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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応して設けられた画素回路と、
　複数の走査線のうち、奇数行のものを所定の順番で選択する第１の走査線駆動回路と、
　複数の走査線のうち、偶数行のものを所定の順番で選択する第２の走査線駆動回路と、
　選択された走査線に対応する画素回路に対し画素の階調に対応したデータ信号を、デー
タ線を介して供給するデータ線駆動回路と
　を備え、
　前記第１および第２の走査線駆動回路は、
　走査線を所定の順番で選択するための出力信号を、クロック信号によるパルス信号のシ
フト動作により生成するシフトレジスタと、
　前記出力信号をイネーブル信号のパルス幅に狭めて、走査線を選択する走査信号として
出力する出力制御回路と
　を有する電気光学装置の駆動方法であって、
　所定の第１のモードである場合、第１および第２の走査線駆動回路に互いに位相の異な
るイネーブル信号を供給して、奇数行および偶数行の走査線を交互に選択させる一方、
　前記第１のモードとは異なる第２のモードである場合、第１および第２の走査線駆動回
路に略同位相のイネーブル信号を供給して、互いに隣り合うする奇数行および偶数行の走
査線を２行同時に選択させ、
　前記第１及び前記第２の走査線駆動回路の各々が有する前記出力制御回路は、前記シフ
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トレジスタより出力される第１の段の第１の出力信号と前記第１の段と隣り合う第２の段
の第２の出力信号とに基づいて論理信号を生成する第１の論理回路と、前記論理信号と前
記イネーブル信号とに基づいて前記走査信号を生成する第２の論理回路と、を有し、
　前記論理信号が所定のレベルから前記所定のレベルと異なるレベルへ変化する論理信号
パルス発生期間内に、所定のレベルから前記所定のレベルと異なるレベルに変化する前記
論理信号に対応する走査信号パルスを発生し、かつ、前記論理信号パルスの幅は前記走査
信号パルスの幅よりも大きい
　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の論理回路は、前記第１の出力信号と前記第２の出力信号との否定論理積を求
めて出力される論理信号を生成するNAND回路であ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】
前記第２の論理回路は、前記論理信号と前記イネーブル信号との否定論理和を求めて出力
される走査信号を生成するNOR回路であることを特徴とする請求項１または請求項２に記
載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項４】
　前記クロック信号は、前記第１および第２の走査線駆動回路に、前記第１および第２の
モードのいずれにおいても略同位相である
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の電気光学装置の駆動方
法。
【請求項５】
　前記第１のモードにおいて、前記第１及び第２の走査線駆動回路に互いに位相の異なる
前記クロック信号が供給されることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に
記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記イネーブル信号は、デューティ比が略５０％のパルス信号であり、
　前記第１のモードである場合に、第２の走査線駆動回路に供給するイネーブル信号の位
相を、第１の走査線駆動回路に供給するイネーブル信号の位相に対し、略１８０度シフト
させる
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の電気光学装置の駆動方
法。
【請求項７】
　前記出力制御回路は、
　前記出力信号を第１系列のイネーブル信号のパルス幅に狭めて、第１系列の走査線を選
択する回路群と、
　前記出力信号を、前記第１系列のイネーブル信号とは略１８０度位相がシフトした第２
系列のイネーブル信号のパルス幅に狭めて、第２系列の走査線を選択する回路群とに分か
れ、
　前記第１のモードである場合、第１の走査線駆動回路に供給する第１および第２系列の
イネーブル信号の位相と、第２の走査線駆動回路に供給する第１および第２系列のイネー
ブル信号の位相とを略９０度シフトして供給する一方、
　前記第２のモードである場合、第１の走査線駆動回路に供給する第１および第２系列の
イネーブル信号の位相と、第２の走査線駆動回路に供給する第１および第２系列のイネー
ブル信号の位相とを略同位相で供給する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の電気光学装置の駆動方
法。
【請求項８】
　複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応して設けられた画素回路と、
　複数の走査線のうち、奇数行のものを所定の順番で選択する第１の走査線駆動回路と、
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　複数の走査線のうち、偶数行のものを所定の順番で選択する第２の走査線駆動回路と、
　選択された走査線に対応する画素回路に対し画素の階調に対応したデータ信号を、デー
タ線を介して供給するデータ線駆動回路と
　を備え、
　前記第１および第２の走査線駆動回路は、
　走査線を所定の順番で選択するためのロジック信号を、
クロック信号によるパルス信号のシフト動作により生成するシフトレジスタと、
　前記ロジック信号をイネーブル信号のパルス幅に狭めて、走査線を選択する走査信号と
して出力する出力制御回路と
　を有し、
　所定の第１のモードである場合、第１および第２の走査線駆動回路に、互いに位相の異
なるイネーブル信号が供給されて、奇数行および偶数行の走査線が交互に選択される一方
、
　前記第１のモードとは異なる第２のモードである場合、第１および第２の走査線駆動回
路に略同位相のイネーブル信号が供給されて、互いに隣り合う奇数行および偶数行の走査
