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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気泳動粒子を含む電気泳動素子を挟持して対向する第１基板及び第２基板と、前記第
１基板の前記電気泳動素子側に形成された複数の第１電極と、前記第２基板の前記電気泳
動素子側に形成され、複数の前記第１電極と対向する第２電極と、を備えた電気泳動表示
装置の駆動方法であって、
　前記第２電極を電気的に切断した状態で、
　複数の前記第１電極のうち一部の前記第１電極に第１の電位を入力し、他の一部の前記
第１電極に前記第１の電位と異なる第２の電位を入力することで、前記電気泳動素子を駆
動し、
　前記第２の電位を入力する前記第１電極の合計面積と、前記第１の電位を入力する前記
第１電極の合計面積とが、略同一であることを特徴とする電気泳動表示装置の駆動方法。
【請求項２】
　電気泳動粒子を含む電気泳動素子を挟持して対向する第１基板及び第２基板と、前記第
１基板の前記電気泳動素子側に形成された複数の第１電極と、前記第２基板の前記電気泳
動素子側に形成され、複数の前記第１電極と対向する第２電極と、を備えた電気泳動表示
装置の駆動方法であって、
　前記第２電極を電気的に切断した状態で、
　複数の前記第１電極のうち一部の前記第１電極に第１の電位を入力し、他の一部の前記
第１電極に前記第１の電位と異なる第２の電位を入力することで、前記電気泳動素子を駆
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動し、
　前記第２の電位を入力する前記第１電極の合計面積が、前記第１の電位を入力する前記
第１電極の合計面積の１倍以上３倍以下であることを特徴とする電気泳動表示装置の駆動
方法。
【請求項３】
　電気泳動粒子を含む電気泳動素子を挟持して対向する第１基板及び第２基板と、前記第
１基板の前記電気泳動素子側に形成された複数の第１電極と、前記第２基板の前記電気泳
動素子側に形成され、複数の前記第１電極と対向する第２電極と、を備えた電気泳動表示
装置の駆動方法であって、
　前記第２電極を電気的に切断した状態で、
　複数の前記第１電極のうち一部の前記第１電極に第１の電位を入力し、他の一部の前記
第１電極に前記第１の電位と異なる第２の電位を入力することで、前記電気泳動素子を駆
動し、
　前記第１の電位を入力される前記第１電極の合計面積と、前記第２の電位を入力される
前記第１電極の合計面積との比率に応じて、
　前記第１電極に入力する前記第１若しくは第２の電位の少なくとも一方を変更し、又は
前記第１電極に電位を入力する期間を変更することを特徴とする電気泳動表示装置の駆動
方法。
【請求項４】
　電気泳動粒子を含む電気泳動素子を挟持して対向する第１基板及び第２基板と、前記第
１基板の前記電気泳動素子側に形成された複数の第１電極と、前記第２基板の前記電気泳
動素子側に形成され、複数の前記第１電極と対向する第２電極と、を備えた電気泳動表示
装置の駆動方法であって、
　前記第２電極を電気的に切断した状態で、
　複数の前記第１電極のうち一部の前記第１電極に第１の電位を入力し、他の一部の前記
第１電極に前記第１の電位と異なる第２の電位を入力することで、前記電気泳動素子を駆
動し、
　前記第１又は第２の電位を入力する前記第１電極以外の前記第１電極を、電気的に切断
した状態とすることを特徴とする電気泳動表示装置の駆動方法。
【請求項５】
　電気泳動粒子を含む電気泳動素子を挟持して対向する第１基板及び第２基板と、前記第
１基板の前記電気泳動素子側に形成された複数の第１電極と、前記第２基板の前記電気泳
動素子側に形成され、複数の前記第１電極と対向する第２電極と、を備えた電気泳動表示
装置の駆動方法であって、
　前記第２電極を電気的に切断した状態で、
　複数の前記第１電極のうち一部の前記第１電極に第１の電位を入力し、他の一部の前記
第１電極に前記第１の電位と異なる第２の電位を入力することで、前記電気泳動素子を駆
動し、
　前記第１の電位を入力する前記第１電極が、当該電気泳動表示装置の有効表示領域の外
側に配置された電極であることを特徴とする電気泳動表示装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記第１の電位を入力される前記第１電極の合計面積と、前記第２の電位を入力される
前記第１電極の合計面積との比率に応じて、
　前記第１電極に入力する前記第１若しくは第２の電位の少なくとも一方を変更し、又は
前記第１電極に電位を入力する期間を変更することを特徴とする請求項１又は２に記載の
電気泳動表示装置の駆動方法。
【請求項７】
　前記第１又は第２の電位を入力する前記第１電極以外の前記第１電極を、電気的に切断
した状態とすることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の電気泳動表示装
置の駆動方法。
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【請求項８】
　前記第１の電位を入力する前記第１電極が、当該電気泳動表示装置の有効表示領域の外
側に配置された電極であることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の電気
泳動表示装置の駆動方法。
【請求項９】
　電気泳動粒子を含む電気泳動素子を挟持して対向する第１基板及び第２基板と、前記第
１基板の前記電気泳動素子側に形成された複数の第１電極と、前記第２基板の前記電気泳
動素子側に形成され、複数の前記第１電極と対向する第２電極と、を備えた電気泳動表示
装置の駆動方法であって、
　複数の前記第１電極のうち一部の前記第１電極に第１の電位を入力し、他の一部の前記
第１電極に前記第１の電位と異なる第２の電位を入力するとともに、前記第２電極に所定
の電位を入力することで画像を表示する画像表示ステップと、
　前記第２電極を電気的に切断した状態とし、複数の前記第１電極に前記画像表示ステッ
プにおける前記第１及び第２の電位と対応する電位を入力するリフレッシュステップと、
