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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　極性反転信号に基づいて電圧が供給される対向電極と電気光学物質を挟んで対向する画
素電極に、スイッチング素子を介して接続されるデータ線を駆動する表示ドライバであっ
て、
　前記電気光学物質の印加電圧の極性が反転するタイミングを指定する前記極性反転信号
を生成する極性反転信号生成回路と、
　前記極性反転信号に同期して前記電気光学物質の印加電圧の極性が反転するように、表
示データに対応した駆動電圧を前記データ線に供給する駆動部と、
　ドットクロックに同期して供給され一水平走査分の表示データを取り込むデータラッチ
と、
　を含み、
　前記駆動部は、
　前記データラッチに取り込まれた表示データに対応した駆動電圧を、前記極性反転信号
に同期して前記電気光学物質の印加電圧の極性が反転するように前記データ線に供給し、
　前記極性反転信号生成回路は、
　前記水平同期信号の変化点を基準に前記ドットクロックの所与のクロック数だけ、前記
水平同期信号と前記垂直同期信号とに基づいて生成した信号を遅延させることで、前記極
性反転信号を生成し、
　前記極性反転信号生成回路は、
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　前記水平同期信号の変化点を基準に前記ドットクロックのクロック数をカウントし、前
記所与のクロック数だけカウントしたときに一致信号を出力する出力カウンタと、
　前記垂直同期信号に同期してその出力が変化する第１のトグルフリップフロップと、
　前記水平同期信号に同期してその出力が変化する第２のトグルフリップフロップと、
　前記第１及び第２のトグルフリップフロップの出力の排他的論理和演算を行う論理回路
と、
　前記一致信号に基づいて前記論理回路の出力を取り込んで前記極性反転信号として出力
するフリップフロップと、
　を含むことを特徴とする表示ドライバ。
【請求項２】
　請求項１において、
　極性反転信号入出力端子と、
　前記表示ドライバをマスターモード又はスレーブモードを設定するためのモード設定入
力端子と、
　を含み、
　前記モード設定入力端子に第１の電圧が供給されたとき前記表示ドライバがマスターモ
ードに設定され、
　前記モード設定入力端子に第２の電圧が供給されたときスレーブモードに設定され、
　前記マスターモードでは、前記極性反転信号入出力端子を介して前記極性反転信号を外
部に出力すると共に、前記駆動部が、前記極性反転信号に同期して前記電気光学物質の印
加電圧の極性が反転するように前記駆動電圧を前記データ線に供給し、
　前記スレーブモードでは、前記極性反転信号入出力端子を介して外部から極性反転信号
が入力され、前記駆動部が、該極性反転信号に同期して前記電気光学物質の印加電圧の極
性が反転するように前記駆動電圧を前記データ線に供給することを特徴とする表示ドライ
バ。
【請求項３】
　複数の走査線と、
　複数のデータ線と、
　前記複数の走査線及び前記複数のデータ線に接続された複数の画素電極と、
　電気光学物質を挟んで前記複数の画素電極と対向する対向電極と、
　請求項１又は２記載の表示ドライバと、
　を含むことを特徴とする電気光学装置。
【請求項４】
　走査線と、
　前記走査線に接続された第１～第３の色成分用スイッチング素子と、
　各画素電極が各色成分用スイッチング素子に接続された第１～第３の画素電極と、
　第１～第３の色成分用データ信号が多重化されて伝送されるデータ線と、
　各デマルチプレクス用スイッチ素子が一端が各データ線に接続され他端が各色成分用ス
イッチング素子に接続され、第１～第３のデマルチプレクス制御信号に基づいてスイッチ
制御される第１～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子を含む複数のデマルチプレクサ
と、
　電気光学物質を挟んで前記第１～第３の画素電極と対向する対向電極と、
　多重化された前記第１～第３の色成分用データ信号の各色成分用データ信号に対応した
駆動電圧を前記データ線に供給する請求項１又は２記載の表示ドライバと、
　を含むことを特徴とする電気光学装置。
【請求項５】
　複数の走査線と、
　第１及び第２のグループのいずれかに属する複数のデータ線と、
　前記複数の走査線及び前記複数のデータ線に接続された複数の画素電極と、
　電気光学物質を挟んで前記複数の画素電極と対向する対向電極と、
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　マスターモードに設定され、表示データに対応した駆動電圧を、前記第１のグループに
属するデータ線に供給する請求項２記載の表示ドライバと、
　スレーブモードに設定され、表示データに対応した駆動電圧を、前記第２のグループに
属するデータ線に供給する請求項２記載の表示ドライバと、
　を含み、
　前記マスターモードに設定された表示ドライバは、
　前記スレーブモードに設定された表示ドライバに対して前記極性反転信号を供給し、
　前記スレーブモードに設定された表示ドライバは、
　前記マスターモードに設定された表示ドライバからの前記極性反転信号を受け取り、該
極性反転信号に基づいて前記第２のグループのデータ線を駆動することを特徴とする電気
光学装置。
【請求項６】
　走査線と、
　前記走査線に接続された第１及び第２のグループの第１～第３の色成分用スイッチング
素子と、
　各画素電極が各色成分用スイッチング素子に接続された第１及び第２のグループの第１
～第３の画素電極と、
　第１～第３の色成分用データ信号が多重化されて伝送される第１及び第２のグループの
データ線と、
　各デマルチプレクス用スイッチ素子が一端が各データ線に接続され他端が各色成分用ス
イッチング素子に接続され、第１～第３のデマルチプレクス制御信号に基づいてスイッチ
制御される第１～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子を含む複数のデマルチプレクサ
と、
　電気光学物質を挟んで前記第１及び第２のグループの前記第１～第３の画素電極と対向
する対向電極と、
　マスターモードに設定され、多重化された前記第１～第３の色成分用データ信号の各色
成分用データ信号に対応した駆動電圧を、前記第１のグループのデータ線に供給する請求
項２記載の表示ドライバと、
　スレーブモードに設定され、多重化された前記第１～第３の色成分用データ信号の各色
成分用データ信号に対応した駆動電圧を、前記第２のグループのデータ線に供給する請求
項２記載の表示ドライバと、
　を含み、
　前記マスターモードに設定された表示ドライバは、
　前記スレーブモードに設定された表示ドライバに対して前記極性反転信号を供給し、
　前記スレーブモードに設定された表示ドライバは、
　前記マスターモードに設定された表示ドライバからの前記極性反転信号を受け取り、該
極性反転信号に基づいて前記第２のグループのデータ線を駆動することを特徴とする電気
光学装置。
【請求項７】
　極性反転信号に基づいて電圧が供給される対向電極と電気光学物質を挟んで対向する画
素電極に、スイッチング素子を介して接続されるデータ線を駆動する表示ドライバの動作
方法であって、
　水平走査期間を規定する水平同期信号と垂直走査期間を規定する垂直同期信号とに基づ
いて生成した信号を、前記水平同期信号の変化点を基準にドットクロックの所与のクロッ
ク数だけ遅延させることで前記極性反転信号を生成する工程を行い、
　前記極性反転信号に同期して前記電気光学物質の印加電圧の極性が反転するように、表
示データに対応した駆動電圧を前記データ線に供給し、
　極性反転信号を生成する前記工程では、前記所与のクロック数だけカウントしたときに
一致信号を出力し、前記垂直同期信号に同期して変化する第１の出力信号を出力し、前記
水平同期信号に同期して変化する第２の出力信号を出力し、前記第１及び第２の出力信号
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の排他的論理和演算を行い、前記一致信号に基づいて前記論理回路の出力を取り込んで前
記極性反転信号として出力することを特徴とする表示ドライバの動作方法。
【請求項８】
　走査線と、
　前記走査線に接続された第１～第３の色成分用スイッチング素子と、
　各画素電極が各色成分用スイッチング素子に接続された第１～第３の画素電極と、
　第１～第３の色成分用データ信号が多重化されて伝送されるデータ線と、
　各デマルチプレクス用スイッチ素子が一端が各データ線に接続され他端が各色成分用ス
イッチング素子に接続され、第１～第３のデマルチプレクス制御信号に基づいてスイッチ
制御される第１～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子を含む複数のデマルチプレクサ
と、
　電気光学物質を挟んで前記第１～第３の画素電極と対向する対向電極と、を有する電気
光学装置の駆動方法であって、
　水平走査期間を規定する水平同期信号と垂直走査期間を規定する垂直同期信号とに基づ
いて生成した信号を前記水平同期信号の変化点を基準にドットクロックの所与のクロック
数だけ遅延させることで極性反転信号を生成する工程を行い、
　前記極性反転信号に同期した対向電極電圧を前記対向電極に供給した状態で、前記デマ
ルチプレクサに対して第１～第４の工程を行い、
　前記第１の工程では、前記第１～第３のデマルチプレクス制御信号により前記第１～第
３のデマルチプレクス用スイッチ素子をすべて導通状態に設定した後に、前記第１～第３
のデマルチプレクス用スイッチ素子をすべて非導通状態に設定し、
　前記第２の工程では、前記第１の色成分用データ信号に対応した駆動電圧を前記第１の
色成分用のスイッチング素子に供給する間だけ、前記第１のデマルチプレクス用スイッチ
素子のみを導通状態に設定し、
　前記第３の工程では、前記第２の色成分用データ信号に対応した駆動電圧を前記第２の
色成分用のスイッチング素子に供給する間だけ、前記第２のデマルチプレクス用スイッチ
素子のみを導通状態に設定し、
　前記第４の工程では、前記第３の色成分用データ信号に対応した駆動電圧を前記第３の
色成分用のスイッチング素子に供給する間だけ、前記第３のデマルチプレクス用スイッチ
素子のみを導通状態に設定し、
　極性反転信号を生成する前記工程では、前記所与のクロック数だけカウントしたときに
一致信号を出力し、前記垂直同期信号に同期して変化する第１の出力信号を出力し、前記
水平同期信号に同期して変化する第２の出力信号を出力し、前記第１及び第２の出力信号
の排他的論理和演算を行い、前記一致信号に基づいて前記論理回路の出力を取り込んで前
