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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査線と、
　前記複数の走査線に交差する複数のデータ線と、
　前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差に対応する位置に設けられた、記憶性
を有する材料を含む表示体で構成されている複数の画素と、を有する記憶性表示装置の駆
動方法であって、
　前記複数の走査線の各々を第１の期間選択し、第１の垂直走査期間で全ての前記走査線
を走査する全画面駆動モードと、
　前記複数の画素のうち一部の前記画素のみを書き変える部分駆動モードと、
　を有し、
　前記部分駆動モードは、
　前記一部の画素に接続された前記走査線を第２の期間選択して前記データ線を介して前
記一部の画素に表示画像データを入力する第１ステップと、
　前記一部の画素が接続されていない前記走査線を、前記第２の期間より短い第３の期間
選択する第２ステップと、
　を備え、
　前記第１の垂直走査期間より短い第２の垂直走査期間で全ての前記走査線を走査し、
　前記全画面駆動モードと同じ階調変化の時、前記全画面駆動モードより前記走査線の選
択回数が多い、
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　ことを特徴とする記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項２】
　前記記憶性表示装置は、
　前記複数のデータ線を駆動するデータ線駆動回路と、
　前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路と、
　前記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、
　を備え、
　前記駆動制御装置は、
　前記第２ステップにおいて、各前記走査線が選択される第３の期間に前記走査線駆動回
路が前記走査線を選択するための駆動信号を出力しない、
　ことを特徴とする請求項１に記載の記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項３】
　前記記憶性表示装置は、
　前記複数のデータ線を駆動するデータ線駆動回路と、
　前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路と、
　前記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、
　を備え、
　前記駆動制御装置は、
　前記第２ステップにおける前記走査線駆動回路の動作速度が、前記第１ステップにおけ
る前記走査線駆動回路の動作速度よりも速い動作速度となるように前記走査線駆動回路の
動作速度を制御する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項４】
　前記記憶性表示装置は、
　前記複数のデータ線を駆動するデータ線駆動回路と、
　前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路と、
　前記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、
　を備え、
　前記駆動制御装置は、
　前記第２ステップにおいて前記画素に書き込むデータの電位を変更しないように前記デ
ータ線駆動回路によって画素行毎のデータの電位を制御する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項５】
　前記駆動制御装置は、
　前記第２ステップにおける前記データ線駆動回路による前記画素行毎のデータの電位の
制御に先立って、前記一部の画素に特定の電位を入力する、
　ことを特徴とする請求項４に記載の記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記駆動制御装置は、
　前記特定の電位を、前記複数の画素に共通して印加される共通電極の電位と略同一の電
位とする、
　ことを特徴とする請求項５に記載の記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項７】
　前記第１ステップ及び前記第２ステップにおいて全ての前記走査線の選択が終了するま
での時間を、前記第１ステップにおいて駆動する前記走査線の数に関わらず、予め定めた
時間に固定する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１の項に記載の記憶性表示装置の駆
動方法。
【請求項８】
　前記第１ステップにおいて各前記走査線が選択される第２の期間及び前記第２ステップ
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において各前記走査線が選択される第３の期間を変更することによって、前記第１ステッ
プ及び前記第２ステップにおいて全ての前記走査線の選択が終了するまでの時間を、前記
第１ステップにおいて駆動する前記走査線の数に関わらず、予め定めた時間に固定する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項９】
　前記第１ステップ及び前記第２ステップの前又は後にブランキング期間を挿入すること
によって、前記第１ステップ及び前記第２ステップにおいて全ての前記走査線の選択が終
了するまでの時間を、前記第１ステップにおいて駆動する前記走査線の数に関わらず、予
め定めた時間に固定する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項１０】
　前記第１ステップ及び前記第２ステップを複数回繰り返す、
　ことを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか１の項に記載の記憶性表示装置の駆
動方法。
【請求項１１】
　複数回の前記第１ステップによって１つの前記走査線を選択する合計の時間を、前記全
画面駆動モードにおいて１つの前記走査線が選択される前記第１の期間と同じ時間にする
、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項１２】
　複数の走査線と、
　前記複数の走査線に交差する複数のデータ線と、
　前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差に対応する位置に設けられた、記憶性
を有する材料を含む表示体で構成されている複数の画素と、を有する記憶性表示装置の駆
動方法であって、
　前記複数の走査線の各々を第１の期間選択し、第１の垂直走査期間で全ての前記走査線
を走査する全画面駆動モードと、
　前記複数の画素のうち一部の前記画素のみを書き変える部分駆動モードと、
　を有し、
　前記部分駆動モードは、
　前記一部の画素に接続された前記走査線を第２の期間選択して前記データ線を介して前
記一部の画素に表示画像データを入力する第１ステップと、
　前記一部の画素が接続されていない前記走査線が選択される前記第２の期間より短い第
３の期間において、前記走査線に対し駆動信号を供給しない第２ステップと、
　を備え、
　前記第１の垂直走査期間より短い第２の垂直走査期間で全ての前記走査線を走査し、
　前記全画面駆動モードと同じ階調変化の時、前記全画面駆動モードより前記走査線の選
択回数が多い、
　ことを特徴とする記憶性表示装置の駆動方法。
【請求項１３】
　複数の走査線と、
　前記複数の走査線に交差する複数のデータ線と、
　前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差に対応する位置に設けられた、記憶性
を有する材料を含む表示体で構成されている複数の画素と、
　前記複数のデータ線を駆動するデータ線駆動回路と、
　前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路と、
　前記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、
　を有し、
　前記駆動制御装置は、
　前記複数の走査線の各々を第１の期間選択し、第１の垂直走査期間で全ての前記走査線
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を走査する全画面駆動モードと、
　前記複数の画素のうち一部の前記画素のみを書き変える部分駆動モードと、
　を有し、
　前記部分駆動モードの際に、
　前記一部の画素に接続された前記走査線を第２の期間選択して前記データ線を介して前
記一部の画素に表示画像データを入力する第１ステップと、
　前記一部の画素が接続されていない前記走査線を、前記第２の期間より短い第３の期間
選択する第２ステップと、
　を実行し、
　前記第１の垂直走査期間より短い第２の垂直走査期間で全ての前記走査線を走査し、
　前記全画面駆動モードと同じ階調変化の時、前記全画面駆動モードより前記走査線の選
択回数が多い、
　ことを特徴とする記憶性表示装置。
【請求項１４】
　複数の走査線と、
　前記複数の走査線に交差する複数のデータ線と、
　前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差に対応する位置に設けられた、記憶性
を有する材料を含む表示体で構成されている複数の画素と、
　前記複数のデータ線を駆動するデータ線駆動回路と、
　前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路と、
　前記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、
　を有し、
　前記駆動制御装置は、
　前記複数の走査線の各々を第１の期間選択し、第１の垂直走査期間で全ての前記走査線
を走査する全画面駆動モードと、
　前記複数の画素のうち一部の前記画素のみを書き変える部分駆動モードと、
　を有し、
　前記部分駆動モードの際に、
　前記一部の画素に接続された前記走査線を第２の期間選択して前記データ線を介して前
記一部の画素に表示画像データを入力する第１ステップと、
　前記一部の画素が接続されていない前記走査線が選択される前記第２の期間より短い第
３の期間において、前記走査線に対し駆動信号を供給しない第２ステップと、
　を実行し、
　前記第１の垂直走査期間より短い第２の垂直走査期間で全ての前記走査線を走査し、
　前記全画面駆動モードと同じ階調変化の時、前記全画面駆動モードより前記走査線の選
択回数が多い、
　ことを特徴とする記憶性表示装置。
【請求項１５】
　前記記憶性を有する材料には、
　電気泳動素子を含む、
　ことを特徴とする請求項１３または請求項１４に記載の記憶性表示装置。
【請求項１６】
　前記画素の各々は、
　当該画素を選択するためのスイッチング素子と、
　当該画素に入力された前記表示画像データの電位が充電される保持容量と、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載の記憶性表示装置。
【請求項１７】
　前記複数の画素の任意の位置に指示体が接触した際に前記指示体が接触した前記画素の
位置を検出する位置検出手段、
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　を備え、
　前記駆動制御装置は、
　前記位置検出手段が検出した前記画素の位置の情報に基づいて前記第２ステップにおい
て選択される前記走査線を決定する、
　ことを特徴とする請求項１６に記載の記憶性表示装置。
【請求項１８】
　請求項１３から請求項１７のいずれか１の項に記載の記憶性表示装置を備える、
　ことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記憶性表示装置の駆動方法、記憶性表示装置、および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子ペーパーなどの電気光学装置（電気泳動表示装置）において、画像などを表
示した上で、画像の一部のみを書き換えること（部分書き換え）が要求されている。この
ような機能によれば、例えば、表示している画像上に、ペン型の指示器を操作して書き込
みを行うことができる（特許文献１参照）。
【０００３】
　また、プリンターでは、例えば６００ｄｐｉなど、高解像度に印刷を行うことによって
印刷品質を高めている。そして、表示装置の表示においても、プリンターの印刷品質と同
等の表示品質が求められている。
【０００４】
　表示装置においては、電気光学装置に備えた各画素の回路を小さくして画素密度を高め
ることによって電気光学装置に表示される画像の解像度を高くし、表示品質を向上させる
ことができる。しかし、電気光学装置に表示することができる表示画面の面積を変えずに
、各画素の回路を小さくして電気光学装置の画素密度を高めることによって解像度を高く
する方法では、電気光学装置に備える全体の画素数が多くなることに伴って、電気光学装
置に画像を表示させる際に各画素に画像のデータを書き込むための走査線の数も多くなる
。
【０００５】
　例えば、画素を行方向および列方向に二次元的に配置して電気光学装置の表示画面を構
成し、表示画面内の行方向の走査線を上から下に向かって列方向に１本ずつ順次選択（走
査）することによって、電気光学装置に表示する１画面（１フレーム）の画像を更新する
表示装置を想定する。この表示装置において、電気光学装置に表示する１画面（１フレー
ム）の画像の更新に要する時間（１フレーム周期）は、電気光学装置に備えた行方向の画
素を駆動する１本の走査線によって画素に画像のデータを書き込むために要する時間（１
走査線期間）と走査線の数（走査線数）とから、下式（１）のように表される。
【０００６】
　　フレーム周期＝走査線期間×走査線数・・・（１）
【０００７】
　ここで、従来の電気光学装置の駆動タイミングについて説明する。図１５は、従来の表
示装置に備えた電気光学装置の駆動タイミングの概略を示したタイミングチャートである
。なお、ここでは、電気光学装置内の画素数が、８行８列に二次元的に配列されているも
のと仮定する。従来の電気光学装置の駆動タイミングでは、図１５に示したように、画素
を駆動する走査線駆動回路であるゲートドライバのクロック信号（ＣＬＫ）に基づいて、
電気光学装置内の画素行に対応した走査線１～８が順次ハイレベルとなる。そして、走査
線がハイレベルとなっている画素行の各画素に、データ線に入力されている画像のデータ
が書き込まれることによって、電気光学装置に画像が表示される。
【０００８】



(6) JP 5526976 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

　このような駆動タイミングである従来の電気光学装置において、表示される画像の解像
度を高くするために画素密度を高めると、電気光学装置内の各画素を走査する走査線の数
も多くなる。走査線の数が多くなると、上式（１）および図１５からもわかるように、電
気光学装置に表示する１画面（１フレーム）の画像を更新する、すなわち、電気光学装置
内の各画素に画像のデータを書き込むのに必要なフレーム周期が長くなり、電気光学装置
に表示される画像の更新頻度が低下する。例えば、特許文献１で開示されたような書き込
み可能な表示装置においては、ペン型の指示器が移動した軌跡などを合成して表示するた
め、電気光学装置の解像度を高くすればするほど、ペン型の指示器が移動した軌跡を合成
した画像の更新（書き込み）頻度が低下し、軌跡の表示が滑らかに行われなくなってしま
う。なお、この問題点は、指示器により外部から入力する場合に限られず、表示の一部の
みを書き換える場合であれば常に生じ得る。
【０００９】
　従って、電気光学装置に表示される画像の解像度を高くした場合には、画像の更新頻度
の低下を防止することが必要となる。そして、画像の更新頻度の低下を防止する、すなわ
ち、フレーム周期を短縮してフレームレートを高くするためには、上式（１）からもわか
るように、走査線期間または走査線数を少なくする必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－２７９２９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の電気光学装置におけるフレームレートは、上式（１）に示したよ
