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(57)【要約】
【課題】３Ｄ表示を行う場合に画質の劣化を防止するこ
とができるマルチプレクス駆動方法等を提供する。
【解決手段】１ソース出力を表示パネルの複数のソース
線に分割して各ソース線を駆動するマルチプレクス駆動
方法は、右目用画像及び左目用画像の各々の最初の水平
走査期間における駆動順序を、２×ｎ垂直走査期間毎に
変更する駆動順序変更ステップと、駆動順序変更ステッ
プにおいて変更された前記駆動順序に対応したマルチプ
レクス駆動により、右目用画像データ及び左目用画像に
基づいて複数のソース線を駆動する駆動ステップとを含
み、駆動ステップでは、各垂直走査期間において、駆動
順序変更ステップにおいて変更された駆動順序から順番
に１水平走査期間毎に直前の水平走査期間における駆動
順序を変更して複数のソース線を駆動する。
【選択図】図１３



(2) JP 2012-159565 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続する右目用画像及び左目用画像にそれぞれ対応した右目用画像データ及び左目用画
像データに基づいて、１ソース出力を表示パネルの複数のソース線に分割して各ソース線
を駆動するマルチプレクス駆動方法であって、
　前記右目用画像及び前記左目用画像の各々の最初の水平走査期間における駆動順序を、
２×ｎ（ｎは自然数）垂直走査期間毎に変更する駆動順序変更ステップと、
　前記駆動順序変更ステップにおいて変更された前記駆動順序に対応したマルチプレクス
駆動により、前記右目用画像データに基づいて前記複数のソース線を駆動する右目用駆動
ステップと、
　前記駆動順序変更ステップにおいて変更された前記駆動順序に対応したマルチプレクス
駆動により、前記左目用画像データに基づいて前記複数のソース線を駆動する左目用駆動
ステップとを含み、
　前記右目用駆動ステップ及び前記左目用駆動ステップの各々では、
　各垂直走査期間において、前記駆動順序変更ステップにおいて変更された前記駆動順序
から順番に１水平走査期間毎に直前の水平走査期間における駆動順序を変更して前記複数
のソース線を駆動することを特徴とするマルチプレクス駆動方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記左目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序が、前記右目用画像の最初の水平走査
期間の駆動順序を基準にシフトしていることを特徴とするマルチプレクス駆動方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序を基準として、前記左目用画像の最初
の水平走査期間の駆動順序のシフト数に対応したオフセットを設定するオフセット設定ス
テップを含み、
　前記左目用駆動ステップでは、
　前記左目用画像の最初の水平走査期間において、前記右目用駆動ステップにおける最初
の水平走査期間の駆動順序を基準に前記オフセットに対応したシフト数分だけシフトした
駆動順序で、前記複数のソース線を駆動することを特徴とするマルチプレクス駆動方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかにおいて、
　前記右目用駆動ステップ及び前記左目用駆動ステップの各々では、
　前記表示パネルのソース線の駆動モードに応じて前記駆動順序を変更することを特徴と
するマルチプレクス駆動方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序を設定する右目用駆動順序設定ステッ
プと、
　前記左目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序を設定する左目用駆動順序設定ステッ
プとを含み、
　前記右目用駆動ステップでは、
　各垂直走査期間において、前記右目用駆動順序設定ステップにおいて設定された駆動順
序から順番に１水平走査期間毎に駆動順序をシフトしたマルチプレクス駆動により、前記
右目用画像データに基づいて前記複数のソース線を駆動し、
　前記左目用駆動ステップでは、
　各垂直走査期間において、前記左目用駆動順序設定ステップにおいて設定された駆動順
序から順番に１水平走査期間毎に駆動順序をシフトしたマルチプレクス駆動により、前記
左目用画像データに基づいて前記複数のソース線を駆動することを特徴とするマルチプレ
クス駆動方法。
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【請求項６】
　連続する右目用画像及び左目用画像にそれぞれ対応した右目用画像データ及び左目用画
像データに基づいて、１ソース出力を表示パネルの複数のソース線に分割して各ソース線
を駆動する駆動装置であって、
　２×ｎ（ｎは自然数）垂直走査期間毎にカウント値を更新する第１のカウンターと、
　垂直同期信号により初期化され、１水平走査期間毎にカウント値を更新する第２のカウ
ンターと、
　水平同期信号により初期化され、１水平走査期間内のマルチプレクス駆動タイミングに
対応したカウント値を更新する第３のカウンターと、
　前記第１のカウンターのカウント値と、前記第２のカウンターのカウント値と、前記第
３のカウンターのカウント値とに基づいて、マルチプレクス制御信号を生成するマルチプ
レクスデコーダーと、
　前記マルチプレクス制御信号に基づいて、マルチプレクス駆動により前記複数のソース
線のいずれかに供給するソース線駆動部とを含むことを特徴とする駆動装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記右目用画像における最初の水平走査期間の駆動順序を基準として、前記左目用画像
の最初の水平走査期間の駆動順序のシフト数に対応したオフセットが設定されるオフセッ
トレジスターを含み、
　前記マルチプレクスデコーダーは、
　前記第１のカウンターのカウント値と、前記第２のカウンターのカウント値と、前記第
３のカウンターのカウント値と、前記オフセットに基づいて、前記マルチプレクス制御信
号を生成することを特徴とする駆動装置。
【請求項８】
　請求項６又は７において、
　前記右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序に対応したパターンが設定される第１
のパターンレジスターと、
　前記左目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序に対応したパターンが設定される第２
のパターンレジスターとを含み、
　前記マルチプレクスデコーダーは、
　前記第１のパターンレジスターに設定されたパターンに基づいて右目用のマルチプレク
ス制御信号を生成し、前記第２のパターンレジスターに設定されたパターンに基づいて左
目用のマルチプレクス制御信号を生成することを特徴とする駆動装置。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれかにおいて、
　駆動モードに応じて前記第１のカウンターに供給する垂直同期信号を異ならせる垂直同
期信号選択回路を含むことを特徴とする駆動装置。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれかにおいて、
　前記第１のカウンターは、
　右目用画像における垂直走査期間毎にカウント値を更新する第４のカウンターと、
　左目用画像における垂直走査期間毎にカウント値を更新する第５のカウンターとを含み
、
　前記マルチプレクスデコーダーは、
　前記右目用画像に対して、前記第４のカウンターのカウント値を用いて前記マルチプレ
クス制御信号を生成し、
　前記左目用画像に対して、前記第５のカウンターのカウント値を用いて前記マルチプレ
クス制御信号を生成することを特徴とする駆動装置。
【請求項１１】
　前記表示パネルと、
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　前記表示パネルのソース線を駆動する請求項６乃至１０のいずれか記載の駆動装置とを
含むことを特徴とする電気光学装置。
【請求項１２】
　請求項６乃至１０のいずれか記載の駆動装置を含む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、マルチプレクス駆動方法、駆動装置、電気光学装置、及び電子機器等に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶パネルを用いた液晶プロジェクターでは、投射映像の高精細化と共に投射映
像の３Ｄ化に対する要求が高まり、画素数が多い液晶パネルを高速で駆動する必要性が高
まっている。そのため、液晶パネルを駆動する駆動装置では、液晶パネルのゲート線を走
査しながら、１ソース出力を複数のソース線に分割して各ソース線を駆動するマルチプレ
クス駆動により、右目用画像と左目用画像とを交互に表示駆動することが行われている。
【０００３】
　ところが、このマルチプレクス駆動では、ソース線の駆動順序により、リークや、その
他の容量カップリング等の影響により、縞模様が見えてしまうことがある。そこで、従来
から、マルチプレクス駆動におけるソース線の駆動順序を変更することにより、上記の縞
模様等に起因した画質の劣化を低減させるローテーション機能が用いられている。このロ
ーテーション機能では、それぞれのソース線に接続される画素がなるべく均一に見えるよ
うに駆動順序を変化させている。駆動順序は、駆動装置内でローテーションパターンによ
り規定される。
【０００４】
　このようなローテーション機能を用いたマルチプレクス駆動については、例えば特許文
献１～特許文献５に開示されている。特許文献１には、駆動装置のソース出力と液晶パネ
ルのソース線との接続順序を変更する技術が開示されている。特許文献２には、ローテー
ションパターンを用いてマルチプレクス駆動の駆動順序を変更する技術が開示されている
。特許文献３には、マルチプレクス駆動においてソース線の画素に書き込まれるソース電
圧に生ずる、画素の駆動順序によって異なるオフセットに起因した輝度ムラ等を補正する
技術が開示されている。特許文献４には、マルチプレクス駆動においてソース線の画素に
書き込まれるソース電圧に生ずる、画素の位置によって異なるオフセットに起因した輝度
ムラ等を補正する技術が開示されている。特許文献５には、マルチプレクス駆動において
、垂直同期信号、水平同期信号に対応してローテーションパターンを変更する技術が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２１０６５３号公報
【特許文献２】特開２０１０－１８１５１６号公報
【特許文献３】特開２０１０－１８１５０６号公報
【特許文献４】特開２０１０－１８１５０３号公報
【特許文献５】特開２００９－１２２１５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１～特許文献５に開示された技術は、３Ｄ表示を考慮していな
い。そのため、例えば、いわゆるアクティブシャッター方式の３Ｄ表示を行う場合、従来
の２Ｄ表示と同様にローテーション機能を用いると、ローテーションパターンが右目及び
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左目で偏り、均一に見えないという問題がある。また、３Ｄ表示を行う場合には、右目用
画像が左目に見えないように、左目用画像が右目に見えないように、片目毎に２画面以上
画像の書き込み及び表示を連続して行う。この際、特許文献１～特許文献５に開示された
技術では、右目及び左目でローテーションパターンが固定されてしまい、縞模様が十分に
拡散されなくなる現象が発生するという問題がある。
【０００７】
　本発明は、以上のような技術的課題に鑑みてなされたものである。本発明の幾つかの態
様によれば、３Ｄ表示を行う場合に画質の劣化を防止することができるマルチプレクス駆
動方法、駆動装置、電気光学装置、及び電子機器等を提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）本発明の第１の態様は、連続する右目用画像及び左目用画像にそれぞれ対応した
右目用画像データ及び左目用画像データに基づいて、１ソース出力を表示パネルの複数の
ソース線に分割して各ソース線を駆動するマルチプレクス駆動方法が、前記右目用画像及
び前記左目用画像の各々の最初の水平走査期間における駆動順序を、２×ｎ（ｎは自然数
）垂直走査期間毎に変更する駆動順序変更ステップと、前記駆動順序変更ステップにおい
て変更された前記駆動順序に対応したマルチプレクス駆動により、前記右目用画像データ
に基づいて前記複数のソース線を駆動する右目用駆動ステップと、前記駆動順序変更ステ
ップにおいて変更された前記駆動順序に対応したマルチプレクス駆動により、前記左目用
画像データに基づいて前記複数のソース線を駆動する左目用駆動ステップとを含み、前記
右目用駆動ステップ及び前記左目用駆動ステップの各々では、各垂直走査期間において、
前記駆動順序変更ステップにおいて変更された前記駆動順序から順番に１水平走査期間毎
に直前の水平走査期間における駆動順序を変更して前記複数のソース線を駆動する。
【０００９】