記極性反転信号として出力することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示ドライバ、電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アクティブマトリックス型の液晶装置（広義には電気光学装置）では、１つの走査線に
複数接続されたスイッチング素子を介して、各画素の液晶（広義には電気光学物質）層に
データを書き込む動作を点順次駆動により実施している。このような液晶装置の走査線は
、走査ドライバによって順次選択され、液晶装置のデータ線は、表示データに基づいてデ
ータドライバ（表示ドライバ）によって駆動される。走査ドライバ及びデータドライバは
、表示コントローラによってタイミング制御される。
【０００３】
　また液晶に印加される電圧の偏りによる表示むらをなくし、液晶に印加される電圧の極
性が一定になることによる液晶の劣化等を防止するため、液晶に印加される電圧の極性を
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所定のタイミングで反転させる極性反転駆動が行われている。極性反転駆動では、液晶の
一端に印加される電位を基準とした極性が反転するように、該液晶の他端に電圧を印加す
る。ここで極性は、液晶の両端に印加される電圧の極性を意味することになる。薄膜トラ
ンジスタ（Thin Film Transistor：ＴＦＴ）を用いたアクティブマトリックス型の液晶装
置では、極性反転駆動を行うために、液晶を挟んで画素電極と対向する対向電極に印加す
る電位を変化させることが行われる。
【０００４】
　このような極性反転駆動は、垂直走査期間単位で極性反転を行うフレーム反転駆動、水
平走査期間単位で極性反転を行うライン反転駆動、或いはドットごとに極性反転を行うド
ット反転駆動をライン反転駆動に組み合わせた極性反転駆動などがある。
【０００５】
　極性反転駆動は、極性反転信号に同期して行われる。この極性反転信号は、表示コント
ローラによって生成される。表示コントローラは、表示タイミングを制御するため、水平
走査期間を規定する水平同期信号と垂直走査期間を規定する垂直同期信号と共に、上述の
極性反転信号を生成する。極性反転信号は、例えば特許文献１に開示された回路によって
生成される。
【特許文献１】特開平６－３８１４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、表示ドライバの多機能化が進む一方で、表示サイズの拡大による液晶装置の
データ線の本数の増加が顕著である。このため表示ドライバでは、データ線を駆動するた
めの端子数が飛躍的に増加し、これ以上他の端子を増やすことが困難な状況となっている
。端子数の増加は、チップサイズを拡大させ、コスト高を招く。また、端子に接続される
入力バッファ又は入出力バッファの消費電力が大きく、端子数の増加は消費電力の増大も
招く。従って、表示ドライバにおいても、端子数をできるだけ少なくすることが望まれる
。ところが、特許文献１に開示された回路では、表示ドライバに、極性反転信号を取り込
むための入力端子が必要となり、表示ドライバのより一層のチップサイズの縮小及び低消
費電力化を図ることができない。
【０００７】
　また、特許文献１に開示された回路を表示ドライバに内蔵することも考えられるが、極
性反転信号の出力タイミングを調整することができない。
【０００８】
　上述した極性反転駆動では、対向電極の電圧の変化タイミングと、画素電極の電圧の変
化タイミングとのずれが大きくなると表示品位が劣化する。特に、複数個の表示ドライバ
を用いる場合、表示コントローラに近い位置に配置された表示ドライバの極性反転タイミ
ングと、該表示コントローラに遠い位置に配置された表示ドライバの極性反転タイミング
とのずれにより、表示品位の劣化が顕著となる。またＲ、Ｇ、Ｂの各色成分のデータ信号
が多重化された信号が供給された１つのデータ線を、スイッチ制御によって各色成分の画
素に接続するタイプの電気光学装置では、対向電極の電圧の変化タイミングと、画素電極
の電圧の変化タイミングとのずれが生じ、色成分ごとに充電時間を異ならせてしまい、表
示品位の劣化が顕著となる。
【０００９】
　このような表示品位の劣化を防止するためには、極性反転タイミングを規定する極性反
転信号の出力タイミングの調整が有効であり、特に実装状態に応じて、極性反転信号の出
力タイミングが調整できることが望ましい。ところが、上述のように、特許文献１に開示
された回路では極性反転信号の出力タイミング調整ができないため、実装状態によって表
示品位の劣化を招く。
【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
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ろは、入力端子の数を削減し、低コスト化及び低消費電力化を実現する表示ドライバ、電
気光学装置及び電気光学装置の駆動方法を提供することにある。
【００１１】
　また本発明の他の目的は、極性反転タイミングのずれによる表示品位の劣化を低減でき
る表示ドライバ、電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために本発明は、極性反転信号に基づいて電圧が供給される対向電
極と電気光学物質を挟んで対向する画素電極に、スイッチング素子を介して接続されるデ
ータ線を駆動する表示ドライバであって、前記電気光学物質の印加電圧の極性が反転する
タイミングを指定する前記極性反転信号を生成する極性反転信号生成回路と、前記極性反
転信号に同期して前記電気光学物質の印加電圧の極性が反転するように、表示データに対
応した駆動電圧を前記データ線に供給する駆動部とを含み、前記極性反転信号生成回路は
、水平走査期間を規定する水平同期信号と垂直走査期間を規定する垂直同期信号とに基づ
いて生成した信号を遅延させることで、前記極性反転信号を生成する表示ドライバに関係
する。
【００１３】
　本発明においては、垂直同期信号及び水平同期信号に基づいて生成した信号を遅延させ
ることで極性反転信号を生成する極性反転信号生成回路を表示ドライバに内蔵するように
している。これにより、表示ドライバを制御する表示コントローラから極性反転信号を入
力するための端子を削減できるようになる。従って、チップサイズの縮小化と、端子に接
続される入力バッファ又は入出力バッファの消費電力の削減とを図り、低コスト化及び低
消費電力化を実現できる。
【００１４】
　更に、極性反転信号生成回路では、上述のように生成した極性反転信号の出力タイミン
グを遅延させることができるので、極性反転タイミングを最適化して、対向電極電圧の変
化タイミングと、画素電極へのデータ信号の供給タイミングとが異なることに起因する表
示品位の劣化を低減できる。
【００１５】
　また本発明に係る表示ドライバでは、前記ドットクロックに同期して供給され一水平走
査分の表示データを取り込むデータラッチを含み、前記駆動部は、前記データラッチに取
り込まれた表示データに対応した駆動電圧を、前記極性反転信号に同期して前記電気光学
物質の印加電圧の極性が反転するように前記データ線に供給し、前記極性反転信号生成回
路は、前記水平同期信号の変化点を基準に前記ドットクロックの所与のクロック数だけ、
前記水平同期信号と前記垂直同期信号とに基づいて生成した信号を遅延させることで、前
記極性反転信号を生成することができる。
【００１６】
　また本発明に係る表示ドライバでは、前記極性反転信号生成回路は、前記水平同期信号
の変化点を基準に前記ドットクロックのクロック数をカウントし、前記所与のクロック数
だけカウントしたときに一致信号を出力する出力カウンタと、前記垂直同期信号に同期し
てその出力が変化する第１のトグルフリップフロップと、前記水平同期信号に同期してそ
の出力が変化する第２のトグルフリップフロップと、前記第１及び第２のトグルフリップ
フロップの出力の排他的論理和演算を行う論理回路と、前記一致信号に基づいて前記論理
回路の出力を取り込んで前記極性反転信号として出力するフリップフロップとを含むこと
ができる。
【００１７】
　本発明によれば、極性反転信号の出力タイミングを、簡素な構成で微調整できるように
なり、極性反転タイミングを高精度に最適化できる。
【００１８】
　また本発明に係る表示ドライバでは、極性反転信号入出力端子と、前記表示ドライバを
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マスターモード又はスレーブモードを設定するためのモード設定入力端子とを含み、前記
モード設定入力端子に第１の電圧が供給されたとき前記表示ドライバがマスターモードに
設定され、前記モード設定入力端子に第２の電圧が供給されたときスレーブモードに設定
され、前記マスターモードでは、前記極性反転信号入出力端子を介して前記極性反転信号
を外部に出力すると共に、前記駆動部が、前記極性反転信号に同期して前記電気光学物質
の印加電圧の極性が反転するように前記駆動電圧を前記データ線に供給し、前記スレーブ
モードでは、前記極性反転信号入出力端子を介して外部から極性反転信号が入力され、前
記駆動部が、該極性反転信号に同期して前記電気光学物質の印加電圧の極性が反転するよ
うに前記駆動電圧を前記データ線に供給することができる。
【００１９】
　本発明によれば、マスターモードに設定された表示ドライバと、スレーブモードに設定
された表示ドライバとを含む複数の表示ドライバによって電気光学装置を駆動する構成を
採用できる。このとき、スレーブモードに接続された表示ドライバの極性反転タイミング
と、マスターモードに接続された表示ドライバの極性反転タイミングとを高精度に調整で
きるため、極性反転タイミングのずれに起因する表示品位の劣化を防止できる。
【００２０】
　また本発明は、複数の走査線と、複数のデータ線と、前記複数の走査線及び前記複数の
データ線に接続された複数の画素電極と、電気光学物質を挟んで前記複数の画素電極と対
向する対向電極と、上記のいずれか記載の表示ドライバとを含む電気光学装置に関係する
。
【００２１】
　本発明によれば、低コスト化、低消費電力化及び極性反転タイミングのずれに起因した
表示品位の劣化の低減を図ることができる電気光学装置を提供できる。
【００２２】
　また本発明は、走査線と、前記走査線に接続された第１～第３の色成分用スイッチング
素子と、各画素電極が各色成分用スイッチング素子に接続された第１～第３の画素電極と
、第１～第３の色成分用データ信号が多重化されて伝送されるデータ線と、各デマルチプ
レクス用スイッチ素子が一端が各データ線に接続され他端が各色成分用スイッチング素子
に接続され、第１～第３のデマルチプレクス制御信号に基づいてスイッチ制御される第１
～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子を含む複数のデマルチプレクサと、電気光学物
質を挟んで前記第１～第３の画素電極と対向する対向電極と、多重化された前記第１～第