うに、電気光学装置に表示される画像の解像度に対応した走査線数に比例している。この
ため、高解像度の電気光学装置においてフレームレートを高くする、すなわち、フレーム
周期を短縮するためには、走査線期間を短くすることが必要となる。
【００１２】
　ここで、電気光学装置内の各画素が、例えば、１つのＴＦＴ（薄膜トランジスター：Ｔ
ｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）と１つのキャパシタ（保持容量）とによって
構成された１Ｔ１Ｃ（１トランジスター１キャパシタ）型の構造の画素であるディスプレ
イ（電気光学装置）を考える。このディスプレイにおける走査線期間は、１本の走査線に
接続されている全ての画素回路に備えたＴＦＴのゲートを開き（駆動し）、所望の画像デ
ータに対応した電位をキャパシタに充電するために必要な時間である。このような構成の
画素回路においては、キャパシタに電位を充電する走査線期間を短くすることは容易では
ない。
【００１３】
　より具体的には、この走査線期間の長さは、主に、（１）走査線とデータ線とを所定の
電位に駆動する時間、（２）ＴＦＴのオン抵抗、（３）画素のキャパシタの容量の大きさ
、の３つの要素によって決まる。ここで、（１）の駆動時間は、走査線とデータ線とを駆
動する駆動回路（ドライバ回路）の出力インピーダンスと、走査線やデータ線そのものの
寄生抵抗、他配線との交差容量やＴＦＴのゲート容量などに起因する寄生容量が支配的で
あり、ＴＦＴバックプレーンの製造プロセスに依存する時間であるため、容易に駆動時間
を短くすることができない。そして、走査線やデータ線の寄生抵抗および寄生容量は、デ
ィスプレイの走査線とデータ線との数が多くなるほど増大する。また、（２）のＴＦＴの
オン抵抗は、ＴＦＴの製造プロセスに依存する。また、（３）のキャパシタの容量は、フ
レーム周期の期間中、画素に書き込んだ画像データの電位を保持するのに十分な容量を確
保しなければならず、容易には小さくすることはできない。
【００１４】
　このように、画素内のキャパシタに電位を充電するための期間である走査線期間は、画
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素回路の特性によって決まってしまうため、容易に短くすることができないという問題が
ある。
【００１５】
　本発明は、上記の課題認識に基づいてなされたものであり、電気光学装置の表示の更新
頻度を向上させることができる記憶性表示装置の駆動方法、記憶性表示装置、および電子
機器を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の課題を解決するため、本発明の記憶性表示装置の駆動方法は、複数の走査線と、
前記複数の走査線に交差する複数のデータ線と、前記複数の走査線と前記複数のデータ線
との交差に対応する位置に設けられた、記憶性を有する材料を含む表示体で構成されてい
る複数の画素と、を有する記憶性表示装置の駆動方法であって、前記複数の走査線の各々
を第１の期間選択し、第１の垂直走査期間で全ての前記走査線を走査する全画面駆動モー
ドと、前記複数の画素のうち一部の前記画素のみを書き変える部分駆動モードと、を有し
、前記部分駆動モードは、前記一部の画素に接続された前記走査線を第２の期間選択して
前記データ線を介して前記一部の画素に表示画像データを入力する第１ステップと、前記
一部の画素が接続されていない前記走査線を、前記第２の期間より短い第３の期間選択す
る第２ステップと、を備え、前記第１の垂直走査期間より短い第２の垂直走査期間で全て
の前記走査線を走査し、前記全画面駆動モードと同じ階調変化の時、前記全画面駆動モー
ドより前記走査線の選択回数が多い、ことを特徴とする。
【００１７】
　この発明によれば、電気光学装置が、一部の画素に接続された走査線を選択してデータ
線を介して一部の画素（部分駆動領域）に表示画像データを入力する第１ステップと、一
部の画素が接続されていない走査線を選択する第２ステップと、を備える。そして、第２
ステップにおいて各走査線が選択される期間を、第１ステップにおいて各走査線が選択さ
れる期間より短い期間とすることができる。これにより、画素の更新頻度（フレームレー
ト）を向上させることができる。
　また、この発明によれば、画素の表示を維持することができる。これにより、表示の更
新を行う一部の画素のみの書き換えを行った場合でも、表示の更新を行わない画素の表示
を残したまま表示の更新を行うことができる。
【００１８】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、前記記憶性表示装置は、前記複数
のデータ線を駆動するデータ線駆動回路と、前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路
と、前記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、を備え、
前記駆動制御装置は、前記第２ステップにおいて、各前記走査線が選択される第３の期間
に前記走査線駆動回路が前記走査線を選択するための駆動信号を出力しない、ことが望ま
しい。
【００１９】
　この発明によれば、駆動制御装置が、第２ステップにおいて、各走査線が選択されるべ
き期間に走査線駆動回路が走査線を選択するための駆動信号を出力しないように制御する
ことができる。これにより、画素に不要な電位が印加されることがなく、部分駆動領域以
外の表示の劣化を防止することができる。
【００２０】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、前記記憶性表示装置は、前記複数
のデータ線を駆動するデータ線駆動回路と、前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路
と、前記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、を備え、
前記駆動制御装置は、前記第２ステップにおける前記走査線駆動回路の動作速度が、前記
第１ステップにおける前記走査線駆動回路の動作速度よりも速い動作速度となるように前
記走査線駆動回路の動作速度を制御する、ことが望ましい。
【００２１】
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　この発明によれば、駆動制御装置が、第２ステップにおける走査線駆動回路の動作速度
が、第１ステップにおける走査線駆動回路の動作速度よりも速い動作速度となるように走
査線駆動回路の動作速度を制御することができる。これにより、部分駆動領域以外の画素
の書き換えのために画素を駆動する時間を短くすることができ、画素の更新頻度が向上す
る。
【００２２】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、前記記憶性表示装置は、前記複数
のデータ線を駆動するデータ線駆動回路と、前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路
と、前記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、を備え、
前記駆動制御装置は、前記第２ステップにおいて前記画素に書き込むデータの電位を変更
しないように前記データ線駆動回路によって画素行毎のデータの電位を制御する、ことが
望ましい。
【００２３】
　この発明によれば、駆動制御装置が、第２ステップにおいて画素に書き込むデータの電
位を変更しないようにデータ線駆動回路によって画素行毎のデータの電位を制御すること
ができるため、例えば、画素のデータ線を駆動するデータ線駆動回路によるデータ線の駆
動制御が不要となる。これにより、電気光学装置の消費電力を低減させることができる。
【００２４】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、前記駆動制御装置は、前記第２ス
テップにおける前記データ線駆動回路による前記画素行毎のデータの電位の制御に先立っ
て、前記一部の画素に特定の電位を入力する、ことが望ましい。
【００２５】
　この発明によれば、第２ステップにおけるデータ線駆動回路による画素行毎のデータの
電位の制御に先立って、一部の画素を特定の電位にすることができる。これにより、例え
ば、表示を維持する画素において、画素が現在の表示に使用しているデータの電位とデー
タ線の電位とが異なっている場合に発生する可能性のあるＴＦＴがオフ状態であるときの
リーク電流など、画素の表示に対する影響を回避することができる。その結果、例えば、
画素の表示がデータ線の電位の影響を受けてバーコード状に見えてしまうなどの状態を回
避することができる。
【００２６】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、前記駆動制御装置は、前記特定の
電位を、前記複数の画素に共通して印加される共通電極の電位と略同一の電位とする、こ
とが望ましい。
【００２７】
　この発明によれば、第２ステップにおいて画素に入力されるデータ線の電位を画素の共
通電極の電位と概ね同じ電位にすることができる。これにより、ＴＦＴがオフ状態である
ときのＴＦＴのソース－ドレイン間にかかる電位差をなくすることができ、ＴＦＴのリー
ク電流に起因する表示画素の表示劣化を防止することができる。
【００２８】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、前記第１ステップ及び前記第２ス
テップにおいて全ての前記走査線の選択が終了するまでの時間を、前記第１ステップにお
いて駆動する前記走査線の数に関わらず、予め定めた時間に固定する、ことが望ましい。
【００２９】
　この発明によれば、第１ステップにおいて駆動する走査線の数に関わらず、第１ステッ
プ及び第２ステップにおいて全ての走査線の選択が終了するまでの時間を予め定めた時間
に固定することができる。これにより、例えば、表示を更新する走査線の数が少ない場合
に、画素の表示を更新する時間が非常に短くなってしまうことを防止することができる。
例えば、画素が電気泳動素子である場合には、電気泳動素子の応答時間には一定の時間が
必要であるが、画素を更新する頻度が固定されているため、表示を更新する時間が一定の
限度を超えて短くなってしまうことがない。その結果、表示を更新する周期が非常に短く
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なったことによって、電気泳動素子の一定の応答時間内において表示を更新する回数が非
常に多くなってしまうなどに起因する電気光学装置のシステムの負荷の増大や、消費電力
の増加を回避することができる。また、表示を更新する頻度が固定されるので、目標の階
調まで応答させるための更新回数を固定とし、制御を単純にすることができる。また、表
示を更新する周期を固定とすることで画素に現れる電圧の平均値（実効電圧）を一定に保
つことができるので、電気光学素子に印加される正負の電圧バランス（ＤＣバランス）を
保つことが容易となり、電気光学装置の劣化を防止することができる。
【００３０】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、前記第１ステップにおいて各前記
走査線が選択される第２の期間及び前記第２ステップにおいて各前記走査線が選択される
第３の期間を変更することによって、前記第１ステップ及び前記第２ステップにおいて全
ての前記走査線の選択が終了するまでの時間を、前記第１ステップにおいて駆動する前記
走査線の数に関わらず、予め定めた時間に固定する、ことが望ましい。
【００３１】
　この発明によれば、第１ステップにおいて各走査線が選択される期間及び第２ステップ
において各走査線が選択される期間を、それぞれ変更することができる。そして、第１ス
テップにおいて駆動する走査線の数に関わらず、第１ステップ及び第２ステップにおいて
全ての走査線の選択が終了するまでの時間を予め定めた時間に固定することができる。例
えば、第２ステップにおいて各走査線が選択される期間を長くしてしまうと、画素の表示
を更新する際に順次走査している走査線が一部の画素に接続された走査線に到達するまで
の時間が長くなってしまうため、第２ステップにおいて走査線を駆動する時間を走査線駆
動回路が許容する最短の時間とし、一部の画素に接続された走査線を駆動する時間を長く
する。これにより、画素の表示を更新する際に一部の画素に接続された走査線に到達する
までの時間を短縮し、さらに、一部の画素に接続された走査線を駆動する時間を十分に確
保することができる。
【００３２】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、前記第１ステップ及び前記第２ス
テップの前又は後にブランキング期間を挿入することによって、前記第１ステップ及び前
記第２ステップにおいて全ての前記走査線の選択が終了するまでの時間を、前記第１ステ
ップにおいて駆動する前記走査線の数に関わらず、予め定めた時間に固定する、ことが望
ましい。
【００３３】
　この発明によれば、第１ステップ及び第２ステップの前又は後にブランキング期間を挿
入することができる。これにより、画素の表示を更新する頻度を容易に固定することがで
きる。特に、第１ステップが終了したタイミングでブランキング期間を挿入することによ
って、画素の更新を開始してから第２ステップが終了するまでの時間を早くすることがで
きるため、一部の画素に接続された走査線の駆動を早いタイミングで開始することができ
る。
【００３４】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、前記第１ステップ及び前記第２ス
テップを複数回繰り返す、ことが望ましい。
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法において、複数回の前記第１ステップによっ
て１つの前記走査線を選択する合計の時間を、前記全画面駆動モードにおいて１つの前記
走査線が選択される前記第１の期間と同じ時間にする、ことが望ましい。
【００３５】
　この発明によれば、第１ステップ及び第２ステップを複数回繰り返すことができる。こ
れにより、画素の駆動時間を第１ステップ及び第２ステップの繰り返し回数で制御するこ
とができる。例えば、画素が電気泳動素子であり、電気泳動素子への電圧印加時間が１６
０ｍｓである場合、第１ステップ及び第２ステップによる画素の駆動周期（フレーム周期
）が４０ｍｓであれば、４回繰り返すことにより電気泳動素子への電圧印加時間を確保す
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ることができる。また、フレーム周期が２０ｍｓであれば、８回繰り返すことにより電気
泳動素子への電圧印加時間を確保することができる。このように、フレームレートを高速
化した場合でも、フレーム周期を繰り返す回数を制御することによって、電気泳動素子を
十分に応答させることができる。
【００３６】
　また、本発明の記憶性表示装置の駆動方法は、複数の走査線と、前記複数の走査線に交
差する複数のデータ線と、前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差に対応する位
置に設けられた、記憶性を有する材料を含む表示体で構成されている複数の画素と、を有
する記憶性表示装置の駆動方法であって、前記複数の走査線の各々を第１の期間選択し、
第１の垂直走査期間で全ての前記走査線を走査する全画面駆動モードと、前記複数の画素
のうち一部の前記画素のみを書き変える部分駆動モードと、を有し、前記部分駆動モード
は、前記一部の画素に接続された前記走査線を第２の期間選択して前記データ線を介して
前記一部の画素に表示画像データを入力する第１ステップと、前記一部の画素が接続され
ていない前記走査線が選択される前記第２の期間より短い第３の期間において、前記走査
線に対し駆動信号を供給しない第２ステップと、を備え、前記第１の垂直走査期間より短
い第２の垂直走査期間で全ての前記走査線を走査し、前記全画面駆動モードと同じ階調変
化の時、前記全画面駆動モードより前記走査線の選択回数が多い、ことを特徴とする。
【００３７】
　この発明によれば、電気光学装置が、一部の画素に接続された走査線を選択してデータ
線を介して一部の画素（部分駆動領域）に表示画像データを入力する第１ステップと、一
