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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータ線、複数の走査線、及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設
けられた複数のスイッチング素子と、各スイッチング素子に接続される複数の画素電極と
、前記各走査線を駆動する各走査信号を順次出力する走査線駆動回路を備えた電気光学装
置であって、
　第１電圧を給電する第１電源回路と、
　前記第１電圧よりも高電位の第２電圧を給電する第２電源回路と、
　１フレームの先頭でアクティブとなる転送開始パルスを１フレーム毎に生成するタイミ
ング発生回路と、
　前記第１電圧を給電されて前記転送開始パルスを順次シフトするシフトレジスタと、
　前記第２電圧を給電されて前記シフトレジスタの出力信号のレベルを変換して前記各走
査信号を出力するレベルシフタと、
　前記シフトレジスタに前記第１電圧の給電を開始した後、リセット信号を供給して前記
タイミング発生手段を初期化し、前記初期化後に最初の前記転送開始パルスが生成されて
から少なくとも１フレーム期間が経過した後の前記転送開始パルスに基づいて前記レベル
シフタへ前記第２電圧の給電を開始するように制御する制御回路と、
　を備えることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記データ線、前記走査線、前記スイッチング素子、及び前記画素電極が形成された素
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子基板と、
　対向電極が形成された対向基板と、
　前記素子基板と前記対向電極と間隙に電気光学材料を備え、
　前記制御回路は、前記第２電圧を前記対向電極に供給するように制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記第２電圧は前記第１電圧より高電圧と低電圧とを含み、
　前記対向電極に対して、前記第２電圧の前記高電位と前記低電位とのうち少なくとも一
方を、所定周期で交互に供給することを特徴とする請求項２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載した電気光学装置を備えたことを特徴とする
電子機器。
【請求項５】
　複数のデータ線、複数の走査線、及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設
けられた複数のスイッチング素子と、各スイッチング素子に接続される複数の画素電極と
、前記各走査線を駆動する各走査信号を順次出力する走査線駆動回路と、第１電圧を給電
する第１電源回路と、前記第１電圧よりも高電位の第２電圧を給電する第２電源回路と、
１フレームの先頭でアクティブとなる転送開始パルスを１フレーム毎に生成するタイミン
グ発生回路と、前記第１電圧を受けて前記転送開始パルスを順次シフトするシフトレジス
タと、前記第２電圧を受けて前記シフトレジスタの出力信号のレベルを変換して前記各走
査信号を出力するレベルシフタとを備えた電気光学装置の電源制御方法であって、
　前記第１電圧の給電を開始した後、リセット信号を供給して前記タイミング発生手段を
初期化し、前記初期化後に最初の前記転送開始パルスが生成されてから少なくとも１フレ
ーム期間が経過した後の前記転送開始パルスに基づいて前記第２電圧の給電を開始するよ
うに制御することを特徴とする電気光学装置の電源制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学装置、電子機器、及び電気光学装置の電源制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置、例えば、電気光学材料として液晶を用いた液晶表示装置は、陰極線管（ＣＲ
Ｔ）に代わるディスプレイデバイスとして、各種情報処理機器の表示部や液晶テレビなど
に広く用いられている。
【０００３】
　液晶表示装置は、液晶パネルと周辺回路を備える。液晶パネルには、マトリクス状に配
列した画素電極と、この画素電極に接続されたＴＦＴ（Thin Film Transistor：薄膜トラ