３の色成分用データ信号の各色成分用データ信号に対応した駆動電圧を前記データ線に供
給する上記のいずれか記載の表示ドライバとを含む電気光学装置に関係する。
【００２３】
　本発明によれば、低コスト化、低消費電力化及び極性反転タイミングのずれに起因した
表示品位の劣化の低減を図る、いわゆる低温ポリシリコンプロセスで製造される電気光学
装置を提供できる。
【００２４】
　また本発明は、複数の走査線と、第１及び第２のグループのいずれかに属する複数のデ
ータ線と、前記複数の走査線及び前記複数のデータ線に接続された複数の画素電極と、電
気光学物質を挟んで前記複数の画素電極と対向する対向電極と、マスターモードに設定さ
れ、表示データに対応した駆動電圧を、前記第１のグループに属するデータ線に供給する
上記記載の表示ドライバと、スレーブモードに設定され、表示データに対応した駆動電圧
を、前記第２のグループに属するデータ線に供給する上記記載の表示ドライバとを含み、
前記マスターモードに設定された表示ドライバは、前記スレーブモードに設定された表示
ドライバに対して前記極性反転信号を供給し、前記スレーブモードに設定された表示ドラ
イバは、前記マスターモードに設定された表示ドライバからの前記極性反転信号を受け取
り、該極性反転信号に基づいて前記第２のグループのデータ線を駆動する電気光学装置に
関係する。
【００２５】
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　本発明によれば、マスターモード及びスレーブモードの極性反転タイミングを調整でき
るようになるので、第１のグループのデータ線を含む表示領域と、第２のグループのデー
タ線を含む表示領域とで、極性反転タイミングのずれに起因する表示品位の劣化を低減で
きる。
【００２６】
　また本発明は、走査線と、前記走査線に接続された第１及び第２のグループの第１～第
３の色成分用スイッチング素子と、各画素電極が各色成分用スイッチング素子に接続され
た第１及び第２のグループの第１～第３の画素電極と、第１～第３の色成分用データ信号
が多重化されて伝送される第１及び第２のグループのデータ線と、各デマルチプレクス用
スイッチ素子が一端が各データ線に接続され他端が各色成分用スイッチング素子に接続さ
れ、第１～第３のデマルチプレクス制御信号に基づいてスイッチ制御される第１～第３の
デマルチプレクス用スイッチ素子を含む複数のデマルチプレクサと、電気光学物質を挟ん
で前記第１及び第２のグループの前記第１～第３の画素電極と対向する対向電極と、マス
ターモードに設定され、多重化された前記第１～第３の色成分用データ信号の各色成分用
データ信号に対応した駆動電圧を、前記第１のグループのデータ線に供給する上記記載の
表示ドライバと、スレーブモードに設定され、多重化された前記第１～第３の色成分用デ
ータ信号の各色成分用データ信号に対応した駆動電圧を、前記第２のグループのデータ線
に供給する上記記載の表示ドライバとを含み、前記マスターモードに設定された表示ドラ
イバは、前記スレーブモードに設定された表示ドライバに対して前記極性反転信号を供給
し、前記スレーブモードに設定された表示ドライバは、前記マスターモードに設定された
表示ドライバからの前記極性反転信号を受け取り、該極性反転信号に基づいて前記第２の
グループのデータ線を駆動する電気光学装置に関係する。
【００２７】
　本発明によれば、マスターモード及びスレーブモードの極性反転タイミングを調整でき
るようになるので、第１のグループのデータ線を含む表示領域と、第２のグループのデー
タ線を含む表示領域とで、極性反転タイミングのずれに起因する表示品位の劣化を低減す
る、いわゆる低温ポリシリコンプロセスで形成される電気光学装置を提供できる。
【００２８】
　また本発明は、走査線と、前記走査線に接続された第１～第３の色成分用スイッチング
素子と、各画素電極が各色成分用スイッチング素子に接続された第１～第３の画素電極と
、第１～第３の色成分用データ信号が多重化されて伝送されるデータ線と、各デマルチプ
レクス用スイッチ素子が一端が各データ線に接続され他端が各色成分用スイッチング素子
に接続され、第１～第３のデマルチプレクス制御信号に基づいてスイッチ制御される第１
～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子を含む複数のデマルチプレクサと、電気光学物
質を挟んで前記第１～第３の画素電極と対向する対向電極と、を有する電気光学装置の駆
動方法であって、水平走査期間を規定する水平同期信号と垂直走査期間を規定する垂直同
期信号とに基づいて生成した信号を遅延させることで極性反転信号を生成し、前記極性反
転信号に同期した対向電極電圧を前記対向電極に供給した状態で、前記デマルチプレクサ
に対して第１～第４の工程を行い、前記第１の工程では、前記第１～第３のデマルチプレ
クス制御信号により前記第１～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子をすべて導通状態
に設定した後に、前記第１～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子をすべて非導通状態
に設定し、前記第２の工程では、前記第１の色成分用データ信号に対応した駆動電圧を前
記第１の色成分用のスイッチング素子に供給する間だけ、前記第１のデマルチプレクス用
スイッチ素子のみを導通状態に設定し、前記第３の工程では、前記第２の色成分用データ
信号に対応した駆動電圧を前記第２の色成分用のスイッチング素子に供給する間だけ、前
記第２のデマルチプレクス用スイッチ素子のみを導通状態に設定し、前記第４の工程では
、前記第３の色成分用データ信号に対応した駆動電圧を前記第３の色成分用のスイッチン
グ素子に供給する間だけ、前記第３のデマルチプレクス用スイッチ素子のみを導通状態に
設定する電気光学装置の駆動方法に関係する。
【００２９】
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　ここで、電気光学装置は、対向電極電圧が変化している最中に、第１の色成分用データ
信号の書き込みが開始されると、第１の色成分のデータ信号を十分に書き込むことができ
ない。そして、対向電極電圧の変化が終了した後に、第２及び第３の色成分用データ信号
が書き込まれることになり、画像全体に、第１の色成分が薄く又は濃く表現されてしまい
、表示品位が劣化する。
【００３０】
　本発明においては、極性反転信号生成回路において、垂直同期信号及び水平同期信号に
基づいて生成した極性反転信号の出力タイミングを調整できるようにしている。これによ
り、極性反転信号を１周期近く遅延させたり反転させたりして、結果的に垂直同期信号及
び水平同期信号より早いタイミングで変化する極性反転信号を生成することができるよう
になる。このため、プリチャージによる高速化と共に、高精度な極性反転タイミングを規
定でき、表示品位を大幅に向上できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　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。
【００３２】
　１．　表示ドライバ
　図１に、本実施形態における表示ドライバが適用される液晶装置の構成の概要を示す。
【００３３】
　液晶装置（広義には電気光学装置）は、携帯電話機、携帯型情報機器（ＰＤＡ等）、デ
ジタルカメラ、プロジェクタ、携帯型オーディオプレーヤ、マスストレージデバイス、ビ
デオカメラ、電子手帳、又はＧＰＳ（Global Positioning System）などの種々の電子機
器に組み込むことができる。
【００３４】
　液晶装置１０は、液晶表示（ＬＣＤ）パネル（広義には表示パネル又は電気光学パネル
）２０、データドライバ（広義には表示ドライバ）３０、走査ドライバ（ゲートドライバ
）４０、ＬＣＤコントローラ（広義には表示コントローラ）５０を含む。データドライバ
３０は、本実施形態における表示ドライバの機能を有する。
【００３５】
　なお、液晶装置１０にこれらすべての回路ブロックを含める必要はなく、その一部の回
路ブロックを省略する構成にしてもよい。
【００３６】
　ＬＣＤパネル２０は、各走査線（ゲート線）が各行に設けられた複数の走査線（ゲート
線）と、複数の走査線と交差し各データ線が各列に設けられた複数のデータ線（ソース線
）と、各画素が複数の走査線のいずれかの走査線及び複数のデータ線のいずれかのデータ
線により特定される複数の画素とを含む。各画素は、薄膜トランジスタ（Thin Film Tran
sistor：以下、ＴＦＴと略す）と画素電極とを含む。データ線にはＴＦＴが接続され、該
ＴＦＴに画素電極が接続される。
【００３７】
　より具体的には、ＬＣＤパネル２０は例えばガラス基板からなるパネル基板上に形成さ
れる。パネル基板には、図１のＹ方向に複数配列されそれぞれＸ方向に伸びる走査線ＧＬ
１～ＧＬＭ（Ｍは２以上の整数。Ｍは３以上が望ましい。）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ＤＬ１～ＤＬＮ（Ｎは２以上の整数）とが配置されている
。走査線ＧＬｍ（１≦ｍ≦Ｍ、ｍは整数）とデータ線ＤＬｎ（１≦ｎ≦Ｎ、ｎは整数）と
の交差点に対応する位置に画素が設けられている。画素は、ＴＦＴｍｎと画素電極ＰＥｍ
ｎとを含む。
【００３８】
　ＴＦＴｍｎのゲート電極は走査線ＧＬｍに接続される。ＴＦＴｍｎのソース電極はデー
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タ線ＤＬｎに接続される。ＴＦＴｍｎのドレイン電極は画素電極ＰＥｍｎに接続される。
画素電極ＰＥｍｎと、該画素電極ＰＥｍｎと液晶素子（広義には電気光学物質）を介して
対向する対向電極ＣＯＭ（コモン電極）との間には、液晶容量ＣＬｍｎが形成されている
。なお液晶容量ＣＬｍｎと並列に、保持容量を形成するようにしても良い。画素電極ＰＥ
ｍｎと対向電極ＣＯＭとの間の電圧に応じて、画素の透過率が変化するようになっている
。対向電極ＣＯＭに供給される対向電極電圧ＶＣＯＭは、電源回路６０により生成される
。
【００３９】
　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材料としての
液晶を封入させることで形成される。
【００４０】
　データドライバ３０は、一水平走査分の表示データに基づいてＬＣＤパネル２０のデー
タ線ＤＬ１～ＤＬＮを駆動する。より具体的には、データドライバ３０は、表示データに
基づいてデータ線ＤＬ１～ＤＬＮの少なくとも１つを駆動することができる。
【００４１】
　走査ドライバ４０は、ＬＣＤパネル２０の走査線ＧＬ１～ＧＬＭを走査する。より具体
的には、走査ドライバ４０は、一垂直走査期間内に走査線ＧＬ１～ＧＬＭを順次選択し、