部の画素が接続されていない走査線を選択する第２ステップと、を備える。そして、第２
ステップにおいて各走査線が選択されるべき期間において、走査線に対し駆動信号を供給
しないようにすることができる。これにより、画素に不要な電位が印加されることがなく
、一部の画素が接続されていない走査線に対応する画素の表示の劣化を防止することがで
きる。また、一部の画素が接続されていない走査線に対応する画素に対応するデータ線に
書き込みデータを用意する必要がないため、電気光学装置全体の制御を簡略化することが
できる。その結果、電気光学装置の消費電力を低減させることができる。
【００３８】
　また、本発明の記憶性表示装置は、複数の走査線と、前記複数の走査線に交差する複数
のデータ線と、前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差に対応する位置に設けら
れた、記憶性を有する材料を含む表示体で構成されている複数の画素と、前記複数のデー
タ線を駆動するデータ線駆動回路と、前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路と、前
記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、を有し、前記駆
動制御装置は、前記複数の走査線の各々を第１の期間選択し、第１の垂直走査期間で全て
の前記走査線を走査する全画面駆動モードと、前記複数の画素のうち一部の前記画素のみ
を書き変える部分駆動モードと、を有し、前記部分駆動モードの際に、前記一部の画素に
接続された前記走査線を第２の期間選択して前記データ線を介して前記一部の画素に表示
画像データを入力する第１ステップと、前記一部の画素が接続されていない前記走査線を
、前記第２の期間より短い第３の期間選択する第２ステップと、を実行し、前記第１の垂
直走査期間より短い第２の垂直走査期間で全ての前記走査線を走査し、前記全画面駆動モ
ードと同じ階調変化の時、前記全画面駆動モードより前記走査線の選択回数が多い、こと
を特徴とする。
【００３９】
　この発明によれば、電気光学装置の一部の画素に接続された走査線を選択してデータ線
を介して一部の画素（部分駆動領域）に表示画像データを入力する第１ステップと、一部
の画素が接続されていない走査線を選択する第２ステップと、を備える。そして、第２ス
テップにおいて各走査線が選択される期間を、第１ステップにおいて各走査線が選択され
る期間より短い期間とすることができる。これにより、電気光学装置の表示の更新頻度を
向上させ、表示の更新を滑らかにした電気光学装置を実現することができる。
【００４０】
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　また、本発明の記憶性表示装置は、複数の走査線と、前記複数の走査線に交差する複数
のデータ線と、前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差に対応する位置に設けら
れた、記憶性を有する材料を含む表示体で構成されている複数の画素と、前記複数のデー
タ線を駆動するデータ線駆動回路と、前記複数の走査線を駆動する走査線駆動回路と、前
記データ線駆動回路及び前記走査線駆動回路を制御する駆動制御装置と、を有し、前記駆
動制御装置は、前記複数の走査線の各々を第１の期間選択し、第１の垂直走査期間で全て
の前記走査線を走査する全画面駆動モードと、前記複数の画素のうち一部の前記画素のみ
を書き変える部分駆動モードと、を有し、前記部分駆動モードの際に、前記一部の画素に
接続された前記走査線を第２の期間選択して前記データ線を介して前記一部の画素に表示
画像データを入力する第１ステップと、前記一部の画素が接続されていない前記走査線が
選択される前記第２の期間より短い第３の期間において、前記走査線に対し駆動信号を供
給しない第２ステップと、を実行し、前記第１の垂直走査期間より短い第２の垂直走査期
間で全ての前記走査線を走査し、前記全画面駆動モードと同じ階調変化の時、前記全画面
駆動モードより前記走査線の選択回数が多い、ことを特徴とする。
【００４１】
　この発明によれば、電気光学装置の一部の画素に接続された走査線を選択してデータ線
を介して一部の画素に表示画像データを入力する第１ステップと、一部の画素が接続され
ていない走査線を選択する第２ステップと、を備える。そして、第２ステップにおいて各
走査線が選択されるべき期間において、走査線に対し駆動信号を供給しないようにするこ
とができる。これにより、一部の画素が接続されていない画素には不要な電位が印加され
ることがないため、画素の表示の劣化を防止することができると共に、電気光学装置全体
の制御を簡略化し、低消費電力の電気光学装置を実現することができる。
【００４４】
　また、本発明の記憶性表示装置において、前記記憶性を有する材料には、電気泳動素子
を含む、ことが望ましい。
　また、本発明の記憶性表示装置において、前記画素の各々は、当該画素を選択するため
のスイッチング素子と、当該画素に入力された前記表示画像データの電位が充電される保
持容量と、を含む、ことが望ましい。
【００４５】
　この発明によれば、表示の更新頻度が向上し、表示の書き換えが滑らかな電気光学装置
を提供することができる。
【００４６】
　また、本発明の記憶性表示装置において、前記複数の画素の任意の位置に指示体が接触
した際に前記指示体が接触した前記画素の位置を検出する位置検出手段、を備え、前記駆
動制御装置は、前記位置検出手段が検出した前記画素の位置の情報に基づいて前記第２ス
テップにおいて選択される前記走査線を決定する、ことが望ましい。
【００４７】
　この発明によれば、電気光学装置の使用者が手書きなどで入力された、表示の更新を行
う画素の位置を、位置検出手段によって検出することができる。これにより、位置検出手
段によって検出された一部の画素の領域のみの表示を更新する電気光学装置を実現するこ
とができる。
【００４８】
　また、本発明の電子機器は、上記本発明の記憶性表示装置を備える、ことを特徴とする
。
【００４９】
　この発明によれば、表示の更新頻度が向上し、表示の書き換えが滑らかな電気光学装置
を備えた電子機器を提供することができる。
【００５０】
　本発明によれば、電気光学装置の表示の更新頻度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００５１】
【図１】本発明の実施形態による電気光学装置を備えた表示装置の概略構成を示したブロ
ック図である。
【図２】本実施形態の表示装置における共通電極電源の構成の一例を示したブロック図で
ある。
【図３】本実施形態の表示装置に備えた電気光学装置の画素回路の構成の一例を示したブ
ロック図である。
【図４】本実施形態の電気光学装置における電気泳動素子の動作の一例を示した図である
。
【図５】本実施形態の表示装置に備えた電気光学装置の走査線駆動回路の構成の一例を示
したブロック図である。
【図６】本実施形態の表示装置における電気光学装置の駆動方法を示したフローチャート
である。
【図７】本実施形態の表示装置における書き込み軌跡の第１の画像を示した図である。
【図８】本実施形態の表示装置に備えた電気光学装置の第１の駆動タイミングの概略を示
したタイミングチャートである。
【図９】本実施形態の第１の駆動タイミングにおける部分駆動領域内の走査線数とフレー
ム間インターバル時間との関係を示した表である。
【図１０】本実施形態の表示装置に備えた電気光学装置の第２の駆動タイミングの概略を
示したタイミングチャートである。
【図１１】本実施形態の第２の駆動タイミングにおける部分駆動領域内の走査線数とＨ期
間との関係を示した表である。
【図１２】本実施形態の表示装置における書き込み軌跡の第２の画像を示した図である。
【図１３】本実施形態の表示装置に備えた電気光学装置の第３の駆動タイミングの概略を
示したタイミングチャートである。
【図１４】本実施形態の電気光学装置を適用した電子機器の例を示す図である。
【図１５】従来の表示装置に備えた電気光学装置の駆動タイミングの概略を示したタイミ
ングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図１は、本実施形態によ
る電気光学装置を備えた表示装置の概略構成を示したブロック図である。図１に示した表
示装置１は、自表示装置１の表示部として、電気泳動によって表示を行う電気光学装置（
電気泳動表示装置）を用いた場合の一例を示している。また、表示装置１は、自表示装置
１の使用者によって、例えば、手書きの情報などを追加することができる。なお、表示装
置１は、例えば、文書データや画像データなど、様々なデータを表示部に表示することが
できるが、以下の説明おいては、文書データなどを含めた全てのデータを、「画像データ
」ということにする。
【００５３】
　図１において、表示装置１は、位置検出部１０と、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２０と、ＥＰＤ（ＥｌｅｃｔｒｏＰｈｏｒｅｔｉｃ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ）コントローラー３０と、画像メモリー４０と、ＥＰＤモジュール５０と、共通電
極電源６０とを備えている。また、ＥＰＤモジュール５０は、走査線駆動回路５１と、デ
ータ線駆動回路５２と、ＥＰＤ５３とを備えている。そして、表示装置１の使用者が追加
する情報を入力するための手段として、指示器７０を備えている。なお、使用者が追加す
る情報の入力手段は、例えば、指など、他の手段であってもよい。
【００５４】
　表示装置１は、画像メモリー４０に記憶された画像データを、自表示装置１の表示部で
あるＥＰＤモジュール５０に表示する。また、表示装置１は、自表示装置１の使用者がペ
ン型の指示器７０を用いてＥＰＤモジュール５０に表示している画像上に書き込んだ、例
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えば、手書きの線の軌跡などを、ＥＰＤモジュール５０に表示している画像データに合成
して、ＥＰＤモジュール５０に表示する。これにより、表示装置１の使用者は、ＥＰＤモ
ジュール５０に表示された画像データに書き込み（追記）をしたかのように認識すること
ができる。
【００５５】
　画像メモリー４０は、例えば、ＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）などのデータ記憶部であり、表示装置１のＥＰＤモジュール５０に表示す
る、例えば、プリンターに印刷する文書などの画像データ（以下、「文書画像データ」と
いう）を記憶する。また、画像メモリー４０は、後述するＣＰＵ２０によって作成された
、例えば、手書きの線の軌跡の画像データ（以下、「手書き画像データ」という）を記憶
する。
【００５６】
　位置検出部１０は、指示器７０によって指示されたＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５
３上の位置の情報を、ＥＰＤ５３上の座標情報として検出する。そして、検出した座標情
報をＣＰＵ２０に出力する。位置検出部１０における位置検出手段としては、例えば、既
存の抵抗膜式、静電容量式、電磁誘導式などの方式などの位置検出手段が使用されている
。
【００５７】
　ＣＰＵ２０は、表示装置１の全体を制御する制御部である。ＣＰＵ２０は、位置検出部
１０から入力されたＥＰＤ５３上の座標情報に基づいて、表示装置１の全体を制御する。
また、ＣＰＵ２０は、位置検出部１０から入力されたＥＰＤ５３上の座標情報が、例えば
、表示装置１の使用者によって手書きされた線の座標を表している場合、この座標情報に
基づいて手書きされた軌跡を表す手書き画像データを生成し、画像メモリー４０に記憶さ
せる。
【００５８】
　また、ＣＰＵ２０は、ＥＰＤモジュール５０に画像データを表示するための駆動開始命
令、画像データをＥＰＤモジュール５０に表示する際の開始位置の情報（以下、「表示開
始ライン」という）、および画像データをＥＰＤモジュール５０に表示する際の終了位置
の情報（以下「表示終了ライン」という）を表す表示位置制御信号をＥＰＤコントローラ
ー３０に出力する。なお、ＣＰＵ２０から出力する駆動開始命令には、例えば、ＥＰＤモ
ジュール５０に表示する画像データが、画像メモリー４０に記憶されている文書画像デー
タであるか、手書き画像データであるかを指定するための画像データ指定情報を含んでい
る。
【００５９】
　ＥＰＤコントローラー３０は、ＣＰＵ２０から入力された駆動開始命令、表示位置制御
信号に基づいて、ＥＰＤモジュール５０および共通電極電源６０を制御する。ＥＰＤコン
トローラー３０は、ＣＰＵ２０から入力された駆動開始命令に応じて、駆動開始命令によ
って指定された画像データ（文書画像データまたは手書き画像データ）を、画像メモリー
４０から取得し、取得した画像データを、ＥＰＤ５３に表示させるため画像データ（以下
、「表示画像データ」という）としてＥＰＤモジュール５０に出力する。また、ＥＰＤコ
ントローラー３０は、ＥＰＤモジュール５０が表示画像データを表示する際に必要な、後
述するＥＰＤ５３の共通電極の電源を供給させるための共通電極制御信号を、共通電極電
源６０に出力する。
【００６０】
　また、ＥＰＤコントローラー３０は、ＣＰＵ２０から入力された表示位置制御信号に基
づいて、ＥＰＤ５３に表示画像データを表示させるための駆動制御信号を、ＥＰＤモジュ
ール５０に出力する。なお、ＥＰＤコントローラー３０がＥＰＤモジュール５０内の走査
線駆動回路５１に出力する駆動制御信号は、ＣＰＵ２０から入力された表示位置制御信号
に含まれる表示開始ラインと表示終了ラインとの情報に基づいて生成される走査線の出力
制御信号である。また、ＥＰＤコントローラー３０がＥＰＤモジュール５０内のデータ線



(14) JP 5526976 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

駆動回路５２に出力する駆動制御信号は、画像メモリー４０のデータに基づいて生成され
る制御信号である。
【００６１】
　共通電極電源６０は、後述するＥＰＤ５３の共通電極に電源を供給する。共通電極電源
６０は、例えば、図２に示したような切り替えスイッチ６１と切り替えスイッチ６２とを
備えた構成であり、ＥＰＤコントローラー３０から入力された共通電極制御信号に応じて
、ＥＰＤ５３の共通電極に供給する電源の電位ＶＣＯＭを、ハイレベル（＋１５Ｖ）また
はローレベル（０Ｖ）に切り替える。
【００６２】
　ＥＰＤモジュール５０は、本実施形態の表示装置１における表示部であり、例えば、ア
クティブマトリクス型の電気泳動ディスプレイで構成される電気光学装置である。ＥＰＤ
モジュール５０は、ＥＰＤコントローラー３０から入力された表示画像データおよび駆動
制御信号に基づいて、ＥＰＤ５３内の各画素に対応した電圧波形を生成し、表示装置１に
おいて表示する画像データをＥＰＤ５３に表示または表示の更新を行う。
【００６３】
　走査線駆動回路５１は、ＥＰＤ５３内の各画素を順次選択（走査）するための走査線に
、ＥＰＤコントローラー３０から入力された駆動制御信号に応じたＥＰＤ５３内の各画素
を駆動するための駆動信号を出力する。この駆動信号によって、ＥＰＤコントローラー３
０から入力された表示画像データに応じて出力されるデータ線の電位を、ＥＰＤ５３内の
各画素にそれぞれ書き込む。
【００６４】
　データ線駆動回路５２は、ＥＰＤ５３内の各画素のデータ線に、ＥＰＤコントローラー
３０から入力された表示画像データに応じた電位を出力する。データ線駆動回路５２から
データ線に出力する表示画像データの電位は、走査線駆動回路５１の走査に同期して出力
される。
【００６５】
　ＥＰＤ５３は、行方向および列方向に二次元的に配置された複数の画素によって、表示
装置１において表示する画像データを表示する。ＥＰＤ５３は、例えば、ＴＦＴバックプ
レーンと、透明の共通電極の上に帯電した白と黒の粒子（電気泳動粒子）を含むマイクロ
カプセルが塗布された導電性シート（ＥＰシート）とを貼りあわせて製造される。このＴ
ＦＴバックプレーンは、行方向に延びた走査線と列方向に延びたデータ線とが二次元のマ
トリクス上に配置され、データ線と走査線とのそれぞれの交点に画素が形成されている。
ＥＰＤ５３の各画素は、データ線駆動回路５２からデータ線を介して入力された表示画像
データの電位を、走査線駆動回路５１から走査線を介して入力された駆動信号に応じて保