線が２行同時に選択され、
　前記第１及び前記第２の走査線駆動回路の各々が有する前記出力制御回路は、前記シフ
トレジスタより出力される第１の段の第１の出力信号と前記第１の段と隣り合う第２の段
の第２の出力信号とに基づいて論理信号を生成する第１の論理回路と、前記論理信号と前
記イネーブル信号とに基づいて前記走査信号を生成する第２の論理回路と、を有し、
　前記論理信号が所定のレベルから前記所定のレベルと異なるレベルへ変化する論理信号
パルス発生期間内に、所定のレベルから前記所定のレベルと異なるレベルに変化する前記
論理信号に対応する走査信号パルスを発生し、かつ、前記論理信号パルスの幅は前記走査
信号パルスの幅よりも大きい
　ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項９】
　請求項８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、電気光学装置における表示解像度を変更する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機などの電子機器では、情報量の増大により高密度で画像を表示させる必要が
生じ、これに伴って表示装置の解像度が年々高くなっている。一方で、通信設備等におけ
る情報転送速度が不十分であることに起因して高精細の動画像を配信することが困難であ
るので、現状では低解像度の画像が配信される場合がある。
　ここで、低解像度の画像を、高解像度の表示装置で表示させると、画面の一部のみを用
いた表示となるので、解像度の変換装置が必要となる。このような変換装置は、従来では
ＤＳＰ（Digital Signal Processor）等が用いられたが、高コストを招く、変換処理に遅
延が生じる、などの問題があった。
　このため、走査線を選択するためのシフトレジスタへのクロック信号として変調クロッ
ク信号を用いることにより、走査線を例えば２本ずつ順番に選択することによって、垂直
走査方向の解像度を１／２とする技術が提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２４９６３９号公報（図４参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記構成では、低解像度の画像を表示する場合に用いる変調クロック信号は
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、通常の高解像度の画像を表示する場合に用いる基準クロック信号と比較すると、デュー
ティ比が異ならせる必要があるので、実際には、変調クロック信号を基準クロック信号か
ら生成する、または、変調クロック信号を基準クロック信号とは別途に生成する必要があ
り、構成がその分だけ複雑化する。
　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、解像度を変
換するための構成を簡易、かつ、簡単に実現することが可能な電気光学装置および電子機
器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は、複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応
して設けられた画素回路と、複数の走査線のうち、奇数行のものを所定の順番で選択する
第１の走査線駆動回路と、複数の走査線のうち、偶数行のものを所定の順番で選択する第
２の走査線駆動回路と、選択された走査線に対応する画素回路に対し画素の階調に対応し
たデータ信号を、データ線を介して供給するデータ線駆動回路とを備え、前記第１および
第２の走査線駆動回路は、走査線を所定の順番で選択するための出力信号を、クロック信
号によるパルス信号のシフト動作により生成するシフトレジスタと、前記出力信号をイネ
ーブル信号のパルス幅に狭めて、走査線を選択する走査信号として出力する出力制御回路
とを有する電気光学装置の駆動方法であって、所定の第１のモードである場合、第１およ
び第２の走査線駆動回路に互いに位相の異なるイネーブル信号を供給して、奇数行および
偶数行の走査線を交互に選択させる一方、前記第１のモードとは異なる第２のモードであ
る場合、第１および第２の走査線駆動回路に略同位相のイネーブル信号を供給して、互い
に隣接する奇数行および偶数行の走査線を２行同時に選択させ、前記第１及び前記第２の
走査線駆動回路の各々が有する前記出力制御回路は、前記シフトレジスタより出力される
第１の段の第１の出力信号と前記第１の段と隣り合う第２の段の第２の出力信号との否定
論理積を求めて出力される論理信号を生成するNAND回路と、前記論理信号と前記イネーブ
ル信号との否定論理和を求めて出力される走査信号を生成するNOR回路と、を有し、前記
論理信号が所定のレベルから前記所定のレベルと異なるレベルへ変化する論理信号パルス
発生期間内に、所定のレベルから前記所定のレベルと異なるレベルに変化する前記論理信
号に対応する走査信号パルスが発生し、かつ、前記論理信号パルスの幅は前記走査信号パ
ルスの幅よりも大きいことを特徴とする。
　上記課題を解決するために、本発明は、複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応
して設けられた画素回路と、複数の走査線のうち、奇数行のものを所定の順番で選択する
第１の走査線駆動回路と、複数の走査線のうち、偶数行のものを所定の順番で選択する第
２の走査線駆動回路と、選択された走査線に対応する画素回路に対し画素の階調に対応し
たデータ信号を、データ線を介して供給するデータ線駆動回路とを備え、前記第１および
第２の走査線駆動回路は、走査線を所定の順番で選択するためのロジック信号を、クロッ
ク信号によるパルス信号のシフト動作により生成するシフトレジスタと、前記ロジック信
号をイネーブル信号のパルス幅に狭めて、走査線を選択する走査信号として出力する出力
制御回路とを有する電気光学装置の駆動方法であって、所定の第１のモードである場合、
第１および第２の走査線駆動回路に互いに位相の異なるイネーブル信号を供給して、奇数
行および偶数行の走査線を交互に選択させる一方、前記第１のモードとは異なる第２のモ