　本態様においては、２×ｎ垂直走査期間毎に、右目用画像及び左目用画像の各々の最初
の水平走査期間におけるマルチプレクス駆動の駆動順序を変更するようにしている。右目
用画像及び左目用画像の各垂直走査期間では、変更された駆動順序から順番に１水平走査
期間毎に直前の水平走査期間における駆動順序を変更して複数のソース線が駆動される。
これにより、右目及び左目それぞれのローテーションパターンが固定されることなく、縞
模様が十分に拡散させることができるようになり、３Ｄ表示を行う場合に画質の劣化を防
止することができるようになる。
【００１０】
　（２）本発明の第２の態様に係るマルチプレクス駆動方法では、第１の態様において、
前記左目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序が、前記右目用画像の最初の水平走査期
間の駆動順序を基準にシフトしている。
【００１１】
　本態様によれば、右目及び左目それぞれのローテーションパターンが固定されることな
く、縞模様が十分に拡散させることができるようになり、３Ｄ表示を行う場合に画質の劣
化を防止することができるようになる。
【００１２】
　（３）本発明の第３の態様に係るマルチプレクス駆動方法は、第２の態様において、前
記右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序を基準として、前記左目用画像の最初の水
平走査期間の駆動順序のシフト数に対応したオフセットを設定するオフセット設定ステッ
プを含み、前記左目用駆動ステップでは、前記左目用画像の最初の水平走査期間において
、前記右目用駆動ステップにおける最初の水平走査期間の駆動順序を基準に前記オフセッ
トに対応したシフト数分だけシフトした駆動順序で、前記複数のソース線を駆動する。
【００１３】
　本態様によれば、右目用画像及び左目用画像に応じてオフセットを設定することができ
る。そのため、画像の種類に依存することなく、右目及び左目それぞれのローテーション
パターンが固定されることなく、縞模様が十分に拡散させることができるようになり、３
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Ｄ表示を行う場合に画質の劣化を防止することができるようになる。
【００１４】
　（４）本発明の第４の態様に係るマルチプレクス駆動方法は、第１の態様乃至第３の態
様のいずれかにおいて、前記右目用駆動ステップ及び前記左目用駆動ステップの各々では
、前記表示パネルのソース線の駆動モードに応じて前記駆動順序を変更する。
【００１５】
　本態様によれば、駆動モードにかかわらず、右目及び左目それぞれのローテーションパ
ターンが固定されることなく、縞模様が十分に拡散させることができるようになり、３Ｄ
表示を行う場合に画質の劣化を防止することができるようになる。
【００１６】
　（５）本発明の第５の態様に係るマルチプレクス駆動方法は、第１の態様乃至第４の態
様のいずれかにおいて、前記右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序を設定する右目
用駆動順序設定ステップと、前記左目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序を設定する
左目用駆動順序設定ステップとを含み、前記右目用駆動ステップでは、各垂直走査期間に
おいて、前記右目用駆動順序設定ステップにおいて設定された駆動順序から順番に１水平
走査期間毎に駆動順序をシフトしたマルチプレクス駆動により、前記右目用画像データに
基づいて前記複数のソース線を駆動し、前記左目用駆動ステップでは、各垂直走査期間に
おいて、前記左目用駆動順序設定ステップにおいて設定された駆動順序から順番に１水平
走査期間毎に駆動順序をシフトしたマルチプレクス駆動により、前記左目用画像データに
基づいて前記複数のソース線を駆動する。
【００１７】
　本態様においては、右目用及び左目用それぞれに駆動順序を変更することができるよう
にしている。これにより、より一層柔軟に、右目及び左目それぞれのローテーションパタ
ーンが固定されることなく、縞模様が十分に拡散させることができるようになり、３Ｄ表
示を行う場合に画質の劣化を防止することができるようになる。
【００１８】
　（６）本発明の第６の態様は、連続する右目用画像及び左目用画像にそれぞれ対応した
右目用画像データ及び左目用画像データに基づいて、１ソース出力を表示パネルの複数の
ソース線に分割して各ソース線を駆動する駆動装置が、２×ｎ（ｎは自然数）垂直走査期
間毎にカウント値を更新する第１のカウンターと、垂直同期信号により初期化され、１水
平走査期間毎にカウント値を更新する第２のカウンターと、水平同期信号により初期化さ
れ、１水平走査期間内のマルチプレクス駆動タイミングに対応したカウント値を更新する
第３のカウンターと、前記第１のカウンターのカウント値と、前記第２のカウンターのカ
ウント値と、前記第３のカウンターのカウント値とに基づいて、マルチプレクス制御信号
を生成するマルチプレクスデコーダーと、前記マルチプレクス制御信号に基づいて、マル
チプレクス駆動により前記複数のソース線のいずれかに供給するソース線駆動部とを含む
。
【００１９】
　本態様においては、２×ｎ垂直走査期間毎に、右目用画像及び左目用画像の各々の最初
の水平走査期間におけるマルチプレクス駆動の駆動順序を変更するようにしている。右目
用画像及び左目用画像の各垂直走査期間では、駆動装置は、変更された駆動順序から順番
に１水平走査期間毎に直前の水平走査期間における駆動順序を変更して複数のソース線を
駆動する。これにより、右目及び左目それぞれのローテーションパターンが固定されるこ
となく、縞模様が十分に拡散させることができるようになり、３Ｄ表示を行う場合に画質
の劣化を防止する駆動装置を提供することができるようになる。
【００２０】
　（７）本発明の第７の態様に係る駆動装置は、第６の態様において、前記右目用画像に
おける最初の水平走査期間の駆動順序を基準として、前記左目用画像の最初の水平走査期
間の駆動順序のシフト数に対応したオフセットが設定されるオフセットレジスターを含み
、前記マルチプレクスデコーダーは、前記第１のカウンターのカウント値と、前記第２の
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カウンターのカウント値と、前記第３のカウンターのカウント値と、前記オフセットに基
づいて、前記マルチプレクス制御信号を生成する。
【００２１】
　本態様によれば、右目用画像及び左目用画像に応じてオフセットを設定することができ
る。そのため、画像の種類に依存することなく、右目及び左目それぞれのローテーション
パターンが固定されることなく、縞模様が十分に拡散させることができるようになり、３
Ｄ表示を行う場合に画質の劣化を防止することができるようになる。
【００２２】
　（８）本発明の第８の態様に係る駆動装置は、第６の態様又は第７の態様において、前
記右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序に対応したパターンが設定される第１のパ
ターンレジスターと、前記左目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序に対応したパター
ンが設定される第２のパターンレジスターとを含み、前記マルチプレクスデコーダーは、
前記第１のパターンレジスターに設定されたパターンに基づいて右目用のマルチプレクス
制御信号を生成し、前記第２のパターンレジスターに設定されたパターンに基づいて左目
用のマルチプレクス制御信号を生成する。
【００２３】
　本態様によれば、右目用画像及び左目用画像に応じて駆動順序を設定することができる
。そのため、画像の種類に依存することなく、右目及び左目それぞれのローテーションパ
ターンが固定されることなく、縞模様が十分に拡散させることができるようになり、３Ｄ
表示を行う場合に画質の劣化を防止することができるようになる。
【００２４】
　（９）本発明の第９の態様に係る駆動装置は、第６の態様乃至第８の態様のいずれかに
おいて、駆動モードに応じて前記第１のカウンターに供給する垂直同期信号を異ならせる
垂直同期信号選択回路を含む。
【００２５】
　本態様によれば、駆動モードにかかわらず、右目及び左目それぞれのローテーションパ
ターンが固定されることなく、縞模様が十分に拡散させることができるようになり、３Ｄ
表示を行う場合に画質の劣化を防止することができるようになる。
【００２６】
　（１０）本発明の第１０の態様に係る駆動装置は、第６の態様乃至第９の態様のいずれ
かにおいて、前記第１のカウンターは、右目用画像における垂直走査期間毎にカウント値
を更新する第４のカウンターと、左目用画像における垂直走査期間毎にカウント値を更新
する第５のカウンターとを含み、前記マルチプレクスデコーダーは、前記右目用画像に対
して、前記第４のカウンターのカウント値を用いて前記マルチプレクス制御信号を生成し
、前記左目用画像に対して、前記第５のカウンターのカウント値を用いて前記マルチプレ
クス制御信号を生成する。
【００２７】
　本態様によれば、右目及び左目それぞれのローテーションパターンが固定されることな
く、縞模様が十分に拡散させることができるようになり、３Ｄ表示を行う場合に画質の劣
化を防止する駆動装置を提供することができるようになる。
【００２８】
　（１１）本発明の第１１の態様は、電気光学装置が、前記表示パネルと、前記表示パネ
ルのソース線を駆動する第６の態様乃至第１０の態様のいずれか記載の駆動装置とを含む
。
【００２９】
　本態様によれば、３Ｄ表示を行う場合に画質の劣化を防止する電気光学装置を提供する
ことができるようになる。
【００３０】
　（１２）本発明の第１２の態様は、電子機器が、第６の態様乃至第１０の態様のいずれ
か記載の駆動装置を含む。



(8) JP 2012-159565 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

【００３１】
　本態様によれば、３Ｄ表示を行う場合に画質の劣化を防止する駆動装置が適用される電
子機器を提供することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る液晶表示装置の構成の概要を示す図。
【図２】図１のソースドライバーの構成例のブロック図。
【図３】図２の多重化回路の動作説明図。
【図４】デマルチプレクサーの動作説明図。
【図５】第１の実施形態の比較例におけるマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示す
図。
【図６】図５のマルチプレクスデコーダーの動作説明図。
【図７】図５の構成による第１の駆動例の説明図。
【図８】図８（Ａ）、図８（Ｂ）は図７において右目及び左目に見えるローテーションパ
ターンの説明図。
【図９】図５の構成による第２の駆動例の説明図。
【図１０】図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）は図９において右目及び左目に見えるローテーシ
ョンパターンの説明図。
【図１１】図５の構成による第３の駆動例の説明図。
【図１２】図１２（Ａ）、図１２（Ｂ）は図１１において右目及び左目に見えるローテー
ションパターンの説明図。
【図１３】第１の実施形態における駆動装置の処理例のフロー図。
【図１４】第１の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示す図。
【図１５】図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）は図１４の構成による第１の駆動例の説明図。
【図１６】図１４の構成による第２の駆動例の説明図。
【図１７】図１４の構成による第２の駆動例の説明図。
【図１８】図１４の構成による第３の駆動例の説明図。
【図１９】図１４の構成による第３の駆動例の説明図。
【図２０】第２の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示す図。
【図２１】図２０の構成による第３の駆動例の説明図。
【図２２】第３の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示す図。
【図２３】図２２の構成による第３の駆動例の説明図。
【図２４】第４の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示す図。
【図２５】図２４の構成による第３の駆動例の説明図。
【図２６】第５の実施形態における駆動モードの説明図。
【図２７】第５の実施形態における駆動モードのタイミングの一例を示す図。
【図２８】第５の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示す図。
【図２９】本発明に係る液晶表示装置が適用されるプロジェクターシステムの構成の概要
を示す図。
【図３０】図２９の光学系の構成の概要を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明す
る実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではな
い。また以下で説明される構成のすべてが本発明の課題を解決するために必須の構成要件