ンジスタ）のようなスイッチング素子などが設けられた素子基板と、画素電極に対向する
対向電極が形成された対向基板と、これら両基板との間に充填された電気光学材料たる液
晶とを備える。画素は、スイッチング素子、画素電極、電気光学材料及び対向電極によっ
て構成され、マトリクス状に配置される。また、液晶パネルには、走査線駆動回路が形成
され、走査線は走査線駆動回路から順次出力される各走査信号に応じて選択される。
【０００４】
　液晶表示装置において、周辺回路のロジック系の電源と液晶パネルへ給電されるＬＣＤ
系の電源とは、別系統で設けられている。そして、ロジック系の電源を投入した後、ＬＣ
Ｄ系の電源を投入する技術が知られている（例えば、特許文献１）。また、液晶パネルの
インタフェースである受信回路の動作が安定した後、ＬＣＤ系の電源を投入する技術も公
知である（例えば、特許文献２）。
【０００５】
【特許文献１】特開平７－１０４７１１号公報
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【特許文献２】特開２００１－１００１７５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、走査線駆動回路には、シフトレジスタとレベルシフタとを備えるものがある
。レベルシフタは、シフトレジスタによって転送されたパルスを大振幅に変換して走査信
号として出力する。この場合、シフトレジスタとレベルシフタは別系統の電源によって動
作する。つまり、液晶パネルには複数系統の電源が供給される。
【０００７】
　しかしながら、従来の液晶表示装置においては、液晶パネルに供給する電源を一つの系
統とみなして、それら全体をオン・オフするといった制御がなされている。このため、起
動時の電流量が大きくなるといった問題があった。また、液晶パネルに電源が投入された
時点で、走査線駆動回路のシフトレジスタの各段において、各出力信号がアクティブにな
るか非アクティブになるかは、シフトレジスタを構成するトランジスタのゲート電位に依
存するため、一意に定まる分けではない。このため、電源投入時に複数の走査線が選択さ
れることもあるので、起動時の画面が乱れるといった問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、起動時の電流を低減し、且つ、起動時の表示画像の乱れを防止する
電気光学装置、電子機器、及び電気光学装置の電源制御方法を提供することを解決課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するため、本発明に係る電気光学装置は、複数のデータ線、複数の
走査線、及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設けられた複数のスイッチン
グ素子と、各スイッチング素子に接続される複数の画素電極と、前記各走査線を駆動する
各走査信号を順次出力する走査線駆動回路を備えたものであって、前記走査線駆動回路は
、第１電源の給電を受けて転送開始パルスを順次シフトするシフトレジスタと、第２電源
の給電を受けて前記シフトレジスタの出力信号のレベルを変換して前記各走査信号を出力
するレベルシフタとを備え、前記第１電源と前記第２電源とを生成する電源手段と、前記
第１電源を立ち上げた後、前記第２電源を立ち上げるように前記電源手段を制御する制御
手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　この発明によれば、走査線駆動回路のシフトレジスタに第１電源を投入した後に、レベ
ルシフタに第２電源を投入することができる。このため、シフトレジスタとレベルシフタ
とは段階的に起動するから、起動時における電流を低減することが可能となる。また、走
査信号はレベルシフタから出力されるが、シフトレジスタが正常に動作するまでの期間は
、レベルシフタを動作させても異常な走査信号が出力される可能性がある。従って、制御
手段は、第１電源の立ち上げからシフトレジスタが正常の動作するまでの所定の期間が経
過した後、第２電源を立ち上げるように電源手段を制御することが好ましい。
【００１１】
　上述した電気光学装置において、前記第２電源の電圧は、前記第１電源の電圧よりも高
電圧であることが好ましい。これにより、スイッチング素子のオン・オフが制御できるよ
