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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号に基づいて光を変調する光変調パネルと、
　前記光変調パネルに光を照射する光源と、
　前記光変調パネルを駆動する駆動回路と
　を備え、
　前記光変調パネルは、
　画素電極および画素回路を含む複数の画素がマトリクス状に配置されたアレイ基板と、
　前記アレイ基板と対向して配置され、共通電極および制御電極を有する対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に配置された液晶層と
　を有し、
　前記共通電極は、各前記画素電極と対向して配置され、
　前記制御電極は、前記共通電極とは絶縁分離され、少なくとも各前記画素電極と非対向
の位置に、前記画素電極の端縁に沿って配置されており、
　前記制御電極は、複数の櫛歯状電極を含んで構成され、
　各前記櫛歯状電極は、前記画素電極の、列方向に延在する端縁に沿って延在する複数の
櫛歯部と、各前記櫛歯部に連結されるとともに、前記画素電極の、行方向に延在する端縁
に沿って延在する連結部とを含んで構成されており、
　前記共通電極に印加される共通電圧よりも大きな電圧を正極性とし、前記共通電圧より
も小さな電圧を負極性としたときに、
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　前記駆動回路は、電圧印加対象の前記櫛歯状電極に対して、前記電圧印加対象の前記櫛
歯状電極に対応する前記画素電極に印加される画素電圧と同じ極性の制御電圧を前記電圧
印加対象の前記櫛歯状電極に印加し、
　前記液晶層のダイレクタが、電圧未印加のときに、方位角φに向かって極角θだけ傾い
ており、
　各前記櫛歯状電極は、前記画素電極の端縁のうち、前記液晶層のダイレクタの方位角φ
とは１８０度異なる方位に存在する端縁に沿って配置されている
　表示装置。
【請求項２】
　前記駆動回路は、前記画素電圧の走査に同期して、前記制御電圧の走査を行い、さらに
、前記画素電圧が１フレームごとに極性反転している場合に、前記制御電圧を、前記画素
電圧の極性と同極性となるように１フレームごとに極性反転させる
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記駆動回路は、前記櫛歯状電極ごとに、前記制御電圧の走査を行う
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記駆動回路は、互いに隣接する２つの前記画素電極の電位差の平均値に応じた値の前
記制御電圧を前記櫛歯状電極に印加する
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記駆動回路は、複数の前記櫛歯状電極のうち互いに隣接する複数の前記櫛歯状電極ご
とに、前記制御電圧の走査を行う
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記駆動回路は、互いに隣接する２つの前記画素電極の電位差の平均値に応じた値の前
記制御電圧を前記櫛歯状電極に印加する
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記共通電極および前記制御電極と前記駆動回路とを互いに電気的に接続するフレキシ
ブルプリント基板をさらに備えた
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記制御電極は、前記共通電極よりも前記液晶層寄りに配置されている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記制御電極は、前記共通電極と同一面内に配置されており、
　前記共通電極は、前記制御電極と対向する位置にスリットを有する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記制御電極は、前記共通電極よりも前記液晶層から離れて配置されており、
　前記共通電極は、前記制御電極と対向する位置の全体または一部にスリットを有する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記アレイ基板または前記対向基板は、少なくとも前記制御電極と対向する位置に遮光
層を有する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記対向基板は、前記共通電極および前記制御電極と外部回路とを互いに電気的に接続
する複数の配線を有する
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　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　表示装置を備え、
　前記表示装置は、
　映像信号に基づいて光を変調する光変調パネルと、
　前記光変調パネルの背後から光を照射するバックライトと、
　前記光変調パネルを駆動する駆動回路と
　を有し、
　前記光変調パネルは、
　画素電極および画素回路を含む複数の画素がマトリクス状に配置されたアレイ基板と、
　前記アレイ基板と対向して配置され、共通電極および制御電極を有する対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に配置された液晶層と
　を有し、
　前記共通電極は、各前記画素電極と対向して配置され、
　前記制御電極は、前記共通電極とは絶縁分離され、少なくとも各前記画素電極と非対向
の位置に、前記画素電極の端縁に沿って配置されており、
　前記制御電極は、複数の櫛歯状電極を含んで構成され、
　各前記櫛歯状電極は、前記画素電極の、列方向に延在する端縁に沿って延在する複数の
櫛歯部と、各前記櫛歯部に連結されるとともに、前記画素電極の、行方向に延在する端縁
に沿って延在する連結部とを含んで構成されており、
　前記共通電極に印加される共通電圧よりも大きな電圧を正極性とし、前記共通電圧より
も小さな電圧を負極性としたときに、
　前記駆動回路は、電圧印加対象の前記櫛歯状電極に対して、前記電圧印加対象の前記櫛
歯状電極に対応する前記画素電極に印加される画素電圧と同じ極性の制御電圧を前記電圧
印加対象の前記櫛歯状電極に印加し、
　前記液晶層のダイレクタが、電圧未印加のときに、方位角φに向かって極角θだけ傾い
ており、
　各前記櫛歯状電極は、前記画素電極の端縁のうち、前記液晶層のダイレクタの方位角φ
とは１８０度異なる方位に存在する端縁に沿って配置されている
　電子機器。
【請求項１４】
　前記駆動回路は、前記画素電圧の走査に同期して、前記制御電圧の走査を行い、さらに
、前記画素電圧が１フレームごとに極性反転している場合に、前記制御電圧を、前記画素
電圧の極性と同極性となるように１フレームごとに極性反転させる
　請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記駆動回路は、前記櫛歯状電極ごとに、前記制御電圧の走査を行う
　請求項１４に記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記駆動回路は、互いに隣接する２つの前記画素電極の電位差の平均値に応じた値の前
記制御電圧を前記櫛歯状電極に印加する
　請求項１５に記載の電子機器。
【請求項１７】
　前記駆動回路は、複数の前記櫛歯状電極のうち互いに隣接する複数の前記櫛歯状電極ご
とに、前記制御電圧の走査を行う
　請求項１４に記載の電子機器。
【請求項１８】
　前記駆動回路は、互いに隣接する２つの前記画素電極の電位差の平均値に応じた値の前
記制御電圧を前記櫛歯状電極に印加する
　請求項１７に記載の電子機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、映像信号に基づいて光を変調する光変調パネルならびにそれを備えた表示装
置および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶を表示素子として用いた液晶表示装置が広く用いられている。この液晶表示
装置としては、例えば、大型のガラス基板上に液晶駆動回路を形成し、これとバックライ
トなどの光源、偏光板およびカラーフィルタ等を組み合わせたいわゆる直視型のものや、
微小な基板上に画素を形成し、これを光学系と組み合わせて拡大投射するいわゆる投射型
（プロジェクション型）のものなど、高精細な画像を提供可能な種々の方式のものが商品
化されている。また、これらに用いられる液晶の駆動モードについても、垂直配向方式や
、水平配向方式、強誘電性液晶、ＯＣＢ（Optically Compensated Bend）方式など、各方
式の特長を活かした種々のものが開発されている。
【０００３】
　このような液晶表示装置では、通常、表示領域を構成する画素ごとに独立して基板の垂
直方向に電圧を印加することで、液晶表示素子を駆動している。ところが、ある画素とそ
の隣接画素との間で駆動電圧差が極端に大きい場合には、それらの画素間に横電界が発生
し、液晶の配向が乱れてしまうことがある。このような隣接画素間の電圧差に起因した液
晶の配向不良はディスクリネーションと呼ばれており、そのような配向不良が生じると、
各画素の画素データに基づく正確な映像表示ができなくなる。すなわち、例えば、輝度の
低下やコントラストの劣化、微細な映像パターンの潰れなどが生じてしまう。
【０００４】
　そこで、従来の液晶表示装置では、例えば、画素電極の端縁近傍に、横電界を抑制する
電圧が印加される制御電極を設けることが特許文献１，２に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１６６３２１号公報
【特許文献２】特開平０７－３０１８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１，２では、制御電極は、画素電極や画素回路などとともに積層され
るので、製造工程が複雑化してしまうという問題があった。
【０００７】
　本技術はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、ディスクリネーションを
低減しつつ、製造工程の複雑化を緩和することの可能な光変調パネルならびにそれを備え
た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】
　参考例に係る光変調パネルは、画素電極および画素回路を含む複数の画素がマトリクス
状に配置されたアレイ基板と、アレイ基板と対向して配置された対向基板と、アレイ基板
と対向基板との間に配置された液晶層とを備えている。対向基板は、各画素電極と対向し
て配置された共通電極と、共通電極とは絶縁分離された制御電極とを有している。制御電
極は、少なくとも各画素電極と非対向の位置に、画素電極の端縁に沿って配置されている
。
【０００９】
　本技術の表示装置は、映像信号に基づいて光を変調する光変調パネルと、前記光変調パ
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ネルに光を照射する光源と、光変調パネルを駆動するドライバとを備えている。本技術の
表示装置に搭載された光変調パネルは、画素電極および画素回路を含む複数の画素がマト
リクス状に配置されたアレイ基板と、アレイ基板と対向して配置された対向基板と、アレ
イ基板と対向基板との間に配置された液晶層とを備えている。対向基板は、各画素電極と
対向して配置された共通電極と、共通電極とは絶縁分離された制御電極とを有している。
制御電極は、少なくとも各画素電極と非対向の位置に、画素電極の端縁に沿って配置され
ている。制御電極は、複数の櫛歯状電極を含んで構成されている。各櫛歯状電極は、画素
電極の、列方向に延在する端縁に沿って延在する複数の櫛歯部と、各櫛歯部に連結される
とともに、画素電極の、行方向に延在する端縁に沿って延在する連結部とを含んで構成さ
れている。共通電極に印加される共通電圧よりも大きな電圧を正極性とし、共通電圧より
も小さな電圧を負極性としたときに、駆動回路は、電圧印加対象の櫛歯状電極に対して、
電圧印加対象の櫛歯状電極に対応する画素電極に印加される画素電圧と同じ極性の制御電
圧を電圧印加対象の櫛歯状電極に印加する。液晶層のダイレクタが、電圧未印加のときに
、方位角φに向かって極角θだけ傾いており、各櫛歯状電極は、画素電極の端縁のうち、
液晶層のダイレクタの方位角φとは１８０度異なる方位に存在する端縁に沿って配置され
ている。本技術の電子機器は、上述の表示装置を備えている。
                                                                                
