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(57)【要約】
【課題】共通電極に起因する画質の劣化を抑えることが
できる表示装置を得る。
【解決手段】一方向に延在するように並設された複数の
信号線（画素信号線ＳＧＬ）と、信号線に沿って延在す
るように並設された複数の共通駆動電極（駆動電極ＣＯ
ＭＬ）と、複数の信号線のそれぞれに接続されるととも
に、その接続された信号線と互いに対をなす共通駆動電
極にも接続され、信号線の方向に走査駆動が行われる複
数の表示素子（サブ画素ＳＰix）とを備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方向に延在するように並設された複数の信号線と、
　前記信号線に沿って延在するように並設された複数の共通駆動電極と、
　前記複数の信号線のそれぞれに接続されるとともに、その接続された前記信号線と互い
に対をなす前記共通駆動電極にも接続され、前記信号線の方向に走査駆動が行われる複数
の表示素子と
　を備えた表示装置。
【請求項２】
　前記共通駆動電極の幅は、前記表示素子の幅に対応したものである
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記共通駆動電極の幅は、所定数の前記表示素子の幅に対応し、
　前記共通駆動電極は、前記所定数の前記信号線と対をなすように形成された
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記所定数の表示素子は、赤色表示素子、緑色表示素子、および青色表示素子をそれぞ
れ１つずつ含む表示画素を構成する
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示素子は液晶表示素子である
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記複数の共通駆動電極が延在する方向と交差する辺に配置され、その複数の共通駆動
電極を駆動する駆動部と、
　前記駆動部が配置された辺に配置され、その駆動部に信号を供給する端子部と
　を備えた
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　表示装置と、
　前記表示装置を利用した動作制御を行う制御部と
　を備え、
　前記表示装置は、
　一方向に延在するように並設された複数の信号線と、
　前記信号線に沿って延在するように並設された複数の共通駆動電極と、
　互いに対をなす前記信号線と前記共通駆動電極との間に挿入接続され、前記信号線の方
向に走査駆動が行われる表示素子と
　を有する
　電子機器。

　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に係わり、特に液晶表示素子により構成される表示装置、およびそ
のような表示装置を備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、表示装置においては、低消費電力や省スペースなどの観点から、液晶表示装置が
主流となってきている。液晶表示装置には、例えば、複数の画素に共通電位を与える共通
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電極と、液晶層を挟んでその共通電極と対向するように画素ごとに設けられた画素電極と
を備えたものがある。このような液晶表示装置では、例えば、画素電極に画素信号を印加
するとともに、共通電極に矩形波信号を印加することにより反転駆動が行われ、画素電極
の電位と共通電極の電位との差（画素電位）に基づいて液晶分子の向きを変化させること
により表示を行うようになっている。
【０００３】
　液晶表示装置には、共通電極に工夫を施したものがある。例えば、特許文献１には、表
示面の行方向に延伸し、列方向に並んで配置される複数の共通電極を備えた液晶表示装置
が提案されている。この液晶表示装置では、例えば反転駆動を行うために共通電極に駆動
信号を印加する場合、画素信号の書き込みを行う１水平ラインの画素に係る共通電極に対
してのみ駆動信号を印加する。これにより、共通電極を駆動する際の消費電力を低減する
ことができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２５１６０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、共通電極は、一般に透光性が必要であり、しばしばＩＴＯ（Indium Tin Oxi
de）を用いて形成される。このような共通電極は、例えばアルミニウムなどの金属を用い
た場合に比べて抵抗値が大きくなり、その時定数が大きくなってしまう。この場合、画素
に対して画素信号を書き込む際、その画素信号が共通電極に伝わり、同じ１水平ライン内
の隣接する画素に対する書き込みが乱され、このクロストークにより画質が劣化するおそ
れがある。
【０００６】
　また、共通電極を駆動する駆動回路は、共通電極に対して低い出力インピーダンスで駆
動することが望まれるが、この駆動回路の配置によっては、例えば、この駆動回路への電
源供給配線が長くなるなどにより、その出力インピーダンスが大きくなってしまい、共通
電極を駆動しにくくなり、画質が劣化するおそれがある。
【０００７】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、共通電極に起因する画質
の劣化を抑えることができる表示装置および電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の表示装置は、複数の信号線と、複数の共通駆動電極と、複数の表示素子とを備
えている。ここで、複数の信号線は、一方向に延在するように並設されたものである。複
数の共通駆動電極は、信号線に沿って延在するように並設されたものである。複数の表示
素子は、複数の信号線のそれぞれに接続されるとともに、その接続された信号線と互いに
対をなす共通駆動電極にも接続され、信号線の方向に走査駆動が行われるものである。
【０００９】
　本発明の電子機器は、上記表示装置を備えたものであり、例えば、テレビジョン装置、
デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ、ビデオカメラあるいは携帯電話等の携帯端末
装置などが該当する。
【００１０】
　本発明の表示装置および電子機器では、表示素子は、信号線の方向に走査駆動が行われ
る。その際、同時に駆動される複数の表示素子には、同じ方向に延在する信号線および共
通駆動電極から、表示を行うための信号がそれぞれ別々に供給される。
【００１１】
　本発明の表示装置では、例えば、共通駆動電極の幅を、表示素子の幅に対応したものに
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してもよいし、あるいは、所定数の表示素子の幅に対応したものにしてもよい。この場合