ードである場合、第１および第２の走査線駆動回路に略同位相のイネーブル信号を供給し
て、互いに隣接する奇数行および偶数行の走査線を２行同時に選択させることを特徴とす
る。この方法によれば、クロック信号やイネーブル信号の位相調整のみで、垂直走査方向
の解像度を変更することができる。
【０００６】
　本発明において、前記クロック信号は、前記第１および第２の走査線駆動回路に、前記
第１および第２のモードのいずれにおいても略同位相であることが好ましい。この場合に
、前記イネーブル信号は、デューティ比が略５０％のパルス信号であり、前記第１のモー
ドである場合に、第２の走査線駆動回路に供給するイネーブル信号の位相を、第１の走査
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線駆動回路に供給するイネーブル信号の位相に対し、略１８０度シフトさせるとしても良
い。
　また、前記出力制御回路は、前記ロジック信号を第１系列のイネーブル信号のパルス幅
に狭めて、第１系列の走査線を選択する回路群と、前記ロジック信号を、前記第１系列の
イネーブル信号とは略１８０度位相がシフトした第２系列のイネーブル信号のパルス幅に
狭めて、第２系列の走査線を選択する回路群とに分かれ、前記第１のモードである場合、
第１の走査線駆動回路に供給する第１および第２系列のイネーブル信号の位相と、第２の
走査線駆動回路に供給する第１および第２系列のイネーブル信号の位相とを略９０度シフ
トして供給する一方、前記第２のモードである場合、第１の走査線駆動回路に供給する第
１および第２系列のイネーブル信号の位相と、第２の走査線駆動回路に供給する第１およ
び第２系列のイネーブル信号の位相とを略同位相で供給しても良い。
　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。本実施形態に係る電気光学
装置は、各種トランジスタや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】
　図１は、この電気光学装置１０の電気的な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、Ｙドライバ１３、１４
、Ｘドライバ１６を有するとともに、３６０本の走査線１１２が横方向（Ｘ方向）に延設
される一方、４８０本のデータ線１１４が縦方向（Ｙ方向）に延設されている。そして、
画素回路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回路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。
【０００９】
　本実施形態においては、垂直解像度が３６０本となる通常解像度モード（第１のモード
）と、垂直解像度が半分の１８０本となる低解像度モード（第２のモード）との２つのモ
ードを有しており、いずれのかのモードとするかについては、図示せぬ外部回路の指示に
よって制御回路１２が制御する構成となっている。
　制御回路１２は、表示領域１００ａにおける垂直走査および水平走査を制御するととも
に、水平走査される１行分の画素の階調を指定する表示データを、Ｘドライバ１６に供給
するものである。特に、本実施形態において、制御回路１２は、Ｙドライバ１３に対して
は、転送開始信号ＳＰＬと、クロック信号ΦＬおよびその反転クロック信号ΦＬinvと、
イネーブル信号ＥｎＬとをそれぞれ供給し、Ｙドライバ１４に対しては、転送開始信号Ｓ
ＰＲと、クロック信号ΦＲおよびその反転クロック信号ΦＲinvと、イネーブル信号Ｅｎ
Ｒとをそれぞれ供給する。
【００１０】
　ここで、転送開始信号ＳＰＬ、ＳＰＲは、図５および図６に示されるように、垂直走査
期間の開始時にＨレベルとなるパルスである。クロック信号ΦＬおよび反転クロック信号
ΦＬinvは、１水平走査期間の２倍の周期を有し、図５および図６に示されるようにデュ
ーティ比が５０％であって互いに論理反転の関係にある。さらに、クロック信号ΦＲおよ
び反転クロック信号Φｒinvについても、１水平走査期間の２倍の周期を有し、図５およ
び図６に示されるようにデューティ比が５０％であって互いに論理反転の関係にある。
　本実施形態では、転送開始信号ＳＰＬ、ＳＰＲは、モードに関係のなく互いに同一信号
であるが、Ｙドライバ１３、１４とに別々に供給するために便宜的に分けている。クロッ
ク信号ΦＬおよびΦＲ（反転クロック信号ΦＬinvおよびΦＲinv）についても、モードに
関係のなく互いに同一信号であるが、Ｙドライバ１３、１４とに別々に供給するために便
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宜的に分けている。
【００１１】
　イネーブル信号ＥｎＬは、クロック信号ΦＬの２倍の周波数を有するとともに、デュー
ティ比が５０％の信号であって、通常解像度モードでは図５に示されるように、クロック
信号ΦＬ（反転クロック信号ΦＬinv）の論理レベルが遷移した直後にＬレベルとなり、
その後Ｈレベルとなる関係を有する信号であって、低解像度モードであっても図６に示さ
れるように変化しない。
　イネーブル信号ＥｎＲは、通常解像度モードでは図５に示されるようにイネーブル信号
ＥｎＬの論理反転した信号であるが、低解像度モードでは図６に示されるようにイネーブ
ル信号ＥｎＬと同一の信号となる。
【００１２】
　説明を図１に戻すと、Ｙドライバ（第１の走査線駆動回路）１３は、詳細については後
述するが、上から数えて奇数（１、３、５、…、３５９）行目の走査線１１２を、モード
に応じて所定の順番で選択するものである。Ｙドライバ（第２の走査線駆動回路）１４に
ついても詳細を後述するが、上から数えて偶数（２、４、６、…、３６０）行目の走査線
１１２を、モードに応じて所定の順番で選択するものである。
　Ｘドライバ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、それぞれデータ線１１４を介して、
画素回路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１
１４に供給されるデータ信号を、図１においてそれぞれＸ－１、Ｘ－２、Ｘ－３、…、Ｘ

