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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電極及び第２の電極の間に電気泳動粒子を含有する分散系を介在させた表示部を
有し、表示データに基づいて前記第１の電極及び前記第２の電極の間に電界を発生させ、
該電界により前記電気泳動粒子を移動させて前記表示データに対応する表示を行う表示装
置と、
　該表示装置に前記表示データを含む表示制御信号を供給する表示データ供給装置と
を備え、前記表示部の表示内容に対応する表示データに基づいて前記第１の電極及び前記
第２の電極の間に電界を発生させ前記表示内容を消去する表示システムであって、
　前記表示データ供給装置は、前記表示装置に供給する表示データと該表示データに対応
する対応情報とを関連付けて記憶し、
　前記表示装置は、前記表示データ供給装置から供給された表示データに関連付けられた
前記対応情報を保持し、前記表示装置と前記表示データ供給装置との間の通信が遮断され
ていることに基づき前記表示データが消失したと判断された場合に前記対応情報を含む表
示データ特定信号を出力し、該表示データ特定信号に含まれる前記対応情報により前記表
示データ供給装置が特定した前記表示内容に対応する表示データに基づいて前記表示内容
を消去することを特徴とする表示システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示システムにおいて、
　前記表示データ供給装置は、前記表示データと該表示データ固有の対応情報とを関連付
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けて記憶するとともに該対応情報を含む前記表示制御信号を前記表示装置に供給するもの
であり、
　前記表示装置は、前記表示制御信号に含まれる前記対応情報を記憶する不揮発性メモリ
を備え、該不揮発性メモリに記憶した前記対応情報を含む表示データ特定信号を出力する
ことを特徴とする表示システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の表示システムにおいて、
　前記表示データ供給装置は、前記表示データと該表示データを含む前記表示制御信号を
供給する表示装置固有の対応情報とを関連付けて記憶するものであり、
　前記表示装置は、前記対応情報を含む前記表示データ特定信号を出力することを特徴と
する表示システム。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか１項に記載の表示システムにおいて、
　前記表示データ供給装置は、前記表示データ特定信号に基づく前記表示データの特定が
可能か否かを判断し、前記表示データ特定信号に基づく前記表示データの特定が不能な場
合、前記表示装置に前記第１の電極及び前記第２の電極の間に逆方向の電界を交互に発生
させて前記表示内容を消去し、前記表示データ特定信号に基づく前記表示データの特定が
可能な場合、当該表示データを前記表示装置に出力するとともに、当該表示データに基づ
いて前記表示内容を消去するための消去信号を前記表示装置に出力することを特徴とする
表示システム。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか１項に記載の表示システムにおいて、
　前記表示データ供給装置は、前記表示制御信号を無線にて供給するものであり、
　前記表示装置は、無線にて供給された前記表示制御信号から前記第１の電極及び前記第
２の電極の間に電界を発生させるための電力を生成する電力生成手段を備えたことを特徴
とする表示システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の表示システムにおいて、
　前記表示装置は、前記電力生成手段から電力が供給されている間、前記表示データを保
持する記憶手段を備えたことを特徴とする表示システム。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか１項に記載の表示システムにおいて、
　新たな表示データに基づく表示を行う前に、前記表示内容を消去することを特徴とする
表示システム。
【請求項８】
　第１の電極及び第２の電極の間に電気泳動粒子を含有する分散系を介在させた表示部を
有し、表示データ供給装置から供給された表示データを含む表示制御信号に基づいて前記
第１の電極及び前記第２の電極の間に電界を発生させ、該電界により前記電気泳動粒子を
移動させて前記表示データに対応する表示を行うものであり、前記表示部の表示内容に対
応する表示データに基づいて前記第１の電極及び前記第２の電極の間に電界を発生させ前
記表示内容を消去する表示装置であって、
　前記表示制御信号に含まれる前記表示データは、該表示データに対応する対応情報と関
連付けられて前記表示データ供給装置に記憶されるものであり、
　前記表示データ供給装置から供給された表示データに関連付けられた前記対応情報を保
持し、前記表示装置と前記表示データ供給装置との間の通信が遮断されていることに基づ
き前記表示データが消失したと判断された場合に前記対応情報を含む表示データ特定信号
を出力し、該表示データ特定信号に含まれる前記対応情報により前記表示データ供給装置
が特定した前記表示内容に対応する表示データに基づいて前記表示内容を消去することを
特徴とする表示装置。
【請求項９】
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　第１の電極及び第２の電極の間に電気泳動粒子を含有する分散系を介在させた表示部を
有し、表示データに基づいて前記第１の電極及び前記第２の電極の間に電界を発生させ、
該電界により前記電気泳動粒子を移動させて前記表示データに対応する表示を行う表示装
置と、
　該表示装置に前記表示データを含む表示制御信号を供給する表示データ供給装置と
を備え、前記表示部の表示内容に対応する表示データに基づいて前記第１の電極及び前記
第２の電極の間に電界を発生させ前記表示内容を消去した後、新たな表示データに基づく
表示を行う表示システムの表示方法であって、
　前記表示データ供給装置に、前記表示装置に供給する表示データと該表示データに対応
する対応情報とを関連付けて記憶させ、
