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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査線と、
　複数のデータ線と、
　前記複数の走査線および前記複数のデータ線の交差に対応して設けられ、マトリックス
状に配置された複数の画素電極と、
　前記複数の画素電極に対応して設けられた複数のトランジスターと、
　を有する基板と、
　一又は複数の前記画素電極からなる一の単位の画素の少なくとも２つを別の方向に視認
させるための開口を斜め方向に連続して有する視差バリアーと
　を有し、
　前記複数のデータ線のうち任意のデータ線を第１のデータ線としたとき、前記第１のデ
ータ線と前記第１のデータ線に隣り合う第２のデータ線との間に配置され前記一の単位の
画素に対応するトランジスターは、前記複数のデータ線の延在方向において、前記一の単
位の画素に対応するトランジスター単位で前記第１のデータ線と前記第２のデータ線とに
交互に電気的に接続され、
　任意の選択期間を第１の選択期間としたとき、前記第１の選択期間に前記第１のデータ
線より第１の一の単位の画素に印加される電圧と、前記第１の選択期間に続き、第２の選
択期間に前記第１のデータ線より第２の一の単位の画素に印加される電圧との極性は逆で
あり、
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　前記第１の選択期間に前記第２のデータ線より第３の一の単位の画素に印加される電圧
と、前記第２の選択期間に前記第２のデータ線より第４の一の単位の画素に印加される電
圧との極性は逆であり、
　前記第１の選択期間に前記第１の一の単位の画素に印加される電圧と、前記第１の選択
期間に前記第３の一の単位の画素に印加される電圧との極性は逆であり、
　前記第１の一の単位の画素と前記第３の一の単位の画素は、前記複数の走査線の延在方
向で隣り合うとともに、前記第２の一の単位の画素と前記第４の一の単位の画素は、前記
複数の走査線の延在方向で隣り合う
　ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記視差バリアーは、ｋ個（ｋは２以上の自然数）の画面を異なるｋの方向より視認さ
せるためのものであり、
　前記ｋ個の画面は、行方向および列方向に隣り合うｋ×ｋ個の前記一の単位の画素によ
り構成され、前記ｋ×ｋ個の前記一の単位の画素において各行および各列に配置される前
記ｋ個の画面のうちの一の画面に対応する一の単位の画素は１つのみである
　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】
　前記一の単位の画素は、ａ個（ａは１以上の自然数）の前記画素電極により構成され、
前記第１及び第２の選択期間はそれぞれａ個の走査信号の期間により構成されている
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか一の項に記載の電気光学装置を有する電子機器。
【請求項５】
　複数の走査線と、
　複数のデータ線と、
　前記複数の走査線および前記複数のデータ線の交差に対応して設けられ、マトリックス
状に配置された複数の画素電極と、
　前記複数の画素電極に対応して設けられた複数のトランジスターと、
　を有する基板と、
　一又は複数の前記画素電極からなる一の単位の画素の少なくとも２つを別の方向に視認
させるための開口を斜め方向に連続して有する視差バリアーと
　を有し、
　前記複数のデータ線のうち任意のデータ線を第１のデータ線としたとき、前記第１のデ
ータ線と前記第１のデータ線に隣り合う第２のデータ線との間に配置され前記一の単位の
画素に対応するトランジスターは、前記複数のデータ線の延在方向において、前記一の単
位の画素に対応するトランジスター単位で前記第１のデータ線と前記第２のデータ線とに
交互に電気的に接続され、
　任意の選択期間を第１の選択期間としたとき、前記第１の選択期間に前記第１のデータ
線より第１の一の単位の画素に印加される電圧と、前記第１の選択期間に続き、第２の選
択期間に前記第１のデータ線より第２の一の単位の画素に印加される電圧との極性は逆で
あり、
　前記第１の選択期間に前記第２のデータ線より第３の一の単位の画素に印加される電圧
と、前記第２の選択期間に前記第２のデータ線より第４の一の単位の画素に印加される電
圧との極性は逆であり、
　前記第１の選択期間に前記第１の一の単位の画素に印加される電圧と、前記第１の選択
期間に前記第３の一の単位の画素に印加される電圧との極性は逆であり、
　前記第１から前記第４の一の単位の画素の各々は、前記第１から前記第４の一の単位の
画素のうちの他の一の単位の画素の少なくとも１つと隣り合う
　ことを特徴とする電気光学装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の異なる画像を視認させるための表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　異なる観察位置に位置する観察者に異なる画像を視認させる２画面表示装置、並びにあ
る観察者に右目用および左目用の画像を視認させ、３次元の立体画像を表示する立体画像
表示装置が知られている。複数の異なる画像を視認させるための技術として、パララック
スバリアーを用いた画像表示装置がある。特許文献１は、右目用画素と左目用画素とが行
