
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の絵素領域を有する発色用のＥＣＢ方式液晶パネルと、
　

駆動
用液晶パネルと、
　前記ＥＣＢ方式液晶パネルの色の制御とモノクロ・カラー表示切換の制御を行うととも
に、前記駆動用液晶パネルの前記光シャッタ機構を制御する制御回路とを
　

　

　

ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
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複数の光シャッター機構を有し、該複数の光シャッター機構のそれぞれを前記複数の絵
素領域のいずれかと一致するように前記ＥＣＢ方式液晶パネルに対向して配置された

有し、
前記制御回路は、カラー表示するときには、前記ＥＣＢ方式液晶パネルに印加する電圧

を調整して前記複数の絵素領域のそれぞれを透過する光の色を決めるとともに、前記駆動
用液晶パネルに印加する電圧を調整して前記複数の光シャッター機構のそれぞれで光を透
過させるか否かを決め、

モノクロ表示するときには、前記ＥＣＢ方式液晶パネルに印加する電圧を調整して前記
複数の絵素領域のそれぞれを透過する光の色を同じにするとともに、前記駆動用液晶パネ
ルに印加する電圧を調整して前記複数の光シャッター機構のそれぞれで光を透過させるか
否かを決め、

前記ＥＣＢ方式液晶パネルには、リタデーション補正のための補償パネルが重ねられ、
該補償パネルのリタデーションを前記ＥＣＢ方式液晶パネルのリタデーションと同じ大き
さで逆の極性とする



　

【請求項３】
　前記補償パネルとして液晶パネル又は捻れ位相フィルムを用いることを特徴とする

記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記駆動用液晶パネルには 複数の画素電極が形
成され、画素電極はゲートバスとドレインバスに囲まれた１つの領域には２つの画素電極
が存在することを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置に関し、より詳しくは、カラーとモノクロの表示をする液晶表示
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＲＴの画質に匹敵するフラツトパネルディスプレイの中でも現在最も有望視されている
のがＴＦＴ (Thin Film Transistor)－ＬＣＤである。パソコン、ワープロ、ＯＡ機器、液
晶テレビなど民生、家電機器への応用により更に市場拡大が期待されている。
【０００３】
現在、最も多く使用されているノーマリホワイトモードのＴＮ (Twisted Nematic) 形ＬＣ
Ｄを図１１に基づいて説明する。
ＴＮ形ＬＣＤでは、配向方向を相対的に９０°ずらした２枚の配向膜 101,102 が上下のガ
ラス基板 103,104 に張り付けられ、それらの配向膜 101,102 の間には約５μｍのＴＮ液晶
105 が挟まれている。配向膜 101,102 に接触する液晶分子は、液晶の持つ性質によって、
配向膜 101,102 の配向方向に沿って並び、さらにその周囲の液晶分子は配向膜 101,102 表
面の液晶分子に沿って配向する。これにより、２つの配向膜 101,102 の間で液晶分子は図
１１ (a) のように９０°捩じれるように配向する。さらに、２つの基板 103,104 のうち液
晶を挟まない側の面には、配向方向に偏向軸を揃えた２枚の偏光板 106,107 が張り付けら
れている。
【０００４】
この様な構造の液晶パネルに光を入射すると、上側の偏光板 106 を通過した光は直線偏光
となり液晶 105 に入る。その結果、 90゜ねじれた液晶に沿って光も 90°ねじれて通過する
ため下の偏光板 107 を通過できる。この時、表示は「明」状態である。
これに対して、図１１ (b) のように上下のガラス基板 103,104 のそれぞれの電極（不図示
）間に電圧を印加すると、液晶分子が直立してねじれがとれる。ただし配向膜 101,102 の
表面では、表面での配向規制力の方が強いため配向膜 101,102 の配向方向に沿ったままで
ある。このような液晶は等方的であるので、液晶層 105 に入射した直線偏光は偏光方向の
回転が起こらない。この場合、表示は「暗」状態である。また、この後再び電圧を印加し
ない状態にすると、配向膜 101,102 の規制力により表示は「明」状態に戻る。
【０００５】
なお、２つの偏向板 106,107 の向きを変えることによって図１２に示すようにノーマリー
ホワイトモードとノーマリーブラックモードを選択することができることは既に知られて
いる。
このようにＬＣＤはＣＲＴ (Cathode-Ray-Tube)やＰＤＰ (Plasma Display Panel)のように
自ら発光する表示素子ではなく、液晶が入射光を透過させるか否かのシャッターの役剖を
する事により表示する装置である。
【０００６】
印加する電圧の大きさと、配向膜の配向規制力とのバランスにより、液晶分子のねじれ角
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前記ＥＣＢ方式液晶パネル及び前記補償パネルのリタデーションの大きさを、該ＥＣＢ
方式液晶パネルのアンカリングによる残留リタデーションの大きさだけ大きくすることを
特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。

