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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数行の走査線と複数列のデータ線との交差に対応して設けられ、対応する走査線が選
択されたときに、対応するデータ線に供給されたデータ信号を保持する複数の画素と、
　少なくとも異なる３色の光を色毎に各画素に照射する光源と
　を有する電気光学装置の駆動方法であって、
　垂直走査期間を、色毎のフィールドに分けるとともに、さらに各フィールドを第１サブ
フィールドおよび第２サブフィールドに分け、
　いずれかの色に対応する一のフィールド内の第１サブフィールドでは、
前記光源に対し、光の照射を停止させ、
　一の走査線と、当該走査線に隣接する１行以上の走査線とを、略同時に、所定の順番で
選択するとともに、
　各選択時では、選択した複数行の走査線のうち、前記一の走査線の画素に対応するデー
タ信号であって、前記一のフィールドに対応する色の階調を指定するデータ信号を、当該
画素にデータ線を介して供給し、
　前記第１サブフィールドに続く第２サブフィールドでは、
　前記光源に対し、対応する色の光を照射するように制御し、
　第１サブフィールドで選択された走査線のうち、一の走査線以外の走査線を、所定の順
番で選択するとともに、
　各選択時では、選択した走査線の画素に対応するデータ信号であって、前記一のフィー
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ルドに対応する色の階調を指定するデータ信号を、当該画素にデータ線を介して供給する
　ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２】
　前記第１サブフィールドにて、奇数行または偶数行の走査線の一方と、その一方の走査
線に隣接する走査線とを略同時に所定の順番で選択し、
　前記第２サブフィールドにて、奇数行または偶数行の走査線の他方を所定の順番で選択
する
　ことを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項３】
　第１サブフィールドで奇数行の走査線を所定の順番で選択し、第２サブフィールドで偶
数行の走査線を所定の順番で選択する垂直走査期間と、
　第１サブフィールドで偶数行の走査線を所定の順番で選択し、第２サブフィールドで奇
数行の走査線を所定の順番で選択する垂直走査期間と
　を、一定の周期で繰り返す
　ことを特徴とする請求項２に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項４】
　垂直走査期間が、色毎のフィールドに分けられるとともに、さらに各フィールドが第１
サブフィールドおよび第２サブフィールドに分けられて駆動され、
　複数行の走査線と複数列のデータ線との交差に対応して設けられ、対応する走査線が選
択されたときに、対応するデータ線に供給されたデータ信号を保持する画素と、
　少なくとも異なる３色の光を色毎に各画素に照射する光源と、
前記光源に対し、いずれかの色に対応するフィールドの第１サブフィールドでは、光の照
射を停止させる一方、前記第１サブフィールドに続く第２サブフィールドでは、対応する
色の光を照射するように制御する制御回路と、
　いずれかの色に対応する前記フィールドの第１サブフィールドでは、一の走査線と、当
該走査線に隣接する１行以上の走査線とを、略同時に、所定の順番で選択し、
　前記第１サブフィールドに続く第２サブフィールドでは、前記一の走査線以外の走査線
を所定の順番で選択する走査線駆動回路と、
　いずれかの色に対応する前記フィールドの第１サブフィールドにおいて、前記一の走査
線と、当該走査線に隣接する１行以上の走査線とが選択されたとき、前記一の走査線の画
素に対応するデータ信号であって、前記フィールドに対応する色の階調を指定するデータ
信号を、前記画素にデータ線を介して供給し、
　前記第１サブフィールドに続く第２サブフィールドにおいて、前記一の走査線以外の走
査線が選択されたとき、当該選択された走査線の画素に対応するデータ信号であって、前
記フィールドに対応する色の階調を指定するデータ信号を、前記画素にデータ線を介して
供給するデータ線駆動回路と
　を有することを特徴とする電気光学装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の電気光学装置を有することを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、いわゆるフィールドシーケンシャル方式で駆動される電気光学装置、その駆