、所定数の表示素子は、例えば、赤色表示素子、緑色表示素子、および青色表示素子をそ
れぞれ１つずつ含む表示画素を構成するようにしてもよい。例えば、表示素子は、液晶表
示素子を使用可能である。
【００１２】
　また、例えば、複数の共通駆動電極が延在する方向と交差する辺に配置され、その複数
の共通駆動電極を駆動する駆動部と、駆動部が配置された辺に配置され、その駆動部に信
号を供給する端子部とを備えていてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の表示装置および電子機器によれば、共通駆動電極を信号線に沿って延在するよ
うに配置し、信号線の方向に走査駆動することにより表示を行うようにしたので、共通電
極に起因する画質の劣化を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【図２】図１に示した選択スイッチ部の一構成例を表すブロック図である。
【図３】図１に示した表示部の概略断面構造を表す断面図である。
【図４】図１に示した表示部の一構成例を表す回路図である。
【図５】図４に示した駆動電極の一構成例を表す説明図である。
【図６】図１に示した表示装置のモジュールへの実装例を表す模式図である。
【図７】図１に示した表示装置の一動作例を表すタイミング波形図である。
【図８】図１に示した表示装置の一動作例を表す模式図である。
【図９】図１に示した表示装置の動作を説明するための回路図である。
【図１０】比較例に係る表示部の一構成例を表す回路図である。
【図１１】比較例に係る表示装置のモジュールへの実装例を表す模式図である。
【図１２】比較例に係る表示装置の一動作例を表すタイミング波形図である。
【図１３】比較例に係る表示装置の動作を説明するための回路図である。
【図１４】実施の形態および比較例に係る表示装置の特性を表す特性図である。
【図１５】変形例に係る駆動電極の一構成例を表す説明図である。
【図１６】他の変形例に係る駆動電極の一構成例を表す説明図である。
【図１７】他の変形例に係る駆動電極の一構成例を表す説明図である。
【図１８】他の変形例に係る表示装置の一動作例を表す模式図である。
【図１９】実施の形態を適用した表示装置のうち、適用例１の外観構成を表す斜視図であ
る。
【図２０】適用例２の外観構成を表す斜視図である。
【図２１】適用例３の外観構成を表す斜視図である。
【図２２】適用例４の外観構成を表す斜視図である。
【図２３】適用例５の外観構成を表す正面図、側面図、上面図および下面図である。
【図２４】他の変形例に係る表示部の概略断面構造を表す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
１．実施の形態
２．適用例
【００１６】
＜１．実施の形態＞
［構成例］
（全体構成例）
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　図１は、本発明の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すものである。表示装置１
は、表示素子として液晶表示素子を用いて構成した液晶表示装置である。表示装置１は、
制御部１１と、ゲートドライバ１２と、ソースドライバ１３と、選択スイッチ部１４と、
駆動信号生成部１５と、駆動電極ドライバ１６と、表示部２０とを備えている。
【００１７】
　制御部１１は、外部より供給された映像信号Ｖdispに基づいて、ゲートドライバ１２、
ソースドライバ１３、駆動信号生成部１５、および駆動電極ドライバ１６に対してそれぞ
れ制御信号を供給し、これらがお互いに同期して動作するように制御する回路である。具
体的には、制御部１１は、ゲートドライバ１２に表示走査タイミング制御信号を供給し、
ソースドライバ１３に映像信号および表示タイミング制御信号を供給し、駆動信号生成部
１５および駆動電極ドライバ１６に駆動信号タイミング制御信号を供給する。
【００１８】
　ゲートドライバ１２は、制御部１１から供給される制御信号に基づいて、表示部２０の
表示駆動の対象となる１水平ラインを順次選択する機能を有している。具体的には、ゲー
トドライバ１２は、後述するように、走査信号Ｖscanを、走査信号線ＧＣＬを介して、画
素ＰixのＴＦＴ素子Ｔｒのゲートに印加することにより、表示部２０にマトリックス状に
形成されている画素Ｐixのうちの１行（１水平ライン）を表示駆動の対象として順次選択
するようになっている。
【００１９】
　ソースドライバ１３は、制御部１１から供給される映像信号および制御信号に基づいて
、画素信号Ｖsigを生成し出力するものである。具体的には、ソースドライバ１３は、後
述するように、１水平ライン分の映像信号から、表示部２０の複数（この例では３つ）の
サブ画素ＳＰixの画素信号Ｖpixを時分割多重した画素信号Ｖsigを生成し、選択スイッチ
部１４に供給するようになっている。また、ソースドライバ１３は、画素信号Ｖsigに多
重化された画素信号Ｖpixを分離するために必要なスイッチ制御信号ＶselR，ＶselG，Ｖs
elBを生成し、画素信号Ｖsigとともに選択スイッチ部１４に供給する。なお、この多重化
は、ソースドライバ１３と選択スイッチ部１４との間の配線数を少なくするために行われ
るものである。
【００２０】
　選択スイッチ部１４は、ソースドライバ１３から供給された画素信号Ｖsigおよびスイ
ッチ制御信号ＶselR，ＶselG，ＶselBに基づいて、画素信号Ｖsigに時分割多重された画
素信号Ｖpixを分離し、表示部２０に供給するものである。
【００２１】
　図２は、選択スイッチ部１４の一構成例を表すものである。選択スイッチ部１４は、複
数のスイッチグループ１７を有する。各スイッチグループ１７は、この例では、３つのス
イッチＳＷＲ，ＳＷＧ，ＳＷＢからなり、それぞれの一端は互いに接続されソースドライ
バ１３から画素信号Ｖsigが供給され、他端は表示部２０の画素信号線ＳＧＬを介して、
赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）に対応するサブ画素ＳＰixにそれぞれ接続されている。こ
の３つのスイッチＳＷＲ，ＳＷＧ，ＳＷＢは、ソースドライバ１３から供給されたスイッ
チ制御信号ＶselR，ＶselG，ＶselBによってそれぞれオンオフ制御されるようになってい
る。この構成により、選択スイッチ部１４は、スイッチ制御信号ＶselR，ＶselG，ＶselB
に応じてこの３つのスイッチを時分割的に順次切り替えてオン状態にすることにより、多
重化された画素信号Ｖsigから画素信号Ｖpix（ＶpixR，ＶpixG，ＶpixB）を分離するよう
に機能する。そして、選択スイッチ部１４は、これらの画素信号Ｖpixを、３つのサブ画
素ＳＰixにそれぞれ供給するようになっている。
【００２２】
　駆動信号生成部１５は、制御部１１から供給される制御信号に基づいて、交流矩形波形
の駆動信号Ｖcomを生成し、駆動電極ドライバ１６に供給するものである。
【００２３】
　駆動電極ドライバ１６は、制御部１１から供給される制御信号に基づいて、表示部２０