であるとは限らない。
【００３４】
　〔第１の実施形態〕
　図１に、本発明の第１の実施形態に係る液晶表示装置の構成の概要を示す。
　液晶表示装置（広義には、電気光学装置）１０は、液晶パネル（表示パネル、電気光学
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パネル）１２と、駆動装置５０とを備えている。駆動装置５０は、ソースドライバー２０
と、ゲートドライバー４０とを備えている。液晶表示装置１０の外部には、電源回路６０
と、表示コントローラー７０とが設けられている。なお、液晶表示装置１０は、図１の構
成に限定されず、電源回路６０又は表示コントローラー７０の少なくとも一部の機能を内
蔵してもよい。
【００３５】
　液晶パネル１２は、例えばアクティブマトリクス型の液晶パネルにより構成される。液
晶パネル１２を構成する液晶基板には、図１のＹ方向に複数配列され、それぞれＸ方向に
伸びるゲート線Ｇ１～ＧＭ（Ｍは２以上の自然数）が配置される。また、この液晶基板に
は、Ｘ方向に複数配列され、それぞれＹ方向に伸びるソース線（データ線）Ｓ０１～Ｓ７
１、Ｓ０２～Ｓ７２、・・・、Ｓ０Ｎ～Ｓ７Ｎ（Ｎは２以上の自然数）が配置される。更
に、この液晶基板には、ソース信号供給線Ｓ１～ＳＮ（ソース電圧供給線）が設けられ、
各ソース信号供給線に対応してデマルチプレクサーＤＭＵＸ１～ＤＭＵＸＮが設けられる
。なお、デマルチプレクサーＤＭＵＸ１～ＤＭＵＸＮは、ソースドライバー２０に内蔵さ
れていてもよい。
【００３６】
　この液晶基板には、ゲート線（走査線）Ｇ１～ＧＭとソース線Ｓ０１～Ｓ７１、Ｓ０２
～Ｓ７２、・・・、Ｓ０Ｎ～Ｓ７Ｎとの交差点に対応する位置に、薄膜トランジスターが
設けられる。例えば、ゲート線Ｇｊ（ｊはＭ以下の自然数）とソース線Ｓ０ｋ（ｋはＮ以
下の自然数）との交差点に対応する位置に、薄膜トランジスターＴｊｋ－０が設けられる
。薄膜トランジスターＴｊｋ－０は、ゲート電極がゲート線Ｇｊに接続され、ソース電極
がソース線Ｓ０ｋに接続され、ドレイン電極が画素電極ＰＥｊｋ－０に接続される。この
画素電極ＰＥｊｋ－０と対向電極ＣＥ（共通電極、コモン電極）との間には、液晶容量Ｃ
Ｌｊｋ－０（液晶素子、広義には電気光学素子）が形成される。
【００３７】
　デマルチプレクサーＤＭＵＸ１～ＤＭＵＸＮは、ソース信号供給線に供給された時分割
のソース電圧をソース線に分割（分離、デマルチプレクス）して供給する。具体的には、
デマルチプレクサーＤＭＵＸｋは、各ソース線に対応するスイッチ素子（複数のデマルチ
プレクス用スイッチング素子）を備える。そして、ソースドライバー２０からのマルチプ
レクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７によってスイッチ素子がオン・オフ制御され、ソース
信号供給線Ｓｋに供給されたソース電圧がソース線Ｓ０ｋ～Ｓ７ｋに分割して供給される
。
【００３８】
　なお、図１では、説明を簡単にするために、ソース信号供給線Ｓｋに対応するデマルチ
プレクサーＤＭＵＸｋ及びソース線Ｓ０ｋ～Ｓ７ｋのみを図示している。また、ソース線
Ｓ０ｋ～Ｓ７ｋとゲート線Ｇｊとの交差点に対応する位置に設けられた薄膜トランジスタ
ーのみを図示している。他のソース信号供給線に対応するデマルチプレクサー及びソース
線、他のソース線とゲート線との交差点に対応する位置に設けられる薄膜トランジスター
についても同様である。
【００３９】
　ソースドライバー２０は、画像データ（階調データ）に基づいて時分割されたソース電
圧をソース信号供給線Ｓ１～ＳＮに出力し、ソース信号供給線Ｓ１～ＳＮを駆動する。一
方、ゲートドライバー４０は、液晶パネル１２のゲート線Ｇ１～ＧＭを走査（順次駆動）
する。
【００４０】
　電源回路６０は、外部から供給される基準電圧（電源電圧）に基づいて、液晶パネル１
２の駆動に必要な各種の電圧レベル（例えば、階調電圧生成用の基準電圧）や、対向電極
ＣＥの対向電極電圧ＶＣＯＭの電圧レベルを生成する。
【００４１】
　表示コントローラー７０は、ソースドライバー２０、ゲートドライバー４０及び電源回
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路６０を制御する。例えば、表示コントローラー７０は、ソースドライバー２０及びゲー
トドライバー４０に対して、動作モードの設定や内部で生成した垂直同期信号、水平同期
信号の供給を行う。表示コントローラー７０は、例えば図示しない中央演算処理装置（Ce
ntral Processing Unit：ＣＰＵ）を備えるホストにより設定された内容に従って、これ
らの制御を行う。
【００４２】
　なお、図１では、１本のソース信号供給線から８本のソース線にソース電圧が供給され
る場合を例に説明したが、１本のソース信号供給線から他の本数のソース線にソース電圧
が供給されてもよい。以下では、１本のソース信号供給線から８本のソース線にソース電
圧が供給される例について説明する。
【００４３】
　図２に、図１のソースドライバー２０の構成例のブロック図を示す。
　ソースドライバー２０は、シフトレジスター２２と、ラインラッチ２４、２６と、多重
化回路２８とを備えている。またソースドライバー２０は、基準電圧発生回路（階調電圧
発生回路）３０と、ＤＡＣ（Digital-to-Analog Converter）３２と、ソース線駆動回路
（ソース線駆動部）３４と、駆動制御部３６と、プリチャージ電圧発生回路３８とを備え
る。
【００４４】
　シフトレジスター２２は、各ソース線に対応して設けられ、順次接続された複数のフリ
ップフロップを備えている。このシフトレジスター２２は、画素クロックＣＬＫに同期し
て動作し、先頭のフリップフロップがイネーブル入出力信号ＥＩＯを保持すると、順次隣
接するフリップフロップにイネーブル入出力信号ＥＩＯをシフトする。画素クロックＣＬ
Ｋ、イネーブル入出力信号ＥＩＯは、例えば表示コントローラー７０から供給される。
【００４５】
　ラインラッチ２４には、画像データＤＩＯが入力される。ラインラッチ２４は、シフト
レジスター２２からの順次シフトされたイネーブル入出力信号ＥＩＯに同期して、この画
像データＤＩＯをラッチする。
【００４６】
　ラインラッチ２６は、表示用の水平同期信号であるラッチパルスＬＰに同期して、ライ
ンラッチ２４でラッチされた１水平走査単位の画像データをラッチする。ラッチパルスＬ
Ｐは、ソースドライバー２０で生成されるものとして図示するが、表示コントローラー７
０から供給されてもよい。この場合、ラッチパルスＬＰは、表示コントローラー７０から
の水平同期信号ＨＳＹＮＣとすることができる。
【００４７】
　多重化回路２８は、ラインラッチ２６にラッチされた各ソース線に対応する画像データ
を受け、８本分のソース線に対応する画像データを時分割多重し、各ソース信号供給線に
対応する時分割多重された画像データを出力する。多重化回路２８は、駆動制御部３６か
らのマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７に基づいて、画像データを多重化する。
【００４８】
　基準電圧発生回路３０は、複数の基準電圧（階調電圧）を生成し、ＤＡＣ３２に供給す
る。基準電圧発生回路３０は、例えば電源回路６０から供給される電圧レベルに基づいて
、複数の基準電圧を生成する。
【００４９】
　ＤＡＣ３２は、デジタルの画像データに基づいて、各ソース線に供給すべきアナログの
階調電圧を生成する。具体的には、ＤＡＣ３２は、多重化回路２８からの時分割多重され
た画像データと、基準電圧発生回路３０からの複数の基準電圧を受けて、時分割多重され
た画像データに対応する時分割多重された階調電圧を生成する。
【００５０】
　ソース線駆動回路３４は、ＤＡＣ３２からの階調電圧をバッファリング（広義にはイン
ピーダンス変換）してソース信号供給線Ｓ１～ＳＮにソース電圧を出力し、ソース線Ｓ０
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１～Ｓ７１、Ｓ０２～Ｓ７２、・・・、Ｓ０Ｎ～Ｓ７Ｎを駆動する。例えば、ソース線駆
動回路３４は、各ソース信号供給線に設けられたボルテージフォロワー接続の演算増幅器
により、階調電圧をバッファリングする。このようなソース線駆動回路３４は、階調電圧
に基づくソース線の駆動前にソース線のプリチャージを行うことができる。
【００５１】
　駆動制御部３６は、所与の極性反転周期で液晶パネル１２の液晶素子への印加電圧の極
性が反転するように、ソースドライバー２０を構成する各部を制御する。駆動制御部３６
は、例えばラッチパルスＬＰ、ソース電圧の時分割タイミングを規定するマルチプレクス
制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７、プリチャージ制御信号を生成する。具体的には、駆動制御
部３６は、表示コントローラー７０からの水平同期信号ＨＳＹＮＣに対応して、表示用の
タイミングに応じてラッチパルスＬＰを生成し、例えばラインラッチ２６に出力する。
【００５２】
　また、駆動制御部３６は、マルチプレクス制御信号生成部３７を備えている。マルチプ
レクス制御信号生成部３７は、ソース線の駆動タイミングに応じてマルチプレクス制御信
号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成し、多重化回路２８及びデマルチプレクサーＤＭＵＸ１～Ｄ
ＭＵＸＮに出力する。３Ｄ表示用の右目用画像及び左目用画像を表示する際、マルチプレ
クス制御信号生成部３７は、縞模様が拡散して見えないようにマルチプレクス駆動の駆動
順序が所与の変更タイミングで変更されたマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を
生成する。具体的には、駆動制御部３６は、右目用画像及び左目用画像の各々の最初の水
平走査期間における複数のソース線の駆動順序を、２×ｎ（ｎは自然数）垂直走査期間毎
に変更するようにマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成する。そして、駆動
制御部３６は、各垂直走査期間において、この駆動順序から順番に１水平走査期間毎に直
前の水平走査期間における駆動順序を変更するようにマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～
ＳＥＬ７を生成する。各水平走査期間では、直前の水平走査期間における駆動順序とまっ
たく異なる駆動順序となり、駆動順序が分散される。
【００５３】
　更に、駆動制御部３６は、ソース線のプリチャージ制御を行うためのプリチャージ制御
信号を生成する。このプリチャージ制御信号により、プリチャージ制御のイネーブル制御
やディセーブル制御も行うことができるようになっている。
【００５４】
　プリチャージ電圧発生回路３８は、正極性及び負極性のそれぞれの極性について、１又
は複数のプリチャージ電圧を生成し、ソース線駆動回路３４に出力する。プリチャージ電
圧発生回路３８は、プリチャージ制御信号により指定されたプリチャージ電圧を、該プリ
チャージ制御信号により指定されたタイミングでソース線駆動回路３４に供給する。プリ
チャージ電圧発生回路３８は、例えば電源回路６０から供給される電圧レベルに基づいて
、１又は複数のプリチャージ電圧を生成する。
【００５５】
　ここで、第１の実施形態におけるマルチプレクス駆動について、ソース信号供給線Ｓｋ
に着目して説明する。
【００５６】
　図３に、図２の多重化回路２８の動作説明図を示す。図３では、ソース線Ｓ０ｋ～Ｓ７
ｋ用の画像データＧＤ０～ＧＤ７がラインラッチ２６にラッチされたものとする。
　多重化回路２８は、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０がＨレベルのとき、ソース線Ｓ０
ｋ用の画像データＧＤ０を選択出力し、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ１がＨレベルのと
き、ソース線Ｓ１ｋ用の画像データＧＤ１を選択出力する。同様に、多重化回路２８は、
マルチプレクス制御信号ＳＥＬ２～ＳＥＬ７のそれぞれがＨレベルのとき、対応するソー
ス線用の画像データを選択出力する。これにより、多重化回路２８は、１水平走査期間内
に１度ずつＨレベルとなるマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７に基づいて、画像
データＧＤ０～ＧＤ７が時分割多重化された多重化データを生成する。
【００５７】
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　ＤＡＣ３２は、時分割多重化された画像データＧＤ０～ＧＤ７を受けて、各画像データ
に対応する階調電圧を複数の基準電圧の中から選択して出力し、時分割多重化された階調
電圧を出力する。
【００５８】
　図４に、デマルチプレクサーＤＭＵＸｋの動作説明図を示す。図４は、デマルチプレク
サーＤＭＵＸｋの動作説明図を示すが、他のデマルチプレクサーも同様である。
　ソースドライバー２０のソース線駆動回路３４は、ＤＡＣ３２からの多重化された階調
電圧を受けて、多重化されたソース電圧Ｖ０～Ｖ７を１水平走査期間内に出力する。デマ
