、分配回路２１[１]
～２１[Ｊ]の各々におけるＫ個のスイッチ５８[１]～５８[８]のうち第ｋ番目のスイッチ
５８[ｋ]（合計Ｊ個のスイッチ５８[ｋ]）がオン状態に遷移する。これにより、各配線群
Ｂ[ｊ]の第ｋ列目の信号線１４にデータ信号Ｃ[ｊ]の階調電位ＶGが供給される。
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　すなわち、各単位期間Ｕ内の書込期間ＴWRTでは、Ｊ個の配線群Ｂ[１]～Ｂ[Ｊ]の各々
において、当該配線群Ｂ[ｊ]内のＫ＝８本の信号線１４に階調電位ＶGが時分割で供給さ
れる。第ｍ番目の単位期間Ｕ内の選択期間Ｓ[ｋ]において、階調電位ＶGは、第ｍ行の走
査線１２と配線群Ｂ[ｊ]の第ｋ列目の信号線１４との交差に対応する画素ＰIXの指定階調
に応じて設定される。
【００５３】
　本実施形態によれば、出力値Ａｏｕｔが「０」である第１期間と出力値Ａｏｕｔが「１
」である第２期間との各々について、選択される選択信号が、選択信号の供給元に応じて
設定される。このため、期間ごとの選択信号の選択の設定を容易にすることが可能になる
。
【００５４】
　また、本実施形態では、第１期間および第２期間はライン期間となり、第１期間と第２
期間は交互に繰り返される。この場合、１フレーム内で第１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２
選択信号との切り替えが１以上のラインごとに行われる。このため、画質の低下を目立た
なくすることが可能になる。
【００５５】
　本実施形態によれば、信号選択回路２００ｃは、第１供給回路２００ａ１が出力した第
１選択信号ＳＥＬ1[ｋ]と第２供給回路２００ｂ１が出力した第２選択信号のペアごとに
、第１期間ではペアを構成する２つの選択信号の一方を選択し、第２期間では他方を選択
する。
　分配回路群２１は、信号選択回路２００ｃが選択した選択信号を用いて、第１供給回路
２００ａ１が出力したデータ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]と第２供給回路２００ｂ１が出力した第２
データ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]を、複数の信号線１４に分配して画像を形成する。
　このため、第１期間と第２期間との合計期間における時間平均では、第１選択信号ＳＥ
Ｌ1[ｋ]と第２選択信号ＳＥＬ2[ｋ]の両方が使用され、第１供給回路２００ａ１および第
２供給回路２００ｂ１との間の動作条件の差が少なくなる。よって、第１供給回路２００
ａ１と第２供給回路２００ｂ１との間の動作条件の差に起因するデータ信号Ｃ[ｊｏｄｄ]
とデータ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]との間のばらつきを抑制でき、画質の低下を抑制可能になる
。
【００５６】
　本実施形態では、Ｊを４以上の偶数とした場合、複数の配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]と複数の配
線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]が存在することになる。そして、配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]と配線群Ｂ[ｊ
ｅｖｅｎ]は、図２に示したように、交互に配置されることになる。このため、異なる供
給回路で駆動される画素群を交互に配置することが可能になり、該画素群間の画質の違い
を目立ちにくくすることが可能になる。
【００５７】
　＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態は、第１実施形態において、図７に示した出力値Ａｏｕｔと信号
選択回路２００ｃの出力との関係の設定例を変更したものである。第２実施形態の基本的
な構成は、第１実施形態の構成と同様である。以下、第２実施形態について、第１実施形