【００１０】
　本技術の光変調パネル、表示装置および電子機器では、対向基板側に、共通電極とは絶
縁分離され、少なくとも各画素電極と非対向の位置に、画素電極の端縁に沿って配置され
た制御電極が設けられている。これにより、隣接画素間に生じる横電界が緩和され、ディ
スクリネーションの発生が抑えられる。ここで、制御電極は、画素電極や画素回路の設け
られたアレイ基板とは異なる基板（対向基板）に設けられている。対向基板は、制御電極
の他に、共通電極などが設けられる程度の簡素な積層構造となっている。従って、対向基
板に制御電極を設ける場合の方が、アレイ基板に制御電極を設ける場合と比べて、製造工
程の複雑化を緩和することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本技術の光変調パネル、表示装置および電子機器によれば、対向基板の所定の位置に制
御電極を設けるようにしたので、ディスクリネーションを低減しつつ、製造工程の複雑化
を緩和することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本技術の第１の実施の形態に係る表示装置の機能ブロック図である。
【図２】光変調パネル内のアレイ基板の概略構成の一例を表す図である。
【図３】光変調パネル内の対向基板の概略構成の一例を表す図である。
【図４】光変調パネルの断面構成の一例を表す図である。
【図５Ａ】液晶ダイレクタの向きの一例を表す図である。
【図５Ｂ】液晶ダイレクタの向きとディスクリネーションとの関係の一例を表す図である
。
【図６】櫛歯状電極の構成の一例を表す図である。
【図７Ａ】液晶ダイレクタの向きとディスクリネーションとの関係の第１変形例を表す図
である。
【図７Ｂ】櫛歯状電極の構成の第１変形例を表す図である。
【図８Ａ】液晶ダイレクタの向きとディスクリネーションとの関係の第２変形例を表す図
である。
【図８Ｂ】櫛歯状電極の構成の第２変形例を表す図である。
【図９Ａ】液晶ダイレクタの向きとディスクリネーションとの関係の第３変形例を表す図
である。
【図９Ｂ】櫛歯状電極の構成の第３変形例を表す図である。
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【図１０】光変調パネルの断面構成の第１変形例を表す図である。
【図１１】図１０の光変調パネルにおける共通電極の構成の一例を表す図である。
【図１２】図１０の光変調パネルにおける共通電極の構成の第１変形例を表す図である。
【図１３】光変調パネルの断面構成の第２変形例を表す図である。
【図１４】図１３の光変調パネルにおける共通電極の構成の一例を表す図である。
【図１５】図１３の光変調パネルにおける共通電極の構成の第１変形例を表す図である。
【図１６】図１３の光変調パネルにおける共通電極の構成の第２変形例を表す図である。
【図１７】図１３の光変調パネルにおける共通電極の構成の第３変形例を表す図である。
【図１８】画素電圧と制御電極電圧のタイミングチャートの一例を表わす図である。
【図１９】隣接画素電位差について説明するための図である。
【図２０】隣接画素電位差と制御電極電圧の設定方法の一例を表す図である。
【図２１】制御電極電圧の設定方法の一例を表す図である。
【図２２】光変調パネル内の対向基板の概略構成の他の例を表す図である。
【図２３】画素電圧と制御電極電圧の波形の他の例を表す図である。
【図２４】制御電極電圧の設定方法の他の例を表す図である。
【図２５】制御電極電圧の設定方法の他の例を表す図である。
【図２６】比較例に係る表示装置において、白表示画素の両脇に黒表示画素が存在すると
きの光変調パネル内の電界分布の一例を表す図である。
【図２７】図４の光変調パネル１０を備えた表示装置において、白表示画素の両脇に黒表
示画素が存在するときの光変調パネル内の電界分布および光透過率の一例を表す図である
。
【図２８】図１０の光変調パネル１０を備えた表示装置において、白表示画素の両脇に黒
表示画素が存在するときの光変調パネル内の電界分布および光透過率の一例を表す図であ
る。
【図２９】図１３の光変調パネル１０を備えた表示装置において、白表示画素の両脇に黒
表示画素が存在するときの光変調パネル内の電界分布および光透過率の一例を表す図であ
る。
【図３０Ａ】比較例に係る表示装置において、ディスクリネーションが発生しているとき
の面内輝度分布を表す図である。
【図３０Ｂ】実施形態に係る表示装置において、ディスクリネーションが低減されている
ときの面内輝度分布を表す図である。
【図３１Ａ】実施形態に係る表示装置において、極性反転が行われているときの画素内輝
度分布を表す図である。
【図３１Ｂ】実施形態に係る表示装置において、極性反転が行われず、１．６ｍｓ経過し
たときの画素内輝度分布を表す図である。
【図３１Ｃ】実施形態に係る表示装置において、極性反転が行われず、８．３ｍｓ経過し
たときの画素内輝度分布を表す図である。
【図３２】図１の表示装置の一変形例を表す図である。
【図３３】本技術の第２の実施の形態に係るプロジェクタ（投射型表示装置）の概略構成
の一例を表す図である。
【図３４】本技術の第３の実施の形態に係るプロジェクタ（投射型表示装置）の概略構成
の一例を表す図である。
【図３５】本技術の第４の実施の形態に係る電子機器の概略構成の一例を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、発明を実施するための形態について、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．第１の実施の形態（表示装置）
　　２．第１の実施の形態の変形例（表示装置）
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　　３．第２の実施の形態（投射型表示装置）
　　４．第３の実施の形態（投射型表示装置）
　　５．第４の実施の形態（電子機器）
【００１４】
＜１．第１の実施の形態＞
[構成]
　図１は、本技術の第１の実施の形態に係る表示装置１の概略構成を表すものである。表
示装置１は、例えば、映像信号に基づいて光を変調する光変調パネル１０と、光変調パネ
ル１０に光を照射するバックライト２０（光源）と、光変調パネル１０を駆動する駆動回
路３０とを備える。
【００１５】
（光変調パネル１０）
　光変調パネル１０は、電圧印加により光の偏光状態を電気的に変えることで画像光を生
成するようになっており、具体的には、液晶表示パネル（ＬＣＤ：Liquid Crystal Displ
ay）である。光変調パネル１０は、マトリクス状に配置された複数の画素１１がアクティ
ブ駆動されることにより、入力された映像信号に基づく画像光を生成する。光変調パネル
１０は、図１に示したように、アレイ基板１０Ａと、アレイ基板１０Ａと対向して配置さ
れた対向基板１０Ｂと、アレイ基板１０Ａと対向基板１０Ｂとの間に配置された液晶層１
０Ｃとを有する。
【００１６】
　アレイ基板１０Ａは、例えば、図２に示したように、画素電極１２Ａおよび画素回路１
２Ｂを含む複数の画素１１がマトリクス状に配置された画素領域と、画素領域の周囲に形
成されたデータドライバ１３およびスキャンドライバ１４とを有する。アレイ基板１０Ａ
は、さらに、行方向に延在する複数の書込線ＷＳＬと、列方向に延在する複数の信号線Ｄ
ＴＬとを有する。信号線ＤＴＬと書込線ＷＳＬとの交差部分に対応して、画素１１（また