ルチプレクサーＤＭＵＸｋには、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７がデマルチ
プレクス用スイッチ信号として供給される。デマルチプレクサーＤＭＵＸｋは、マルチプ
レクス制御信号ＳＥＬ０がＨレベルのとき、ソース電圧Ｖ０をソース線Ｓ０ｋに出力し、
マルチプレクス制御信号ＳＥＬ１がＨレベルのとき、ソース電圧Ｖ１をソース線Ｓ１ｋに
出力する。同様に、デマルチプレクサーＤＭＵＸｋは、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ２
～ＳＥＬ７のそれぞれがＨレベルのとき、対応するソース電圧を、対応するソース線に出
力する。
【００５９】
　このようにして、デマルチプレクサーＤＭＵＸｋは、ソース信号供給線Ｓｋに供給され
る多重化されたソース電圧Ｖ０～Ｖ７を分離して、ソース線Ｓ０ｋ～Ｓ７ｋに出力する。
【００６０】
　ところで、マルチプレクス駆動におけるソース線の駆動順序は、次のような構成により
ローテーションパターンをシフトさせることにより変更することができる。ローテーショ
ンパターンは、ソース線の駆動順序に対応しており、該ローテーションパターンに基づい
てマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成することで、マルチプレクス駆動に
おけるソース線の駆動順序を変更することができる。
【００６１】
　図５に、第１の実施形態の比較例におけるマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示
す。本比較例におけるマルチプレクス制御信号生成部８０は、図２のマルチプレクス制御
信号生成部３７に代えて駆動制御部３６に適用される。
　このマルチプレクス制御信号生成部８０は、ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１０
０と、ＨＳＹＮＣローテーションカウンター１１０と、マルチプレクスカウンター１２０
とを備えている。また、マルチプレクス制御信号生成部８０は、マルチプレクス駆動タイ
ミング生成部１３０と、マルチプレクスデコーダー１４０と、加算器１３２、１３４とを
備えている。
【００６２】
　マルチプレクス制御信号生成部８０には、表示コントローラー７０からの垂直同期信号
ＶＳＹＮＣ、水平同期信号ＨＳＹＮＣが入力される。ＶＳＹＮＣローテーションカウンタ
ー１００は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣに基づいて１垂直走査期間毎にカウント値をカウン
トアップ（広義には、更新。以下同様）する３ビットカウンターである。ＨＳＹＮＣロー
テーションカウンター１１０は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣによりカウント値が初期化され
、水平同期信号ＨＳＹＮＣに基づいて１水平走査期間毎にカウント値をカウントアップす
る３ビットカウンターである。マルチプレクスカウンター１２０は、水平同期信号ＨＳＹ
ＮＣに基づいてカウント値が初期化され、マルチプレクス駆動タイミング生成部１３０に
よって生成されたマルチプレクス駆動タイミングに応じてカウント値をカウントアップす
る３ビットカウンターである。マルチプレクス駆動タイミング生成部１３０は、例えば表
示コントローラー７０からの画素クロックＣＬＫに同期して、１水平走査期間内でマルチ
プレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７のいずれかがアクティブなるタイミングを示すタイ
ミング信号を生成する。マルチプレクスカウンター１２０は、このタイミング信号の立ち
上がり等に同期してカウント値を更新する。
【００６３】
　加算器１３２は、ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１００のカウント値と、ＨＳＹ
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ＮＣローテーションカウンター１１０のカウント値とを加算する３ビット加算器である。
加算器１３４は、加算器１３２の加算結果と、マルチプレクスカウンター１２０のカウン
ト値とを加算する３ビット加算器である。なお、加算器１３２、１３４を１つの加算器で
実現してもよい。マルチプレクスデコーダー１４０は、加算器１３４の３ビットの加算結
果に対応したデコード処理を行い、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成す
る。
【００６４】
　図６に、図５のマルチプレクスデコーダー１４０の動作説明図を示す。図６は、横軸に
時間軸をとり、加算器１３４の３ビットの加算結果、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～
ＳＥＬ７の一例を表す。
　マルチプレクスデコーダー１４０は、加算器１３４の３ビットの加算結果をデコードし
、いずれか１つがＨレベルのマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７、又はすべてが
Ｈレベル又はＬレベルのマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を出力する。具体的
には、加算結果が“０”のとき、マルチプレクスデコーダー１４０は、マルチプレクス制
御信号ＳＥＬ０をＨレベル、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ１～ＳＥＬ７をＬレベルとす
る。加算結果が“１”のとき、マルチプレクスデコーダー１４０は、マルチプレクス制御
信号ＳＥＬ１をＨレベル、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０、ＳＥＬ２～ＳＥＬ７をＬレ
ベルとする。同様に、加算結果が“７”のとき、マルチプレクスデコーダー１４０は、マ
ルチプレクス制御信号ＳＥＬ７をＨレベル、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ６
をＬレベルとする。なお、プリチャージ制御がイネーブル制御されたときのプリチャージ
期間において、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７はすべてがＨレベルになる。
【００６５】
　このようなマルチプレクス制御信号生成部８０によれば、ＶＳＹＮＣローテーションカ
ウンター１００のカウント値に対応した駆動順序を基準に、駆動順序に対応したカウント
値が１水平走査期間毎に１つずつインクリメントされる加算器１３２の出力が得られる。
従って、駆動順序が１水平走査期間毎に１つずつシフトされる出力が得られる。これに、
マルチプレクスカウンター１２０のカウント値を加算することで、ローテーションに対応
したマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成することができる。
【００６６】
　ところが、２Ｄ表示のときはそれぞれのソース線に接続される画素が均一に見えていた
が、このローテーション機能をそのまま３Ｄ表示に適用すると、以下のような問題がある
。なお、以下では、説明の便宜上、各垂直走査期間の先頭の水平走査期間におけるローテ
ーションパターン（開始ローテーションパターン）のみを図示するが、実際には、各垂直
走査期間において１水平走査期間毎にローテーションパターンが変更される。
【００６７】
　図７に、３Ｄ表示の際の図５の構成による第１の駆動例の説明図を示す。第１の駆動例
では、１垂直走査期間毎に右目用画像及び左目用画像を交互に駆動する。図７は、アクテ
ィブシャッター方式で３Ｄ映像を見る例を表しており、シャッターについては、画像が右
目用のときは右目用のシャッターの制御例を表し、画像が左目用のときは左目用のシャッ
ターの制御例を表す。また、図７におけるＶＳＹＮＣカウント値は、垂直同期信号ＶＳＹ
ＮＣのカウント値を３ビットで表現したものである。
【００６８】
　右目用画像の最初の水平走査期間（最初の垂直走査期間における先頭の水平走査期間）
におけるローテーションパターン（開始ローテーションパターン）が“０１２３４５６７
”のとき、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７が順番にＨレベルとなる。これは
、ＶＳＹＮＣカウント値が“０”の垂直走査期間における最初の水平走査期間におけるロ
ーテーションパターンを示している。この垂直走査期間では、次の水平走査期間において
、このローテーションパターンを基準に例えば“０４２６１５３７”に変更され、これ以
降、順次、直前の水平走査期間における駆動順序を基準に後続の水平走査期間で分散され
る。このとき、右目用画像を表示し、右目用のシャッターが、クロストークを低減するた
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めに当該垂直走査期間の後半から開く。次の垂直走査期間では、開始ローテーションパタ
ーンが“０１２３４５６７”から１つシフトされ“１２３４５６７０”となり、マルチプ
レクス制御信号ＳＥＬ１～ＳＥＬ７、ＳＥＬ０が順番にＨレベルとなる。この垂直走査期
間でも、開始ローテーションパターン“１２３４５６７０”を基準に１水平走査期間毎に
分散される。このとき、左目用画像を表示し、左目用のシャッターが、クロストークを低
減するために当該垂直走査期間の後半から開く。左目用画像を表示する垂直走査期間にお
いても、同様に、１水平走査期間毎にローテーションパターンが変更される。
【００６９】
　図８（Ａ）、図８（Ｂ）に、図７において右目及び左目に見えるローテーションパター
ンの説明図を示す。図８（Ａ）は、図７に示すローテーションパターンのうち右目用のシ
ャッターが開く右目用画像を表示するときのローテーションパターンと、左目用のシャッ
ターが開く左目用画像を表示するときのローテーションパターンとを表す。図８（Ｂ）は
、右目に見えるローテーションパターン、左目に見えるローテーションパターンを表す。
【００７０】
　図７に示すローテーションパターンのうち、原則として、右目用画像を表示していると
き左目には見えず、左目用画像を表示しているとき右目には見えない。そのため、実際に
右目及び左目に各画像が見えるときのローテーションパターンをまとめると、図８（Ａ）
のようになる。これは、結局、図８（Ｂ）に示すように、右目及び左目には、それぞれ４
パターンしか見えないことを意味する。即ち、右目及び左目でローテーションパターンが
固定されてしまい、縞模様が十分に拡散されない事態となる。
【００７１】
　次に、３Ｄ表示の際に、クロストークを防止するために、連続して右目用画像を表示し
た後、連続して左目用画像を表示する第２の駆動例を考える。
【００７２】
　図９に、３Ｄ表示の際の図５の構成による第２の駆動例の説明図を示す。図９は、アク
ティブシャッター方式で３Ｄ映像を見る例を表しており、シャッターについては、画像が
右目用のときは右目用のシャッターの制御例を表し、画像が左目用のときは左目用のシャ
ッターの制御例を表す。また、図９におけるＶＳＹＮＣカウント値は、垂直同期信号ＶＳ
ＹＮＣのカウント値を３ビットで表現したものである。
【００７３】
　右目用画像のＶＳＹＮＣカウント値が“０”の最初の水平走査期間における開始ローテ
ーションパターンが“０１２３４５６７”のとき、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～Ｓ
ＥＬ７が順番にＨレベルとなる。その後、このローテーションパターンを基準に、１水平
走査期間毎に分散される。このとき、右目用画像を表示し、右目用のシャッターは閉じた
ままである。次の垂直走査期間では、開始ローテーションパターンが１つシフトし、マル
チプレクス制御信号ＳＥＬ１～ＳＥＬ７、ＳＥＬ０が順番にＨレベルとなる。その後、こ
のローテーションパターンを基準に、１水平走査期間毎に分散される。このときも右目用
画像を表示し、右目用のシャッターが開く。左目用画像についても同様である。
【００７４】
　図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）に、図９において右目及び左目に見えるローテーションパ
ターンの説明図を示す。図１０（Ａ）は、図９に示すローテーションパターンのうち右目
用のシャッターが開く右目用画像を表示するときのローテーションパターンと、左目用の
シャッターが開く左目用画像を表示するときのローテーションパターンとを表す。図１０
（Ｂ）は、右目に見えるローテーションパターン、左目に見えるローテーションパターン
を表す。
【００７５】
　実際に右目及び左目に各画像が見えるときのローテーションパターンをまとめると、図
１０（Ａ）のようになる。これは、結局、図１０（Ｂ）に示すように、右目及び左目には
、それぞれ２パターンしか見えないことを意味する。即ち、クロストークを防止すること
ができるものの、右目及び左目でローテーションパターンが固定されてしまい、縞模様が
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十分に拡散されない事態となる。
【００７６】
　次に、３Ｄ表示の際に、クロストークを防止し、且つ、縞模様の拡散を図る第３の駆動