および列のそれぞれで交互に配置された表示パネル、およびこの表示パネルより観察者側
に配置され、右目用画像と左目用画像とを分離する光学フィルターを開示している。特許
文献２および３は、立体表示を行わない表示装置において、ある列（データ線方向）の画
素電極において、偶数行目の画素電極と奇数行目の画素電極とが、左右の異なるデータ線
に接続されることを開示している。これらの表示装置においては、いわゆるライン反転駆
動が行われる。また、特許文献４および５は、立体画像表示装置または２画面表示装置に
おいて、クロストークを補正する技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－３３１６０５号公報
【特許文献２】特開２００５－２３４５３３号公報
【特許文献３】特開２００６－７１８９１号公報
【特許文献４】特開２００７－３１６４６０号公報
【特許文献５】特開２００９－８０２３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１－５によっても、フリッカー、横スジ（または斜めスジ）、縦クロストーク
、または横クロストークにより画質の低下が起こる問題があった。
　本発明は、多画面表示装置または立体画像表示装置において、フリッカー、横スジ（ま
たは斜めスジ）、縦クロストーク、または横クロストークの発生を抑制する技術を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　　　　本発明は、複数の走査線と、複数のデータ線と、前記複数の走査線および前記複
数のデータ線の交差に対応して設けられ、マトリックス状に配置された複数の画素電極と
、前記複数の画素電極に対応して設けられた複数のトランジスターと、を有する基板と、
少なくとも２つの方向に一の単位の画素を視認させるための開口を有する視差バリアーと
を有し、前記複数のデータ線のうち第１のデータ線と前記第１のデータ線に隣り合う第２
のデータ線との間に配置され前記一の単位の画素に対応するトランジスターは、前記複数
のデータ線の延在方向において、前記一の単位の画素に対応するトランジスター単位で前
記第１のデータ線と前記第２のデータ線とに交互に電気的に接続され、前記複数の走査線
のうち第１の走査線が選択された第１の選択期間に前記第１のデータ線より前記第１の走
査線に接続された第１のトランジスターを介して第１の画素に印加される電圧と、前記第
１の走査線が選択された前記第１の選択期間に続き、第２の走査線が選択された第２の選
択期間に前記第１のデータ線より前記第２の走査線に接続された第２のトランジスターを
介して第２の画素に印加される電圧との極性は逆であり、前記第１の選択期間に前記第２
のデータ線より前記第１の走査線に接続された第３のトランジスターを介して第３の画素
に印加される電圧と、前記第２の選択期間に前記第２のデータ線より前記第２の走査線に
接続された第４のトランジスターを介し第４の画素に印加される電圧との極性は逆であり
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、前記第１の選択期間に前記第１の画素に印加される電圧と、前記第１の選択期間に前記
第３の画素に印加される電圧との極性は逆であり、前記第１の画素と前記第３の画素は、
前記複数の走査線の延在方向で隣り合うとともに、前記第２の画素と前記第４の画素は、
前記複数の走査線の延在方向で隣り合うことを特徴とする電気光学装置を提供する。
　この電気光学装置によれば、トランジスターが互いに隣り合う２つのデータ線に画素毎
に交互に接続されていない構成と比較して、フリッカー、横スジ（または斜めスジ）、縦
クロストーク、または横クロストークの発生を抑制することができる。
【０００６】
　　　　好ましい態様において、前記視差バリアーは、ｋ個（ｋは２以上の自然数）の画
面を異なるｋの方向より視認させるためのものであり、前記ｋ個の画面は、行方向および
列方向に隣り合うｋ×ｋ個の前記一の単位の画素により構成され、前記ｋ×ｋ個の前記一
の単位の画素において各行および各列に配置される前記ｋ個の画面のうちの一の画面に対
応する一の単位の画素は１つのみで構成されてもよい。
　この電気光学装置によれば、ｋ個の画面を視認させる場合に、フリッカー、横スジ（ま
たは斜めスジ）、縦クロストーク、または横クロストークの発生を抑制することができる
。
　また、別の好ましい態様において、前記一の単位の画素は、ａ個（ａは１以上の自然数
）の前記画素電極により構成されてもよい。
　この電気光学装置によれば、複数の画素電極により構成される画素により表示される画
面において、フリッカー、横スジ（または斜めスジ）、縦クロストーク、または横クロス
トークの発生を抑制することができる。
【０００７】
　　　　さらに、本発明は複数の走査線と、複数のデータ線と、前記複数の走査線および
前記複数のデータ線の交差に対応して設けられ、マトリックス状に配置された複数の画素
電極と、前記複数の画素電極に対応して設けられた複数のトランジスターと、を有する基
板と、少なくとも２つの方向に一の単位の画素を視認させるための開口を有する視差バリ
アーとを有し、前記複数のデータ線のうち第１のデータ線と前記第１のデータ線に隣り合
う第２のデータ線との間に配置され前記一の単位の画素に対応するトランジスターは、前
記複数のデータ線の延在方向において、前記一の単位の画素に対応するトランジスター単