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の駆動電極ＣＯＭＬ（後述）に駆動信号Ｖcomを供給する回路である。具体的には、駆動
電極ドライバ１６は、後述するように、隣り合う駆動電極ＣＯＭＬに対して、互いに逆極
性の交流矩形波形の駆動信号Ｖcomを印加するようになっている。これに対応するように
、隣り合うサブ画素ＳＰixには、互いに逆極性の画素信号Ｖpixが印加されるようになっ
ている。つまり、この例では、表示部２０は、いわゆるドット反転駆動（サブピクセル反
転駆動）により駆動されるものである。
【００２４】
　表示部２０は、液晶表示素子を用いて構成され、後述するように、画素信号Ｖpix、走
査信号Ｖscan、および駆動信号Ｖcomに基づいて１水平ラインずつ順次走査して表示を行
うものであるである。
【００２５】
　図３は、表示部２０の要部断面構造の例を表すものである。この表示部２０は、画素基
板２と、この画素基板２に対向して配置された対向基板３と、画素基板２と対向基板３と
の間に挿設された液晶層６とを備えている。
【００２６】
　画素基板２は、回路基板としてのＴＦＴ基板２１と、このＴＦＴ基板２１上にマトリッ
クス状に配設された複数の画素電極２２とを有する。ＴＦＴ基板２１には、図示していな
いものの、各画素の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；Thin Film Transistor）や、各画素電極
２２に画像信号Ｖpixを供給する画素信号線ＳＧＬ、各ＴＦＴを駆動する走査信号線ＧＣ
Ｌ等の配線が形成されている。
【００２７】
　対向基板３は、ガラス基板３１と、このガラス基板３１の一方の面に形成されたカラー
フィルタ３２と、このカラーフィルタ３２の上に形成された複数の駆動電極ＣＯＭＬとを
有する。カラーフィルタ３２は、例えば赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３色のカラーフ
ィルタ層を周期的に配列して構成したもので、各表示画素にＲ、Ｇ、Ｂの３色が１組とし
て対応付けられている。駆動電極ＣＯＭＬは、表示部２０の共通駆動電極として機能する
ものである。駆動電極ＣＯＭＬは、図示しないコンタクト導電柱によってＴＦＴ基板２１
と連結され、このコンタクト導電柱を介して、ＴＦＴ基板２１から駆動電極ＣＯＭＬに交
流矩形波形の駆動信号Ｖcomが印加されるようになっている。ガラス基板３１の他方の面
には、偏光板３５が配設されている。
【００２８】
　液晶層６は、電界の状態に応じてそこを通過する光を変調するものであり、例えば、Ｔ
Ｎ（ツイステッドネマティック）、ＶＡ（垂直配向）、ＥＣＢ（電界制御複屈折）等の各
種モードの液晶が用いられる。
【００２９】
　なお、液晶層６と画素基板２との間、および液晶層６と対向基板３との間には、それぞ
れ配向膜が配設され、また、画素基板２の下面側には入射側偏光板が配置されるが、ここ
では図示を省略している。
【００３０】
　図４は、表示部２０における画素構造の構成例を表すものである。表示部２０は、マト
リックス状に配列した複数の画素Ｐixを有している。各画素Ｐixは、３つのサブ画素ＳＰ
ixにより構成される。この３つのサブ画素ＳＰixは、図３に示したカラーフィルタ３２の
３色（ＲＧＢ）にそれぞれ対応するように配置されている。サブ画素ＳＰixは、ＴＦＴ素
子Ｔｒ、液晶素子ＬＣ、および保持容量素子Ｃｓを有している。ＴＦＴ素子Ｔｒは、薄膜
トランジスタにより構成されるものであり、この例では、ｎチャネルのＭＯＳ（Metal Ox
ide Semiconductor）型のＴＦＴで構成されている。ＴＦＴ素子Ｔｒのソースは画素信号
線ＳＧＬに接続され、ゲートは走査信号線ＧＣＬに接続され、ドレインは液晶素子ＬＣの
一端に接続されている。液晶素子ＬＣは、一端がＴＦＴ素子Ｔｒのドレインに接続され、
他端が駆動電極ＣＯＭＬに接続されている。保持容量素子Ｃｓは、液晶素子ＬＣの両端の
電位差を保持するためのものであり、一端がＴＦＴ素子Ｔｒのドレインに接続され、他端
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は駆動電極ＣＯＭＬに接続されている。
【００３１】
　サブ画素ＳＰixは、走査信号線ＧＣＬにより、表示部２０の同じ行に属する他のサブ画
素ＳＰixと互いに接続されている。走査信号線ＧＣＬは、ゲートドライバ１２と接続され
、ゲートドライバ１２より走査信号Ｖscanが供給される。また、サブ画素ＳＰixは、画素
信号線ＳＧＬにより、表示部２０の同じ列に属する他のサブ画素ＳＰixと互いに接続され
ている。画素信号線ＳＧＬは、選択スイッチ部１４と接続され、選択スイッチ部１４より
画素信号Ｖpixが供給される。
【００３２】
　さらに、サブ画素ＳＰixは、駆動電極ＣＯＭＬにより、表示部２０の同じ列に属する他
のサブ画素ＳＰixと互いに接続されている。駆動電極ＣＯＭＬは、駆動電極ドライバ１６
と接続され、駆動電極ドライバ１６より駆動信号Ｖcomが供給される。
【００３３】
　図５は、駆動電極ＣＯＭＬの一構成例を表すものである。この例では、駆動電極ＣＯＭ
Ｌは、画素信号線ＳＧＬと同じ方向に延伸するように形成され、同じ一列に属する複数の
サブ画素ＳＰixが、一本の駆動電極ＣＯＭＬを共有するようになっている。各駆動電極Ｃ
ＯＭＬは、駆動電極配線部２９を介してそれぞれ駆動電極ドライバ１６に接続されている
。すなわち、駆動電極ドライバ１６は、サブ画素ＳＰixを単位として駆動信号Ｖcomを供
給するようになっている。
【００３４】
　この構成により、表示部２０では、ゲートドライバ１２が走査信号線ＧＣＬを時分割的
に線順次走査するように駆動することにより、１水平ラインが順次選択され、その１水平
ラインに属する画素Ｐixに対して、選択スイッチ部１４が画素信号Ｖpixを供給すること
により、１水平ラインずつ表示が行われるようになっている。
【００３５】
　図６は、表示装置１の表示モジュールへの実装を模式的に表すものであり、（Ａ）はそ
の一例を示し、（Ｂ）は他の一例を示す。
【００３６】
　図６（Ａ）に示した表示モジュール５Ａは、表示部２０と、ＣＯＧ（Chip On Glass）
１９と、ゲートドライバ１２Ａ，１２Ｂと、選択スイッチ部１４とを有している。図６（
Ａ）に模式的に示したように、表示部２０では、駆動電極ＣＯＭＬは、画素信号線ＳＧＬ
と同じ方向に延伸するように形成されている。ＣＯＧ１９は、ＴＦＴ基板２１に実装され
たチップであり、図１に示した、制御部１１、ソースドライバ１３、駆動信号生成回路１
５、駆動電極ドライバ１６など、表示動作に必要な各回路を内蔵したものである。ゲート
ドライバ１２Ａ，１２Ｂは、図１に示したゲートドライバ１２に対応するものであり、表
示部２０の両側から走査信号線ＳＧＬに対して走査信号Ｖscanを印加するように構成され
ている。ゲートドライバ１２Ａ，１２Ｂおよび選択スイッチ部１４は、ガラス基板である
ＴＦＴ基板２１に形成されている。
【００３７】