選択した走査線を駆動する。
【００４２】
　ＬＣＤコントローラ５０は、図示しないＣＰＵ等のホストにより設定された内容に従っ
て、走査ドライバ４０、データドライバ３０及び電源回路６０に対して制御信号を出力す
る。より具体的には、ＬＣＤコントローラ５０は、データドライバ３０に対して、内部で
生成した水平同期信号ＨＳＹＮＣや垂直同期信号ＶＳＹＮＣ、ドットクロックＣＰＨ、及
び表示データを供給すると共に、各種の動作モードの設定等を行う。またＬＣＤコントロ
ーラ５０は、走査ドライバ４０に対して、内部で生成した垂直同期信号ＶＳＹＮＣを供給
すると共に、各種の動作モードの設定等を行う。更にＬＣＤコントローラ５０は、電源回
路６０に対しては、各種電源電圧の設定等を行う。
【００４３】
　電源回路６０は、外部から供給される基準電圧に基づいて、走査ドライバ４０の各種電
圧や、対向電極ＣＯＭの対向電極電圧ＶＣＯＭを生成する。
【００４４】
　図１では、電源回路６０がデータドライバ３０からの極性反転信号ＩＰＯＬに基づいて
対向電極電圧ＶＣＯＭを生成する。その一方で、データドライバ３０では、対向電極電圧
ＶＣＯＭの変化タイミングに合わせて調整された極性反転信号ＩＰＯＬをデータドライバ
３０内で生成し、該極性反転信号ＩＰＯＬに基づく極性反転駆動を行う。例えば、極性反
転信号ＩＰＯＬの遅延が問題とならない場合、図１に示すように電源回路６０がデータド
ライバ３０からの極性反転信号ＩＰＯＬに基づいて対向電極電圧ＶＣＯＭを生成すること
で、後述するプリチャージタイミングで示されるようにデータドライバ３０にとって都合
が良いタイミングで極性反転タイミングを生成できるようになる。
【００４５】
　また、極性反転信号ＩＰＯＬの遅延が問題となる場合、電源回路６０がＬＣＤコントロ
ーラ５０からの極性反転信号ＰＯＬに基づいて対向電極電圧ＶＣＯＭを生成することで、
液晶装置１０におけるＬＣＤパネル２０、データドライバ３０、電源回路６０の実装状況
に応じた最適な極性反転タイミングを実現できる。
【００４６】
　なお図１では、液晶装置１０がＬＣＤコントローラ５０を含む構成になっているが、Ｌ
ＣＤコントローラ５０を液晶装置１０の外部に設けてもよい。或いは、ＬＣＤコントロー
ラ５０と共にホスト（図示せず）を液晶装置１０に含めるように構成してもよい。
【００４７】
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　また走査ドライバ４０、ＬＣＤコントローラ５０及び電源回路６０の少なくとも１つを
データドライバ３０に内蔵させてもよい。
【００４８】
　また、データドライバ３０、走査ドライバ４０及びＬＣＤコントローラ５０の一部又は
全部をＬＣＤパネル２０上に形成してもよい。例えばＬＣＤパネル２０が形成されたパネ
ル基板上に、データドライバ３０及び走査ドライバ４０を形成してもよい。このようにＬ
ＣＤパネル２０は、複数のデータ線と、複数の走査線と、各画素が複数のデータ線のいず
れかと複数の走査線のいずれかとにより特定される複数の画素と、複数のデータ線を駆動
するデータドライバ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
領域に、複数の画素が形成される。
【００４９】
　図２に、本実施形態における表示ドライバの構成の概要のブロック図を示す。
【００５０】
　図２に示す表示ドライバ１００は、図１に示すデータドライバ３０として用いることが
できる。表示ドライバ１００は、極性反転信号ＩＰＯＬに基づいて電圧が供給される対向
電極と液晶を挟んで対向する画素電極に、スイッチング素子を介して接続されるデータ線
を駆動する。表示ドライバ１００は、極性反転信号生成回路１１０と、駆動部１２０とを
含む。極性反転信号生成回路１１０は、対向電極及び画素電極に挟持された液晶の印加電
圧の（所与の基準電位に対する）極性が反転するタイミングを指定する極性反転信号ＩＰ
ＯＬを生成する。駆動部１２０は、極性反転信号ＩＰＯＬに同期して上記液晶の印加電圧
の極性が反転するように、表示データに対応した駆動電圧をデータ線に供給する。このよ
うな極性反転信号生成回路１１０は、水平走査期間を規定する水平同期信号ＨＳＹＮＣと
垂直走査期間を規定する垂直同期信号ＶＳＹＮＣとに基づいて生成した信号を遅延させる
ことで極性反転信号ＩＰＯＬを生成する。
【００５１】
　このような極性反転信号ＩＰＯＬの出力タイミング調整は、ドットクロックＣＰＨ単位
に行うことが望ましい。例えば表示ドライバ１００が、ドットクロックＣＰＨに同期して
供給される表示データを一水平走査分取り込むデータラッチ１３０を含むものとする。デ
ータラッチ１３０は、水平同期信号ＨＳＹＮＣに基づいて一水平走査分の表示データを保
持する。駆動部１２０は、データラッチ１３０に取り込まれた表示データに対応した駆動
電圧を、極性反転信号ＩＰＯＬに同期して電気光学物質の印加電圧の極性が反転するよう
にデータ線に供給する。そして、極性反転信号生成回路１１０は、水平同期信号ＨＳＹＮ
Ｃの変化点を基準にドットクロックＣＰＨの所与のクロック数だけ、水平同期信号ＨＳＹ
ＮＣと垂直同期信号ＶＳＹＮＣとに基づいて生成した信号を遅延させることで、極性反転
信号ＩＰＯＬを生成する。
【００５２】
　このため表示ドライバ１００は、極性反転信号出力調整レジスタ１４０を含むことがで
きる。極性反転信号出力調整レジスタ１４０には、ＬＣＤコントローラ５０によってドッ
トクロックＣＰＨのクロック数に対応した値が設定される。極性反転信号生成回路１１０
は、ドットクロックＣＰＨのクロック数をカウントし、このカウント値が極性反転信号出
力調整レジスタ１４０の設定値に一致したとき、極性反転信号ＩＰＯＬを変化させる。
【００５３】
　１．１　極性反転駆動
　図３（Ａ）、（Ｂ）及び図４（Ａ）、（Ｂ）に、極性反転駆動について説明するための
模式図を示す。
【００５４】
　図３（Ａ）、（Ｂ）は、フレーム反転駆動の動作を説明するための図である。図３（Ａ
）は、フレーム反転駆動によるデータ線の駆動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、フレーム反転駆動を行った場合に、一垂直走査
期間（１フレーム）ごとに、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
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したものである。
【００５５】
　フレーム反転駆動では、図３（Ａ）に示すように液晶に印加される電圧の極性が１フレ
ーム周期ごとに反転されている。即ち、データ線に接続されるＴＦＴのソース電極に供給
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
。この電圧Ｖｓが画素電極に供給される。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、図３（Ａ）の極性反転周
期にほぼ同期して反転される。このようにすることで、図３（Ｂ）に示すようにフレーム
ｆ１と、フレーム２とでは液晶に印加される電圧の極性が反転する。
【００５６】
　図４（Ａ）、（Ｂ）は、ライン反転駆動の動作を説明するための図である。図４（Ａ）
は、ライン反転駆動によるデータ線の駆動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、フレームごとに、
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。
【００５７】
　ライン反転駆動では、図４（Ａ）に示すように液晶に印加される電圧の極性が、各水平
走査期間（１Ｈ）ごとに、かつ１フレームごとに反転されている。即ち、データ線に接続
されるＴＦＴのソース電極に供給される電圧Ｖｓは、フレームｆ１の１Ｈでは「＋Ｖ」、
次の１Ｈでは「－Ｖ」となる。なお、当該電圧Ｖｓは、フレームｆ２の１Ｈでは「－Ｖ」
、次の１Ｈでは「＋Ｖ」となる。
【００５８】
　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、図４（Ａ）の極性反転周期に同期して反転される。
【００５９】
　図５に、液晶装置１０のＬＣＤパネル２０の駆動波形の一例を示す。ここでは、ライン
反転駆動により駆動される場合を示している。
【００６０】
　上述したように、液晶装置１０では、表示ドライバ１００が適用されたデータドライバ
３０は、水平同期信号に同期して、一水平走査単位の表示データに基づいてデータ線を駆
動する。走査ドライバ４０は、垂直同期信号をトリガとして、走査線を順次選択して、選
択した走査線に駆動電圧Ｖｇを供給する。従って、選択された走査線に接続されたＴＦＴ
のソース電極に印加された電圧Ｖｓが、画素電極に供給される。電源回路６０は、内部で
生成した対向電極電圧ＶＣＯＭを、極性反転信号ＩＰＯＬに同期して極性反転を行いなが
ら、ＬＣＤパネル２０の対向電極に供給する。
【００６１】
　液晶には、画素電極と対向電極の対向電極電圧ＶＣＯＭとの電圧Ｖｐに応じた電荷が充
電される。従って、この電圧Ｖｐが、所与の閾値Ｖｃｌを越えると画像表示が可能となる
。電圧Ｖｐが所与の閾値Ｖｃｌを越えると、その電圧レベルに応じて画素の透過率が変化
し、階調表現が可能となる。
【００６２】
　このように液晶に印加される電圧の精度によって、表示品位が決まる。そのため、表示
データに対応した駆動電圧の画素電極への供給タイミングと、対向電極電圧ＶＣＯＭの変
化タイミングとのずれが生じると、表示品位が劣化することが考えられる。従って、この
ような極性反転タイミングを規定する極性反転信号ＩＰＯＬの生成タイミングは、表示品
位を左右する。
【００６３】
　本実施形態では、上述の構成を採用することで、極性反転信号生成回路１１０により、
極性反転信号ＩＰＯＬを１周期近く遅延させたり反転させたりして、極性反転信号ＩＰＯ
Ｌを垂直同期信号ＶＳＹＮＣや水平同期信号ＨＳＹＮＣより早いタイミングで変化させる
ことができる。単に垂直同期信号ＶＳＹＮＣや水平同期信号ＨＳＹＮＣに基づいて極性反
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転信号を生成する場合、該極性反転信号を垂直同期信号ＶＳＹＮＣや水平同期信号ＨＳＹ
ＮＣより早いタイミングで変化させることができない。しかしながら、本実施形態では、
極性反転タイミングを任意のタイミングに微調整できるようになる。
【００６４】
　また本実施形態では、内部で極性反転駆動に必要なタイミング信号を極性反転信号ＩＰ
ＯＬとして生成できる。このため、ＬＣＤコントローラ５０からの極性反転信号の入力端
子を削減できる。
【００６５】
　１．２　極性反転信号生成回路
　図６に、極性反転信号生成回路１１０の構成の概要のブロック図を示す。
【００６６】
