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(57)【要約】
【課題】電気光学装置の画質の低下を抑制する。
【解決手段】第１供給回路２００ａにより、配線群Ｂ[
１]内の各信号線１４に第１データ線１６を介して第１
データ信号ＶID［１］を供給すると共に、４本の第１選
択信号線６１［１］、６１［３］、６１［５］、６１［
７］を介して第１選択信号ＳＥＬ1[１]、ＳＥＬ1[３]、
ＳＥＬ1[５]、ＳＥＬ1[７]を供給する。第２供給回路２
００ｂにより、配線群Ｂ[２]内の各信号線１４に第２デ
ータ線１６を介して第２データ信号ＶID［２］を供給す
ると共に、４本の第２選択信号線６１［２］、６１［４
］、６１［６］、６１［８］を介して第２選択信号ＳＥ
Ｌ2[２]、ＳＥＬ2[４]、ＳＥＬ2[６]、ＳＥＬ2[８]を供
給する。制御回路５００は、第１供給回路２００ａから
の第１選択信号と、第２供給回路２００ｂからの第２選
択信号とを排他的に供給させる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１信号線群に属する複数の第１信号線と複数の走査線との各交差に対応して配置され
前記走査線の選択時に前記第１信号線に供給される第１データ信号に応じた階調を表示す
る複数の第１画素と、
　第２信号線群に属する複数の第２信号線と複数の走査線との各交差に対応して配置され
前記走査線の選択時に前記第２信号線に供給される第２データ信号に応じた階調を表示す
る複数の第２画素と、
　第１選択信号または第２選択信号に応じて前記第１データ信号を前記第１信号線に分配
する第１分配回路と、
　第１選択信号または第２選択信号に応じて前記第２データ信号を前記第２信号線に分配
する第２分配回路と、
　前記第１データ信号と前記第１選択信号を供給する第１供給回路と、
　前記第２データ信号と前記第２選択信号を供給する第２供給回路と、
　前記第１選択信号および前記第２選択信号を排他的に供給する制御回路と、
　を含む、
　ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　２Ｋ（Ｋは２以上の自然数）本以上の信号線と２本以上の走査線との各交差に対応して
配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供給された信号に応じた階調を表示する複数
の画素と、
　前記走査線の各々を順次に選択する走査線駆動回路と、
　Ｋ本の信号線からなる第１信号線群内の各信号線に第１データ線を介して第１データ信
号を供給すると共に、Ｋ－Ｐ（Ｐは１以上の自然数）本の第１選択信号線を介して第１選
択信号を供給する第１供給回路と、
　前記第１信号線群に属するＫ本の信号線とは異なるＫ本の信号線からなる第２信号線群
内の各信号線に第２データ線を介して第２データ信号を供給すると共に、Ｐ本の第２選択
信号線を介して第２選択信号を供給する第２供給回路と、
　前記第１信号線群内の各信号線と、前記第１データ線と、前記Ｋ－Ｐ本の第１選択信号
線と、前記Ｐ本の第２選択信号線とに接続され、前記第１選択信号または前記第２選択信
号線を介して供給される前記第１選択信号または前記第２選択信号に応じて前記第１デー
タ信号を前記第１信号線群内の各信号線に供給する第１分配回路と、
　前記第２信号線群内の各信号線と、前記第２データ線と、前記Ｋ－Ｐ本の第１選択信号
線と、前記Ｐ本の第２選択信号線とに接続され、前記第１選択信号または前記第２選択信
号線を介して供給される前記第１選択信号または前記第２選択信号に応じて前記第２デー
タ信号を前記第１信号線群内の各信号線に供給する第２分配回路と、
　前記第１供給回路からの前記第１選択信号と、前記第２供給回路からの前記第２選択信
号とを排他的に供給させる制御回路と、を含む、
　ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
　ＰはＫ／２である、
　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】
　前記Ｋ－Ｐ本の第１選択信号線と、前記Ｐ本の第２選択信号線とは、前記第１信号線群
内の各信号線に交互に対応するように前記第１分配回路に接続され、前記第２信号線群内
の各信号線に交互に対応するように前記第２分配回路に接続される、
　ことを特徴とする請求項３に記載の電気光学装置。
【請求項５】
　前記第１供給回路は、Ｋ本の第１選択信号線または第２選択信号線を介して第１選択信
号を供給する能力を有しており、前記第２供給回路は、Ｋ本の第２選択信号線を介して第
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２選択信号を供給する能力を有している、
　ことを特徴とする請求項２ないし請求項４のいずれか一に記載の電気光学装置。
【請求項６】
　前記第１供給回路は第１配線基板に備えられ、前記第２供給回路は第２配線基板に備え
られ、前記第１配線基板と前記第２配線基板は、前記画素の表示方向から見て重なるよう
に取り付けられる、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか一に記載の電気光学装置。
【請求項７】
　前記第１データ線と前記第２データ線とは交互に並ぶように配置される、
　ことを特徴とする請求項５に記載の電気光学装置。
【請求項８】
　前記第１信号線群と前記第２信号線群は、それぞれ、複数存在し、
　前記第１信号線群と前記第２信号線群とは、交互に配置されている、
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項７のいずれか一に記載の電気光学装置。
【請求項９】
　請求項１ないし請求項８のいずれか一に記載の電気光学装置を含む電子機器。
【請求項１０】
　第１供給回路は、第１データ信号と第１選択信号を供給し、
　第２供給回路は、第２データ信号と第２選択信号を供給し、
　第１分配回路は、前記第１選択信号または前記第２選択信号に応じて前記第１データ信
号を第１信号線に分配し、
　第２分配回路は、前記第１選択信号または前記第２選択信号に応じて前記第２データ信
号を第２信号線に分配し、
　前記第１信号線と走査線との各交差に対応して配置された第１画素は、前記走査線の選
択時に前記第１信号線に供給された前記第１データ信号に応じた階調を表示し、
　前記第２信号線と走査線との各交差に対応して配置された第２画素は、前記走査線の選