　図６（Ｂ）に示した表示モジュール５Ｂは、表示部２０の端子部Ｔとは反対側に駆動電
極ドライバ１６Ｂを備えている。この駆動電極ドライバ１６Ｂは、ＣＯＧ１９に内蔵され
た駆動電極ドライバ１６を補助する目的で設けられたものである。この構成により、表示
モジュール５Ｂでは、ＣＯＧ１９の駆動電極ドライバ１６、および駆動電極ドライバ１６
Ｂが、表示部２０の両側から駆動電極ＣＯＭＬに対して駆動信号Ｖcomを印加するように
なっている。
【００３８】
　図６に示したように、駆動電極ＣＯＭＬは、駆動電極ドライバ１６が内蔵されたＣＯＧ
１９と短い距離で接続されている。駆動電極ドライバ１６は、駆動信号Ｖcomを生成する
駆動信号生成回路１５と同じＣＯＧ１９内に形成されている。ＣＯＧ１９は、その電源を
供給する端子部Ｔに近い位置に配置されている。これにより、駆動電極ドライバ１６は、
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低い出力インピーダンスで駆動電極ＣＯＭＬを駆動することができる。
【００３９】
　ここで、画素信号線ＳＧＬは、本発明における「信号線」の一具体例に対応する。駆動
電極ＣＯＭＬは、本発明における「共通駆動電極」の一具体例に対応する。液晶素子ＬＣ
は、本発明における「表示素子」の一具体例に対応する。駆動電極ドライバ１６は、本発
明における「駆動部」の一具体例に対応する。
【００４０】
［動作および作用］
　続いて、本実施の形態の表示装置１の動作および作用について説明する。
【００４１】
（全体動作概要）
　制御部１１は、外部より供給された映像信号Ｖdispに基づいて、ゲートドライバ１２、
ソースドライバ１３、駆動信号生成部１５、および駆動電極ドライバ１６に対してそれぞ
れ制御信号を供給し、これらがお互いに同期して動作するように制御する。ゲートドライ
バ１２は、走査信号Ｖscanを生成し表示部２０に供給する。ソースドライバ１３は、画素
信号Ｖpixが多重化された画素信号Ｖsigと、それに対応したスイッチ制御信号ＶselR，Ｖ
selG，ＶselBを生成し、選択スイッチ部１４に供給する。選択スイッチ部１４は、画素信
号Ｖsigおよびスイッチ制御信号ＶselR，ＶselG，ＶselBに基づいて画素信号Ｖpixを分離
生成し、表示部２０に供給する。駆動信号生成部１５は、駆動信号Ｖcomを生成し駆動電
極ドライバ１６に供給する。駆動電極ドライバ１６は、駆動信号Ｖcomを表示部２０の駆
動電極ＣＯＭＬに印加する。表示部２０は、供給された画素信号Ｖpix、走査信号Ｖscan
、および駆動信号Ｖcomに基づいて、１水平ラインずつ線順次走査を行うことにより、映
像信号Ｖdispに対応する画像を表示する。
【００４２】
（詳細動作）
　次に、いくつかの図を用いて、表示装置１の詳細動作を説明する。
【００４３】
　図７は、表示装置１のタイミング波形例を表すものであり、（Ａ）は駆動信号Ｖcomの
波形を示し、（Ｂ）は走査信号Ｖscanの波形を示し、（Ｃ）は画素信号Ｖsigの波形を示
し、（Ｄ）はスイッチ制御信号ＶselR，ＶselG，ＶselBの波形を示し、（Ｅ）は画素信号
ＶpixR，ＶpixG，ＶpixBの波形を示す。
【００４４】
　表示装置１は、駆動信号Ｖcom、走査信号Ｖscan、および画素信号Ｖsigに基づいて、ド
ット反転駆動（サブピクセル反転駆動）により表示動作を行う。以下にその動作の詳細を
説明する。
【００４５】
　まず、駆動信号生成部１５は、タイミングｔ１において、駆動信号Ｖcomを反転し、駆
動電極ドライバ１６は、この駆動信号Ｖcomを駆動電極ＣＯＭＬに対して印加する（図７
（Ａ））。
【００４６】
　次に、ゲートドライバ１２は、タイミングｔ２において、ｎ行目の画素Ｐixの走査信号
線ＧＣＬに対して走査信号Ｖscan（ｎ）を印加し、走査信号Ｖscan（ｎ）が低レベルから
高レベルに変化する（図７（Ｂ））。これにより、ｎ行目の画素ＰixのＴＦＴ素子Ｔｒが
オン状態になり、表示部２０において書き込み動作を行う１水平ラインが選択される。
【００４７】
　次に、ソースドライバ１３は、画素信号Ｖsigおよびスイッチ制御信号ＶselR，ＶselG
，ＶselBを出力する。具体的には、ソースドライバ１３は、まず、タイミングｔ３におい
て、赤（Ｒ）のサブ画素ＳＰix用の電圧ＶＲを出力するとともに（図７（Ｃ））、スイッ
チ制御信号ＶselRを低レベルから高レベルに変化させる（図７（Ｄ））。このとき、選択
スイッチ部１４の各スイッチグループ１７のスイッチＳＷＲがオン状態になり、スイッチ
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ＳＷＲに接続された画素信号線ＳＧＬに画素信号ＶpixR（電圧ＶＲ）が供給される（図７
（Ｅ））。その後スイッチ制御信号ＶselRが高レベルから低レベルに変化すると、スイッ
チＳＷＲがオフ状態になり、スイッチＳＷＲに接続された画素信号線ＳＧＬはフローティ
ング状態になるため、画素信号ＶpixRは維持される。同様に、ソースドライバ１３は、タ
イミングｔ４において、緑（Ｇ）のサブ画素ＳＰix用の電圧ＶＧを出力するとともに（図
７（Ｃ））、スイッチ制御信号ＶselGを低レベルから高レベルに変化させ（図７（Ｄ））
、スイッチＳＷＧに接続された画素信号線ＳＧＬに画素信号ＶpixG（電圧ＶＧ）を供給す
る（図７（Ｅ））。そして、ソースドライバ１３は、タイミングｔ５において、青（Ｂ）
のサブ画素ＳＰix用の電圧ＶＢを出力するとともに（図７（Ｃ））、スイッチ制御信号Ｖ
selBを低レベルから高レベルに変化させ（図７（Ｄ））、スイッチＳＷＢに接続された画
素信号線ＳＧＬに画素信号ＶpixB（電圧ＶＢ）を供給する（図７（Ｅ））。
【００４８】
　１水平ラインの画素Ｐixでは、以上のように画素信号線ＳＧＬを介して画素信号Ｖpix
（ＶpixR，ＶpixG，ＶpixB）が供給されることにより、書き込みが行われる。
【００４９】
　その後、ゲートドライバ１２は、タイミングｔ６において、走査信号Ｖscan（ｎ）を高
レベルから低レベルに変化させる（図７（Ｂ））。これにより、ｎ行目の画素ＶpixのＴ
ＦＴ素子Ｔｒがオフ状態になり、書き込み動作が終了する。
【００５０】
　これ以降、上述した動作を繰り返すことにより、表示装置１は、表示面全面に対する書
き込み動作を行う。
【００５１】
　図８は、ドット反転駆動を模式的に表すものであり、（Ａ）はあるフレームにおけるサ
ブ画素ＳＰixに対する画素電位の極性を示し、（Ｂ）は次のフレームにおける画素電位の
極性を示す。ここで、画素電位とは、サブ画素ＳＰixにおける画素信号Ｖpixと駆動信号
Ｖcomとの電位差である。図８に示したように、ドット反転駆動では、あるフレームにお
いて、隣接するサブ画素ＳＰixの画素電位の極性が互いに異なるように駆動される。さら
に、あるフレームにおける全てのサブ画素ＳＰixの画素電位の極性は、フレーム毎に反転
するようになっている。
【００５２】
　このドット反転駆動を行う際、駆動電極ドライバ１６は、隣り合う駆動電極ＣＯＭＬに
対して、互いに逆極性の交流矩形波形の駆動信号Ｖcomを印加する。そして、ソースドラ