うに走査線を大振幅で駆動することが可能となり、且つ、シフトレジスタの消費電流を低
減することが可能となる。
【００１２】
　上述した電気光学装置において、前記制御手段は、前記第１電源を立ち上げてから少な
くとも１フレーム期間が経過した後に前記第２電源を立ち上げるように前記電源手段を制
御することが好ましい。起動時において、シフトレジスタの各段から出力される信号の論
理レベルはシフトレジスタを構成するトランジスタのゲート電位に依存するため、一意に
定まる分けではない。従って、シフトレジスタとレベルシフタの電源を同時に立ち上げる
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と、複数の走査線が同時に選択され、大電流が流れるとともに異常な画面が表示されてし
まう。一方、１フレーム期間の経過によってシフトレジスタは正常に初期化される。この
発明によれば、第１電源の投入から少なくとも１フレーム期間が経過した後に第２電源が
投入されるので、起動時における画面の異常を防止し、且つ、電流を低減することができ
る。これにより、電気光学パネル及び電源手段の負荷を軽減することができる。
【００１３】
　より具体的には、上述した電気光学装置において、前記転送開始パルスを前記１フレー
ム期間毎に生成するタイミング発生手段を備え、前記制御手段は、前記第１電源を立ち上
げた後に、前記転送開始パルスを生成する処理を初期化するように前記タイミング発生手
段を制御し、初期化後に最初の前記転送開始パルスが生成されてから少なくとも次の前記
転送開始パルスが生成された後に前記第２電源を立ち上げるように前記電源手段を制御す
ることが好ましい。
【００１４】
　また、上述した電気光学装置において、前記データ線、前記走査線、前記スイッチング
素子、及び前記画素電極が形成された素子基板と、対向電極が形成された対向基板と、前
記素子基板と前記対向電極と間隙に電気光学材料を備え、前記電源手段は、前記対向電極
に対向電極電位を供給し、前記制御手段は、電源手段は、前記対向電極電位を前記第２電
源の立ち上げと同時に供給するように前記電源手段を制御することが好ましい。電気光学
装置における階調表示は、電気光学材料（例えば、液晶）に印加される電圧によって定ま
ることがある。この場合には、対向電極に何らかの電位を与えて、電気光学材料に電圧を
印加する必要がある。しかしながら、走査線が選択されるまでは、対向電極に対向電極電
位を引加する必要がない。この発明によれば、第２電源の立ち上げと同時に対向電極電位
を立ち上げるので、画像表示の準備が整ってから対向電極電位を供給することができる。
特に、ノーマリーブラックモードで動作する場合は、第２電源の立ち上げ前に対向電極を
フローティングすることによって画面を暗くし、第２電源の立ち上げと同時に画像を正常
に表示することが可能となる。
【００１５】
　上述した電気光学装置において、前記第２電源は高電位と低電位とを含み、前記電源手
段は、前記対向電極電位を所定周期で交流化駆動すると共に、前記第２電源の前記高電位
と前記低電位とのうち少なくとも一方を、前記所定周期に同期して交流化駆動することが
好ましい。走査線と対向電極との間には寄生容量が存在する。このため、走査線は容量性
の負荷である。対向電極電位を交流化駆動する場合には、第２電源の高電位と低電位のう
ち、走査線を非選択状態にする電位を対向電極と同期して動作させることによって、走査
線駆動回路の消費電流を低減することが可能となる。
【００１６】
　次に、本発明に係る電子機器は、上述した電気光学装置を備えることを特徴とし、例え
ば、液晶プロジェクタ、パーソナルコンピュータ、携帯電話、電子カメラ、ＰＤＡ等が該
当する。
【００１７】
　次に、本発明に係る電気光学装置の電源制御方法は、複数のデータ線、複数の走査線、
及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設けられた複数のスイッチング素子と
、各スイッチング素子に接続される複数の画素電極と、前記各走査線を駆動する各走査信
号を順次出力する走査線駆動回路とを備え、前記走査線駆動回路は、第１電源の給電を受
けて転送開始パルスを順次シフトするシフトレジスタと、第２電源の給電を受けて前記シ
フトレジスタの出力信号のレベルを変換して前記各走査信号を出力するレベルシフタとを