択時に前記第２信号線に供給された前記第２データ信号に応じた階調を表示し、
　制御回路は、前記第１供給回路からの前記第１選択信号と、前記第２供給回路からの前
記第２選択信号とを排他的に供給させる
　ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
 
【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、および電気光学装置の駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高精細な電気光学装置では、１個の駆動回路のみでデータ信号を出力する場合、その１
個の駆動回路に大きな負担がかかる。この負担を低減できる手法として、複数個（２個）
の駆動回路を用いてデータ信号を出力する手法が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２１２９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電気光学装置が、駆動回路の出力するデータ信号を選択信号に応じて複数の
信号線に分配するデマルチプレクサー等の分配回路を有する場合がある。ここで、各駆動
回路から、データ信号に加えて分配回路用の選択信号を出力することも可能である。この
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場合、複数の駆動回路のいずれかが出力した選択信号のみを用いて分配回路を制御するケ
ースが考えられる。
　しかしながら、このケースでは、駆動回路間で、選択信号を分配回路に供給するか否か
という動作条件によって、負荷に違いが生じてしまう。選択信号を分配回路に供給しない
駆動回路では、選択信号の出力に伴う電源電圧の変動がないが、選択信号を分配回路に供
給する駆動回路では、選択信号の出力に伴って電源電圧が変動する。この動作条件の違い
は、各駆動回路間でデータ信号のばらつきを引き起こし、画質の低下を引き起こすおそれ
がある。
【０００５】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、データ信号と選択信号とを生成す
る供給回路を複数個用いて電気光学装置を駆動する場合に、各供給回路の負荷を均一化さ
せ、高精細で高品質な表示を行うことを解決課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電気光学装置の一態様は、第１信号線群に属する複数の第１信号線と、複数の
走査線との各交差に対応して配置され、前記走査線の選択時に前記第１信号線に供給され
る第１データ信号に応じた階調を表示する複数の第１画素と、第２信号線群に属する複数
の第２信号線と、複数の走査線との各交差に対応して配置され、前記走査線の選択時に前
記第２信号線に供給される第２データ信号に応じた階調を表示する複数の第２画素と、第
１選択信号または第２選択信号に応じて前記第１データ信号を前記第１信号線に分配する
第１分配回路と、第１選択信号または第２選択信号に応じて前記第２データ信号を前記第
２信号線に分配する第２分配回路と、前記第１データ信号と前記第１選択信号を供給する
第１供給回路と、前記第２データ信号と前記第２選択信号を供給する第２供給回路と、前
記第１選択信号および前記第２選択信号を排他的に供給する制御回路と、を含む、ことを
特徴とする。
【０００７】
　この態様によれば、第１供給回路からは、第１選択信号が第１分配回路に供給される。
また、第２供給回路からは、第２選択信号が第１分配回路に供給される。同様に、第１供
給回路からは、第１選択信号が第２分配回路に供給される。また、第２供給回路からは、
第２選択信号が第２分配回路に供給される。したがって、単一の供給回路から選択信号を
第１供給回路および第２分配回路に供給する場合に比べて、供給回路における選択信号の
供給負荷が、第１供給回路と第２分配回路に配分される。その結果、輝度の低下等の画質
の低下が防止される。
【０００８】
　また、本発明の電気光学装置の一態様は、２Ｋ（Ｋは２以上の自然数）本以上の信号線
と２本以上の走査線との各交差に対応して配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供
給された信号に応じた階調を表示する複数の画素と、前記走査線の各々を順次に選択する
走査線駆動回路と、Ｋ本の信号線からなる第１信号線群内の各信号線に第１データ線を介
して第１データ信号を供給すると共に、Ｋ－Ｐ（Ｐは１以上の自然数）本の第１選択信号
線を介して第１選択信号を供給する第１供給回路と、前記第１信号線群に属するＫ本の信
号線とは異なるＫ本の信号線からなる第２信号線群内の各信号線に第２データ線を介して
第２データ信号を供給すると共に、Ｐ本の第２選択信号線を介して第２選択信号を供給す
る第２供給回路と、前記第１信号線群内の各信号線と、前記第１データ線と、前記Ｋ－Ｐ
本の第１選択信号線と、前記Ｐ本の第２選択信号線とに接続され、前記第１選択信号また
は前記第２選択信号線を介して供給される前記第１選択信号または前記第２選択信号に応
じて前記第１データ信号を前記第１信号線群内の各信号線に供給する第１分配回路と、前
記第２信号線群内の各信号線と、前記第２データ線と、前記Ｋ－Ｐ本の第１選択信号線と
、前記Ｐ本の第２選択信号線とに接続され、前記第１選択信号または前記第２選択信号線
を介して供給される前記第１選択信号または前記第２選択信号に応じて前記第２データ信
号を前記第１信号線群内の各信号線に供給する第２分配回路と、
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　前記第１供給回路からの前記第１選択信号と、前記第２供給回路からの前記第２選択信
号とを排他的に供給させる制御回路と、を含む、ことを特徴とする。
【０００９】
　この態様によれば、第１供給回路からは、Ｋ－Ｐ本の第１選択信号線を介して第１選択
信号が第１分配回路に供給される。また、第２供給回路からは、Ｐ本の第２選択信号線を
介して第２選択信号が第１分配回路に供給される。同様に、第１供給回路からは、Ｋ－Ｐ
本の第１選択信号線を介して第１選択信号が第２分配回路に供給される。また、第２供給
回路からは、Ｐ本の第２選択信号線を介して第２選択信号が第２分配回路に供給される。
したがって、単一の供給回路からＫ本の選択信号線を介して選択信号を第１供給回路およ