イバ１３および選択スイッチ部１４は、この駆動電極ドライバ１６の動作に対応するよう
に、隣り合う画素信号線ＳＧＬに対して、互いに逆極性の画素信号Ｖpixを印加する。
【００５３】
　このように、表示装置１では、走査信号Ｖscanによって選択され、画素信号Ｖpixの書
き込みを行う１水平ラインに係るサブ画素ＳＰixのそれぞれには、異なる駆動電極ＣＯＭ
Ｌから駆動信号Ｖcomが供給される。すなわち、書き込み動作を行う際、その１水平ライ
ンの各サブ画素ＳＰixには、駆動信号Ｖcomが独立して供給されるため、その１水平ライ
ンの他のサブ画素ＳＰixから、駆動電極ＣＯＭＬを介してノイズが混入するおそれを低減
することができる。
【００５４】
　次に、駆動電極ドライバ１６の負荷について説明する。
【００５５】
　図９は、表示部２０の等価回路を表すものであり、（Ａ）はＴＦＴ素子Ｔｒがオフ状態
になっている場合を示し、（Ｂ）はＴＦＴ素子Ｔｒがオン状態になっている場合を示す。
ここで、容量素子Ｃlcは液晶素子ＬＣを容量素子として見た時の等価的な素子である。
【００５６】
　走査信号線ＧＣＬに低レベルの走査信号Ｖscanが印加され、ＴＦＴ素子Ｔｒがオフ状態
になっているとき、ＴＦＴ素子Ｔｒは、図９（Ａ）に示したように、ドレイン／ソース間
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の寄生容量に対応する容量素子Ｃdsで置き換えることができる。このとき、各サブ画素Ｓ
Ｐixにおける駆動電極ＣＯＭＬから見た負荷は、容量素子Ｃlc，Ｃｓの並列容量（Ｃlc＋
Ｃｓ）と容量素子Ｃdsとの直列容量となる。一般に、容量Ｃdsは、容量（Ｃlc＋Ｃｓ）に
比べて十分に小さいため、この直列容量は、容量Ｃdsと同程度になる。すなわち、ＴＦＴ
素子Ｔｒがオフ状態になっているサブ画素ＳＰixにおける、駆動電極ＣＯＭＬから見た負
荷は、軽い容量負荷となる。
【００５７】
　一方、走査信号線ＧＣＬに高レベルの走査信号Ｖscanが印加され、ＴＦＴ素子Ｔｒがオ
ン状態になっているとき、ＴＦＴ素子Ｔｒは、図９（Ｂ）に示したように、ドレイン／ソ
ース間のオン抵抗に対応する抵抗素子Ｒonで置き換えることができる。このオン抵抗は一
般に十分に小さいため、各サブ画素ＳＰixにおける駆動電極ＣＯＭＬから見た負荷は、容
量（Ｃlc＋Ｃｓ）が支配的になる。すなわち、ＴＦＴ素子Ｔｒがオン状態になっているサ
ブ画素ＳＰixにおける、駆動電極ＣＯＭＬから見た負荷は、重い容量負荷となる。
【００５８】
　表示装置１では、各駆動電極ＣＯＭＬに接続されたサブ画素ＳＰixのうち、常に１つの
サブ画素ＳＰixのみが書き込みを行う。すなわち、表示部２０における、駆動電極ＣＯＭ
Ｌから見た全負荷は、その１水平ラインに係るサブ画素ＳＰixの重い容量負荷と、他のサ
ブ画素ＳＰixの軽い容量負荷の和となる。つまり、重い容量負荷となるサブ画素ＳＰixは
、各駆動電極ＣＯＭＬにおいて１つのみになるため、駆動電極ドライバ１６は、駆動電極
ＣＯＭＬを駆動しやすくなる。
【００５９】
［比較例との対比］
　次に、比較例と対比して、本実施の形態の作用を説明する。
【００６０】
　まず、比較例に係る表示装置１Ｒについて説明する。本実施の形態（図４）では、駆動
電極ＣＯＭＬを画素信号線ＳＧＬと同じ方向に延伸するように形成したが、これに代えて
、本比較例では、画素信号線ＳＧＬと交差する方向に延伸するように形成している。すな
わち、表示装置１Ｒは、このように駆動電極ＣＯＭＬが形成された表示部２０Ｒを用いて
構成されたものである。その他の構成は、本実施の形態（図１）と同様である。
【００６１】
　図１０は、表示部２０Ｒにおける画素構造の構成例を表すものである。図１０に示した
ように、表示部２０Ｒでは、駆動電極ＣＯＭＬは、画素信号線ＳＧＬと交差する方向に延
伸するように形成され、サブ画素ＳＰixは、駆動電極ＣＯＭＬにより、表示部２０Ｒの同
じ行に属する他のサブ画素ＳＰixと互いに接続されている。すなわち、同じ一行に属する
複数のサブ画素ＳＰixが、一本の駆動電極ＣＯＭＬを共有するようになっている。
【００６２】
　図１１は、表示装置１Ｒの表示モジュール５Ｒへの実装を模式的に表すものである。表
示モジュール５Ｒは、表示部２０Ｒと、駆動電極ドライバ１６ＲＡ，１６ＲＢと、ＣＯＧ
１９Ｒとを有している。本比較例に係る表示部２０Ｒでは、図１１に模式的に示したよう
に、駆動電極ＣＯＭＬは、画素信号線ＳＧＬと交差する方向に延伸するように形成されて
いる。駆動電極ドライバ１６ＲＡ，１６ＲＢ（以下、総称して駆動電極ドライバ１６Ｒと
もいう）は、図１に示した駆動電極ドライバ１６に対応するものであり、表示部２０Ｒの
両側から駆動電極ＣＯＭＬに対して駆動信号Ｖcomを印加するように構成されている。Ｃ
ＯＧ１９Ｒは、図１に示した制御部１１、ソースドライバ１３、駆動信号生成回路１５な
ど、表示動作に必要な各回路を内蔵したものである。すなわち、本実施の形態に係る表示
装置１（図６（Ａ））では、駆動電極ドライバ１６をＣＯＧ１９内に形成したが、本比較
例に係る表示装置１Ｒ（図１１）では、駆動電極ドライバ１６Ｒと駆動電極ＣＯＭＬとを
短い距離で接続するために、駆動電極ドライバ１６ＲをＣＯＧ１９Ｒ内ではなく、表示部
２０Ｒの両側のＴＦＴ基板２１に形成している。
【００６３】
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（クロストークノイズ）
　表示装置１Ｒでは、走査信号Ｖscanによって選択され、画素信号Ｖpixの書き込みを行
う１水平ラインに係るサブ画素ＳＰixのそれぞれには、同じ駆動電極ＣＯＭＬから駆動信
号Ｖcomが供給される。すなわち、書き込み動作を行う際、その１水平ラインの各サブ画
素ＳＰixには、共通の駆動電極ＣＯＭＬを介して供給されるため、その１水平ラインの他
のサブ画素ＳＰixから、駆動電極ＣＯＭＬを介してノイズ（クロストークノイズ）が混入
するおそれがある。以下に、その詳細を説明する。
【００６４】
　図１２は、表示装置１Ｒのタイミング波形例を表すものであり、（Ａ）は走査信号Ｖsc
anの波形を示し、（Ｂ）はスイッチ制御信号ＶselR，ＶselG，ＶselBの波形を示し、（Ｃ
）は画素信号ＶpixR，ＶpixG，ＶpixBの波形を示し、（Ｄ）は駆動信号Ｖcomの波形を示
す。図１２は、表示部２０Ｒのｎ行目の画素Ｐixに係る１水平ラインに対して画素信号Ｖ
pix（ＶpixR，ＶpixG，ＶpixB）の書き込み動作を行うものである。
【００６５】
　表示装置１Ｒでは、タイミングｔ１１において、駆動信号生成部１５および駆動電極ド
ライバ１６が、ｎ行目の画素Ｐixに係る駆動信号Ｖcom(n)を反転させ低い電圧レベルにし
た後（図１２（Ｄ））、タイミングｔ１２～ｔ１６の期間において、ゲートドライバ１２
がｎ行目の画素Ｐixに係る走査信号Ｖscan(n)を高レベルにすることにより、書き込み動
作を行う１水平ラインを選択する（図１２（Ａ））。この期間において、ソースドライバ
１３および選択スイッチ部１４は、画素信号線ＳＧＬに対して、画素信号ＶpixR，ＶpixG