　前記表示装置に、前記表示データ供給装置から供給された表示データに関連付けられた
前記対応情報を保持させ、前記表示装置と前記表示データ供給装置との間の通信が遮断さ
れていることに基づき前記表示データが消失したと判断された場合に前記対応情報を含む
表示データ特定信号を出力させ、該表示データ特定信号に含まれる前記対応情報により前
記表示データ供給装置が特定した前記表示内容に対応する表示データに基づいて前記表示
内容を消去するようにしたことを特徴とする表示システムの表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電気泳動現象を利用した表示装置を有する表示システム、表示装置及び表
示システムの表示方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、非発光型の表示装置として、電気泳動現象を利用したものがある（例えば、特許
文献１参照）。電気泳動現象は、液体（分散媒）中に正又は負に帯電した微粒子（電気泳
動粒子）を分散させた分散系に電界を印加したとき、該電気泳動粒子がクーロン力により
泳動する現象をいう。この表示装置は、画素電極等が形成された素子基板と共通電極等が
形成された対向基板とを所定の間隔で対向させ、その間に画像の表示単位である画素とし
ての分散系を配置した表示部を備えている。素子基板及び対向基板は、透明な材料からな
り、画素を構成する分散系は、例えば二値表現（白黒表示）を実現する場合、液体中に、
正に帯電した白色の電気泳動粒子と負に帯電した黒色の電気泳動粒子とを分散してなる。
なお、分散系としては、例えば、黒色に染色した液体（分散媒）中に白色の電気泳動粒子
を分散したものもある。
【０００３】
　このような表示装置において、画素電極及び共通電極の間に電位差を与えると、クーロ
ン力によって電気泳動粒子が初期位置から画素電極及び共通電極の何れかに引き寄せられ
る。このとき、白色の電気泳動粒子が透明の共通電極側に引き寄せられると、該共通電極
に入射した光は電気泳動粒子によって反射され、該電気泳動粒子の色（白）が見えること
になる。一方、黒色の電気泳動粒子が透明の共通電極側に引き寄せられると、該共通電極
に入射した光は電気泳動粒子によって反射され、該電気泳動粒子の色（黒）が見えること
になる。つまり、この表示装置は、共通電極と画素電極とが対向する領域をマトリクス状
に形成することにより、両電極間の分散系における電気泳動粒子の位置をそれぞれ個々に
制御することによって文字・絵を含む画像を形成する。また、この表示装置では、各画素
への電力の供給が停止されると電気泳動粒子が初期位置から移動した位置に留まるため、
表示内容が保持される。
【特許文献１】特開２００２－１１６７３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、このような表示装置では、新たな表示内容を書き込む前に、保持されている
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表示内容を消去するようになっており、該表示内容を効率よく消去する手法として、表示
する際に与えた電位差とは逆方向の電位差を与えて表示内容を消去するものがある。しか
しながら、各画素に与えられる逆方向の電位差は、保持されている表示内容に対応する画
像データに基づいて生成されるため、保持されている表示内容に対応する画像データを長
期間記憶することが可能な大容量の記憶回路を表示装置に設ける必要がある。また、この
ような記憶回路を設けたとしても、例えば表示装置を長期間携帯することにより電力を消
耗し該記憶回路に記憶した画像データが消失するため、表示内容を効率よく消去すること
ができなくなってしまう。
【０００５】
　本発明は、こうした従来の実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、第１の電
極及び第２の電極の間に電気泳動粒子を含有する分散系を介在させた表示装置を有する表
示システムにおいて、表示内容を効率よく消去することが可能な表示システム、表示装置
及び表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の表示システムは、第１の電極及び第２の電極の間に電気泳動粒子を含有する分
散系を介在させた表示部を有し、表示データに基づいて前記第１の電極及び前記第２の電
極の間に電界を発生させ、該電界により前記電気泳動粒子を移動させて前記表示データに
対応する表示を行う表示装置と、該表示装置に前記表示データを含む表示制御信号を供給
する表示データ供給装置とを備え、前記表示部の表示内容に対応する表示データに基づい
て前記第１の電極及び前記第２の電極の間に電界を発生させ前記表示内容を消去する表示
システムであって、前記表示データ供給装置は、前記表示装置に供給する表示データと該
表示データに対応する対応情報とを関連付けて記憶し、前記表示装置は、前記表示データ
供給装置から供給された表示データに関連付けられた前記対応情報を保持し、前記表示装
置と前記表示データ供給装置との間の通信が遮断されていることに基づき前記表示データ
が消失したと判断された場合に前記対応情報を含む表示データ特定信号を出力し、該表示
データ特定信号に含まれる前記対応情報により前記表示データ供給装置が特定した前記表
示内容に対応する表示データに基づいて前記表示内容を消去する。
【０００７】
　この構成によれば、表示データ特定信号に含まれる対応情報により、表示データ供給装
置に記憶した表示データから表示装置の表示内容に対応する表示データを特定し、該表示
データに基づいて表示内容を消去することができる。よって、表示装置の表示データが消
失した場合でも表示内容を効率よく消去することができる。
【０００８】
　また、この表示システムにおいて、前記表示データ供給装置は、前記表示データと該表
示データ固有の対応情報とを関連付けて記憶するとともに該対応情報を含む前記表示制御
信号を前記表示装置に供給するものであり、前記表示装置は、前記表示制御信号に含まれ
る前記対応情報を記憶する不揮発性メモリを備え、該不揮発性メモリに記憶した前記対応
情報を含む表示データ特定信号を出力するようにしてもよい。
【０００９】
　この構成によれば、表示装置の不揮発性メモリに記憶した表示データ固有の対応情報に