－４８０と表記している。
【００１３】
　次に、画素回路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、画素回路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１１８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。
【００１４】
　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応じた偏光子がそれぞれ設けられる。
　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。このため
、例えば透過型において、入射側と背面側とに、配向方向に合わせて偏光軸が互いに直交
する偏光子をそれぞれ配置させると、当該電圧実効値がゼロに近ければ、光の透過率が最
大となって白色表示になる一方、電圧実効値が大きくなるにつれて透過する光量が減少し
て、ついには透過率が最小である黒色表示になる（ノーマリーホワイトモード）。
　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。
　なお、画素回路１００におけるＴＦＴ１１６は、Ｙドライバ１３、１４やＸドライバ１
６を構成するトランジスタと共通の製造プロセスで形成されて、装置全体の小型化や低コ
スト化に寄与している。
【００１５】
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　ここで、奇数行目の走査線１１２を駆動するＹドライバ１３の構成について図３を参照
して説明する。
　この図に示されるようにＹドライバ１３は、シフトレジスタ１３１と、出力制御回路１
３３と、レベルシフタ・バッファ回路群１３５とを有する。
　このうち、シフトレジスタ１３１は、奇数段の転送回路１３１０と偶数段の転送回路１
３２０とを交互に、走査線１１２の総数の半数である「１８０」よりも「１」多い「１８
１」段で多段接続されて、第１段目の転送回路１３１０に転送開始信号ＳＰＬが入力信号
として供給される構成となっている。
【００１６】
　奇数段の転送回路１３１０は、クロック信号ΦＬがＨレベル（反転クロック信号ΦＬin
vがＬレベル）であれば、入力信号を正転出力する一方、クロック信号ΦＬがＬレベル（
反転クロック信号ΦＬinvがＨレベル）に変化すれば、当該変化直前における出力信号を
ラッチして出力するものである。
　一方、偶数段の転送回路１３２０は、クロック信号ΦＬがＬレベル（反転クロック信号
ΦＬinvがＨレベル）であれば、入力信号を正転出力する一方、クロック信号ΦＬがＨレ
ベル（反転クロック信号ΦＬinvがＬレベル）に変化すれば、当該変化直前における出力
信号をラッチして出力するものである。
　ここで、便宜的に第１段目、第２段目、第３段目、…、第１８１段目の転送回路１３１
０（または１３２０）の出力信号を、それぞれＰＬ１、ＰＬ２、ＰＬ３、…、ＰＬ１８１