持し、保持した表示画像データの電位に応じて電気泳動素子が移動することによって、画
像を表示する。
【００６６】
　ここで、ＥＰＤ５３の画素回路の構成について説明する。図３は、本実施形態の表示装
置１に備えたＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３の１画素の回路構成の一例を示したブ
ロック図である。図３において、ＥＰＤ５３のそれぞれの画素５３０は、ＴＦＴ（薄膜ト
ランジスター）５３１と、キャパシタ（保持容量）５３２と、画素電極５３３と、共通電
極５３４と、電気泳動素子５３５とによって構成されている。図３に示した構成によって
、ＥＰＤ５３の各画素５３０は、１つのＴＦＴと１つのキャパシタとによって構成された
、いわゆる１Ｔ１Ｃ（１トランジスター１キャパシタ）型の画素構造となっている。
【００６７】
　ＴＦＴ５３１は、画素５３０を選択するためのスイッチとして動作し、例えば、Ｎ型の
ＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ：金属酸化膜半導体）で
形成されている。ＴＦＴ５３１のゲート端子には走査線、ソース端子にはデータ線、ドレ
イン端子にはキャパシタ５３２の一方の端子と画素電極５３３とがそれぞれ接続されてい
る。また、キャパシタ５３２の他方の端子は、共通電極５３４と接続されている。このキ
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ャパシタ５３２の他方の端子と共通電極５３４とには、共通電極電源６０から電位ＶＣＯ
Ｍの電源が供給されている。なお、キャパシタ５３２の容量の大きさは、表示画像データ
を一定期間、例えば、１フレーム周期の間、保持している電位を維持することができる大
きさである。
【００６８】
　画素５３０は、走査線を介して走査線駆動回路５１から入力された駆動信号によって、
ＴＦＴ５３１がオン状態となると、データ線を介してデータ線駆動回路５２から入力され
た表示画像データの電位がキャパシタ５３２に充電される。そして、キャパシタ５３２に
充電された表示画像データの電位によって、画素電極５３３が表示画像データに応じた電
位のレベルとなる。そして、画素電極５３３と共通電極５３４との電位差によって、電気
泳動素子５３５内の白と黒の粒子が電気泳動し、共通電極５３４側が白または黒の表示と
なる。
【００６９】
　また、画素５３０は、表示画像データの電位をキャパシタ５３２が保持しているため、
走査線を介して走査線駆動回路５１から入力された駆動信号に応じて、ＴＦＴ５３１がオ
フ状態となった場合でも、画素電極５３３の電位のレベルを表示画像データに応じた電位
のレベルに維持することができる。これにより、画素５３０は、ＥＰＤモジュール５０の
駆動が停止した場合でも、表示画像データに応じた電位を維持することができる。
【００７０】
　電気泳動素子５３５は、白の電気泳動粒子（以下、「白粒子」という）と、黒の電気泳
動粒子（以下、「黒粒子」という）とを含む複数のマイクロカプセルで形成されている。
なお、以下の説明においては、電気泳動素子５３５内の黒粒子がプラス（＋）、白粒子が
マイナス（－）に帯電しているものとする。
【００７１】
　ここで、電気泳動素子５３５における電気泳動粒子の動作について説明する。図４は、
本実施形態の電気泳動素子５３５内での電気泳動粒子の動作の一例を示した図である。図
４（ａ）は画素５３０を白表示する場合、図４（ｂ）は画素５３０を黒表示する場合をそ
れぞれ示している。
【００７２】
　図４（ａ）に示す白表示の場合には、共通電極５３４が相対的に高電位、画素電極５３
３が相対的に低電位に保持される。これにより、負に帯電した白粒子５３５２が共通電極
５３４に引き寄せられる一方、正に帯電した黒粒子５３５３が画素電極５３３に引き寄せ
られる。その結果、表示面側となる共通電極５３４側からこの画素５３０を見ると、白色
（Ｗ）が認識される。　図４（ｂ）に示す黒表示の場合、共通電極５３４が相対的に低電
位、画素電極５３３が相対的に高電位に保持される。これにより、正に帯電した黒粒子５
３５３が共通電極５３４に引き寄せられる一方、負に帯電した白粒子５３５２が画素電極
５３３に引き寄せられる。その結果、共通電極５３４側からこの画素５３０を見ると黒色
（Ｂ）が認識される。また、共通電極５３４と画素電極５３３との電位が等しい（共に低
電位または高電位）である場合、電気泳動素子５３５内の白粒子５３５２および黒粒子５
３５３は電気泳動せず、現在の表示状態を維持する。
【００７３】
　次に、本実施形態の表示装置１における電気光学装置の駆動方法について説明する。ま
ず、電気光学装置の駆動方法の説明に先立って、表示装置１に備えたＥＰＤモジュール５
０の構成について説明する。ＥＰＤモジュール５０の構成は、説明を容易にするため、Ｅ
ＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３には、画素５３０が８行８列に二次元的に配列されて
いるものと仮定する。従って、ＥＰＤモジュール５０内の走査線駆動回路５１およびデー
タ線駆動回路５２から出力される画素５３０の行方向の走査線と、画素５３０の列方向の
データ線との数は、共に８本である。
【００７４】
　また、ＥＰＤモジュール５０に画像を表示する際には、ＥＰＤモジュール５０内のＥＰ
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Ｄ５３の行方向の走査線を、上から下に向かって列方向に１本ずつ順次走査することによ
って、画像を表示する。なお、ＥＰＤモジュール５０を１回走査するのに要する時間が１
フレーム周期または垂直走査期間（以下、「Ｖ期間」という）であり、１本の走査線によ
って画素５３０に画像のデータを書き込むために要する時間が１走査線期間または水平走
査期間（以下、「Ｈ期間」という）である。従って、本実施形態の表示装置１のＥＰＤモ
ジュール５０においても、ＥＰＤモジュール５０に画像を表示するのに要する時間は、上
式（１）が成り立っている。
【００７５】
　上記のように仮定したＥＰＤモジュール５０を制御するＥＰＤコントローラー３０は、
ＣＰＵ２０から入力された表示位置制御信号に含まれる表示開始ラインと表示終了ライン
との情報が、表示開始ライン＝１であり、かつ表示終了ライン＝８である場合、全画面駆
動モードであると判定し、ＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３の全ての画素５３０に、
表示画像データの電位を書き込むようにＥＰＤモジュール５０を制御する。また、ＥＰＤ
コントローラー３０は、表示開始ラインと表示終了ラインとの情報が、表示開始ライン＝
１以外または表示終了ライン＝８以外である場合、部分駆動モードであると判定し、ＥＰ
Ｄモジュール５０内のＥＰＤ５３の一部の画素５３０にのみ、表示画像データの電位を書
き込むようにＥＰＤモジュール５０を制御する。
【００７６】
　ここで、ＥＰＤコントローラー３０によって制御されるＥＰＤモジュール５０内の走査
線駆動回路５１の構成について説明する。図５は、本実施形態の表示装置１に備えたＥＰ
Ｄモジュール５０内の走査線駆動回路５１の構成の一例を示したブロック図である。図５
において走査線駆動回路５１は、シフトレジスタ５１１と、出力選択回路５１２と、レベ
ルシフタ５１３とによって構成されている。走査線駆動回路５１には、ＥＰＤコントロー
ラー３０から駆動制御信号として、クロック信号（ＣＬＫ）と、リセット信号（ＲＥＳＥ
Ｔ）と、出力イネーブル信号とが入力される。また、走査線駆動回路５１は、ＥＰＤ５３
の各画素行に対応した走査線１～８に、ＥＰＤ５３の各画素列のデータ線の電位を書き込
むための駆動信号をそれぞれ出力する。
【００７７】
　リセット信号は、シフトレジスタ５１１をリセットする信号である。リセット信号が立
ち上がると、シフトレジスタ５１１の出力が全てローレベルにリセットされる。このリセ
ット信号の周期がフレーム周期（Ｖ期間）となる。そして、リセット信号が入力されたタ
イミングが、当該フレーム周期の開始タイミングである。クロック信号は、シフトレジス
タ５１１内のデータを順次シフトするためのクロックである。このクロック信号の周期が
走査線期間（Ｈ期間）となる。出力イネーブル信号は、走査線１～８に出力する駆動信号
の出力を制御する信号である。シフトレジスタ５１１は、８段のシフトレジスタであり、
このシフトレジスタ５１１の出力に応じて走査線１～８に出力する駆動信号が順次ハイレ
ベルとなる。出力選択回路５１２は、出力イネーブル信号に応じて、レベルシフタ５１３
の出力を選択する。レベルシフタ５１３は、出力選択回路５１２を介して入力されたシフ
トレジスタ５１１の出力を、ＥＰＤ５３内の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１をオン状
態に駆動するのに十分な電圧レベルに昇圧する。
【００７８】
　ＥＰＤコントローラー３０は、ＣＰＵ２０から駆動開始命令が入力されると、リセット
信号を走査線駆動回路５１に入力してシフトレジスタ５１１をリセットする。そして、Ｃ
ＰＵ２０から入力された表示位置制御信号に基づいたクロック信号をシフトレジスタ５１
１に入力する。シフトレジスタ５１１は、リセットされた後に入力されたクロック信号に
応じて、走査線に駆動信号を出力するビットの出力を順次ハイレベルとする。なお、走査
線に駆動信号を出力しないビットの出力はローレベルである。シフトレジスタ５１１の各
ビットの出力は、出力選択回路５１２にそれぞれ出力される。
【００７９】
　ＥＰＤコントローラー３０は、ＣＰＵ２０から入力された表示位置制御信号に基づいて
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、走査線に駆動信号を出力する期間を表す出力イネーブル信号を走査線駆動回路５１に入
力する。出力選択回路５１２は、出力イネーブル信号がハイレベルであれば、シフトレジ
スタ５１１の出力をレベルシフタ５１３に出力する。また、出力選択回路５１２は、出力
イネーブル信号がローレベルのときは、シフトレジスタ５１１の出力に関わらず、レベル
シフタ５１３にローレベルを出力する。
【００８０】
　そして、レベルシフタ５１３は、出力選択回路５１２を介して入力されたシフトレジス
タ５１１の出力のハイレベルを昇圧し、昇圧したハイレベルの信号を走査線の駆動信号と
して出力する。ＥＰＤ５３内の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１は、駆動信号のハイレ
ベルによってオン状態となる。これにより、表示画像データの電位が各画素５３０に書き
込まれる。
【００８１】
　また、出力選択回路５１２を介してレベルシフタ５１３に入力されたシフトレジスタ５
１１のローレベルの出力によって、走査線の駆動信号は、ローレベルに固定される。これ
により、ＥＰＤ５３内の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１はオフ状態となり、各画素５
３０への表示画像データの電位の書き込みは行われず、ＥＰＤ５３内の各画素５３０は、
前回書き込まれた表示状態を維持する。
【００８２】
　このようなことから、ＥＰＤコントローラー３０は、ＣＰＵ２０から入力された表示位
置制御信号によってＥＰＤ５３内の画素５３０の書き込みを行わない期間、すなわち、出
力イネーブル信号をローレベルとする期間のクロック信号の周期を短くするようにＥＰＤ
モジュール５０を制御する。すなわち、走査線１～８の内、ＥＰＤ５３内の画素５３０に
表示画像データの電位の書き込みを行わない画素行の走査線を早送り、または飛ばすよう
に制御する。これにより、ＥＰＤ５３内の画素５３０に表示画像データの電位の書き込み
を行わないＨ期間が短縮され、ＥＰＤモジュール５０に表示画像データを表示するＶ期間
を短縮することができる。その結果、表示装置１において表示する画像データの更新頻度
を向上することができる。
【００８３】
　次に、表示装置１におけるＥＰＤモジュール５０の駆動方法について説明する。図６は
、本実施形態の表示装置１に備えたＥＰＤモジュール５０の駆動方法を示したフローチャ
ートである。図６に示したフローチャートは、最初にＥＰＤモジュール５０の表示を消去
し、その後、表示装置１の使用者が指示器７０を用いて手書きの線を書き込んだ場合のフ
ローチャートである。
【００８４】
　まず、ステップＳ１００において、ＣＰＵ２０は、ＥＰＤモジュール５０の全画面の表
示を白表示の状態にリセット（全白消去）するための駆動開始命令をＥＰＤコントローラ
ー３０に出力する。そして、ＥＰＤコントローラー３０は、ＣＰＵ２０から入力された駆
動開始命令に基づいて、ＥＰＤ５３の共通電極の電位ＶＣＯＭを、ハイレベルに設定して
ＥＰＤ５３の全ての画素５３０に白書込みができる状態にするための共通電極制御信号を
共通電極電源６０に出力する。これにより、共通電極電源６０は、切り替えスイッチ６１
をオン状態、切り替えスイッチ６２をオフ状態とし、ＥＰＤ５３の共通電極に供給する電
源の電位ＶＣＯＭが、ハイレベル（＋１５Ｖ）となる。
【００８５】
　続いて、ステップＳ１１０において、ＣＰＵ２０は、ＥＰＤモジュール５０を全画面駆
動モードで駆動するため、表示開始ライン＝１、表示終了ライン＝８とした表示位置制御
信号をＥＰＤコントローラー３０に出力する。これにより、ＥＰＤコントローラー３０は
、今回のＥＰＤモジュール５０への書き込みは全画面駆動モードであると判定する。
【００８６】
　続いて、ステップＳ１２０において、ＥＰＤコントローラー３０は、全画面駆動モード
でＥＰＤ５３の全ての画素５３０に、ローレベルを書き込むようにＥＰＤモジュール５０
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を制御する。この制御によって、ＥＰＤモジュール５０内の走査線駆動回路５１から、走
査線１～８に駆動信号が順次出力される。これにより、ＥＰＤ５３内の各画素行が順次走
査され、ＥＰＤ５３内において走査された画素行の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１が
オン状態となることによって、ローレベルが各画素５３０に書き込まれ、画素電極５３３
にローレベル（０Ｖ）の電位が印加される。その結果、各画素５３０内の電気泳動素子５
３５の白粒子５３５２が共通電極５３４側に電気泳動して、ＥＰＤモジュール５０の全画
面の表示が白表示の状態となる。なお、このときの駆動タイミングは、図１５に示した従
来の表示装置に備えた電気光学装置の駆動タイミングと同様である。
【００８７】
　なお、ＥＰＤ５３内の各画素５３０の書き込みが、複数のフレーム、すなわち、複数の
Ｖ期間によって行われる場合には、ステップＳ１２０における全画面駆動モードによるＥ
ＰＤモジュール５０への書き込みを必要なフレーム数分だけ繰り返す。例えば、ＥＰＤ５
３内の各画素５３０を２回走査（２フレーム）してＥＰＤ５３内の各画素５３０の書き込
みが行われる場合には、２フレーム分（２Ｖ期間）だけＥＰＤモジュール５０への書き込
みを繰り返す。
【００８８】
　ここで、図１５を用いて、全画面駆動モードにおけるＥＰＤモジュール５０の駆動タイ
ミングについて説明する。なお、ＥＰＤ５３内には、図３に示した１Ｔ１Ｃ型の画素５３
０が、８行８列に二次元的に配列されており、ＥＰＤ５３内の各画素５３０の書き込みは
、２Ｖ期間で行うものとする。また、全画面駆動モードでは、走査線期間（Ｈ期間）は１
０ｍｓ、フレーム周期（Ｖ期間）は８０ｍｓとする。従って、全画面駆動モードでは、Ｅ
ＰＤ５３内の全ての画素行が順次走査されるため、全白消去のときに電気泳動素子５３５
に印加されるローレベル（０Ｖ）の電位の印加時間は、２Ｖ期間＝１６０ｍｓとなる。
【００８９】
　全白消去においては、図１５に示したように走査線１～８の駆動信号が順次ハイレベル
となり、ＥＰＤ５３内の各画素行の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１は、１０ｍｓずつ
順次オン状態となる。これにより、キャパシタ５３２に順次ローレベルが書き込まれ、画
素電極５３３の電位はローレベルとなる。そして、画素電極５３３の電位は、次に書き込
まれるまでの期間、すなわち、１Ｖ期間の間は、キャパシタ５３２に保持された電位とな
る。この書き込み動作を２フレームにわたって繰り返すため、画素電極５３３の電位は、
２Ｖ期間にわたってキャパシタ５３２に保持された電位となる。この２Ｖ期間の間に各画