例を考える。第３の駆動例では、３種類の駆動モードで駆動し、連続して高い表示周波数
で２フレーム分の右目用画像を表示した後、低い表示周波数で１フレーム分の右目用画像
を表示する。続く左目用画像についても同様である。
【００７７】
　図１１に、３Ｄ表示の際の図５の構成による第３の駆動例の説明図を示す。図１１は、
アクティブシャッター方式で３Ｄ映像を見る例を表しており、シャッターについては、画
像が右目用のときは右目用のシャッターの制御例を表し、画像が左目用のときは左目用の
シャッターの制御例を表す。また、図１１におけるＶＳＹＮＣカウント値は、垂直同期信
号ＶＳＹＮＣのカウント値を３ビットで表現したものである。
【００７８】
　右目用画像のＶＳＹＮＣカウント値が“０”の最初の水平走査期間における開始ローテ
ーションパターンが“０１２３４５６７”のとき、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～Ｓ
ＥＬ７が順番にＨレベルとなる。その後、このローテーションパターンを基準に、１水平
走査期間毎に分散される。このとき、右目用画像を高い表示周波数で表示し、右目用のシ
ャッターは閉じたままである。次の垂直走査期間では、開始ローテーションパターンが１
つシフトし、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ１～ＳＥＬ７、ＳＥＬ０が順番にＨレベルと
なり、この開始ローテーションパターンを基準に１水平走査期間毎に分散される。このと
きも右目用画像を高い表示周波数で表示し、右目用のシャッターが例えば開く。更に、次
の垂直走査期間では、開始ローテーションパターンが１つシフトし、マルチプレクス制御
信号ＳＥＬ２～ＳＥＬ７、ＳＥＬ０、ＳＥＬ１が順番にＨレベルとなり、この開始ローテ
ーションパターンを基準に１水平走査期間毎に分散される。このときは右目用画像を低い
表示周波数で表示し、右目用のシャッターが開く。左目用画像についても同様である。
【００７９】
　図１２（Ａ）、図１２（Ｂ）に、図１１において右目及び左目に見えるローテーション
パターンの説明図を示す。図１２（Ａ）は、図１１に示すローテーションパターンのうち
右目用のシャッターが開く右目用画像を表示するときのローテーションパターンと、左目
用のシャッターが開く左目用画像を表示するときのローテーションパターンとを表す。図
１２（Ｂ）は、右目に見えるローテーションパターン、左目に見えるローテーションパタ
ーンを表す。
【００８０】
　実際に右目及び左目に各画像が見えるときのローテーションパターンをまとめると、図
１２（Ａ）のようになる。これは、結局、図１２（Ｂ）に示すように、右目及び左目には
、それぞれ４パターンしか見えないことを意味する。即ち、クロストークを防止すること
ができるものの、右目及び左目でローテーションパターンが固定されてしまい、縞模様が
十分に拡散されない事態となる。
【００８１】
　以上のように、単純にローテーション機能を３Ｄ表示に用いても、ローテーションパタ
ーンが固定されてしまうという問題がある。そこで、第１の実施形態では、次のようにロ
ーテーションパターンを変更し、３Ｄ表示のための右目用画像及び左目用画像を表示する
。
【００８２】
　図１３に、第１の実施形態における駆動装置５０の処理例のフロー図を示す。
　まず、駆動装置５０は、駆動制御部３６のマルチプレクス制御信号生成部３７において
、所与の駆動順序に対応したローテーションパターン（開始ローテーションパターン）を
初期値として設定する（ステップＳＴ１０）。
【００８３】
　次に、駆動装置５０は、液晶パネル１２のゲート線を走査しながら、ステップＳＴ１０



(16) JP 2012-159565 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

で設定された駆動順序に対応したマルチプレクス駆動により、右目用画像の右目用画像デ
ータに基づいて複数のソース線を駆動する（ステップＳＴ１２、右目用駆動ステップ）。
ステップＳＴ１２では、各垂直走査期間において、ステップＳＴ１０で設定された駆動順
序から順番に１水平走査期間毎に直前の水平走査期間における駆動順序を変更する。この
ようなステップＳＴ１２では、１又は複数の垂直走査期間にわたって、上記のマルチプレ
クス駆動により右目用画像データに基づいて複数のソース線が駆動される。
【００８４】
　更に、駆動装置５０は、液晶パネル１２のゲート線を走査しながら、ステップＳＴ１０
で設定された駆動順序に対応したマルチプレクス駆動により、左目用画像の左目用画像デ
ータに基づいて複数のソース線を駆動する（ステップＳＴ１４、左目用駆動ステップ）。
ステップＳＴ１４では、各垂直走査期間において、ステップＳＴ１０で設定された駆動順
序から順番に１水平走査期間毎に直前の水平走査期間における駆動順序を変更する。この
ようなステップＳＴ１４では、１又は複数の垂直走査期間にわたって、上記のマルチプレ
クス駆動により左目用画像データに基づいて複数のソース線が駆動される。このステップ
ＳＴ１２及びステップＳＴ１４により、駆動ステップが構成される。
【００８５】
　ここで、３Ｄ表示が終了のとき（ステップＳＴ１６：Ｙ）、駆動装置５０は、一連の処
理を終了する（エンド）。一方、３Ｄ表示が終了ではないとき（ステップＳＴ１６：Ｎ）
、駆動装置５０は、右目用画像又は左目用画像の最初の水平走査期間における複数のソー
ス線の駆動順序を変更する（ステップＳＴ１８、駆動順序変更ステップ）。具体的には、
２×ｎ垂直走査期間毎に、右目用画像及び左目用画像の最初の水平走査期間における複数
のソース線の駆動順序を変更する。その後、ステップＳＴ１２に戻る。ステップＳＴ１２
では、駆動装置５０は、液晶パネル１２のゲート線を走査しながら、ステップＳＴ１８で
設定された駆動順序に対応したマルチプレクス駆動により、左目用画像の左目用画像デー
タに基づいて複数のソース線を駆動する（ステップＳＴ１２）。このとき、各垂直走査期
間において、ステップＳＴ１８で設定された駆動順序から順番に１水平走査期間毎に直前
の水平走査期間における駆動順序を変更する。
【００８６】
　図１４に、第１の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部３７の構成例を示す
。図１４において、図５と同様の部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
　マルチプレクス制御信号生成部３７は、ＶＳＹＮＣローテーションカウンター（第１の
カウンター）１００と、ＨＳＹＮＣローテーションカウンター（第２のカウンター）１１
０と、マルチプレクスカウンター（第３のカウンター）１２０とを備えている。また、マ
ルチプレクス制御信号生成部３７は、マルチプレクス駆動タイミング生成部１３０と、マ
ルチプレクスデコーダー１４０と、分周回路１４２と、加算器１３２、１３４とを備えて
いる。
【００８７】
　マルチプレクス制御信号生成部３７には、表示コントローラー７０からの垂直同期信号
ＶＳＹＮＣ、水平同期信号ＨＳＹＮＣが入力される。分周回路１４２は、垂直同期信号Ｖ
ＳＹＮＣを分周する。例えば上記の第１の駆動例のように、右目用画像及び左目用画像を
１垂直走査期間毎に交互に表示する場合、分周回路１４２は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣを
２分周する。例えば上記の第２の駆動例のように、３Ｄ表示の際に、クロストークを防止
するために、連続して右目用画像を表示した後、連続して左目用画像を表示する場合、分
周回路１４２は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣを４分周する。例えば上記の第３の駆動例のよ
うに、連続して高い表示周波数で２フレームの右目用画像を表示した後、低い表示周波数
で１フレームの右目用画像を表示する場合、分周回路１４２は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣ
を６分周する。
【００８８】
　ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１００は、分周回路１４２の出力に基づいて２×
ｎ垂直走査期間毎にカウント値をカウントアップ（広義には、更新）する３ビットカウン



(17) JP 2012-159565 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

ターである。ＨＳＹＮＣローテーションカウンター１１０は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣに
よりカウント値が初期化され、水平同期信号ＨＳＹＮＣに基づいて１水平走査期間毎にカ
ウント値をカウントアップする３ビットカウンターである。マルチプレクスカウンター１
２０は、水平同期信号ＨＳＹＮＣに基づいてカウント値が初期化され、マルチプレクス駆
動タイミング生成部１３０によって生成されたマルチプレクス駆動タイミングに応じてカ
ウント値をカウントアップする３ビットカウンターである。マルチプレクス駆動タイミン
グ生成部１３０は、例えば表示コントローラー７０からの画素クロックＣＬＫに同期して
、１水平走査期間内でマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７のいずれかがアクティ
ブになるタイミングを示すタイミング信号を生成する。マルチプレクスカウンター１２０
は、このタイミング信号の立ち上がり等に同期してカウント値を更新する。
【００８９】
　加算器１３２、１３４は、図５と同様である。マルチプレクスデコーダー１４０は、図
６に示すように、加算器１３４の３ビットの加算結果に対応したデコード処理を行い、マ
ルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成する。
【００９０】
　図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）に、図１４の構成による第１の駆動例の説明図を示す。図
１５（Ａ）は、アクティブシャッター方式で３Ｄ映像を見る例を表しており、シャッター
については、画像が右目用のときは右目用のシャッターの制御例を表し、画像が左目用の
ときは左目用のシャッターの制御例を表す。図１５（Ｂ）は、図１５（Ａ）において右目
及び左目に見えるローテーションパターンの説明図を示す。また、図１５（Ａ）又は図１
５（Ｂ）におけるＶＳＹＮＣカウント値は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣのカウント値を３ビ
ットで表現したものである。
【００９１】
　右目用画像のＶＳＹＮＣカウント値が“０”の最初の水平走査期間における開始ローテ
ーションパターンが“０１２３４５６７”のとき、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～Ｓ
ＥＬ７が順番にＨレベルとなる。これは、ＶＳＹＮＣカウント値が“０”の垂直走査期間
における最初の水平走査期間におけるローテーションパターンを示している。この垂直走
査期間では、次の水平走査期間において、このローテーションパターンを基準に例えば“
０４２６１５３７”に変更され、これ以降、順次、直前の水平走査期間における駆動順序
を基準に後続の水平走査期間で分散される。このとき、右目用画像を表示し、右目用のシ
ャッターが、クロストークを低減するために当該垂直走査期間の後半から開く。次の垂直
走査期間では、開始ローテーションパターンが変更されることなく“０１２３４５６７”
のままとなり、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７が順番にＨレベルとなる。こ
の垂直走査期間では、開始ローテーションパターン“１２３４５６７０”を基準に１水平
走査期間毎に分散される。このとき、左目用画像を表示し、左目用のシャッターが、クロ
ストークを低減するために当該垂直走査期間の後半から開く。左目用画像を表示する垂直
走査期間においても、同様に、１水平走査期間毎にローテーションパターンが変更される
。
【００９２】
　そのため、第１の駆動例において実際に右目及び左目に各画像が見えるときのローテー
ションパターンをまとめると、図１５（Ｂ）のようになる。これは、右目及び左目には、
それぞれ８パターンで見えることを意味し、右目及び左目でローテーションパターンが固
定されることなく、縞模様が十分に拡散されることを示す。
【００９３】
　次に、３Ｄ表示の際に、クロストークを防止するために、連続して右目用画像を表示し
た後、連続して左目用画像を表示する第２の駆動例を考える。
【００９４】
　図１６、図１７に、３Ｄ表示の際の図１４の構成による第２の駆動例の説明図を示す。
図１６は、アクティブシャッター方式で３Ｄ映像を見る例を表しており、シャッターにつ
いては、画像が右目用のときは右目用のシャッターの制御例を表し、画像が左目用のとき
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は左目用のシャッターの制御例を表す。図１７は、図１６において右目及び左目に見える
ローテーションパターンの説明図を示す。また、図１６又は図１７におけるＶＳＹＮＣカ