び第２分配回路に供給する場合に比べて、供給回路における選択信号の供給負荷が、第１
供給回路と第２分配回路に配分される。その結果、輝度の低下等の画質の低下が防止され
る。
【００１０】
　上述した電気光学装置の一態様において、ＮはＫ／２であることが望ましい。この態様
によれば、単一の供給回路からＫ本の選択信号線を介して選択信号を第１供給回路および
第２分配回路に供給する場合に比べて、供給回路における選択信号の供給負荷が、第１供
給回路と第２供給回路とに均等に配分される。その結果、第１供給回路の選択信号供給時
と、第２供給回路の選択信号供給時における、輝度の低下等の差異の発生が抑えられ、画
質の低下が防止される。
【００１１】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記Ｋ－Ｎ本の第１選択信号線と、前記Ｎ本
の第２選択信号線とは、前記第１信号線群内の各信号線に交互に対応するように前記第１
分配回路に接続され、前記第２信号線群内の各信号線に交互に対応するように前記第２分
配回路に接続されることが望ましい。この態様によれば、単一の供給回路からＫ本の選択
信号線を介して選択信号を第１供給回路および第２分配回路に供給する場合に比べて、供
給回路における選択信号の供給負荷が、第１供給回路と第２供給回路とに均等に配分され
る。その結果、第１供給回路の選択信号供給時と、第２供給回路の選択信号供給時におけ
る、輝度の低下等の差異の発生が抑えられ、画質の低下が防止される。
【００１２】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１供給回路は、Ｋ本の第１選択信号線
または第２選択信号線を介して第１選択信号を供給する能力を有しており、前記第２供給
回路は、Ｋ本の第２選択信号線を介して第２選択信号を供給する能力を有していることが
望ましい。この態様によれば、単一の供給回路からＫ本の選択信号線を介して選択信号を
第１供給回路および第２分配回路に供給する場合に比べて、供給回路における選択信号の
供給負荷が、第１供給回路と第２供給回路とに均等に配分される。また、第１供給回路お
よび第２供給回路は、双方ともにＫ本の第１選択信号線または第２選択信号線を介して第
１選択信号または第２選択信号を供給する能力を有しているため、余裕を持って第１選択
信号または第２選択信号を供給することが可能となる。その結果、第１供給回路の選択信
号供給時と、第２供給回路の選択信号供給時における、輝度の低下等の差異の発生が抑え
られ、画質の低下が防止される。
【００１３】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１供給回路は第１配線基板に備えられ
、前記第２供給回路は第２配線基板に備えられ、前記第１配線基板と前記第２配線基板は
、前記画素の表示方向から見て重なるように取り付けられることが望ましい。この態様に
よれば、電気光学装置の小型化が可能になる。
【００１４】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１データ線と前記第２データ線とは交
互に並ぶように配置されることが望ましい。この態様によれば、第１データ線と第２デー
タ線とを含むデータ線のピッチを、第１データ線のみのピッチや、第２データ線のみのピ
ッチよりも小さくできる。また、第１データ信号が供給される画素群と第２データ信号が
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供給される画素群とを交互に配置しやすくなる。この場合、画素群間の画質の違いを目立
ちにくくすることが可能になる。
【００１５】
　上述した電気光学装置の一態様において、前記第１信号線群と前記第２信号線群は、そ
れぞれ、複数存在し、前記第１信号線群と前記第２信号線群とは、交互に配置されている
ことが望ましい。この態様によれば、異なる供給回路からのデータ信号で駆動される画素
群を交互に配置することが可能になる。よって、異なる供給回路からのデータ信号で駆動
される画素群間の画質の違いを目立ちにくくすることが可能になる。
【００１６】
　本発明の電子機器の一態様は、上述した電気光学装置を備える。そのような電気光学装
置は、画質の低下を抑制可能になる。
【００１７】
　本発明の電気光学装置の駆動方法の一態様は、第１供給回路は、第１データ信号と第１
選択信号を供給し、第２供給回路は、第２データ信号と第２選択信号を供給し、第１分配
回路は、前記第１選択信号または前記第２選択信号に応じて前記第１データ信号を第１信
号線に分配し、第２分配回路は、前記第１選択信号または前記第２選択信号に応じて前記
第２データ信号を第２信号線に分配し、前記第１信号線と走査線との各交差に対応して配
置された第１画素は、前記走査線の選択時に前記第１信号線に供給された前記第１データ
信号に応じた階調を表示し、前記第２信号線と走査線との各交差に対応して配置された第
２画素は、前記走査線の選択時に前記第２信号線に供給された前記第２データ信号に応じ
た階調を表示し、制御回路は、前記第１供給回路からの前記第１選択信号と、前記第２供
給回路からの前記第２選択信号とを排他的に供給させることを特徴とする。
【００１８】
　この態様によれば、第１供給回路からは、第１選択信号が第１分配回路に供給される。
また、第２供給回路からは、第２選択信号が第１分配回路に供給される。同様に、第１供
給回路からは、第１選択信号が第２分配回路に供給される。また、第２供給回路からは、
第２選択信号が第２分配回路に供給される。したがって、単一の供給回路から選択信号を
第１供給回路および第２分配回路に供給する場合に比べて、供給回路における選択信号の
供給負荷が、第１供給回路と第２分配回路に配分される。その結果、輝度の低下等の画質
の低下が防止される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態の電気光学装置１の信号伝送系の構成を示す図である。
【図２】電気光学装置１の反対面の斜視図である。
【図３】電気光学装置１の構成を示すブロック図である。
【図４】各画素ＰIXの回路図である。
【図５】電気光学装置１の動作の説明図である。
【図６】電気光学装置１の一部の構成を示すブロック図である。
【図７】変形例におけるフレキシブル回路基板の接続端子の配置を示す図である。