　を有することを特徴とする電気泳動表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気泳動表示装置の駆動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一対の基板の間に複数のマイクロカプセルを平面配列した電気泳動表示装置が知られて
いる（特許文献１参照）。この種の電気泳動表示装置では、表示側の基板に形成された透
明電極と、裏面側（表示面と反対側）の基板に形成された駆動電極との間に電圧を印加し
、マイクロカプセルに封入された電気泳動粒子（帯電粒子）をいずれか一方の電極に引き
寄せることで表示を行っていた。
【特許文献１】特開２００６－２５９２４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１記載の電気泳動表示装置の駆動方法は、マイクロカプセル内の電気泳動粒子
を透明電極又は駆動電極に引き付けるのには好適な駆動方法である。しかしながら、マイ
クロカプセルを介して透明電極と駆動電極との間にリーク電流が流れるために消費電力が
大きく、携帯機器等の表示手段として用いる上での課題となっていた。
【０００４】
　本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み成されたものであって、リーク電流の発生を抑
え、低消費電力で電気泳動表示装置を駆動する方法を提供することを目的の一つとする。
　また本発明は、低電力駆動が可能な電気泳動表示装置を提供することを目的の一つとす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するために、電気泳動粒子を含む電気泳動素子を挟持して対
向する第１基板及び第２基板と、前記第１基板の前記電気泳動素子側に形成された複数の
第１電極と、前記第２基板の前記電気泳動素子側に形成され、複数の前記第１電極と対向
する第２電極と、を備えた電気泳動表示装置の駆動方法であって、前記第２電極を電気的
に切断した状態で、複数の前記第１電極のうち一部の前記第１電極に第１の電位を入力し
、他の一部の前記第１電極に前記第１の電位と異なる第２の電位を入力することで、前記
電気泳動素子を駆動し、前記第２の電位を入力する前記第１電極の合計面積と、前記第１
の電位を入力する前記第１電極の合計面積とが、略同一であることを特徴とする電気泳動
表示装置の駆動方法である。
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【０００６】
　この駆動方法では、第２電極を電気的に切断した状態で第１電極に異なる２種類の電位
を入力する。そうすると、電気的に切断された状態の第２電極の電位は、第１電極の電位
分布に応じて決定され、第１の電位と第２の電位との中間の電位に安定する。これにより
、第１の電位が入力された第１電極と第２電極との間、及び第２の電位が入力された第１
電極と第２電極との間にはいずれも電位差が生じることとなり、かかる電位差によって形
成された電界によりそれぞれの第１電極上の電気泳動素子が駆動される。その結果、第１
の電位及び第２の電位に基づく画像を表示することができる。
　そして、本発明によれば、第１電極と第２電極のそれぞれに電位を入力して電気泳動素
子を駆動する従来の駆動方法に比して、電気泳動素子に印加される電圧が低くなるので、
電気泳動素子を介して第１電極と第２電極との間に流れるリーク電流が低減される。よっ
て、低消費電力で電気泳動表示装置を駆動することができる。
【０００７】
　前記第２の電位を入力する前記第１電極の合計面積と、前記第１の電位を入力する前記
第１電極の合計面積とが、略同一であることが好ましい。
　この駆動方法によれば、第１の電位に保持された第１電極と第２電極との間の電位差と
、第２の電位に保持された第１電極と第２電極との間の電位差とを、ほぼ同等の電位差と
することができるので、電気泳動素子を均一に駆動することができる。また、リーク電流
を最も低減することができる。
【０００８】
　前記第２の電位を入力する前記第１電極の合計面積が、前記第１の電位を入力する前記
第１電極の合計面積の１倍以上３倍以下であることが好ましい。異なる電位を入力される
第１電極の合計面積の差が大きくなると、リーク電流が多くなる傾向があり、また広い面
積の側における応答速度が低下する。そこで、異なる電位を入力する第１電極の面積の差
異を３倍以下とすることで、現実的な応答速度で表示を行うことが可能である。
【０００９】
　前記第１の電位を入力される前記第１電極の合計面積と、前記第２の電位を入力される
前記第１電極の合計面積との比率に応じて、前記第１電極に入力する前記第１若しくは第
２の電位の少なくとも一方を変更し、又は前記第１電極に電位を入力する期間を変更する
ことが好ましい。
　このような駆動方法とすることで、異なる電位を入力する第１電極の面積差が大きい場
合の応答速度の低下を緩和することができ、表示画像の形態によらず快適な表示動作が可
能になる。
【００１０】
　前記第１又は第２の電位を入力する前記第１電極以外の前記第１電極を、電気的に切断
した状態とすることもできる。
　この駆動方法によれば、表示を変更しない領域に属する第１電極と第２電極との間に電
位差を生じさせないようにするので、電圧を印加される電気泳動素子の割合を少なくする
ことができ、全体のリーク電流を低減することができる。
【００１１】
　前記第１の電位を入力する前記第１電極が、当該電気泳動表示装置の有効表示領域の外
側に配置された電極であることが好ましい。
　このように、異なる電位を入力される第１電極のうち、一方の第１電極を、ユーザーか
ら視認されず、実質的に表示に寄与しないものとすることもできる。第１電極に対する電
位入力のみで電気泳動素子を駆動する場合、第２電極の電位を規定するために第１電極を
少なくとも異なる２種類の電位とする必要がある。そうすると、すべての第１電極を同電
位とした場合には、電気泳動素子を駆動することができないため、有効表示領域全体を同
一階調とする消去動作を電気泳動表示装置単独で実行することができなくなる。
　これに対して、上記のような駆動方法を採用することで、有効表示領域内の第１電極を
すべて同電位とし、有効表示領域の全体を同一階調に移行させることができるようになる
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。したがって、かかる駆動方法によれば、有効表示領域における表示の自由度を向上させ
ることができる。