ウント値は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣのカウント値を３ビットで表現したものである。
【００９５】
　右目用画像のＶＳＹＮＣカウント値が“０”の最初の水平走査期間における開始ローテ
ーションパターンが“０１２３４５６７”のとき、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～Ｓ
ＥＬ７が順番にＨレベルとなる。この垂直走査期間では、次の水平走査期間において、こ
のローテーションパターンを基準に例えば“０４２６１５３７”に変更され、これ以降、
順次、直前の水平走査期間における駆動順序を基準に後続の水平走査期間で分散される。
このとき、右目用画像を表示し、右目用のシャッターは閉じたままである。次の垂直走査
期間では、開始ローテーションパターンが変更されることなくそのままの状態で、マルチ
プレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７が順番にＨレベルとなり、この開始ローテーション
パターンを基準に１水平走査期間毎に分散される。このときも右目用画像を表示し、右目
用のシャッターが開く。
【００９６】
　続く左目用画像については、開始ローテーションパターンが“０１２３４５６７”のま
まで、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７が順番にＨレベルとなり、この開始ロ
ーテーションパターンを基準に１水平走査期間毎に分散される。このとき、左目用画像を
表示し、左目用のシャッターは閉じたままである。次の垂直走査期間でも、開始ローテー
ションパターンが変更されることなくそのままの状態で、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ
０～ＳＥＬ７が順番にＨレベルとなり、この開始ローテーションパターンを基準に１水平
走査期間毎に分散される。このときも左目用画像を表示し、左目用のシャッターが開く。
【００９７】
　そして、次の右目用画像のときに、開始ローテーションパターンが１つシフトして“１
２３４５６７０”となり、このローテーションパターンを基準に、上記のように右目用画
像及び左目用画像の表示駆動が行われる。
【００９８】
　そのため、第２の駆動例において実際に右目及び左目に各画像が見えるときのローテー
ションパターンをまとめると、図１７のようになる。これは、結局、図１７に示すように
、右目及び左目には、それぞれ８パターンで見えることを意味し、クロストークを防止す
る上に、右目及び左目でローテーションパターンが固定されることなく、縞模様が十分に
拡散されることを示す。
【００９９】
　次に、３Ｄ表示の際に、クロストークを防止し、且つ、縞模様の拡散を図る第３の駆動
例を考える。
【０１００】
　図１８、図１９に、３Ｄ表示の際の図１４の構成による第３の駆動例の説明図を示す。
図１８は、アクティブシャッター方式で３Ｄ映像を見る例を表しており、シャッターにつ
いては、画像が右目用のときは右目用のシャッターの制御例を表し、画像が左目用のとき
は左目用のシャッターの制御例を表す。図１９は、図１８において右目及び左目に見える
ローテーションパターンの説明図を示す。また、図１８及び図１９におけるＶＳＹＮＣカ
ウント値は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣのカウント値を３ビットで表現したものである。
【０１０１】
　右目用画像のＶＳＹＮＣカウント値が“０”の最初の水平走査期間における開始ローテ
ーションパターンが“０１２３４５６７”のとき、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～Ｓ
ＥＬ７が順番にＨレベルとなる。この垂直走査期間では、この開始ローテーションパター
ンを基準に１水平走査期間毎に分散される。このとき、右目用画像を高い表示周波数で表
示し、右目用のシャッターは閉じたままである。次の垂直走査期間では、開始ローテーシ
ョンパターンが変更されることなくそのままの状態で、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０
～ＳＥＬ７が順番にＨレベルとなり、この開始ローテーションパターンを基準に１水平走
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査期間毎に分散される。このときも右目用画像を高い表示周波数で表示し、右目用のシャ
ッターが例えば開く。更に、次の垂直走査期間では、開始ローテーションパターンが変更
されることなくそのままの状態で、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７が順番に
Ｈレベルとなり、この開始ローテーションパターンを基準に１水平走査期間毎に分散され
る。このときは右目用画像を低い表示周波数で表示し、右目用のシャッターが開く。
【０１０２】
　続く左目用画像については、開始ローテーションパターンが“０１２３４５６７”のま
まで、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７が順番にＨレベルとなる。この垂直走
査期間では、この開始ローテーションパターンを基準に１水平走査期間毎に分散される。
このとき、左目用画像を高い表示周波数で表示し、左目用のシャッターは閉じたままであ
る。次の垂直走査期間では、開始ローテーションパターンが変更されることなくそのまま
の状態で、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７が順番にＨレベルとなり、この開
始ローテーションパターンを基準に１水平走査期間毎に分散される。このときも左目用画
像を高い表示周波数で表示し、右目用のシャッターが例えば開く。更に、次の垂直走査期
間では、開始ローテーションパターンが変更されることなくそのままの状態で、マルチプ
レクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７が順番にＨレベルとなり、この開始ローテーションパ
ターンを基準に１水平走査期間毎に分散される。このときは左目用画像を低い表示周波数
で表示し、左目用のシャッターが開く。
【０１０３】
　そのため、第３の駆動例において実際に右目及び左目に各画像が見えるときのローテー
ションパターンをまとめると、図１９のようになる。これは、結局、図１９に示すように
、右目及び左目には、それぞれ８パターンで見えることを意味し、クロストークを防止す
る上に、右目及び左目でローテーションパターンが固定されることなく、縞模様が十分に
拡散されることを示す。
【０１０４】
　以上のように、第１の実施形態においては、２×ｎ垂直走査期間毎に、右目用画像及び
左目用画像の各々の最初の水平走査期間におけるマルチプレクス駆動の駆動順序を変更す
る。こうすることで、３Ｄ表示のための１組の右目用画像及び左目用画像を単位でローテ
ーションパターンが変更され、右目及び左目でローテーションパターンが固定されること
なく、縞模様が十分に拡散させることができるようになる。
【０１０５】
　〔第２の実施形態〕
　第１の実施形態では、右目用画像と対応する左目用画像とを同じ駆動順序で駆動される
例を説明したが、右目用画像と対応する左目用画像とが互いに異なる駆動順序で駆動され
ることが望ましい。第２の実施形態は、第１の実施形態とほぼ同様の構成で実現でき、以
下では第１の実施形態と異なる点のみ説明する。
【０１０６】
　図２０に、本発明の第２の実施形態に係るマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示
す。第２の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部３７ａは、図２のマルチプレ
クス制御信号生成部３７に代えて駆動制御部３６に適用することができる。図２０におい
て、図１４と同様の部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
【０１０７】
　マルチプレクス制御信号生成部３７ａは、ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１００
と、ＨＳＹＮＣローテーションカウンター１１０と、マルチプレクスカウンター１２０と
を備えている。また、マルチプレクス制御信号生成部３７ａは、マルチプレクス駆動タイ
ミング生成部１３０と、マルチプレクスデコーダー１４０と、分周回路１４２と、加算器
１３２、１３４とを備えている。更に、マルチプレクス制御信号生成部３７ａは、オフセ
ットレジスター１４３と、セレクター１４８と、加算器１５０とを備えている。オフセッ
トレジスター１４３は、右目用オフセットレジスター１４４と、左目用オフセットレジス
ター１４６とを有する。
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【０１０８】
　オフセットレジスター１４３には、右目用画像における最初の水平走査期間の駆動順序
を基準として、左目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序のシフト数に対応したオフセ
ットが、表示コントローラー７０によって設定される。なお、左目用画像における最初の
水平走査期間の駆動順序を基準として、右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序のシ
フト数に対応したオフセットが設定されてもよい。
【０１０９】
　なお、第２の実施形態では、右目用画像に対するオフセットと左目用画像に対するオフ
セットが独立して設定できるように、オフセットレジスター１４３には、右目用オフセッ
トレジスター１４４と左目用オフセットレジスター１４６とが設けられる。これにより、
オフセットの設定の自由度をより一層向上させることができるようになる。右目用オフセ
ットレジスター１４４及び左目用オフセットレジスター１４６には、表示コントローラー
７０により、オフセット数に対応した３ビットのデータが設定される。
【０１１０】
　セレクター１４８は、分周回路１４２の出力の例えば下位１ビットに基づいて、右目用
オフセットレジスター１４４のオフセット又は左目用オフセットレジスター１４６のオフ
セットを選択出力する。加算器１５０は、セレクター１４８の出力と、加算器１３４の加
算結果を加算して３ビットの加算結果をマルチプレクスデコーダー１４０に出力する。即
ち、マルチプレクスデコーダー１４０は、ＶＳＹＮローテーションカウンター１００、Ｈ
ＳＹＮＣローテーションカウンター１１０及びマルチプレクスカウンター１２０の各カウ
ント値とオフセットとに基づいてマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成する
。
【０１１１】
　図２１に、図２０の構成による第３の駆動例の説明図を示す。図２１は、右目用画像の
駆動順序を基準として、左目用画像の駆動順序としてオフセット数“４”のときに右目及
び左目に見えるローテーションパターンの説明図を示す。また、図２１におけるＶＳＹＮ
Ｃカウント値は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣのカウント値を３ビットで表現したものである
。
【０１１２】
　ＶＳＹＮＣカウント値が“０”の最初の水平走査期間では、右目用画像の開始ローテー
ションパターンが“０１２３４５６７”で始まり、この右目用画像に対応する左目用画像
の開始ローテーションパターンが“４５６７０１２３”で始まる。即ち、左目用画像の最
初の水平走査期間の駆動順序が、右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序を基準にシ
フトしている。これ以降、第１の実施形態における第３の駆動例と同様に、右目用画像及
び左目用画像それぞれについて開始ローテーションパターンが変更されていく。
【０１１３】
　そのため、第３の駆動例において実際に右目及び左目に各画像が見えるときのローテー
ションパターンをまとめると、右目及び左目にはそれぞれ８パターンで見える。そのため
、クロストークを防止する上に、右目及び左目でローテーションパターンが固定されるこ
となく、縞模様が十分に拡散される。
【０１１４】
　図２１の例では、例えば右目用オフセットレジスター１４４にオフセット数“０”、左
目用オフセットレジスター１４６にオフセット数“４”が設定される。なお、図２１では
オフセット数が“４”である例を説明したが、オフセット数が“４”を除く“７”以下で
あってもよい。また、図２１では、上記の第３の駆動例を例に説明したが、第１の駆動例
又は第２の駆動例についても同様である。
【０１１５】
　以上説明したように、第２の実施形態では、駆動順序を変更するのに先立ち、右目用画
像の最初の水平走査期間の駆動順序を基準として、左目用画像の最初の水平走査期間の駆
動順序のシフト数に対応したオフセットを設定するオフセット設定ステップを含むことが
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できる。このとき、左目用画像については、左目用画像の最初の水平走査期間において、