備えた電気光学装置を前提とし、前記第１電源を立ち上げた後、前記第２電源を立ち上げ
ることを特徴とする。特に、前記第１電源を立ち上げてから少なくとも１フレーム期間が
経過した後に前記第２電源を立ち上げることが、異常画面の表示防止及び起動時の電流低
減の観点から好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明に係わる実施形態を説明する。なお、本実施形態では、
電気光学材料として液晶を用いた液晶パネルを電気光学パネルの一例とし、液晶パネルを
用いた液晶表示装置を電気光学装置の一例として説明する。
【００１９】
　＜１．液晶表示装置の全体構成＞
　図１に液晶表示装置の全体構成を示す。この図に示すように液晶表示装置は、マイコン
１０、システム電源回路２０、駆動用電源回路３０、メインスイッチＳＷ、データ線駆動
回路２００、及び液晶パネルＡＡを備える。マイコン１０は、液晶表示装置の全体を制御
する制御手段として機能する。使用者がメインスイッチＳＷを操作すると、メインスイッ
チＳＷは操作に応じた信号を出力する。システム電源回路２０は、この信号に応じて起動
して、マイコン１０及び駆動用電源回路３０にシステム電源ＶＳを供給する。システム電
源ＶＳが立ち上がると、マイコン１０は、これを検知して、電源起動シーケンスを実行す
る。
【００２０】
　駆動用電源回路３０は、マイコン１０の制御の下に、各種の電源電圧を出力する。駆動
用電源回路３０が出力する電源電圧には、以下のものがある。高電圧電源ＶＨＨＸＹ及び
低電圧電源ＶＬＬＸＹは、走査線駆動回路１００のレベルシフタに供給される。高電圧電
源ＶＨＨＸＹは例えば８Ｖであり、低電圧電源ＶＬＬＸＹは例えば０Ｖである。ロジック
電源ＶＤＤＸＹは走査線駆動回路１００のシフトレジスタに供給される。ロジック電源Ｖ
ＤＤＸＹは例えば４．８Ｖである。インターフェース用電源ＶＣＣは、走査線駆動回路１
００及びデータ線駆動回路２００のインターフェースに用いられ、例えば、３Ｖである。
また、アナログ電源ＶＤＤＨＳは、データ線駆動回路２００のＤＡ変換器に供給され、例
えば、４．８Ｖである。階調基準電源Ｖ０及びＶ１５は、ＤＡ変換器において各諧調に応
じた基準電圧を生成する基準電圧生成回路に用いられる。ロジック電源ＶＤＤは、データ
線駆動回路２００の論理回路に供給され、例えば、２．５Ｖである。対向電極電位ＬＣＣ
ＯＭは、後述する液晶パネルＡＡの対向電極に供給される。対応電極電位ＬＣＣＯＭは、
一定の電位であってもよいし、あるいは、所定周期で高電位と低電位とに交流化されてい
てもよい。交流化する場合の高電位は例えば４．６Ｖであり、低電位は例えば０Ｖである
。
【００２１】
　液晶パネルＡＡは、走査線駆動回路１００と画像表示領域Ａを備える。図２に画像表示
領域Ａの詳細な構成を示す。画像表示領域Ａには、ｍ（ｍは２以上の自然数）本の走査線
２が、Ｘ方向に沿って平行に配列して形成される一方、ｎ（ｎは２以上の自然数）本のデ
ータ線３が、Ｙ方向に沿って平行に配列して形成されている。そして、走査線２とデータ
線３との交差付近においては、ＴＦＴ５０のゲートが走査線２に接続される一方、ＴＦＴ
５０のソースがデータ線３に接続されるとともに、ＴＦＴ５０のドレインが画素電極６に
接続される。そして、各画素は、画素電極６と、対向基板に形成される対向電極（後述す
る）と、これら両電極間に挟持された液晶とによって構成される。この結果、走査線２と
データ線３との各交差に対応して、画素はマトリクス状に配列されることとなる。
【００２２】
　また、ＴＦＴ５０のゲートが接続される各走査線２には、走査信号Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙ
ｍが、パルス的に線順次で印加されるようになっている。このため、ある走査線２に走査
信号が供給されると、当該走査線に接続されるＴＦＴ５０がオンするので、データ線３か
ら所定のタイミングで供給されるデータ線信号Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｎは、対応する画素に
順番に書き込まれた後、所定の期間保持されることとなる。
【００２３】
　各画素に印加される電位レベルに応じて液晶分子の配向や秩序が変化するので、光変調
による階調表示が可能となる。例えば、液晶を通過する光量は、ノーマリーホワイトモー