位で前記第１のデータ線と前記第２のデータ線とに交互に電気的に接続され、前記複数の
走査線のうち第１の走査線が選択された第１の選択期間に前記第１のデータ線より前記第
１の走査線に接続された第１のトランジスターを介して第１の画素に印加される電圧と、
前記第１の走査線が選択された前記第１の選択期間に続き、第２の走査線が選択された第
２の選択期間に前記第１のデータ線より前記第２の走査線に接続された第２のトランジス
ターを介して第２の画素に印加される電圧との極性は逆であり、前記第１の選択期間に前
記第２のデータ線より前記第１の走査線に接続された第３のトランジスターを介して第３
の画素に印加される電圧と、前記第２の選択期間に前記第２のデータ線より前記第２の走
査線に接続された第４のトランジスターを介し第４の画素に印加される電圧との極性は逆
であり、前記第１の選択期間に前記第１の画素に印加される電圧と、前記第１の選択期間
に前記第３の画素に印加される電圧との極性は逆であり、前記第１から前記第４の画素の
各々は、前記第１から前記第４の画素のうちの他の画素の少なくとも１つと隣り合うこと
を特徴とする電気光学装置を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、上記いずれかの電気光学装置を有する電子機器を提供する。
　この電子機器によれば、トランジスターが互いに隣り合う２つのデータ線に画素毎に交
互に接続されていない構成と比較して、フリッカー、横スジ（または斜めスジ）、縦クロ
ストーク、または横クロストークの発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に係る電気光学装置１の全体構成を示すブロック図。
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【図２】液晶パネル１００における画素の配置を例示する図。
【図３】パララックスバリアー１５０の構成を示す模式図。
【図４】液晶パネル１００とユーザーＨとの位置関係を示す模式図。
【図５】液晶パネル１００を正面から見た様子を示す模式図。
【図６】映像信号Ｖｉｄ－ｉｎが示す画像データの構成を説明する図。
【図７】書き込まれたデータの極性を例示する図。
【図８】第１画面を示す図。
【図９】第２画面を示す図。
【図１０】画質を比較した結果を示す図。
【図１１】従来配置と１ドット反転で視認される画面を例示する図。
【図１２】従来配置と１ドット２ライン反転で視認される画面を例示する図。
【図１３】ソースライン反転を用いた場合のデータ電圧の極性を示す図。
【図１４】ゲートライン反転を用いた場合のデータ電圧の極性を示す図。
【図１５】液晶パネル１００とユーザーＨとの位置関係を示す模式図（変形例１）。
【図１６】変形例１におけるパララックスバリアー１５０の構造を示す模式図。
【図１７】第１画面を示す図（変形例１）。
【図１８】第２画面を示す図（変形例１）。
【図１９】第３画面を示す図（変形例１）。
【図２０】画質を比較した結果を示す図（変形例１）。
【図２１】斜めスジを説明する図である。
【図２２】変形例２に係る画素電極１１８の配置を示す図。
【図２３】変形例３に係る画素電極１１８の配置を示す図。
【図２４】変形例４に係る画素電極１１８の配置を示す図。
【図２５】変形例５に係る電子機器５の構成を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
１．構成
　図１は、本発明の一実施形態に係る電気光学装置１の全体構成を示すブロック図である
。この例で、電気光学装置１は、電気光学素子として液晶素子を用いた、２画面表示可能
な液晶表示装置である。電気光学装置１は、制御回路１０と、液晶パネル１００と、走査
線駆動回路１３０と、データ線駆動回路１４０と、パララックスバリアー１５０とを有す
る。
【００１１】
　制御回路１０は、液晶パネル１００を制御する回路である。この例で、制御回路１０は
、映像信号Ｖｉｄ－ｉｎおよび同期信号Ｓｙｎｃに基づいて、データ信号Ｖｘ、制御信号
Ｘｃｔｒ、および制御信号Ｙｃｔｒを出力する。データ信号Ｖｘは、２値（０と１）に変
換された画像（映像）データを示す。制御信号Ｘｃｔｒおよび制御信号Ｙｃｔｒは、それ
ぞれ、データ線駆動回路１４０および走査線駆動回路１３０の制御に用いられる。
【００１２】
　液晶パネル１００は、制御回路１０の制御下で画像の表示を行う装置である。液晶パネ
ル１００は、素子基板１００ａと、対向基板１００ｂと、液晶層１０５とを有する。素子
基板１００ａと対向基板１００ｂとは、一定の間隙を保って貼り合わせられている。素子
基板１００ａのうち対向基板１００ｂとの対向面には、ｍ行（ｍは２以上の整数）の走査
線１１２およびｎ＋１列（ｎは２以上の整数）のデータ線１１４が設けられている。走査
線１１２とデータ線１１４とは、互いに絶縁されている。なお、各走査線１１２を区別す
る場合、図１において上から順に第１、第２、第３、…、第ｍ－１、第ｍ行の走査線１１
２という。同様に、各データ線１１４を区別する場合、図１において左から順に第１、第
２、第３、…、第ｎ－１、第ｎ、第ｎ＋１列のデータ線１１４という。
【００１３】
　この例で、液晶パネル１００は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３色を用いてカラー
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表示を行う装置である。液晶パネル１００は、例えばＷＶＧＡ（Wide Video Graphics Ar