【００１２】
　本発明の電気泳動表示装置の駆動方法は、電気泳動粒子を含む電気泳動素子を挟持して
対向する第１基板及び第２基板と、前記第１基板の前記電気泳動素子側に形成された複数
の第１電極と、前記第２基板の前記電気泳動素子側に形成され、複数の前記第１電極と対
向する第２電極と、を備えた電気泳動表示装置の駆動方法であって、複数の前記第１電極
のうち一部の前記第１電極に第１の電位を入力し、他の一部の前記第１電極に前記第１の
電位と異なる第２の電位を入力するとともに、前記第２電極に所定の電位を入力すること
で画像を表示する画像表示ステップと、前記第２電極を電気的に切断した状態とし、複数
の前記第１電極に前記画像表示ステップにおける前記第１及び第２の電位と対応する電位
を入力するリフレッシュステップと、を有することを特徴とする。
【００１３】
　この駆動方法によれば、画像表示ステップにおいては第１電極と第２電極との間に電圧
を印加して表示を行うので、迅速に画像表示させることができる一方、リフレッシュステ
ップでは、第２電極を電気的に切断した状態で電気泳動素子を駆動し、リーク電流を少な
くすることができる。これにより、快適な表示動作と省電力性とを両立した動作が可能な
電気泳動表示装置を実現できる。
【００１４】
　次に，本発明の電気泳動表示装置は、電気泳動粒子を含む電気泳動素子を挟持して対向
する第１基板及び第２基板と、前記第１基板の前記電気泳動素子側に形成された複数の第
１電極と、前記第２基板の前記電気泳動素子側に形成され、複数の前記第１電極と対向す
る第２電極と、を備え、前記第２電極が電気的に孤立した電極であることを特徴とする。
【００１５】
　この構成によれば、複数の第１電極に互いに異なる２種類の電位を入力することで、電
気的に切断された状態にある第２電極を第１電極に入力された２種類の電位の中間の電位
とすることができ、これにより生じる電位差に基づいて電気泳動素子を駆動して表示を行
うことができる。そして、従来必須の構成であった第２電極への配線等の接続がないため
、構造の簡素化による製造性の向上や、額縁領域の狭小化といった効果を得ることができ
る。
【００１６】
　複数の前記第１電極に電位を入力する制御部を備え、前記制御部は、前記第１の電位を
入力される前記第１電極の合計面積と、前記第２の電位を入力される前記第１電極の合計
面積との比率に応じて、前記第１電極に入力する前記第１及び第２の電位の少なくとも一
方を変更し、又は前記第１電極に電位を入力する電位入力期間を変更する構成とすること
もできる。
　この構成によれば、異なる電位を入力される第１の電極の面積比に応じて第１電極に入
力する電位又は電位入力期間を調整することで、合計面積の比率に応じた応答速度の変化
を補償することができ、均一な速度で表示が行われる電気泳動表示装置を実現することが
できる。
【００１７】
　前記制御部は、前記比率と、前記第１又は第２の電位又は前記電位入力期間とを対応づ
けたテーブルを有する構成としてもよい。この構成によれば、合計面積の比率に基づく電
位又は電位入力期間の補正値を容易かつ迅速に取得することができる電気泳動表示装置と
なる。
　なお、テーブルを参照する方式ではなく、合計面積の比率に基づいて電位又は電位入力
期間を演算する方式を採用してもよい。
【００１８】
　前記第１電極の少なくとも一部が、当該電気泳動表示装置の有効表示領域の外側に配置
されている構成としてもよい。この構成によれば、有効表示領域の全体を同一階調で表示
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することが可能な電気泳動表示装置を提供することができる。
【００１９】
　次に，本発明の電子機器は、先に記載の電気泳動表示装置を備えたことを特徴とする。
この構成によれば、省電力性に優れた表示手段を備える電子器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　（第１の実施形態）
　以下、図面を用いて本発明の電気泳動表示装置及びその駆動方法について説明する。
　なお、本実施形態は、本発明の一態様を示すものであり、この発明を限定するものでは
なく、本発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面において
は、各構成をわかりやすくするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等を異なら
せている。
【００２１】
　図１は、第１の実施の形態に係る電気泳動表示装置１００の概略構成図である。図２は
、電気泳動表示装置１００の断面構造とともに電気的構成を示した図である。
　電気泳動表示装置１００は、複数の画素（セグメント）４０が配置された表示部５と、
コントローラ（制御部）６３と、コントローラ６３と接続された画素電極駆動回路６０と
を備えている。画素電極駆動回路６０は、それぞれの画素４０と画素電極配線６１を介し
て接続されている。また、表示部５には、各々の画素４０に共通の共通電極３７（図２参
照）が設けられている。なお、図１では共通電極３７を便宜的に配線として表示している
。
　電気泳動表示装置１００は、コントローラ６３から画素電極駆動回路６０に画像データ
を転送し、かかる画像データに基づく電位を各画素４０に直接入力するセグメント駆動方
式の電気泳動表示装置である。
【００２２】
　図２に示すように、電気泳動表示装置１００の表示部５は、第１基板３０と第２基板３
１との間に、電気泳動素子３２を挟持した構成である。第１基板３０の電気泳動素子３２
側に複数の画素電極（セグメント電極；第１電極）３５が形成され、第２基板３１の電気
泳動素子３２側には共通電極（第２電極）３７が形成されている。電気泳動素子３２は、
電気泳動粒子を内部に封入した複数のマイクロカプセル２０を平面的に配列した構成であ
る。電気泳動表示装置１００は、電気泳動素子３２により形成された画像を共通電極３７
側に表示する。
【００２３】
　第１基板３０は、ガラスやプラスチック等からなる基板であり、画像表示面とは反対側
に配置されるため透明なものでなくてもよい。画素電極３５は、Ｃｕ（銅）箔上にニッケ
ルメッキと金メッキとをこの順番で積層したものや、Ａｌ（アルミニウム）、ＩＴＯ（イ
ンジウム・スズ酸化物）などにより形成された電気泳動素子３２に電圧を印加する電極で
ある。