　極性反転信号生成回路１１０は、ＰＯＬ生成部１１２と、ＰＯＬ出力カウンタ１１４と
を含む。ＰＯＬ生成部１１２は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣ及び水平同期信号ＨＳＹＮＣに
基づいて生成した信号を遅延させることで、極性反転信号ＩＰＯＬを生成する。より具体
的には、ＰＯＬ生成部１１２は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣ及び水平同期信号ＨＳＹＮＣに
基づいて生成した信号を、一致信号ＭＡＴＣＨに同期して出力させる。
【００６７】
　ＰＯＬ出力カウンタ１１４には極性反転信号出力調整レジスタ１４０の設定値を示す設
定カウント信号ＰＯＬＣＮＴが入力される。ＰＯＬ出力カウンタ１１４は、水平同期信号
ＨＳＹＮＣの変化点を基準に、ドットクロックＣＰＨのクロック数をカウントし、そのカ
ウント値が、設定カウント信号ＰＯＬＣＮＴが示す設定値に一致したとき、パルス信号で
ある一致信号ＭＡＴＣＨを出力する。
【００６８】
　以下では、垂直同期信号ＶＳＹＮＣ及び水平同期信号ＨＳＹＮＣが負論理で動作するも
のとする。即ち、垂直同期信号ＶＳＹＮＣがＬレベルとなるパルスによって一垂直走査期
間が規定され、水平同期信号ＨＳＹＮＣがＬレベルとなるパルスによって一水平走査期間
が規定されるものとする。
【００６９】
　図７に、ＰＯＬ生成部１１２の構成例の回路図を示す。
【００７０】
　ＰＯＬ生成部１１２は、第１及び第２のトグルフリップフロップ（以下、ＴＦＦ１、Ｔ
ＦＦ２と略す。）と、２入力１出力ＮＯＲ回路（以下、ＮＯＲ１と略す。）と、フリップ
フロップ（以下、ＤＦＦ１－１と略す。）とを含む。ＴＦＦ１、ＴＦＦ２は、それぞれＤ
フリップフロップ（以下、ＤＦＦと略す）により構成される。以下では、ＤＦＦは、クロ
ック入力端子Ｃへの立ち上がりエッジで、データ入力端子Ｄへの入力信号の論理レベルを
保持し、保持した論理レベルの出力信号をデータ出力端子Ｑから出力するものとする。ま
たリセット信号Ｒへの入力信号がＬレベルのとき、初期化されるものとする。更にＤＦＦ
が反転データ出力端子ＸＱを有する場合、該反転データ出力端子ＸＱから、データ出力端
子Ｑからの出力信号の反転信号が出力されるものとする。ＴＦＦ１、ＴＦＦ２は、ＤＦＦ
の反転データ出力端子ＸＱからの出力信号をデータ入力端子Ｄに入力することで実現され
る。
【００７１】
　ＴＦＦ１は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣに同期してその出力が変化する。図７では、ＴＦ
Ｆ１は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣの反転信号の立ち上がりに同期してその出力が反転する
。
【００７２】
　ＴＦＦ２は、水平同期信号ＨＳＹＮＣに同期してその出力が変化する。図７では、ＴＦ
Ｆ２は、水平同期信号ＨＳＹＮＣの反転信号の立ち上がりに同期してその出力が反転する
。
【００７３】
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　ＮＯＲ１（広義には論理回路）は、ＴＦＦ１の出力信号Ｍ１と、ＴＦＦ２の出力信号Ｍ
２との排他的否定論理和演算結果の出力信号Ｍ３を出力する。従って、出力信号Ｍ３は、
ＴＦＦ１の出力信号Ｍ１と、ＴＦＦ２の出力信号Ｍ２との排他的論理和演算結果に基づい
て生成されるということができる。
【００７４】
　ＤＦＦ１－１は、一致信号ＭＡＴＣＨの立ち上がりに同期して、出力信号Ｍ３を取り込
み、極性反転信号ＩＰＯＬとして出力する。
【００７５】
　ＴＦＦ１、ＤＦＦ１－１は、反転リセット信号ＸＲＥＳにより初期化される。反転リセ
ット信号ＸＲＥＳは、Ｌレベルのときアクティブとなる信号である。
【００７６】
　なお、垂直同期信号ＶＳＹＮＣの反転信号は、立ち上がり検出回路ＥＧ１に入力される
。ＴＦＦ２は、立ち上がり検出回路ＥＧ１の出力信号Ｍ４がＬレベルになると初期化され
る。立ち上がり検出回路ＥＧ１は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣの反転信号の立ち上がりを検
出すると、負論理のパルスを出力信号Ｍ４として出力する。
【００７７】
　なお、垂直同期信号ＶＳＹＮＣに同期して変化する出力信号Ｍ１と、水平同期信号ＨＳ
ＹＮＣに同期して変化する出力信号Ｍ２との排他的論理和演算を行い、この排他的論理和
演算結果を、一致信号ＭＡＴＣＨに基づいて極性反転信号ＩＰＯＬとして出力すればよく
、図７に示す回路に限定されるものではない。
【００７８】
　図８に、ＰＯＬ出力カウンタ１１４の構成例の回路図を示す。ＰＯＬ出力カウンタ１１
４は、８個のＤＦＦ２－０～ＤＦＦ２－７により構成されたリップル・キャリ・カウンタ
を含む。初段のＤＦＦ２－０のクロック入力端子ＣにはドットクロックＣＰＨが入力され
る。ＤＦＦ２－０のデータ入力端子Ｄ及び反転データ出力端子ＸＱ、及び次段のＤＦＦ２
－１のクロック入力端子Ｃが接続され、ＤＦＦ２－０のデータ出力端子Ｑからカウント値
ＣＮＴ＜０＞が出力される。同様に、ＤＦＦ２－１のデータ入力端子Ｄ及び反転データ出
力端子ＸＱ、及び次段のＤＦＦ２－２のクロック入力端子Ｃが接続され、ＤＦＦ２－１の
データ出力端子Ｑからカウント値ＣＮＴ＜１＞が出力される。ＤＦＦ２－２～ＤＦＦ２－
６についても同様にカウント値ＣＮＴ＜２：６＞が出力される。ＤＦＦ２－７のデータ入
力端子Ｄ及び反転データ出力端子ＸＱが接続され、ＤＦＦ２－７のデータ出力端子Ｑから
カウント値ＣＮＴ＜７＞が出力される。このような構成により、このリップル・キャリ・
カウンタは、ドットクロックＣＰＨに同期したカウント動作を行い、カウント値ＣＮＴ＜
０：７＞を出力する。カウント値ＣＮＴ＜０：７＞の各ビットと、設定カウント信号ＰＯ
ＬＣＮＴ＜０：７＞の各ビットとが、ＮＯＲ２－０～ＮＯＲ２－７に入力される。
【００７９】
　ＮＯＲ２－０～ＮＯＲ２－７の各出力信号の論理積演算結果が、立ち下がり検出回路Ｅ
Ｇ２に入力される。立ち下がり検出回路ＥＧ２の出力が、一致信号ＭＡＴＣＨである。
【００８０】
　なお、ＤＦＦ２－０～ＤＦＦ２－７のリセット端子Ｒには、立ち下がり検出回路ＥＧ３
の出力信号が入力される。立ち下がり検出回路ＥＧ３は、水平同期信号ＨＳＹＮＣの立ち
下がりを検出すると、負論理のパルスを出力する。
【００８１】
　以下では、設定カウント信号ＰＯＬＣＮＴ＜０：７＞に、ドットクロックＣＰＨのクロ
ック数４に対応する値が設定されているものとする。
【００８２】
　図９に、図６～図８に示した構成の極性反転信号生成回路１１０の動作例の模式的なタ
イミング図を示す。
【００８３】
　垂直走査期間は、例えば垂直同期信号ＶＳＹＮＣの立ち下がりエッジによって規定され
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る。即ち、２つの連続する垂直同期信号ＶＳＹＮＣのパルスの立ち下がりエッジの期間と
することができる。また水平走査期間は、例えば水平同期信号ＨＳＹＮＣの立ち下がりエ
ッジによって規定される。即ち、２つの連続する水平同期信号ＨＳＹＮＣのパルスの立ち
下がりエッジの期間とすることができる。
【００８４】
　図７に示すようにＴＦＦ１は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣの立ち下がりエッジごとに反転
する出力信号Ｍ１を出力する。ＴＦＦ２は、水平同期信号ＨＳＹＮＣの立ち下がりエッジ
ごとに反転する出力信号Ｍ２を出力する。ＴＦＦ２は、垂直走査期間ごとに初期化される
。出力信号Ｍ１がＨレベルのとき、ＮＯＲ１の出力信号Ｍ３は出力信号Ｍ２とほぼ同じと
なる。出力信号Ｍ１がＬレベルのとき、ＮＯＲ１の出力信号Ｍ３は出力信号Ｍ２の反転信
号とほぼ同じとなる。
【００８５】
　そして、水平同期信号ＨＳＹＮＣの立ち下がりエッジで初期化されたカウント値が、ド
ットクロックＣＰＨの立ち上がりエッジごとにカウントアップされる。このカウント値が
４になったとき、一致信号ＭＡＴＣＨがＨレベルのパルスとして出力される。
【００８６】
　図１０に、図９のタイミング図の垂直同期信号ＶＳＹＮＣの変化点付近を拡大した図を
示す。
【００８７】
　図８に示すようにＰＯＬ出力カウンタ１１４は、水平同期信号ＨＳＹＮＣの立ち下がり
エッジに同期して初期化されると、ドットクロックＣＰＨの立ち上がりエッジに同期して
カウント値ＣＮＴ＜０：７＞をカウントアップする。カウント値ＣＮＴ＜０：７＞が４に
なったとき、一致信号ＭＡＴＣＨがＨレベルのパルスとして出力される。ＤＦＦ１－１は
、一致信号ＭＡＴＣＨに基づいて、出力信号Ｍ３を取り込む。この結果、極性反転信号Ｉ
ＰＯＬの変化は、ドットクロックＣＰＨのクロック数４をカウントする時間だけ遅延する
。
【００８８】
　以上のように、極性反転信号生成回路１１０は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣ及び水平同期
信号ＨＳＹＮＣに基づいて生成した信号を遅延させることで、出力タイミングを調整でき
る極性反転信号ＩＰＯＬを生成することができる。
【００８９】
　このような極性反転信号生成回路１１０を含む表示ドライバ１００は、次に示す比較例
との対比において、以下のような効果を得ることができる。
【００９０】
　図１１に、比較例における液晶装置の構成の要部を示す。
【００９１】
　比較例では、液晶装置のＬＣＤパネルのデータ線が、２つのデータドライバ２００、２
１０によって駆動される。ＬＣＤコントローラ２２０は、極性反転信号ＰＯＬを生成し、
データドライバ２００、２１０、電源回路２３０に対し、極性反転信号ＰＯＬを供給する
。データドライバ２００、２１０は、ＬＣＤコントローラ２２０からの極性反転信号ＰＯ
Ｌを受け取る。データドライバ２００、２１０は、受け取った極性反転信号ＰＯＬに基づ
いて極性反転駆動を行う。電源回路２３０は、極性反転信号ＰＯＬに基づいて、対向電極
電圧ＶＣＯＭを変化させる。
【００９２】
　このように、対向電極電圧ＶＣＯＭの充放電時間と、データ線の充放電時間との差があ
るにも関わらず、同じ極性反転信号ＰＯＬを用いて対向電極電圧ＶＣＯＭ及び駆動電圧を
変化させると、タイミングのずれが生じ、ＬＣＤパネルの表示品位が劣化する場合がある
。また、データドライバに表示データを供給するためのバスの配線領域等のため、極性反
転信号ＰＯＬの配線が難しい上に、配線の負荷容量等に起因して、データドライバ２００
、２１０が受け取る極性反転信号ＰＯＬの変化タイミングが異なる。
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【００９３】
　これに対して本実施形態における表示ドライバが適用されたデータドライバは、内部で
極性反転信号を生成し、かつ該極性反転信号の出力タイミングを調整できるので、電源回