基づいて表示装置の表示内容に対応する表示データを特定することが可能となり、表示装
置に表示内容に対応する表示データを記憶するための大容量の記憶回路を設けることなく
、表示内容を効率よく消去することができる。
【００１０】
　また、この表示システムにおいて、前記表示データ供給装置は、前記表示データと該表
示データを含む前記表示制御信号を供給する表示装置固有の対応情報とを関連付けて記憶
するものであり、前記表示装置は、前記対応情報を含む前記表示データ特定信号を出力す
るようにしてもよい。
【００１１】
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　この構成によれば、表示装置固有の対応情報に基づいて表示装置の表示内容に対応する
表示データを特定することが可能となり、表示装置に表示内容に対応する表示データを記
憶するための記憶手段を設けることなく、表示内容を効率よく消去することができる。
【００１２】
　また、この表示システムにおいて、前記表示データ供給装置は、前記表示データ特定信
号に基づく前記表示データの特定が可能か否かを判断し、前記表示データ特定信号に基づ
く前記表示データの特定が不能な場合、前記表示装置に前記第１の電極及び前記第２の電
極の間に逆方向の電界を交互に発生させて前記表示内容を消去し、前記表示データ特定信
号に基づく前記表示データの特定が可能な場合、当該表示データを前記表示装置に出力す
るとともに、当該表示データに基づいて前記表示内容を消去するための消去信号を前記表
示装置に出力するようにしてもよい。
【００１３】
　この構成によれば、対応情報に基づく表示データの特定が不能な場合でも、表示内容を
確実に消去することができる。
　また、この表示システムにおいて、前記表示データ供給装置は、前記表示制御信号を無
線にて供給するものであり、前記表示装置は、無線にて供給された前記表示制御信号から
前記第１の電極及び前記第２の電極の間に電界を発生させるための電力を生成する電力生
成手段を備えてもよい。
【００１４】
　この構成によれば、電源装置が不要となり、携帯性に優れた表示装置を提供することが
できる。
　また、この表示システムにおいて、前記表示装置は、前記電力生成手段から電力が供給
されている間、前記表示データを保持する記憶手段を備えてもよい。
【００１５】
　この構成によれば、電力生成手段から電力が継続して供給されている間に表示内容を消
去する場合は、表示装置が保持する表示データに基づいて表示内容を効率よく消去するこ
とができる。
【００１６】
　また、この表示システムにおいて、前記表示データ供給装置は、新たな表示データに基
づく表示を行う前に、前記表示内容を消去するようにしてもよい。
　この構成によれば、新たな表示データに基づく表示を行う前に表示内容を確実に消去す
ることが可能となり、新たな表示データに基づく表示を品質良く行うことができる。
【００１７】
　本発明の表示装置は、第１の電極及び第２の電極の間に電気泳動粒子を含有する分散系
を介在させた表示部を有し、表示データ供給装置から供給された表示データを含む表示制
御信号に基づいて前記第１の電極及び前記第２の電極の間に電界を発生させ、該電界によ
り前記電気泳動粒子を移動させて前記表示データに対応する表示を行うものであり、前記
表示部の表示内容に対応する表示データに基づいて前記第１の電極及び前記第２の電極の
間に電界を発生させ前記表示内容を消去する表示装置であって、前記表示制御信号に含ま
れる前記表示データは、該表示データに対応する対応情報と関連付けられて前記表示デー
タ供給装置に記憶されるものであり、前記表示データ供給装置から供給された表示データ
に関連付けられた前記対応情報を保持し、前記表示装置と前記表示データ供給装置との間
の通信が遮断されていることに基づき前記表示データが消失したと判断された場合に前記
対応情報を含む表示データ特定信号を出力し、該表示データ特定信号に含まれる前記対応
情報により前記表示データ供給装置が特定した前記表示内容に対応する表示データに基づ
いて前記表示内容を消去する。
【００１８】
　この構成によれば、表示データ特定信号に含まれる対応情報により、表示データ供給装
置に記憶した表示データから表示装置の表示内容に対応する表示データを特定し、該表示
データに基づいて表示内容を消去することができる。よって、表示装置の表示データが消
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失した場合でも表示内容を効率よく消去することができる。
【００１９】
　本発明の表示システムの表示方法は、第１の電極及び第２の電極の間に電気泳動粒子を
含有する分散系を介在させた表示部を有し、表示データに基づいて前記第１の電極及び前
記第２の電極の間に電界を発生させ、該電界により前記電気泳動粒子を移動させて前記表
示データに対応する表示を行う表示装置と、該表示装置に前記表示データを含む表示制御
信号を供給する表示データ供給装置とを備え、前記表示部の表示内容に対応する表示デー
タに基づいて前記第１の電極及び前記第２の電極の間に電界を発生させ前記表示内容を消
去した後、新たな表示データに基づく表示を行う表示システムの表示方法であって、前記
表示データ供給装置に、前記表示装置に供給する表示データと該表示データに対応する対
応情報とを関連付けて記憶させ、前記表示装置に、前記表示データ供給装置から供給され
た表示データに関連付けられた前記対応情報を保持させ、前記表示装置と前記表示データ
供給装置との間の通信が遮断されていることに基づき前記表示データが消失したと判断さ
れた場合に前記対応情報を含む表示データ特定信号を出力させ、該表示データ特定信号に
含まれる前記対応情報により前記表示データ供給装置が特定した前記表示内容に対応する
表示データに基づいて前記表示内容を消去するようにした。
【００２０】
　この構成によれば、表示データ特定信号に含まれる対応情報により、表示データ供給装
置に記憶した表示データから表示装置の表示内容に対応する表示データを特定し、該表示
データに基づいて表示内容を消去することができる。よって、表示装置の表示データが消
失した場合でも表示内容を効率よく消去することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、この発明を具体化した一実施の形態を図面に従って説明する。