，ＶpixBを順次印加する。この例では、画素信号ＶpixRは、スイッチ制御信号ＶselRが高
レベルになると同時に高い電圧レベルに変化し、画素信号ＶpixBは、スイッチ制御信号Ｖ
serBが高レベルになると同時に高い電圧レベルに変化する一方で、画素信号ＶpixGは、ス
イッチ制御信号ＶselGが高レベルになると同時に少し高い電圧レベルに変化する。すなわ
ち、画素信号Ｖpix（ＶpixR，ＶpixG，ＶpixB）と駆動信号Ｖcomとの電位差（画素電位）
は、赤（Ｒ）および青（Ｂ）のサブ画素ＳＰixでは大きく、緑（Ｇ）のサブ画素ＳＰixで
は小さくなっている。これは、例えば、表示部２０Ｒがノーマリーブラック型であれば、
赤（Ｒ）および青（Ｂ）のサブ画素ＳＰixを高輝度で点灯させ、緑（Ｇ）のサブ画素ＳＰ
ixを低輝度で点灯させることに対応している。
【００６６】
　図１２（Ｄ）に示したように、駆動信号Ｖcomは、図７（Ａ）に示したような本来の交
流矩形波形に多くのノイズがのったものとなる。例えば、タイミングｔ１２，ｔ１６にお
いて、走査信号Ｖscan(n)の遷移が、走査信号線ＳＧＬと駆動電極ＣＯＭＬとの間の寄生
容量を介して、駆動信号Ｖcomにノイズとして現れる。また、タイミングｔ１３～ｔ１６
の期間において、画素信号Ｖpix（特に画素信号ＶpixR，ＶpixB）の遷移が、例えば画素
電極２２から容量Ｃlc，Ｃｓを介して駆動電極ＣＯＭＬに伝わり、駆動信号Ｖcomにノイ
ズとして現れる。
【００６７】
　このノイズの影響により、タイミングｔ１４～ｔ１５の期間において、駆動信号Ｖcom(
n)は、本来の電圧（－Ｖｃ）になっていない。すなわち、タイミングｔ１３～ｔ１４の期
間における画素信号ＶpixRの遷移の影響により、駆動信号Ｖcom(n)の電圧レベルが本来の
電圧（－Ｖｃ）よりもやや高めになっている（波形部分Ｗ１）。よって、この期間におい
て画素信号ＶpixGを印加しても、書き込み不足となり、緑色（Ｇ）のサブ画素ＳＰixの輝
度が所望の値よりも低くなってしまう。このように、駆動信号Ｖcomの電圧レベルが本来
の電圧からずれているときに、画素信号Ｖpixを印加して書き込みを行うと、そのサブ画
素ＳＰixの輝度は所望の値からずれてしまう。
【００６８】
　表示装置１Ｒでは、駆動電極ＣＯＭＬは、画素信号線ＳＧＬと交差する方向に延伸する
ように形成され、書き込み動作を行う１水平ラインに係るサブ画素ＳＰixのそれぞれには
、同じ駆動電極ＣＯＭＬから駆動信号Ｖcomが供給される。これにより、書き込み動作の
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際、その１水平ラインの他のサブ画素ＳＰixから、駆動電極ＣＯＭＬを介してノイズが混
入し、輝度が所望の値からずれるおそれがある。すなわち、表示装置１Ｒでは、このクロ
ストークノイズが発生することにより、画質が低下するおそれがある。
【００６９】
　一方、本実施の形態に係る表示装置１では、駆動電極ＣＯＭＬは、画素信号線ＳＧＬと
同じ方向に延伸するように形成され、書き込み動作を行う１水平ラインに係るサブ画素Ｓ
Ｐixのそれぞれには、異なる駆動電極ＣＯＭＬから駆動信号Ｖcomが供給される。これに
より、書き込み動作の際、その１水平ラインの他のサブ画素ＳＰixから、駆動電極ＣＯＭ
Ｌを介してノイズが混入するおそれを低減することができ、クロストークノイズによる画
質の低下を抑えることができる。
【００７０】
（駆動電極ドライバ１６Ｒの負荷）
　次に、本比較例における駆動電極ドライバ１６Ｒの負荷について説明する。
【００７１】
　図１３は、比較例に係る表示部２０Ｒの等価回路を表すものであり、（Ａ）はＴＦＴ素
子Ｔｒがオフ状態になっている場合を示し、（Ｂ）はＴＦＴ素子Ｔｒがオン状態になって
いる場合を示す。
【００７２】
　各サブ画素ＳＰixにおける駆動電極ＣＯＭＬから見た負荷は、本実施の形態の表示装置
１の場合（図９）と同様である。すなわち、ＴＦＴ素子Ｔｒがオフ状態になっているとき
（書き込み動作を行わないとき）は、この負荷は、図１３（Ａ）に示したように、容量素
子Ｃlc，Ｃｓの並列容量（Ｃlc＋Ｃｓ）と容量素子Ｃdsとの直列容量となり、容量Ｃdsと
同程度の軽い容量負荷となる。また、ＴＦＴ素子Ｔｒがオン状態になっているとき（書き
込み動作を行うとき）は、この負荷は、図１３（Ｂ）に示したように、容量（Ｃlc＋Ｃｓ
）と同程度の重い容量負荷となる。
【００７３】
　しかしながら、表示装置１Ｒでは、表示装置１とは異なり、駆動電極ＣＯＭＬを、画素
信号線ＳＧＬと交差する方向に延伸するように形成したので、書き込み動作を行わない行
では、各駆動電極ＣＯＭＬに接続されたサブ画素ＳＰixの全てが書き込みを行わず、書き
込み動作を行う行では、各駆動電極ＣＯＭＬに接続されたサブ画素ＳＰixの全てが書き込
みを行う。すなわち、図１３（Ａ）に示したように、表示部２０Ｒにおける、書き込みを
行わない行に係る駆動電極ＣＯＭＬの全負荷は、その行に属する全てのサブ画素ＳＰixの
軽い容量負荷の和となる。一方、図１３（Ｂ）に示したように、表示部２０Ｒにおける、
書き込みを行う行に係る駆動電極ＣＯＭＬの全負荷は、その行に属する全てのサブ画素Ｓ
Ｐixの重い負荷容量の和となる。つまり、この駆動電極ＣＯＭＬの全負荷は、書き込みを
行うか否かによって大きく異なるものとなり、特に書き込みを行う場合には、非常に大き
な容量負荷となる。駆動電極ドライバ１６Ｒは、書き込みを行う場合の、この非常に大き
な容量負荷を駆動できるように構成する必要があるので、強い駆動力を実現するために回
路面積や消費電力が増大してしまうおそれがある。
【００７４】
　また、表示装置１Ｒでは、図１１に示したように、駆動電極ドライバ１６Ｒは、駆動信
号生成部１５が形成されているＣＯＧ１９Ｒや、電源が供給される端子部Ｔから離れた位
置に配置されることとなるため、これらを接続するための配線の時定数により駆動電極ド
ライバ１６Ｒの出力インピーダンスが増加してしまい、駆動電極ドライバ１６Ｒの駆動力
を制限してしまうおそれがある。
【００７５】
　一方、本実施の形態に係る表示装置１では、駆動電極ＣＯＭＬを、画素信号線ＳＧＬと
同じ方向に延伸するように形成したので、各駆動電極ＣＯＭＬに接続されたサブ画素ＳＰ
ixのうち、常に１つのサブ画素ＳＰixのみが書き込みを行う。よって、表示部２０におけ
る駆動電極ＣＯＭＬの全負荷は、書き込みを行うか否かによっては変化せず、上述したよ
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うに、その書き込み動作を行うサブ画素ＳＰixの１つ分の重い容量負荷と、他のサブ画素
ＳＰixの軽い容量負荷の和となる。つまり、表示装置１Ｒの場合に比べて、駆動電極ＣＯ
ＭＬの負荷が小さくなるので、駆動電極ドライバ１６は、表示装置１Ｒの場合ほど強い駆
動力を必要とせず、回路面積や消費電力が増大を抑えることができる。
【００７６】
　また、本実施の形態に係る表示装置１では、図６に示したように、駆動電極ドライバ１