路が供給する対向電極電圧ＶＣＯＭの変化タイミングに合わせることができる。これによ
り、データドライバの極性反転信号の入力端子を削減すると共に、極性反転タイミングの
ずれをなくし表示品位の劣化を低減できるようになる。
【００９４】
　２．　構成例
　以下では、本実施形態における表示ドライバが適用されたデータドライバを２個使って
、低温ポリシリコン（Low Temperature Poly-Silicon：以下ＬＴＰＳと略す。）プロセス
により形成されたＬＣＤパネルを駆動する場合について説明する。以下では、データドラ
イバを２個使う場合について説明するが、３個以上であっても同様である。
【００９５】
　ＬＴＰＳプロセスによれば、例えばＴＦＴ等を含む画素が形成されるパネル基板（例え
ばガラス基板）上に、駆動回路等を直接形成することができる。そのため、部品数を削減
し、表示パネルの小型軽量化が可能となる。またＬＴＰＳでは、これまでのシリコンプロ
セスの技術を応用して、開口率を維持したまま画素の微細化を図ることができる。更にま
たＬＴＰＳは、アモルファスシリコン（amorphous silicon：ａ－Ｓｉ）に比べて電荷の
移動度が大きく、かつ寄生容量が小さい。従って、画面サイズの拡大により１画素当たり
の画素選択期間が短くなった場合でも、当該基板上に形成された画素の充電期間を確保し
、画質の向上を図ることが可能となる。
【００９６】
　図１２に、ＬＴＰＳプロセスにより形成されたＬＣＤパネルを含む液晶装置の構成例の
図を示す。但し、図１に示す液晶装置１０と同一部分には同一符号を付し、適宜説明を省
略する。
【００９７】
　液晶装置３００は、ＬＴＰＳプロセスによって形成されたＬＣＤパネル３２０を含む。
ＬＣＤパネル３２０の第１のグループのデータ線は、第１のデータドライバ３３０によっ
て駆動される。ＬＣＤパネル３２０の第２のグループのデータ線は、第２のデータドライ
バ３４０によって駆動される。
【００９８】
　例えばＬＣＤパネル３２０がデータ線ＤＬ１～ＤＬ（２Ｎ）を有するものとすると、第
１のグループはデータ線ＤＬ１、・・・、ＤＬｎ、・・・、ＤＬＮ、第２のグループはＤ
Ｌ（Ｎ＋１）、・・・、ＤＬｑ（Ｎ＋１≦ｑ≦２Ｎ、ｑは自然数）、・・・、ＤＬ（２Ｎ
）とすることができる。
【００９９】
　第１及び第２のデータドライバ３３０、３４０は、本実施形態における表示ドライバ１
００の機能を有しており、マスターモード又はスレーブモードに設定される構成となって
いる。図１２では、第１のデータドライバ３３０がマスターモードに設定され、第２のデ
ータドライバ３４０がスレーブモードに設定されているものとする。
【０１００】
　第１のデータドライバ３３０は、上述した極性反転信号生成回路により極性反転信号Ｉ
ＰＯＬを生成し、該極性反転信号ＩＰＯＬに基づいて極性反転駆動を行うと共に、該極性
反転信号ＩＰＯＬを極性反転信号ＰＯＬとして第２のデータドライバ３４０に供給する。
第２のデータドライバ３４０は、第１のデータドライバ３３０からの極性反転信号ＰＯＬ
に基づいて極性反転駆動を行う。
【０１０１】
　第１のデータドライバ３３０は、電源回路６０に対しても極性反転信号ＩＰＯＬを極性
反転信号ＰＯＬとして供給する。電源回路６０は、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。
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【０１０２】
　このような構成により、第１及び第２のグループのデータ線から供給される駆動電圧が
印加される画素電極の変化タイミングを精度良く合わせることができるようになる。従っ
て、ＬＣＤパネル３２０の第１のグループのデータ線を含む表示領域と、第２のグループ
のデータ線を含む表示領域とで、極性反転タイミングのずれに起因する表示品位の劣化を
低減できる。
【０１０３】
　図１３に、ＬＴＰＳプロセスにより形成されるＬＣＤパネルの構成の概要を示す。
【０１０４】
　ＬＣＤパネル３２０は、複数の走査線と、各走査線に接続された複数の色成分用スイッ
チング素子（ＴＦＴ）と、各画素電極が各色成分用スイッチング素子に接続された複数の
画素電極と、第１～第３の色成分用データ信号が多重化されて伝送される複数のデータ線
とを含む。更にＬＣＤパネル３２０は、各デマルチプレクス用スイッチ素子が一端が各デ
ータ線に接続され他端が各色成分用スイッチング素子に接続され、第１～第３のデマルチ
プレクス制御信号に基づいてスイッチ制御される第１～第３のデマルチプレクス用スイッ
チ素子を含む複数のデマルチプレクサと、電気光学物質を挟んで複数の画素電極と対向す
る対向電極とを含む。
【０１０５】
　ＬＣＤパネル３２０では、パネル基板上に、Ｙ方向に複数配列されそれぞれＸ方向に伸
びる走査線ＧＬ１～ＧＬＭ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Ｄ
Ｌ１～ＤＬ（２Ｎ）とが形成されている。更に該パネル基板上には、Ｘ方向に第１～第３
の色成分用データ線を１組として複数組配列されそれぞれＹ方向に伸びる色成分用データ
線（Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１）～（Ｒ（２Ｎ）、Ｇ（２Ｎ）、Ｂ（２Ｎ））が形成されている。
【０１０６】
　走査線ＧＬ１～ＧＬＭと、第１の色成分用データ線Ｒ１～Ｒ（２Ｎ）との交差位置に、
Ｒ用画素（第１の色成分用画素）ＰＲ（ＰＲ１１～ＰＲＭ（２Ｎ））が設けられている。
走査線ＧＬ１～ＧＬＭと、第２の色成分用データ線Ｇ１～Ｇ（２Ｎ）との交差位置に、Ｇ
用画素（第２の色成分用画素）ＰＧ（ＰＧ１１～ＰＧＭ（２Ｎ））が設けられている。走
査線ＧＬ１～ＧＬＭと、第３の色成分用データ線Ｂ１～Ｂ（２Ｎ）との交差位置に、Ｂ用
画素（第３の色成分用画素）ＰＢ（ＰＢ１１～ＰＢＭ（２Ｎ））が設けられている。
【０１０７】
　またパネル基板上には、各データ線に対応して設けられたデマルチプレクサ（demultip
lexer）ＤＭＵＸ１～ＤＭＵＸ（２Ｎ）が設けられている。デマルチプレクサＤＭＵＸ１
～ＤＭＵＸ（２Ｎ）は、デマルチプレクス制御信号Ｒｓｅｌ、Ｇｓｅｌ、Ｂｓｅｌにより
スイッチ制御される。
【０１０８】
　図１４に、デマルチプレクサＤＭＵＸｎの構成の概要を示す。ここではデマルチプレク
サＤＭＵＸｎについて説明するが、他のデマルチプレクサも同様の構成である。
【０１０９】
　デマルチプレクサＤＭＵＸｎは、第１～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子ＤＳＷ
１～ＤＳＷ３を含む。
【０１１０】
　デマルチプレクサＤＭＵＸｎの出力側には、第１～第３の色成分用データ線（Ｒｎ、Ｇ
ｎ、Ｂｎ）が接続される。また、入力側には、データ線ＤＬｎが接続される。デマルチプ
レクサＤＭＵＸｎは、デマルチプレクス制御信号Ｒｓｅｌ、Ｇｓｅｌ、Ｂｓｅｌに応じて
、データ線ＤＬｎと、第１～第３の色成分用データ線（Ｒｎ、Ｇｎ、Ｂｎ）のいずれかと
を、電気的に接続する。デマルチプレクサＤＭＵＸ１～ＤＭＵＸ（２Ｎ）には、それぞれ
共通にデマルチプレクス制御信号が入力される。
【０１１１】
　デマルチプレクス制御信号Ｒｓｅｌ、Ｇｓｅｌ、Ｂｓｅｌは、例えば第１及び第２のデ
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ータドライバ３３０、３４０の少なくもと一方から供給される。この場合、各データドラ
イバ３３０、３４０は、図１５に示すように、色成分用画素ごとに時分割され各色成分用
データ信号に対応した電圧（データ信号、色成分データ）を、データ線ＤＬｎに出力する
。そして、第１及び第２のデータドライバ３３０、３４０の少なくもと一方は、時分割の
タイミングに合わせて、各色成分データに対応した電圧を各色成分用データ線に選択出力
するためのデマルチプレクス制御信号Ｒｓｅｌ、Ｇｓｅｌ、Ｂｓｅｌを生成し、ＬＣＤパ
ネル３２０に対して出力する。
【０１１２】
　図１６に、第１のデータドライバ３３０の構成要部のブロック図を示す。但し、図２に
示す表示ドライバ１００と同一部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。ここでは
、第１のデータドライバ３３０の構成を示すが、第２のデータドライバ３４０の構成も同
様である。
【０１１３】
　データドライバ３３０は、表示データバス４００、シフトレジスタ４１０、データラッ
チ１３０、ラインラッチ４２０、多重化回路４２５、ＤＡＣ（Digital-to-Analog Conver
ter）（広義には電圧選択回路）４３０、データ線駆動回路５００、極性反転信号生成回
路４４０、極性反転信号出力調整レジスタ１４０、デマルチプレクス制御回路４５０を含
む。例えばＤＡＣ４３０及びデータ線駆動回路５００が、図２に示す駆動部１２０に相当
する。
【０１１４】
　ここで、デマルチプレクス制御回路４５０は、多重化回路４２５において時分割多重を
行うためのマルチプレクス制御信号ＭＵＸを生成する。この結果、多重化回路４２５では
、図１５に示すように第１～第３の色成分用データ信号が多重化された信号が生成される
。またデマルチプレクス制御回路４５０は、図１５に示す第１～第３の色成分用データ信
号の多重化タイミングに合わせてデマルチプレクス制御信号Ｒｓｅｌ、Ｇｓｅｌ、Ｂｓｅ
ｌを、ＬＣＤパネル３２０のデマルチプレクサＤＭＵＸ１～ＤＭＵＸ（２Ｎ）に供給する
。
【０１１５】
　またデータドライバ３３０は、水平同期信号ＨＳＹＮＣが入力される水平同期信号入力
端子４６０、ドットクロックＣＰＨが入力されるドットクロック入力端子４６２、垂直同
期信号ＶＳＹＮＣが入力される垂直同期信号入力端子４６４、表示データがドットクロッ
クＣＰＨに同期して各６ビットのＲ用、Ｇ用、Ｂ用の表示データを１単位として入力され
る表示データ入力端子４６６、イネーブル入出力信号ＥＩＯが入力されるイネーブル入出
力信号入力端子４６８とを含むことができる。水平同期信号ＨＳＹＮＣ、垂直同期信号Ｖ
ＳＹＮＣ、ドットクロックＣＰＨ、表示データ及びイネーブル入出力信号ＥＩＯは、図示
しないＬＣＤコントローラ５０から供給される。
【０１１６】
　更にデータドライバ３３０は、モード設定信号ＩＣＩＤが入力されるモード設定入力端
子４７０、極性反転信号ＰＯＬが入出力される極性反転信号入出力端子４７２を含むこと
ができる。モード設定信号ＩＣＩＤは、データドライバ３３０をマスターモード又はスレ
ーブモードに設定するための信号である。モード設定信号ＩＣＩＤは、例えばＬＣＤコン
トローラ５０から供給されたり、プルアップ回路又はプルダウン回路によって生成された
りする。
【０１１７】
　図１７に、モード設定信号ＩＣＩＤの機能の説明図を示す。
【０１１８】
　モード設定信号ＩＣＩＤがＬレベルのとき（即ちモード設定入力端子４７０に第１の電
圧が供給されたとき）、データドライバ３３０はマスターモードに設定される。マスター