素５３０の電気泳動素子５３５の白粒子５３５２が共通電極５３４側に電気泳動して、Ｅ
ＰＤモジュール５０の表示が白表示の状態となる。従って、全画面駆動モードでは、１６
０ｍｓで全ての画素５３０の電気泳動素子５３５の白粒子５３５２が共通電極５３４側に
電気泳動して、ＥＰＤモジュール５０の全画面の表示が白表示の状態となる。なお、以下
の説明においては、ＥＰＤモジュール５０の全画面の表示が黒表示の状態から白表示の状
態、または白表示の状態から黒表示の状態となるための応答に必要な時間は、１６０ｍｓ
であるとする。
【００９０】
　続いて、ＥＰＤモジュール５０の全画面のリセット（全白消去）が終了すると、ステッ
プＳ１３０において、ＥＰＤコントローラー３０は、ＥＰＤ５３の共通電極の電位ＶＣＯ
Ｍを、ローレベルに設定してＥＰＤ５３内の各画素５３０に黒書込みができる状態にする
ための共通電極制御信号を共通電極電源６０に出力する。これにより、共通電極電源６０
は、切り替えスイッチ６１をオフ状態、切り替えスイッチ６２をオン状態とし、ＥＰＤ５
３の共通電極に供給する電源の電位ＶＣＯＭが、ローレベル（０Ｖ）に切り替わる。さら
に、ＣＰＵ２０は、位置検出部１０の動作を開始し、表示装置１の使用者による手書き入
力が可能な状態とする。
【００９１】
　続いて、ステップＳ２００において、ＣＰＵ２０は、表示装置１の使用者によって手書
き入力がされたか否かを確認する。手書き入力がされていない場合には、ステップＳ２０
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０を繰り返す。また、手書き入力がされた場合には、ステップＳ２１０に進む。ここで、
手書き入力は、表示装置１の使用者が指示器７０を用いて、ＥＰＤモジュール５０内のＥ
ＰＤ５３上をなぞると、位置検出部１０が、ＥＰＤ５３上の座標を検出し、検出した座標
情報をＣＰＵ２０に出力する。ＣＰＵ２０は、位置検出部１０から座標情報が入力された
か否かによって、表示装置１の使用者によって手書き入力がされたか否かを判断する。
【００９２】
　続いて、ステップＳ２００において手書き入力がされたと判断された場合、ステップＳ
２１０において、ＣＰＵ２０は、位置検出部１０から入力された複数の座標情報に基づい
て、手書き画像データを生成し、画像メモリー４０に記憶する。なお、ＣＰＵ２０が生成
する手書き画像データは、ＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３の各画素５３０に書き込
みを行うフレーム毎に、手書きされた軌跡の画像データをそれぞれ生成する。従って、最
初に手書き入力がされたと判断された場合には、最初にＥＰＤ５３の各画素５３０に書き
込みを行うフレーム（第１フレーム）の手書き画像データを生成し、画像メモリー４０に
記憶する。
【００９３】
　続いて、ステップＳ２２０において、ＣＰＵ２０は、ＥＰＤモジュール５０を部分駆動
モードで駆動するため、ステップＳ２１０において生成した手書き画像データの表示開始
ラインと表示終了ラインとを示した表示位置制御信号をＥＰＤコントローラー３０に出力
する。これにより、ＥＰＤコントローラー３０は、今回のＥＰＤモジュール５０への書き
込みは、表示位置制御信号によって設定された範囲の部分駆動モードであると判定する。
【００９４】
　続いて、ステップＳ２３０において、ＥＰＤコントローラー３０は、部分駆動モードで
ＥＰＤ５３の手書き画像データに対応する画素５３０に、ハイレベルを書き込むようにＥ
ＰＤモジュール５０を制御する。この制御によって、ＥＰＤモジュール５０内の走査線駆
動回路５１から、手書き画像データに対応する画素行の走査線１～８に駆動信号が順次出
力される。これにより、ＥＰＤ５３内の各画素行が部分的に走査され、ＥＰＤ５３内にお
いて走査された画素行の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１がオン状態となることによっ
て、ハイレベルが手書き画像データに対応する画素５３０に書き込まれ、画素電極５３３
にハイレベル（＋１５Ｖ）の電位が印加される。その結果、ＥＰＤ５３内の手書き画像デ
ータに対応した画素５３０内の電気泳動素子５３５の黒粒子５３５３が共通電極５３４側
に電気泳動して、ＥＰＤモジュール５０の手書き画像データに対応した位置の表示が黒表
示の状態となる。
【００９５】
　なお、ステップＳ２３０においては、ＥＰＤ５３の手書き画像データに対応しない画素
５３０に対しては、手書き画像データの書き込みを行わない。従って、ＥＰＤコントロー
ラー３０は、Ｖ期間を短縮するために、ＥＰＤ５３の手書き画像データに対応しない画素
行の走査線を早送り、または飛ばすように制御する。これにより、ＥＰＤモジュール５０
内の走査線駆動回路５１は、ＥＰＤ５３内の画素５３０に表示画像データの電位の書き込
みを行わない画素行に対応した走査線１～８に駆動信号を出力しない。なお、このときの
駆動タイミングに関しては、後述する。
【００９６】
　続いて、ステップＳ２４０において、ＣＰＵ２０は、手書き画像データに対応したＥＰ
Ｄ５３内の画素５３０の全ての書き込みが終了したか否かを確認する。ＥＰＤ５３内の画
素５３０の全ての書き込みが終了した場合には、表示装置１の使用者による手書き入力の
表示を終了する。ＥＰＤ５３内の画素５３０の全ての書き込みが終了していない場合には
、ステップＳ２１０に戻って、次にＥＰＤ５３の各画素５３０に書き込みを行うフレーム
の手書き画像データの生成、および部分駆動モードによる手書き画像データに対応した画
素５３０への書き込みを繰り返す。
【００９７】
　なお、ＥＰＤ５３内の各画素５３０の書き込みが、複数のフレームによって行われる場
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合には、ステップＳ２１０～ステップＳ２４０を必要なフレーム数分だけ繰り返すことに
よって各画素５３０への書き込みが行われる。例えば、ＥＰＤ５３内の各画素５３０を２
回走査（２フレーム）してＥＰＤ５３内の各画素５３０の書き込みが行われる場合には、
第１フレームおよび第２フレームというような、２つの手書き画像データが生成され、こ
の２つの手書き画像データがそれぞれのフレームでＥＰＤモジュール５０に書き込まれる
。
【００９８】
＜第１の駆動タイミング＞
　次に、本実施形態の表示装置１における電気光学装置の駆動タイミングについて説明す
る。なお、本第１の駆動タイミングは、図６のステップＳ２３０に示した、部分駆動モー
ドによって手書き画像データに対応する画素５３０に手書き画像データを書き込む場合の
駆動タイミングである。
【００９９】
　まず、本第１の駆動タイミングの説明に先立って、ＣＰＵ２０によって生成される手書
き画像データについて説明する。図７は、本実施形態の表示装置１に備えたＥＰＤモジュ
ール５０内のＥＰＤ５３上に手書き入力された書き込み軌跡および第１の手書き画像デー
タを明示的に表した図である。表示装置１の使用者が指示器７０を用いて、１６０ｍｓの
間に、図７（ａ）に示したような、左上から右下方向に進む斜めの直線の軌跡の線を手書
き入力した場合、ＣＰＵ２０は、図７（ｂ）に示したような７フレームの手書き画像デー
タを生成する。なお、図７（ｂ）に示した各フレームにおいて、黒塗りで表示されている
位置の画素５３０は、当該フレームにおいて画素５３０が黒の表示となるように、画素電
極５３３に表示画像データに応じたハイレベルの電位が印加される画素５３０の位置を表
している。また、図７（ｂ）に示した各フレームにおいて、白抜きで表示されている位置
の画素５３０は、当該フレームにおいて画素５３０が前回書き込まれた表示状態を維持す
るように、画素電極５３３には電位を印加しない、もしくは共通電極５３４と同じローレ
ベルの電位を印加することによって、電気泳動素子５３５内の黒粒子５３５３または白粒
子５３５２が電気泳動しないように制御する画素５３０の位置を表している。なお、前回
書き込まれた表示状態とは、例えば、前回の書き込みが全白消去であった場合には、白の
表示状態を表し、前回の書き込みが手書き画像データに応じた黒表示であった場合には、
黒の表示状態を表す。
【０１００】
　次に、本第１の駆動タイミングについて説明する。図８は、本実施形態の表示装置１に
備えたＥＰＤモジュール５０の第１の駆動タイミングの概略を示したタイミングチャート
である。図８に示した本第１の駆動タイミングでは、１Ｖ期間を、全画面駆動モードの８
０ｍｓに対して、４０ｍｓとすることにより、表示装置１において表示する手書き画像デ
ータの更新頻度を向上させている。この手書き画像データの更新頻度向上に伴い、ＥＰＤ
５３内の各画素への書き込みは、４Ｖ期間で行う。これにより、電気泳動素子５３５に印
加されるハイレベル（＋１５Ｖ）の電位の印加時間である１６０ｍｓを確保している。従
って、図７（ｂ）において黒塗りで表示されている画素５３０は、４フレームの手書き画
像データの書き込みで黒の表示となる。
【０１０１】
　なお、図８に示したタイミングチャートは、図７（ｂ－３）に示した第３フレームの手
書き画像データと、図７（ｂ－４）に示した第４フレームの手書き画像データとをＥＰＤ
モジュール５０内のＥＰＤ５３に表示させるときの駆動タイミングを示している。
【０１０２】
　図８に示した第１の駆動タイミングでは、部分駆動モードによってＶ期間を短縮するた
めに、図７（ｂ－３）および図７（ｂ－４）に示した、１行目および２行目に属する画素
５３０が全て白抜きとなっている行に対する手書き画像データの書き込みをスキップする
。以下の説明においては、手書き画像データの書き込みをスキップする期間の領域を「部
分駆動領域外」という。また、逆に、手書き画像データの書き込みをスキップしない、す
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なわち、手書き画像データの書き込みを行う期間の領域を「部分駆動領域内」という。部
分駆動領域外において、ＥＰＤコントローラー３０は、画素５３０への書き込みをスキッ
プする画素行のときに走査線駆動回路５１に出力するクロック信号の周波数を高く（クロ
ック信号の周期を短く）する。
【０１０３】
　より具体的には、ＥＰＤコントローラー３０は、部分駆動領域外（図７（ｂ）に示した
ＥＰＤ５３の画素行において、全ての画素５３０が白抜きで示されている画素行）におい
ては、周波数を高くしたクロック信号（以下、「空送りクロック信号」という）を走査線
駆動回路５１に出力する。また、ＥＰＤコントローラー３０は、部分駆動領域内（図７（
ｂ）に示したＥＰＤ５３の画素行において、黒塗りの画素５３０を含んでいる画素行）に
おいては、画素５３０内のＴＦＴ５３１をオン状態とする１０ｍｓの時間を表す周波数の
クロック信号（以下、「書き込みクロック信号」という）を走査線駆動回路５１に出力す
る。
【０１０４】
　また、ＥＰＤコントローラー３０は、部分駆動領域外の間は、出力イネーブル信号をロ
ーレベルとして、走査線駆動回路５１から走査線１～８に出力される駆動信号をローレベ
ルに固定する。また、ＥＰＤコントローラー３０は、部分駆動領域内の間は、出力イネー
ブル信号をハイレベルとして、ＥＰＤ５３内の画素５３０に表示画像データの電位の書き
込みを行う画素行の走査線１～８に出力される駆動信号をハイレベルとする。
【０１０５】
　また、ＥＰＤコントローラー３０は、部分駆動領域外において出力イネーブル信号をロ
ーレベルとしている期間中、データ線駆動回路５２から各画素５３０のデータ線に出力さ
れる電位を共通電極５３４と同じ電位とする。その理由は、例えば、前のフィールドや前
の画素行において出力した手書き画像データの電位がデータ線に残っていた場合などでは
、出力イネーブル信号のローレベルに応じて駆動信号がローレベルに固定され、ＴＦＴ５
３１がオフ状態となっている場合でも、ＴＦＴ５３１のオフ状態時のリーク電流によって
画素電極５３３に共通電極５３４と異なる電位が印加され、画素電極５３３と共通電極５
３４との間に電位差が生じてしまうことが考えられるためである。画素電極５３３と共通
電極５３４との間に電位差があると、電気泳動素子５３５内の黒粒子５３５３または白粒
子５３５２が電気泳動して画素が表示している状態が維持されなくなり、画素５３０の表
示が劣化してしまうことがある。そのため、データ線駆動回路５２から各画素５３０のデ
ータ線に出力される電位を共通電極５３４と同じ電位とすることにより、画素電極５３３
と共通電極５３４との間の電位差をなくすことによって、画素５３０の表示の劣化を防止
している。
【０１０６】
　また、図８に示した第１の駆動タイミングでは、１Ｖ期間を４０ｍｓに固定するため、
第３フレームと第４フレームとの間に、フレーム間インターバルを挿入し、部分駆動領域
の走査線数に関わらず、１Ｖ期間を固定している。
【０１０７】
　より具体的には、ＥＰＤコントローラー３０は、フレーム間インターバルの間、走査線
駆動回路５１に出力するクロック信号を停止する。また、ＥＰＤコントローラー３０は、
フレーム間インターバルの間、出力イネーブル信号をローレベルとして、走査線駆動回路
５１から走査線１～８に出力される駆動信号をローレベルに固定する。
【０１０８】
　ここで、より具体的に本第１の駆動タイミングについて説明する。図８に示すように、
第３フレームのＶ期間が開始すると、ＥＰＤコントローラー３０は、空送りクロック信号
を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネーブル信号をローレベルとする。これ
により、走査線１～８に出力される駆動信号がローレベルに固定され、ＥＰＤ５３内の１
行目および２行目の画素５３０への書き込みがスキップ（高速空送り）される。また、Ｅ
ＰＤコントローラー３０は、高速空送りの期間中にデータ線駆動回路５２に出力する手書
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き画像データをローレベルとする。これにより、データ線駆動回路５２から出力されるデ
ータ線の電位が共通電極５３４と同じローレベルの電位となり、ＥＰＤ５３内の１行目お
よび２行目の画素５３０の表示が維持される。
【０１０９】
　続いて、タイミングｔ１において第３フレームの部分駆動領域内となると、ＥＰＤコン
トローラー３０は、書き込みクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力
イネーブル信号をハイレベルとする。これにより、走査線３～５に出力される駆動信号が
順次ハイレベルとなる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、データ線駆動回路５２に第
３フレームの手書き画像データを出力する。これにより、ＥＰＤ５３内の３行目から５行
目の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１は、駆動信号のハイレベルによってオン状態とな
り、図７（ｂ－３）に示した第３フレームの手書き画像データが対応する画素５３０に書
き込まれる。
【０１１０】
　続いて、タイミングｔ２において部分駆動領域外となると、ＥＰＤコントローラー３０
は、空送りクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネーブル信号を
ローレベルとする。これにより、走査線１～８に出力される駆動信号がローレベルに固定
され、ＥＰＤ５３内の６行目～８行目の画素５３０への書き込みが高速空送りされる。ま
た、ＥＰＤコントローラー３０は、高速空送りの期間中にデータ線駆動回路５２に出力す
る手書き画像データをローレベルとする。これにより、データ線駆動回路５２から出力さ
れるデータ線の電位が共通電極５３４と同じローレベルの電位となり、ＥＰＤ５３内の６
行目～８行目の画素５３０の表示が維持される。
【０１１１】
　続いて、タイミングｔ３においてフレーム間インターバルを挿入する期間となると、Ｅ
ＰＤコントローラー３０は、走査線駆動回路５１に出力するクロック信号を停止する。こ
れにより、ＥＰＤ５３は、高速空送りによって１Ｖ期間が４０ｍｓに満たない期間の動作
が停止する。このフレーム間インターバル期間中も、データ線駆動回路５２から出力され
るデータ線の電位をローレベルに固定したままにしておく。これにより、ＴＦＴ５３１の
オフ状態時のリーク電流に起因する画素５３０の表示の劣化を防止することができる。よ
り具体的には、図６（ｂ）において白抜きで示されている画素５３０の電位を共通電極５