は画素電極１２Ａおよび画素回路１２Ｂ）が設けられている。各信号線ＤＴＬは、データ
ドライバ１３の出力端に接続されている。各書込線ＷＳＬは、スキャンドライバ１４の出
力端に接続されている。
【００１７】
　複数の画素電極１２Ａは、一の面内にマトリクス状に配置されている。各画素電極１２
Ａは、方形状または概ね方形状となっている。各画素電極１２Ａにおいて、互いに対向す
る一対の端縁が列方向に延在しており、互いに対向する他の一対の端縁が行方向に延在し
ている。各画素電極１２Ａは、例えば、光透過性の導電性材料（例えばＩＴＯ）によって
構成されている。画素回路１２Ｂは、画素電極１２Ａに電気的に接続されたＴＦＴ（Thin
 Film Transistor；薄膜トランジスタ）および配線などを含むアクティブ型の駆動回路を
含んで構成されている。
【００１８】
　データドライバ１３は、例えば、駆動回路３０から供給される１水平ライン分のアナロ
グの映像信号Ｖｓｉｇ１～ＶｓｉｇＮを、信号電圧として各画素１１に供給する。データ
ドライバ１３は、例えば、映像信号Ｖｓｉｇ１～ＶｓｉｇＮを、スキャンドライバ１４に
より選択された１水平ラインを構成する各画素１１に、駆動回路３０から供給されるタイ
ミングパルスＴＰに同期して、信号線ＤＴＬを介して供給する。データドライバ１３の入
力端は、アナログの映像信号が入力される配線Ｌ１と、タイミングパルスＴＰが入力され
る配線Ｌ２に接続されている。データドライバ１３の出力端は、各信号線ＤＴＬに接続さ
れている。
【００１９】
　スキャンドライバ１４は、例えば、駆動対象の画素１１を１ラインごとに選択する。ス
キャンドライバ１４は、例えば、駆動回路３０から供給されるタイミングパルスＴＰに同
期して、駆動対象の画素１１を選択する。スキャンドライバ１４は、例えば、走査線ＷＳ
Ｌを介して、選択パルスを画素１１に印加することにより、マトリクス状に形成されてい
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る複数の画素１１のうちの１ラインを駆動対象として選択する。そして、さらに、スキャ
ンドライバ１４は、例えば、複数の走査線ＷＳＬを１ラインずつ順次走査を行うことによ
り、複数の画素１１を時分割で１ラインずつ順次、駆動対象として選択する。スキャンド
ライバ１４の入力端は、タイミングパルスＴＰが入力される配線Ｌ２に接続されている。
スキャンドライバ１４の出力端は、各走査線ＷＳＬに接続されている。
【００２０】
　アレイ基板１０Ａは、さらに、例えば、駆動回路３０に接続されたフレキシブルプリン
ト基板（ＦＰＣ：Flexible printed circuits）４０Ａ（以下、ＦＰＣ４０Ａと称する。
）を有する。ＦＰＣ４０Ａは、駆動回路３０とアレイ基板１０Ａとの間で信号の入出力を
行うためのものであり、例えば、可撓性の基板上に、配線Ｌ１，Ｌ２が設けられたもので
ある。
【００２１】
　対向基板１０Ｂは、行方向に延在する複数の櫛歯状電極１６と、各画素１１（または各
画素電極１２Ａ）と対向して配置された共通電極１５と、共通電極１５に制御電極電圧Ｖ
ｃを印加するスキャンドライバ１７とを有している（図３）。櫛歯状電極１６が、本技術
の「制御電極」の一具体例に相当する。本実施の形態では、櫛歯状電極１６は、共通電極
１５よりも液晶層１０Ｃ寄りに配置されている。櫛歯状電極１６は、少なくとも各画素電
極１２Ａと非対向の位置に、画素電極１２Ａの端縁に沿って配置されている。櫛歯状電極
１６は、後述するように、ディスクリネーションの発生位置に沿うように配置されている
。これにより、櫛歯状電極１６は、制御電極電圧Ｖｃが印加されることにより、互いに隣
接する２つの画素１１を電気的に遮蔽し、それによってディスクリネーションの発生を低
減する。ディスクリネーションについては、後に詳述する。
【００２２】
　櫛歯状電極１６は、列方向に延在する複数の櫛歯部１６Ａと、各櫛歯部１６Ａに連結さ
れるとともに行方向に延在する連結部１６Ｂとを含んで構成されている。各櫛歯部１６Ａ
は、画素電極１２Ａの、列方向に延在する端縁に沿って延在している。連結部１６Ｂは、
画素電極１２Ａの、行方向に延在する端縁に沿って延在している。各櫛歯状電極１６（例
えば連結部１６Ｂ）は、スキャンドライバ１７の出力端に接続されている。櫛歯状電極１
６は、共通電極１５とは絶縁分離されている。そのため、スキャンドライバ１７は、櫛歯
状電極１６に対して、共通電極１５の電圧Ｖｃｏｍとは無関係な値の電圧（制御電極電圧
Ｖｃ）を印加することができる。共通電極１５は、例えば、画素領域と対向する領域全体
に設けられた１枚のシート状電極である。共通電極１５は、共通電圧Ｖｃｏｍが入力され
る配線Ｌ５に接続されている。櫛歯状電極１６および共通電極１５については、後に詳述
する。
【００２３】
　スキャンドライバ１７は、例えば、駆動対象の櫛歯状電極１６を１ラインごとに選択す
る。スキャンドライバ１７は、例えば、駆動回路３０から供給されるタイミングパルスＴ
Ｐに同期して、駆動対象の櫛歯状電極１６を選択する。スキャンドライバ１７は、例えば
、駆動回路３０から供給される制御電極電圧Ｖｃを櫛歯状電極１６に印加することにより
、複数の櫛歯状電極１６のうちの１つを駆動対象として選択する。そして、さらに、スキ
ャンドライバ１７は、例えば、複数の櫛歯状電極１６を１ラインずつ順次走査することに
より、制御電極電圧Ｖｃを時分割で、全ての櫛歯状電極１６に供給する。ここで、本実施
の形態では、スキャンドライバ１７に入力されるタイミングパルスＴＰと、スキャンドラ
イバ１４に入力されるタイミングパルスＴＰとは、互いに等しくなっている。そのため、
スキャンドライバ１７は、例えば、駆動回路３０から供給されるタイミングパルスＴＰに
同期して、複数の櫛歯状電極１６のうち、駆動対象の画素行に対応する１本の櫛歯状電極
１６を駆動対象として選択する。このようにして、スキャンドライバ１７は、画素領域全
体にわたってディスクリネーションの低減された表示を行うようになっている。なお、デ
ィスクリネーション低減の原理については、後に詳述する。スキャンドライバ１７の入力
端は、制御電極電圧Ｖｃが入力される配線Ｌ３と、タイミングパルスＴＰが入力される配
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線Ｌ４に接続されている。スキャンドライバ１７の出力端は、各櫛歯状電極１６に接続さ
れている。
【００２４】
　対向基板１０Ｂは、さらに、例えば、駆動回路３０に接続されたフレキシブルプリント
基板（ＦＰＣ：Flexible printed circuits）４０Ｂ（以下、ＦＰＣ４０Ｂと称する。）
を有する。ＦＰＣ４０Ｂは、駆動回路３０と対向基板１０Ｂとの間で信号の入出力を行う
ためのものであり、例えば、可撓性の基板上に、配線Ｌ３，Ｌ４，Ｌ５が設けられたもの
である。つまり、対向基板１０Ｂは、共通電極１５および櫛歯状電極１６と、外部回路で
ある駆動回路３０とを互いに電気的に接続する複数の配線Ｌ３，Ｌ４，Ｌ５を有する。
【００２５】
　次に、光変調パネル１０の積層構造について説明する。図４は、光変調パネル１０の断
面構成の一例を表したものである。光変調パネル１０は、例えば、アレイ基板１０Ａと対
向基板１０Ｂとの間に液晶層１０Ｃを備えたものである。
【００２６】
　アレイ基板１０Ａは、例えば、透明基板４６の、液晶層１０Ｃ側に、層間絶縁膜４５、
複数の画素電極１２Ａおよび配向膜４４がこの順に配置されたものである。アレイ基板１