ドであれば、印加電位が高くなるにつれて制限される一方、ノーマリーブラックモードで
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あれば、印加電位が高くなるにつれて緩和されるので、液晶表示装置全体では、画像信号
に応じたコントラストを持つ光が各画素毎に出射される。このため、所定の表示が可能と
なる。
【００２４】
　図３に走査線駆動回路１００の詳細な構成を示す。この図に示すように走査線駆動回路
１００は、Ｙシフトレジスタ１０２及びレベルシフタ１０３を備える。Ｙシフトレジスタ
１０２には、ロジック電源ＶＤＤＸＹが供給さる一方、レベルシフタ１０３には、高電圧
電源ＶＨＨＸＹおよび低電圧電源ＶＬＬＸＹが供給される。すなわち、走査線駆動回路１
００は、複数系統の電源によって駆動される。なお、Ｙシフトレジスタ１０２の低電位側
の電源は、低電圧電源ＶＬＬＸＹと兼用してもよい。
【００２５】
　Ｙ転送開始パルスＤＹ、Ｙクロック信号ＹＣＫおよび反転Ｙクロック信号ＹＣＫＢはＹ
シフトレジスタ１０２に供給される。Ｙシフトレジスタ１０２は、Ｙクロック信号ＹＣＫ
および反転Ｙクロック信号ＹＣＫＢに同期して、Ｙ転送開始パルスＤＹを順次転送して信
号ｙ１、ｙ２、…、ｙｍを出力する。
【００２６】
　レベルシフタ１０３は信号振幅を変換する。レベルシフタ１０３によって、信号ｙ１、
ｙ２、…、ｙｍの信号振幅は、ＶＨＨＸＹ－ＶＬＬＸＹに変換される。レベルシフタ１０
３の各出力信号は、走査信号Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙｍとして各走査線２に出力される。
【００２７】
　説明を図１に戻す。データ線駆動回路２００は、画像データをデジタル信号からアナロ
グ信号へ変換する複数のＤＡ変換器ＤＡＣと基準電圧発生回路とを備える。１個のＤＡ変
換器ＤＡＣが１本のデータ線に対応している。一方、基準電圧発生回路は、複数のＤＡ変
換器ＤＡＣに共通している。なお、所定本数のデータ線３に対応してデータ線駆動回路２
００を複数設けるようにしてもよい。
【００２８】
　次に、タイミング発生回路３００は、マイコン１０から供給されるリセット信号Ｒによ
って初期化される。タイミング発生回路３００は、入力画像データに同期してＹクロック
信号ＹＣＫ、反転Ｙクロック信号ＹＣＫＢ、及びＹ転送開始パルスＤＹ等の制御信号を生
成すると共に、図示せぬ画像処理回路を制御する各種のタイミング信号を生成し、これを
出力する。Ｙクロック信号ＹＣＫは、走査線２を選択する期間を特定し、反転Ｙクロック
信号ＹＣＫＢはＹクロック信号ＹＣＫの論理レベルを反転したものである。また、Ｙ転送
開始パルスＤＹは、１フレームの先頭でアクティブとなるパルスであって、その周期はフ
レーム周期と一致する。
【００２９】
　＜２．液晶表示装置の電源起動シーケンス＞
　次に、液晶表示装置の電源起動シーケンスについて説明する。図４は、マイコン１０の
制御によって実行される電源起動シーケンスのタイミングチャートである。まず、時刻ｔ
１において、システム電源ＶＳが立ち上がると、マイコン１０が起動する。マイコン１０
は、時刻ｔ２において、ロジック電源ＶＤＤ及びＶＤＤＸＹ、インターフェース用電源Ｖ
ＣＣ、アナログ電源ＶＤＤＨＳ、並びに階調基準電源Ｖ０及びＶ１５を立ち上げるように
駆動用電源回路３０を制御する。このうち、ロジック電源ＶＤＤＸＹは、走査線駆動回路
１００のＹシフトレジスタ１０２に供給される。即ち、走査線駆動回路１００においては
、まず、レベルシフタ１０３に先立ってシフトレジスタ１０２が起動される。また、時刻
ｔ２のタイミングでタイミング発生回路３００のロジック電源も同時に投入され、Ｙクロ
ック信号ＹＣＫ及び反転Ｙクロック信号ＹＣＫＢがＹシフトレジスタ１０２に供給される
。
【００３０】
　そして、時刻ｔ３に至ると、マイコン１０はリセット信号Ｒをアクティブにして、タイ
ミング発生回路３００を初期化する。この後、時刻ｔ４において、タイミング発生回路３
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００からＹ転送開始パルスＤＹが走査線駆動回路１００のＹシフトレジスタ１０２に供給
される。Ｙシフトレジスタ１０２のロジック電源ＶＤＤＸＹは、時刻ｔ２のタイミングで