　一方、第２基板３１はガラスやプラスチック等からなる基板であり、画像表示側に配置
されるため透明基板とされる。共通電極３７は、画素電極３５とともに電気泳動素子３２
に電圧を印加する電極であり、ＭｇＡｇ（マグネシウム銀）、ＩＴＯ、ＩＺＯ（インジウ
ム・亜鉛酸化物）などから形成された透明電極である。
【００２４】
　各々の画素電極３５には、画素電極配線６１を介して画素電極駆動回路６０が接続され
ている。画素電極駆動回路６０には、各々の画素電極配線６１に対応するスイッチング素
子６０ｓが設けられている。
　一方、本実施形態の場合、共通電極３７には配線等は接続されておらず、電気的に孤立
した電極となっている。
【００２５】
　なお、電気泳動素子３２は、あらかじめ第２基板３１側に形成され、接着剤層３３まで
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を含めた電気泳動シートとして取り扱われるのが一般的である。製造工程において、電気
泳動シートは接着剤層３３の表面に保護用の剥離シートが貼り付けられた状態で取り扱わ
れる。そして、別途製造された第１基板３０（画素電極３５などが形成されている）に対
して、剥離シートを剥がした当該電気泳動シートを貼り付けることによって、表示部５を
形成する。このため、接着剤層３３は画素電極３５側のみに存在することになる。
【００２６】
　図３は、マイクロカプセル２０の模式断面図である。マイクロカプセル２０は、例えば
３０～５０μｍ程度の粒径を有しており、内部に分散媒２１と、複数の白色粒子（電気泳
動粒子）２７と、複数の黒色粒子（電気泳動粒子）２６とを封入した球状体である。マイ
クロカプセル２０は、図２に示したように共通電極３７と画素電極３５とで挟持され、１
つの画素４０内に１つ又は複数のマイクロカプセル２０が配置される。
【００２７】
　マイクロカプセル２０の外殻部（壁膜）は、ポリメタクリル酸メチル、ポリメタクリル
酸エチルなどのアクリル樹脂、ユリア樹脂、アラビアガムなどの透光性を持つ高分子樹脂
などを用いて形成される。
　分散媒２１は、白色粒子２７と黒色粒子２６とをマイクロカプセル２０内に分散させる
液体である。分散媒２１としては、水、アルコール系溶媒（メタノール、エタノール、イ
ソプロパノール、ブタノール、オクタノール、メチルセルソルブなど）、エステル類（酢
酸エチル、酢酸ブチルなど）、ケトン類（アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブ
チルケトンなど）、脂肪族炭化水素（ぺンタン、ヘキサン、オクタンなど）、脂環式炭化
水素（シクロへキサン、メチルシクロへキサンなど）、芳香族炭化水素（ベンゼン、トル
エン、長鎖アルキル基を有するベンゼン類（キシレン、ヘキシルベンゼン、ヘブチルベン
ゼン、オクチルベンゼン、ノニルベンゼン、デシルベンゼン、ウンデシルベンゼン、ドデ
シルベンゼン、トリデシルベンゼン、テトラデシルベンゼンなど））、ハロゲン化炭化水
素（塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなど）、カルボ
ン酸塩などを例示することができ、その他の油類であってもよい。これらの物質は単独又
は混合物として用いることができ、さらに界面活性剤などを配合してもよい。
【００２８】
　白色粒子２７は、例えば、二酸化チタン、亜鉛華、三酸化アンチモン等の白色顔料から
なる粒子（高分子あるいはコロイド）であり、例えば負に帯電されて用いられる。黒色粒
子２６は、例えば、アニリンブラック、カーボンブラック等の黒色顔料からなる粒子（高
分子あるいはコロイド）であり、例えば正に帯電されて用いられる。
　これらの顔料には、必要に応じ、電解質、界面活性剤、金属石鹸、樹脂、ゴム、油、ワ
ニス、コンパウンドなどの粒子からなる荷電制御剤、チタン系カップリング剤、アルミニ
ウム系カップリング剤、シラン系カップリング剤等の分散剤、潤滑剤、安定化剤などを添
加することができる。
　また、黒色粒子２６及び白色粒子２７に代えて、例えば赤色、緑色、青色などの顔料を
用いてもよい。かかる構成によれば、表示部５に赤色、緑色、青色などを表示することが
できる。
【００２９】
　図４は、電気泳動表示装置１００の動作説明図である。図４（ａ）は、表示部５の全体
が黒表示されている状態を示す図である。図４（ｂ）は、表示部５に画像を表示させる際
の動作状態を示す図である。図４（ｃ）は、表示部５の画像を更新する際の動作状態を示
す図である。
【００３０】
　図４には、説明の簡単のために、表示部５が４つの画素（セグメント）４０Ａ～４０Ｄ
により構成される場合を示す。画素４０Ａ～４０Ｄには、それぞれ画素電極３５Ａ～３５
Ｄが設けられており、各々の画素電極３５Ａ～３５Ｄの面積は同一である。また、第２基
板３１の電気泳動素子３２側に、画素４０Ａ～４０Ｄに共通の共通電極３７が配置されて
いる。
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【００３１】
　まず、図４（ａ）に示す初期状態では、共通電極３７側に黒色粒子２６が引き寄せられ
、画素電極３５Ａ～３５Ｄ側に白色粒子２７が引き寄せられており、画素４０Ａ～４０Ｄ
はいずれも黒表示状態である。
　かかる状態の表示部５に画像を表示するには、図４（ｂ）に示すように、画素４０Ａ～
４０Ｄの画素電極３５Ａ～３５Ｄに、画像データに対応する電位をそれぞれ入力する。す
なわち、図１に示したコントローラ６３から画素電極駆動回路６０に画像データを供給し
、画素電極駆動回路６０から画素電極配線６１を介して画素４０Ａ～４０Ｄの画素電極３
５Ａ～３５Ｄに画像データに対応する電位を入力する。一方、共通電極３７は、電気的に
孤立した電極であるため、その電位Ｖcomはフローティング電位Ｖｆである。
【００３２】
　図４（ｂ）に示す例では、画素電極３５Ａ、３５Ｂにハイレベル電位ＶＨ（例えば１５
Ｖ）が入力され、画素電極３５Ｃ、３５Ｄには、ローレベル電位ＶＬ（例えば０Ｖ；ＧＮ
Ｄ）が入力される。そうすると、電気的に孤立している共通電極３７のフローティング電
位Ｖｆは、共通電極３７と対向する画素電極３５Ａ～３５Ｄの電位分布（それぞれの電極
の電位と面積）に応じて変化し、ハイレベル電位ＶＨとローレベル電位ＶＬの中間の電位
に安定する。例えば、ハイレベル電位ＶＨが１５Ｖ、ローレベル電位ＶＬが０Ｖである場