モードでは、データドライバ３３０は、極性反転信号生成回路４４０で生成した極性反転
信号ＩＰＯＬ１を、極性反転信号入出力端子４７２を介して外部に極性反転信号ＰＯＬと
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して出力する。
【０１１９】
　モード設定信号ＩＣＩＤがＨレベルのとき（即ちモード設定入力端子４７０に第２の電
圧が供給されたとき）、データドライバ３３０はスレーブモードに設定される。スレーブ
モードでは、データドライバ３３０は、極性反転信号入出力端子４７２を介して外部から
入力された極性反転信号に基づいて極性反転駆動を行う。
【０１２０】
　図１８に、極性反転信号生成回路４４０の構成の概要を示す。但し、図６に示す極性反
転信号生成回路１１０と同一部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
【０１２１】
　極性反転信号生成回路４４０が、図６に示す極性反転信号生成回路１１０と異なる主な
点は、ＰＯＬ生成部４４２と、出力バッファ４４４である。ＰＯＬ生成部４４２は、モー
ド設定信号ＩＣＩＤによるマスク制御により、不要な動作を行わないように構成される。
また出力バッファ４４４は、モード設定信号ＩＣＩＤに応じて、極性反転信号入出力端子
４７２からの入力信号を、極性反転信号ＩＰＯＬとしてＤＡＣ４３０（広義には駆動部）
に対して出力できるようにしている。
【０１２２】
　図１９に、図１８に示すＰＯＬ生成部４４２の構成例の回路図を示す。但し、図７に示
すＰＯＬ生成部１１２と同一部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
【０１２３】
　ＰＯＬ生成部４４２は、モード設定信号ＩＣＩＤにより、ＴＦＦ１、ＴＦＦ２、ＤＦＦ
１－１の動作をマスク制御するためのマスク回路ＭＡＳＫ１、ＭＡＳＫ２、ＭＡＳＫ３を
有する。マスク回路ＭＡＳＫ１、ＭＡＳＫ２、ＭＡＳＫ３は、マスターモードのとき（モ
ード設定信号ＩＣＩＤがＬレベルのとき）、図７で説明した動作を行う。
【０１２４】
　これに対し、マスク回路ＭＡＳＫ１は、スレーブモードのとき（モード設定信号ＩＣＩ
ＤがＨレベルのとき）、垂直同期信号ＶＳＹＮＣが変化してもＴＦＦ１の出力が変化しな
いようにマスク制御する。マスク回路ＭＡＳＫ２は、スレーブモードのとき、水平同期信
号ＨＳＹＮＣが変化してもＴＦＦ２の出力が変化しないようにマスク制御する。マスク回
路ＭＡＳＫ３は、スレーブモードのとき、一致信号ＭＡＴＣＨが変化してもＤＦＦ１－１
の出力が変化しないようにマスク制御する。
【０１２５】
　図１８において、マスターモードのとき（モード設定信号ＩＣＩＤがＬレベルのとき）
、ＰＯＬ生成部４４２から出力される極性反転信号ＩＰＯＬ１が出力バッファ４４４を介
して、極性反転信号入出力端子４７２から出力されると共に、極性反転信号ＩＰＯＬとし
て駆動部（図１６ではＤＡＣ４３０）に出力される。
【０１２６】
　一方、スレーブモードのとき（モード設定信号ＩＣＩＤがＨレベルのとき）、出力バッ
ファ４４４の出力はハイインピーダンス状態になる。従って、極性反転信号入出力端子４
７２からの入力信号が、極性反転信号ＩＰＯＬとして駆動部（図１６ではＤＡＣ４３０）
に出力されるようになる。
【０１２７】
　次に、このようにして生成された極性反転信号ＩＰＯＬに基づく極性反転駆動を行うデ
ータドライバ３３０の各部について説明する。
【０１２８】
　図２０に、シフトレジスタ４１０、データラッチ１３０、ラインラッチ４２０の構成例
を示す。
【０１２９】
　シフトレジスタ４１０は、第１～第ｋのＤＦＦ２－１～２－ｋを有する。以下では、第
ｉ（１≦ｉ≦ｋ、ｉは整数）のＤＦＦ２－ｉを、ＤＦＦ２－ｉと表す。シフトレジスタ４
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１０では、ＤＦＦ２－１～ＤＦＦ２－ｋが直列に接続されて構成される。即ち、ＤＦＦ２
－ｊ（１≦ｊ≦ｋ－１、ｊは整数）のデータ出力端子Ｑが、次段のＤＦＦ２－（ｊ＋１）
のデータ入力端子Ｄに接続される。
【０１３０】
　ＤＦＦ２－１～ＤＦＦ２－ｋのデータ出力端子Ｑからはシフト出力ＳＦＯ１～ＳＦＯｋ
が出力される。ＤＦＦ２－１のデータ入力端子Ｄには、イネーブル入出力信号ＥＩＯが入
力される。また、ＤＦＦ２－１～ＤＦＦ２－ｋのクロック入力端子Ｃには、共通にドット
クロックＣＰＨが入力される。
【０１３１】
　データラッチ１３０は、第１～第ｋのラッチ用ＤＦＦを有する。以下では、第ｉ（１≦
ｉ≦ｋ、ｉは整数）のラッチ用ＤＦＦを、ＬＤＦＦｉと表す。但し、ＬＤＦＦは、クロッ
ク入力端子Ｃへの入力信号の立ち下がりで、データ入力端子Ｄへの入力信号を保持する。
また、ＬＤＦＦは、表示データバス４００のバス幅のビット数分の表示データを保持する
。表示データバス４００のバス幅は、第１の色成分（Ｒ）用の表示データのビット数６、
第２の色成分（Ｇ）用の表示データのビット数６、第３の色成分（Ｂ）用の表示データの
ビット数６の総和である。そして、ＬＤＦＦｉのクロック入力端子Ｃには、シフトレジス
タ４１０からのシフト出力ＳＦＯｉが供給される。ラッチデータＬＡＴｉは、ＬＤＦＦｉ
のデータ出力端子Ｑのデータである。ＬＤＦＦ１～ＬＤＦＦｋのデータ入力端子Ｄには、
表示データバス４００上の表示データをドットクロックＣＰＨの立ち下がりに同期させた
入力同期データが、共通に入力される。
【０１３２】
　ラインラッチ４２０は、第１～第ｋのラインラッチ用ＤＦＦを有する。以下では、第ｉ
（１≦ｉ≦ｋ、ｉは整数）のラインラッチ用ＤＦＦを、ＬＬＤＦＦｉと表す。但し、ＬＬ
ＤＦＦｉは、表示データバス４００のバス幅のビット数分の表示データを保持する。そし
て、ＬＬＤＦＦｉのクロック入力端子Ｃには、水平同期信号ＨＳＹＮＣが供給される。ラ
インラッチデータＬＬＡＴｉは、ＬＬＤＦＦｉのデータ出力端子Ｑのデータである。ＬＬ
ＤＦＦｉのデータ入力端子Ｄには、ＬＤＦＦｉのデータ出力端子Ｑが接続される。
【０１３３】
　なおＤＦＦ１－１～ＤＦＦ１－ｋ、ＬＤＦＦ１～ＬＤＦＦｋ、ＬＬＤＦＦ１～ＬＬＤＦ
Ｆｋは、反転リセット信号ＸＲＥＳによって初期化される。
【０１３４】
　図２１に、シフトレジスタ４１０、データラッチ１３０の動作例のタイミング図を示す
。
【０１３５】
　表示データバス４００には、第１の色成分（Ｒ）用の表示データ、第２の色成分（Ｇ）
用の表示データ及び第３の色成分（Ｂ）用の表示データを単位とした表示データがドット
クロックＣＰＨに同期して順次供給される。そして、表示データの先頭位置に対応して、
イネーブル入出力信号ＥＩＯがＨレベルとなる。
【０１３６】
　シフトレジスタ４１０ではイネーブル入出力信号ＥＩＯのシフト動作が行われる。即ち
、シフトレジスタ４１０は、イネーブル入出力信号ＥＩＯをドットクロックＣＰＨの立ち
上がりで取り込む。そしてシフトレジスタ４１０は、ドットクロックＣＰＨの立ち上がり
に同期してシフトされたパルスを、各段のシフト出力ＳＦＯ１～ＳＦＯｋとして順次出力
する。
【０１３７】
　データラッチ１３０は、シフトレジスタ４１０の各段のシフト出力の立ち下がりエッジ
で、入力同期データを表示データとして取り込む。その結果、データラッチ１３０では、
ＬＤＦＦ１、ＬＤＦＦ２、・・・の順に、表示データが取り込まれる。ＬＤＦＦ１～ＬＤ
ＦＦｋに取り込まれた表示データは、ラッチデータＬＡＴ１～ＬＡＴｋとして出力される
。
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【０１３８】
　ラインラッチ４２０は、データラッチ１３０に取り込まれた表示データを、一水平走査
期間ごとにラッチする。こうしてラインラッチ４２０にラッチされた一水平走査分の表示
データは、多重化回路４２５に供給される。
【０１３９】
　図２２（Ａ）、（Ｂ）に多重化回路４２５の説明図を示す。図２２（Ａ）は、多重化回
路４２５の構成の概要を示す。図２２（Ｂ）は、多重化回路４２５の動作例のタイミング
図を示す。
【０１４０】
　図２２（Ａ）では、多重化回路４２５がラインラッチデータＬＬＡＴ１を多重化する例
を示しているが、他のラインラッチデータについても同様に多重化できる。
【０１４１】
　上述のようにＬＬＤＦＦ１は、第１の色成分（Ｒ）用の表示データ、第２の色成分（Ｇ
）用の表示データ及び第３の色成分（Ｂ）用の表示データをラインラッチデータＬＬＡＴ
１として保持する。多重化回路４２５は、マルチプレクス制御信号ＭＵＸにより、第１の
色成分（Ｒ）用の表示データ、第２の色成分（Ｇ）用の表示データ及び第３の色成分（Ｂ
）用の表示データを順次読み出して出力する。
【０１４２】
　例えばマルチプレクス制御信号ＭＵＸが、Ｒ用表示データ読出制御信号ＭＵＸ－Ｒ、Ｇ
用表示データ読出制御信号ＭＵＸ－Ｇ及びＢ用表示データ読出制御信号ＭＵＸ－Ｂを含み
、これら読出制御信号を一水平走査期間内に順次アクティブにする。
【０１４３】
　従って、Ｒ用表示データ読出制御信号ＭＵＸ－Ｒ、Ｇ用表示データ読出制御信号ＭＵＸ
－Ｇ及びＢ用表示データ読出制御信号ＭＵＸ－Ｂの変化タイミングは、図１５に示すデマ
ルチプレクス制御信号Ｒｓｅｌ、Ｇｓｅｌ、Ｂｓｅｌの変化タイミングに関連付けて定め
ることができる。例えばＲ用表示データ読出制御信号ＭＵＸ－Ｒ、Ｇ用表示データ読出制
御信号ＭＵＸ－Ｇ及びＢ用表示データ読出制御信号ＭＵＸ－Ｂとして、図１５に示すデマ
ルチプレクス制御信号Ｒｓｅｌ、Ｇｓｅｌ、Ｂｓｅｌを用いることも可能である。
【０１４４】
　図２３に、ＤＡＣ４３０、データ線駆動回路５００の１つのデータ出力部の回路構成例
を示す。ここでは、データ線ＤＬ１の１出力当たりの構成のみを示している。
【０１４５】
　ＤＡＣ４３０は、基準電圧発生回路４３８によって生成された複数の基準電圧の中から
、表示データに対応した駆動電圧を選択して出力する。この基準電圧発生回路４３８は、
高電位側及び低電位側の電源電圧が供給される２つの電源線の間に挿入される抵抗回路を
含み、該抵抗回路により２つの電源線の間の電圧を分割することで複数の基準電圧を生成
する。
【０１４６】
　ＤＡＣ４３０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）デコーダ回路により実現することができ
る。ＤＡＣ４３０は、多重化回路４２５によって多重化された表示データ（例えば６ビッ
トの表示データ）に基づいて、複数の基準電圧のうちいずれか１つを選択して選択電圧Ｖ
ｓとしてデータ線駆動回路５００（図２３ではデータ出力部５００－１）に出力する。
【０１４７】
　より具体的には、ＤＡＣ４３０は、極性反転信号ＩＰＯＬに基づいて６ビットの表示デ
ータＤ０～Ｄ５を反転する反転回路４３２を含む。反転回路４３２に入力される６ビット
の表示データは、多重化回路４２５において各色成分の表示データが時分割されたデータ