　図１に示すように、本実施の形態の表示システムは、表示データ供給装置１を構成する
ホストコンピュータ２に接続された書込装置３（アンテナ３ａ）を介して画像データ等の
表示データを表示装置４に供給し、該表示データに対応する画像を表示する。
【００２２】
　ホストコンピュータ２は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等から構成され、表示装置４に表示
する表示データを表示データ記憶部２ａに記憶する。表示データ記憶部２ａには、表示デ
ータと該表示データに対応する対応情報（表示データ固有のＩＤ情報）とが関連付けられ
て記憶されている。ホストコンピュータ２は、液晶ディスプレイ等の表示画面２ｂに表示
データに対応する画像を選択可能に表示する。そして、ホストコンピュータ２は、キーボ
ード等の操作装置２ｃの操作により選択された画像に対応する表示データと該表示データ
に対応する対応情報とを含む表示制御信号ＳＤを生成し、表示データ供給装置１を構成す
る書込装置３に出力する。書込装置３は、アンテナ３ａを備え、ホストコンピュータ２は
、該書込装置３を介して表示装置４に表示データを含む表示制御信号ＳＤを無線にて供給
する。
【００２３】
　表示装置４は、長方形板状の素子基板上に長方形状に形成された表示部４ａを備え、該
表示部４ａの周辺領域には、アンテナ部４ｂが形成されている。アンテナ部４ｂは、ホス
トコンピュータ２（書込装置３）から送信された各種制御信号（表示制御信号ＳＤ、第１
反転消去信号ＳＥ１、第２反転消去信号ＳＥ２、強制消去信号ＳＥ３）及び要求信号（応
答要求信号ＳＲ１、対応情報要求信号ＳＲ２）を受信し、前記素子基板上において表示部
４ａの周辺領域に形成された制御部４ｃに入力する。また、アンテナ部４ｂは、制御部４
ｃから出力された表示データ特定信号ＳＩ、応答信号ＳＡ、消去完了信号ＳＣを、ホスト
コンピュータ２に無線にて送信する。
【００２４】
　図２に示すように、アンテナ部４ｂが受信した前記各種制御信号ＳＤ，ＳＥ１～ＳＥ３
及び要求信号ＳＲ１，ＳＲ２は、制御部４ｃの電力生成手段としての電源回路１１と復調



(7) JP 5050608 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

回路１２とにそれぞれ入力される。電源回路１１は、整流回路や平滑回路等を備え、ホス
トコンピュータ２から供給される各種制御信号ＳＤ，ＳＥ１～ＳＥ３及び要求信号ＳＲ１
，ＳＲ２から電源電圧Ｖ１を生成し、該電源電圧Ｖ１を制御回路１３、表示用ドライバ回
路（以下、ドライバ回路という）１４及び駆動電圧供給回路１５に出力する。復調回路１
２は、入力された各種制御信号ＳＤ，ＳＥ１～ＳＥ３及び要求信号ＳＲ１，ＳＲ２を復調
し、制御回路１３に出力する。
【００２５】
　制御回路１３は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備え、ホストコンピュータ２から送信さ
れた各種制御信号ＳＤ，ＳＥ１～ＳＥ３に基づいて、表示データに対応する画像を表示し
たり表示した画像（表示内容）を消去するための画像データ供給信号ＳＧ、書込電圧供給
信号ＳＶ１、駆動電圧供給信号ＳＶ２を生成し出力する。本実施の形態の表示システムは
、新たな表示データに基づく表示を行う前に表示内容を消去する。また、制御回路１３は
、前記ホストコンピュータ２から供給される表示制御信号ＳＤに含まれる対応情報を不揮
発性メモリ（以下、メモリという）１６に記憶する。なお、メモリ１６は、対応情報を書
き換え可能な構成となっている。制御回路１３は、ホストコンピュータ２からの対応情報
要求信号ＳＲ２に応答して、メモリ１６に記憶した対応情報を含む表示データ特定信号Ｓ
Ｉを生成し、変調回路１７に出力する。また、制御回路１３は、ホストコンピュータ２か
ら送信された応答要求信号ＳＲ１に応答して応答信号ＳＡを出力する。また、制御回路１
３は、各種消去信号（第１反転消去信号ＳＥ１、第２反転消去信号ＳＥ２、強制消去信号
ＳＥ３）に基づく表示内容の消去が完了した場合、消去完了信号ＳＣを出力する。変調回
路１７は、制御回路１３から出力された表示データ特定信号ＳＩ、応答信号ＳＡ、消去完
了信号ＳＣを変調し、アンテナ部４ｂからホストコンピュータ２へ送信する。
【００２６】
　ドライバ回路１４は、制御回路１３から出力された画像データ供給信号ＳＧに基づいて
、表示部４ａに走査線信号ＳＹ及びデータ線信号ＳＸを出力する。駆動電圧供給回路１５
は、制御回路１３から出力された書込電圧供給信号ＳＶ１及び駆動電圧供給信号ＳＶ２に
基づいて、電源回路１１から出力された電源電圧Ｖ１を昇圧若しくは降圧し、表示部４ａ
を駆動するための書込電圧Ｖ２及び駆動電圧Ｖ３を供給する。
【００２７】
　表示部４ａには、行方向に沿って平行に複数本の走査線Ｙが形成され、また、これと直
交する列方向に沿って平行に複数本のデータ線Ｘが形成されている。そして、走査線Ｙと
データ線Ｘとの交差に対応して画素回路２０がマトリクス状に配列されている。画素回路
２０は、その列方向に沿ってのびる複数のデータ線Ｘと、行方向に沿ってのびる複数の走
査線Ｙとの間にそれぞれ接続される。また、各画素回路２０は、行方向に沿ってのびる複
数の第１電源系統線Ｓ１及び第２電源系統線Ｓ２にそれぞれ接続されている。
【００２８】
　図３に示すように、各画素回路２０は、スイッチング用トランジスタ２１、記憶手段と
してのラッチ回路２２、選択回路２３を備え、第１の電極としての画素電極２４に接続さ
れている。なお、スイッチング用トランジスタ２１、ラッチ回路２２、選択回路２３は、
ＴＦＴ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を用いて構成される。
【００２９】
　スイッチング用トランジスタ２１は、ＮチャネルＭＯＳトランジスタであり、そのゲー
ト電極は前記走査線Ｙに接続され、そのソース電極は前記データ線Ｘに接続されている。
さらに、スイッチング用トランジスタ２１のドレイン電極はラッチ回路２２と選択回路２
３に接続されている。従って、スイッチング用トランジスタ２１は、ドライバ回路１４か
らの走査線信号ＳＹに基づいて導通し、データ線信号ＳＸに基づくＨレベル若しくはＬレ
ベルの画素データ信号Ｄ１をラッチ回路２２及び選択回路２３に入力する。
【００３０】
　ラッチ回路２２は、２つのインバータ回路ＩＮＶ１，ＩＮＶ２が環状に接続されて構成