動方法および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、フィールドシーケンシャル方式では、図７に示されるように、１つのカラー画
像を形成する１垂直走査期間（１フレーム）が、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３色の
画像を表示する連続した３つのフィールドで構成され、さらに、これらの各フィールドは
それぞれ、画素行を順次選択する走査期間と、当該走査期間後の帰線期間とからなってい
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る。そして、Ｒのフィールドの走査期間に、複数の画素行を１行毎に順次選択して各画素
にＲ成分の画像データを書き込み、その後の帰線期間において赤色光を出射させ、Ｇのフ
ィールドの走査期間に、複数の画素行を１行毎に順次選択して各画素にＧ成分の画像デー
タを書き込み、その後の帰線期間において緑色光を出射させ、Ｂのフィールドの走査期間
に、複数の画素行を１行毎に順次選択して各画素にＢ成分の画像データを書き込み、その
後の帰線期間において青色光を出射させる。これにより、赤、緑、青の各原色画像が順次
表示されて、これらの原色画像が重なってフルカラー画像として表示される。このような
フィールドシーケンシャル方式では、表示素子にカラーフィルタを設けなくて済ので、明
るい表示が可能となる上、表示素子をＲＧＢに３分割しなくて済むので、高精細化が容易
となる。
【０００３】
　ところで、フィールドシーケンシャル方式において、より明るい表示とするには、光の
出射時間を長くとる、または、光の輝度を高くする必要がある。光の出射時間を長くとる
ためには、帰線期間を長くすれば良いが、そうすると、フレーム期間が長くなる（フレー
ム周波数が低くなる）ので、表示のちらつきが目立ち始める。一方、光の輝度を高くする
と、高性能の光源が必要となるので、コスト高を招くだけでなく、消費電力も増大する。
　そこで、複数の画素行毎に区分領域化するとともに、区分領域毎に光源を設けて、画像
データの書き込みが完了した区分領域から順番に光を照射する技術が提案されている（特
許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－２２１７０２号公報（図２参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記技術では、光源が区分領域毎に設けられるので、光源同士で輝度差
があると、区分領域の境が視認されてしまうだけでなく、光源を区分領域毎に個別に制御
しなければならないので、その制御が複雑化する、という問題があった。
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、明るい表示
が可能であって、光源の制御が複雑化させないで済む電気光学装置、その駆動方法および
電子式を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は、複数行の走査線と複数列のデータ線との交差に
対応して設けられ、対応する走査線が選択されたときに、対応するデータ線に供給された
データ信号を保持する複数の画素と、少なくとも異なる３色の光を色毎に各画素に照射す
る光源とを有する電気光学装置の駆動方法であって、垂直走査期間を、色毎のフィールド
に分けるとともに、さらに各フィールドを第１サブフィールドおよび第２サブフィールド
に分け、いずれかの色に対応する一のフィールド内の第１サブフィールドでは、前記光源
に対し、光の照射を停止させ、一の走査線と、当該走査線に隣接する１行以上の走査線と
を、略同時に、所定の順番で選択するとともに、各選択時では、選択した複数行の走査線
のうち、前記一の走査線の画素に対応するデータ信号であって、前記一のフィールドに対
応する色の階調を指定するデータ信号を、当該画素にデータ線を介して供給し、前記第１
サブフィールドに続く第２サブフィールドでは、前記光源に対し、対応する色の光を照射
するように制御し、第１サブフィールドで選択された走査線のうち、一の走査線以外の走
査線を、所定の順番で選択するとともに、各選択時では、選択した走査線の画素に対応す
るデータ信号であって、前記一のフィールドに対応する色の階調を指定するデータ信号を
、当該画素にデータ線を介して供給することを特徴とする。この方法によれば、第１サブ
フィールドでは、走査線が複数行同時に選択されるので、１行ずつの選択より短期間で書
き込みが完了し、このため、１垂直走査期間が一定でも、その分、光が照射される第２サ