である。反転回路４３２は、極性反転信号ＩＰＯＬが第１の論理レベルのとき、表示デー
タの各ビットの正転出力を行う。反転回路４３２は、極性反転信号ＩＰＯＬが第２の論理
レベルのとき、表示データの各ビットの反転出力を行う。反転回路４３２の出力がＲＯＭ
デコーダに入力される。



(22) JP 4059180 B2 2008.3.12

10

20

30

40

50

【０１４８】
　ＤＡＣ４３０において、基準電圧発生回路４３８により生成された複数の基準電圧のう
ちのいずれか１つが、反転回路４３２の出力に基づいて選択される。例えば基準電圧発生
回路４３８が、基準電圧Ｖ０～Ｖ６３を発生させるものとする。極性反転信号ＩＰＯＬが
第１の論理レベルのとき、例えば６ビットの表示データＤ５～Ｄ０「００００１０」（＝
２）に対応して、基準電圧Ｖ２を選択する。次の極性反転タイミングで極性反転信号ＩＰ
ＯＬが第２の論理レベルになると、表示データＤ５～Ｄ０の各ビットを反転した反転表示
データＸＤ５～ＸＤ０を用いて基準電圧を選択する。即ち、反転表示データＸＤ５～ＸＤ
０が「１１１１０１」（＝６１）となり、基準電圧Ｖ６１を選択する。このようにしてＤ
ＡＣ５２により選択された選択電圧Ｖｓは、データ出力部５００－１に入力される。デー
タ線駆動回路５００は、データ線ごとに設けられたデータ出力部を有している。各データ
出力部は、データ出力部５００－１と同様の構成をなしている。
【０１４９】
　データ出力部５００－１は、演算増幅回路ＯＰＡＭＰを含む。演算増幅回路ＯＰＡＭＰ
は、ボルテージフォロワ接続された演算増幅器である。演算増幅回路ＯＰＡＭＰは、選択
電圧Ｖｓに基づいてデータ線を駆動する。
【０１５０】
　以上のように極性反転信号ＩＰＯＬに基づき正転出力又は反転出力させた表示データに
対応した駆動電圧に基づいてデータ線を駆動することで、極性反転信号ＩＰＯＬに基づい
て生成される対向電極ＣＯＭと、画素電極との間の液晶に印加される電圧の極性を反転さ
せる。
【０１５１】
　また、図１２～図２３で説明した液晶装置では、次のような効果を得ることができる。
【０１５２】
　ＬＣＤパネル３２０のデマルチプレクサＤＭＵＸ１～ＤＭＵＸ（２Ｎ）の第１～第３の
デマルチプレクス用スイッチ素子ＤＳＷ１～ＤＳＷ３を、金属酸化膜半導体（Metal Oxid
e Semiconductor：ＭＯＳ）トランジスタで構成することが考えられる。しかしながら、
ＭＯＳトランジスタのソース・ドレイン間の電圧が低くなるにつれて、ドレインに接続さ
れる対向電極の充放電の時間が長くなってしまう。液晶装置で表示可能な階調数が多くな
り１階調当たりの電圧幅が小さくなる傾向にある現状では、対向電極の充放電が不十分な
場合、対向電極の電圧の誤差に起因する画質の劣化という問題を招く。
【０１５３】
　また、液晶装置の表示サイズが大きくなると、１水平走査期間がそれだけ短くなる。そ
のため、極性反転駆動に伴う対向電極の充放電の時間も短くする必要がある。対向電極の
充放電の時間は、対向電極の寄生容量ＣｌｏａｄとＭＯＳトランジスタのオン抵抗Ｒとの
積の時定数で決まる。従って、表示サイズが大きくなるにつれて、寄生容量Ｃｌｏａｄ及
び抵抗Ｒのうち少なくとも１つの値を小さくする必要がある。対向電極の寄生容量Ｃｌｏ
ａｄはそれほど小さくできないため、ＭＯＳトランジスタのオン抵抗Ｒを小さくすること
が考えられる。この場合、ＭＯＳトランジスタのチャネル幅Ｗが大きくすることで、抵抗
Ｒを小さくできるが、スイッチ回路の規模が大きくなってしまう。更に、ＭＯＳトランジ
スタのオン抵抗Ｒの自己消費電力も増大してしまう。
【０１５４】
　例えばノーマリホワイトの場合、対向電極電圧ＶＣＯＭが変化している最中に、図１５
に示すようにＲ用データ信号の書き込みが開始されると、Ｒ成分の色が濃くなる。そして
、対向電極電圧ＶＣＯＭの変化が終了した後に、図１５に示すようにＧ用データ信号及び
Ｂ用データ信号が書き込まれるため、表示画像全体が赤く映ってしまう。
【０１５５】
　このような諸問題を解決するため、上述の極性反転駆動を行いながら、データ線のプリ
チャージを行うことが有効である。
【０１５６】
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　プリチャージは、対向電極電圧ＶＣＯＭの反転及びデータ線の駆動に先立って、第１～
第３の色成分用データ線（Ｒｎ、Ｇｎ、Ｂｎ）を同電位にすることで実現できる。これは
、
デマルチプレクサＤＭＵＸ１～ＤＭＵＸ（２Ｎ）において、第１～第３のデマルチプレク
ス用スイッチ素子ＤＳＷ１～ＤＳＷ３をすべて導通状態ですればよい。
【０１５７】
　このプリチャージの効果を更に高めるためには、充放電に時間のかかる対向電極電圧Ｖ
ＣＯＭの変化タイミングを規定する極性反転信号ＰＯＬを早めに変化させる必要がある。
ところが、例えば特許文献１に記載されているように、垂直同期信号ＶＳＹＮＣ及び水平
同期信号ＨＳＹＮＣに基づいて極性反転信号ＰＯＬを生成するだけでは、極性反転信号Ｐ
ＯＬを、これらの同期信号より早いタイミングで変化させることができない。
【０１５８】
　これに対し、本実施形態では、上述のような極性反転信号生成回路４４０を設けたため
、以下のようなプリチャージを実現することができる。
【０１５９】
　図２４に、ＬＣＤパネル３２０のプリチャージのタイミング図を示す。
【０１６０】
　ＬＣＤパネル３２０は、走査線と、前記走査線に接続された第１～第３の色成分用スイ
ッチング素子と、各画素電極が各色成分用のスイッチング素子に接続された第１～第３の
画素電極と、第１～第３の色成分用データ信号が多重化されて伝送されるデータ線と、各
デマルチプレクス用スイッチ素子が一端が各データ線に接続され他端が各色成分用スイッ
チング素子に接続され、第１～第３のデマルチプレクス制御信号に基づいてスイッチ制御
される第１～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子を含む複数のデマルチプレクサと、
電気光学物質を挟んで前記第１～第３の画素電極と対向する対向電極とを有する。そして
、上述のように、垂直同期信号ＶＳＹＮＣ及び水平同期信号ＨＳＹＮＣより早いタイミン
グで変化する極性反転信号ＰＯＬを生成する。
【０１６１】
　この極性反転信号ＰＯＬに同期した対向電極電圧ＶＣＯＭを対向電極ＣＯＭに供給した
状態で、デマルチプレクサＤＭＵＸ１～ＤＭＵＸ（２Ｎ）に対し、図２４に示す第１～第
４の期間Ｔ１～Ｔ４に、以下の第１～第４の工程を行う。
【０１６２】
　第１の工程では、第１～第３のデマルチプレクス制御信号Ｒｓｅｌ、Ｇｓｅｌ、Ｂｓｅ
ｌにより第１～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子ＤＳＷ１～ＤＳＷ３をすべて導通
状態に設定した後に、第１～第３のデマルチプレクス用スイッチ素子ＤＳＷ１～ＤＳＷ３
をすべて非導通状態に設定する。これにより、データ線と、該データ線に対応した第１～
第３の色成分用データ線とを同電位にできる。
【０１６３】
　第２の工程では、Ｒ（第１の色成分）用データ信号に対応した駆動電圧を第１のデマル
チプレクス用スイッチ素子ＤＳＷ１に供給する間だけ、第１のデマルチプレクス用スイッ
チ素子ＤＳＷ１のみを導通状態に設定する。
【０１６４】
　第３の工程では、Ｇ（第２の色成分）用データ信号に対応した駆動電圧を第２のデマル
チプレクス用スイッチ素子ＤＳＷ２に供給する間だけ、第２のデマルチプレクス用スイッ
チ素子ＤＳＷ２のみを導通状態に設定し、
　第４の工程では、Ｂ（第３の色成分用）データ信号に対応した駆動電圧を第３のデマル
チプレクス用スイッチ素子ＤＳＷ３に供給する間だけ、第３のデマルチプレクス用スイッ
チ素子ＤＳＷ３のみを導通状態に設定する。
【０１６５】
　本実施形態では、極性反転信号生成回路４４０において、これらの同期信号に基づいて
生成した極性反転信号ＰＯＬの出力タイミングを調整できるようにしている。これにより
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信号ＶＳＹＮＣ及び水平同期信号ＨＳＹＮＣより早いタイミングで変化する極性反転信号
ＰＯＬを生成することができるようになる。このため、プリチャージによる高速化と共に
、高精度な極性反転タイミングを規定でき、表示品位を大幅に向上できるようになる。
【０１６６】
　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。例えば、本発明は上述の液晶表示パネルの駆動に適用さ
れるものに限らず、エレクトロクミネッセンス、プラズマディスプレイ装置の駆動に適用
可能である。
【０１６７】
　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】
【０１６８】
【図１】本実施形態における表示ドライバが適用される液晶装置の構成図。
【図２】本実施形態における表示ドライバの構成の概要のブロック図。
【図３】図３（Ａ）、（Ｂ）は、フレーム反転駆動の説明図。
【図４】図４（Ａ）、（Ｂ）は、ライン反転駆動の説明図。
【図５】ＬＣＤパネルの駆動波形の一例の模式図。
【図６】極性反転信号生成回路の構成の概要のブロック図。
【図７】ＰＯＬ生成部の構成例の回路図。
【図８】ＰＯＬ出力カウンタの構成例の回路図。
【図９】図６～図８に示した構成の極性反転信号生成回路の動作例の模式的なタイミング
図。
【図１０】図９のタイミング図の垂直同期信号の変化点付近の拡大図。
【図１１】比較例における液晶装置の構成の要部の構成図。
【図１２】ＬＴＰＳプロセスにより形成されたＬＣＤパネルを含む液晶装置の構成例の図
。
【図１３】ＬＴＰＳプロセスにより形成されるＬＣＤパネルの構成の概要を示す図。
【図１４】デマルチプレクサの構成の概要を示す図。
【図１５】デマルチプレクス制御信号の説明図。
【図１６】第１のデータドライバの構成要部のブロック図。
【図１７】モード設定信号の機能の説明図。
【図１８】図１６の極性反転信号生成回路の構成の概要を示すブロック図。
【図１９】図１８に示すＰＯＬ生成部の構成例の回路図。
【図２０】図１６のシフトレジスタ、データラッチ、ラインラッチの構成例の回路図。
【図２１】シフトレジスタ、データラッチの動作例のタイミング図。
【図２２】図２２（Ａ）、（Ｂ）は多重化回路の説明図。
【図２３】ＤＡＣ、データ線駆動回路の１つのデータ出力部の回路構成例の図。
【図２４】ＬＣＤパネルのプリチャージのタイミング図。
【符号の説明】
【０１６９】
１００　表示ドライバ、１１０　極性反転信号生成回路、１２０　駆動部、
１３０　データラッチ、１４０　極性反転信号出力調整レジスタ、
ＣＰＨ　ドットクロック、ＨＳＹＮＣ　水平同期信号、ＩＰＯＬ　極性反転信号、
ＶＳＹＮＣ　垂直同期信号
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