【図８】電子機器の形態（投射型表示装置）を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態である電気光学装置１の信号伝送系の構成を示す図である
。電気光学装置１は、電気光学パネル１００と、第１供給回路２００ａと、第２供給回路
２００ｂと、第１配線基板としてのフレキシブル回路基板３００ａおよび第２配線基板と
してのフレキシブル回路基板３００ｂと、を備えている。なお、この電気光学装置１は、
例えば、フルハイビジョンの画素数を縦２倍、横２倍とし、３８４０×２１６０の画素数
を有するものであってもよい。また、第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂとの
各々は、例えば、駆動用集積回路である。図２は、本発明を採用した第１実施形態に係る
電気光学装置１の構成例を示す斜視図である。図２は、図１の主要部の反対面の斜視図で
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ある。
【００２１】
　電気光学装置１は、電気光学パネル１００の一辺に、フレキシブル回路基板（Flexible
 Printed Circuits）３００ａおよび３００ｂが接続された構成である。
　第１供給回路２００ａは、フレキシブル回路基板３００ａにＣＯＦ（Chip On Film）技
術によって実装されている。第２供給回路２００ｂは、フレキシブル回路基板３００ｂに
ＣＯＦ技術によって実装されている。フレキシブル回路基板３００ａは、フレキシブル回
路基板３００ｂに積層されている。第１供給回路２００ａは、第２供給回路２００ｂに積
層されている。このように本実施形態では、フレキシブル回路基板３００ａとフレキシブ
ル回路基板３００ｂは、電気光学パネル１００の表示面に垂直な方向（ｚ方向）において
一部が重なるように取り付けられる。
【００２２】
　電気光学パネル１００は、第１入力部１１０ａと、第２入力部１１０ｂと、を備えてい
る。第１入力部１１０ａは入力端子群である。第１入力部１１０ａは、例えば、第１供給
回路２００ａが出力した各種信号を、フレキシブル回路基板３００ａを介して受ける。第
２入力部１１０ｂは入力端子群である。第２入力部１１０ｂは、例えば、第２供給回路２
００ｂが出力した各種信号を、フレキシブル回路基板３００ｂを介して受ける。電気光学
パネル１００は、第１入力部１１０ａが受けた各種信号と、第２入力部１１０ｂが受けた
各種信号と、に基づいて駆動する。
【００２３】
　フレキシブル回路基板３００ａおよび３００ｂには、信号を伝送するための配線（図１
、２では省略）が設けられている。
　電気光学パネル１００の第１入力部１１０ａおよび第２入力部１１０ｂは、それぞれ、
フレキシブル回路基板３００ａの接続端子３００ａ１およびフレキシブル回路基板３００
ｂの接続端子３００ｂ１と接続されている。電気光学パネル１００は、フレキシブル回路
基板３００ａおよび第１供給回路２００ａを介して、また、フレキシブル回路基板３００
ｂおよび第２供給回路２００ｂを介して、図示しない上位回路である制御回路に接続され
ている。
　第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂは、それぞれ、制御回路からフレキシブ
ル回路基板３００ａ、３００ｂを介して、画像信号および駆動制御のための各種の信号を
受信する。第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂは、それぞれ、フレキシブル回
路基板３００ａ、３００ｂを介して、電気光学パネル１００を駆動する。
【００２４】
　図３は、電気光学パネル１００と第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂの構成
を示すブロック図である。
　電気光学パネル１００は、複数の画素（画素回路）ＰIXが平面状に配列された画素部１
０と、走査線駆動回路２０と、分配回路群２１と、を含む。
　画素部１０には、絶縁層を介して相互に交差するＭ本の走査線１２とＮ本の信号線１４
とが形成されている（Ｍは２以上の自然数、Ｎは２Ｋ（Ｋは２以上の自然数）以上の数）
。複数の画素ＰIXは、各走査線１２と各信号線１４との交差に対応して配置されている。
このため、複数の画素ＰIXは、縦Ｍ行×横Ｎ列の行列状（マトリクス状）に配列されてい
る。複数の画素ＰIXは、走査線１２の選択時の信号線１４の電位に応じた階調を表示する
。走査線１２は、走査線駆動回路２０から行方向（ｘ方向）に沿って延び、信号線１４は
分配回路群２１から列方向（ｙ方向）に沿って延びている。
　画素部１０は、全領域を表示有効領域としてもよいが、周辺部の一部を非表示領域とし
て、周辺部の走査線１２、信号線１４、画素ＰIXをダミー走査線、ダミー信号線、ダミー
画素として配置してもよい。
【００２５】
　画素部１０内のＮ本の信号線１４は、Ｋ本を単位としてＪ個の配線群（ブロック）Ｂ[
ｊ]（ｊは、１≦ｊ≦Ｊの自然数、Ｊ＝Ｎ/Ｋ）に区分される。すなわち、信号線１４は配
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線ブロックＢ毎にグループ化される。Ｊ個の配線群Ｂ[１]～Ｂ[Ｊ]は、Ｊ個のデータ線１
６[１]～１６[Ｊ]と１対１で対応する。本実施形態では、Ｊは２以上の偶数であり、１単
位のＫ本の信号線１４は相隣接 (連続配置)するため、奇数番目の配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]と
偶数番目の配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]とが、交互に配置されている。奇数番目の配線群Ｂ[ｊ
ｏｄｄ]（ｊｏｄｄ＝１、３・・・Ｊ－１）は、第１信号線群の一例である。偶数番目の
配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]（ｊｅｖｅｎ＝２、４・・・Ｊ）は、第２信号線群の一例である。
このため、Ｎ本の信号線１４は、奇数番目の配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]（第１信号線群）と、偶
数番目の配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]（第２信号線群）と、を含むことになる。第１信号線群の