０Ａは、例えば、透明基板４６の、液晶層１０Ｃとは反対側に、偏光板１０Ｄを有する。
アレイ基板１０Ａは、さらに、少なくとも、互いに隣接する２つの画素電極１２Ａの間隙
と対向する領域に、ブラックマトリクス４７（遮光層）を有する。ブラックマトリクス４
７は、例えば、層間絶縁膜３５内に配置されている。ブラックマトリクス４７は、例えば
、少なくとも、櫛歯状電極１６と対向する位置に配置されている。アレイ基板１０Ａは、
各画素電極１２Ａと非対向の位置であって、かつ後述の櫛歯状電極１６と対向する位置に
、櫛歯状電極１６との関係で液晶層１０Ｃ内に電界を生じさせる層を有しない。
【００２７】
　対向基板１０Ｂは、例えば、透明基板４１の、液晶層１０Ｃ側に、共通電極１５、層間
絶縁膜４２、複数の櫛歯状電極１６および配向膜４２がこの順に配置されたものである。
対向基板１０Ｂは、例えば、透明基板４１の、液晶層１０Ｃとは反対側に、偏光板１０Ｅ
を有する。櫛歯状電極１６は、層間絶縁膜４２を介して共通電極１５に近接して配置され
ており、共通電極１５とは層間絶縁膜４２によって絶縁分離されている。櫛歯状電極１６
は、少なくとも、互いに隣接する２つの画素電極１２Ａの間隙と対向する領域（つまり、
各画素電極１２Ａと非対向の位置）に、画素電極１２Ａの端縁に沿って配置されている。
したがって、櫛歯状電極１６は、ブラックマトリクス４７と対向する位置に配置されてお
り、かつ、画素１１の周縁に（つまり画素１１の外に）配置されている。
【００２８】
　偏光板１０Ｄ，１０Ｅは、光学シャッタの一種であり、ある一定の振動方向の光（偏光
）のみを通過させる。偏光板１０Ｄ，１０Ｅはそれぞれ、例えば、偏光軸が互いに９０°
異なるように配置されており、これにより入射光が液晶層１０Ｃを介して透過し、あるい
は遮断されるようになっている。透明基板４１，４６は、液晶層１０Ｃを間にして互いに
対向配置されている。透明基板４１，４６は、液晶層１０Ｃを支持するものであり、一般
に、可視光に対して透明な基板、例えば、ガラス板や、プラスチックフィルムによって構
成されている。透明基板４６は、例えば、画素電極１２Ａに電気的に接続された画素回路
１２Ｂを有する。
【００２９】
　層間絶縁膜４２，４５は、絶縁性の材料によって構成されている。配向膜４３，４４は
、液晶層１０Ｃに含まれる液晶を配向させるものであり、例えば、垂直配向膜によって構
成されている。配向膜４３，４４に用いられる垂直配向膜は、液晶層１０Ｃに含まれる液
晶に対してプレチルト角を与える。なお、液晶のプレチルトについては、液晶層１０Ｃの
説明に際して詳細に説明する。
【００３０】
　液晶層１０Ｃは、駆動回路３０からの印加電圧により、入射光の偏光軸の向きを画素１
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１ごとに変える機能を有する。液晶層１０Ｃのダイレクタ（液晶ダイレクタ１８）は、例
えば、図５Ａに示したように、電圧未印加のときに、方位角φに向かって極角θだけ傾い
ている。つまり、液晶層１０Ｃに含まれる液晶に対してプレチルト角が与えられている。
そして、各櫛歯状電極１６は、画素電極１２Ａの端縁のうち、液晶ダイレクタ１８の方位
角φとは１８０°異なる方位に存在する端縁に沿って配置されている。
【００３１】
　このとき、例えば、方位角φがＸＹ平面の第１象限内（例えば４５°）となっていると
する。さらに、ある画素電極１２Ａ（着目電極）と、着目電極との関係で液晶ダイレクタ
１８の方位角φとは１８０°異なる方位に隣接する２つの画素電極１２Ａ（隣接電極）と
の間に電位差があるとする。このとき、着目電極を含む画素１１と、各隣接電極を含む画
素１１との間の領域には、横電界が生じる。この横電界は、液晶層１０Ｃのうち、着目電
極の端縁と対向する部分の液晶ダイレクタ１８の向きを乱し、例えば、図５Ｂに示したよ
うなディスクリネーションを画素１１内に発生させる。ディスクリネーションが発生する
部分をディスクリネーション発生部１９と称するとすると、ディスクリネーション発生部
１９は、着目電極を含む画素１１のうち、各隣接電極を含む画素１１に隣接する端縁に位
置する。つまり、ディスクリネーションは、着目電極を含む画素１１のうち、液晶ダイレ
クタ１８の方位角φとは１８０°異なる方位に存在する端縁に沿って発生する。そして、
各櫛歯状電極１６は、例えば、図６に示したように、着目電極を含む画素１１（または画
素電極１２Ａ）の端縁のうち、液晶ダイレクタ１８の方位角φとは１８０°異なる方位に
存在する端縁に沿って配置されている。
【００３２】
　方位角φがＸＹ平面の第１象限とは異なる象限内となっていてもよい。例えば、図７Ａ
に示したように、方位角φがＸＹ平面の第２象限内（例えば１３５°）となっているとす
る。この場合、ディスクリネーションは、着目電極を含む画素１１（または画素電極１２
Ａ）の右端および下端に発生する。そのため、各櫛歯状電極１６は、例えば、図７Ｂに示
したように、着目電極を含む画素１１（または画素電極１２Ａ）の右端および下端に沿っ
て配置される。また、例えば、図８Ａに示したように、方位角φがＸＹ平面の第３象限内
（例えば２２５°）となっているとする。この場合、ディスクリネーションは、着目電極
を含む画素１１（または画素電極１２Ａ）の右端および上端に発生する。そのため、各櫛
歯状電極１６は、例えば、図８Ｂに示したように、着目電極を含む画素１１（または画素
電極１２Ａ）の右端および上端に沿って配置される。また、例えば、図９Ａに示したよう
に、方位角φがＸＹ平面の第４象限内（例えば３１５°）となっているとする。この場合
、ディスクリネーションは、着目電極を含む画素１１（または画素電極１２Ａ）の左端お
よび下端に発生する。そのため、各櫛歯状電極１６は、例えば、図９Ｂに示したように、
着目電極を含む画素１１（または画素電極１２Ａ）の左端および下端に沿って配置される
。
【００３３】
　各櫛歯状電極１６は、例えば、図４に示したように、共通電極１５よりも液晶層１０Ｃ
寄りに配置されていてもよいが、例えば、図１０に示したように、共通電極１５と同一面
内に配置されていてもよい。このとき、共通電極１５は、例えば、図１１、図１２に示し
たように、各櫛歯状電極１６と対向する位置にスリットを有する。
【００３４】
　各櫛歯状電極１６は、例えば、図１３に示したように、共通電極１５よりも液晶層１０
Ｃから離れて配置されていてもよい。このとき、共通電極１５は、例えば、図１４～図１
７に示したように、各櫛歯状電極１６と対向する位置の全体または一部にスリットを有す
る。なお、図１４、図１５には、共通電極１５が、櫛歯状のスリットを有する場合が例示
されている。また、図１６、図１７には、共通電極１５が、着目電極を含む画素１１（ま
たは画素電極１２Ａ）の辺と対応する箇所にだけスリットを有する場合が例示されている
。図１４～図１７には、共通電極１５の一部が櫛歯状電極１６と対向している場合が例示
されているが、共通電極１５のレイアウトが常にそのようになっている必要はない。
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【００３５】
（駆動回路３０）
　駆動回路３０は、例えば、図１に示したように、信号処理回路３１、タイミング生成回
路３２、液晶ドライバ３３、制御電極ドライバ３４および共通電極ドライバ３５を有する
。
【００３６】
（信号処理回路３１）