ブフィールドの期間が確保できる。したがって、明るい表示が可能であるとともに、第１
サブフィールドで書き込みがなされなかった画素行については、第２サブフィールドにお
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いて書き込みがなされるので、表示の粗さが目立つこともない。
【０００６】
　この方法において、前記第１サブフィールドにて、奇数行または偶数行の走査線の一方
と、その一方の走査線に隣接する走査線とを略同時に所定の順番で選択し、前記第２サブ
フィールドにて、奇数行または偶数行の走査線の他方を所定の順番で選択することが好ま
しく、またこの場合において、第１サブフィールドで奇数行の走査線を所定の順番で選択
し、第２サブフィールドで偶数行の走査線を所定の順番で選択する垂直走査期間と、第１
サブフィールドで偶数行の走査線を所定の順番で選択し、第２サブフィールドで奇数行の
走査線を所定の順番で選択する垂直走査期間とを、一定の周期で繰り返すことも好ましい
。
　なお、本発明は、電気光学装置の駆動方法だけでなく、電気光学装置としても、また、
電子機器としても概念することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図１は、本実施形態に係る
電気光学装置１０の構成を示すブロック図である。
　図に示されるように、この電気光学装置１０は、制御回路１２、メモリ１３、Ｙドライ
バ１４、Ｘドライバ１６および光源１８を有するとともに、３６０行の走査線１１２が横
方向（Ｘ方向）に延設される一方、４８０列のデータ線１１４が縦方向（Ｙ方向）に延設
されている。そして、画素１００が、これらの走査線１１２とデータ線１１４との各交差
に対応して配列している。したがって、本実施形態において画素１００は、縦３６０行×
横４８０列のマトリクス状に配列して、表示領域１００ａを形成することになる。
　この表示領域１００ａは、画素電極が形成された素子基板と、共通電極を有する透明な
対向基板とが互いに一定の間隙を保って貼付され、この間隙に液晶が挟持された構成とな
っている。
【０００８】
　制御回路１２は、電気光学装置１０の各部の動作を制御するものである。詳細には、制
御回路１２は、図示しない上位装置から垂直走査信号Ｖｓ、水平走査信号Ｈｓおよびドッ
トクロック信号Ｃｌｋに同期して供給される表示データＤataを、一旦メモリ１３に転送
して記憶させた後、表示領域１００ａの垂直走査および水平走査に同期して表示データＤ
ataをメモリ１３から読み出し、Ｘドライバ１６に供給する。この垂直走査および水平走
査のために、制御回路１２は、Ｙドライバ１４およびＸドライバ１６に必要なクロック信
号等を供給する。
　ここで、表示データＤataは、画素の明るさ（階調値）をＲＧＢの原色毎に指定するデ
ータである。本実施形態においては、後述するように、１垂直走査期間（１フレーム）が
ＲＧＢの色毎に連続したフィールドに分割され、さらに、各フィールドが第１および第２
サブフィールドに分割されて、第１および第２サブフィールドでは、表示領域１００ａの
垂直走査が異なる。このため、制御回路１２は、上位装置から供給された表示データＤat
aを、少なくとも１フレーム分、メモリ１３に記憶させた後に、各サブフィールドにおい
て、対応する色の成分の表示データを読み出して、Ｘドライバ１６に供給する構成となっ
ている。また、制御回路１２は、後述する光源１８による各色の発光・消灯についても制
御する。
【０００９】
　Ｙドライバ（走査線駆動回路）１４は、詳細な動作について後述するが、１～３６０行
の各走査線１１２に走査信号を供給するものであり、第１および第２サブフィールドに応
じて所定の順番で各走査線１１２を選択する。ここで、１行目から３６０行目までの走査
線１１２に供給される走査信号を、図においてそれぞれＹ－１、Ｙ－２、Ｙ－３、…、Ｙ

－３６０と表記している。
　Ｘドライバ（データ線駆動回路）１６は、選択された走査線１１２に位置する画素１行
分の表示データを、液晶を駆動するのに適した電圧のデータ信号に変換し、それぞれデー
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タ線１１４を介して、画素１００に供給するものである。ここで、１列目から４８０列目
までのデータ線１１４に供給されるデータ信号を、図においてそれぞれＸ－１、Ｘ－２、
Ｘ－３、…、Ｘ－４８０と表記している。
【００１０】
　光源１８は、赤色ＬＥＤ１８Ｒ、緑色ＬＥＤ１８Ｇ、青色ＬＥＤ１８Ｂを含む、いわゆ