請求
項１

前記複数の光シャッター機構を構成する



は連続的に変化する。このため、図 3 に示す様に透過率は電圧により連続的に変化し、微
妙な中間調表示が可能になる。
更に、図１１のような構造のパネルにカラーフィルタを付ける事によって、カラー表示が
可能となる。光の三原色である赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の三種類のカラーフィルタ
でそれぞれ赤、縁、青の絵素を形成し、この 3 つの絵素で  1つの画素とする。このＲ、Ｇ
、Ｂの 3 つの絵素の明暗の組み合わせで８色を表示することができ、さらに、それぞれの
絵素に階調をつけることにより多色表示が可能になる。
【０００７】
フルカラー表示するためには１画素において少なくともＲ、Ｇ、Ｂのフィルターを設ける
とともに、Ｒ、Ｇ、Ｂの各絵素毎にスイッチング素子としてＴＦＴを形成するのが一般的
である。
フルカラー液晶表示パネルのＴＦＴの数は、例えば６４０×４８０ドツトの中精細ＶＧＡ
パネルの場合に、１画素でのＲ、Ｇ、Ｂについて１つずつトランジスタを採用すると、６
４０×３×４８０＝９２１６００個ものトランジスタを表示面上に製造する必要がある。
もし、一画素で任意の色を表示出来ればトランジスタの数はその１／３の３０７２００個
で済むので製造が非常に容易である。また、逆を言えば同じ製造難易度で３倍の精細度の
表示が可能になる。
【０００８】
カラーフィルタを使用しないで多色表示を可能とする方法としては、ＥＣＢ (Electricall
y controlled Birefｒ ingence)方式がある。この方式は、液晶セルを透過した光量のピー
クが、液晶の複屈折効果による波長依存性を持つことを利用している。
ＥＣＢ方式ＬＣＤにおいては、図１３に示すように、θ方向に偏光した光は液晶層に入射
すると“ｎ⊥”の方向と“ｎ //”の方向に振動する光に分かれる。
【０００９】
複屈折物質 112 中で、各々の光は異なる位相速度で進み、再び合成される。このため、複
屈折物質 112 を透過した後の偏光状態は、複屈折物質 112 の透過前とは異なる。“ｎ⊥”
の方向と“ｎ //”の方向の位相差は波長λに依存して変化するため、透過後の偏光状態は
波長により異なり、即ち透過率が波長によって異なり、着色が起こる。例えば、波長λの
光の位相差が２ｍπの場合には元の直線偏光になり、また位相差がπ＋２ｍπの場合には
、図１３のように２θ回転した直線偏光となる。
【００１０】
このような複屈折物質 112 として例えば誘電異方性をもつネマチィク液晶を特定方向に配
列させたセルをパラニコルの偏光子 110 ， 111 で挟めば、波長λの光は２ｍπでＯＮとな
り、π＋２ｍπでＯＦＦとなる。θが４５°の時にＯＮ状態とＯＦＦ状態のコントラスト
が最大となる。
また、液晶パネルに電圧の変化を見ると、図１４に示すように液晶 112 の実効リタデーシ
ョンが変化し、透過する波長が変化してくるため色が変化する。
【００１１】
このようなＥＣＢ方式は、一般的にはフルカラー表示が難しく、 8 色程度のマルチカラー
表示が限度とされている。
なお、図１４中符号ｄは、液晶の厚さを示している。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、華やかで目立っためカラー多色化の技術が脚光を浴び気味だが実際にはカラー
表示で無ければならない用途はそれほど多くは無い。
特にビジネス用途などではフルカラーの画像データを扱うよりワーブロソフトや表計算ソ
フトを動かす方が圧倒的に多い。
【００１３】
この場合、表示出来る色数よりもむしろ表示できる文字数が重要となる。また、パソコン
を常に携帯し、業務を行うビジネスマンにおいてはバッテリー駆動時間が１分でも長い事
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が好ましい。
即ち、ホビー用途とビジネス用途では求める色表示が異なる。
しかし、上記したようなＲ、Ｇ、Ｂのフィルターを備えたフルカラーの液晶表示パネルに
おいてワープロソフトのようなモノクロ中心の画像を表示する場合には、１画素で３つの
トランジスタを同時に駆動することになるので、モノクロモードで一層の高精細による文
字表示や線画が得られない。このため、画数の多い漢字は潰れがちに表示されるのが現状
である。しかも、カラーフィルタの光透過特性が固定されているため例えモノクロ表示を
行ったとしても消費電力も低減されることはない。
【００１４】
本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって、フルカラー表示と高精細度のモ
ノクロ表示を可能にするとともに、消費電力を低減することができる液晶表示装置を提供
することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　　 (手　段 )
　上記した課題は、図１～図３ に例示するように、複数の絵素領域を有する発色
用のＥＣＢ方式液晶パネル３と、