と表記する。
【００１７】
　このようなシフトレジスタ１３１において、転送開始信号ＳＰＬが垂直走査期間の最初
にＨレベルとなると、図５および図６に示されるように、信号ＰＬ１は、クロック信号Φ
ＬがＨレベルになったとき（反転クロック信号ΦＬinvがＬレベルになったとき）からク
ロック信号ΦＬの１周期分だけＨレベルとなり、以下、信号ＰＬ２、ＰＬ３、…、ＰＬ１

８１は、当該信号ＰＬ１に対してクロック信号ΦＬの半周期ずつ順番にシフトされて出力
される。
【００１８】
　出力制御回路１３３は、図３に示されるように、ＮＡＮＤ回路１３３１とＮＯＲ回路１
３３２との組が奇数行の走査線１１２と一対一に対応するように設けられている。このう
ち、上から数えてｉ行目の走査線１１２に対応するＮＡＮＤ回路１３３１は、シフトレジ
スタ１３１における第｛（ｉ＋１）／２｝段目の転送回路による出力信号と、その次段で
ある［｛（ｉ＋１）／２｝＋１］段目の転送回路による出力信号との否定論理積を求めて
、信号ＱＬｉとして出力するものである。ここで、ｉは、走査線１１２の行を特定しない
場合に説明するための便宜的なものであり、１≦ｉ≦３６０を満たす整数であるが、奇数
行の走査線１１２を駆動するＹドライバ１３では、ｉは奇数である。
　例えば、７行目の走査線１１２に対応するＮＡＮＤ回路１３３１は、ｉ＝７であるので
、第４段目の転送回路１３２０による出力信号ＰＬ４と、第５段目の転送回路１３１０に
よる出力信号ＰＬ５との否定論理積信号を求めて、信号ＱＬ７として出力する。
　また、ｉ行目の走査線１１２に対応するＮＯＲ回路１３３２は、対をなすＮＡＮＤ回路
１３３１による出力信号とイネーブル信号ＥｎＬとの否定論理和を求めるものである。
【００１９】
　レベルシフタ・バッファ回路群１３５は、レベルシフタ１３５１とインバータ回路群１
３５２との組が奇数行の走査線１１２と一対一に対応するように設けられている。このう
ちレベルシフタ１３５１は、低振幅の論理信号を高振幅の論理信号に変換するものであり
、インバータ回路群１３５２は、偶数個多段接続されて、レベルシフタ１３５１による高
振幅論理信号の駆動能力を順次高めて、走査信号として供給するものである。
　ここで、高振幅信号のＨレベルが電圧Ｖｄｄであり、高振幅信号のＬレベルが電圧Ｖｓ
ｓである。また、ここで、ｉ行目の走査信号を、便宜的にＹ－ｉと表記すると、奇数行の
走査信号Ｙ－ｉの論理レベルは、ｉ行目におけるＮＯＲ回路１３３２の否定論理和信号と
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同一となる。
【００２０】
　偶数目の走査線１１２を駆動するＹドライバ１４は、図４を参照しても判るように、Ｙ
ドライバ１３を、表示領域１００ａを中心にして左右対称となっている。
　すなわち、Ｙドライバ１４は、シフトレジスタ１４１と、出力制御回路１４３と、レベ
ルシフタ・バッファ回路群１４５とを有し、このうち、シフトレジスタ１４１は、シフト
レジスタ１３１と同様に、奇数段の転送回路１４１０と偶数段の転送回路１４２０とを交
互に、走査線１１２の総数の半数である「１８０」よりも「１」多い「１８１」段で多段
接続されて、第１段目の転送回路１４１０に転送開始信号ＳＰＲが入力信号として供給さ
れる構成となっている。
【００２１】
　便宜的に第１段目、第２段目、第３段目、…、第１８１段目の転送回路１４１０（また
は１４２０）の出力信号を、それぞれＰＲ１、ＰＲ２、ＰＲ３、…、ＰＲ１８１と表記す
る。このようなシフトレジスタ１４１において、転送開始信号ＳＰＲが垂直走査期間の最
初にＨレベルとなると、同様に図５および図６に示されるように、信号ＰＲ１は、クロッ
ク信号ΦＲがＨレベルになったとき（反転クロック信号ΦＲinvがＬレベルになったとき
）からクロック信号ΦＲの１周期分だけＨレベルとなり、以下、信号ＰＲ２、ＰＲ３、…
、ＰＲ１８１は、当該信号ＰＲ１に対してクロック信号ΦＲの半周期ずつ順番にシフトさ
れて出力される。
【００２２】
　出力制御回路１４３は、図４に示されるように、ＮＡＮＤ回路１４３１とＮＯＲ回路１
４３２との組が偶数行の走査線１１２と一対一に対応するように設けられている。このう
ち、上から数えてｉ行目の走査線１１２に対応するＮＡＮＤ回路１４３１は、シフトレジ
スタ１４１における第（ｉ／２）段目の転送回路による出力信号と、その次段である｛ｉ
／２）＋１｝段目の転送回路による出力信号との否定論理積を求めて、信号ＱＲｉとして
出力するものである。偶数行の走査線１１２を駆動するＹドライバ１４の説明であるので
、ｉは偶数である。
　例えば、８行目の走査線１１２に対応するＮＡＮＤ回路１４３１は、ｉ＝８であるので
、第４段目の転送回路１４２０による出力信号ＰＲ４と、第５段目の転送回路１４１０に
よる出力信号ＰＬ５との否定論理積信号を求めて、信号ＱＬ８として出力する。
　また、ｉ行目の走査線１１２に対応するＮＯＲ回路１４３２は、対をなすＮＡＮＤ回路
１４３１による出力信号とイネーブル信号ＥｎＲとの否定論理和を求めるものである。
【００２３】
　レベルシフタ・バッファ回路群１４５は、レベルシフタ１４５１とインバータ回路群１
４５２との組が偶数行の走査線１１２と一対一に対応するように設けられて、インバータ
回路群１４５２の出力信号が偶数行目の走査信号として供給される。そして、Ｙドライバ
１４では、偶数行の走査信号Ｙ－ｉの論理レベルが、ｉ行目におけるＮＯＲ回路１４３２
の否定論理和信号と同一となる。
【００２４】
　次に、電気光学装置１０の動作についてＹドライバ１３、１４を中心に説明する。
　制御回路１２は、通常解像度モードとする場合に、イネーブル信号ＥｎＬとイネーブル
信号ＥｎＲとが互いに排他的論理となるように、すなわち、位相が１８０度シフトした関
係となるようにして、イネーブル信号ＥｎＬをＹドライバ１３に、イネーブル信号ＥｎＲ
をＹドライバ１４に、それぞれ供給する。
【００２５】
　これにより、Ｙドライバ１３の出力制御回路１３３において、奇数ｉ行目のＮＡＮＤ回
路１３３１は、図５に示されるように、シフトレジスタ１３１における第｛（ｉ＋１）／
２｝段目の転送回路による出力信号ＰＬ（ｉ＋１）／２と、その次段である［｛（ｉ＋１
）／２｝＋１］段目の転送回路による出力信号ＰＬ｛（ｉ＋１）／２｝＋１との定論理積
を信号ＱＬｉとして出力するので、各段の転送回路１３１０、１３２０による出力信号の
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うち、互いに隣接するもの同士によるＨレベルパルスの重複部分がＮＡＮＤ回路１３３１
によってＬレベルパルスとして求められる。
　さらに、ｉ行目のＮＯＲ回路１３３２は、同一ｉ行のＮＡＮＤ回路１３３１の信号とイ
ネーブル信号ＥｎＬとがともにＬレベルとなったときのみＨレベルとなる信号を出力する
。これにより、ＮＡＮＤ回路１３３１によって求められたＬレベルパルスが、イネーブル
信号ＥｎＬのＬレベルパルスの幅に狭められるとともに反転されて、Ｈレベルパルスとな
り、これらがそれぞれ、レベルシフタ・バッファ回路群１３５によって高振幅変換及びバ
ッファリングを経て走査信号Ｙ－１、Ｙ－３、Ｙ－５、…、Ｙ－３５９として出力される
。
【００２６】
　一方、Ｙドライバ１４の出力制御回路１４３において、偶数ｉ行目のＮＡＮＤ回路１４
３１は、シフトレジスタ１３１における第（ｉ／２）段目の転送回路による出力信号ＰＲ