るバックライトユニットであり、表示領域１００ａに対し、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ
）のいずれかの色の光を均等に照射するものである。ここで、光源１８における各ＬＥＤ
の発光については、制御回路１２によって制御される。
【００１１】
　次に、画素１００の構成について図２を参照して説明する。
　この図に示されるように、画素１００においては、ｎチャネル型のＴＦＴ（薄膜トラン
ジスタ）１１６のソースがデータ線１１４に接続されるとともに、ドレインが画素電極１
１８に接続される一方、ゲートが走査線１１２に接続されている。
　また、画素電極１１８に対向するように共通電極１０８が全画素に対して共通に設けら
れるとともに、本実施形態では時間的に一定の電圧ＬＣcomが印加される。そして、これ
らの画素電極１１８と共通電極１０８との間に液晶層１０５が挟持されている。このため
、画素毎に、画素電極１１８、共通電極１０８および液晶層１０５からなる液晶容量が構
成されることになる。
【００１２】
　特に図示はしないが、両基板の各対向面には、液晶分子の長軸方向が両基板間で例えば
約９０度連続的に捻れるようにラビング処理された配向膜がそれぞれ設けられる一方、両
基板の各背面側には配向方向に透過軸を合わせた偏光子がそれぞれ設けられる。
　このため、画素電極１１８と共通電極１０８との間を通過する光は、液晶容量に印加さ
れる電圧実効値がゼロであれば、液晶分子の捻れに沿って約９０度旋光するので、光の透
過率が最大となる一方、当該電圧実効値が大きくなるにつれて、液晶分子が電界方向に傾
く結果、その旋光性が消失するので、透過する光量が減少し、ついには透過率が最小とな
る（ノーマリーホワイトモード）。
　したがって、光源１８から出射光は、画素毎に、液晶容量に印加された電圧実効値に応
じて制限された状態でユーザに視認され、これにより、いわゆる階調表示が実現されるこ
とになる。
　また、ＴＦＴ１１６を介した液晶容量からの電荷リークの影響を少なくするために、蓄
積容量１０９が画素毎に形成されている。この蓄積容量１０９の一端は、画素電極１１８
（ＴＦＴ１１６のドレイン）に接続される一方、その他端は、全画素にわたって、例えば
電源の低位側電位Ｖｓｓに共通接地されている。
【００１３】
　次に、本実施形態に係る電気光学装置１０の動作について説明する。図３は、電気光学
装置１０の垂直走査動作を示すタイミングチャートである。
　この図に示されるように、本実施形態では、１垂直走査期間（１フレーム）がＲＧＢに
対応したフィールドに３分割され、さらに、各フィールドが第１および第２サブフィール
ドに分割されている。
　ここで、１垂直走査期間のうち、Ｒフィールドの第１サブフィールドにおいて、制御回
路１２は、光源１８に対し、すべてのＬＥＤを消灯させるように制御するとともに、図１
において上から数えて奇数行の走査線１１２と、当該奇数行と下方に隣接する偶数行の走
査線１１２との２行を組みとして、１水平走査期間（１Ｈ）毎に、上から順番に選択する
ように、Ｙドライバ１４を制御する。
　これにより、図３に示されるように、Ｒフィールドの第１サブフィールドにおける最初
の１水平走査期間（１Ｈ）では、走査信号Ｙ－１、Ｙ－２だけが同時にＨレベルとなり、
次に、走査信号Ｙ－３、Ｙ－４だけが同時にＨレベルとなり、さら次に、走査信号Ｙ－５

、Ｙ－６だけが同時にＨレベルとなって、以降同様に、奇数行とこれに続く偶数行の走査
信号が同時に順次Ｈレベルとなって、最終的に、走査信号Ｙ－３５９、Ｙ－３６０が同時
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にＨレベルとなる。
【００１４】
　制御回路１２は、奇数行とこれに続く偶数行の走査線１１２を同時に選択するようにＹ
ドライバ１４を制御する一方で、Ｘドライバ１６を、次のように制御する。すなわち、制
御回路１２は、奇数行と偶数行とが同時に選択される前に、選択する予定の奇数行の走査
線１１２に位置する画素１行分の表示データＤataであって、Ｒ成分の表示データをメモ
リ１３から読み出して、Ｘドライバ１６に転送するとともに、奇数行と偶数行とが同時に
選択されるときに、Ｘドライバ１６に対し、当該奇数行の走査線１１２に位置する画素１
行分のデータ信号を、Ｒ成分の表示データＤataから変換して、一斉に出力するように制
御する。
【００１５】
　これにより、Ｘドライバ１６は、選択された２行のうち、奇数行に位置する画素行のデ
ータ信号Ｘ－１、Ｘ－２、Ｘ－３、…、Ｘ－４８０を、すなわち、Ｒ成分の階調に応じた
電圧のデータ信号を、対応するデータ線１１４にそれぞれ出力する。