駆動用液晶
パネル５と、前記ＥＣＢ方式液晶パネル３の色の制御とモノクロ・カラー表示切換の制御
を行うとともに、前記駆動用液晶パネル５の前記光シャッタ機構５ｂ，５ｃ，５ｘ，５ｙ
を制御する制御回路７とを

ことを特徴とする液晶表
示装置によって解決する。
【００１６】
　上記液晶表示装置において、

　上記液晶表示装置において、図１０に例示するように、前記駆動用液晶パネル５には
複数の画素電極が形成され

、画素電極はゲートバス５ｘとドレインバス５ｙに囲まれた１つの領域には２つの画素電
極５ｈ，５ｊが存在することを特徴とする。
【００１７】
（作　用）
次に、本発明の作用について説明する。
本発明によれば、ＴＦＴ等の光シャッター機構を有する駆動用液晶パネルの下又は上に、
層状のカラーフィルタの代わりにＥＣＢ方式の液晶パネルを色表示に専用するようにし、
ＥＣＢ方式の液晶パネルの色の制御によってモノクロ・カラー表示の切換を可能にした。
【００１８】
したがって、モノクロ時はカラー表示時の３倍の解像度で表示が可能になり、しかも、層
状のカラーフィルタを使用する場合に比べてパネル透過率を３倍以上に向上し、バックラ
イトの輝度を 1/3 に落とすことにより低消費電運用を可能にした。
従来方式でも当然カラー表示もモノクロ表示も可能であるがカラーフィルタの透過特性が
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及び図５
複数の光シャッター機構５ｂ，５ｃ，５ｘ，５ｙを有し

、該複数の光シャッター機構５ｂ，５ｃ，５ｘ，５ｙのそれぞれを前記複数の絵素領域の
いずれかと一致するように前記ＥＣＢ方式液晶パネル３に対向して配置された

有し、前記制御回路７は、カラー表示するときには、前記ＥＣ
Ｂ方式液晶パネル３に印加する電圧を調整して前記複数の絵素領域のそれぞれを透過する
光の色を決めるとともに、前記駆動用液晶パネル５に印加する電圧を調整して前記複数の
光シャッター機構５ｂ，５ｃ，５ｘ，５ｙのそれぞれで光を透過させるか否かを決め、モ
ノクロ表示するときには、前記ＥＣＢ方式液晶パネル３に印加する電圧を調整して前記複
数の絵素領域のそれぞれを透過する光の色を同じにするとともに、前記駆動用液晶パネル
５に印加する電圧を調整して前記複数の光シャッター機構５ｂ，５ｃ，５ｘ，５ｙのそれ
ぞれで光を透過させるか否かを決め、前記ＥＣＢ方式液晶パネル３には、リタデーション
補正のための補償パネル８が重ねられ、該補償パネル８のリタデーションを前記ＥＣＢ方
式液晶パネル３のリタデーションと同じ大きさで逆の極性とする