態との相違点を中心に説明する。
【００５８】
　図９は、出力値Ａｏｕｔと信号選択回路２００ｃの出力との関係の設定例を示した図で
ある。図の縦方向は、走査線１２の行(ライン)に対応し、横方向は、フレームに対応し、
ｎ-1フレームからｎ+３フレームを示している。
　図９では、出力値Ａｏｕｔ＝０のとき、信号選択回路２００ｃが、第１選択信号ＳＥＬ
1[１]、ＳＥＬ1[３]、ＳＥＬ1[５]およびＳＥＬ1[７]と、第２選択信号ＳＥＬ2[２]、Ｓ
ＥＬ2[４]、ＳＥＬ2[６]およびＳＥＬ2[８]とを出力することを意味する。
　この際、信号選択回路２００ｃは、第１選択信号ＳＥＬ1[２]、ＳＥＬ1[４]、ＳＥＬ1[
６]およびＳＥＬ1[８]と、第２選択信号ＳＥＬ2[１]、ＳＥＬ2[３]、ＳＥＬ2[５]および
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ＳＥＬ2[７]を出力しない。
【００５９】
　この場合、制御信号供給回路６０ａ、６０ｂ内の各制御信号生成回路６０ｃ４は、図１
０に示すように、出力値Ａｏｕｔ＝０のとき、第１制御信号Ｃｏ1[１]、Ｃｏ1[３]、Ｃｏ
1[５]およびＣｏ1[７]と、第２制御信号Ｃｏ2[２]、Ｃｏ2[４]、Ｃｏ2[６]およびＣｏ2[
８]を、アクティブレベルにする。
　この際、制御信号供給回路６０ａ、６０ｂ内の各制御信号生成回路６０ｃ４は、図１０
に示すように、第１制御信号Ｃｏ1[２]、Ｃｏ1[４]、Ｃｏ1[６]およびＣｏ1[８]と、第２
制御信号Ｃｏ2[１]、Ｃｏ2[３]、Ｃｏ2[５]およびＣｏ2[７]を、非アクティブレベルにす
る。
【００６０】
　よって、出力値Ａｏｕｔ＝０のときには、選択回路２００ａ２内のスイッチ５９ａ[１]
、５９ａ[３]、５９ａ[５]および５９ａ[７]と、選択回路２００ｂ２内のスイッチ５９ｂ
[２]、５９ｂ[４]、５９ｂ[６]および５９ｂ[８]がオン状態（導通状態）になる。
　このとき、選択回路２００ａ２内のスイッチ５９ａ[２]、５９ａ[４]、５９ａ[６]およ
び５９ａ[８]および選択回路２００ｂ２内のスイッチ５９ｂ[１]、５９ｂ[３]、５９ｂ[
５]および５９ｂ[７]がオフ状態（ハイインピーダンス状態）になる。
【００６１】
　したがって、出力値Ａｏｕｔ＝０のとき、信号選択回路２００ｃが、第１選択信号ＳＥ
Ｌ1[１]、ＳＥＬ1[３]、ＳＥＬ1[５]およびＳＥＬ1[７]と、第２選択信号ＳＥＬ2[２]、
ＳＥＬ2[４]、ＳＥＬ2[６]およびＳＥＬ2[８]とを出力する。
　この際、信号選択回路２００ｃは、第１選択信号ＳＥＬ1[２]、ＳＥＬ1[４]、ＳＥＬ1[
６]およびＳＥＬ1[８]と、第２選択信号ＳＥＬ2[１]、ＳＥＬ2[３]、ＳＥＬ2[５]および
ＳＥＬ2[７]を出力しない。
【００６２】
　また、図９では、出力値Ａｏｕｔ＝１のとき、信号選択回路２００ｃが、第１選択信号
ＳＥＬ1[２]、ＳＥＬ1[４]、ＳＥＬ1[６]およびＳＥＬ1[８]と、第２選択信号ＳＥＬ2[１
]、ＳＥＬ2[３]、ＳＥＬ2[５]およびＳＥＬ2[７]とを出力することを意味する。
　この際、信号選択回路２００ｃは、第１選択信号ＳＥＬ1[１]、ＳＥＬ1[３]、ＳＥＬ1[
５]およびＳＥＬ1[７]と、第２選択信号ＳＥＬ2[２]、ＳＥＬ2[４]、ＳＥＬ2[６]および
ＳＥＬ2[８]を出力しない。
【００６３】
　この場合、制御信号供給回路６０ａ、６０ｂ内の各制御信号生成回路６０ｃ４は、図１
０に示すように、出力値Ａｏｕｔ＝１のとき、第１制御信号Ｃｏ1[２]、Ｃｏ1[４]、Ｃｏ
1[６]、Ｃｏ1[８]と、第２制御信号Ｃｏ2[１]、Ｃｏ2[３]、Ｃｏ2[５]およびＣｏ2[７]と
を、アクティブレベルにする。
　この際、制御信号供給回路６０ａ、６０ｂ内の各制御信号生成回路６０ｃ４は、図１０
に示すように、第１制御信号Ｃｏ1[１]、Ｃｏ1[３]、Ｃｏ1[５]、Ｃｏ1[７]と、第２制御
信号Ｃｏ2[２]、Ｃｏ2[４]、Ｃｏ2[６]およびＣｏ2[８]とを、非アクティブレベルにする
。
【００６４】