されている。第１インバータ回路ＩＮＶ１は、第１書込電源線ＶＥＰと第２書込電源線Ｖ
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ＰＩＸとの間に直列接続されたＰチャネルＭＯＳトランジスタＴｐ１とＮチャネルＭＯＳ
トランジスタＴｎ１とから構成されている。第２インバータ回路ＩＮＶ２は、第１書込電
源線ＶＥＰと第２書込電源線ＶＰＩＸとの間に直列接続されたＰチャネルＭＯＳトランジ
スタＴｐ２とＮチャネルＭＯＳトランジスタＴｎ２とから構成されている。第１インバー
タ回路ＩＮＶ１を構成するトランジスタＴｐ１，Ｔｎ１の間のノードＮ１は、第２インバ
ータ回路ＩＮＶ２を構成するトランジスタＴｐ２，Ｔｎ２のゲートに接続されている。第
２インバータ回路ＩＮＶ２を構成するトランジスタＴｐ２，Ｔｎ２の間のノードＮ２は、
第１インバータ回路ＩＮＶ１を構成するトランジスタＴｐ１，Ｔｎ１のゲートに接続され
ている。また、第１インバータ回路ＩＮＶ１を構成するトランジスタＴｐ１，Ｔｎ１の間
のノードＮ１は、前記スイッチング用トランジスタ２１のドレイン電極に接続されている
。第２インバータ回路ＩＮＶ２を構成するトランジスタＴｐ２，Ｔｎ２の間のノードＮ２
は、選択回路２３に接続されている。ここで、本実施の形態の表示システムにおいて、前
記ホストコンピュータ２は、表示装置４に対して応答要求信号ＳＲ１を常に出力しており
、表示装置４は、電源回路１１が該応答要求信号ＳＲ１から生成した電力を第１書込電源
線ＶＥＰ及び第２書込電源線ＶＰＩＸに常に供給している。従って、ラッチ回路２２は、
電源回路１１から電力が供給されている間、言い換えれば、画素データ信号Ｄ１が入力さ
れてからホストコンピュータ２との間の通信が継続されている間、画素回路２０に入力さ
れた表示内容に対応する画素データ信号Ｄ１を保持するとともに該画素データ信号Ｄ１の
レベルを反転した選択信号Ｄ２を選択回路２３に入力する。
【００３１】
　選択回路２３は、２つのトランスミッションゲートＴＧ１，ＴＧ２から構成されている
。第１トランスミッションゲートＴＧ１は、第１電源系統線Ｓ１と画素電極２４との間に
並列接続されたＰチャネルＭＯＳトランジスタＴｐ３とＮチャネルＭＯＳトランジスタＴ
ｎ３とから構成されている。第１トランスミッションゲートＴＧ１を構成するＰチャネル
ＭＯＳトランジスタＴｐ３のゲートは、前記スイッチング用トランジスタ２１のドレイン
電極に接続され、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＴｎ３のゲートは、前記第２インバータ
回路ＩＮＶ２を構成するトランジスタＴｐ２，Ｔｎ２の間のノードＮ２に接続されている
。第２トランスミッションゲートＴＧ２は、第２電源系統線Ｓ２と画素電極２４との間に
並列接続されたＰチャネルＭＯＳトランジスタＴｐ４とＮチャネルＭＯＳトランジスタＴ
ｎ４とから構成されている。第２トランスミッションゲートＴＧ２を構成するＰチャネル
ＭＯＳトランジスタＴｐ４のゲートは、前記第２インバータ回路ＩＮＶ２を構成するトラ
ンジスタＴｐ２，Ｔｎ２の間のノードＮ２に接続され、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＴ
ｎ４のゲートは、前記スイッチング用トランジスタ２１のドレイン電極に接続されている
。従って、選択回路２３は、第１書込電源線ＶＥＰが書込電圧Ｖ２まで上昇すると、選択
信号Ｄ２により選択された第１トランスミッションゲートＴＧ１若しくは第２トランスミ
ッションゲートＴＧ２を導通させる。
【００３２】
　画素電極２４は、前記素子基板に対向配置される透明な材料からなる対向基板に形成さ
れた第２の電極としての共通電極２５に一定の間隔を保って対向して配置され、該共通電
極２５との間には、マイクロカプセル２６が敷き詰められている。図４（ａ）に示すよう
に、個々のマイクロカプセル２６は、白黒の電気泳動粒子Ｗ，Ｂと該電気泳動粒子Ｗ，Ｂ
を含有する液体２７とで構成される分散系２８で満たされている。白の電気泳動粒子Ｗは
正に帯電されており、黒の電気泳動粒子Ｂは負に帯電されている。なお、電気泳動粒子Ｗ
，Ｂは、重力による沈降等を避けるため、液体２７と略等しい比重に設定されている。
【００３３】
　前記制御回路１３は、画像データ供給信号ＳＧを出力し、各画素回路２０に、表示制御
信号ＳＤに含まれる表示データに基づく画素データ信号Ｄ１を入力する。次に、制御回路
１３は、書込電圧供給信号ＳＶ１を出力し、前記第１書込電源線ＶＥＰに書込電圧Ｖ２を
供給する。次に、制御回路１３は、駆動電圧供給信号ＳＶ２を出力し、第１電源系統線Ｓ
１にＨレベル、第２電源系統線Ｓ２にＬレベルの駆動電圧Ｖ３をそれぞれ供給する。この
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ため、各画素電極２４にＨレベル若しくはＬレベルの駆動電圧Ｖ３が印加される。一方、
前記対向基板の共通電極２５には電源回路１１から共通電極電圧Ｖｃｏｍが印加される。
これにより、画素電極２４と共通電極２５との間に電位差が生じ、画素電極２４と共通電
極２５との間に介在された前記マイクロカプセル２６中の電気泳動粒子Ｗ，Ｂが泳動して
画素データ信号Ｄ１に応じた階調が画素毎に表示される。
【００３４】
　詳しくは、Ｈレベルの画素データ信号Ｄ１が入力された画素回路２０は、Ｈレベルの画
素データ信号Ｄ１を保持する。そして、第１書込電源線ＶＥＰが書込電圧Ｖ２まで上昇し
、Ｌレベルの選択信号Ｄ２が選択回路２３に入力されると、第１トランスミッションゲー
トＴＧ１を構成するトランジスタＴｐ３，Ｔｎ３が共にオフし、第２トランスミッション
ゲートＴＧ２を構成するトランジスタＴｐ４，Ｔｎ４が共にオンする。そして、第１電源
系統線Ｓ１及び第２電源系統線Ｓ２に駆動電圧Ｖ３が供給されると、画素回路２０を介し
て画素電極２４にＬレベルの駆動電圧Ｖ３が供給され、共通電極２５側に黒色の電気泳動
粒子Ｂが移動する（図４（ｂ）参照）。また、Ｌレベルの画素データ信号Ｄ１が入力され
た画素回路２０は、Ｌレベルの画素データ信号Ｄ１を保持する。そして、第１書込電源線
ＶＥＰが書込電圧Ｖ２まで上昇し、Ｈレベルの選択信号Ｄ２が選択回路２３に入力される
と、第１トランスミッションゲートＴＧ１を構成するトランジスタＴｐ３，Ｔｎ３が共に