補償パネル８として液晶パネル又は捻れ位相フィルムを用
いることを特徴とする。

前
記複数の光シャッター機構５ｂ，５ｃ，５ｘ，５ｙを構成する



固定されているため、表示密度、パネル透過率は変化させることがきない。
【００１９】
また、ゲートバスとドレインバスに囲まれる領域に２つの画素電極を使用することにより
、カラー表示時の解像度を１～２倍に倍、モノクロ時は１～６倍にすることができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
そこで、以下に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
（第１実施形態）
図１は、本発明の第１実施形態の液晶表示装置を示す構成図である。
図１において、バックライト１の上では、第１の偏向板２、発色用ＥＣＢ液晶パネル３、
第２の偏向板４、駆動用液晶パネル５、第３の偏向板６がそれぞれ順に張り合わされてい
る。そして、バックライト１のＯＮ、ＯＦＦやその明るさの調整、発色用ＥＣＢ液晶パネ
ル３の駆動、或いは駆動用液晶パネル５の駆動は制御回路７によってなされる。
【００２１】
発色用ＥＣＢ液晶パネル３は、図２に示すように単純マトリクス構造の第１及び第２の透
明電極３ａ，３ｂを有している。即ち、ストライプ状の第１の透明電極３ａは第１の透明
基板３ｃ上に並列に複数本形成され、また、第１の透明電極３ａに直交する方向に延びる
ストライプ状の第２の透明電極３ｂは第２の透明基板３ｄ上で複数本並列に形成されてお
り、第１の透明電極３ａと第２の透明電極３ｂの交差部分は絵素領域となり、その絵素領
域では電圧複屈折率によって赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のいずれかの光を透過させる
ようになっている。第１の透明電極３ａと第２の透明電極３ｂの上にはそれぞれ配向膜（
不図示）が形成されており、それらの配向膜の配向方向は、第１の透明基板３ｃと第２の
透明基板３ｄの間に封入される液晶３ｅのツイスト角によって決められる。
【００２２】
光のシャッターの役割を担う駆動用液晶パネル５は、図３に示すように、第１の透明基板
５ａの上にＴＦＴ５ｂをマトリクス状に複数配置したアクディブマトリクス駆動であって
、それぞれのＴＦＴ５ｂには画素電極５ｃが接続されている。また、画素電極５ｃと対向
する対向透明電極５ｅが第２の基板５ｄ上に配置されている。また、画素電極５ｃと対向
電極５ｅのそれぞれの表面には配向膜（不図示）が形成され、それらの配向膜の配向方向
は互いに直交している。さらに、第１の透明基板５ａと第２の透明基板５ｄの間にはＴＮ
液晶５ｆが封入されている。画素電極５ｃの各々は、ＥＣＢ方式発色用パネルの赤（Ｒ）
、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のいずれかの絵素領域に一致するように配置され、Ｒ、Ｇ、Ｂの３
つの絵素に対応する３つの画素電極５ｃにより１つの画素領域が構成される。
【００２３】
なお、図３において、５ｘはゲートバスライン、５ｙはドレインバスラインを示している
。
第１の偏向板２と第２の偏向板４の各々の偏向軸は、発色用ＥＣＢ液晶パネル３内の液晶
のツイスト角によって決める。また、第３の偏向板６の偏向軸は、液晶表示装置がノーマ
リーホワイトであって高透過な白の発色に有利になるように第２の偏向板４の偏向軸に対
してパラレルニコルとなっている。なお、ノーマリーブラックにする場合には、クロスニ
コルに設定する。
【００２４】
このような構成の液晶表示装置を試作し、特性を評価した。
駆動用液晶パネル５は、カラーフィルターを有しない一般的に知られた構造を有し、従来
と異なる特別な特性はない。
また、発色用ＥＣＢ液晶パネル３の上下にある第１及び第２の偏向板２，４の配置は、高