ray）すなわち８００×４８０ドットの解像度を有し、８００×３＝２４００列、４８０
行の画素電極１１８を有する。
【００１４】
　素子基板１００ａにおいて、走査線１１２およびデータ線１１４は、それぞれ互いに絶
縁され、図１中ｘ方向およびｙ方向に沿って設けられている。ｘ方向およびｙ方向に垂直
な方向から見ると、走査線１１２およびデータ線１１４は交差している。１本の走査線１
１２と１本のデータ線１１４の交差に対応して、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）１１６
と画素電極１１８との組が設けられている。すなわち、全体としては、ＴＦＴ１１６と画
素電極１１８との組がｍ×ｎ個設けられている。画素電極１１８は、ほぼ矩形形状を有し
、透明性を有する材料で形成されている。この例で、ＴＦＴ１１６は、ｎチャネル型の電
界効果トランジスターである。ＴＦＴ１１６のゲート電極は走査線１１２に接続され、ソ
ース電極はデータ線１１４に接続され、ドレイン電極は画素電極１１８に接続されている
。画素電極１１８は、ｍ行ｎ列のマトリックス状に配置されている。一の列において、画
素電極１１８は、隣り合う２つのデータ線１１４に交互に（ＴＦＴ１１６を介して）接続
されている。
【００１５】
　対向基板１００ｂのうち、素子基板１００ａとの対向面には、コモン電極１０８が全面
にわたって設けられている。コモン電極１０８は、透明性を有する。コモン電極１０８に
は、図示省略した回路によって電圧ＬＣｃｏｍが印加される。
【００１６】
　走査線駆動回路１３０は、走査信号Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、…、Ｙｍを走査線１１２に供給
する回路である。走査信号Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、…、Ｙｍは、パルス的に線順次でＨ（High
）レベルとなる信号である。例えば、第１行の走査線１１２にＨレベルの走査信号が供給
されると、第１行の走査線１１２に接続されているＴＦＴ１１６がオン状態となる。一の
単位の行の走査線１１２にＨレベルの走査信号が供給される期間を「選択期間」という。
また、第ｉ行の走査線１１２にＨレベルの走査信号が供給されることを、「第ｉ行の画素
電極１１８が選択される」という。
【００１７】
　データ線駆動回路１４０は、データ信号Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、…、Ｘｎ、Ｘｎ＋１をデー
タ線１１４に供給する回路である。データ信号Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、…、Ｘｎ、Ｘｎ＋１は
、画素電極１１８に書き込まれるデータに応じた電圧を有する。選択されている行の画素
電極１１８には、データ線１１４に供給されているデータ信号により画像データに応じた
電圧が書き込まれる。液晶層１０５の液晶分子の配向状態（すなわち液晶層１０５の透過
率）は、画素電極１１８とコモン電極１０８との間に生じる電界によって変化する。これ
により、光変調による階調表示が可能となる。
　なお、図１において、素子基板１００ａの対向基板１００ｂとの対向面は紙面裏側であ
るので、この対向面に設けられる走査線１１２、データ線１１４、ＴＦＴ１１６および画
素電極１１８については、破線で示すべきであるが、見難くなるので、それぞれ実線で示
している。
【００１８】
　図２は、液晶パネル１００における画素電極１１８の配置を例示する図である。図２で
は、ＴＦＴ１１６は省略してデータ線１１４と画素電極１１８との接続関係を示している
。図中、Ｒ、ＧおよびＢは、それぞれ、赤、緑および青の表示をするための画素電極１１
８を示している。以下、説明のため、データ信号Ｘｊを供給するためのデータ線１１４を
データ線Ｘｊと、走査信号Ｙｉを供給するための走査線１１２を走査線Ｙｉと表記する。
ｉおよびｊは、それぞれ１≦ｉ≦ｍおよび１≦ｊ≦ｎ＋１を満たす整数である。また、デ
ータ線Ｘｊおよびデータ線Ｘｊ＋１に挟まれた画素電極１１８を「第ｊ列の画素電極１１
８」と表記し、走査線Ｙｉおよび走査線Ｙｉ＋１に挟まれた画素電極１１８を「第ｉ行の
画素電極１１８」と表記する。図２の例では、一の列の画素電極１１８は同一の色を表示
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するためのものである。隣り合う列における画素電極１１８が表示する色は異なっており
、Ｒ、ＧおよびＢの順番で周期的に配置されている。
【００１９】
　図３は、パララックスバリアー１５０（視差バリアの一例）の構成を示す模式図である
。パララックスバリアー１５０は光を透過する複数の窓１５１（開口の一例）を有する。
窓１５１は、１画素を視認させるための幅および高さを有している。この例では、１つの
画素電極１１８により１つの画素が構成される。パララックスバリアー１５０は、液晶パ
ネル１００の画素数の半分（電気光学装置１が２画面の表示装置なので、第１画面および
第２画面でそれぞれ半分ずつの画素を使う）の数、すなわち（ｍ×ｎ）／２個の窓１５１
を有する。窓１５１は、画素電極１１８と同様に行列にＸ方向およびＹ方向に沿って並べ
られている。以下、第ｊ列第ｉ行の窓１５１を、窓１５１（ｊ，ｉ）と表記する。図３の