　ここで、ある奇数行の走査線１１２が選択されて、その走査信号がＨレベルとなった場
合、選択された奇数行の走査線１１２に位置する画素１００のＴＦＴ１１６がオンするの
で、ある１列のデータ線１１４に着目したとき、当該着目列のデータ信号の電圧が、選択
走査線１１２と着目列のデータ線１１４との交差に対応した画素の画素電極１１８に書き
込まれる。ただし、本実施形態において奇数行が選択されたときは、その下方に隣接する
偶数行の走査線１１２も同時に選択されるので、当該着目列のデータ信号の電圧は、選択
された偶数行の走査線１１２と着目列のデータ線１１４との交差に対応した画素の画素電
極１１８にも書き込まれる。
【００１６】
　したがって、走査線の選択時において、奇数行の走査線１１２と、その下方に隣接する
偶数行の走査線１１２とが同時に選択されると、これらに対応する２つの画素１００では
、同じデータ信号が書き込まれるので、当該２つの画素の透過量は、当該データ信号の電
圧に応じて同一の値となる。このため、Ｒフィールドの第１サブフィールドの終了時では
、図５（ａ）に示されるように、奇数行と、この下方の偶数行とでは、列毎に、同じ階調
表示となるはずである。ただし、Ｒフィールドの第１サブフィールドの終了時までは、光
源１８において、すべてのＬＥＤが消灯しているので、第１サブフィールドのみの書き込
みによる表示状態が観察者によって視認されることはない。
【００１７】
　続いて、Ｒフィールドの第２サブフィールドにおいて、制御回路１２は、光源１８に対
し、赤色ＬＥＤ１８Ｒだけを発光させるように制御するとともに、偶数行の走査線１１２
だけを１水平走査期間（１Ｈ）毎に、上から順番に選択するように、Ｙドライバ１４を制
御する。
　これにより、図３に示されるように、Ｒフィールドの第２サブフィールドにおける最初
の１水平走査期間（１Ｈ）では、走査信号Ｙ－２だけがＨレベルとなり、次の１水平走査
期間では走査信号Ｙ－４だけがＨレベルとなり、以降同様に、走査信号Ｙ－３６０がＨレ
ベルとなる。
【００１８】
　制御回路１２は、偶数行の走査線１１２だけを選択するようにＹドライバ１４を制御す
る一方で、Ｘドライバ１６を次のように制御する。すなわち、制御回路１２は、各走査線
の選択時において、Ｘドライバ１６に対し、選択された偶数行の走査線１１２に位置する
画素１行分のデータ信号を一斉に出力するように制御する。
　これにより、Ｘドライバは、選択された偶数行に位置する画素行のデータ信号Ｘ－１、
Ｘ－２、Ｘ－３、…、Ｘ－４８０を、対応するデータ線１１４にそれぞれ出力する。
　ここで、ある偶数行の走査線１１２が選択されて、その走査信号がＨレベルとなった場
合に、ある１列のデータ線１１４に着目したとき、当該着目列のデータ信号の電圧が、選
択走査線１１２と着目列のデータ線１１４との交差に対応した画素の画素電極１１８に書
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き込まれる。
　一方、奇数行の画素では、第２フィールドでは書き込みが実行されないので、第１サブ
フィールドの書き込み電圧に保持される。
　したがって、Ｒフィールドの第２サブフィールドの終了時では、図５（ｂ）に示される
ように、奇数行では、第１サブフィールドでの書き込みによる階調に保持される一方、偶
数行では、第２サブフィールドによる２回目の書き込みによる階調となる。
【００１９】
　ここで、第２サブフィールドでは、赤色ＬＥＤ１８Ｒが発光するので、偶数行について
は、書き込みがなされるまでは、第１サブフィールドでの書き込みによる階調を保持し、
第２サブフィールドでの書き込みによって本来の階調となる。このため、上の行ほど本来
の階調で視認される割合が高くなり、下の行となるにつれて、本来の階調で視認される割
合が低くなる。ただし、平均的にみれば、偶数行において本来の階調で視認される割合は
、おおよそ半分となり、もともと奇数行では、すでに第１サブフィールドで書き込みが完
了して、本来の階調で視認されるので、解像度の低下は余り問題とならない。
【００２０】
　本実施形態では、Ｒフィールドの第２サブフィールドでの偶数行の選択が完了し、次の
Ｇフィールドが開始するまでの帰線期間においても、制御回路１２は、赤色ＬＥＤ１８Ｒ
を発光し続けるように制御する。
　このように、Ｒの第２サブフィールドおよび直後の帰線期間において、フルカラー画像
のうち、Ｒ成分の画像が観察者に視認されることになる。
【００２１】
　次に、Ｇフィールドについて説明する。Ｒフィールドは、Ｒ成分の表示データＤat aに
基づくデータ信号を書き込む動作であったが、Ｇフィールドは、Ｇ成分の表示データＤat
aに基づくデータ信号を書き込む動作であり、Ｒフィールドと同様な動作となる。