立ち上がるが、このとき、Ｙシフトレジスタ１０２を構成する複数の単位シフトレジスタ
の各出力信号がハイレベルとなるかローレベルとなるかは、確率に左右される。しかしな
がら、時刻ｔ４においてＹ転送開始パルスＤＹが供給され、このパルスがＹシフトレジス
タ１０２によって順次転送され、最終段の単位シフトレジスタから出力されると、ロジッ
ク電源ＶＤＤＸＹの立ち上り時における異常は解消される。時刻ｔ４において最初に入力
されたＹ転送開始パルスＤＹは、時刻ｔ４から１フレーム期間１ｔｖが経過した時刻ｔ５
において、最終段の単位シフトレジスタから既に出力されている。
【００３１】
　そこで、本実施形態においては、２番目のＹ転送開始パルスＤＹがアクティブとなる時
刻ｔ５において、高電圧電源ＶＨＨＸＹ、低電圧電源ＶＬＬＸＹ及び対向電極電位ＬＣＣ
ＯＭを立ち上げている。即ち、Ｙシフトレジスタ１０２のロジック電源ＶＤＤＸＹを立ち
上げてから少なくとも１フレーム期間が経過した後、レベルシフタ１０３の高電圧電源Ｖ
ＨＨＸＹ及び低電圧電源ＶＬＬＸＹが立ち上がる。なお、マイコン１０は、２番目のＹ転
送開始パルスＤＹを検知して、高電圧電源ＶＨＨＸＹ及び低電圧電源ＶＬＬＸＹを立ち上
げてもよい。
【００３２】
　これにより、Ｙシフトレジスタ１０２の起動時の異常が解消された後に、レベルシフタ
１０３が動作して、走査線２が選択されるようになる。このため、ユーザーがメインスイ
ッチＳＷを操作した直後に異常な画面が表示されることを防止することができる。
【００３３】
　走査線２は寄生容量を有するので容量性の負荷である。従って、レベルシフタ１０３は
走査信号をアクティブにするとき、寄生容量に電荷を書き込むことになる。本実施形態に
よれば、レベルシフタ１０３の動作が遅れるので、走査線２を同時に２本以上選択するこ
とがない。従って、起動時の過電流を防止することができる。また、ロジック系の電源と
実駆動系の電源を段階的に立ち上げるので、過電流を防止することができる。このように
起動時の電流を低減することによって、液晶パネルＡＡ及び駆動用電源回路３０の負荷を
軽減することができる。
【００３４】
　＜３．液晶パネルの機械的構成＞
　次に、液晶パネルＡＡの機械的構成について図５及び図６を参照して説明する。ここで
、図４は、液晶パネルＡＡの構成を示す斜視図であり、図６は、図５におけるＺ－Ｚ’線
断面図である。
【００３５】
　これらの図に示されるように、液晶パネルＡＡは、画素電極６等が形成されたガラスや
半導体等の素子基板１５１と、対向電極１５８等が形成されたガラス等の透明な対向基板
１５２とを、スペーサ１５３が混入されたシール材１５４によって一定の間隙を保って、
互いに電極形成面が対向するように貼り合わせるとともに、この間隙に電気光学材料とし
ての液晶１５５を封入した構造となっている。なお、シール材１５４は、対向基板１５２
の基板周辺に沿って形成されるが、液晶１５５を封入するために一部が開口している。こ
のため、液晶１５５の封入後に、その開口部分が封止材１５６によって封止されている。
【００３６】
　ここで、素子基板１５１の対向面であって、シール材１５４の外側一辺においては、走
査線駆動回路１００が形成されて、Ｘ方向に延在するデータ線３を駆動する構成となって
いる。また、この一辺に隣接する一辺には、複数の入力端子１５７が形成され、走査線駆
動回路１００に駆動信号が供給されると共に、データ線３に画像信号がデータ線信号とし
て供給される構成となっている。
【００３７】
　対向基板１５２の対向電極１５８は、素子基板１５１との貼合部分における４隅のうち
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、少なくとも１箇所において設けられた導通材によって、素子基板１５１との電気的導通
が図られている。対向電極１５８には対向電極電位ＬＣＣＯＭが供給される。ほかに、対
向基板１５２には、液晶パネルＡＡの用途に応じて、例えば、第１に、ストライプ状や、
モザイク状、トライアングル状等に配列したカラーフィルタが設けられ、第２に、例えば
、クロムやニッケルなどの金属材料や、カーボンやチタンなどをフォトレジストに分散し
た樹脂ブラックなどのブラックマトリクスが設けられ、第３に、液晶パネルＡＡに光を照
射するバックライトが設けられる。特に色光変調の用途の場合には、カラーフィルタは形