例では、１行おきおよび１列おきに窓１５１が設けられている。すなわち、窓１５１（ｊ
，ｉ）が存在する場合、窓１５１（ｊ＋１，ｉ）および窓１５１（ｊ，ｉ＋１）は存在し
ないが、窓１５１（ｊ＋１，ｉ＋１）は存在する。
【００２０】
　図４は、液晶パネル１００とユーザーＨとの位置関係を示す模式図である。液晶パネル
１００とパララックスバリアー１５０との積層方向に平行な方向を正面と定義する。位置
Ａは、液晶パネル１００に対して正面から右側にずれた位置から、斜めに液晶パネル１０
０を観察する方向である。位置Ｂは、液晶パネル１００に対して正面から左側にずれた位
置から、斜めに液晶パネル１００を観察する方向である。電気光学装置１は、位置Ａから
観察したユーザーＨには第１画面を視認させ、位置Ｂから観察したユーザーＨには第２画
面を視認させる装置である。液晶パネル１００とパララックスバリアー１５０との間隔、
並びに窓１５１の大きさおよび位置は、位置Ａから第１画面を視認させ、位置Ｂから第２
画面を視認させることができるように設計される。
【００２１】
　図５は、液晶パネル１００を正面から見た様子を示す模式図である。電気光学装置１は
、正面から正しい画面を視認できるようには設計されていないので、正面からは正しい画
面を視認することができない。１つの窓１５１からは、２つの画素電極１１８による画像
が視認される。
【００２２】
２．動作
　図６は、映像信号Ｖｉｄ－ｉｎが示す画像データの構成を説明する図である。ここでは
簡単のため、第１画面および第２画面がそれぞれ４行４列の画素により構成される例を用
いて説明する。データＤａおよびデータＤｂは、それぞれ、第１画面および第２画面を示
す。データＤａは、画素ａ１１～ａ４４を有する。データＤｂは、画素ｂ１１～ｂ４４を
有する。データＤｃは、電気光学装置１において第１画面および第２画面を表示させるた
めのデータである。データＤａの一部とデータＤｂの一部とを合成してデータＤｃが生成
される。図６において、データＤａおよびデータＤｂのうち、データＤｃの合成に使用さ
れない画素は括弧書きで表されている。データＤｃの第１行において、左端には、値が空
の画素が追加されている。さらに左から第１画像及び第２画像共に偶数列のみデータを抽
出した、画素ａ１２、画素ｂ１２、画素ａ１４、画素ｂ１４というように、第１画面の画
素と第２画面の画素のデータが交互に配置されている。第２行において左から第１画像及
び第２画像共に奇数列のみデータを抽出した、画素ａ２１、画素ｂ２１、画素ａ２３、画
素ｂ２３というように、第１画面の画素と第２画面の画素が交互に配置されている。さら
に第２行の右端には、値が空の画素が追加されている。以下、同様である。結局、データ
Ｄｃは、値が空の画素も併せて４行５列の画素により構成される。データＤｃは、映像コ
ンテンツの提供者によって作成される。あるいは、電気光学装置１に映像信号を供給する
電子機器においてデータＤａとデータＤｂを合成してデータＤｃを生成してもよい。デー
タＤａおよびデータＤｂを合成したデータＤｃを示す信号が、映像信号Ｖｉｄ－ｉｎとし
て制御回路１０に入力される。
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【００２３】
　図７は、あるフレームで書き込まれたデータの極性を例示する図である。走査線駆動回
路１３０およびデータ線駆動回路１４０の動作は、従来知られているものと同じである。
すなわち、走査線駆動回路１３０は、走査線１１２を１本ずつ順番に選択する信号を出力
する。データ線駆動回路１４０は、選択されている走査線１１２に対応する行のデータに
応じた電圧の信号を出力する。この例では、データの書き込みにはいわゆる１ドット反転
の方法が用いられ、データの書き込みに用いられる電圧の極性は、ある単一の行において
は隣り合う画素で互いに異なり、隣り合う２つの行における極性、すなわちあるデータ線
上において隣り合う位置で画素に接続されているトランジスターにより書き込まれるデー
タの極性は互いに異なっている。換言すると、第１の選択期間に第１のデータ線に印加さ
れる電圧と、第１の選択期間に続く第２の選択期間に第１のデータ線に印加される電圧と
の極性は逆である。また、第１の選択期間に第２のデータ線に印加される電圧と、第２の
選択期間に第２のデータ線に印加される電圧との極性は逆である。第１の選択期間に第１
のデータ線に印加される電圧と、第１の選択期間に第２のデータ線に印加される電圧との
極性は逆である。こうして、選択された走査線１１２に接続されている画素電極１１８に
、データが書き込まれる。以下の説明のため、図７の画面において、左上端の画素電極１
１８の座標を（ｘ，ｙ）＝（１，１）と定義する。右上端の画素電極１１８の座標は（ｘ
，ｙ）＝（１０，１）であり、右下端の画素電極１１８の座標は（ｘ，ｙ）＝（１０，５
）である。なお図７では１≦ｘ≦１０かつ１≦ｙ≦５の範囲しか図示していないが、この
外側の領域にも画素電極１１８は広がっている。なお、図７において括弧付きで示されて
いるデータは、そのデータが空であることを示す。すなわち、奇数行目の第１列には空の
データが入れられる。
【００２４】
　図８は、図７のデータが書き込まれたときに、パララックスバリアー１５０を介して視
認される第１画面を示す図である。この例では、座標が（ｘ，ｙ）＝（２ｓ＋２，２ｔ＋
１）である画素電極１１８、および（ｘ，ｙ）＝（２ｓ＋１，２ｔ＋２）である画素電極