　したがって、Ｇフィールドの第１サブフィールドでは、すべてのＬＥＤが消灯し、奇数
および偶数行の走査線１１２が２行ずつ上から順番に選択されて、選択された奇数行の画
素行に位置する画素の表示データに基づいて、Ｇ成分の階調に応じた電圧のデータ信号が
書き込まれ、続く、第２サブフィールドでは、緑色ＬＥＤ１８Ｇだけが発光し、偶数行の
走査線１１２だけが上から順番に選択されて、選択された偶数行の画素行において、Ｇ成
分の階調に応じた電圧のデータ信号が書き込まれる。このため、Ｇの第２サブフィールド
および直後の帰線期間において、フルカラー画像のうち、Ｇ成分の画像が観察者に視認さ
れることになる。
【００２２】
　続くＢフィールドについても同様であり、Ｂ成分の表示データＤataに基づくデータ信
号を書き込む動作が実行される。すなわち、Ｂフィールドの第１サブフィールドでは、す
べてのＬＥＤが消灯し、奇数および偶数行の走査線１１２が２行ずつ上から順番に選択さ
れて、選択された奇数行の画素行に位置する画素の表示データに基づいて、Ｂ成分の階調
に応じた電圧のデータ信号が書き込まれ、続く、第２サブフィールドでは、青色ＬＥＤ１
８Ｂだけが点灯し、偶数行の走査線１１２だけが上から順番に選択されて、選択された偶
数行の画素行において、Ｂ成分の階調に応じた電圧のデータ信号が書き込まれる。このた
め、Ｂの第２サブフィールドおよび直後の帰線期間において、フルカラー画像のうち、Ｂ
成分の画像が観察者に視認されることになる。
【００２３】
　したがって、Ｒ、Ｇ、Ｂのサブフィールドで、それぞれＲ成分、Ｇ成分、Ｂ成分の原色
画像が作成されるので、１フレームでみれば、合成されたフルカラー画像として観察者に
視認されることになる。
　このように本実施形態によれば、第１サブフィールドにおいて２行毎に走査線１１２を
同時に選択することよってＲＧＢの各色成分の階調に応じた電圧のデータ信号を書き込む
のに要する書込期間は、１行ずつ走査線を選択する従来方式（図７参照）と比較して、お
およそ半分に短縮化することができる。このため、本実施形態では、Ｒフィールドの期間
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長が同じであっても、その分、第２サブフィールド期間を長く確保することができる。そ
して、本実施形態では、第２サブフィールドおよび帰線期間にわたって、いずれかの色の
ＬＥＤを発光させるので、発光期間を従来方式と比較して長くなる結果、より明るい表示
が可能となるのである。
　この際、光源１８における各色のＬＥＤについては、１色ずつ１個の点灯で済むので、
区分領域毎に明るさが異なってしまう不都合がなく、また、区分領域毎の光源の複雑な制
御は必要ない。さらには、照明装置の構成が複雑化することもない。
【００２４】
　ところで、上述した実施形態では、第１サブフィールドにおいて２行に書き込まれるデ
ータ信号は、奇数行のものであり、第２サブフィールドにおいて、書き込まれた色のＬＥ
Ｄを発光させるとともに、順次選択する偶数行の画素に対して、同色成分のデータ信号を
書き込む構成とした。この関係を固定化すると、常に、偶数行の画素は、奇数行の画素よ
りも品位が劣ってしまうことになる。
　そこで、図４に示されるように、第１サブフィールドにおいて２行に書き込まれるデー
タ信号を、偶数行のものとし、第２サブフィールドにおいて、奇数行だけを順番に選択し
て、選択された奇数行のデータ信号を書き込むフレームを設けて、図３に示されるフレー
ムと、図４に示されるフレームとを、一定周期で交互に繰り返す構成としても構成として
も良い。
　ここで、液晶の劣化を防ぐ観点から、データ信号は、共通電極１０８に印加される電圧
ＬＣcomを基準として、低位電圧と高位電圧とで交互に反転されるが（交流駆動）、この
交流駆動の周期が、図３に示されるフレームと図４に示されるフレームとを交互に繰り返
す周期と一致すると、第２サブフィールドで書き込まれる走査行の書込極性が、つまり、
観察者に視認される書込極性が、奇数行と偶数行とで固定化されてしまうので、いわゆる
フリッカの原因となる可能性がある。このため、交流駆動の周期と、図３に示されるフレ
ームと図４に示されるフレームとを交互に繰り返す周期とは、一致させない構成が好まし
いといえる。
【００２５】
　また、実施形態では、第１サブフィールドにおいて、上から２行ずつ走査線１１２を同
時に選択する構成としたが、３行以上同時に選択するとともに、選択したいずれかの画素
行のデータ信号を供給する一方、第１サブフィールドにおいてデータ信号が供給されなか
った画素行を、第２サブフィールドで順番に選択して、選択した走査線にデータ信号を改