３４と同じローレベルとすることによって、画素電極５３３と共通電極５３４との間に電
位差が生じてしまうことを防止し、画素５３０の表示の劣化を防止することができる。
【０１１２】
　続いて、タイミングｔ４において第４フレームのＶ期間が開始すると、ＥＰＤコントロ
ーラー３０は、空送りクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネー
ブル信号をローレベルとする。これにより、走査線１～８に出力される駆動信号がローレ
ベルに固定され、ＥＰＤ５３内の１行目および２行目の画素５３０への書き込みが高速空
送りされる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、高速空送りの期間中にデータ線駆動回
路５２に出力する手書き画像データをローレベルとする。これにより、データ線駆動回路
５２から出力されるデータ線の電位が共通電極５３４と同じローレベルの電位となり、Ｅ
ＰＤ５３内の１行目および２行目の画素５３０の表示が維持される。
【０１１３】
　続いて、タイミングｔ５において第４フレームの部分駆動領域内となると、ＥＰＤコン
トローラー３０は、書き込みクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力
イネーブル信号をハイレベルとする。これにより、走査線３～６に出力される駆動信号が
順次ハイレベルとなる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、データ線駆動回路５２に第
４フレームの手書き画像データを出力する。これにより、ＥＰＤ５３内の３行目から６行
目の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１は、駆動信号のハイレベルによってオン状態とな
り、図７（ｂ－４）に示した第４フレームの手書き画像データが対応する画素５３０に書
き込まれる。
【０１１４】
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　続いて、タイミングｔ６において部分駆動領域外となると、ＥＰＤコントローラー３０
は、空送りクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネーブル信号を
ローレベルとする。これにより、走査線１～８に出力される駆動信号がローレベルに固定
され、ＥＰＤ５３内の７行目および８行目の画素５３０への書き込みが高速空送りされる
。また、ＥＰＤコントローラー３０は、高速空送りの期間中にデータ線駆動回路５２に出
力する手書き画像データをローレベルとする。これにより、データ線駆動回路５２から出
力されるデータ線の電位が共通電極５３４と同じローレベルの電位となり、ＥＰＤ５３内
の７行目および８行目の画素５３０の表示が維持される。
【０１１５】
　以降、図７（ｂ－５）に示した第５フレームの手書き画像データの画素５３０への書き
込みが続けられる。なお、第４フレームの手書き画像データの画素５３０への書き込みに
おいては、高速空送りによって１Ｖ期間が４０ｍｓに満たない期間、すなわち、フレーム
間インターバルを挿入する期間がないため、ＥＰＤコントローラー３０は、フレーム間イ
ンターバルの挿入を行わない。
【０１１６】
　なお、図８に示した第１の駆動タイミングにおいて、第３フレーム中のタイミングｔ１
からタイミングｔ２までの期間、および第４フレーム中のタイミングｔ５からタイミング
ｔ６までの期間が、「一部の画素に接続された走査線を選択してデータ線を介して一部の
画素に表示画像データを入力する第１ステップ」に相当する。また、第３フレームの開始
からタイミングｔ１までの期間、タイミングｔ２からタイミングｔ３までの期間、第４フ
レーム中のタイミングｔ４からタイミングｔ５までの期間、およびタイミングｔ６から第
４フレームの終了までの期間が、「一部の画素が接続されていない走査線を選択する第２
ステップ」に相当する。ここで、「走査線が選択される期間」とは、１つのフレームの内
、ある走査線のために割り当てられた期間（１Ｖ期間の内、当該走査線に対応する１Ｈ期
間）をいい、当該選択される期間において、走査線に対して当該走査線に接続されたＴＦ
Ｔをオン状態とするための駆動信号（本実施形態ではハイレベルの駆動信号）が印加され
ているか否かは問わない。
【０１１７】
　次に、フレーム間に挿入されるフレーム間インターバルの時間について説明する。ＥＰ
Ｄコントローラー３０から走査線駆動回路５１に出力されるクロック信号の周波数は、通
常の半導体集積回路が動作する数十ＭＨｚ程度まで高くすることができる。この場合、部
分駆動領域外の１Ｈ期間におけるクロック信号の周期は、０．１ｕｓ以下となる。このク
ロック信号の周期は、部分駆動領域内の１Ｈ期間（１０ｍｓ）と比較して十分短い時間で
あるため、ＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３の表示に関しては、十分無視できる時間
である。ただし、１Ｈ期間を長くする場合は、部分駆動領域内の１Ｈ期間を無視できない
ほど長くすることもできる。
【０１１８】
　ここで、部分駆動領域外の１Ｈ期間におけるクロック信号の周期を高くし、部分駆動領
域外の１Ｈ期間が“０”であると仮定すると、本実施形態の表示装置１において、ＥＰＤ
モジュール５０内のＥＰＤ５３に表示する１画面（１フレーム）の画像の更新に要するＶ
期間（フレーム周期）は、部分駆動領域内のＨ期間（走査線期間）と、部分駆動領域内の
走査線の数（走査線数）と、フレーム間インターバルの時間（フレーム間インターバル時
間）とから、下式（２）のように表される。
【０１１９】
　　Ｖ期間＝Ｈ期間×走査線数＋フレーム間インターバル時間・・・（２）
【０１２０】
　ここで、部分駆動領域内のＨ期間を１０ｍｓとした場合、１Ｖ期間を４０ｍｓに固定し
ているため、フレーム間インターバル時間は、部分駆動領域内の走査線の数に応じて変更
する必要がある。このフレーム間インターバル時間は、上式（２）から、下式（３）のよ
うに求めることができる。
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【０１２１】
　　フレーム間インターバル時間＝Ｖ期間－Ｈ期間×走査線数
　　　　　　　　　　　　　　　＝４０ｍｓ－１０ｍｓ×走査線数・・・（３）
【０１２２】
　上式（３）に基づいて部分駆動領域内の走査線の数と、必要なフレーム間インターバル
時間とをまとめた表が、図９となる。従って、ＥＰＤコントローラー３０は、本第１の駆
動タイミングによってＥＰＤモジュール５０を制御する際に、図９に示したフレーム間イ
ンターバル時間のフレーム間インターバルを各フレームの後に挿入するようにＥＰＤモジ
ュール５０を制御する。
【０１２３】
　上記に述べたように、本実施形態の表示装置１におけるＥＰＤモジュール５０の第１の
駆動タイミングでは、画素５３０への書き込みをスキップする画素行のＨ期間を短縮（高
速空送り）することによって、早いタイミングで部分駆動領域の画素５３０に対して手書
き画像データを書き込むことができる。また、本第１の駆動タイミングでは、ＥＰＤモジ
ュール５０内のＥＰＤ５３上に手書き画像データを表示するＶ期間を全画面駆動モードの
８０ｍｓから４０ｍｓへと短縮することができる。これにより、表示装置１において表示
する手書き画像データの更新頻度を向上することができる。この結果、従来の表示装置に
おいてペン型の指示器が移動した軌跡を合成して画像を更新する場合に比べて、同じ速度
でペン型の指示器が移動した場合の画像の更新回数が多くなり、軌跡を滑らかに表示する
ことができる。
【０１２４】
　例えば、図７（ｂ－１）～図７（ｂ－７）に示した各フレームの手書き画像データを合
成して画像を更新する場合、従来の表示装置では、図１５に示したように全ての走査線１
～８を順次走査して画像を更新する必要があるため、常に全ての画素に手書き画像データ
を書き込む必要がある。従って、図７（ｂ－１）～図７（ｂ－７）に示したように、画素
行の３行目から６行目のみ現在の表示状態から更新する場合であっても、他の画素行の画
素も駆動する必要がある。そして、例えば、Ｖ期間が８０ｍｓであった場合には、８０ｍ
ｓ×７フレーム＝５６０ｍｓの時間をかけて表示装置の使用者による手書き入力が反映さ
れる。一方、本第１の駆動タイミングでは、１Ｖ期間が４０ｍｓであるため、同じ７フレ
ームによってＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３の表示を更新する場合であっても、４
０ｍｓ×７フレーム＝２８０ｍｓの時間で表示装置１の使用者による手書き入力を反映さ
せることができる。
【０１２５】
　なお、図８に示した第１の駆動タイミングでは、１Ｖ期間を４０ｍｓに固定し、電気泳
動素子５３５に印加されるハイレベルの電位の印加時間を１６０ｍｓ（＝４Ｖ期間）とし
ている。これにより、１フレームで画素５３０を黒の表示に更新することができる画素行
は、４行までという制限がある。これは、電気泳動素子５３５に印加されるハイレベルの
電位の印加時間を１６０ｍｓに固定することによって、ＥＰＤ５３内の各画素５３０の表
示ムラの発生を抑制するためである。例えば、電気泳動素子５３５に印加されるハイレベ
ルの電位の印加時間が固定されていない場合、各画素５３０の黒の表示において到達する
黒反射率が異なることによって、ＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３の表示に表示ムラ
が発生する。また、電気泳動素子５３５に印加されるハイレベルの電位の印加時間が不定
であると、例えば、ＥＰＤ５３内の各画素５３０に印加される正負の電圧バランス（ＤＣ
バランス）を取ることが難しくなり、ＥＰＤモジュール５０の信頼性の確保が困難となる
。
【０１２６】
　また、画素５３０のキャパシタ５３２の保持容量の大きさは一定であるので、１Ｖ期間
が変化すると、１Ｖ期間終了時点での画素電極５３３の電位が変化してしまう。すなわち
、１Ｖ期間において画素電極５３３に印加される平均電圧（実効電圧）が変化してしまう
ことになり、表示ムラが発生したり、ＤＣバランスを取ることが難しくなってしまったり
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、ということとなる。このため、図８に示した第１の駆動タイミングでは、１Ｖ期間を固
定し、さらに、白や黒に表示を変化させるフレームの回数を固定（本第１の駆動タイミン
グでは、１Ｖ期間を４０ｍｓ、フレーム数を４フレームに固定）している。このように、
１Ｖ期間を固定することによって、１Ｖ期間において画素電極５３３に印加される実効電
圧を固定することができ、表示ムラが発生するという問題や、ＤＣバランスを取ることが
難しくなってしまうという問題を回避することができる。
【０１２７】
　従って、本実施形態の表示装置１においては、図９からもわかるように、ＥＰＤ５３内
における部分駆動領域内の走査線の数を５以上に増やすことができない。例えば、表示装
置１の使用者が指示器７０を用いて手書き入力したときの指示器７０の移動速度が速かっ
た場合、ＣＰＵ２０は、手書き画像データに含まれる黒の表示となるように制御する画素
５３０（図７（ｂ）において黒塗りで示している画素５３０）が存在する画素行を４行に
制限する。これにより、部分駆動領域内の走査線の数を４に制限することができる。この
場合、ＣＰＵ２０は、位置検出部１０から入力された４を越えた分の座標情報を一時記憶
しておき、遅れた書き込みを行うように手書き画像データを生成することによって、５以
上の部分駆動領域内の走査線の数に対応することができる。
【０１２８】
　また、逆に、表示ムラや信頼性を重要視しない用途においては、電気泳動素子５３５に
印加されるハイレベルの電位の印加時間を固定せず、さらに、Ｖ期間も固定しないように
制御することもできる。この場合は、ＥＰＤ５３内における部分駆動領域内の走査線の数
を５以上に増やすこともできる。また、電気泳動素子５３５に印加されるハイレベルの電
位の印加時間を１６０ｍｓというように厳密に固定しないことによって、ＥＰＤモジュー
ル５０内のＥＰＤ５３の表示の自由度を上げることもできる。例えば、部分駆動領域内の
Ｈ期間を１０ｍｓとし、部分駆動領域内の走査線の数を５行とした場合、Ｖ期間は５０ｍ
ｓとなる。この場合は、手書き画像データに対応した画素５３０への書き込みに必要なフ
レーム数を３フレームとすることによって、電気泳動素子５３５に印加されるハイレベル
の電位の印加時間を１５０ｍｓとし、目標とする１６０ｍｓの電位の印加時間に近づける
ことができる。
【０１２９】
＜第２の駆動タイミング＞
　次に、本実施形態の表示装置１における電気光学装置の別の駆動タイミングについて説
明する。なお、本第２の駆動タイミングは、図６のステップＳ２３０に示した、部分駆動
モードによって手書き画像データに対応する画素５３０に手書き画像データを書き込む場
合の駆動タイミングである。また、表示装置１の使用者が指示器７０を用いて手書き入力
した書き込み軌跡およびＣＰＵ２０によって生成される手書き画像データは、図７に示し
た本実施形態の表示装置１に備えたＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３上に手書き入力
された書き込み軌跡および第１の手書き画像データと同様であるため、説明を省略する。
【０１３０】
　図１０は、本実施形態の表示装置１に備えたＥＰＤモジュール５０の第２の駆動タイミ
ングの概略を示したタイミングチャートである。なお、図１０に示したタイミングチャー
トは、図８に示した第１の駆動タイミングと同様に、１Ｖ期間を、全画面駆動モードの８
０ｍｓに対して、４０ｍｓとすることにより、表示装置１において表示する手書き画像デ
ータの更新頻度を向上させている。そして、図１０に示した第２の駆動タイミングも、図
８に示した第１の駆動タイミングと同様に、ＥＰＤ５３内の各画素への書き込みを、４Ｖ
期間で行ことによって、電気泳動素子５３５に印加されるハイレベル（＋１５Ｖ）の電位
の印加時間である１６０ｍｓを確保している。
【０１３１】
　なお、図１０に示したタイミングチャートは、図８に示した第１の駆動タイミングと同
様に、図７（ｂ－３）に示した第３フレームの手書き画像データと、図７（ｂ－４）に示
した第４フレームの手書き画像データとをＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３に表示さ
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せるときの駆動タイミングを示している。
【０１３２】
　図８に示した第１の駆動タイミングと、本第２の駆動タイミングとの違いは、部分駆動
領域内においてＥＰＤコントローラー３０が走査線駆動回路５１に出力する書き込みクロ
ック信号の周波数が固定の周波数ではなく、部分駆動領域内において手書き画像データの
書き込みを行うＥＰＤ５３の画素行の行数、すなわち、走査線に駆動信号を出力する本数
に応じて書き込みクロック信号の周波数が変更されることである。ただし、書き込みクロ
ック信号の周波数が変更しても、１Ｖ期間を４０ｍｓに固定することには変わりはなく、
Ｖ期間を短縮して表示装置１において表示する手書き画像データの更新頻度を向上させる
ことにも変わりはない。この書き込みクロック信号の周波数の出力制御の違いによって、
本第２の駆動タイミングでは、フレーム間インターバルを挿入する期間がないため、ＥＰ
Ｄコントローラー３０は、走査線駆動回路５１に出力するクロック信号を停止する制御を
行わない。
【０１３３】
　より具体的に本第２の駆動タイミングについて説明する。図１０に示すように、第３フ
レームのＶ期間が開始すると、ＥＰＤコントローラー３０は、空送りクロック信号を走査
線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネーブル信号をローレベルとする。これにより
、走査線１～８に出力される駆動信号がローレベルに固定され、ＥＰＤ５３内の１行目お
よび２行目の画素５３０への書き込みがスキップ（高速空送り）される。また、ＥＰＤコ
ントローラー３０は、高速空送りの期間中にデータ線駆動回路５２に出力する手書き画像
データをローレベルとする。これにより、データ線駆動回路５２から出力されるデータ線
の電位が共通電極５３４と同じローレベルの電位となり、ＥＰＤ５３内の１行目および２
行目の画素５３０の表示が維持される。