成されずにブラックマトリクスが対向基板１５２に設けられる。
【００３８】
　くわえて、素子基板１５１および対向基板１５２の対向面には、それぞれ所定の方向に
ラビング処理された配向膜などが設けられる一方、その各背面側には配向方向に応じた偏
光板（図示省略）がそれぞれ設けられる。ただし、液晶１５５として、高分子中に微小粒
として分散させた高分子分散型液晶を用いれば、前述の配向膜、偏光板等が不要となる結
果、光利用効率が高まるので、高輝度化や低消費電力化などの点において有利である。
【００３９】
　＜３．応用例＞
　＜３－１：対向電極電位ＬＣＣＯＭの交流化駆動＞
　上述した実施形態においては、対向電極電位ＬＣＣＯＭを一定電位として説明したが、
対向電極電位ＬＣＣＯＭを交流化駆動してもよい。この場合、対向電極１５８と走査線２
との間に発生する寄生容量は、駆動用電源回路３０から見て負荷として作用する。走査信
号Ｙ１～Ｙｍは、ハイレベル（ＶＨＨＸＹ）でアクティブとなり、ローレベル（ＶＬＬＸ
Ｙ）で非アクティブとなる。ここで、非選択状態にある走査線２の電位を対向電極電位Ｌ
ＣＣＯＭの交流化駆動に同期させて変化させれば、当該走査線２の寄生容量の電荷はない
ので、消費電流を低減させることができる。そこで、低電圧電源ＶＬＬＸＹの電位を対向
電極電位ＬＣＣＯＭに同期して変化させてもよい。この場合、低電圧電源ＶＬＬＸＹの電
位変化幅は、対向電極電位ＬＣＣＯＭの電位変化幅と一致させればよい。また、走査信号
Ｙ１～Ｙｍがローレベルデアクティブとなる場合には、高電圧電源ＶＨＨＸＹの電位を対
向電極電位ＬＣＣＯＭの交流化駆動に同期させて変化させればよい。
【００４０】
　＜３－２：電気光学装置の他の例＞
　また、上述した実施の形態にあっては、画素のスイッチング素子を、ＴＦＴで代表され
る３端子素子として説明したが、ダイオード等の２端子素子で構成しても良い。ただし、
画素のスイッチング素子として２端子素子を用いる場合には、走査線２を一方の基板に形
成し、データ線３を他方の基板に形成するとともに、２端子素子を、走査線２またはデー
タ線３のいずれか一方と、画素電極との間に形成する必要がある。この場合、画素は、走
査線２とデータ線３との間に直列接続された二端子素子と、液晶とから構成されることと
なる。
【００４１】
　また、本発明は、アクティブマトリクス型液晶表示装置として説明したが、これに限ら
れず、ＳＴＮ（Super Twisted Nematic）液晶などを用いたパッシブ型にも適用可能であ
る。さらに、電気光学材料としては、液晶のほかに、エレクトロルミネッセンス素子など
を用いて、その電気光学効果により表示を行う表示装置にも適用可能である。また、電気
光学装置には、電子ペーパー等の電気泳動装置、電子放出素子（Field  Emission  Displ
ay及びSurface-Conduction  Electron-Emitter  Display）等を用いた装置も含まれる。
すなわち、本発明は、上述した液晶装置と類似の構成を有するすべての電気光学装置に適
用可能である。
【００４２】
　＜３－３：電子機器＞
　次に、上述した液晶表示装置を各種の電子機器に適用される場合について説明する。
　＜３－３－１：プロジェクタ＞
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　まず、この液晶装置をライトバルブとして用いたプロジェクタについて説明する。図７
は、プロジェクタの構成例を示す平面図である。
【００４３】
　この図に示されるように、プロジェクタ１１００内部には、ハロゲンランプ等の白色光
源からなるランプユニット１１０２が設けられている。このランプユニット１１０２から
射出された投射光は、ライトガイド１１０４内に配置された４枚のミラー１１０６および
２枚のダイクロイックミラー１１０８によってＲＧＢの３原色に分離され、各原色に対応
するライトバルブとしての液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂおよび１１１０Ｇに入射さ
れる。
【００４４】
　液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂおよび１１１０Ｇの構成は、上述した液晶パネルＡ
Ａと同等であり、画像信号処理回路（図示省略）から供給されるＲ、Ｇ、Ｂの原色信号で