１１８（ｓおよびｔはゼロを含む自然数）による画像が視認される。すなわち、ｘ座標お
よびｙ座標の偶奇が一致しない画素が視認される。視認される画素群において、隣り合う
２つの行の画素における電圧の極性は異なっている。
【００２５】
　図９は、図７のデータが書き込まれたときに、パララックスバリアー１５０を介して視
認される第２画面を示す図である。この例では、座標が（ｘ，ｙ）＝（２ｓ＋３，２ｔ＋
１）である画素電極１１８、および（ｘ，ｙ）＝（２ｓ＋２，２ｔ＋２）である画素電極
１１８がによる画像が視認される。すなわち、ｘ座標およびｙ座標の偶奇が一致する画素
が視認される。視認される画素群において、隣り合う２つの行の画素における電圧の極性
は異なっている。
【００２６】
　図１０は、電気光学装置１および従来技術による画質を比較した結果を示す図である。
図１０の表において、各行は、画素電極の配置と駆動方法との組み合わせを示している。
各列は、画質劣化に関する現象を示している。「本件配置」と表示されている画素構成は
、図１および図２に示されるように、単一の列の画素電極１１８に接続されたＴＦＴ１１
６が互いに隣り合う２つのデータ線に交互に接続された構成である。「従来配置」と表示
されている画素構成は、単一の列の画素電極に接続されたＴＦＴは、単一データ線に接続
された構成である。「１ドット反転」と表示されている駆動方法は、行方向および列方向
のそれぞれにおいて隣り合う画素電極に印加されるデータ電圧の極性を逆にする方法であ
る（「１ドット１ライン反転」ともいう）。「１ドット２ライン反転」と表示されている
駆動方法は、同一行内の隣り合う２つの画素のデータ電圧の極性を異ならせ、同一列にお
いて２画素毎にデータ電圧の極性を反転させる方法である。言い換えれば、１ドット２ラ
イン反転とは、２行毎にデータ電圧の極性を反転させる方法である。「ソースライン反転
」と表示されている駆動方法は、同一列内のデータ電圧の極性を同一にし、１列ごとにデ
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ータ電圧の極性を反転させる方法である。「ゲートライン反転」と表示されている駆動方
法は、同一行内のデータ電圧の極性を同一にし、１行毎にデータ電圧の極性を反転させる
方法である。図１０では、画質劣化に関する現象として、「フリッカー」、「横スジ」、
「縦クロストーク」、および「横クロストーク」が記載されている。図中、記号「×」は
その現象が起こることを、記号「○」はその現象が起こらないかまたは他の組み合わせよ
りも現象の程度が低い（画質が高い）ことを示している。
【００２７】
　図１１は、「従来配置」と「１ドット反転」との組み合わせによって視認される画面を
例示する図である。「１ドット反転」によれば、行方向および列方向のそれぞれにおいて
隣り合う画素電極に印加されるデータ電圧の極性は逆であるので、パララックスバリアー
１５０を介して見ると、視認されるすべての画素のデータ電圧の極性は同一である。すな
わち、この組み合わせによれば、例えば第１画面が負極性のデータ電圧により書き込まれ
た場合、第２画面は正極性のデータ電圧により書き込まれる。「１ドット反転」の場合、
画素に印加されるデータの極性はフレーム毎に異なる。従って２画面表示において、全画
面が負極性の第１画面と、全画面が正極性の第２画面が交互に表示され、フリッカーとし
て認識されてしまう。これは、データとしては同じ階調値でも、正極性の電圧が印加され
た場合と負極性の電圧が印加された場合とで明るさが異なり、フリッカーとして認識され
てしまうためである。このように、「従来配置」と「１ドット反転」との組み合わせによ
ると、フリッカーが発生するという問題がある。
【００２８】
　図１２は、「従来配置」と「１ドット２ライン反転」との組み合わせによって視認され
る画面を例示する図である。パララックスバリアー１５０を介して見ると、単一の行の画
素のデータ電圧の極性は同一であり、データ電圧の極性は２行毎に反転している。この組
み合わせによれば、同一極性のデータ電圧により書き込まれた２行がスジ（横スジ）とし
て視認される場合がある。これは、１ドット２ライン反転に限らず、１ドット３ライン反
転、１ドット４ライン反転等、「１ドット複数ライン反転」を用いた場合も同様である。
このように、「従来配置」と「１ドット２ライン反転」との組み合わせによると、横スジ
が発生するという問題がある。
【００２９】
　図１３は、「ソースライン反転」を用いた場合のデータ電圧の極性を示す図である。「
従来配置」と「ソースライン反転」とを組み合わせると、同一のデータ線（ソースライン
）に接続された画素電極に印加されるデータ電圧の極性がすべて同一となり、縦方向にク
ロストークが発生するという問題がある。
【００３０】
　図１４は、「ゲートライン反転」を用いた場合のデータ電圧の極性を示す図である。こ
の場合には、一般的には、走査線毎に共通電圧の極性を反転させて書き込みを行うため、
横方向にクロストークが発生するという問題がある。
【００３１】
　これに対し、本発明によれば、「従来配置」を用いた場合と比較して、フリッカー、横
スジ、縦クロストーク、および横クロストークが改善する。より具体的には、図８および
図９に示したように、第１画面および第２画面は、単一の極性のデータ電圧のみで書き込
まれていないので、フリッカーは発生しない。また、データ電圧の極性は１行毎に反転す
るので、横スジも発生しない。さらに、同一のデータ線に接続された画素電極に印加され