ｉ／２と、その次段である｛（ｉ／２）＋１｝段目の転送回路による出力信号ＰＬ（ｉ／

２｝＋１との定論理積を信号ＱＲｉとして出力するので、各段の転送回路１４１０、１４
２０による出力信号のうち、互いに隣接するもの同士によるＨレベルパルスの重複部分が
、ＮＡＮＤ回路１４３１によってＬレベルパルスとして求められる。
　さらに、ｉ行目のＮＯＲ回路１４３２は、同一ｉ行のＮＡＮＤ回路１４３１の信号とイ
ネーブル信号ＥｎＲとがともにＬレベルとなったときのみＨレベルとなる信号を出力する
。これにより、ＮＡＮＤ回路１４３１によって求められたＬレベルパルスが、イネーブル
信号ＥｎＲのＬレベルパルスの幅に狭められるとともに反転されて、Ｈレベルパルスとな
り、これらがそれぞれ、レベルシフタ・バッファ回路群１４５によって高振幅変換及びバ
ッファリングを経て走査信号Ｙ－２、Ｙ－４、Ｙ－６、…、Ｙ－３６０として出力される
。
【００２７】
　Ｙドライバ１３におけるシフトレジスタ１３１と、Ｙドライバ１４におけるシフトレジ
スタ１４１とでは、クロック信号および転送開始信号が同一なので、各段における転送回
路の出力信号ＰＬ１、ＰＬ２、ＰＬ３、…、ＰＬ１８１と、ＰＲ１、ＰＲ２、ＰＲ３、…
、ＰＲ１８１とは、図５に示されるように同一波形となるが、イネーブル信号ＥｎＲは、
イネーブル信号ＥｎＬに対して半周期分だけ遅延しているので、走査信号Ｙ－１、Ｙ－２

、Ｙ－３、Ｙ－４、…、Ｙ－３６０も、それぞれ走査信号Ｙ－１、Ｙ－３、…、Ｙ－３５

９に対して、イネーブル信号ＥｎＬの半周期分だけ遅延する。
　このため、通常解像度モードにおいて、走査線１１２は、奇数行、偶数行の交互に、詳
細には第１、２、３、４、…、３５９、３６０行目の順番で選択されていくことになる。
したがって、本実施形態において通常解像度モードでは、同一列でみた場合、行毎に異な
るデータ信号が書き込まれるので、垂直解像度は３６０本となる。
【００２８】
　ここで、通常解像度モードである場合に、ある走査線１１２が選択されて、その走査信
号がＨレベルとなったとき、当該選択走査線１１２に位置する画素回路１００において、
ＴＦＴ１１６がオンするので、データ信号の電圧が画素電極１１８に書き込まれる。この
後、当該走査線の選択状態が解除されて、ＴＦＴ１１６がオフになっても、容量性ゆえに
画素電極１１８に印加された電圧が保持されるので、液晶素子には、画素電極１１８に書
き込まれたデータ信号の電圧と共通電極１０８に印加された電圧との差で定まる電圧実効
値に応じて透過光量が定められる。この書込動作が、走査線１１２を順番に１本ずつ選択
することによって、すなわち垂直走査することによって、すべての画素回路１００に対し
て実行すると、表示領域１００ａにおいて、所定の表示が行われることになる。
【００２９】
　一方、制御回路１２は、低解像モードとする場合に、イネーブル信号ＥｎＬとイネーブ
ル信号ＥｎＲとが互いに同一論理で、すなわち、位相を揃えた関係で、イネーブル信号Ｅ
ｎＬをＹドライバ１３に、イネーブル信号ＥｎＲをＹドライバ１４に、それぞれ供給する
。
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【００３０】
　Ｙドライバ１３におけるシフトレジスタ１３１と、Ｙドライバ１４におけるシフトレジ
スタ１４１とでは、低解像度モードであっても、通常解像度モードと同じクロック信号お
よび転送開始信号が供給されるので、各段における転送回路の出力信号ＰＬ１、ＰＬ２、
ＰＬ３、…、ＰＬ１８１と、ＰＲ１、ＰＲ２、ＰＲ３、…、ＰＲ１８１とは、それぞれ図
６に示されるように、通常解像度モードと同一波形となり、したがって、否定論理積信号
ＱＬ１、ＱＬ３、ＱＬ５、…、ＱＬ３５９と、否定論理積信号ＱＲ２、ＱＲ４、ＱＲ６、
…、ＱＲ３６０とについても同図に示されるように、それぞれ隣接するもの同士（例えば
１行目および２行目、３行目および４行目）が同一波形となる。
　ここで、低解像度モードでは、イネーブル信号ＥｎＲは、イネーブル信号ＥｎＬと同一
信号である。このため、否定論理積信号ＱＬ１、ＱＬ３、ＱＬ５、…、ＱＬ３５９をイネ
ーブル信号ＥｎＬのＬレベルパルスで切り出して反転させた走査信号Ｙ－１、Ｙ－３、Ｙ