　信号処理回路３１は、映像信号Ｄｉｎに対して所定の補正を行い、補正後の映像信号を
、映像信号ＤＡとして、液晶ドライバ３３や制御電極ドライバ３４に出力する。ここで、
所定の補正としては、例えば、γ補正や、ホワイトバランス補正などが挙げられる。信号
処理回路３１は、さらに、制御信号Ｔｉｎに含まれている水平同期信号および垂直同期信
号に基づくタイミングで、映像信号ＤＡを液晶ドライバ３３や制御電極ドライバ３４に出
力する。
【００３７】
（タイミング生成回路３２）
　タイミング生成回路３２は、制御信号Ｔｉｎに含まれている水平同期信号および垂直同
期信号に基づいて、光変調パネル１０の駆動用タイミングパルスであって、かつ、水平、
垂直の書き込み転送を制御するためのタイミングパルスＴＰを生成する。タイミング生成
回路３２は、生成したタイミングパルスＴＰを所定のタイミングで液晶表示パネル１０に
出力する。タイミング生成回路３２は、タイミングパルスＴＰとして、例えば、水平走査
の開始を指令する水平スタートパルス、水平走査の基準となる水平クロック、垂直走査の
開始を指令する垂直スタートパルス、垂直走査の基準となる垂直クロックを生成する。タ
イミング生成回路３２は、さらに、液晶ドライバ３３等に用いられるクロックＣＬＫを生
成し、液晶ドライバ３３等に出力する。
【００３８】
（液晶ドライバ３３）
　液晶ドライバ３３は、例えば、サンプル・ホールド回路、Ｄ／Ａ変換回路、およびドラ
イバを有する。サンプル・ホールド回路は、シリアルデジタルの映像信号ＤＡに対して並
列化処理を行い、複数並列の映像信号に展開する。サンプル・ホールド回路は、相展開し
た映像信号を、タイミング生成回路３２からのクロックＣＬＫに基づいたタイミングで、
Ｄ／Ａ変換回路に出力する。Ｄ／Ａ変換回路は、サンプル・ホールド回路から入力された
映像信号（相展開した映像信号）をアナログ信号化して、ドライバに出力する。ドライバ
は、タイミング生成回路３２から出力されたクロックＣＬＫに基づく所定のタイミングで
、アナログの映像信号を交流反転化させて、映像信号Ｖｓｉｇ１～ＶｓｉｇＮとして、光
変調パネル１０に印加する。
【００３９】
（共通電極ドライバ３５）
　共通電極ドライバ３５は、所定の共通電圧Ｖｃｏｍを生成して、光変調パネル１０に印
加する。
【００４０】
（制御電極ドライバ３４）
　次に、制御電極ドライバ３４について説明する。図１８は、制御電極電圧Ｖｃおよび画
素電圧Ｖｐのタイミングチャートの一例を表したものである。図１８（Ａ）は、１行目の
画素行に対して印加される画素電圧Ｖｐ１の波形である。図１８（Ｂ）は、２行目の画素
行に対して印加される画素電圧Ｖｐ２の波形である。図１８（Ｃ）は、３行目の画素行に
対して印加される画素電圧Ｖｐ３の波形である。図１８（Ｄ）は、Ｍ行目の画素行に対し
て印加される画素電圧ＶｐＭの波形である。図１８（Ｅ）は、１行目の櫛歯状電極１６に
対して印加される制御電極電圧Ｖｃ１の波形である。図１８（Ｆ）は、２行目の櫛歯状電
極１６に対して印加される制御電極電圧Ｖｃ２の波形である。図１８（Ｇ）は、３行目の
櫛歯状電極１６に対して印加される制御電極電圧Ｖｃ３の波形である。図１８（Ｈ）は、
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Ｍ行目の櫛歯状電極１６に対して印加される制御電極電圧ＶｃＭの波形である。
【００４１】
　制御電極ドライバ３４は、電圧印加対象の櫛歯状電極１６に対して、制御電極電圧Ｖｃ
（制御電圧）を電圧印加対象の櫛歯状電極１６に印加する。制御電極電圧Ｖｃは、電圧印
加対象の櫛歯状電極１６に対応する画素電極１２Ａに印加される画素電圧Ｖｐと同じ極性
となっていることが好ましい。ここで、共通電極１５に印加される共通電極Ｖｃｏｍを基
準として、共通電極Ｖｃｏｍよりも高い電圧を正極性とし、共通電極Ｖｃｏｍよりも低い
電圧を負極性とする。したがって、「同じ極性」とは、制御電極電圧Ｖｃおよび画素電圧
Ｖｐが、ともに、正極性または負極性となっていることを意味する。制御電極ドライバ３
４は、櫛歯状電極１６ごとに、制御電極電圧Ｖｃの走査を行う。制御電極ドライバ３４は
、画素電極１２Ａの走査と同期して、櫛歯状電極１６の走査を行うことが好ましい。さら
に、制御電極ドライバ３４は、画素電圧Ｖｐが１フレームごとに極性反転している場合に
、制御電極電圧Ｖｃを、画素電圧Ｖｐの極性と同極性となるように１フレームごとに極性
反転させることが好ましい。
【００４２】
　制御電極ドライバ３４は、所定の演算を行うことにより、制御電極電圧Ｖｃの値を設定
する。制御電極ドライバ３４は、まず、例えば、行方向に互いに隣接する２つの画素電極
１２Ａの電位差ΔＶまたは電位差ΔＶに対応する値を導出する。制御電極ドライバ３４は
、例えば、図１９に示したように、１行目の画素行において、行方向に互いに隣接する２
つの画素電極１２Ａの電位差ΔＶ（ΔＶＸ１１，ΔＶＸ１２，ΔＶＸ１３，．．．，ΔＶ
Ｘ１Ｎ－１）を導出する。制御電極ドライバ３４は、例えば、信号処理回路３１から入力
される映像信号ＤＡを用いて電位差ΔＶを導出する。
【００４３】
　次に、制御電極ドライバ３４は、例えば、図２０に示したような相関テーブルを用いて
、電位差ΔＶ（ΔＶＸ１１，ΔＶＸ１２，ΔＶＸ１３，．．．，ΔＶＸ１Ｎ－１）に対応
する制御電圧Ｖｃ（ＶｃＸ１１，ＶｃＸ１２，ＶｃＸ１３，．．．，ＶｃＸ１Ｎ－１）を
導出する。電位差ΔＶと制御電極電圧ＶｃＸは、例えば図２０のＡに示したような線形の
関係となっていてもよいし、例えば図２０のＢに示したような非線形の関係となっていて
もよい。最後に、制御電極ドライバ３４は、例えば、図２１に示した式を用いて、１行目
～Ｍ行目の櫛歯状電極１６に印加する制御電極電圧Ｖｃ（Ｖｃ１，Ｖｃ２，Ｖｃ３，．．
．，ＶｃＭ）を導出する。つまり、制御電極ドライバ３４は、例えば、互いに隣接する２
つの画素電極１２Ａの電位差の平均値に応じた値の電圧を制御電極電圧Ｖｃとして櫛歯状
電極１６に供給する。
【００４４】
　なお、互いに隣接する２以上の櫛歯状電極１６が電気的に接続されていてもよい。例え
ば、図２２に示したように、互いに隣接する２つの櫛歯状電極１６が互いに電気的に接続
されていてもよい。この場合、制御電極ドライバ３４は、複数の櫛歯状電極１６のうち互
いに電気的に接続された複数の櫛歯状電極１６ごとに、制御電極電圧Ｖｃの走査を行う。
制御電極ドライバ３４は、画素電極１２Ａの走査と同期して、複数の櫛歯状電極１６を、
互いに電気的に接続された複数の櫛歯状電極１６ごとに走査することが好ましい。互いに
隣接する２つの櫛歯状電極１６が互いに電気的に接続されている場合には、図２３に示し
たように、制御電極ドライバ３４は、画素電極１２Ａの走査と同期して、複数の櫛歯状電
極１６を、互いに電気的に接続された２つの櫛歯状電極１６ごとに走査することが好まし
い。
【００４５】
　このとき、制御電極ドライバ３４は、互いに電気的に接続された複数の櫛歯状電極１６
に対応する複数の画素行において行方向または列方向に互いに隣接する２つの画素電極１
２Ａの電位差ΔＶまたは電位差ΔＶに対応する値を導出する。制御電極ドライバ３４は、
例えば、図２４に示したように、１行目の画素行において、行方向に互いに隣接する２つ
の画素電極１２Ａの電位差ΔＶ（ΔＶＸ１１，ΔＶＸ１２，ΔＶＸ１３，．．．，ΔＶＸ
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１Ｎ－１）を導出する。続いて、制御電極ドライバ３４は、例えば、図２４に示したよう