一例としての配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]と、第２信号線群の一例としての配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]
とは、交互に配置されているので、供給回路からのデータ信号で駆動される画素群間の画
質の違いを目立ちにくくすることが可能になっている。
【００２６】
　図４は、各画素ＰIXの回路図である。各画素ＰIXは、液晶素子４２と選択スイッチ４４
とを含んで構成される。液晶素子４２は、電気光学素子の一例である。液晶素子４２は、
相対向する画素電極４２１と共通電極４２３と両電極間に介在する液晶４２５とで構成さ
れている。画素電極４２１と共通電極４２３との間の印加電圧に応じて液晶４２５の透過
率が変化する。
【００２７】
　選択スイッチ４４は、例えば、走査線１２にゲートが接続されたＮチャネル型の薄膜ト
ランジスターで構成されている。選択スイッチ４４は、液晶素子４２（画素電極４２１）
と信号線１４との間に介在して両者の電気的な接続（導通／非導通）を制御する。画素Ｐ
IX（液晶素子４２）は、選択スイッチ４４がオン状態に制御されたときの信号線１４の電
位（後述の階調電位ＶG）に応じた階調を表示する。なお、液晶素子４２に対して並列に
接続される補助容量等の図示は省略されている。また、画素ＰIXの構成は適宜に変更され
得る。
【００２８】
　説明を図３に戻す。制御回路５００は、同期信号を含む各種の信号を用いて、走査線駆
動回路２０と、第１供給回路２００ａと、第２供給回路２００ｂとを制御する。例えば、
制御回路５００は、図５に示すような、垂直走査期間Ｖを規定する垂直同期信号ＶSYNCや
水平走査期間を規定する水平同期信号ＨSYNCを、走査線駆動回路２０と、第１供給回路２
００ａと、第２供給回路２００ｂとに供給する。また、制御回路５００は、各画素ＰIXの
階調を時分割で指定する画像信号を、第１供給回路２００ａと、第２供給回路２００ｂと
に供給する。走査線駆動回路２０と第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂとは、
互いに協働して画素部１０の表示を制御する。
　通常、一つの表示画面を構成する表示データはフレーム単位で処理され、この処理期間
が１フレーム期間（１Ｆ）である。フレーム期間Ｆは、一つの表示画面が１回の垂直走査
で構成される場合、垂直走査期間Ｖに相当する。
【００２９】
　走査線駆動回路２０は、図５に示すように、水平同期信号ＨSYNCに応じて、走査信号Ｇ
[１]～Ｇ[Ｍ]をＭ本の走査線１２の各々に単位期間Ｕごとに順次出力することで、Ｍ本の
走査線１２の各々を順次選択する。単位期間Ｕは、水平同期信号ＨSYNCの１周期の時間長
（水平走査期間（１Ｈ））に設定される。
　図５に示すように、第ｍ行（第ｍライン）の走査線１２に供給される走査信号Ｇ[m]は
、各垂直走査期間Ｖ内のＭ個の単位期間Ｕのうち第ｍ番目の単位期間Ｕ内にてハイレベル
（走査線１２の選択を意味する電位）に設定される。走査線１２が選択される期間はライ
ン期間とも呼ばれ、本実施形態では、ほぼ、単位期間Ｕに相当する。
　走査線駆動回路２０が第ｍ行の走査線１２を選択すると、第ｍ行のＮ個の画素ＰIXの各
選択スイッチ４４がオン状態に遷移する。
【００３０】
　図５に示すように、単位期間Ｕは、プリチャージ期間ＴPREと書込期間ＴWRTとを含んで
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いる。
　プリチャージ期間ＴPREは、書込期間ＴWRTの開始前に設定される。なお、図５では、書
込期間ＴWRTの前に１つのプリチャージ期間ＴPREが設けられているが、書込期間ＴWRTの
前に複数（例えば２つ）のプリチャージ期間ＴPREが設けられてもよい。
　書込期間ＴWRTでは、各画素ＰIXの指定階調に応じた階調電位ＶGが各信号線１４に供給
される。プリチャージ期間ＴPREでは、所定のプリチャージ電位ＶPRE（ＶPREa、ＶPREb）
が各信号線１４に供給される。
【００３１】
　分配回路群２１は、Ｊ個の分配回路２１[１]～２１[Ｊ]を含む。分配回路２１[１]～２
１[Ｊ]は、それぞれ、配線群Ｂ[１]～Ｂ[Ｊ]に対応する。本実施形態では、分配回路２１
[１]～２１[Ｊ]の各々として、デマルチプレクサーが用いられる。
　図６は、分配回路群２１と第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂの一例を示し
た図である。図６においては、一例として、Ｋ＝８の場合を示している。
　第ｊ番目の分配回路２１[ｊ]は、第ｊ番目の配線群Ｂ[ｊ]の８本の信号線１４に対応す
る８個のスイッチ５８[１]～５８[８]を含んで構成される。
　分配回路２１[ｊ]内の第ｋ番目（ｋ＝１～８）のスイッチ５８[ｋ]は、配線群Ｂ[ｊ]の
８本の信号線１４のうち第ｋ列目の信号線１４と、Ｊ本のデータ線１６のうち第ｊ番目の
データ線１６と、の間に介在して、両者間の電気的な接続（導通／非導通）を制御する。
　奇数番目のデータ線１６は、第１入力部１１０ａを介して第１供給回路２００ａと奇数
番目の分配回路２１[ｊｏｄｄ]とを接続する。奇数番目のデータ線１６は、第１データ線
の一例である。偶数番目のデータ線１６は、第２入力部１１０ｂを介して第２供給回路２
００ｂと偶数番目の分配回路２１[ｊｅｖｅｎ]とを接続する。偶数番目のデータ線１６は
、第２データ線の一例である。
　分配回路２１[ｊ]は、選択信号線群６１のうち４本の選択信号線６１[１]、６１[３]、
６１[５]、６１[７]を介して第１供給回路２００ａと接続されている。また、分配回路２
１[ｊ]は、選択信号線群６１のうち４本の選択信号線６１[２]、６１[４]、６１[６]、６
１[８]を介して第２供給回路２００ｂと接続されている。
【００３２】
　第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂは、制御回路３０からの画像信号を元に
してデータ信号ＶID[１]～ＶID[Ｊ]を生成し、それぞれ、データ線１６[１]～１６[Ｊ]に
供給する。データ信号ＶID[１]～ＶID[Ｊ]は、データ信号ＶID[ｊｏｄｄ]およびデータ信
号ＶID[ｊｅｖｅｎ]を含む。
　第１供給回路２００ａは、配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]（第１信号線群）内の各信号線１４に供
給するための電位を時分割で含むデータ信号ＶID[ｊｏｄｄ]を、分配回路２１[ｊｏｄｄ]