－５、…、Ｙ－３５９と、否定論理積信号ＱＲ２、ＱＲ４、ＱＲ６、…、ＱＲ３６０をイ
ネーブル信号ＥｎＲのＬレベルパルスで切り出して反転させた走査信号Ｙ－２、Ｙ－４、
Ｙ－６、…、Ｙ－３６０とは、それぞれ隣接するもの同士が同一波形となる。
　このため、低解像度モードでは、走査線１１２は、奇数行とそれに続く偶数行とが同時
に２本ずつ選択されていくことになる。すなわち、同一列でみた場合、奇数行とそれに続
く偶数行との画素回路１００では、同じデータ信号が書き込まれるので、低解像度モード
における垂直解像度は１８０本となり、通常解像度モードにおける３６０本の半分となる
。
【００３１】
　したがって、本実施形態によれば、通常解像度モードでも低解像度モードでも、Ｙドラ
イバ１４に供給するクロック信号ΦＲおよび反転クロック信号ΦＲinvは、Ｙドライバ１
３に供給するクロック信号ΦＬおよび反転クロック信号ΦＬinvと何ら変わりはない。さ
らに、イネーブル信号ＥｎＲは、低解像度モードであればイネーブル信号ＥｎＬと同一信
号であり、高解像度モードであっても、論理反転の関係である。したがって、本実施形態
によれば、解像度を変換する際でも、クロック信号やイネーブル信号を別途生成しないで
済むので、構成の複雑化を避けることが可能となる。
【００３２】
　なお、第１実施形態では、通常解像度モードにおいて、クロック信号ΦＬ（反転クロッ
ク信号ΦＬinv）および転送開始信号ＳＰＬに対して、それぞれクロック信号ΦＲ（反転
クロック信号ΦＲinv）および転送開始信号ＳＰＲを同位相とした。これに限られず、図
７に示されるように、通常解像度モードにおいて、クロック信号ΦＬ（反転クロック信号
ΦＬinv）および転送開始信号ＳＰＬに対して、それぞれクロック信号ΦＲ（反転クロッ
ク信号ΦＲinv）および転送開始信号ＳＰＲを９０度遅延させた構成としても良い。この
構成としても第１実施形態と同様な効果を得ることができる。
【００３３】
　次に、第２実施形態について説明する。この第２実施形態に係る電気光学装置１０は、
Ｙドライバ１３、１４の一部が第１実施形態と相違するものである。詳細には、Ｙドライ
バ１３については、図８に示されるように、シフトレジスタ１３１における転送回路１３
１０、１３２０の段数が走査線１１２の総数の半数である「１８０」と同数となっている
。また、出力制御回路１３３は、走査線１１２と一対一に対応するＡＮＤ回路１３３６を
有し、奇数段目の転送回路１３１０による出力信号と、第１系列のイネーブル信号ＥｎＬ
１の否定信号との論理積信号が求められる一方、偶数段目の転送回路１３２０による出力
信号と、第２系列のイネーブル信号ＥｎＬ２の否定信号との論理積信号が求められて、そ
れぞれレベルシフタ・バッファ回路群１３５のレベルシフタ１３５１に供給される構成と
なっている。
　なお、Ｙドライバ１４については、図９に示されるように、Ｙドライバ１３を、表示領
域１００ａを挟んで左右対称とした構成となっており、第１系列のイネーブル信号ＥｎＬ
１および第２系列のイネーブル信号ＥｎＬ２の代わりに、第１系列のイネーブル信号Ｅｎ