に、１行目および２行目の画素行において、列方向に互いに隣接する２つの画素電極１２
Ａの電位差ΔＶ（ΔＶＹ１１，ΔＶＹ１２，ΔＶＹ１３，．．．，ΔＶＹ１Ｎ）を導出す
る。最後に、制御電極ドライバ３４は、例えば、図２４に示した式を用いて、１行目の櫛
歯状電極１６に印加する制御電極電圧Ｖｃ（Ｖｃ１）を導出する。
【００４６】
　制御電極ドライバ３４は、上記と同様にして、２行目の櫛歯状電極１６に印加する制御
電極電圧Ｖｃ（Ｖｃ２）を導出する。制御電極ドライバ３４は、例えば、図２５に示した
ように、２行目の画素行において、行方向に互いに隣接する２つの画素電極１２Ａの電位
差ΔＶ（ΔＶＸ２１，ΔＶＸ２２，ΔＶＸ２３，．．．，ΔＶＸ２Ｎ－１）を導出する。
続いて、制御電極ドライバ３４は、例えば、図２５に示したように、２行目および３行目
の画素行において、列方向に互いに隣接する２つの画素電極１２Ａの電位差ΔＶ（ΔＶＹ
２１，ΔＶＹ２２，ΔＶＹ２３，．．．，ΔＶＹ２Ｎ）を導出する。最後に、制御電極ド
ライバ３４は、例えば、図２５に示した式を用いて、２行目の櫛歯状電極１６に印加する
制御電極電圧Ｖｃ（Ｖｃ２）を導出する。制御電極ドライバ３４は、上記と同様にして、
３行目～Ｍ－１行目の櫛歯状電極１６に印加する制御電極電圧Ｖｃ（Ｖｃ３，Ｖｃ４，．
．．，ＶｃＭ－１）を導出する。つまり、この場合にも、制御電極ドライバ３４は、例え
ば、互いに隣接する２つの画素電極１２Ａの電位差の平均値に応じた値の電圧を制御電極
電圧Ｖｃとして櫛歯状電極１６に供給する。
【００４７】
[動作・作用]
　本実施の形態では、１水平ライン分のアナログの映像信号Ｖｓｉｇ１～ＶｓｉｇＮが、
タイミングパルスＴＰに同期して、１画素行に対して、信号線ＤＴＬを介して供給される
。さらに、１画素行ずつ順次走査が行われることにより、映像信号Ｖｓｉｇ１～Ｖｓｉｇ
Ｎが、複数の画素１１に対して、時分割で１ラインずつ順次、信号線ＤＴＬを介して供給
される。このようにして、１フレーム分の画像が表示される。さらに、上記の動作が繰り
返し行われることにより、複数フレーム分の画像が時分割で１フレーム分ずつ順次表示さ
れる。
【００４８】
　このとき、所定の演算方法によって導出された制御電極電圧Ｖｃが、タイミングパルス
ＴＰに同期して、複数の櫛歯状電極１６のうち、駆動対象の画素行に対応する１本の櫛歯
状電極１６に供給される。さらに、画素行の走査に同期した走査が行われることにより、
制御電極電圧Ｖｃが、複数の櫛歯状電極１６対して、時分割で１ラインずつ（または複数
ラインずつ）順次、供給される。これにより、駆動対象の画素行において、互いに隣接す
る２つの画素１１が電気的に遮蔽される。それによってディスクリネーションの発生が抑
えられる。
【００４９】
[効果]
　次に、本実施の形態の表示装置１の効果について説明する。
【００５０】
　図２６は、比較例に係る表示装置において、白表示画素の両脇に黒表示画素が存在する
ときの光変調パネル１０内の電界分布および光透過率のシミュレーション結果を表したも
のである。図２７は、図４の光変調パネル１０を備えた表示装置１において、白表示画素
の両脇に黒表示画素が存在するときの光変調パネル１０内の電界分布および光透過率のシ
ミュレーション結果を表したものである。図２８は、図１０の光変調パネル１０を備えた
表示装置１において、白表示画素の両脇に黒表示画素が存在するときの光変調パネル１０
内の電界分布および光透過率のシミュレーション結果を表したものである。図２９は、図
１３の光変調パネル１０を備えた表示装置１において、白表示画素の両脇に黒表示画素が
存在するときの光変調パネル１０内の電界分布および光透過率のシミュレーション結果を
表したものである。
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【００５１】
　図３０Ａは、図２６における光透過率の面内分布を表したものである。図３０Ｂは、図
２７における画素内輝度分布を表したものである。図３１Ａは、表示装置１において、極
性反転を行ったときの画素内輝度分布のシミュレーション結果を表したものである。図３
１Ｂは、表示装置１において、極性反転が行われず、１．６ｍｓ経過したときの画素内輝
度分布のシミュレーション結果を表したものである。図３１Ｃは、表示装置１において、
極性反転が行われず、８．３ｍｓ経過したときの画素内輝度分布のシミュレーション結果
を表したものである。
【００５２】
　図２６、図３０Ａから、画素１１内にディスクリネーションが発生していることがわか
る。このディスクリネーションを例えばブラックマトリクスによって覆い隠そうとした場
合、画素１１の開口率は著しく低下する。一方、図２７～図２９、図３０Ｂから、各櫛歯
状電極１６に対して所定の電圧が所定のタイミングで印加されることにより、互いに隣接
する２つの画素１１が電気的に遮蔽され、それによってディスクリネーションの発生が抑
えられていることがわかる。
【００５３】
　ここで、櫛歯状電極１６は、画素電極１２Ａや画素回路１２Ｂの設けられたアレイ基板
１０Ａとは異なる基板（対向基板１０Ｂ）に設けられている。対向基板１０Ｂは、櫛歯状
電極１６の他に、共通電極１５などが設けられる程度の簡素な積層構造となっている。従
って、対向基板１０Ｂに櫛歯状電極１６を設ける場合の方が、アレイ基板１０Ａに櫛歯状
電極１６を設ける場合と比べて、製造工程の複雑化を緩和することができる。以上のこと
から、本実施の形態では、ディスクリネーションを低減しつつ、製造工程の複雑化を緩和
することができる。
【００５４】
　また、図２７～図２９、図３０Ｂから、ディスクリネーションの発生が抑えられること
により、画素１１内の白輝度領域の占有面積が増えていることがわかる。従って、本実施
の形態では、コントラストが上昇する。さらに、図２７～図２９、図３０Ｂから、ブラッ
クマトリクス４７を画素１１内に大きく拡げるなどして、ディスクリネーションが外部か
ら見えないようにしなくてもよいことがわかる。従って、本実施の形態では、開口率を大
きくすることができる。
【００５５】
　また、図３１Ａ～図３１Ｃから、制御電極電圧Ｖｃに対して極性反転が行われない場合
には、制御電極電圧Ｖｃの極性が画素電圧Ｖｐの極性と異なる期間が存在するため、ディ
スクリネーションが発生してしまうことがわかる。従って、画素電圧Ｖｐに対して極性反
転が行われている場合には、制御電極電圧Ｖｃに対しても、画素電圧Ｖｐの極性と同極性
となるように極性反転が行われることが好ましい。
【００５６】
＜２．第１の実施の形態の変形例＞
　上記実施の形態では、光変調パネル１０が光透過型となっており、光変調パネル１０の
背後からバックライト２０の光が照射されていたが、例えば、図３２に示したように、光
変調パネル１０が光反射型となっており、バックライト２０が省略されていてもよい。光
変調パネル１０が光反射型となっている場合、例えば、偏光板１０Ｅが省略され、共通電
極１５および櫛歯状電極１６が金属材料で構成され、透明基板４１が光透過性の低い材料
で構成されていてもよい。
【００５７】
　また、上記実施の形態およびその変形例では、対向基板１０Ｂがバックライト２０側（
または画像表示面とは反対側）に配置されていたが、例えば、バックライト２０とは反対
側（つまり画像表示面側）に配置されていてもよい。このとき、ブラックマトリクス４７
は、対向基板１０Ｂ側に設けられていてもよい。
【００５８】