合には、画素電極３５Ａ、３５Ｂの合計面積と、画素電極３５Ｃ、３５Ｄの合計面積は同
一であるから、フローティング電位Ｖｆは中間値である７．５Ｖの近傍の電位となる。
【００３３】
　そして、上記のように共通電極３７のフローティング電位Ｖｆがハイレベル電位ＶＨと
ローレベル電位ＶＬとの中間の電位となることで、各々の画素４０Ａ～４０Ｄにおいて、
画素電極３５Ａ～３５Ｄと共通電極３７との間に電位差が生じ、これにより形成される電
界が電気泳動素子３２に作用する。
【００３４】
　つまり、画素４０Ａ、４０Ｂでは、ハイレベル電位ＶＨである画素電極３５Ａ、３５Ｂ
が相対的に高電位、中間電位である共通電極３７が相対的に低電位となって、電極間に電
界が形成される。これにより、負に帯電した白色粒子２７が画素電極３５Ａ、３５Ｂに引
き寄せられる一方、正に帯電した黒色粒子２６が共通電極３７に引き寄せられる。したが
って、画素４０Ａ、４０Ｂは、図４（ｂ）に示すように黒表示を維持する。
　一方、画素４０Ｃ、４０Ｄでは、中間電位である共通電極３７が相対的に高電位、ロー
レベル電位ＶＬである画素電極３５Ｃ、３５Ｄが相対的に低電位となって、電極間に電界
が形成される。これにより、負に帯電した白色粒子２７が共通電極３７に引き寄せられる
一方、正に帯電した黒色粒子２６が画素電極３５Ｃ、３５Ｄに引き寄せられる。このよう
にして、画素４０Ｃ、４０Ｄが白表示される。
【００３５】
　このように、本実施形態の電気泳動表示装置１００では、共通電極３７が電気的に孤立
した電極とされているにも関わらず、第１基板３０上に形成された画素電極３５Ａ～３５
Ｄにハイレベル電位ＶＨ及びローレベル電位ＶＬのいずれかを印加することで、任意の画
像データに基づく画像を表示させることができる。
【００３６】
　また、電気泳動表示装置１００において、表示部５の表示画像を更新することももちろ
ん可能である。この場合に、図４（ｂ）に示したように、表示部５に属するすべての画素
電極３５にそれぞれ画像データに基づく電位を入力することで、新たな画像データに基づ
く画像を表示部５に上書きして表示させることができる。
【００３７】
　また、表示画像を更新する場合に、図４（ｃ）に示すように、一部の画素電極３５を電
気的に切断された状態（ハイインピーダンス状態）とすることもできる。より詳しくは、
図４（ｂ）に示す表示状態から、図４（ｃ）に示す表示状態に移行させる場合に、表示更
新動作の前後で階調が変化しない画素４０Ｂ、４０Ｃの画素電極３５Ｂ、３５Ｃをハイイ
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ンピーダンス状態とし、表示を切り替える画素４０Ａ、４０Ｄの画素電極３５Ａ、３５Ｄ
にそれぞれローレベル電位ＶＬ、ハイレベル電位ＶＨを入力する。
【００３８】
　この場合、画素電極３５Ｂ、３５Ｃには電位が入力されていないので、共通電極３７の
フローティング電位Ｖｆは、画素電極３５Ａの電位と画素電極３５Ｄの電位とのバランス
により決定され、画素電極３５Ａ、３５Ｄは同一面積であるから、フローティング電位Ｖ
ｆはハイレベル電位ＶＨとローレベル電位ＶＬとの中間の電位（ＶＨ＋ＶＬ）／２の近傍
の電位となる。そして、画素電極３５Ａと共通電極３７との電位差、及び画素電極３５Ｄ
と共通電極３７との電位差により形成される電界によって電気泳動素子３２が駆動される
。その結果、画素４０Ａが黒表示から白表示に移行し、画素４０Ｄが白表示から黒表示に
移行する。
　一方、画素電極３５Ｂ、３５Ｃがハイインピーダンス状態とされた画素４０Ｂ、４０Ｃ
では、画素電極３５Ｂ、３５Ｃと共通電極３７との間に実質的に電位差が生じないため、
電気泳動素子３２が駆動されることはなく、それぞれ黒表示、白表示を維持する。
【００３９】
　本実施形態の電気泳動表示装置１００及びその駆動方法によれば、画素電極３５と共通
電極３７のそれぞれに電圧を印加して電気泳動素子３２を駆動する従来の電気泳動表示装
置に比して、画像表示動作時のリーク電流を低減することができる。以下、かかるリーク
電流について、図５を参照しつつ説明する。
【００４０】
　図５は、本実施形態の電気泳動表示装置１００におけるリーク電流についての説明図で
ある。図５（ａ）～図５（ｃ）は、白表示する画素と黒表示する画素の比率を１：１～１
：３の割合で変化させたときの画素４０の平面図（上段）とそれに対応する断面図（下段
）である。図５（ｄ）は、比較のために示した従来の駆動方法により画素を白表示する場
合の平面図（上段）とそれに対応する断面図（下段）である。
【００４１】
　本発明者は、図５に示す画素４０（４０Ａ～４０Ｄ）をすべて黒表示させた状態から、
図５（ａ）～（ｄ）に示す各状態に移行させる際のリーク電流の測定を実施した。
　まず、図５（ａ）に示す２画素を駆動する場合、同一面積の２つの画素４０Ａ、４０Ｂ
を両方黒表示させた状態とする。その後、図５（ａ）の下段に示すように、画素４０Ａの
画素電極３５Ａにハイレベル電位ＶＨを入力し、画素４０Ｂの画素電極３５Ｂにローレベ
ル電位ＶＬを入力することで、画素４０Ａの黒表示を維持させたまま、画素４０Ｂを白表
示に移行させた。そして、かかる一連の動作における画素電極３５と共通電極３７の間の
リーク電流を測定した。
【００４２】
　また、図５（ｂ）及び図５（ｃ）に示す例についても同様に、画素４０Ａ～４０Ｃ（４
０Ａ～４０Ｄ）をすべて黒表示した状態から、画素４０Ｂ、４０Ｃ（及び４０Ｄ）を白表
示に移行させる動作を実施し、その際のリーク電流を測定した。
　さらに比較のために、図５（ｄ）に示す１つの画素４０において、画素電極３５にロー
レベル電位ＶＬ、共通電極３７にハイレベル電位ＶＨを入力することで、画素４０を黒表
示させた状態から白表示に移行させる動作を実施し、その際のリーク電流を測定した。
【００４３】
　図５に示す各例におけるリーク電流の測定結果は以下の通りであった。
　（ａ）　１．１５８ μＡ　　（面積比１：１）
　（ｂ）　１．５２９ μＡ　　（面積比１：２）
　（ｃ）　１．６９５ μＡ　　（面積比１：３）
　（ｄ）　２．１６０ μＡ　　（従来例）
【００４４】
　上記の結果から明らかなように、共通電極３７を電気的に孤立させた状態で画素電極３
５に電位を入力する本発明に係る駆動方法では、従来の駆動方法に比して大幅にリーク電