透過な白の発色に有利なパラレルニコルとした。また、リタデーションＲ 0  は１５００ nm
のホモジニアス配向を有し、液晶３ｅのツイスト角は１８０度となっている。リタデーシ
ョンを１５００ nmとしたのは、パラレルニコル下で赤、緑、青、白を得るためには０～１
５００ nmのリタデーション変化を必要とするからである。
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【００２５】
次に、発色用ＥＣＢ液晶パネル３の透過率の電圧変化を図４に示す。
図４において、発色用ＥＣＢ液晶パネル３の第１及び第２の透明電極３ａ，３ｂ間の印加
電圧を大きくしてゆくと、液晶３ｅの屈折率の変化によりリタデーションが減少し、その
リタデーションに応じた発色が得られる。即ち、印加電圧が０Ｖの場合には緑が、２．４
Ｖの場合には赤色、２．５Ｖの場合には黄色が、３．２Ｖの場合には青が、４．４Ｖの場
合には黒が、６Ｖの場合には灰色が得られたが、白色の表示は得られなかった。
【００２６】
この構成の液晶パネルだけにより色表示する限り高透過な白黒表示を侍ることはできない
ので、灰色を白色の代わりに使用して灰黒表示にすることも考えられるが、灰色の場合の
光の透過率が数％と低い。
したがって、高透過で単色表示を行うには黄色をモノクロ表示に使用する必要がある。こ
の場合２０％の光の透過率となるので、カラー表示時の２倍近い透過率が侍られる。実際
に、この発色用ＥＣＢ液晶パネル３を駆動用液晶パネル５と組み合わせて表示を行った結
果、カラー表示は従来方式となんら変わらぬ表示を得ることができた。当然フルカラー表
示が可能である。
【００２７】
カラー表示時には、発色用ＥＣＢ液晶パネル３において、第１の透明電極３ａと第２の透
明電極３ｂの交差領域が赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のいずれかの光を選択して透過す
る一種のフィルターとなるように電圧を制御回路７により印加する。電圧の印加は、カラ
ー表示時には、第１の透明電極３ａと第２の透明電極３ｂの交差領域で変化しないように
それらの交差領域毎に一定とし、これにより得られるＲ，Ｇ，Ｂのカラーの配置は、通常
のカラーフィルターと同様にストライプ状、モザイク状、デルタ状或いはスクウェア状に
する。
【００２８】
また、モノクロ表示時には、全ての第１の透明電極３ｂと全ての第２の透明電極３ｄとの
間に約２．５Ｖの電圧を印加し、これにより全ての電極交差点で透過率最大の黄色透過フ
ィルターを発生させる。
なお、上記した構造の液晶表示装置では、カラー表示時とモノクロ表示時の相互間の精細
度の切り替えに関しては当然、灰、でも黄でも問題なく行えた。
【００２９】
以上述べたように本実施形態では、ＥＣＢ液晶パネル３にカラーフィルタの役割を担わせ
るとともに画素領域のシャッターの役割を一般的な駆動用液晶パネル５に担わせているの
で、フルカラー表示時は従来と同じ精細度となる。しかも、発色用ＥＣＢ液晶パネル３は
、カラーフィルタの役割さえ果たせばよく、表示色が常に一定であればよいので、電圧変
化に対する液晶傾斜方向の応答速度を問題にする必要がなく、構成が単純で安価な単純マ
トリクス駆動を採用できる。
【００３０】
また、カラー表示では赤、緑、青に対応する３つの絵素電極が１つの画素領域となるが、
モノクロ表示では１つの絵素電極が１つの画素領域となるので、カラー表示時の３倍の精
細度で高透過率表示を可能となる。
しかも、モノクロ表示時は、パネルの光透過率が大幅に向上し、単純に考えても１画素か
ら透過してくる光量は通常のカラーフィルタを使用する場合の約３倍以上となるので、そ
の分、制御回路７によってバックライト１の輝度を約１／３程度に落とすことができ低消
費電力運用が可能となる。
（第２実施形態）
第１実施形態の改善として、発色用ＥＣＢ表示パネル３の電圧無印加時のリタデーシヨン