　よって、出力値Ａｏｕｔ＝１のときには、選択回路２００ａ２内のスイッチ５９ａ[２]
、５９ａ[４]、５９ａ[６]および５９ａ[８]と、選択回路２００ｂ２内のスイッチ５９ｂ
[１]、５９ｂ[３]、５９ｂ[５]および５９ｂ[７]が、オン状態（導通状態）になる。
　このとき、選択回路２００ａ２内のスイッチ５９ａ[２]、５９ａ[４]、５９ａ[６]およ
び５９ａ[８]と、選択回路２００ｂ２内のスイッチ５９ｂ[１]、５９ｂ[３]、５９ｂ[５]
および５９ｂ[７]が、オフ状態（ハイインピーダンス状態）になる。
【００６５】
　したがって、出力値Ａｏｕｔ＝１のとき、信号選択回路２００ｃが、第１選択信号ＳＥ
Ｌ1[２]、ＳＥＬ1[４]、ＳＥＬ1[６]およびＳＥＬ1[８]と、第２選択信号ＳＥＬ2[１]、
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ＳＥＬ2[３]、ＳＥＬ2[５]およびＳＥＬ2[７]とを出力する。
　この際、信号選択回路２００ｃは、第１選択信号ＳＥＬ1[１]、ＳＥＬ1[３]、ＳＥＬ1[
５]およびＳＥＬ1[７]と、第２選択信号ＳＥＬ2[２]、ＳＥＬ2[４]、ＳＥＬ2[６]および
ＳＥＬ2[８]を出力しない。
【００６６】
　本実施形態によれば、出力値Ａｏｕｔが「０」である第１期間と出力値Ａｏｕｔが「１
」である第２期間のそれぞれにおいて、第１供給回路２００ａ１からの第１選択信号ＳＥ
Ｌ1の一部と第２供給回路２００ｂ１からの第２選択信号ＳＥＬ2の一部が用いられる。こ
のため、各期間において、第１供給回路２００ａ１と第２供給回路２００ｂ１との間の動
作条件の差を少なくできる。よって、各期間において、第１供給回路２００ａ１と第２供
給回路２００ｂ１との間の動作条件の差に起因する画質の低下を抑制可能になる。
【００６７】
　なお、本実施形態において、第１選択信号ＳＥＬ1の一部として、ｋが奇数である第１
選択信号ＳＥＬ1[ｋ]を用い、第２選択信号ＳＥＬ2の一部として、ｋが偶数である第２選
択信号ＳＥＬ2[ｋ]を用いた。しかしながら、第１選択信号ＳＥＬ1の一部および第２選択
信号ＳＥＬ2の一部は、適宜変更可能である。
【００６８】
　＜変形例＞
　以上の各形態は多様に変形され得る。具体的な変形の態様を以下に例示する。以下の例
示から任意に選択された２以上の態様は相矛盾しない限り適宜に併合され得る。
【００６９】
　＜変形例１＞
　制御信号供給回路６０ｃにおいて、水平カウンター６０ｃ２が省略されてもよい。この
場合、水平カウンター６０ｃ２が存在する場合に比べて、選択信号の切り替えの頻度が低
くなるが、フレーム期間を規定する信号垂直同期信号ＶSYNCのみを用いて切り替えを行う
ことが可能になる。
【００７０】
　＜変形例２＞
　水平カウンター６０ｃが省略され、かつ、垂直カウンター６０ｃ１として、複数の垂直
同期信号ＶSYNCが入力されたときにカウントアップするカウンターが用いられてもよい。
この場合、第１期間および第２期間は２以上のフレーム期間となる。
　特に、本実施形態では、第１データ信号の極性および第２データ信号の極性は、フレー
ム単位で反転する（図４参照）。このため、垂直カウンター６０ｃ１として、垂直同期信
号ＶSYNCが２回入力されたときにカウントアップするカウンターが用いられることが望ま
しい。この場合、第１および第２期間内でフレーム間の極性の違いを相殺しつつ、さらに
、分配回路群２１が用いる選択信号の供給元が切り替えられるため、画質の低下を抑制可
能になる。
【００７１】
　＜変形例３＞
　Ｊを４以上の偶数とした場合に、第１供給回路２００ａと接続端子３００ａ１を介して
接続する複数のデータ線１６の各々が、第２供給回路２００ｂと接続端子３００ｂ１を介
して接続する複数のデータ線１６の各々と隣り合うように、第１供給回路２００ａと第２
供給回路２００ｂとが積層されてもよい。接続端子３００ａ１と接続端子３００ｂ１は、
図１と図２のように、データ線１４の延びる方向に間隔を空けて並んで配置され、データ
線１６に接続される。