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流を低減することができる。これは、共通電極３７が例えばハイレベル電位ＶＨとローレ
ベル電位ＶＬの中間の電位となるため、電気泳動素子３２に印加される実質的な電圧が低
くなるためであると考えられる。
　また、本発明に係る駆動方法を採用する場合でも、表示を維持する画素４０と表示を切
り替える画素４０の面積比を１：１に近づける方がリーク電流をより効果的に低減するこ
とができる。
【００４５】
　なお、先に記載の変形例のように表示を維持する画素４０の画素電極３５をハイインピ
ーダンス状態とする駆動方法を採用することで、表示部５の一部の電気泳動素子３２に電
圧が印加されなくなるので、表示部５全体でのリーク電流を低減することができる。ただ
し、この場合にも、表示部５の一部の画素電極３５の電位と他の一部の画素電極３５の電
位を、互いに異なる電位（例えばハイレベル電位ＶＨ、ローレベル電位ＶＬ）とする必要
がある。
【００４６】
　本実施形態の電気泳動表示装置１００では、表示を維持する画素４０と表示を切り替え
る画素４０との面積比が１：１～１：３の範囲内で画像の表示や更新が可能である。ただ
し、面積比が１：１から離れるほど面積が広い側の画素（図５では白表示される画素）の
電気泳動素子３２に作用する電界が小さくなり、応答性が低下するため、可能な限り上記
範囲内で動作させることが好ましい。
【００４７】
　以上詳細に説明したように、本実施形態の電気泳動表示装置１００によれば、共通電極
３７を電気的に孤立させた状態で、表示部５の複数の画素電極３５に電位を入力して電気
泳動素子３２を駆動する構成としたことで、駆動時に画素電極３５と共通電極３７との間
に流れるリーク電流を低減することができる。これにより、消費電力が低く、携帯用電子
機器等に好適な電気泳動表示装置を提供することができる。
【００４８】
　また、本実施形態の電気泳動表示装置１００は、共通電極３７に電位を入力しない構成
であるため、共通電極３７を駆動する駆動回路が不要であるとともに、第１基板３０上の
配線あるいは回路と、第２基板３１上に形成された共通電極３７とを接続する導通構造が
不要である。したがって、電気泳動表示装置１００の構成を簡素化し、低コスト化を図る
ことができるとともに、額縁領域を狭小化することができる。
【００４９】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
　図６は、本実施形態の電気泳動表示装置２００に備えられたコントローラ６３Ａを示す
機能ブロック図である。なお、コントローラ６３Ａ以外の構成については、第１実施形態
に係る電気泳動表示装置１００と共通である。
【００５０】
　先に記載のように、第１実施形態に係る電気泳動表示装置１００では、表示を切り替え
る画素４０と、表示を維持する画素４０との面積比が１：１から離れるほど、面積が広い
側の画素４０における応答性が低下する。本実施形態の電気泳動表示装置２００は、かか
る課題を解決するために、面積比に応じて画素電極３５に入力する電位や電位を入力する
期間を調整する構成としたものである。
【００５１】
　コントローラ６３Ａは、図６に示すように、データバッファ１６１と、演算回路１６２
と、ＬＵＴ（Look Up Table）１６３とを備えている。なお、図６には、以下の説明で必
要な回路のみが示されており、コントローラ６３Ａの実際の構成とは必ずしも一致しない
。
【００５２】
　データバッファ１６１は、上位装置から入力される画像データＤを保持するとともに、



(11) JP 5428211 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

演算回路１６２に対して画像データＤを送信する。
　演算回路１６２は、入力された画像データＤに基づく演算処理を実行する機能と、ＬＵ
Ｔ１６３を参照する機能と、画像データＤ等を画素電極駆動回路６０に供給する機能とを
備えており、内部に複数の画像データＤ、Ｄｏを保持する記憶領域を備えている。
　ＬＵＴ１６３は、表示階調を更新する画素と、表示階調を維持する画素との面積比Ｒと
、電位補正パラメータＰｖとを対応づけたテーブルである。
【００５３】
　コントローラ６３Ａにおいて、データバッファ１６１から演算回路１６２に画像データ
Ｄが供給されると、演算回路１６２は、まず、内部の記憶領域に画像データＤｏが保持さ
れているか否かを確認する。画像データＤｏは、画像データＤの直前にデータバッファ１
６１から入力され、表示部５に現在表示されている画像に対応する画像データである。
【００５４】
　記憶領域に画像データＤｏが保持されていない場合、演算回路１６２は演算処理を実行
することなく画像データＤを画素電極駆動回路６０に出力する。画素電極駆動回路６０は
、入力された画像データＤに基づく電位を画素４０に供給し、表示部５に画像データＤに
対応する画像が表示される。
【００５５】
　一方、記憶領域に画像データＤｏが保持されている場合、演算回路１６２はデータバッ
ファ１６１から入力された画像データＤを回路内の記憶領域に収納するとともに、画像デ
ータＤと画像データＤｏとに基づく演算処理を実行する。具体的には、画像データＤと画
像データＤｏの対応する画素データ同士を比較し、表示階調を更新する画素４０と表示階
調を維持する画素４０とを特定する。そして、予め用意された画素４０ごとの面積情報を
用いて、表示階調を更新する画素４０の合計面積（Ｓｒ）と、表示階調を維持する画素４
０の合計面積（Ｓｋ）とを算出し、これらの合計面積から面積比Ｒ（＝Ｓｋ／Ｓｒ）を算
出する。
【００５６】
　その後、演算回路１６２は演算処理により算出した面積比Ｒを用いてＬＵＴ１６３を参
照し、ＬＵＴ１６３から電位補正パラメータＰｖを取得する。電位補正パラメータＰｖは
、画素電極駆動回路６０から出力される電位を補正するために用いられるパラメータであ
る。具体的には、面積比Ｒが大きくなるほど表示部５の応答性が低下するので、電位補正
パラメータＰｖは、かかる応答性の低下を補償するために画素電極３５に入力する電位を
高く補正するように設定される。
【００５７】
　演算回路１６２は、取得した電位補正パラメータＰｖを、画像データＤとともに画素電
極駆動回路６０に出力する。画素データＤを出力した後、演算回路１６２は、先の画像デ
ータＤｏを破棄する一方、画像データＤを記憶領域に保持し、次フレームの画像データＤ