に、第１入力部１１０ａおよび第ｊｏｄｄ番目のデータ線１６を介して供給する。電位は
信号の一例である。第ｊｏｄｄ番目のデータ線１６は、第１データ線の一例である。第１
供給回路２００ａは、各データ信号ＶID[ｊｏｄｄ]を並列に供給する。第１供給回路２０
０ａが供給するデータ信号ＶID[ｊｏｄｄ]は、第１データ信号の一例である。
　第２供給回路２００ｂは、配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]（第２信号線群）内の各信号線１４に
供給するための電位を時分割で含むデータ信号ＶID[ｊｅｖｅｎ]を、分配回路２１[ｊｅ
ｖｅｎ]に、第２入力部１１０ｂおよび第ｊｅｖｅｎ番目のデータ線１６を介して供給す
る。第ｊｅｖｅｎ番目のデータ線１６は、第２データ線の一例である。第２供給回路２０
０ｂは、各データ信号ＶID[ｊｅｖｅｎ]を並列に供給する。第２供給回路２００ｂが供給
するデータ信号ＶID[ｊｅｖｅｎ]は、第２データ信号の一例である。
　第１データ信号および第２データ信号は、いわゆるデータ信号であり、画像の表示に応
じた異なる波形の信号であり、例えば、アナログ信号である。
　このように、第１データ線の一例としての第ｊｏｄｄ番目のデータ線１６と、第２デー
タ線の一例としての第ｊｅｖｅｎ番目のデータ線１６は交互に並ぶように配置される。ま
た、第１供給回路２００ａが奇数番目の配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]を駆動し、第２供給回路２０
０ｂが偶数番目の配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]を駆動するので、データ線１６のピッチを狭くす
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ることができる。また、第１供給回路２００ａが接続される第１入力部１１０ａと、第２
供給回路２００ｂが接続される第２入力部１１０ｂとが、電気光学パネル１００の縦方向
（ｙ方向）に並ぶように配置されている。この結果、電気光学パネル１００の横方向（ｘ
方向）のサイズを大きくすることなく、高精細な画像を表示することが可能となる。
【００３３】
　選択信号線群６１には、選択信号ＳＥＬ［ｋ］が供給される。選択信号ＳＥＬ［ｋ］は
、各配線群Ｂ[ｊ]に属するＫ本の信号線１４へのデータ信号ＶID[ｊ]の分配を制御するタ
イミング信号である。
　第１供給回路２００ａは、データ信号ＶID[ｊ]を配線群Ｂ[ｊ]内の各信号線１４に分配
するための４個の第１選択信号ＳＥＬ1[１]、ＳＥＬ1[３]、ＳＥＬ1[５]、ＳＥＬ1[７]を
、分配回路群２１に出力する。第１供給回路２００ａは、４個の第１選択信号を生成して
出力する。第１選択信号ＳＥＬ１［ｋ］は、第１供給回路２００ａが出力する選択信号Ｓ
ＥＬ［ｋ］である。
　第２供給回路２００ｂは、データ信号ＶID[ｊ]を配線群Ｂ[ｊ]内の各信号線１４に分配
するための４個の第２選択信号ＳＥＬ2[２]、ＳＥＬ2[４]、ＳＥＬ2[６]、ＳＥＬ2[８]を
、分配回路群２１に出力する。第２供給回路２００ｂは、４個の第２選択信号を生成して
出力する。第２選択信号ＳＥＬ２［ｋ］は、第２供給回路２００ｂが出力する選択信号Ｓ
ＥＬ［ｋ］である。
　本実施形態では、第１選択信号ＳＥＬ１［ｋ］および第２選択信号ＳＥＬ２［ｋ］は、
同じ波形の信号であり、分配回路２１[ｊ]内のスイッチ５８[ｋ]を所定時間オンとするパ
ルス信号である。
【００３４】
　第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂは、一例として同一のドライバーＩＣが
用いられており、それぞれが８個の選択信号を供給する能力を有している。したがって、
分配回路群２１と第１供給回路２００ａとが、８本の選択信号線６１で接続されていた場
合には、第１供給回路２００ａは、これらの８本の選択信号線６１を介して８個の選択信
号を供給することができる。また、分配回路群２１と第２供給回路２００ｂとが、８本の
選択信号線６１で接続されていた場合には、第２供給回路２００ｂは、これらの８本の選
択信号線６１を介して８個の選択信号を供給することができる。
【００３５】
　本実施形態では、第１供給回路２００ａは、８本の選択信号線６１のうちの奇数番目（
図５参照）の選択信号ＳＥＬ１［１］、ＳＥＬ１［３］、ＳＥＬ１［５］、ＳＥＬ１［７
］に対応する４本の選択信号線６１[１]、６１[３]、６１[５]、６１[７]（第１選択信号
線）により分配回路群２１と接続されている。また、第２供給回路２００ｂは、８本の選
択信号線６１のうちの偶数番（図５参照）目の選択信号ＳＥＬ２［２］、ＳＥＬ２［４］
、ＳＥＬ２［６］、ＳＥＬ２［８］に対応する４本の選択信号線６１[２]、６１[４]、６
１[６]、６１[８]（第２選択信号線）により分配回路群２１と接続されている。
　図６の例では、分配回路群２１のうちの第１分配回路２１[１]と第２分配回路２１[２]
とを示している。第１選択信号線６１[１]、６１[３]、６１[５]、６１[７]と、第２選択
信号線６１[２]、６１[４]、６１[６]、６１[８]は、第１信号線群である配線群Ｂ[１]内
の各信号線１４に交互に対応するように分配回路群２１の第１分配回路２１[１]に接続さ
れる。同様に、第１選択信号線６１[１]、６１[３]、６１[５]、６１[７]と、第２選択信
号線６１[２]、６１[４]、６１[６]、６１[８]は、第２信号線群である配線群Ｂ[２]内の
各信号線１４に交互に対応するように分配回路群２１の第２分配回路２１[２]に接続され
る。
【００３６】
　図６では、一例としてＫが８の場合を示しているが、Ｋを用いて選択信号線６１の数を
説明すると次のようになる。第２供給回路２００ｂと分配回路群２１とを接続する選択信
号線６１の数をＰ（Ｐは１以上の自然数）とすると、第１供給回路２００ａは、Ｋ－Ｐ本
の選択信号線６１（第１選択信号線）により分配回路群２１と接続される。一方、第２供
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給回路２００ｂは、Ｐ本の選択信号線６１（第２選択信号線）により分配回路群２１と接
続される。図５の例は、Ｐ（＝４）はＫ／２（８／２＝４）の場合であり、第１選択信号
線の数と、第２選択信号線の数とは等しくなっている。
【００３７】