右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序を基準にオフセットに対応したシフト数分だ
けシフトした駆動順序で、複数のソース線を駆動する。
【０１１６】
　〔第３の実施形態〕
　第１の実施形態又は第２の実施形態では、右目用画像で用いる開始ローテーションパタ
ーンは左目用画像で用いる開始ローテーションパターンと一致するもの、又はシフトした
ものであったが、これらに限定されるものではない。第３の実施形態では、右目用画像で
用いる開始ローテーションパターンと左目用画像で用いる開始ローテーションパターンと
がそれぞれ別個に設定される。第３の実施形態は、第１の実施形態とほぼ同様の構成で実
現でき、以下では第１の実施形態と異なる点のみ説明する。
【０１１７】
　図２２に、本発明の第３の実施形態に係るマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示
す。第３の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部３７ｂは、図２のマルチプレ
クス制御信号生成部３７に代えて駆動制御部３６に適用することができる。図２２におい
て、図１４と同様の部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
【０１１８】
　マルチプレクス制御信号生成部３７ｂは、ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１００
と、ＨＳＹＮＣローテーションカウンター１１０と、マルチプレクスカウンター１２０と
を備えている。また、マルチプレクス制御信号生成部３７ｂは、マルチプレクス駆動タイ
ミング生成部１３０と、マルチプレクスデコーダー１４０と、分周回路１４２と、加算器
１３２、１３４とを備えている。更に、マルチプレクス制御信号生成部３７ｂは、右目用
ローテーションパターンレジスター１５２と、左目用ローテーションパターンレジスター
１５４と、セレクター１５６と、加算器１５８とを備えている。
【０１１９】
　右目用ローテーションパターンレジスター（第１のパターンレジスター）１５２には、
表示コントローラー７０により、右目用画像の最初の水平走査期間の駆動順序に対応した
開始ローテーションパターンが設定される。左目用ローテーションパターンレジスター（
第２のパターンレジスター）１５４には、表示コントローラー７０により、左目用画像の
最初の水平走査期間の駆動順序に対応した開始ローテーションパターンが設定される。
【０１２０】
　セレクター１５６は、分周回路１４２の出力の例えば下位１ビットに基づいて、右目用
ローテーションパターンレジスター１５２のローテーションパターン又は左目用ローテー
ションパターンレジスター１５４のローテーションパターンを選択出力する。加算器１５
８は、セレクター１５６の出力と、加算器１３４の加算結果を加算して３ビットの加算結
果をマルチプレクスデコーダー１４０に出力する。即ち、マルチプレクスデコーダー１４
０は、右目用ローテーションパターンレジスター１５２に設定されたローテーションパタ
ーンに基づいて右目用のマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成する。またマ
ルチプレクスデコーダー１４０は、左目用ローテーションパターンレジスター１５４に設
定されたローテーションパターンに基づいて左目用のマルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～
ＳＥＬ７を生成する。
【０１２１】
　図２３に、図２２の構成による第３の駆動例の説明図を示す。図２３は、右目用ローテ
ーションパターンレジスター１５２に“０１２３４５６７”のローテーションパターンが
設定され、左目用ローテーションパターンレジスター１５４に“０２４６１３５７”が設
定された場合を表す。また、図２３におけるＶＳＹＮＣカウント値は、垂直同期信号ＶＳ
ＹＮＣのカウント値を３ビットで表現したものである。
【０１２２】
　ＶＳＹＮＣカウント値が“０”の最初の水平走査期間では、右目用画像の開始ローテー
ションパターンが“０１２３４５６７”で始まる。その後、ＶＳＹＮＣカウント値が“２
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”になるまで同じローテーションパターンで右目用画像を表示する。このとき、右目用ロ
ーテーションパターンレジスター１５２に設定された“０１２３４５６７”から順番に１
水平走査期間毎に駆動順序をシフトしたマルチプレクス駆動により、右目用画像データに
基づいて複数のソース線が駆動される。
【０１２３】
　次に、この右目用画像に対応する左目用画像の開始ローテーションパターンが“０２４
６１３５７”で始まる。その後、ＶＳＹＮＣカウント値が“５”になるまで同じローテー
ションパターンで左目用画像を表示する。このとき、左目用ローテーションパターンレジ
スター１５４に設定された“０２４６１３５７”から順番に１水平走査期間毎に駆動順序
をシフトしたマルチプレクス駆動により、左目用画像データに基づいて複数のソース線が
駆動される。
【０１２４】
　そのため、第３の駆動例において実際に右目及び左目に各画像が見えるときのローテー
ションパターンをまとめると、右目及び左目には、それぞれ８パターンで見える。そのた
め、クロストークを防止する上に、右目及び左目でローテーションパターンが固定される
ことなく、縞模様が十分に拡散される。
【０１２５】
　なお、右目用ローテーションパターンレジスター１５２及び左目用ローテーションパタ
ーンレジスター１５４にそれぞれ設定されるパターンが図２３で説明したものに限定され
ない。図２３では、上記の第３の駆動例を例に説明したが、第１の駆動例又は第２の駆動
例についても同様である。また、第３の実施形態において第２の実施形態を適用してもよ
い。
【０１２６】
　以上説明したように、第３の実施形態では、駆動順序を変更するのに先立ち、右目用画
像の最初の水平走査期間の駆動順序を設定する右目用駆動順序設定ステップと、左目用画
像の最初の水平走査期間の駆動順序を設定する左目用駆動順序設定ステップとを含むこと
ができる。そして、右目用画像については、各垂直走査期間において、右目用駆動順序設
定ステップにおいて設定された駆動順序から順番に１水平走査期間毎に駆動順序をシフト
したマルチプレクス駆動により、右目用画像データに基づいて複数のソース線が駆動され
る。また、左目用画像については、各垂直走査期間において、左目用駆動順序設定ステッ
プにおいて設定された駆動順序から順番に１水平走査期間毎に駆動順序をシフトしたマル
チプレクス駆動により、左目用画像データに基づいて複数のソース線が駆動される。
【０１２７】
　〔第４の実施形態〕
　第１の実施形態ではＶＳＹＮＣローテーションカウンター１００が１つの３ビットカウ
ンターで構成されるものとして説明したが、これに限定されるものではない。第４の実施
形態では、ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１００が、右目用と左目用とに別個に設
けられる。第４の実施形態は、第１の実施形態とほぼ同様の構成で実現でき、以下では第
１の実施形態と異なる点のみ説明する。
【０１２８】
　図２４に、本発明の第４の実施形態に係るマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示
す。第４の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部３７ｃは、図２のマルチプレ
クス制御信号生成部３７に代えて駆動制御部３６に適用することができる。図２４におい
て、図１４と同様の部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
【０１２９】
　マルチプレクス制御信号生成部３７ｃは、ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１００
と、ＨＳＹＮＣローテーションカウンター１１０と、マルチプレクスカウンター１２０と
を備えている。また、マルチプレクス制御信号生成部３７ｃは、マルチプレクス駆動タイ
ミング生成部１３０と、マルチプレクスデコーダー１４０と、分周回路１６０と、加算器
１６２、１６４、１６８と、セレクター１６６とを備えている。ＶＳＹＮＣローテーショ
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ンカウンター１００は、右目用ＶＳＹＮＣローテーションカウンター（第４のカウンター
）１０２と、左目用ＶＳＹＮＣローテーションカウンター（第５のカウンター）１０４と
を有する。
【０１３０】
　分周回路１６０は、Ｄ型フリップフロップを有し、Ｄ型フリップフロップのクロック端
子Ｃに垂直同期信号ＶＳＹＮＣが入力され、データ入力端子Ｄが反転出力端子ＸＱに接続
される。Ｄ型フリップフロップの出力端子Ｑの出力信号が、右目用ＶＳＹＮＣローテーシ
ョンカウンター１０２及びセレクター１６６に入力される。Ｄ型フリップフロップの反転
出力端子ＸＱの出力信号が、左目用ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１０４に入力さ
れる。
【０１３１】
　右目用ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１０２は、Ｄ型フリップフロップの出力端
子Ｑの出力信号に基づいてカウントアップする３ビットカウンターである。左目用ＶＳＹ
ＮＣローテーションカウンター１０４は、Ｄ型フリップフロップの反転出力端子ＸＱの出
力信号に基づいてカウントアップする３ビットカウンターである。加算器１６２は、右目
用ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１０２のカウント値とＨＳＹＮＣローテーション
カウンター１１０のカウント値とを加算する３ビット加算器である。加算器１６４は、左
目用ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１０４のカウント値とＨＳＹＮＣローテーショ
ンカウンター１１０のカウント値とを加算する３ビット加算器である。セレクター１６６
は、Ｄ型フリップフロップの反転出力端子ＸＱの出力信号に基づいて、加算器１６２の加
算結果又は加算器１６４の加算結果を選択出力する。加算器１６８は、セレクター１６６
の出力とマルチプレクスカウンター１２０のカウント値とを加算する３ビット加算器であ
り、加算結果をマルチプレクスデコーダー１４０に出力する。
【０１３２】
　マルチプレクスデコーダー１４０は、分周回路１６０の出力に応じて、右目用画像に対
して、右目用ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１０２のカウント値を用いて、マルチ
プレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成する。また、マルチプレクスデコーダー１４
０は、分周回路１６０の出力に応じて、左目用画像に対して、左目用ＶＳＹＮＣローテー
ションカウンター１０４のカウント値を用いて、マルチプレクス制御信号ＳＥＬ０～ＳＥ
Ｌ７を生成する。以上のような構成により、第１の実施形態と同様のマルチプレクス制御
信号ＳＥＬ０～ＳＥＬ７を生成することができる。
【０１３３】
　図２５に、図２４の構成による第３の駆動例の説明図を示す。図２５におけるＶＳＹＮ
Ｃカウント値は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣのカウント値を３ビットで表現したものである
。
【０１３４】
　図２５に示すように、第３の駆動例において実際に右目及び左目に各画像が見えるとき
のローテーションパターンをまとめると、右目及び左目にはそれぞれ８パターンで見える
。そのため、クロストークを防止する上に、右目及び左目でローテーションパターンが固
定されることなく、縞模様が十分に拡散される。図２５は、第３の駆動例を表すが、第１
の駆動例又は第２の駆動例についても同様である。また、第４の実施形態において第２の
実施形態又は第３の実施形態を適用してもよい。
【０１３５】
　以上説明したように、第４の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得るこ
とができるようになる。
【０１３６】
　〔第５の実施形態〕
　第１の実施形態～第４の実施形態では、第３の駆動例において、右目用画像及び左目用
画像それぞれについて、駆動モードにかかわらず開始ローテーションパターンを固定して
いたが、これに限定されるものではない。第５の実施形態では、右目用画像及び左目用画
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像それぞれについて、駆動モードに応じて開始ローテーションパターンを変更する。第５
の実施形態は、第１の実施形態とほぼ同様の構成で実現でき、以下では第１の実施形態と
異なる点のみ説明する。
【０１３７】
　図２６に、第５の実施形態における駆動モードの説明図を示す。
　図２７に、第５の実施形態における駆動モードのタイミングの一例を示す。
　第５の実施形態では、右目用画像について３種類の駆動モードで駆動された後、左目用