(15) JP 5966940 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

＜３．第２の実施の形態＞
[構成]
　図３３は、本技術の第２の実施の形態に係るプロジェクタ２（投射型表示装置）の全体
構成の一例を表したものである。プロジェクタ２は、例えば、図示しない情報処理装置の
画面に表示されている画像をスクリーン１９０上に投影するものである。プロジェクタ２
は、反射型の液晶パネルをライトバルブとして使用した反射型液晶プロジェクタである。
このライトバルブが、上記実施の形態の変形例に係る光変調パネル１０となっており、こ
の光変調パネル１０が、駆動回路３０によって駆動される。
【００５９】
　プロジェクタ２は、例えば、赤、緑および青の各色用の液晶ライトバルブ（光変調パネ
ル１０）を３枚用いてカラー画像表示を行う、いわゆる３板方式のものである。プロジェ
クタ２は、例えば、発光部１１０と、ダイクロイックミラー１２５，１２６と、全反射ミ
ラー１２７と、光変調パネル１０（１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ）とを備える。プロジェクタ
２は、さらに、例えば、偏光ビームスプリッタ１６０，１７０，１８０と、合成プリズム
１４０と、投射レンズ１５０とを備える。なお、発光部１１０、ダイクロイックミラー１
２５，１２６、全反射ミラー１２７、偏光ビームスプリッタ１６０，１７０，１８０およ
び合成プリズム１４０からなる光学系が、「照明光学系」の一具体例に相当する。また、
投射レンズ１５０が、「投影光学系」の一具体例に相当する。
【００６０】
　発光部１１０は、カラー画像表示に必要とされる、赤色光、青色光および緑色光を含ん
だ白色光を発するものであり、例えばハロゲンランプ、メタルハライドランプまたはキセ
ノンランプなどにより構成されている。ダイクロイックミラー１２５は、発光部１１０の
光路ＡＸ上に配置されており、発光部１１０からの光を、青色光１１１Ｂとその他の色光
（赤色光１１１Ｒ，緑色光１１１Ｇ）とに分離する機能を有する。ダイクロイックミラー
１２６は、発光部１１０の光路ＡＸ上に配置されており、ダイクロイックミラー１２５を
通過した光を、赤色光１１１Ｒと緑色光１１１Ｇとに分離する機能を有する。全反射ミラ
ー１２７は、ダイクロイックミラー１２５で反射された光の光路上に配置されており、ダ
イクロイックミラー１２５によって分離された青色光１１１Ｂを、偏光ビームスプリッタ
１８０に向けて反射する。
【００６１】
　偏光ビームスプリッタ１６０は、赤色光１１１Ｒの光路上に配置されており、偏光分離
面１６０Ａにおいて、入射した赤色光１１１Ｒを互いに直交する２つの偏光成分に分離す
る機能を有する。偏光ビームスプリッタ１７０は、緑色光１１１Ｇの光路上に配置されて
おり、偏光分離面１７０Ａにおいて、入射した緑色光１１１Ｇを互いに直交する２つの偏
光成分に分離する機能を有する。偏光ビームスプリッタ１８０は、青色光１１１Ｂの光路
上に配置されており、偏光分離面１８０Ａにおいて、入射した青色光１１１Ｂを互いに直
交する２つの偏光成分に分離する機能を有する。偏光分離面１６０Ａ，１７０Ａ，１８０
Ａは、一方の偏光成分（例えばＳ偏光成分）を反射し、他方の偏光成分（例えばＰ偏光成
分）を透過する。
【００６２】
　液晶ライトバルブは、光変調パネル１０であり、入力された映像信号に基づいて入射光
を変調することにより、各色の映像光を生成するものである。赤色光用の液晶ライトバル
ブ（光変調パネル１０Ｒ）は、偏光分離面１６０Ａにおいて反射された赤色光１１１Ｒの
光路上に配置されている。赤色光用の液晶ライトバルブ（光変調パネル１０Ｒ）は、例え
ば、赤色の映像信号に応じてパルス幅変調（ＰＷＭ）されたデジタル信号によって駆動さ
れ、それによって入射光を変調させると共に、その変調光を偏光ビームスプリッタ１６０
に向けて反射する機能を有する。緑色光用の液晶ライトバルブ（光変調パネル１０Ｇ）は
、偏光分離面１７０Ａにおいて反射された緑色光１１１Ｇの光路上に配置されている。緑
色光用の液晶ライトバルブ（光変調パネル１０Ｇ）は、例えば、緑色の映像信号に応じて
パルス幅変調（ＰＷＭ）されたデジタル信号によって駆動され、それによって入射光を変
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調させると共に、その変調光を偏光ビームスプリッタ１７０に向けて反射する機能を有す
る。青色光用の液晶ライトバルブ（光変調パネル１０Ｂ）は、偏光分離面１８０Ａにおい
て反射された青色光１１１Ｂの光路上に配置されている。青色光用の液晶ライトバルブ（
光変調パネル１０Ｂ）は、例えば、青色の映像信号に応じてパルス幅変調（ＰＷＭ）され
たデジタル信号によって駆動され、それによって入射光を変調させると共に、その変調光
を偏光ビームスプリッタ１８０に向けて反射する機能を有する。
【００６３】
　合成プリズム１４０は、各色光用の液晶ライトバルブから出射され、偏光ビームスプリ
ッタ１６０，１７０，１８０を透過した各変調光の光路が互いに交差する位置に配置され
ている。合成プリズム１４０は、各変調光を合成し、カラーの映像光を生成する機能を有
している。投射レンズ１５０は、合成プリズム１４０から出射された映像光の光路上に配
置されており、合成プリズム１４０から出射された映像光を、スクリーン１９０に向けて
投射する機能を有する。
【００６４】
　本実施の形態では、各色光用の液晶ライトバルブにおいて、上記第１の実施の形態の変
形例に係る光変調パネル１０が用いられている。これにより、ディスクリネーションを低
減しつつ、製造工程の複雑化を緩和することができる。
【００６５】
＜４．第３の実施の形態＞
　図３４は、本技術の第３の実施の形態に係るプロジェクタ３（投射型表示装置）の全体
構成の一例を表したものである。プロジェクタ３は、例えば、図示しない情報処理装置の
画面に表示されている画像をスクリーン１９０上に投影するものである。プロジェクタ３
は、透過型の液晶パネルをライトバルブとして使用した透過型液晶プロジェクタである。
このライトバルブが、上記第１の実施の形態の光変調パネル１０となっており、この光変
調パネル１０が、駆動回路３０によって駆動される。
【００６６】
　プロジェクタ３は、例えば、赤、緑および青の各色用の液晶ライトバルブ（光変調パネ
ル１０）を３枚用いてカラー画像表示を行う、いわゆる３板方式のものである。プロジェ
クタ３は、例えば、発光部１１０と、光路分岐部１２０、空間光変調部１３０、合成プリ
ズム１４０および、投射レンズ１５０を備える。
【００６７】
　光路分岐部１２０は、発光部１１０から出力された光１１１を波長帯の互いに異なる複
数の色光に分離して、各色光を空間光変調部１３０の被照射面に導くものである。光路分
岐部１２０は、例えば、図３４に示したように、１つのクロスミラー１２１と、２つのミ
ラー１２２と、２つのミラー１２３とを含んで構成されている。クロスミラー１２１は、
発光部１１０から出力された光１１１を波長帯の互いに異なる複数の色光に分離する共に
各色光の光路を分岐するものである。このクロスミラー１２１は、例えば、光軸ＡＸ上に
配置されており、互いに異なる波長選択性を持つ２枚のミラーを互いに交差させて連結し
て構成されている。ミラー１２２，１２３は、クロスミラー１２１により光路分岐された
色光（図３４では赤色光１１１Ｒ，青色光１１１Ｂ）を反射するものであり、光軸ＡＸと
は異なる場所に配置されている。２つのミラー１２２は、クロスミラー１２１に含まれる
一のミラーによって光軸ＡＸと交差する一の方向に反射された光（図３４では赤色光１１
１Ｒ）を光変調パネル１０Ｒの被照射面に導くように配置されている。２つのミラー１２
３は、クロスミラー１２１に含まれる他のミラーによって光軸ＡＸと交差する他の方向に
反射された光（図３４では青色光１１１Ｂ）を光変調パネル１０Ｂの被照射面に導くよう
に配置されている。なお、発光部１１０から出力された光１１１のうちクロスミラー１２
１を透過して光軸ＡＸ上を通過する光(図３４では緑色光１１１Ｇ)は、光軸ＡＸ上に配置
された光変調パネル１０Ｇの被照射面に入射する。
【００６８】
　光変調パネル１０Ｒは、合成プリズム１４０の一の面との対向領域に配置されている。
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この光変調パネル１０Ｒは、入射した赤色光１１１Ｒを映像信号に基づいて変調して赤画
像光１１２Ｒを生成し、この赤画像光１１２Ｒを光変調パネル１０Ｒの背後にある合成プ
リズム１４０の一の面に出力する。光変調パネル１０Ｇは、合成プリズム１４０の他の面
との対向領域に配置されている。この光変調パネル１０Ｇは、入射した緑色光１１１Ｇを
映像信号に基づいて変調して緑画像光１１２Ｇを生成し、この緑画像光１１２Ｇを光変調
パネル１０Ｇの背後にある合成プリズム１４０の他の面に出力する。光変調パネル１０Ｂ
は、合成プリズム１４０のその他の面との対向領域に配置されている。この光変調パネル
１０Ｂは、入射した青色光１１１Ｂを映像信号に基づいて変調して青画像光１１２Ｂを生
成し、この青画像光１１２Ｂを光変調パネル１０Ｂの背後にある合成プリズム１４０のそ
の他の面に出力する。
【００６９】
　合成プリズム１４０は、複数の変調光を合成して画像光を生成する。この合成プリズム
１４０は、例えば、光軸ＡＸ上に配置されており、例えば、４つのプリズムを接合して構
成されたクロスプリズムである。これらのプリズムの接合面には、例えば、多層干渉膜等
により、互いに異なる波長選択性を持つ２つの選択反射面が形成されている。一の選択反
射面は、例えば、光変調パネル１０Ｒから出力された赤画像光１１２Ｒを光軸ＡＸと平行
な方向に反射して投射レンズ１５０の方向に導く。また、他の選択反射面は、例えば、光
変調パネル１０Ｂから出力された青画像光１１２Ｂを光軸ＡＸと平行な方向に反射して投
射レンズ１５０の方向に導く。また、光変調パネル１０Ｇから出力された緑画像光１１２
Ｇは、２つの選択反射面を透過して、投射レンズ１５０の方向に進む。結局、合成プリズ
ム１４０は、光変調パネル１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂによってそれぞれ生成された画像光を
合成して画像光１１３を生成し、生成した画像光１１３を投射部１５０に出力する。
【００７０】
　投影レンズ１５０は、合成プリズム１４０から出力された画像光１１３をスクリーン１
９０上に投影して画像を表示させる。この投影レンズ１５０は、例えば、光軸ＡＸ上に配
置されている。
【００７１】
　本実施の形態では、各色光用の液晶ライトバルブにおいて、上記第１の実施の形態の光
変調パネル１０が用いられている。これにより、ディスクリネーションを低減しつつ、製
造工程の複雑化を緩和することができる。
【００７２】
＜５．第４の実施の形態＞
　図３５は、本技術の第４の実施の形態に係る電子機器４の概略構成の一例を表す斜視図
である。電子機器４は、携帯電話機であり、例えば、図３５に示したように、本体部２１
１と、本体部２１１に対して開閉可能に設けられた表示体部２１２とを備える。本体部２
１１は、操作ボタン２１５と、送話部２１６を有する。表示体部２１２は、表示装置２１
３と、受話部２１７とを有する。表示装置２１３は、電話通信に関する各種表示を、表示
装置２１３の表示画面２１４に表示する。電子機器４は、表示装置２１３の動作を制御す
るための制御部を備える。この制御部は、電子機器４全体の制御を司る制御部の一部とし
て、またはその制御部とは別に、本体部２１１または表示体部２１２の内部に設けられて
いる。
【００７３】
　表示装置２１３は、上記第１の実施の形態およびその変形例に係る表示装置１と同一の
構成を備える。これにより、ディスクリネーションを低減しつつ、製造工程の複雑化を緩
和することができる。
【００７４】