るデータ電圧の極性は、１行毎に反転するので、縦クロストークも発生しない。さらに、
同一の走査線に接続された画素電極に印加されるデータ電圧の極性は、１列毎に反転する
ので、横クロストークも発生しない。
【００３２】
３．他の実施形態
　本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能である。以
下、変形例をいくつか説明する。以下の変形例のうち２つ以上のものが組み合わせて用い
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られてもよい。
【００３３】
３－１．変形例１
　図１５は、変形例１における、液晶パネル１００とユーザーＨとの位置関係を示す模式
図である。実施形態において、電気光学装置１が２画面表示ディスプレイである例を説明
したが、変形例１において。電気光学装置１は３画面表示ディスプレイである。位置Ａは
、液晶パネル１００とパララックスバリアー１５０との積層方向に平行な方向から液晶パ
ネル１００を見る方向であり、ここではこれを正面と定義する。位置Ｂは、液晶パネル１
００に対して正面から右側にずれた位置から、斜めに液晶パネル１００を観察する方向で
ある。位置Ｃは、液晶パネル１００に対して正面から左側にずれた位置から、斜めに液晶
パネル１００を観察する方向である。電気光学装置１は、位置Ａから観察したユーザーＨ
には第１画面を視認させ、位置Ｂから観察したユーザーＨには第２画面を視認させ、位置
Ｃから観察したユーザーＨには第３画面を視認させる装置である。液晶パネル１００とパ
ララックスバリアー１５０との間隔、並びに窓１５１の大きさおよび位置は、位置Ａから
第１画面を視認させ、位置Ｂから第２画面を視認させ、位置Ｃから第３画面を視認させる
ことができるように設計される。
【００３４】
　図１６は、変形例１におけるパララックスバリアー１５０の構造を示す模式図である。
この例で、パララックスバリアー１５０は、液晶パネル１００の画素数の１／３（電気光
学装置１が３画面の表示装置なので、第１画面、第２画面、および第３画面でそれぞれ１
／３ずつの画素を使う）の数、すなわち（ｍ×ｎ）／３個の窓１５１を有する。図１６の
例では、窓１５１は、２行おきおよび２列おきに設けられている。すなわち、窓１５１（
ｊ，ｉ）が存在する場合、窓１５１（ｊ＋１，ｉ）、窓１５１（ｊ＋２，ｉ）、窓１５１
（ｊ，ｉ＋１）、窓１５１（ｊ，ｉ＋２）、窓１５１（ｊ，ｉ＋２）、および窓１５１（
ｊ＋２，ｉ＋２）は存在しないが、窓１５１（ｊ＋２，ｉ＋１）および窓１５１（ｊ＋１
，ｉ＋２）は存在する。
【００３５】
　図１７は、図７のデータが書き込まれたときに、パララックスバリアー１５０を介して
視認される第１画面を示す図である。この例では、座標が（ｘ，ｙ）＝（３ｓ＋２，３ｔ
＋１）である画素電極１１８、（ｘ，ｙ）＝（３ｓ＋１，３ｔ＋２）である画素電極１１
８、および（ｘ，ｙ）＝（３ｓ＋３，３ｔ＋３）である画素電極１１８（ｓおよびｔはゼ
ロを含む自然数）による画像が視認される。視認される画素群において、隣り合う２つの
行の画素における電圧の極性は異なっている。
【００３６】
　図１８は、図７のデータが書き込まれたときに、パララックスバリアー１５０を介して
視認される第２画面を示す図である。この例では、座標が（ｘ，ｙ）＝（３ｓ＋４，３ｔ
＋１）である画素電極１１８、（ｘ，ｙ）＝（３ｓ＋３，３ｔ＋２）である画素電極１１
８、および（ｘ，ｙ）＝（３ｓ＋５，３ｔ＋３）である画素電極１１８（ｓおよびｔはゼ
ロを含む自然数）による画像が視認される。視認される画素群において、隣り合う２つの
行の画素における電圧の極性は異なっている。
【００３７】
　図１９は、図７のデータが書き込まれたときに、パララックスバリアー１５０を介して
視認される第３画面を示す図である。この例では、座標が（ｘ，ｙ）＝（３ｓ＋３，３ｔ
＋１）である画素電極１１８、（ｘ，ｙ）＝（３ｓ＋２，３ｔ＋２）である画素電極１１
８、および（ｘ，ｙ）＝（３ｓ＋４，３ｔ＋３）であるＴＦＴ１１６（ｓおよびｔはゼロ
を含む自然数）による画像が視認される。視認される画素群において、隣り合う２つの行
の画素における電圧の極性は異なっている。
【００３８】
　図２０は、変形例１に係る電気光学装置１および従来技術による画質を比較した結果を
示す図である。図２０の表において、各行は、画素電極の配置と駆動方法との組み合わせ
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を示している。各列は、画質劣化に関する現象を示している。変形例１において、画素電
極１１８の配置（データ線１１４との接続関係）および液晶パネル１００の駆動方法は、
実施形態で説明したものと同じである。図２０では、画質劣化に関する現象として、「フ
リッカー」、「斜めスジ」、「縦クロストーク」、および「横クロストーク」が記載され
ている。
【００３９】
　図２１は、斜めスジを説明する図である。「斜めスジ」とは、同じ極性のデータ電圧に
より書き込まれた画素が斜め方向に配置されることにより、斜め方向にスジが視認される
現象をいう。「従来配置」と「１ドット反転」との組み合わせによれば、斜めスジが発生
するが、「本件配置」と「１ドット反転」との組み合わせによれば、図１７～図１９に示
されるように、斜めスジは発生しない。また、「本件配置」と「１ドット反転」との組み