画像について３種類の駆動モードで駆動される。以降、同様の駆動を繰り返す。ここで、
３種類の駆動モードのそれぞれを第１の駆動モード、第２の駆動モード、第３の駆動モー
ドとする。第１の駆動モード及び第２の駆動モードは、表示周波数が４８０ヘルツで、ソ
ース線を駆動する前にソース線のプリチャージを省略することで、高速な表示周波数での
駆動において画素への書き込み時間を確保する（図２７参照）。なお、第２の駆動モード
で、プリチャージを行ってもよい。第３の駆動モードは、表示周波数が２４０ヘルツで、
プリチャージを行った後にソース線のマルチプレクス駆動を行う（図２７参照）。シャッ
ターについては、第２の駆動モード中に開く。左目用画像については、右目用画像と同様
である。
【０１３８】
　第５の実施形態では、上記のような第１の駆動モード～第３の駆動モードのいずれで開
始ローテーションパターンを変更するかを設定することができるようになっている。
【０１３９】
　図２８に、本発明の第５の実施形態に係るマルチプレクス制御信号生成部の構成例を示
す。第５の実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部３７ｄは、図２のマルチプレ
クス制御信号生成部３７に代えて駆動制御部３６に適用することができる。図２８におい
て、図１４と同様の部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
【０１４０】
　マルチプレクス制御信号生成部３７ｄは、ＶＳＹＮＣローテーションカウンター１００
と、ＨＳＹＮＣローテーションカウンター１１０と、マルチプレクスカウンター１２０と
を備えている。また、マルチプレクス制御信号生成部３７ｄは、マルチプレクス駆動タイ
ミング生成部１３０と、マルチプレクスデコーダー１４０と、分周回路１４２と、加算器
１３２、１３４とを備えている。更にまた、マルチプレクス制御信号生成部３７ｄは、駆
動モードＶＳＹＮＣ選択レジスター１８０と、ＶＳＹＮＣ選択回路（垂直同期信号選択回
路）１８２とを備えている。
【０１４１】
　駆動モードＶＳＹＮＣ選択レジスター１８０には、ＶＳＹＮＣ選択回路１８２の出力を
指定する設定情報が表示コントローラー７０により設定される。ＶＳＹＮＣ選択回路１８
２には、垂直同期信号ＶＳＹＮＣと駆動モード信号とが入力されており、駆動モードＶＳ
ＹＮＣ選択レジスター１８０の設定情報に応じた出力を行う。駆動モード信号は、当該垂
直走査期間における駆動モードが上記の第１の駆動モード～第３の駆動モードのいずれで
あるかを示す信号である。例えば設定情報が“００００”のとき、ＶＳＹＮＣ選択回路１
８２は、出力をディセーブルにする。例えば設定情報が“０００１”のとき、ＶＳＹＮＣ
選択回路１８２は、駆動モード信号により第１の駆動モードを示すときの垂直同期信号Ｖ
ＳＹＮＣを出力する。このようなＶＳＹＮＣ選択回路１８２の出力は、分周回路１４２に
入力される。
【０１４２】
　これにより、駆動モードに応じて、分周回路１４２及びＶＳＹＮＣローテーションカウ
ンター１００に供給する垂直同期信号を異ならせることできる。従って、加算器１３４の
加算結果やその変化タイミングも異ならせて、ローテーションパターンの変更タイミング
も調整することができるようになる。
【０１４３】
　〔電子機器〕
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　上記のいずれかの実施形態におけるマルチプレクス制御信号生成部を備える駆動装置又
は該駆動装置を有する液晶表示装置は、次のような電子機器に適用することができる。以
下、上記のいずれかの実施形態における液晶表示装置が、電子機器としての液晶プロジェ
クターに適用される例を説明する。
【０１４４】
　図２９に、上記のいずれかの実施形態における液晶表示装置が適用されるプロジェクタ
ーシステムの構成の概要を示す。図２９は、液晶シャッターめがねを利用したプロジェク
ターシステムの構成の概要を表す。
　図３０に、図２９の光学系の構成の概要を示す。図３０では、図２９のプロジェクター
が、いわゆる３板式の液晶プロジェクターにより構成されるものとして説明するが、これ
に限定されるものではない。なお、図３０において図２９と同様の部分には同一符号を付
し、適宜説明を省略する。
【０１４５】
　プロジェクターシステム２００は、液晶プロジェクター２１０と、液晶シャッターめが
ね２５０と、スクリーン２６０とを備えている。液晶プロジェクター２１０は、液晶パネ
ル制御部２２０と、タイミング生成部２３０と、赤外線送信部２４０と、光学系３００と
を備えている。
【０１４６】
　光学系３００は、光源装置３１０と、画像形成ユニット３２０と、投射光学系３４０と
を備えている。光源装置３１０は、光源３１２と、一対のレンズアレイ３１４と、重畳レ
ンズ３１６とを含んで構成される。画像形成ユニット３２０は、ダイクロイックミラー３
２２、３２４、反射ミラー３２６、３２８、３３０、リレーレンズ３３２、３３４、光変
調装置としての液晶装置３３６Ｒ、３３６Ｇ、３３６Ｂ、クロスダイクロイックプリズム
３３８を含む。液晶装置３３６Ｒ、３３６Ｇ、３３６Ｂのそれぞれは、図１の液晶パネル
１２を含んで構成される液晶表示装置１０と同様の構成を有する透過型の液晶表示装置で
あり、入射された光を変調する。ダイクロイックミラー３２２は、光源装置３１０からの
光を、赤色光（Ｒ）とそれ以外の色成分の光（緑色光（Ｇ）及び青色光（Ｂ））とに分離
する。ダイクロイックミラー３２２によって分離された赤色光は、反射ミラー３２６によ
って液晶装置３３６Ｒに入射面に導かれる。ダイクロイックミラー３２２によって分離さ
れた緑色光及び青色光は、ダイクロイックミラー３２４によって緑色光と青色光とに分離
される。ダイクロイックミラー３２４によって分離された緑色光は、液晶装置３３６Ｇの
入射面に入射される。ダイクロイックミラー３２４によって分離された青色光は、リレー
レンズ３３２、３３４を介して、反射ミラー３２８、３３０によって液晶装置３３６Ｂの
入射面に導かれる。
【０１４７】
　液晶装置３３６Ｒは、赤色光を変調する。液晶装置３３６Ｇは、緑色光を変調する。液
晶装置３３６Ｂは、青色光を変調する。これらの液晶装置３３６Ｒ、３３６Ｇ、３３６Ｂ
によって変調される各色光は、クロスダイクロイックプリズム３３８によって合成される
。
【０１４８】
　投射光学系３４０は、クロスダイクロイックプリズム３３８によって合成された光によ
り形成される画像を拡大してスクリーン上で結像する。
【０１４９】
　液晶パネル制御部２２０は、赤色光（Ｒ）、緑色光（Ｇ）及び青色光（Ｂ）の各色光毎
に、対応する液晶装置を駆動制御し、色光毎に変調する制御を行う。タイミング生成部２
３０は、液晶パネル制御部２２０の駆動タイミングに対応した液晶シャッタータイミング
を生成する。赤外線送信部２４０は、タイミング生成部２３０によって生成された液晶シ
ャッタータイミングを、液晶シャッターめがね２５０に送信する。
【０１５０】
　液晶シャッターめがね２５０は、赤外線受信部２５２と、液晶シャッター制御部２５４
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と、液晶シャッター部２５６とを備えている。赤外線受信部２５２は、赤外線送信部２４
０によって送信された液晶シャッタータイミングを受信すると、該タイミングを液晶シャ
ッター制御部２５４に通知する。液晶シャッター制御部２５４は、このタイミングに同期
して、液晶シャッター部２５６のシャッター制御を行う。
【０１５１】
　このようなプロジェクターシステム２００において、液晶プロジェクター２１０は、右
目用画像の各色成分の画像に対応した画像データに基づいて、液晶装置３３６Ｒ、３３６
Ｇ、３３６Ｂが一斉に駆動される。その後、左目用画像の各色成分の画像に対応した画像
データに基づいて、液晶装置３３６Ｒ、３３６Ｇ、３３６Ｂが一斉に駆動される。即ち、
液晶プロジェクター２１０は、右目用画像と左目用画像とを時分割でスクリーン２６０に
投射する。液晶シャッターめがね２５０は、原則として、液晶プロジェクター２１０と同
期して、右目用画像が表示されているときは左目を遮光し、左目用画像が表示されている
ときは右目を遮光するようにシャッター制御を行う。
【０１５２】
　上記のいずれかの実施形態における液晶表示装置が適用されたプロジェクターシステム
２００によれば、右目及び左目のローテーションパターンが固定されることなく縞模様が
十分に拡散され、非常に高精細な３Ｄ表示が可能となる。
【０１５３】
　以上、本発明に係るマルチプレクス駆動、駆動装置、電気光学装置及び電子機器等を上
記のいずれかの実施形態に基づいて説明したが、本発明は上記のいずれかの実施形態に限
定されるものではない。例えば、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において
実施することが可能であり、次のような変形も可能である。
【０１５４】
　（１）上記のいずれかの実施形態では、液晶表示装置１０の構成を図１に示す構成を例
に説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。また、上記のいずれかの実施形
態では、駆動装置５０の構成を図２に示す構成を例に説明したが、本発明はこれに限定さ
れるものではない。更に、上記のいずれかの実施形態では、マルチプレクス制御信号生成
部を図１４、図２０、図２２、図２４、又は図２８に示す構成を例に説明したが、本発明
はこれらに限定されるものではない。
【０１５５】
　（２）上記のいずれかの実施形態において、第１の駆動例、第２の駆動例、第３の駆動
例を適用した場合について説明したが、本発明は駆動の内容に限定されるものではなく、
マルチプレクス駆動を行うもの全般に適用できることは言うまでもない。
【０１５６】
　（３）上記のいずれかの実施形態において、「右目」を「左目」に、且つ、「左目」を
「右目」に置き換えて説明することができるのは言うまでもない。
【０１５７】
　（４）上記の実施形態では、プロジェクターシステムが、リア投写型のシステムを例に
説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、本発明に係るプロジェク
ターシステムが、フロント投写型のシステムであってもよい。
【０１５８】
　（５）上記のいずれかの実施形態における液晶表示装置等が適用される電子機器として
、図２９に示すものに限定されるものではない。例えば、携帯電話機、パーソナルコンピ
ューター、情報携帯端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assistants）、デジタルスチルカ
メラ、テレビ、ビデオカメラ、カーナビゲーション装置、ページャー、電子手帳、電子ペ
ーパー、電卓、ワードプロセッサー、ワークステーション、テレビ電話、ＰＯＳ（Point 
of sale system）端末、プリンター、スキャナー、複写機、ビデオプレーヤー、タッチパ
ネルを備えた機器等が挙げられる。
【０１５９】
　（６）上記のいずれかの実施形態において、本発明をマルチプレクス駆動方法、駆動装
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置、電気光学装置及び電子機器等として説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。例えば、上記のいずれかの実施形態における画像表示方法等であってもよい。
【符号の説明】
【０１６０】
１０…液晶表示装置、　１２…液晶パネル、　２０…ソースドライバー、
２２…シフトレジスター、　２４，２６…ラインラッチ、　２８…多重化回路、
３０…基準電圧発生回路、　３２…ＤＡＣ、　３４…ソース線駆動回路、
３６…駆動制御部、　３７，３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄ，８０…マルチプレクス制
御信号生成部、　３８…プリチャージ電圧発生回路、　４０…ゲートドライバー、
５０…駆動装置、　６０…電源回路、　７０…表示コントローラー、
８０…マルチプレクス制御信号生成部、
１００…ＶＳＹＮＣローテーションカウンター（第１のカウンター）、
１０２…右目用ＶＳＹＮＣローテーションカウンター（第４のカウンター）、
１０４…左目用ＶＳＹＮＣローテーションカウンター（第５のカウンター）、
１１０…ＨＳＹＮＣローテーションカウンター（第２のカウンター）、
１２０…マルチプレクスカウンター（第３のカウンター）、
１３０…マルチプレクス駆動タイミング生成部、
１３２，１３４，１５０，１５８，１６２，１６４，１６８…加算器、
１４０…マルチプレクスデコーダー、　１４２，１６０…分周回路、
１４３…オフセットレジスター、　１４４…右目用オフセットレジスター、
１４６…左目用オフセットレジスター、１４８，１５６，１６６…セレクター、
１５２…右目用ローテーションパターンレジスター、
１５４…左目用ローテーションパターンレジスター、
１８０…駆動モードＶＳＹＮＣ選択レジスター、　１８２…ＶＳＹＮＣ選択回路、
ＨＳＹＮＣ  水平同期信号、　ＳＥＬ０～ＳＥＬ７…マルチプレクス制御信号、
ＶＳＹＮＣ…垂直同期信号
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