を、補償パネルを積層して相殺する方法が考えられる。その改善の原理を図５に示す。
【００３１】
図５ (b) に示す補償パネル８は、負のリタデーシヨンを持ち、図５ (a) のＥＣＢ液晶パネ
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ル３のリタデーションＲ o に対して－Ｒ o として働くようにするもので、例えばポリマー
膜を一軸方向に引き伸ばして形成された光学異方性フィルム、捻れ位相板がある。
これにより、ＥＣＢ液晶パネル３と補償パネル８の最近接液晶分子の長袖方向は直行し、
ツイスト方向が互いに逆となる。この構成では、ＥＣＢ液晶パネル３の電圧無印加時のリ
タデーションＲ e は補償されて零となり、出射光の偏光状態は入射光と同じ直線偏光とな
るため、電圧無印加時（Ｖ＝０）に明るく無彩色な白を得ることができる。
【００３２】
一方、ＥＣＢ液晶パネル３は電圧印加が大きくなるにつれてリタデーシヨンが減少し、実
効リタデーションＲ e ＝Ｒ o －Ｒ (v) に応じて発色する。Ｒ (v) は電圧印加時のＥＣＢ液
晶パネル３のリタデーションであって、印加電圧の大きさによって変化する。しかし、補
償パネル８が無い場合には、図５ (c) に示すように印加電圧を大きくしても白色表示は不
可能である。
【００３３】
ところで、図５ (d) に示すように、ＥＣＢ液晶パネル３の液晶分子３ｅが高電圧印加によ
り完全に立つと、補償パネル８のリタデーションが１５００ nmなので透過光は緑を発色す
るはずである。
しかし、実際には図６に示すように、ＥＣＢ液晶パネル３はアンカリングによる残留リタ
デーシヨンＲ rem を消せないために零にならず、緑を発色しない。
【００３４】
このような不都合を解消するため、例えば図５ (d) に示すように、補償パネル８のリタデ
ーシヨンをＲ rem だけ大きくすることで解決する。
本構造のＥＣＢ液晶パネル３の実効リタデーシヨンはＲ 'o＝１８００ nmとした場合に電圧
特性が図７に示すようになり、５Ｖ以内で０～１５００ nmのリタデーション変化が得られ
る。
【００３５】
次に、透過率（Ｔ）－印加電圧（Ｖ）特性を図８に示し、また、色度変化を図９に示す。
図９からわかるように補償パネルを利用すれば白、青、赤、緑の発色が得られる。
また、図８から補償パネル８を使用した場合に、ＥＣＢ液晶パネル３の白表示時のパネル
透過率はカラー発色時より大幅に高い３５％以上が得られ、また、カラー時は１０％程度
となることわかった。しかも、白表示の場合のＥＣＢ液晶パネル３の印加電圧は０Ｖであ
り、モノクロ表示時の低消費電力が可能になる。
【００３６】
このパネルを第１実施形態と同様に駆動パネルと重ねて駆動した。カラー表示時は第１実
施形態そのままであるが、モノクロ時は良好な白黒表示が侍られた。しかも重ねた後の総
合透過率もカラー表示時の３倍以上がえられた。白色の表示は印加電圧を零にして得られ
る。
上記した補償パネル８として、ＥＣＢパネルに対してリタデーションが逆の液晶パネルを
使用してもよいが、パネル構成が三層となるため重量や製造コストが増加する欠点がある
。その表示結果は光学異方性フィルムを使用した場合と変わらぬ良好な画質が侍られた。
そのリタデーションは上記した条件と合わせた。
（第３実施形態）
第１、第２実施施形態では、モノクロ表示時には精細度を３倍程度に大きくできた。しか
し、それは縦あるいは横方向にのみであって縦横同時に精細度を上げることができない。
これは、１つの画素電極の平面形状は長方形であり、モノクロ表示時の縦横比が通常のカ
ラー表示時とは異なるからである。
【００３７】
この対策として駆動用液晶パネル５の画素電極５ｃに図１０のような工夫を施すことによ
りある程度解決できる。
即ち、図１０に示すように、図３で示したゲートバス５ｘとドレインバス５ｙに囲まれる
１つの領域に２つのＴＦＴ５ｆ，５ｇと２つの画素電極５ｈ，５ｊを設けて、モノクロ表