オンし、第２トランスミッションゲートＴＧ２を構成するトランジスタＴｐ４，Ｔｎ４が
共にオフする。そして、第１電源系統線Ｓ１及び第２電源系統線Ｓ２に駆動電圧Ｖ３が供
給されると、画素回路２０を介して画素電極２４にＨレベルの駆動電圧Ｖ３が供給され、
共通電極２５側に白色の電気泳動粒子Ｗが移動する（図４（ｃ）参照）。よって、表示装
置４に画像が表示される。
【００３５】
　本実施の形態の表示装置４は、上述したように、表示内容に対応する表示データ（画素
データ信号Ｄ１）を各画素回路２０が保持する構成となっている。ホストコンピュータ２
は、表示装置４の表示内容を消去する場合、まず、表示装置４が保持する表示内容に対応
する表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失したか否かを判断し、その判断結果に基づ
いて表示装置４が保持する表示データ（画素データ信号Ｄ１）に基づいて表示内容を消去
するか否かを判断する。
【００３６】
　詳しくは、本実施の形態のホストコンピュータ２は、表示装置４に応答信号ＳＡの出力
を要求する応答要求信号ＳＲ１を常に出力し、表示装置４との間の通信状態を監視してい
る。表示装置４は、ホストコンピュータ２から常に送信される応答要求信号ＳＲ１から電
力を生成しており、ホストコンピュータ２との通信が継続されている間、各画素回路２０
に入力された表示内容に対応する表示データ（画素データ信号Ｄ１）を保持している。ホ
ストコンピュータ２は、表示装置４との間の通信状態が継続されているか否かに基づいて
表示装置４の各画素回路２０が保持する表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失したか
否かを判断する。
【００３７】
　詳しくは、ホストコンピュータ２のＲＡＭには、ホストコンピュータ２と表示装置４と
の間の通信が継続されているか否かを判断するためのフラグデータを記憶するフラグデー
タ記憶領域が設けられている。ホストコンピュータ２は、応答要求信号ＳＲ１に対する応
答信号ＳＡを受信しなかった場合に、表示装置４との間の通信が遮断されたと判断し、フ
ラグデータを「１」にセットする。なお、ホストコンピュータ２は、表示装置４に新たな
書込を行った時にフラグデータをリセット（「０」にセット）する。
【００３８】
　ホストコンピュータ２は、表示装置４の表示内容を消去する前に、先ず、フラグデータ
に基づいて表示装置４の各画素回路２０が保持する表示データ（画素データ信号Ｄ１）が
消失したか否かを判断する。詳しくは、フラグデータが「０」の場合、ホストコンピュー
タ２は、表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失していないと判断し、フラグデータが
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「１」の場合、ホストコンピュータ２は、表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失した
と判断する。
【００３９】
　表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失していないと判断した場合、ホストコンピュ
ータ２は、表示装置４に保持されている表示データ（画素データ信号Ｄ１）を用いて表示
内容を消去するための第１反転消去信号を出力する。ホストコンピュータ２から第１反転
消去信号ＳＥ１が送信されると、制御回路１３は、第１電源系統線Ｓ１にＬレベル、第２
電源系統線Ｓ２にＨレベルの駆動電圧Ｖ３をそれぞれ供給し、表示の際とは逆方向の電位
差を与える。従って、Ｈレベルの画素データ信号Ｄ１が入力された画素回路２０を介して
画素電極２４にＨレベルの駆動電圧Ｖ３が供給され、電気泳動粒子Ｗ，Ｂが初期位置に移
動する（図４（ｄ）参照）。また、Ｌレベルの画素データ信号Ｄ１が入力された画素回路
２０を介して画素電極２４にＬレベルの駆動電圧Ｖ３が供給され、電気泳動粒子Ｗ，Ｂが
初期位置に移動する（図４（ｄ）参照）。よって、表示装置４の表示内容が効率よく消去
される。
【００４０】
　一方、表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失したと判断した場合、ホストコンピュ
ータ２は、表示データ記憶部２ａに記憶した表示データから表示装置４の表示内容に対応
する表示データを特定し、該特定した表示データに基づいて表示内容を消去する表示デー
タ特定消去処理を実行する。
【００４１】
　次に、図５のフローチャートに基づいて、表示システムが実行する表示データ特定消去
処理について説明する。
　上述したように、本実施の形態のホストコンピュータ２は、表示装置４に供給する表示
データと該表示データ固有の対応情報とを関連付けて記憶するとともに、該対応情報を含
む表示制御信号ＳＤを前記表示装置４に供給する。表示装置４の制御回路１３は、該表示
データに基づいて表示を行うとともに、表示制御信号ＳＤに含まれる対応情報をメモリ１
６に記憶する。
【００４２】
　表示データ特定消去処理において、ホストコンピュータ２は、先ず、ステップＳ１１に
おいて、表示装置４に表示データ特定信号ＳＩの出力を要求する対応情報要求信号ＳＲ２
を送信する。対応情報要求信号ＳＲ２を受信した表示装置４は、ステップＳ２１において
、メモリ１６に記憶した対応情報を読み出し、該対応情報を含む表示データ特定信号ＳＩ
をホストコンピュータ２に送信する。
【００４３】
　表示データ特定信号ＳＩを受信したホストコンピュータ２は、ステップＳ１２において
、該表示データ特定信号ＳＩに含まれる対応情報に基づいて、表示装置４の表示内容に対
応する表示データが特定可能か否かを判断する。ステップＳ１２において、対応情報に関
連付けられた表示データが記憶されていなかった場合、ホストコンピュータ２は、表示デ
ータ特定信号ＳＩに基づく表示データの特定が不能と判断し、ステップＳ１３に移行して
強制消去信号ＳＥ３を出力する。ステップＳ１２において、対応情報に関連付けられた表
示データが記憶されていた場合、ホストコンピュータ２は、表示データ特定信号ＳＩに基
づく表示データの特定が可能と判断し、ステップＳ１４に移行して該表示データ特定信号
ＳＩに含まれる対応情報に基づいて表示装置４の表示内容に対応する表示データを特定す