の入力を待ち受ける状態に移行する。
　画素電極駆動回路６０は、入力された画像データＤに基づいて画素４０の画素電極３５
に供給する電位を生成するとともに、電位補正パラメータＰｖを用いて生成電位を補正す
る。そして、補正された電位が画素電極駆動回路６０から画素電極３５に入力される。
【００５８】
　以上の動作により、電気泳動表示装置２００は表示部５に画像を表示する。本実施形態
の電気泳動表示装置２００では、画像データＤとその直前に入力された画像データＤｏと
に基づいて画素電極３５に入力される電位が調整されるため、表示階調が更新される画素
４０と表示階調を維持する画素４０との面積比Ｒがフレームごとに変動したとしても、応
答速度（表示速度）が著しく変化するのを回避することができる。したがって、均一な速
度で表示部５に画像を表示することができ、ユーザーが快適に画像を閲覧できる電気泳動
表示装置を実現することができる。
【００５９】
　なお、本実施形態では、ＬＵＴ１６３が面積比Ｒと電位補正パラメータＰｖとを対応づ
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けたテーブルであるとしたが、電位補正パラメータＰｖに代えて、電位入力期間を補正す
るパラメータを保持したテーブルとしてもよい。つまり、画素電極３５に入力する電位レ
ベルによって応答性を補償するのではなく、画素電極３５に対する電位入力期間（パルス
幅やパルス数）を変化させて電気泳動素子３２を駆動する時間を調整し、応答性を改善す
る構成とすることもできる。この場合にも、電位入力期間の補正パラメータは、面積比Ｒ
が大きくなるほど電位入力期間を長くするように設定される。
【００６０】
　また、ＬＵＴ１６３を構成するデータ群は実測値によって構成されていてもよく、かか
る実測値を補完する計算値を含んでいてもよい。あるいは、ＬＵＴ１６３を参照する方式
ではなく、演算回路１６２に、面積比Ｒから電位補正パラメータＰｖを得るための関数ｆ
（Ｒ）を備えた構成を採用してもよい。
【００６１】
　（第３の実施形態）
　第１及び第２の実施形態では、共通電極３７に配線等が接続されない構成について説明
したが、従来構成と同様に、共通電極３７が電位入力可能である構成を採用してもよい。
　本実施形態の電気泳動表示装置３００は、図１に示すように、電気泳動表示装置１００
の構成に加えて、コントローラ６３と接続された共通電極駆動回路６４を備え、共通電極
駆動回路６４と共通電極３７とが、共通電極配線６２を介して接続されている構成を備え
ている。また、図２に示すように、共通電極駆動回路６４はスイッチング素子６４ｓを備
えた構成とされ、共通電極３７に対する電位の入力と電気的切断（ハイインピーダンス化
）を行うことができる。
【００６２】
　本実施形態の電気泳動表示装置３００では、共通電極駆動回路６４により共通電極３７
をハイインピーダンス化した状態で、先の第１実施形態と同様に画素電極３５への電位入
力を行うことで、第１実施形態と同様に画像の表示や更新を実施することができる。
【００６３】
　さらに、電気泳動表示装置３００は共通電極３７に対する電位入力が可能であるため、
従来の電気泳動表示装置と同様に、表示部５の全体を白表示又は黒表示とする消去動作が
可能である。
　第１実施形態に係る電気泳動表示装置１００では、画素電極３５の電位分布に基づいて
共通電極３７の電位が決定されるため、表示部５の画素電極３５は、少なくとも２種類の
異なる電位である必要がある。例えば、すべての画素４０を黒表示しようとして、すべて
の画素電極３５にハイレベル電位ＶＨを入力したとしても、共通電極３７のフローティン
グ電位Ｖｆもハイレベル電位ＶＨとなってしまうために電気泳動素子３２が駆動されず、
全面黒表示とすることはできない。
　これに対して、共通電極３７が電位入力可能に構成されていれば、共通電極３７への電
位入力により全面黒表示又は全面白表示を実行することができる。
【００６４】
　次に、本実施形態の電気泳動表示装置３００に用いて好適な駆動方法について説明する
。
　図７は、本実施形態の駆動方法を示すフローチャートである。図８は、図７に対応する
タイミングチャートである。
【００６５】
　本実施形態の駆動方法は、図７に示すように、画像表示ステップＳＴ１１と、第１の画
像保持ステップＳＴ１２と、リフレッシュステップＳＴ１３と、第２の画像保持ステップ
ＳＴ１４と、を含む。
　図８に示すタイミングチャートは、図５（ａ）に示した２つの画素４０Ａ、４０Ｂをそ
れぞれ白表示、黒表示させ、その後表示を保持する動作を示すものであり、Ｖａは画素４
０Ａに属する画素電極３５Ａの電位、Ｖｂは画素４０Ｂに属する画素電極３５Ｂの電位、
Ｖcomは共通電極３７の電位である。
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【００６６】
　まず、画像表示ステップＳＴ１１では、画素４０Ａ、４０Ｂの画素電極３５Ａ、３５Ｂ
に、それぞれローレベル電位ＶＬ、ハイレベル電位ＶＨを入力する。また、共通電極３７
に、ローレベル電位ＶＬとハイレベル電位ＶＨとを所定周期で繰り返す矩形波状のパルス
を入力する。
　すると、画素４０Ａでは、共通電極３７の電位Ｖcomがハイレベル電位ＶＨである期間
に、画素電極３５Ａ（ローレベル電位ＶＬ）と共通電極３７との間に電界が形成される。
この電界により電気泳動素子３２が駆動されることで、画素４０Ａが白表示される。
　一方、画素４０Ｂでは、共通電極３７の電位Ｖcomがローレベル電位ＶＬである期間に
、画素電極３５Ｂ（ハイレベル電位ＶＨ）との間に電界が形成されて電気泳動素子３２が
駆動される。これにより、画素４０Ｂは黒表示される。
【００６７】
　表示部５に画像が表示されたならば、第１の画像保持ステップＳＴ１２に移行する。第
１の画像保持ステップＳＴ１２に移行すると、図８に示すように、画素電極３５Ａ、３５
Ｂ、及び共通電極３７は電気的に切断されたハイインピーダンス状態とされる。これによ
り、電気泳動素子３２に電圧が印加されない状態となり、表示部５、画素電極駆動回路６
０及び共通電極駆動回路６４において電力を消費することなく表示画像が保持される。
【００６８】
　第１の画像保持ステップＳＴ１２に移行後、所定期間が経過すると、リフレッシュステ
ップＳＴ１３が実行される。電気泳動素子３２は記憶性を有しており、電圧を印加し続け