合わせによれば、フリッカー、縦クロストーク、および横クロストークも発生しない。
【００４０】
　このように、電気光学装置１は２画面ディスプレイに限定されるものではなく、３画面
ディスプレイであってもよい。さらに一般化すると、電気光学装置１はｋ個の画面を視認
させるためのｋ画面ディスプレイであってもよい（ｋは２以上の自然数）。この場合、パ
ララックスバリアー１５０は、（ｍ×ｎ）／ｋ個の窓１５１を有する。窓１５１は、隣り
合うｋ×ｋ個の画素電極１１８群を単位セルと考えると、単位セルにおいて各行および各
列に１つのみ存在する。また、電気光学装置１は複数の視点より同一の画面を視認するデ
ィスプレイに限定されず、右目と左目で異なる像を視認することにより、立体画像を得る
、立体画像表示であってもよい。すなわち、電気光学装置１は、少なくとも２つの方向に
一の単位の画素を視認させるための開口を有する視差バリアーを有していればよい。
【００４１】
３－２．変形例２
　図２２は、変形例２に係る画素電極１１８の配置を示す図である。図２の例では、画素
電極１１８は縦長（ｙ方向に長い形状）であり、短辺方向（ｘ方向）に異なる色の画素が
配置されていた。すなわち、一の行において、Ｒ、Ｇ、およびＢの画素が順番に並べられ
ていた。図２２の例では、画素電極１１８は横長（ｘ方向に長い形状）であり、短辺方向
（ｙ方向）に異なる色の画素が配置されている。すなわち、単一の画素電極１１８の列に
は、Ｒ、Ｇ、およびＢの画素電極１１８が周期的に配置されている。この場合、パララッ
クスバリアー１５０の構造は、図３を９０°回転させた構造を有している。液晶パネル１
００は、このように、一の行の画素が表す色が同一で、一の列において、異なる色を表す
画素が周期的に配置された構成を有していてもよい。
【００４２】
３－３．変形例３
　図２３は、変形例３に係る画素電極１１８の配置を示す図である。上述の実施形態にお
いて、画素電極１１８と画素とが１：１に対応している例を説明したが、複数の画素電極
１１８により１つの画素が構成されてもよい。この例では、Ｒ、Ｇ、およびＢの３つの画
素電極が１セットすなわち一の単位の画素として扱われる。すなわち、一の単位の画素の
画素電極は、同一のデータ線に接続されている。そして、一の単位の画素である３つの画
素電極には順次走査信号が供給されて、３つの走査信号の期間により一つの選択期間を構
成する。一の列において、ＴＦＴ１１６は、互いに隣り合う２つのデータ線に画素毎に、
すなわち１セットの画素電極（一の単位の画素）毎に交互に接続されている。換言すると
、第１セットの画素とｙ方向において隣り合う第２セットの画素は、第１セットとは違う
データ線に接続されている。この場合、パララックスバリアー１５０の窓１５１は、１セ
ットの画素に相当する大きさを有している。図２３において、２画面ディスプレイの場合
の窓１５１を太線で示している。液晶パネル１００は、このように、ａ個の画素電極（ａ
は１以上の自然数。この例ではａ＝３。実施形態ならびに変形例１および２ではａ＝１。
）を１セット（一の単位）として、第１セットの画素とデータ線１１４の方向において隣
り合う第２セットの画素が第１セットとは違うデータ線に接続された構成を有していても
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　なお、この例では３つの走査信号の期間で一つの選択期間を構成するが、実施形態なら
びに変形例１および２では１つの走査信号の期間で一つの選択期間を構成している。
 
【００４３】
３－４．変形例４
　図２４は、変形例４に係る画素電極１１８の配置を示す図である。この例では、走査線
１１２がｙ軸と平行な方向に、データ線２１４がｘ軸と平行な方向に、それぞれ配置され
ている。液晶パネル１００は、このように、走査線２１２がｙ軸と平行な方向に、データ
線１１４がｘ軸と平行な方向に配置された構成を有していてもよい。
【００４４】
３－５．変形例５
　図２５は、変形例５に係る電子機器５の構成を示すブロック図である。電子機器５は、
電気光学装置１を有する。この例で、電子機器５は、カーナビゲーション装置である。別
の例で、電子機器５は、３Ｄテレビ受像機、デジタルサイネージ装置、携帯電話機、また
は携帯ゲーム機であってもよい。
【００４５】
３－６．他の変形例
　データＤｃを生成する方法は、実施形態で説明したものに限定されない。実施形態では
、第１画面を示すデータＤａの一部と第２画面を示すデータＤｂの一部とを合成すること
により、データＤｃが生成された。しかし、データＤａの全部とデータＤｂの全部とを合
成することにより、データＤｃを生成してもよい。この場合、例えば２行２列の画素から
構成されるデータＤａおよびデータＤｂから、４行５列の画素から構成されるデータＤｃ
が生成される。換言すると、図６の例で括弧の無い２行２列の画素から構成されるデータ
の画素において、隣り合う列の間を１列空け、隣り合う行同士で空でない画素が互い違い
になるように画素を並び替えたものを、合成してもよい。
【符号の説明】
【００４６】
１…電気光学装置、１０…制御回路、１００…液晶パネル、１０５…液晶層、１０８…コ
モン電極、１１２，２１２…走査線、１１４，２１４…データ線、１１６…ＴＦＴ、１１
８…画素電極、１３０…走査線駆動回路、１４０…データ線駆動回路、１５０…パララッ
クスバリアー、１５１…窓
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