【０１３４】
　続いて、タイミングｔ１において第３フレームの部分駆動領域内となると、ＥＰＤコン
トローラー３０は、部分駆動領域内において走査線に駆動信号を出力する本数に応じた周
波数の書き込みクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネーブル信
号をハイレベルとする。これにより、走査線３～５に出力される駆動信号が順次ハイレベ
ルとなる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、データ線駆動回路５２に第３フレームの
手書き画像データを出力する。これにより、ＥＰＤ５３内の３行目から５行目の各画素５
３０に備えたＴＦＴ５３１は、駆動信号のハイレベルによってオン状態となり、図７（ｂ
－３）に示した第３フレームの手書き画像データが対応する画素５３０に書き込まれる。
【０１３５】
　続いて、タイミングｔ２において部分駆動領域外となると、ＥＰＤコントローラー３０
は、空送りクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネーブル信号を
ローレベルとする。これにより、走査線１～８に出力される駆動信号がローレベルに固定
され、ＥＰＤ５３内の６行目～８行目の画素５３０への書き込みが高速空送りされる。ま
た、ＥＰＤコントローラー３０は、高速空送りの期間中にデータ線駆動回路５２に出力す
る手書き画像データをローレベルとする。これにより、データ線駆動回路５２から出力さ
れるデータ線の電位が共通電極５３４と同じローレベルの電位となり、ＥＰＤ５３内の６
行目～８行目の画素５３０の表示が維持される。
【０１３６】
　続いて、タイミングｔ３において第４フレームのＶ期間が開始すると、ＥＰＤコントロ
ーラー３０は、空送りクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネー
ブル信号をローレベルとする。これにより、走査線１～８に出力される駆動信号がローレ
ベルに固定され、ＥＰＤ５３内の１行目および２行目の画素５３０への書き込みが高速空
送りされる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、高速空送りの期間中にデータ線駆動回
路５２に出力する手書き画像データをローレベルとする。これにより、データ線駆動回路
５２から出力されるデータ線の電位が共通電極５３４と同じローレベルの電位となり、Ｅ
ＰＤ５３内の１行目および２行目の画素５３０の表示が維持される。
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【０１３７】
　続いて、タイミングｔ４において第４フレームの部分駆動領域内となると、ＥＰＤコン
トローラー３０は、部分駆動領域内において走査線に駆動信号を出力する本数に応じた周
波数の書き込みクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネーブル信
号をハイレベルとする。これにより、走査線３～６に出力される駆動信号が順次ハイレベ
ルとなる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、データ線駆動回路５２に第４フレームの
手書き画像データを出力する。これにより、ＥＰＤ５３内の３行目から６行目の各画素５
３０に備えたＴＦＴ５３１は、駆動信号のハイレベルによってオン状態となり、図７（ｂ
－４）に示した第４フレームの手書き画像データが対応する画素５３０に書き込まれる。
【０１３８】
　続いて、タイミングｔ５において部分駆動領域外となると、ＥＰＤコントローラー３０
は、空送りクロック信号を走査線駆動回路５１に出力すると共に、出力イネーブル信号を
ローレベルとする。これにより、走査線１～８に出力される駆動信号がローレベルに固定
され、ＥＰＤ５３内の７行目および８行目の画素５３０への書き込みが高速空送りされる
。また、ＥＰＤコントローラー３０は、高速空送りの期間中にデータ線駆動回路５２に出
力する手書き画像データをローレベルとする。これにより、データ線駆動回路５２から出
力されるデータ線の電位が共通電極５３４と同じローレベルの電位となり、ＥＰＤ５３内
の７行目および８行目の画素５３０の表示が維持される。
【０１３９】
　以降、図７（ｂ－５）に示した第５フレームの手書き画像データの画素５３０への書き
込みが続けられる。
【０１４０】
　なお、図１０に示した第２の駆動タイミングにおいて、第３フレーム中のタイミングｔ
１からタイミングｔ２までの期間、および第４フレーム中のタイミングｔ４からタイミン
グｔ５までの期間が、「一部の画素に接続された走査線を選択してデータ線を介して一部
の画素に表示画像データを入力する第１ステップ」に相当する。また、第３フレームの開
始からタイミングｔ１までの期間、タイミングｔ２からタイミングｔ３までの期間、第４
フレーム中のタイミングｔ３からタイミングｔ４までの期間、およびタイミングｔ５から
第４フレームの終了までの期間が、「一部の画素が接続されていない走査線を選択する第
２ステップ」に相当する。
【０１４１】
　次に、書き込みクロック信号の周波数について説明する。書き込みクロック信号の周波
数、すなわち、部分駆動領域内における１Ｈ期間は、走査線に駆動信号を出力する本数に
基づいて変更される。そして、図８に示した第１の駆動タイミングと同様に、部分駆動領
域外の１Ｈ期間におけるクロック信号の周期を高くし、部分駆動領域外の１Ｈ期間が“０
”であると仮定すると、本実施形態の表示装置１において、ＥＰＤモジュール５０内のＥ
ＰＤ５３に表示する１画面（１フレーム）の画像の更新に要するＶ期間（フレーム周期）
は、部分駆動領域内のＨ期間（走査線期間）と、部分駆動領域内の走査線の数（走査線数
）とから、下式（４）のように表される。
【０１４２】
　　Ｖ期間＝Ｈ期間×走査線数・・・（４）
【０１４３】
　ここで、本第２の駆動タイミングにおいても、１Ｖ期間は４０ｍｓに固定しているため
、部分駆動領域内のＨ期間は、部分駆動領域内の走査線の数に応じて変更される。この部
分駆動領域内のＨ期間は、上式（４）から、下式（５）のように求めることができる。
【０１４４】
　　Ｈ期間＝Ｖ期間／走査線数
　　　　　＝４０ｍｓ／走査線数・・・（５）
【０１４５】
　上式（５）に基づいて部分駆動領域内の走査線の数と、部分駆動領域内のＨ期間とをま
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とめた表が、図１１となる。従って、本第２の駆動タイミングによってＥＰＤモジュール
５０を制御する際には、ＥＰＤコントローラー３０は、ＣＰＵ２０から入力された表示位
置制御信号に含まれる表示開始ラインと表示終了ラインとの情報に基づいて、Ｈ期間が図
１１に示したＨ期間となるように、ＥＰＤモジュール５０内の走査線駆動回路５１とデー
タ線駆動回路５２とを制御する。
【０１４６】
　より具体的には、ＥＰＤコントローラー３０は、部分駆動領域内において、以下のよう
な手順でＥＰＤモジュール５０を制御する。なお、ここでは、１Ｈ期間の中に１行分の手
書き画像データに対応した電位を、データ線駆動回路５２から全ての画素５３０のデータ
線に、出力するのに必要な時間は、１０ｍｓであるとする。そして、以下の手順では、デ
ータ線駆動回路５２は、２行分の手書き画像データを記憶するための記憶領域を備えてお
り、ＥＰＤコントローラー３０は、１行前の画素５３０の書き込み期間中に、次に書き込
みを行う画素行の手書き画像データをデータ線駆動回路５２に予めセット（出力）してお
くものとして説明する。
【０１４７】
（手順１）：まず、データ線駆動回路５２は、１行前の書き込み期間中にセットされた手
書き画像データに対応した電位を、各画素５３０のデータ線に出力する。
（手順２）：ＥＰＤコントローラー３０は、次の書き込み期間にデータ線駆動回路５２か
ら出力する手書き画像データを、１０ｍｓかけてデータ線駆動回路５２にセットする。
（手順３）：図１１に示した１Ｈ期間からデータ線駆動回路５２の制御に必要な時間（１
０ｍｓ）を差し引いた時間だけ待機（ブランキング期間を挿入）する。
（手順４）：ＥＰＤコントローラー３０は、走査線駆動回路５１に入力するクロック信号
を反転させ、走査線駆動回路５１が出力する駆動信号を次の走査線に移行させる。
【０１４８】
　上記に述べたように、本実施形態の表示装置１におけるＥＰＤモジュール５０の第２の
駆動タイミングでは、画素５３０への書き込みをスキップする画素行のＨ期間を短縮（高
速空送り）することによって、早いタイミングで部分駆動領域の画素５３０に対して手書
き画像データを書き込むことができる。また、本第２の駆動タイミングでは、ＥＰＤモジ
ュール５０内のＥＰＤ５３上に手書き画像データを表示するＶ期間を４０ｍｓに固定する
ことができる。これにより、表示装置１において表示する手書き画像データの更新頻度を
向上することができる。この結果、従来の表示装置においてペン型の指示器が移動した軌
跡を合成して画像を更新する場合に比べて、同じ速度でペン型の指示器が移動した場合の
画像の更新回数が多くなり、軌跡を滑らかに表示することができる。
【０１４９】
　なお、図１０に示した第２の駆動タイミングでは、図８に示した第１の駆動タイミング
と同様に、１フレームで画素５３０を黒の表示に更新することができる画素行は、４行ま
でという制限がある。しかし、図８に示した第１の駆動タイミングと同様に、表示ムラや
信頼性を重要視しない用途においては、電気泳動素子５３５に印加されるハイレベルの電
位の印加時間を固定しないことによって、ＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３の表示の
自由度を上げることもできる。
【０１５０】
　また、ＥＰＤコントローラー３０は、図８に示した第１の駆動タイミングと図１０に示
した第２の駆動タイミングとを合わせた形式の駆動タイミングによって、ＥＰＤモジュー
ル５０を制御することもできる。より具体的には、例えば、図８に示した第１の駆動タイ
ミングのようにフレーム間インターバルを挿入するフレームにおいても、部分駆動領域内
のＨ期間を変更しても良い。この場合、挿入するフレーム間インターバルは、Ｈ期間の時
間を考慮して求められたフレーム間インターバル時間のフレーム間インターバルを挿入す
ることもできる。例えば、図１１においては、部分駆動領域内の走査線の数が“３”であ
るとき、部分駆動領域内のＨ期間は１３．３ｍｓであるが、このときのＨ期間を１０ｍｓ
として、差分の時間をフレーム間インターバル時間とすることもできる。
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【０１５１】
＜第３の駆動タイミング＞
　次に、本実施形態の表示装置１における電気光学装置のさらに別の駆動タイミングにつ
いて説明する。なお、本第３の駆動タイミングは、図６のステップＳ２３０に示した、部
分駆動モードによって手書き画像データに対応する画素５３０に手書き画像データを書き
込む場合において、部分駆動領域外の高速空送りを行わず、図１５に示した従来の表示装
置に備えた電気光学装置の駆動タイミングと同じＶ期間で画素５３０に手書き画像データ
を書き込む場合の駆動タイミングである。
【０１５２】
　まず、本第３の駆動タイミングの説明に先立って、ＣＰＵ２０によって生成される手書
き画像データについて説明する。図１２は、本実施形態の表示装置１に備えたＥＰＤモジ
ュール５０内のＥＰＤ５３上に手書き入力された書き込み軌跡および第２の手書き画像デ
ータを明示的に表した図である。なお、図１２（ａ）の手書き入力の書き込み軌跡は、図
７（ａ）の手書き入力の書き込み軌跡と同じである。また、図１２（ｂ）は、表示装置１
の使用者が指示器７０を用いて、１６０ｍｓの間に、図１２（ａ）に示したような、左上
から右下方向に進む斜めの直線の軌跡の線が手書き入力された場合に、ＣＰＵ２０によっ
て生成される第２の手書き画像データのフレームを示している。なお、本第３の駆動タイ
ミングにおいては、従来の表示装置に備えた電気光学装置と同様に、手書き画像データの
更新、すなわち、ＥＰＤ５３内の各画素への書き込みを２Ｖ期間で行うため、ＣＰＵ２０
は、図１２（ｂ）に示したような４フレームの手書き画像データを生成する。
【０１５３】
　なお、図１２（ｂ）に示した各フレームにおける黒塗りで表示されている位置の画素５
３０は、図７（ｂ）に示した第１の手書き画像データと同様に、当該フレームにおいて画
素５３０が黒の表示となるように、画素電極５３３に表示画像データに応じたハイレベル
の電位が印加される画素５３０の位置を表している。また、図１２（ｂ）に示した各フレ
ームにおける白抜きで表示されている位置の画素５３０も、図７（ｂ）に示した第１の手
書き画像データと同様に、当該フレームにおいて画素５３０が前回書き込まれた表示状態
を維持するように、画素電極５３３には電位を印加しない、もしくは共通電極５３４と同
じローレベルの電位を印加することによって、電気泳動素子５３５内の黒粒子５３５３ま
たは白粒子５３５２が電気泳動しないように制御する画素５３０の位置を表している。な
お、前回書き込まれた表示状態とは、図７（ｂ）に示した第１の手書き画像データの表示
状態と同様に、例えば、前回の書き込みが全白消去であった場合には、白の表示状態を表
し、前回の書き込みが手書き画像データに応じた黒表示であった場合には、黒の表示状態
を表す。
【０１５４】
　次に、本第３の駆動タイミングについて説明する。図１３は、本実施形態の表示装置１
に備えたＥＰＤモジュール５０の第３の駆動タイミングの概略を示したタイミングチャー
トである。図１３に示した本第３の駆動タイミングでは、１Ｖ期間を、全画面駆動モード
と同様の８０ｍｓとすることにより、表示装置１において表示する手書き画像データの更
新を容易にしている。この手書き画像データの更新を容易にするため、ＥＰＤ５３内の各
画素への書き込みは、２Ｖ期間で行う。すなわち、電気泳動素子５３５に印加されるハイ
レベル（＋１５Ｖ）の電位の印加時間は、全画面駆動モードと同様の１６０ｍｓである。
従って、図１２（ｂ）において黒塗りで表示されている画素５３０は、２フレームの手書
き画像データの書き込みで黒の表示となる。
【０１５５】
　なお、図１３に示したタイミングチャートは、図１２（ｂ－２）に示した第２フレーム
の手書き画像データと、図１２（ｂ－３）に示した第３フレームの手書き画像データとを
ＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３に表示させるときの駆動タイミングを示している。
図１３に示した第３の駆動タイミングでは、図１２（ｂ－２）および図１２（ｂ－３）に
示した黒塗り画素５３０に対する手書き画像データのみの書き込みを行う。
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【０１５６】
　以下の説明においては、手書き画像データの書き込みを行わない領域を「非書き込み領
域」という。また、逆に、手書き画像データの書き込みを行う領域を「書き込み領域」と
いう。なお、非書き込み領域および書き込み領域においてＥＰＤコントローラー３０から
走査線駆動回路５１に出力するクロック信号の周波数は、全画面駆動モードにおけるクロ
ック信号の周波数と同じである。従って、図８に示した第１の駆動タイミング、図１０に
示した第２の駆動タイミングのようにＶ期間の短縮は行われない。しかし、図１３に示し
た第３の駆動タイミングでは、手書き画像データの書き込みを行う画素行の走査線のみに
駆動信号を出力するため、全画面駆動モードに対して表示装置１自体の消費電力の低減を
望むことができる。
【０１５７】
　より具体的には、ＥＰＤコントローラー３０は、非書き込み領域の間は、出力イネーブ
ル信号をローレベルとして、走査線駆動回路５１から走査線１～８に出力される駆動信号
をローレベルに固定する。また、ＥＰＤコントローラー３０は、書き込み領域の間は、出
力イネーブル信号をハイレベルとして、ＥＰＤ５３内の画素５３０に表示画像データの電
位の書き込みを行う画素行の走査線１～８に出力される駆動信号をハイレベルとする。
【０１５８】
　また、ＥＰＤコントローラー３０は、非書き込み領域において出力イネーブル信号をロ
ーレベルとしている期間中、データ線駆動回路５２から各画素５３０のデータ線に出力さ
れる電位を共通電極５３４と同じ電位とする。これは、図８に示した第１の駆動タイミン
グ、図１０に示した第２の駆動タイミングの部分駆動領域外と同様に、画素５３０内の画