(11) JP 4196924 B2 2008.12.17

10

20

30

40

50

Ｒ１および第２系列のイネーブル信号ＥｎＲ２がそれぞれ供給されている。
【００３４】
　第２実施形態において、通常解像度モードとする場合、制御回路１２は、第１系列のイ
ネーブル信号ＥｎＬ１として、次のような信号をＹドライバ１３に供給する。すなわち、
第１系列のイネーブル信号ＥｎＬ１は、図１０に示されるように、クロック信号ΦＬの各
立ち上がりから、クロック信号ΦＬのＨレベルパルスの半分期間（すなわち、クロック信
号ΦＬの１／４周期）だけＬレベルとなるような信号である。また、制御回路１２は、こ
のような第１系列のイネーブル信号ＥｎＬ１をクロック信号ΦＬの半周期分だけ遅延させ
て、第２系列のイネーブル信号ＥｎＬ２としてＹドライバ１３に供給する。さらに、制御
回路１２は、第１系列のイネーブル信号ＥｎＬ１をクロック信号ΦＬの１／４周期分（す
なわち、第１系列のイネーブル信号ＥｎＬ１のＬレベルパルス期間）だけ遅延させて、第
１系列のイネーブル信号ＥｎＲ１としてＹドライバ１４に供給する。同様に、制御回路１
２は、第２系列のイネーブル信号ＥｎＬ２をクロック信号ΦＬの１／４周期分だけ遅延さ
せて、第２系列のイネーブル信号ＥｎＲ２としてＹドライバ１４に供給する。
【００３５】
　一方、第２実施形態において、低解像度モードとする場合、図１１に示されるように、
制御回路１２は、Ｙドライバ１３に供給する第１系列のイネーブル信号ＥｎＬ１および第
２系列のイネーブル信号ＥｎＬ２については、通常解像度モードとする場合でも変更しな
い。ただし、低解像度モードとする場合、制御回路１２は、Ｙドライバ１４に供給する第
１系列のイネーブル信号ＥｎＲ１および第２系列のイネーブル信号ＥｎＲ２については、
Ｙドライバ１３に供給する第１系列のイネーブル信号ＥｎＬ１および第２系列のイネーブ
ル信号ＥｎＬ２とそれぞれ同一とする。
【００３６】
　この第２実施形態についても、第１実施形態と同様に、通常解像度モードでは、図１０
に示されるように走査線１１２が奇数行・偶数行の交互に、第１、２、３、４、…、３５
９、３６０行目の順番で選択されていくので、垂直解像度は３６０本となり、また、低解
像度モードでは、図１１に示されるように、走査線１１２が、奇数行とそれに続く偶数行
とが同時に２本ずつ選択されていくので、低解像度モードにおける垂直解像度は１８０本
となり、通常解像度モードにおける３６０本の半分となる。
【００３７】
　したがって、この第２実施形態においても、解像度の変換に関係なく、クロック信号Φ
Ｒ（反転クロック信号ΦＲinv）を、クロック信号ΦＬ（反転クロック信号ΦＬinv）と同
一のものを用いることができる。また、通常解像度モードにおいて、Ｙドライバ１４に供
給する第１系列のイネーブル信号ＥｎＲ１および第２系列のイネーブル信号ＥｎＲ２につ
いては、Ｙドライバ１３に供給する第１系列のイネーブル信号ＥｎＬ１および第２系列の
イネーブル信号ＥｎＬ２を、クロック信号ΦＬの１／４だけ遅延させたもので済む。この
ため、第２実施形態においても、第１実施形態と同様に、解像度を変換する際にクロック
信号やイネーブル信号を別途生成しないで済むので、構成の複雑化を避けることが可能と
なる。
【００３８】
　なお、第１実施形態では、低解像度モードにおいて、イネーブル信号ＥｎＬ（ＥｎＲ）
を常時Ｌレベルとして、ＮＯＲ回路１３３２（１４３２）の否定論理和信号がそのままレ
ベルシフタ・バッファ回路群１３５に供給する構成としても良い。この構成によれば、奇
数行およびそれに続く偶数行の選択期間を２倍に延長させることが可能である。
　同様に、第２実施形態でも、低解像度モードにおいて、第１系列のイネーブル信号Ｅｎ
Ｌ１（ＥｎＲ１）を反転クロック信号ΦＬinv（ΦＲinv）と同一波形とし、第２系列のイ
ネーブル信号ＥｎＬ２（ＥｎＲ２）をクロック信号ΦＬ（ΦＲ）と同一波形とすれば、奇
数行およびそれに続く偶数行の選択期間を２倍に延長させることが可能である。
【００３９】
　上述した各実施形態では、基本的に正論理回路で構成したが、負論理回路で構成しても
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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。
　以上については、液晶装置について説明したが、本発明は、これに限られず、例えばＥ
Ｌ（Electronic Luminescence）素子、電子放出素子、電気泳動素子、デジタルミラー素
子などを用いた装置や、プラズマディスプレイなどにも適用可能である。
【００４０】
　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１２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１２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】
【００４１】
【図１】本発明の第１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回路の構成を示す回路図である。
【図３】奇数行の走査線を駆動するＹドライバの構成を示す図である。
【図４】偶数行の走査線を駆動するＹドライバの構成を示す図である。
【図５】通常解像度モードの動作を示すタイミングチャートである。
【図６】低解像度モードの動作を示すタイミングチャートである。
【図７】第１実施形態の変形動作を示すタイミングチャートである。
【図８】本発明の第２実施形態において奇数行の走査線を駆動するＹドライバの構成を示
す図である。
【図９】偶数行の走査線を駆動するＹドライバの構成を示す図である。
【図１０】通常解像度モードの動作を示すタイミングチャートである。
【図１１】低解像度モードの動作を示すタイミングチャートである。
【図１２】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。
【符号の説明】
【００４２】
　１０…電気光学装置、１２…制御回路、１３、１４…Ｙドライバ、１６…Ｘドライバ、
１１２…走査線、１１４…データ線、１００…画素回路、１０８…共通電極、１１８…画
素電極、１０５…液晶、１３１、１４１…シフトレジスタ、１２００…携帯電話
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