めて供給する構成としても良い。
【００２６】
　上述したように、第２サブフィールドにおいて、上から下方向に向かって順番に走査線
を選択する場合、上の行ほど本来の階調で視認される割合が高くなり、下の行となるにつ
れて、本来の階調で視認される割合が低くなる。
　そこで、第１サブフィールドにおいてデータ信号が供給されなかった画素行を、あるフ
レームの第２サブフィールドにおいては、上から下方向に向かって順番選択し、別のフレ
ームの第２サブフィールドにおいては、反対に下から上方向に向かって順番選択するよう
にしても良い。
　さらに、選択の順番を予め複数通り用意して、第１サブフィールドにおいてデータ信号
が供給されなかった画素行を、用意したいずれかの順番で選択する構成として、画素行の
位置によって、本来の階調で視認される割合が低下する依存状態をなくすようにしても良
い。
【００２７】
　また、上述した実施形態では、第２サブフィールドに加えて、帰線期間においても、い
ずれかの色のＬＥＤを発光させたが、第２サブフィールドの発光だけで十分な明るさが得
られるのであれば、帰線期間の全期間または一部期間において消灯させるようにしても良
い。
【００２８】
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　なお、上述した実施形態では、共通電極１０８と画素電極１１８との電圧実効値が小さ
い場合に白色表示を行うノーマリーホワイトモードとして説明したが、黒色表示を行うノ
ーマリーブラックモードとしても良い。
　また、実施形態では、液晶としてＴＮ型を用いたが、ＢＴＮ（Bi-stable Twisted Nema
tic）型・強誘電型などのメモリ性を有する双安定型や、高分子分散型、さらには、分子
の長軸方向と短軸方向とで可視光の吸収に異方性を有する染料（ゲスト）を一定の分子配
列の液晶（ホスト）に溶解して、染料分子を液晶分子と平行に配列させたＧＨ（ゲストホ
スト）型などの液晶を用いても良い。
　また、電圧無印加時には液晶分子が両基板に対して垂直方向に配列する一方、電圧印加
時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列する、という垂直配向（ホメオトロピッ
ク配向）の構成としても良いし、電圧無印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に
配列する一方、電圧印加時には液晶分子が両基板に対して垂直方向に配列する、という平
行（水平）配向（ホモジニアス配向）の構成としても良い。このように、本発明では、液
晶や配向方式として、種々のものに適用することが可能である。
【００２９】
　次に、上述したように検査された電気光学装置１０を具体的な電子機器に用いた例につ
いて説明する。図６は、上記電気光学装置１０を表示部に適用した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１２００は、複数の操作ボタン１２０２のほか、受話口１２０４
、送話口１２０６とともに、電気光学装置１０を備えるものである。なお、電子機器とし
ては、図６を参照して説明した他にも、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、タッチパネルのような直
視型装置や、縮小画像を形成して拡大投射するプロジェクタなどの投射型装置等などが挙
げられる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態に係る電気光学装置の構成を示すブロック図である。
【図２】同電気光学装置における画素の構成を示す回路図である。
【図３】同電気光学装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図４】同電気光学装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図５】同電気光学装置における表示状態を示すための図である。
【図６】同電気光学装置を適用した携帯電話の構成を示す斜視図である。
【図７】従来の電気光学装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【符号の説明】
【００３１】
　１０…電気光学装置、１２…制御回路、１４…Ｙドライバ、１６…Ｘドライバ、１８…
…光源、１１２…走査線、１１４…データ線、１００…画素、１０８…共通電極、１１８
…画素電極、１０５…液晶、１２００…携帯電話
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