　第１供給回路２００ａは、第１入力部１１０ａおよび選択信号線６１[１]、６１[３]、
６１[５]、６１[７]を介して、分配回路群２１の奇数番目のスイッチ５８[１]、５８[３]
、５８[５]、５８[７]に対応する第１選択信号ＳＥＬ1[１]、ＳＥＬ1[３]、ＳＥＬ1[５]
、ＳＥＬ1[７]を供給する。第２供給回路２００ｂは、第２入力部１１０ｂおよび選択信
号線６１[２]、６１[４]、６１[６]、６１[８]を介して、分配回路群２１の偶数番目のス
イッチ５８[２]、５８[４]、５８[６]、５８[８]に対応する第２選択信号ＳＥＬ2[２]、
ＳＥＬ2[４]、ＳＥＬ2[６]、ＳＥＬ2[８]を供給する。
【００３８】
　第１供給回路２００ａおよび第２供給回路２００ｂからの第１選択信号ＳＥＬ1[１]、
ＳＥＬ1[３]、ＳＥＬ1[５]、ＳＥＬ1[７]と第２選択信号ＳＥＬ2[２]、ＳＥＬ2[４]、Ｓ
ＥＬ2[６]、ＳＥＬ2[８]の供給は、制御回路５００により制御されている。本実施形態で
は、第１選択信号ＳＥＬ1[１]、第２選択信号ＳＥＬ2[２]、第１選択信号ＳＥＬ1[３]、
第２選択信号ＳＥＬ2[４]、第１選択信号ＳＥＬ1[５]、第２選択信号ＳＥＬ2[６]、第１
選択信号ＳＥＬ1[７]、第２選択信号ＳＥＬ2[８]の順序で供給される。このように、制御
回路５００は、第１選択信号が供給されている時には第２選択信号を供給せず、第２選択
信号が供給されている時には第１選択信号を供給しない。つまり、制御回路５００は、第
１選択信号と第２選択信号とを排他的に供給させている。
【００３９】
　分配回路群２１に含まれる分配回路２１[ｊｏｄｄ]は、第１供給回路２００ａと第２供
給回路２００ｂの選択結果を用いて、データ信号ＶID[ｊｏｄｄ]を配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]の
８本の信号線１４の各々に分配する。分配回路群２１に含まれる分配回路２１[ｊｅｖｅ
ｎ]は、第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂの選択結果を用いて、データ信号
ＶID［ｊｅｖｅｎ]を配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]の８本の信号線１４の各々に分配する。
【００４０】
　次に、電気光学装置１の動作の概要を説明する。
　第１供給回路２００ａは、配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]内の各信号線１４に対応する画素ＰIXの
階調を時分割で指定するデータ信号ＶID[ｊｏｄｄ]（第１データ信号）を生成する。
　第２供給回路２００ｂは、配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]内の各信号線１４に対応する画素ＰIX
の階調を時分割で指定するデータ信号ＶID[ｊｅｖｅｎ]（第２データ信号）を生成する。
　第１供給回路２００ａは、さらに、第１選択信号ＳＥＬ1[１]、ＳＥＬ1[３]、ＳＥＬ1[
５]、ＳＥＬ1[７]を生成する。第２供給回路２００ｂは、第２選択信号ＳＥＬ2[２]、Ｓ
ＥＬ2[４]、ＳＥＬ2[６]、ＳＥＬ2[８]を生成する。
　制御回路５００は、第１選択信号と第２選択信号の供給を制御する。供給の順序は、第
１選択信号ＳＥＬ1[１]、第２選択信号ＳＥＬ2[２]、第１選択信号ＳＥＬ1[３]、第２選
択信号ＳＥＬ2[４]、第１選択信号ＳＥＬ1[５]、第２選択信号ＳＥＬ2[６]、第１選択信
号ＳＥＬ1[７]、第２選択信号ＳＥＬ2[８]となる。
　分配回路群２１は、第１選択信号ＳＥＬ1[１]、ＳＥＬ1[３]、ＳＥＬ1[５]、ＳＥＬ1[
７]および第２選択信号ＳＥＬ2[２]、ＳＥＬ2[４]、ＳＥＬ2[６]、ＳＥＬ2[８]を用いて
、データ信号ＶID[ｊｏｄｄ]を配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]内の各信号線１４に分配する。また、
データ信号ＶID[ｊｅｖｅｎ]を配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]内の各信号線１４に分配する。
【００４１】
　本実施形態によれば、第１選択信号が供給されている際には、第２選択信号が供給され
ず、また、第２選択信号が供給されている際には、第１選択信号が供給されない。したが
って、供給回路における選択信号の供給負荷を、第１供給回路２００ａと第２供給回路２
００ｂとに均等に配分することができる。その結果、単一の供給回路により選択信号を供
給する場合に比べて、映像表示の劣化を効果的に防ぐことができる。第１選択信号と第２
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選択信号とはパルス信号であり、パルス信号の立ち上がりと立ち下がりにおいては、ＧＮ
Ｄ電位にノイズが発生することがある。しかし、本実施形態のように、選択信号の供給を
第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂとで配分することにより、第１供給回路２
００ａと第２供給回路２００ｂのそれぞれにおけるノイズの発生期間を抑える。また、上
述のように、第１選択信号と第２選択信号とは共に４個に設定されており、第１供給回路
２００ａと第２供給回路２００ｂとで均等に配分されている。したがって、第１供給回路
２００ａが第１選択信号を供給している際と、第２供給回路２００ｂが第２選択信号を供
給している際とで、それぞれの負荷の差異を抑え、輝度の低下等の差異の発生を防ぐこと
ができる。
【００４２】
　本実施形態では、Ｎ本の信号線１４は、横方向に連続配置するＫ本を１単位としてＪ個
の配線群Ｂ[ｊ]に区分されていたが、横方向に連続配置しないＫ本を１単位としてＪ個の
配線群Ｂ[ｊ]に区分されてもよい。例えば、配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]に属する信号線１４と配
線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]に属する信号線１４が交互に配置されてもよい。奇数番目の信号線１
４が配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]に属し、遇数番目の信号線１４が配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]に属する