素電極５３３と共通電極５３４との間の電位差をなくすことによって、画素５３０の表示
の劣化を防止するためである。
【０１５９】
　ここで、より具体的に本第３の駆動タイミングについて説明する。図１３に示すように
、第２フレームのＶ期間が開始すると、ＥＰＤコントローラー３０は、出力イネーブル信
号をローレベルとする。これにより、走査線１～８に出力される駆動信号がローレベルに
固定され、ＥＰＤ５３内の１行目および２行目の画素５３０への書き込みが行われない状
態となる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、非書き込み領域の期間中にデータ線駆動
回路５２に出力する手書き画像データをローレベルとする。これにより、データ線駆動回
路５２から出力されるデータ線の電位が共通電極５３４と同じローレベルの電位となり、
ＥＰＤ５３内の１行目および２行目の画素５３０の表示が維持される。
【０１６０】
　続いて、タイミングｔ１において第２フレームの書き込み領域となると、ＥＰＤコント
ローラー３０は、出力イネーブル信号をハイレベルとする。これにより、走査線３および
走査線４に出力される駆動信号が順次ハイレベルとなる。また、ＥＰＤコントローラー３
０は、データ線駆動回路５２に第２フレームの手書き画像データを出力する。これにより
、ＥＰＤ５３内の３行目および４行目の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１は、駆動信号
のハイレベルによってオン状態となり、図１２（ｂ－２）に示した第２フレームの手書き
画像データが対応する画素５３０に書き込まれる。
【０１６１】
　続いて、タイミングｔ２において非書き込み領域となると、ＥＰＤコントローラー３０
は、出力イネーブル信号をローレベルとする。これにより、走査線１～８に出力される駆
動信号がローレベルに固定され、ＥＰＤ５３内の５行目～８行目の画素５３０への書き込
みが行われない状態となる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、非書き込み領域の期間
中にデータ線駆動回路５２に出力する手書き画像データをローレベルとする。これにより
、データ線駆動回路５２から出力されるデータ線の電位が共通電極５３４と同じローレベ
ルの電位となり、ＥＰＤ５３内の５行目～８行目の画素５３０の表示が維持される。
【０１６２】
　続いて、タイミングｔ３において第３フレームのＶ期間が開始すると、ＥＰＤコントロ
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ーラー３０は、出力イネーブル信号をローレベルとする。これにより、走査線１～８に出
力される駆動信号がローレベルに固定され、ＥＰＤ５３内の１行目～４行目の画素５３０
への書き込みが行われない状態となる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、非書き込み
領域の期間中にデータ線駆動回路５２に出力する手書き画像データをローレベルとする。
これにより、データ線駆動回路５２から出力されるデータ線の電位が共通電極５３４と同
じローレベルの電位となり、ＥＰＤ５３内の１行目～４行目の画素５３０の表示が維持さ
れる。
【０１６３】
　続いて、タイミングｔ４において第３フレームの書き込み領域となると、ＥＰＤコント
ローラー３０は、出力イネーブル信号をハイレベルとする。これにより、走査線５および
走査線６に出力される駆動信号が順次ハイレベルとなる。また、ＥＰＤコントローラー３
０は、データ線駆動回路５２に第３フレームの手書き画像データを出力する。これにより
、ＥＰＤ５３内の５行目および６行目の各画素５３０に備えたＴＦＴ５３１は、駆動信号
のハイレベルによってオン状態となり、図１２（ｂ－３）に示した第３フレームの手書き
画像データが対応する画素５３０に書き込まれる。
【０１６４】
　続いて、タイミングｔ５において非書き込み領域となると、ＥＰＤコントローラー３０
は、出力イネーブル信号をローレベルとする。これにより、走査線１～８に出力される駆
動信号がローレベルに固定され、ＥＰＤ５３内の７行目および８行目の画素５３０への書
き込みが行われない状態となる。また、ＥＰＤコントローラー３０は、非書き込み領域の
期間中にデータ線駆動回路５２に出力する手書き画像データをローレベルとする。これに
より、データ線駆動回路５２から出力されるデータ線の電位が共通電極５３４と同じロー
レベルの電位となり、ＥＰＤ５３内の７行目および８行目の画素５３０の表示が維持され
る。
【０１６５】
　以降、図１２（ｂ－４）に示した第４フレームの手書き画像データの画素５３０への書
き込みが続けられる。
【０１６６】
　上記に述べたように、本実施形態の表示装置１におけるＥＰＤモジュール５０の第３の
駆動タイミングでは、手書き画像データの更新を行う画素行にのみ手書き画像データの書
き込みを行うことによって、部分駆動モードの制御を簡略化することができる。これによ
り、表示装置１において表示する手書き画像データの更新頻度を向上することはできない
が、表示装置１の消費電力を低減することができる。
【０１６７】
　上記に述べたとおり、本実施形態の表示装置１では、表示装置１の使用者によって手書
き入力がされたときには、ＥＰＤモジュール５０の全画面を書き換えるのではなく、部分
駆動モードによってＥＰＤモジュール５０の手書き入力がされた範囲のみを書き換えるこ
とができる。
【０１６８】
　また、本実施形態の表示装置１では、ＥＰＤ５３の画素に書き込みを行う期間（Ｈ期間
）を短くすることができない場合においても、ＥＰＤモジュール５０を部分駆動モードで
制御することによって、手書き入力がされた範囲以外の書き込み期間を短くして、Ｖ期間
を短縮することができる。その結果、手書き画像データに対応して画素の表示を書き換え
る場合のフレームレートを向上することができ、画像の更新頻度を向上させることができ
る。また、画像の更新頻度を向上させることによって、従来の表示装置においてペン型の
指示器が移動した軌跡に比べて、同じ速度でペン型の指示器が移動した場合の軌跡を滑ら
かに表示することができる。例えば、従来の表示装置では、図１２（ｂ）に示したような
手書き画像のフレームが順次表示されるため、ペン型の指示器の軌跡を表す画像の変化は
大きいが、本実施形態の表示装置１においては、図７（ｂ）に示したような手書き画像の
フレームが順次表示されるため、ペン型の指示器の軌跡を表す画像の変化が小さいため、
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ペン型の指示器の軌跡を滑らかに表示することができる。より具体的には、従来の表示装
置では、図１２（ｂ－２）に示した第２フレームと図１２（ｂ－３）に示した第３フレー
ムのように、ペン型の指示器の軌跡を表す画像の変化は２画素であるのに対し、本実施形
態の表示装置１においては、図７（ｂ）内の全てのフレームにおいてペン型の指示器の軌
跡を表す画像の変化は１画素である。
【０１６９】
＜電子機器＞
　次に、本発明に係る電子機器について説明する。図１４は、本実施形態の電気光学装置
を適用した電子機器の例を説明する斜視図である。
　図１４（ａ）は、電子機器の一例である表示装置１を示す斜視図である。この表示装置
１は、フレーム１０１と、操作部１０２と、本発明の電気光学装置の駆動方法および駆動
制御装置によって制御される表示部１０３と、を備えている。表示部１０３は、ＥＰＤモ
ジュール５０内のＥＰＤ５３の表示している画像データが使用者によって確認できるよう
になっている。
　図１４（ｂ）は、電子機器の一例である電子ブックを示す斜視図である。この電子ブッ
ク１０００は、ブック形状のフレーム１００１と、このフレーム１００１に対して回動自
在に設けられた（開閉可能な）カバー１００２と、操作部１００３と、本発明の電気光学
装置の駆動方法および駆動制御装置によって制御される表示部１００４と、を備えている
。
　図１４（ｃ）は電子ペーパー１１００の構成を示す斜視図である。電子ペーパー１１０
０は可撓性を有し、従来の紙と同様の質感及び柔軟性を有する書き換え可能なシートから
なる本体１１０１と、本発明の電気光学装置の駆動方法および駆動制御装置によって制御
される表示部１１０２と、を備えている。この電子ペーパー１１００は、使用者が紙等の
印刷物と同等な感覚でアンダーラインを引くなどして使うことができる。
【０１７０】
　上記の表示装置１、電子ブック１０００、および電子ペーパー１１００は、本発明電気
光学装置の駆動方法および駆動制御装置が採用されているため、使用者が手書き入力した
範囲のみを書き換えることができる。
【０１７１】
　上記に述べたとおり、本発明を実施するための形態によれば、使用者によって手書き入
力がされたときに、表示部の全画面を書き換えるのではなく、手書き入力がされた範囲の
みを書き換えることができる。
【０１７２】
　また、本発明を実施するための形態によれば、手書き入力に応じて表示部に表示されて
いる表示内容を更新する際の更新頻度を向上することができる。これにより、従来の電子
機器に比べて滑らかに表示を更新することができる。
【０１７３】
　また、本発明を実施するための形態によれば、手書き入力に応じて表示部に表示されて
いる表示内容を更新する際に、更新頻度を従来の電子機器と同等にした場合には、電子機
器の消費電力を低減することができる。
【０１７４】
　なお、本実施形態においては、連続した１つの部分駆動領域を駆動する場合について説
明したが、本発明の電気光学装置の駆動方法、駆動制御装置、および電子機器は、本発明
を実施するための形態に限定されるものではなく、複数の部分駆動領域を設定し、複数の
部分駆動領域外の画素行への書き込みを高速空送りする構成としてもよい。
【０１７５】
　なお、高速空送りをする時間が無視できないほど部分駆動領域外の走査線の数が多い、
または走査線駆動回路に入力するクロック信号の周波数を十分高くできない場合には、部
分駆動領域内の走査線に駆動信号を出力するまでの時間、すなわち、表示部における表示
の更新が開始されるまでの時間が長くなってしまうことが考えられる。この場合、走査線
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駆動回路の構成を、任意の表示開始ラインと表示終了ラインとを入力することによって、
走査線に駆動信号を出力するまでの待ち時間をほぼ“０”とすることができるデコーダ型
の走査線駆動回路とすることによって、早いタイミングで部分駆動領域内の走査線に駆動
信号を出力することができる構成とすることもできる。この構成によって、手書き入力に
応じて表示部に表示されている表示内容の更新頻度を向上することができる。
【０１７６】
　なお、本実施形態においては、白粒子５３５２が負（マイナス：－）、黒粒子５３５３
が正（プラス：＋）に帯電している場合について説明したが、本発明を実施するための形
態に限定されるものではなく、白粒子５３５２と黒粒子５３５３とが逆の極性、すなわち
、白粒子５３５２が正（プラス：＋）、黒粒子５３５３が負（マイナス：－）に帯電して
いる場合でも、本実施形態と同様に考えることもできる。
【０１７７】
　また、本実施形態においては、白表示の状態と黒表示の状態との２つの状態を表示する
、いわゆるモノクロの表示階調であるＥＰＤモジュール５０の場合について説明したが、
本発明を実施するための形態に限定されるものではなく、中間の階調を表示することがで
きるＥＰＤモジュールに対しても本発明の電気光学装置の駆動方法、駆動制御装置を適用
することができる。
【０１７８】
　なお、本実施形態においては、走査線駆動回路５１とデータ線駆動回路５２とを備えた
アクティブマトリクス方式のＥＰＤモジュール５０を示したが、本発明を実施するための
形態に限定されるものではなく、ＥＰＤモジュール５０としては、パッシブマトリクス方
式やセグメント駆動方式の電気泳動ディスプレイであってもよい。また、他のアクティブ
マトリクス方式を採用してもよい。例えば、画素毎に選択トランジスターと駆動トランジ
スターと保持容量とを備え、選択トランジスターのドレイン及び保持容量の一方の電極が
駆動トランジスターのゲートに接続されている２Ｔ１Ｃ（２トランジスター１キャパシタ
）方式を採用してもよい。あるいは、画素毎に、選択トランジスターのドレインに接続さ
れたラッチ回路を備えたＳＲＡＭ方式を採用してもよく、ラッチ回路の出力により画素電
極と制御線との接続を制御する方式であってもよい。いずれの方式においても、走査線に
より選択トランジスターが選択された際に、データ線からの画像信号が選択トランジスタ
ーを介して画素回路内に供給され、画素電極は、当該画像信号に応じた電位となる。
　これらの方式であっても、ＥＰＤモジュール５０内のＥＰＤ５３の一部の画素５３０を
選択的に駆動することができ、本発明の電気光学装置の駆動方法を適用して画像表示を行
うことができる。
【０１７９】
　また、本実施形態においては、画素の行方向および列方向の配置に関して、８行８列の
二次元的に配列されている例を示したが、画素の行方向および列方向の配置は、本発明を
実施するための形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において
画素を配置する行方向および列方向の数を変更することができる。
【０１８０】
　また、本実施形態においては、表示装置１内に位置検出部１０を備え、表示装置１の使
用者が指示器７０を用いて手書き入力した軌跡に基づいて手書き画像データを生成し、こ
の生成した手書き画像データに対応する画素５３０に書き込みを行う場合について説明し
たが、本発明の電気光学装置の駆動方法、駆動制御装置、および電子機器は、本発明を実
施するための形態に限定されるものではなく、部分駆動モードによってＥＰＤモジュール
５０の一部の画素５３０のみに書き込みを行う電気光学装置に適用することができる。例
えば、現在表示している画像の一部を選択することによってポップアップメニューが表示
されるような場合においても、ポップアップメニューの画像データを本実施形態の手書き
画像データと同様に扱い、ポップアップメニューの画像データに対応する画素５３０のみ
に書き込みを行うようにすることもできる。
【０１８１】
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　また、本実施形態においては、電気泳動によって表示を行うＥＰＤの場合について説明
したが、本発明の電気光学装置の駆動方法、駆動制御装置、および電子機器は、ＬＣＤ（
液晶ディスプレイ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）にも適用すること
ができる。なお、本発明の駆動方法および駆動制御装置をＬＣＤに適用した場合、ＬＣＤ
の表示がちらつく、いわゆるフリッカーが発生することも考えられるが、例えば、図１０
に示した第２の駆動タイミングと図８に示した第１の駆動タイミングとを合わせた形式の
駆動タイミングによって、フリッカーが発生しないＨ期間とフレーム間インターバル時間
とを設定することによって、使用者による手書き入力を早いタイミングで反映することが
できる。また、ＬＣＤの消費電力も低減することができる。
【０１８２】
　以上、本発明の実施形態について、図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲においての種々の
変更も含まれる。
【符号の説明】
【０１８３】
１・・・表示装置（電気光学装置，電子機器）
１０・・・位置検出部（位置検出手段）
２０・・・ＣＰＵ
３０・・・ＥＰＤコントローラー（駆動制御装置）
４０・・・画像メモリー
５０・・・ＥＰＤモジュール
５１・・・走査線駆動回路（画素駆動部）
５１１・・・シフトレジスタ
５１２・・・出力選択回路
５１３・・・レベルシフタ
５２・・・データ線駆動回路（画素駆動部）
５３・・・ＥＰＤ（表示部）
５３０・・・画素（表示画素）
５３１・・・ＴＦＴ
５３２・・・キャパシタ
５３３・・・画素電極
５３４・・・共通電極
５３５・・・電気泳動素子
５３５２・・・白粒子
５３５３・・・黒粒子
６０・・・共通電極電源
６１，６２・・・切り替えスイッチ
７０・・・指示器（指示体）
ＶＣＯＭ・・・共通電極の電位
１０００・・・電子ブック（電子機器）
１１００・・・電子ペーパー（電子機器）
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