　この場合、第１供給回路２００ａと接続する複数のデータ線１６と、第２供給回路２０
０ｂと接続する複数のデータ線１６と、を含むデータ線１６のピッチを、第１供給回路２
００ａと接続する複数のデータ線１６のピッチよりも小さくできる。また、第１供給回路
２００ａと接続する複数のデータ線１６と、第２供給回路２００ｂと接続する複数のデー
タ線１６と、を含むデータ線１６のピッチを、第２供給回路２００ｂと接続する複数のデ
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[ｊｏｄｄ]が供給される画素群と第２供給回路２００ｂからデータ信号Ｃ[ｊｅｖｅｎ]が
供給される画素群とを交互に配置しやすくなる。このような画素群の配置が行われると、
画素群間の画質の違いを目立ちにくくすることが可能になる。
【００７２】
　＜変形例４＞
　選択回路２００ａ２が第１供給回路２００ａ１に内蔵されてもよい。また、選択回路２
００ｂ２が第２供給回路２００ｂ１に内蔵されてもよい。
【００７３】
　＜変形例５＞
　上述した形態において、第１供給回路２００ａ１が分配回路２１[１]～２１[Ｊ/２]ま
でを駆動し、第２供給回路２００ｂ１が分配回路２１[（Ｊ/２）＋１]～２１[Ｊ]までを
駆動してもよい。この場合、分配回路２１[１]～２１[Ｊ/２]と分配回路２１[（Ｊ/２）
＋１]～２１[Ｊ]は、位置的に容易に分けられるので、分配回路２１[１]～２１[Ｊ]と、
第１供給回路２００ａ１および第２供給回路２００ｂ１との配線を単純化することが可能
になる。
【００７４】
　＜応用例＞
　以上の各形態や変形例に例示した電気光学装置１は、各種の電子機器に利用され得る。
図１１から図１２には、電気光学装置１を採用した電子機器の具体的な形態が例示されて
いる。
【００７５】
　図１１は、電気光学装置１を採用した可搬型のパーソナルコンピュータの斜視図である
。パーソナルコンピュータ２０００は、各種の画像を表示する電気光学装置１と、電源ス
イッチ２００１やキーボード２００２が設置された本体部２０１０とを含む。
【００７６】
　図１２は、電気光学装置１を適用した投射型表示装置（３板式のプロジェクタ）４００
０の模式図である。投射型表示装置４０００は、相異なる表示色（赤色，緑色，青色）に
対応する３個の電気光学装置１（１R，１G，１B）を含んで構成される。照明光学系４０
０１は、照明装置（光源）４００２からの出射光のうち赤色成分ｒを電気光学装置１Rに
供給し、緑色成分ｇを電気光学装置１Gに供給し、青色成分ｂを電気光学装置１Bに供給す
る。各電気光学装置１は、照明光学系４００１から供給される各単色光を表示画像に応じ
て変調する光変調器（ライトバルブ）として機能する。投射光学系４００３は、各電気光
学パネル１００からの出射光を合成して投射面４００４に投射する。
【００７７】
　なお、本発明に係る電気光学装置が適用される電子機器としては、図１１から図１２に
例示した機器のほか、携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assistants），デジタ
ルスチルカメラ，テレビ，ビデオカメラ，カーナビゲーション装置が挙げられる。さらに
、該電子機器としては、車載用の表示器（インパネ），電子手帳，電子ペーパー，電卓，
ワードプロセッサ，ワークステーション，テレビ電話，ＰＯＳ端末，プリンタ，スキャナ
，複写機，ビデオプレーヤ，タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。
【符号の説明】
【００７８】
　１…電気光学装置、１０…画素部、１２…走査線、１４…信号線、２０…走査線駆動回
路、２１…分配回路群、３０…制御回路、６１…選択信号線群、２００ａ…第１生成回路
、２００ｂ…第２生成回路、２００ａ１…第１供給回路、２００ｂ１…第２供給回路、２
００ｃ…信号選択回路、Ｂ[１]～Ｂ[Ｊ]（Ｂ[ｊｏｄｄ]、Ｂ[ｊｅｖｅｎ]）…配線群。
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