６は、駆動信号生成部１５とともにＣＯＧ１９に形成されており、さらに電源が供給され
る端子部Ｔに近い位置に配置することができるため、これらを接続するための配線を短く
することができ、駆動電極ドライバ１６の駆動力の低下を抑えることができる。
【００７７】
　図１４は、本実施の形態に係る表示装置１と本比較例に係る表示装置１Ｒにおける、画
素への書き込み能力のシミュレーション結果を表すものである。図１４では、ソースドラ
イバ１３および選択スイッチ部１４が画素信号Ｖpixを画素信号線ＳＧＬに印加してから
、あるサブ画素ＳＰixにおける画素信号Ｖpixと駆動信号Ｖcomとの電位差（画素電位）が
所定電位へ到達するまでの到達時間を、書き込み能力を評価するための指標として用いて
おり、図１４（Ａ）は、駆動電極ドライバ１６の近くのサブ画素ＳＰixでの画素電位の到
達時間を示し、図１４（Ｂ）は、表示面の中央付近のサブ画素ＳＰixでの画素電位の到達
時間を示している。この例では、本実施の形態に係る表示装置１は、図６（Ｂ）に示した
ような構成のものであり、表示部２０の両側から駆動電極ＣＯＭＬを駆動するものである
。すなわち、図１４（Ａ）は、最も到達時間が短いサブ画素ＳＰixでのデータを示すもの
であり、図１４（Ｂ）は、最も到達時間が長いサブ画素ＳＰixでのデータを示すものであ
る。
【００７８】
　図１４（Ａ），（Ｂ）に示したように、本実施の形態に係る表示装置１では、本比較例
に係る表示装置１Ｒに比べ、到達時間が半分になっている。すなわち、表示装置１（図６
（Ｂ））は、表示装置１Ｒ（図１１）に比べて駆動電極ＣＯＭＬが長いにも関わらず、到
達時間が短い。これは、上述したように、表示装置１では、駆動電極ＣＯＭＬから見た全
負荷が表示装置１Ｒの場合に比べて軽いことと、駆動電極ドライバ１６、駆動信号生成部
１５、および端子部Ｔの間の各距離が、表示装置１Ｒの場合に比べて短いためである。こ
れにより、表示装置１では、駆動電極ドライバ１６が駆動電極ＣＯＭＬを駆動しやすくな
り、到達時間を短くすることができる。
【００７９】
［効果］
　以上のように本実施の形態では、駆動電極ＣＯＭＬを画素信号線ＳＧＬと同じ方向に延
伸するように形成し、書き込みを行う１水平ラインに係るサブ画素ＳＰixのそれぞれに対
して、異なる駆動電極ＣＯＭＬから駆動信号Ｖcomを供給するようにしたので、その１水
平ラインの他のサブ画素ＳＰixから、駆動電極ＣＯＭＬを介してノイズが混入するおそれ
を低減することができ、画質の劣化を抑えることができる。
【００８０】
　また、本実施の形態では、各駆動電極ＣＯＭＬに接続された複数のサブ画素ＳＰixのう
ち、１つのサブ画素ＳＰixに対してのみ書き込みを行うようにしたので、駆動電極ＣＯＭ
Ｌからみた表示部の負荷容量成分を小さくすることができ、駆動電極ドライバによる駆動
電極ＣＯＭＬの駆動をしやすくすることができる。
【００８１】
　また、本実施の形態では、駆動電極ドライバを、表示部、駆動信号生成部、および端子
部Ｔに近い位置に配置したので、これらの間の配線の時定数を小さくすることができ、駆
動電極ドライバが駆動電極ＣＯＭＬを駆動しやすくすることができる。
【００８２】
［変形例１－１］
　上記実施の形態では、各駆動電極ＣＯＭＬは、駆動電極配線部２９を介して直接それぞ
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れ駆動電極ドライバ１６に接続したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、
例えば、図１５に示したようにスイッチを介して接続してもよい。図１５において、この
スイッチ（駆動電極スイッチＳＷＣＯＭ）は、この例では３つのスイッチから構成されて
おり、それぞれの一端は互いに接続され駆動電極ドライバ１６から駆動信号Ｖcomが供給
され、他端は表示部２０の駆動電極ＣＯＭＬにそれぞれ接続されている。この例では、例
えば、各駆動電極スイッチＳＷＣＯＭの３つのスイッチを、時分割的に順次切り替えてオ
ン状態にすることにより、駆動電極ドライバ１６が駆動電極ＣＯＭＬのそれぞれに対して
駆動信号Ｖcomを供給することができる。
【００８３】
［変形例１－２］
　上記実施の形態では、サブ画素ＳＰixを単位として駆動信号Ｖcomを供給したが、これ
に限定されるものではなく、これに代えて、例えば、複数のサブ画素ＳＰixを単位として
駆動信号Ｖcomを供給してもよい。以下に、いくつかの例を説明する。
【００８４】
　図１６は、画素Ｐixを単位として駆動信号Ｖcomを供給する場合の構成例を表すもので
ある。図１６（Ａ）は、サブ画素ＳＰixごとに形成された駆動電極ＣＯＭＬのうち、同じ
画素Ｐixに係る３つの駆動電極ＣＯＭＬを互いに接続し（駆動電極配線部２９Ｂ）、駆動
電極ドライバ１６に接続したものである。また、図１６（Ｂ）は、画素Ｐix（３つのサブ
画素ＳＰix）の幅に対応する駆動電極ＣＯＭＬを形成し、駆動電極配線部２９Ｃを介して
駆動電極ドライバ１６に接続したものである。このように構成することにより、駆動電極
ドライバ１６は、画素Ｐixを単位として駆動信号Ｖcomを供給することができる。この場
合、表示部２０に対するドット反転駆動は、上記実施の形態で説明したサブ画素ＳＰixご
とに極性反転するサブピクセル反転駆動ではなく、画素Ｐixごとに極性反転するピクセル
反転駆動となる。
【００８５】
　図１７は、２つの画素Ｐixを単位として駆動信号Ｖcomを供給する場合の一構成例を表
すものである。２画素Ｐixの幅に対応する駆動電極ＣＯＭＬを形成し、駆動電極配線部２
９Ｄを介して駆動電極ドライバ１６に接続したものである。このように構成することによ
り、駆動電極ドライバ１６は、２つの画素Ｐixを単位として駆動信号Ｖcomを供給するこ
とができる。この場合、表示部２０に対する駆動方法は、２つの画素Ｐixごとに極性反転
する反転駆動となる。
【００８６】
［変形例１－３］
　上記実施の形態では、ドット反転駆動により表示部２０を駆動したが、これに限定され
るものではなく、これに代えて、例えば、図１８に示したようないわゆるライン反転駆動
により駆動するようにしてもよい。図１８において、（Ａ）はあるフレームにおけるサブ
画素ＳＰixに対する画素電位の極性を示し、（Ｂ）は次のフレームにおける画素電位の極
性を示す。図１８に示したように、ライン反転駆動では、あるフレームにおいて、行方向
に隣接するサブ画素ＳＰixの画素電位の極性が互いに同じになり、かつ、列方向に隣接す
るサブ画素ＳＰixの画素電位の極性が互いに異なるように駆動される。さらに、あるフレ
ームにおける全てのサブ画素ＳＰixの画素電位の極性は、フレーム毎に反転するようにな
っている。
【００８７】
［その他の変形例］
　上記実施の形態では、３つのサブ画素ＳＰixの画素信号Ｖpixを時分割多重して画素信
号Ｖsigを構成したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば４つ以上
、もしくは２つのサブ画素ＳＰixの画素信号Ｖpixを時分割多重してもよい。この場合、