。この場合でも、配線群Ｂ[ｊｏｄｄ]と配線群Ｂ[ｊｅｖｅｎ]は、奇数番目の配線群と偶
数番目の配線群とも言える。
　第１データ信号および第１選択信号は、第１供給回路２００ａが供給する信号であり、
第１信号線群、第１データ線および第１選択信号線は、第１供給回路２００ａから信号が
供給される配線および配線群である。また、第２データ信号および第２選択信号は、第２
供給回路２００ｂが供給する信号であり、第２信号線群、第２データ線および第２選択信
号線は、第２供給回路２００ｂから信号が供給される配線および配線群である。
【００４３】
　＜変形例＞
　以上の各形態は多様に変形され得る。具体的な変形の態様を以下に例示する。以下の例
示から任意に選択された２以上の態様は相矛盾しない限り適宜に併合され得る。
【００４４】
　＜変形例１＞
　上述した実施形態では、第１供給回路２００ａに接続する第１選択信号の本数Ｋ－Ｐと
、第２供給回路２００ｂに接続する第２選択信号の本数Ｐは、ＰをＫ／２として、それぞ
れが等しくなるように設定した。しかし、本発明はこのような構成に限定される訳ではな
いくＰがＫ／２以外となるように設定してもよい。この場合でも、供給回路における選択
信号の供給負荷を、第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂとに配分することがで
きる。その結果、単一の供給回路により選択信号を供給する場合に比べて、映像表示の劣
化を効果的に防ぐことができる。
【００４５】
　＜変形例２＞
　上述した実施形態では、本来はＫ＝８個の選択信号を供給可能な第１供給回路２００ａ
と第２供給回路２００ｂと用いたが、最初からＫ＝４個の選択信号を供給可能な第１供給
回路２００ａと第２供給回路２００ｂを用いてもよい。この場合には、第１供給回路２０
０ａと第２供給回路２００ｂのチップとしての面積を小さくすることができる。また、Ｋ
＝８個の選択信号を供給可能な第１供給回路２００ａと第２供給回路２００ｂと同じチッ
プ面積とする場合には、Ｋ＝４個の選択信号を供給すればよいので、出力トランジスター
のサイズを大きくすることができる。その結果、パネルの高解像度化に対応して十分な駆
動能力を担保することができる。
【００４６】
　＜変形例３＞
　上述した実施形態では、図１、２に示すように、フレキシブル回路基板３００ａとフレ
キシブル回路基板３００ｂとを、電気光学パネル１００の表示方向（ｚ方向）から見て重
なるように取り付けられた構成について説明した。しかし、本発明はこのような構成に限



(13) JP 2018-17803 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

定されるものではない。例えば、図７に示すように、電気光学パネル１００に、フレキシ
ブル回路基板３００ａとの接続端子３００ａ１およびフレキシブル回路基板３００ｂとの
接続端子３００ｂ１を電気光学パネル１００の横方向（x方向）に並べて配置してもよい
。この場合、フレキシブル回路基板３００ａとフレキシブル回路基板３００ｂの電気光学
パネル１００への実装は容易となる。しかし、この例では、図１、２の接続端子３００ａ
１と接続端子３００ｂ１が縦方向（ｙ方向）に配置される構成と比較して、画素部１０に
対してフレキシブル回路基板３００ａおよびフレキシブル回路基板３００ｂの実装領域が
大きくなる場合や、画素部１０と実装領域とを接続する配線が長くなる場合がある。
【００４７】
　＜変形例４＞
　電気光学パネル１００と接続される配線基板の数は２つに限定されない。３つ以上の配
線基板が電気光学パネル１００に接続されてもよい。その場合も、各配線基板の供給回路
は、負荷が均等に分散するように選択信号を出力する。
【００４８】
　＜変形例５＞
　図３の例では、選択信号線群６１の一端が第１供給回路２００ａまたは第２供給回路２
００ｂに接続され、第１選択信号および第２選択信号が供給される例であったが、選択信
号線群６１の両端が第１供給回路２００ａまたは第２供給回路２００ｂに接続されてもよ
い。この場合、第１選択信号ＳＥＬ１および第２選択信号ＳＥＬ２を選択信号線群６１の
両端から供給してもよいし、第１選択信号ＳＥＬ１を一方端、第２選択信号ＳＥＬ２を他
方端から供給してもよい。
【００４９】
　＜応用例＞
　以上の各形態や変形例に例示した電気光学装置１は、各種の電子機器に利用され得る。
図８には、電気光学装置１を採用した電子機器の具体的な形態が例示されている。
【００５０】
　図９は、電気光学装置１を適用した投射型表示装置（３板式のプロジェクター）４００
０の模式図である。投射型表示装置４０００は、相異なる表示色（赤色，緑色，青色）に
対応する３個の電気光学装置１（１R，１G，１B）を含んで構成される。照明光学系４０
０１は、照明装置（光源）４００２からの出射光のうち赤色成分ｒを電気光学装置１Rに
供給し、緑色成分ｇを電気光学装置１Gに供給し、青色成分ｂを電気光学装置１Bに供給す
る。各電気光学装置１は、照明光学系４００１から供給される各単色光を表示画像に応じ
て変調する光変調器（ライトバルブ）として機能する。投射光学系４００３は、各電気光
学パネル１００からの出射光を合成して投射面４００４に投射する。電気光学装置１を適
用することにより、高精細な表示が可能な小型の投射型表示装置４０が実現できる。
【００５１】
　なお、本発明に係る電気光学装置が適用される電子機器としては、図９に例示した機器
のほか、可搬型のパーソナルコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Digital A
ssistants），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
が挙げられる。さらに、該電子機器としては、車載用の表示器（インパネ），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
などが挙げられる。
【符号の説明】
【００５２】
　１…電気光学装置、１０…画素部、１２…走査線、１４…信号線、１６…データ線、２
０…走査線駆動回路、２１…分配回路群、５００…制御回路、６１…選択信号線群、２０
０ａ…第１供給回路、２００ｂ…第２供給回路、Ｂ[１]～Ｂ[Ｊ]（Ｂ[ｊｏｄｄ]、Ｂ[ｊ
ｅｖｅｎ]）…配線群。
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