る。そして、ホストコンピュータ２は、特定した表示データを含む第２反転消去信号ＳＥ
２を出力する。表示データを含む第２反転消去信号ＳＥ２若しくは強制消去信号ＳＥ３を
受信した表示装置４は、ステップＳ２２において、該消去信号に対応する消去処理を実行
する。
【００４４】
　詳しくは、ホストコンピュータ２から表示内容に対応する表示データを含む第２反転消
去信号ＳＥ２が送信されると、制御回路１３は、第２反転消去信号ＳＥ２に含まれる表示
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データに基づいて表示内容に対応する画素データ信号Ｄ１を各画素回路２０に入力する。
そして、制御回路１３は、第１電源系統線Ｓ１にＬレベル、第２電源系統線Ｓ２にＨレベ
ルの駆動電圧Ｖ３をそれぞれ供給し、表示の際とは逆方向の電位差を与える。従って、Ｈ
レベルの画素データ信号Ｄ１が入力された画素回路２０を介して画素電極２４にＨレベル
の駆動電圧Ｖ３が供給され、電気泳動粒子Ｗ，Ｂが初期位置に移動する（図４（ｄ）参照
）。また、Ｌレベルの画素データ信号Ｄ１が入力された画素回路２０を介して画素電極２
４にＬレベルの駆動電圧Ｖ３が供給され、電気泳動粒子Ｗ，Ｂが初期位置に移動する（図
４（ｄ）参照）。よって、表示データ特定信号ＳＩに含まれる対応情報によりホストコン
ピュータ２が特定した表示装置４の表示内容に対応する表示データに基づいて、表示内容
が消去される。
【００４５】
　また、ホストコンピュータ２から強制消去信号ＳＥ３が送信されると、制御回路１３は
、第１電源系統線Ｓ１及び第２電源系統線Ｓ２に等しい電圧（例えばＨレベル）を与えて
電気泳動粒子Ｗ，Ｂを画素電極２４若しくは共通電極２５に十分引き寄せた後、逆の電圧
（例えばＬレベル）を与えて電気泳動粒子Ｗ，Ｂを初期位置に移動させる。よって、表示
装置４の表示内容が消去される。
【００４６】
　ステップＳ２２において、各消去信号に対応する消去処理を実行した表示装置４は、ス
テップＳ２３に移行し、消去処理が正常に完了したか否かを判断する。ステップＳ２３に
おいて、消去処理が正常に完了しなかったと判断した場合、表示装置４は、ステップＳ２
４に移行し、メモリ１６に記憶した対応情報を消去して本処理を終了する。ステップＳ２
３において、消去処理が正常に完了したと判断した場合、表示装置４は、ステップＳ２５
に移行し、消去完了信号ＳＣを送信して本処理を終了する。
【００４７】
　ステップＳ１５において、消去完了信号ＳＣを受信した場合、ホストコンピュータ２は
、本処理を終了する。ステップＳ１５において、消去完了信号ＳＣを受信しなかった場合
、ホストコンピュータ２は、再びステップＳ１１に移行して表示装置４に対応情報要求信
号ＳＲ２を送信する。この場合、先のステップＳ２４にて対応情報が消去されているため
、ステップＳ２１において表示装置４が該対応情報要求信号ＳＲ２に応答して送信する表
示データ特定信号ＳＩには、対応情報が含まれない。よって、ホストコンピュータ２は、
強制消去信号ＳＥ３を送信する。ホストコンピュータ２は、消去完了信号ＳＣを受信する
まで、本処理を繰り返し実行する。
【００４８】
　次に、上記実施の形態の作用効果を以下に記載する。
　（１）ホストコンピュータ２は、表示装置４に供給する表示データと該表示データに対
応する対応情報とを関連付けて記憶し、表示装置４は、ホストコンピュータ２から供給さ
れた表示データに関連付けられた対応情報を保持し、表示データ（画素データ信号Ｄ１）
が消失した場合に対応情報を含む表示データ特定信号ＳＩを出力する。そして、表示装置
４は、表示データ特定信号ＳＩに含まれる対応情報によりホストコンピュータ２が特定し
た表示内容に対応する表示データに基づいて表示内容を消去する。従って、表示データ特
定信号ＳＩに含まれる対応情報により、ホストコンピュータ２に記憶した表示データから
表示装置４の表示内容に対応する表示データを特定し、該表示データに基づいて表示内容
を消去することが可能となる。よって、表示装置４の表示データが消失した場合でも表示
内容を効率よく消去することができる。
【００４９】
　（２）ホストコンピュータ２は、表示データと該表示データ固有の対応情報とを関連付
けて記憶するとともに該対応情報を含む表示制御信号ＳＤを表示装置に供給する。また、
表示装置４は、表示制御信号ＳＤに含まれる対応情報を記憶するメモリ（不揮発性メモリ
）１６を備え、該メモリ１６に記憶した対応情報を含む表示データ特定信号ＳＩを出力す
る。よって、表示装置４のメモリ１６に記憶した表示データ固有の対応情報に基づいて表
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示装置４の表示内容に対応する表示データを特定することが可能となり、表示装置４に表
示内容に対応する表示データを記憶するための大容量の記憶回路を設けることなく、表示
内容を効率よく消去することができる。
【００５０】
　（３）ホストコンピュータ２は、表示データ特定信号ＳＩに基づく表示データの特定が
可能か否かを判断し、表示データ特定信号ＳＩに基づく表示データの特定が不能な場合、
表示装置４に画素電極２４及び共通電極２５の間に逆方向の電界を交互に発生させて表示
内容を消去する。よって、対応情報に基づく表示データの特定が不能な場合でも、表示内
容を確実に消去することができる。
【００５１】
　（４）表示装置４は、無線にて供給された表示制御信号ＳＤから電力を生成し画素電極
２４及び共通電極２５の間に電界を発生させる電源回路１１を備えたため、電源装置が不
要となり、携帯性に優れた表示装置４を提供することができる。
【００５２】
　（５）表示装置４は、電源回路１１から電力が供給されている間、表示データ（画素デ
ータ信号Ｄ１）を保持するラッチ回路２２を備えたため、電源回路１１から電力が継続し
て供給されている間に表示内容を消去する場合は、表示装置４が保持する表示データ（画
素データ信号Ｄ１）に基づいて表示内容を効率よく消去することができる。
【００５３】
　（６）ホストコンピュータ２は、新たな表示データに基づく表示を行う前に、表示内容
に対応する表示データに基づいて表示内容を消去するようにしたため、新たな表示データ
に基づく表示を行う前に表示内容を確実に消去することが可能となり、新たな表示データ
に基づく表示を品質良く行うことができる。
【００５４】