それぞれ駆動されるものである。そして、これらの液晶パネルによって変調された光は、
ダイクロイックプリズム１１１２に３方向から入射される。このダイクロイックプリズム
１１１２においては、ＲおよびＢの光が９０度に屈折する一方、Ｇの光が直進する。した
がって、各色の画像が合成される結果、投射レンズ１１１４を介して、スクリーン等にカ
ラー画像が投写されることとなる。
【００４５】
　ここで、各液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂおよび１１１０Ｇによる表示像について
着目すると、液晶パネル１１１０Ｇによる表示像は、液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂ
による表示像に対して左右反転することが必要となる。
　なお、液晶パネル１１１０Ｒ、１１１０Ｂおよび１１１０Ｇには、ダイクロイックミラ
ー１１０８によって、Ｒ、Ｇ、Ｂの各原色に対応する光が入射するので、カラーフィルタ
を設ける必要はない。
【００４６】
　＜３－５－２：モバイル型コンピュータ＞
　次に、この液晶パネルＡＡを、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用した例につ
いて説明する。図８は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。図にお
いて、コンピュータ１２００は、キーボード１２０２を備えた本体部１２０４と、液晶表
示ユニット１２０６とから構成されている。この液晶表示ユニット１２０６は、先に述べ
た液晶パネル１００５の背面にバックライトを付加することにより構成されている。
【００４７】
　＜３－５－３：携帯電話＞
　さらに、この液晶パネルＡＡを、携帯電話に適用した例について説明する。図９は、こ
の携帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話１３００は、複数の操作ボ
タン１３０２とともに、反射型の液晶パネル１００５を備えるものである。この反射型の
液晶パネル１００５にあっては、必要に応じてその前面にフロントライトが設けられる。
【００４８】
　なお、図７～図９を参照して説明した電子機器の他にも、液晶テレビや、ビューファイ
ンダ型、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、ＰＯＳ端末、タッ
チパネルを備えた装置等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器に適用可能な
のは言うまでもない。パネル板は、電気光学材料として液晶の替わりに有機ＬＥＤを用い
たもの、プラズマを用いたもの、無機エレクトロルミネッセンス素子を用いたものであっ
てもよい。さらに、電子ペーパー等の電気泳動パネルにも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】画像表示領域Ａの電気的構成を示すブロック図である。
【図３】走査線駆動回路１００の詳細な構成を示すブロック図である。
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【図４】マイコン１０の制御によって実行される電源起動シーケンスのタイミングチャー
トである。
【図５】液晶パネルＡＡの機械的構成を示す斜視図である。
【図６】図５におけるＺ－Ｚ’線断面図である。
【図７】同液晶表示装置を適用した電子機器の一例たるビデオプロジェクタの断面図であ
る。
【図８】同液晶表示装置を適用した電子機器の一例たるパーソナルコンピュータの構成を
示す斜視図である。
【図９】同液晶表示装置を適用した電子機器の一例たる携帯電話の構成を示す斜視図であ
る。
【符号の説明】
【００５０】
　２…走査線、３…データ線、１０…マイコン、３０…駆動用電源、１００…走査線駆動
回路、２００…データ線駆動回路、ＡＡ…液晶パネル、ＶＤＤＸＹ…ロジック電源（第１
電源）、ＶＬＬＸＹ…低電圧電源（第２電源）、ＶＨＨＸＹ…高電圧電源（第１電源）。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図９】
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