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示時はカラー表示時に比べて６倍の精細度にすることができる。なお、ｙ方向の２画素を
別々な色に配置すると、カラー時の高細度化が可能になる。
【００３８】
当然のことであるが、上記実施形態の全てにおいてモノクロ通常解像度表示も可能である
。この場合、縦横比が変わる問題が無いが、高透過のメリットは残ることになる。
（第４実施形態）
上記実施形態は発色用パネルの上に階調表示用のパネルにＴＦＴ駆動方式を用いている。
しかし、これに別の方式を用いたとしても差し支えは無い。
【００３９】
例えばＳＴＮパネルを用いてもよい。ただし、 TFT 方式に比べ階調数が減り、フルカラー
表示はできなかったが２５６色程度の階調表示は可能であった。
【００４０】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、カラー表示をＥＣＢ方式の液晶パネルで行うとともに
、画素の遮光、透光の制御をを通常の白黒表示用の液晶パネルで行うようにしたので、フ
ルカラー表示は従来通りの画質を維持し、モノクロ表示時では高精細、低消費電力に変え
ることができる。
【００４１】
また、ゲートバスとドレインバスに囲まれる領域に２つの画素電極を使用することにより
、カラー表示時の解像度を１～２倍に倍、モノクロ時は１～６倍にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態の液晶表示装置の概要構成図である。
【図２】本発明の第１実施形態の液晶表示装置に使用するＥＣＢ方式の液晶パネルの概要
構成を示す斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態の液晶表示装置に使用する駆動用の液晶パネルの概要構成
を示す斜視図である。
【図４】本発明の第１実施形態の液晶表示装置に使用するＥＣＢ方式の液晶パネルの印加
電圧と光透過率を示す特性図である。
【図５】本発明の第２実施形態の液晶表示装置に使用するＥＣＢ方式の液晶パネルと補償
パネルの光透過状態を示す図である。
【図６】本発明の第２実施形態の液晶表示装置に使用するＥＣＢ方式の液晶パネルの印加
電圧とリタデーションの関係を示す特性図である。
【図７】本発明の第２実施形態の液晶表示装置に用いるＥＣＢ方式の液晶パネルの印加電
圧と補償パネルによりリタデーションが補償されたＥＣＢ方式液晶パネルのリタデーショ
ンとの関係を示す特性図である。
【図８】本発明の第２実施形態の液晶表示装置により得られるＥＣＢ方式の液晶パネルの
印加電圧と光透過率の関係を示す特性図である。
【図９】本発明の第２実施形態の液晶表示装置に使用されるＥＣＢ方式の液晶パネルの色
度変化を示す特性図である。
【図１０】本発明の第３実施形態の液晶表示装置に使用される画素電極を示す平面図であ
る。
【図１１】一般的なＴＮ型液晶表示装置とその動作を示す分解斜視図である。
【図１２】一般的なＴＮ型液晶表示装置のノーマリーホワイトモードとノーマリーブラッ
クモードの電圧・光透過特性を示す図である。
【図１３】一般的なＥＣＢ方式の液晶表示装置の原理を示す分解斜視図である。
【図１４】一般的なＥＣＢ方式の液晶表示装置の複屈折率による色の変化の原理を示す図
である。
【符号の説明】
１　　バックライト
２　　第１の偏向板
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３　　発色用ＥＣＢ液晶パネル
４　　第２の偏向板
５　　駆動用液晶パネル
６　　第３の偏向板
７　　制御回路
８　　補償パネル

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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