　なお、上記第１の実施の形態およびその変形例に係る表示装置１を適用可能な電子機器
としては、以上に説明した携帯電話機等の他にも、パーソナルコンピュータ、液晶テレビ
、ビューファインダ型またはモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション
装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話
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機、ＰＯＳ端末器等が挙げられる。
【００７５】
　また、例えば、本技術は以下のような構成を取ることができる。
（１）
　画素電極および画素回路を含む複数の画素がマトリクス状に配置されたアレイ基板と、
　前記アレイ基板と対向して配置され、共通電極および制御電極を有する対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に配置された液晶層と
　を備え、
　前記共通電極は、各前記画素電極と対向して配置され、
　前記制御電極は、前記共通電極とは絶縁分離され、少なくとも各前記画素電極と非対向
の位置に、前記画素電極の端縁に沿って配置されている
　光変調パネル。
（２）
　前記制御電極は、複数の櫛歯状電極を含んで構成され、
　各前記櫛歯状電極は、前記画素電極の、列方向に延在する端縁に沿って延在する複数の
櫛歯部と、各前記櫛歯部に連結されるとともに、前記画素電極の、行方向に延在する端縁
に沿って延在する連結部とを含んで構成されている
　（１）に記載の光変調パネル。
（３）
　前記液晶層のダイレクタが、電圧未印加のときに、方位角φに向かって極角θだけ傾い
ており、
　各前記櫛歯状電極は、前記画素電極の端縁のうち、前記液晶層のダイレクタの方位角φ
とは１８０度異なる方位に存在する端縁に沿って配置されている
　（２）に記載の光変調パネル。
（４）
　前記制御電極は、前記共通電極よりも前記液晶層寄りに配置されている
　（１）または（２）に記載の光変調パネル。
（５）
　前記制御電極は、前記共通電極と同一面内に配置されており、
　前記共通電極は、前記制御電極と対向する位置にスリットを有する
　（１）または（２）に記載の光変調パネル。
（６）
　前記制御電極は、前記共通電極よりも前記液晶層から離れて配置されており、
　前記共通電極は、前記制御電極と対向する位置の全体または一部にスリットを有する
　（１）または（２）に記載の光変調パネル。
（７）
　前記アレイ基板は、各前記画素電極と非対向の位置であって、かつ前記制御電極と対向
する位置に、前記制御電極との関係で前記液晶層内に電界を生じさせる層を有しない
　（１）ないし（６）のいずれか１つに記載の光変調パネル。
（８）
　前記アレイ基板または前記対向基板は、少なくとも前記制御電極と対向する位置に遮光
層を有する
　（１）ないし（６）のいずれか１つに記載の光変調パネル。
（９）
　前記対向基板は、前記共通電極および前記制御電極と外部回路とを互いに電気的に接続
する複数の配線を有する
　（１）ないし（６）のいずれか１つに記載の光変調パネル。
（１０）
　映像信号に基づいて光を変調する光変調パネルと、
　前記光変調パネルに光を照射する光源と、
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　前記光変調パネルを駆動する駆動回路と
　を備え、
　前記光変調パネルは、
　画素電極および画素回路を含む複数の画素がマトリクス状に配置されたアレイ基板と、
　前記アレイ基板と対向して配置され、共通電極および制御電極を有する対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に配置された液晶層と
　を有し、
　前記共通電極は、各前記画素電極と対向して配置され、
　前記制御電極は、前記共通電極とは絶縁分離され、少なくとも各前記画素電極と非対向
の位置に、前記画素電極の端縁に沿って配置されている
　表示装置。
（１１）
　前記制御電極は、複数の櫛歯状電極を含んで構成され、
　各前記櫛歯状電極は、前記画素電極の、列方向に延在する端縁に沿って延在する複数の
櫛歯部と、各前記櫛歯部に連結されるとともに、前記画素電極の、行方向に延在する端縁
に沿って延在する連結部とを含んで構成されている
　（１０）に記載の表示装置。
（１２）
　前記共通電極に印加される共通電圧よりも大きな電圧を正極性とし、前記共通電圧より
も小さな電圧を負極性としたときに、
　前記駆動回路は、電圧印加対象の前記櫛歯状電極に対して、前記電圧印加対象の前記櫛
歯状電極に対応する前記画素電極に印加される画素電圧と同じ極性の制御電圧を前記電圧
印加対象の前記櫛歯状電極に印加する
　（１１）に記載の表示装置。
（１３）
　前記駆動回路は、前記画素電圧の走査に同期して、前記制御電圧の走査を行い、さらに
、前記画素電圧が１フレームごとに極性反転している場合に、前記制御電圧を、前記画素
電圧の極性と同極性となるように１フレームごとに極性反転させる
（１０）ないし（１２）のいずれか１つに記載の表示装置。
（１４）
　前記駆動回路は、前記櫛歯状電極ごとに、前記制御電圧の走査を行う
　（１３）に記載の表示装置。
（１５）
　前記駆動回路は、互いに隣接する２つの前記画素電極の電位差の平均値に応じた値の前
記制御電圧を前記櫛歯状電極に印加する
　（１４）に記載の表示装置。
（１６）
　前記駆動回路は、複数の前記櫛歯状電極のうち互いに隣接する複数の前記櫛歯状電極ご
とに、前記制御電圧の走査を行う
　（１３）に記載の表示装置。
（１７）
　前記駆動回路は、互いに隣接する２つの前記画素電極の電位差の平均値に応じた値の前
記制御電圧を前記櫛歯状電極に印加する
　（１６）に記載の表示装置。
（１８）
　前記共通電極および前記制御電極と前記駆動回路とを互いに電気的に接続するフレキシ
ブルプリント基板をさらに備えた
　（１０）ないし（１７）のいずれか１つに記載の表示装置。
（１９）
　表示装置を備え、
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　前記表示装置は、
　映像信号に基づいて光を変調する光変調パネルと、
　前記光変調パネルの背後から光を照射するバックライトと、
　前記光変調パネルを駆動する駆動回路と
　を有し、
　前記光変調パネルは、
　画素電極および画素回路を含む複数の画素がマトリクス状に配置されたアレイ基板と、
　前記アレイ基板と対向して配置され、共通電極および制御電極を有する対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に配置された液晶層と
　を有し、
　前記共通電極は、各前記画素電極と対向して配置され、
　前記制御電極は、前記共通電極とは絶縁分離され、少なくとも各前記画素電極と非対向
の位置に、前記画素電極の端縁に沿って配置されている
　電子機器。
【符号の説明】
【００７６】
　１…表示装置、２，３…プロジェクタ、４…電子機器、１０，１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ
…光変調パネル、１０Ａ…アレイ基板、１０Ｂ…対向基板、１０Ｃ…液晶層、１０Ｄ，１
０Ｅ…偏光板、１１…画素、１２Ａ…画素電極、１２Ｂ…画素回路、１３…データドライ
バ、１４，１７…スキャンドライバ、１５…共通電極、１６…櫛歯状電極、１６Ａ…櫛歯
、１６Ｂ…連結部、１８…液晶ダイレクタ、１９…ディスクリネーション発生部、２０…
バックライト、３０…駆動回路、４１，４６…透明基板、４２，４５…層間絶縁膜、４３
，４４…配向膜、４７…ブラックマトリクス、１１０…発光部、１１１Ｒ…赤色光、１１
１Ｇ…緑色光、１１１Ｂ…青色光、１２０…光路分岐部、１２１…クロスミラー、１２２
，１２３…ミラー、１２５，１２６…ダイクロイックミラー、１２７…全反射ミラー、１
３０…空間光変調部、１４０…合成プリズム、１５０…投射レンズ、１６０，１７０，１
８０…偏光ビームスプリッタ、１７０Ａ，１８０Ａ…偏光分離面、１９０…スクリーン、
２１１…本体部、２１２…表示体部、２１３…表示装置、２１４…表示画面、２１５…操
作ボタン、２１６…送話部、２１７…受話部。



(21) JP 5966940 B2 2016.8.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５Ａ】



(22) JP 5966940 B2 2016.8.10

【図５Ｂ】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】

【図１１】



(23) JP 5966940 B2 2016.8.10

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】



(24) JP 5966940 B2 2016.8.10

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】 【図２４】

【図２５】



(25) JP 5966940 B2 2016.8.10

【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】



(26) JP 5966940 B2 2016.8.10

【図３０Ａ】

【図３０Ｂ】

【図３１Ａ】

【図３１Ｂ】

【図３１Ｃ】 【図３２】



(27) JP 5966940 B2 2016.8.10

【図３３】 【図３４】

【図３５】



(28) JP 5966940 B2 2016.8.10

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２４Ｅ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２３Ｄ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２１Ｂ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１２Ｕ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４１Ｃ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２１Ｍ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/36     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２１Ｊ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４２Ｅ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ    1/133    ５２５　        　　　　　

(72)発明者  石井　秀哲
            福岡県福岡市早良区百道浜二丁目３番２号　ソニーセミコンダクタ株式会社内
(72)発明者  白坂　康弘
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内

    審査官  小濱　健太

(56)参考文献  特開２００４－２７１６３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－３０１８１４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３４３－１／１３６８
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３７


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