選択スイッチ部１４の各スイッチグループ１７のスイッチの数を、この多重化するサブ画
素ＳＰixの数に等しくなるように構成すればよい。
【００８８】
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　上記実施の形態では、ソースドライバ１３が、画素信号Ｖsigを選択スイッチ部１４に
対して供給し、選択スイッチ部１４が、画素信号Ｖsigから画素信号Ｖpixを分離して表示
部２０に供給するようにしたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば
、選択スイッチ部１４を設けずに、ソースドライバが画素信号Ｖpixを生成し、表示部２
０に直接供給してもよい。
【００８９】
＜２．適用例＞
　次に、図１９～図２３を参照して、上記実施の形態および変形例で説明した表示装置の
適用例について説明する。上記実施の形態等の表示装置は、テレビジョン装置、デジタル
カメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカ
メラなどのあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。言い換えると、上記実
施の形態等の表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号
を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能であ
る。
【００９０】
（適用例１）
　図１９は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表すも
のである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル５１１およびフィルターガ
ラス５１２を含む映像表示画面部５１０を有しており、この映像表示画面部５１０は、上
記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００９１】
（適用例２）
　図２０は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表すもの
である。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部５２１、表示部５２２、
メニュースイッチ５２３およびシャッターボタン５２４を有しており、その表示部５２２
は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００９２】
（適用例３）
　図２１は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータ
の外観を表すものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５３１
、文字等の入力操作のためのキーボード５３２および画像を表示する表示部５３３を有し
ており、その表示部５３３は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００９３】
（適用例４）
　図２２は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表すもので
ある。このビデオカメラは、例えば、本体部５４１、この本体部５４１の前方側面に設け
られた被写体撮影用のレンズ５４２、撮影時のスタート／ストップスイッチ５４３および
表示部５４４を有している。そして、その表示部５４４は、上記実施の形態等に係る表示
装置により構成されている。
【００９４】
（適用例５）
　図２３は、上記実施の形態等の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表すものであ
る。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２０とを連結部（ヒンジ部
）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０、サブディスプレイ７５０、ピクチ
ャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。そのディスプレイ７４０またはサブ
ディスプレイ７５０は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００９５】
　以上、実施の形態および変形例、ならびに電子機器への適用例を挙げて本発明を説明し
たが、本発明はこれらの実施の形態等には限定されず、種々の変形が可能である。
【００９６】
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　例えば、上記の各実施の形態等では、ＴＮやＶＡ、ＥＣＢ等の各種モードの液晶を用い
て表示部２０を構成したが、これに代えて、ＦＦＳ（フリンジフィールドスイッチング）
やＩＰＳ（インプレーンスイッチング）等の横電界モードの液晶を用いても良い。例えば
、横電界モードの液晶を用いた場合には、表示部９０を、図２４に示したように構成可能
である。この図は、表示部９０の要部断面構造の一例を表すものであり、画素基板２Ｂと
対向基板３Ｂとの間に液晶層６Ｂを挟持された状態を示している。その他の各部の名称や
機能等は図３の場合と同様なので、説明を省略する。この例では、図３の場合とは異なり
、駆動電極ＣＯＭＬは、ＴＦＴ基板２１の直ぐ上に形成され、画素基板２Ｂの一部を構成
する。駆動電極ＣＯＭＬの上方には、絶縁層２３を介して画素電極２２が配置される。
【００９７】
　例えば、上記の各実施の形態等では、表示素子として液晶表示素子を用いたが、これに
限定されるものではなく、これに代えて、例えば、ＥＬ（Electro Luminescence）素子な
ど、どのような表示素子を用いても良い。
【符号の説明】
【００９８】
　１…表示部、２…画素基板、３…対向基板、５Ａ，５Ｂ…表示モジュール、６，６Ｂ…
液晶層、１１…制御部、１２，１２Ａ，１２Ｂ…ゲートドライバ、１３…ソースドライバ
、１４…選択スイッチ部、１５…駆動信号生成部、１６，１６Ｂ…駆動電極ドライバ、１
７…スイッチグループ、１９…ＣＯＧ、２０…表示部、２１…ＴＦＴ基板、２２…画素電
極、２９，２９Ｂ，２９Ｃ，２９Ｄ…駆動電極配線、３１…ガラス基板、３２…カラーフ
ィルタ、３５…偏光板、Ｃds，Ｃlc…容量素子、ＣＯＭＬ…駆動電極、Ｃｓ…保持容量素
子、ＧＣＬ…走査信号線、ＬＣ…液晶素子、Ｐix…画素、Ｒon…抵抗素子、ＳＧＬ…画素
信号線、ＳＷＣＯＭ…駆動電極スイッチ、ＳＷＲ，ＳＷＧ，ＳＷＢ…スイッチ、ＳＰix…
サブ画素、Ｔ…端子部、Ｔｒ…ＴＦＴ素子、Ｖcom…駆動信号、Ｖdisp…映像信号、Ｖpix
，ＶpixR，ＶpixG，ＶpixB，Ｖsig…画素信号、Ｖscan…走査信号、ＶselR，ＶselG，Ｖs
elB…スイッチ制御信号。
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