　なお、上記実施の形態では、以下の態様に変更した変形例を採用してもよい。
　・上記実施の形態では、表示装置４は、ホストコンピュータ２から供給される表示制御
信号ＳＤに含まれる表示データ固有の対応情報を、メモリ１６に記憶したが、表示内容に
対応する表示データに関連付けられた対応情報を保持する構成であれば、このような態様
に限定されない。例えば、対応情報として表示装置４固有のＩＤ情報を予め設定し、ホス
トコンピュータ２に、表示データと該表示データを含む表示制御信号ＳＤを供給する表示
装置４固有のＩＤ情報とを関連付けて記憶する。そして、表示装置４に、該表示装置４固
有のＩＤ情報を含む表示データ特定信号ＳＩを出力させてもよい。この構成によれば、表
示装置４固有のＩＤ情報に基づいて表示装置４の表示内容に対応する表示データを特定す
ることが可能となり、表示装置４に表示内容に対応する表示データを記憶するための記憶
回路を設けることなく、表示内容を効率よく消去することができる。
【００５５】
　・上記実施の形態では、ホストコンピュータ２は、表示装置４に表示データを含む表示
制御信号ＳＤを無線にて供給するようにしたが、表示装置４に表示データを含む表示制御
信号ＳＤを供給する構成であればこのような態様に限定されない。例えば、表示データ供
給装置１と表示装置４とをケーブル等で接続し、該ケーブルを介して供給するようにして
もよい。また、この場合、表示データ供給装置１からケーブルを介して、表示装置４に画
素電極２４及び共通電極２５の間に電界を発生させるための電力が供給されるようにして
もよい。
【００５６】
　・上記実施の形態では、表示データを記憶する記憶手段として各画素回路２０に入力さ
れた画素データ信号Ｄ１を保持するラッチ回路２２を設けたが、表示データそのものを保
持する記憶回路を設けてもよく、また、これらのように表示装置４側に設けられる記憶手
段を省略してもよい。また、上記実施の形態では、各画素回路２０に選択回路２３を設け
たが省略してもよい。
【００５７】
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　・上記実施の形態では、表示データ供給装置１を、ホストコンピュータ２と書込装置３
とから構成したが、ホストコンピュータ２を省略してもよい。なお、この場合、書込装置
で表示装置の表示内容を管理する構成とする。
【００５８】
　・上記実施の形態では、上記実施の形態では、ホストコンピュータ２が記憶したフラグ
データに基づいて表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失したか否かを判別するように
したが、このような態様に限定されない。例えば、表示装置４から、ホストコンピュータ
２と表示装置４との間の通信を再開する毎に通信が回復した旨を通知するための通信回復
信号を出力するようにし、該通信回復信号に基づいて、表示データ（画素データ信号Ｄ１
）が消失したか否かを判別するようにしてもよい。また、上記実施の形態では、ホストコ
ンピュータ２が表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失したか否かを判断するようにし
たが、表示装置４が表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失したか否かを判断するよう
にしてもよい。
【００５９】
　・上記実施の形態では、表示装置４が電力を生成するための応答要求信号ＳＲ１を常に
送信するようにしたが、例えば、表示装置４の電源回路１１に電源補助手段（コンデンサ
ー等）を設け、定期的に送信するようにしてもよい。
【００６０】
　・上記実施の形態では、ホストコンピュータ２は、表示データ特定信号ＳＩに対応する
表示データをそのまま出力するようにしたが、画素データ信号Ｄ１を反転させた反転画素
データ信号を各画素回路２０に入力するための表示データを生成し出力するようにしても
よい。なお、この場合、表示の際に与えた駆動電圧Ｖ３と等しい駆動電圧Ｖ３を第１電源
系統線Ｓ１及び第２電源系統線Ｓ２にそれぞれ供給する。
【００６１】
　・上記実施の形態では、電気泳動粒子Ｗ，Ｂを内包したマイクロカプセル２６を備えた
表示部４ａを有する表示装置４としたが、例えば、電気泳動粒子Ｗ，Ｂを分散させた液体
（分散媒）を隔壁に囲まれた空間に充填した表示部を有する表示装置としてもよい。また
、上記実施の形態では、白色と黒色の電気泳動粒子Ｗ，Ｂを用いたが、例えば黒色に染色
した液体中に白色の電気泳動粒子を分散させたものを用いてもよい。また、カラー表示可
能な表示装置４に適用してもよい。
【００６２】
　・上記実施の形態において、ホストコンピュータ２が複数の表示装置４の表示内容を管
理するようにしてもよい。
　・上記実施の形態では、表示データ特定信号ＳＩを要求する前に表示データ（画素デー
タ信号Ｄ１）が消失したか否かを判断したが、このような態様に限定されない。例えば、
表示データ特定信号ＳＩを要求した後に表示データ（画素データ信号Ｄ１）が消失したか
否かを判断してもよい。なお、この場合、例えば、表示データ（画素データ信号Ｄ１）を
消失していない場合、通常の反転消去処理を実行し、消失した場合、強制消去処理を実行
する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本実施の形態の表示システムの概略構成図。
【図２】本実施の形態の表示装置の電気的構成を示すブロック図。
【図３】画素回路を示す回路図。
【図４】（ａ）～（ｅ）表示部の動作を説明するための説明図。
【図５】表示データ特定消去処理を説明するためのフローチャート。
【符号の説明】
【００６４】
　１…表示データ供給装置、４…表示装置、４ａ…表示部、１１…電力生成手段としての
電源回路、１６…不揮発性メモリ、２２…記憶手段としてのラッチ回路、２４…第１の電
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極としての画素電極、２５…第２の電極としての共通電極、２８…分散系、Ｂ，Ｗ…電気
泳動粒子、ＳＤ…表示制御信号、ＳＩ…表示データ特定信号。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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