なくとも表示状態（内部の電気泳動粒子の状態）を保持することが可能であるが、時間の
経過とともに電気泳動素子が移動してコントラストが低下していく。そこで、コントラス
トが顕著に低下する前に、リフレッシュステップＳＴ１３を実行することでコントラスト
を回復させ、良好な表示を持続することができるようになる。
【００６９】
　本実施形態では、リフレッシュステップＳＴ１３に、本発明に係る駆動方法が採用され
ている。すなわち、共通電極３７を電気的に切断したハイインピーダンス状態としたまま
、画素電極３５Ａ、３５Ｂにそれぞれローレベル電位ＶＬ、ハイレベル電位ＶＨを入力す
る。そうすると、図５（ａ）を参照して説明したように、ハイインピーダンス状態の共通
電極３７の電位が、画素電極３５Ａ、３５Ｂの中間電位（ＶＨ＋ＶＬ）／２の近傍の電位
に安定するので、画素電極３５Ａ、３５Ｂと共通電極３７との間に、それぞれ電位差が生
じ、かかる電位差に基づく電界によって電気泳動素子３２が駆動される。これにより、画
素４０Ａでは白色粒子２７が共通電極３７側に引き寄せられ、画素４０Ｂでは黒色粒子２
６が共通電極３７側に引き寄せられて、表示部５のコントラストが回復する。
【００７０】
　リフレッシュステップＳＴ１３の実行後は、第２の画像保持ステップＳＴ１４に移行す
る。第２の画像保持ステップＳＴ１４では、第１の画像保持ステップＳＴ１２と同様に、
画素電極３５Ａ、３５Ｂ、及び共通電極３７がハイインピーダンス状態とされ、電力を消
費することなく表示画像を保持する。
【００７１】
　以上に説明した本実施形態の駆動方法によれば、画像表示ステップＳＴ１１では画素電
極３５Ａ、３５Ｂと共通電極３７のそれぞれに所定の電位を入力して画像表示を行うので
、表示画像の構成（階調分布）によらず、十分なコントラストで迅速に表示することがで
きる。一方、画像を表示させた後のリフレッシュステップＳＴ１３では、画素電極３５ａ
、３５ｂへの電位入力のみで表示画像のコントラストを回復又は維持するので、リフレッ
シュステップＳＴ１３におけるリーク電流を減少させ、電力消費を抑えることができる。
　したがって、本実施形態の駆動方法によれば、ユーザーに不快感を与えることなく画像
を表示することができ、かつ電力消費を抑えつつ表示画像を維持することができる。
【００７２】
　なお、上記の駆動方法では、画像表示ステップＳＴ１１において、共通電極３７にハイ
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レベル電位ＶＨとローレベル電位ＶＬとを所定周期で繰り返す矩形波状のパルスを入力す
る、いわゆるコモン振り駆動を用いた場合について説明したが、かかる駆動方法に限定さ
れるものではない。例えば、共通電極３７をグランド電位（０Ｖ）に保持した状態で、画
素電極３５Ａ、３５Ｂにそれぞれ負電位（ローレベル）と正電位（ハイレベル）を入力す
る駆動方法を採用してもよい。
【００７３】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態について図面を参照しつつ説明する。
　図９（ａ）は、７セグメント方式の電気泳動表示装置４００の平面図であり、図９（ｂ
）は画素電極が配列された第１基板３０の平面図である。図１０は、図９（ａ）のＡ－Ａ
’線に沿う位置の断面図である。
　なお、本実施形態の電気泳動表示装置４００は、第１実施形態の電気泳動表示装置１０
０と共通の基本構成を具備している。したがって以下では、特に断りのない限り、電気泳
動表示装置４００は、電気泳動表示装置１００の構成要素をすべて備えているものとして
説明する。
【００７４】
　図９（ａ）に示すように、電気泳動表示装置４００は、８字形に配置された７つの画素
（セグメント）４０ａ～４０ｇと、画素４０ａ～４０ｇに対応する開口部を有する遮光膜
３８とを備えている。さらに、電気泳動表示装置４００は、画素４０ｄの図示下方に、ダ
ミー画素（ダミーセグメント）４０Ｘを有しており、ダミー画素４０Ｘは遮光膜３８が形
成された領域内に配置され、ユーザーからは視認できないようになっている。
　なお、遮光膜３８は白色でも黒色でもその他の色であっても構わないが、画素４０ａ～
４０ｇの表示色と一致させるか、あるいは表示色とのコントラストが大きくなる色種を選
択することが好ましい。
【００７５】
　図９（ｂ）及び図１０に示すように、電気泳動表示装置４００は、複数の画素電極３５
ａ～３５ｄ、３５Ｘが形成された第１基板と、共通電極３７が形成された第２基板３１と
により電気泳動素子３２及び接着剤層３３を挟持した構成を備えている。共通電極３７は
、第１実施形態と同様、配線等に接続されず電気的に孤立した電極とされている。
【００７６】
　図９（ｂ）に示すように、画素電極３５ａ～３５ｇは、遮光膜３８の開口部に対応する
平面形状を有して第１基板３０上に形成されており、画素電極３５Ｘは遮光膜３８の平面
領域内に矩形状に形成されている。一方、共通電極３７及び電気泳動素子３２は、図１０
に示すように、画素電極３５ａ～３５ｇ、３５Ｘが形成されていない第１基板３０上にも
配置されており、ダミー画素４０Ｘと画素４０Ａ～４０Ｇは、共通電極３７及び電気泳動
素子３２を共有している。
【００７７】
　上記構成を備えた本実施形態の電気泳動表示装置４００では、画素電極３５ａ～３５ｇ
、３５Ｘにハイレベル電位ＶＨ又はローレベル電位ＶＬを入力することで、第１実施形態
に係る電気泳動表示装置１００と同様に、画素４０ａ～４０ｇを白表示又は黒表示させる
ことができ、全体として数値やアルファベットを表示することができる。
【００７８】
　特に本実施形態の電気泳動表示装置４００では、ダミー画素４０Ｘを備えたことで、有
効な表示部である画素４０ａ～４０ｇを全白表示又は全黒表示することができるようにな
っている。例えば、画素４０ａ～４０ｇの全体を白表示とする場合には、これらの画素の
画素電極３５ａ～３５ｇにローレベル電位ＶＬを入力し、ダミー画素４０Ｘの画素電極３
５Ｘにハイレベル電位ＶＨを入力すればよい。
【００７９】
　図１０に示したように、共通電極３７は画素４０ａ～４０ｇとダミー画素４０Ｘとで共
通の電極であるから、共通電極３７の電位Ｖcomは、画素電極３５ａ～３５ｇ（ローレベ
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ル電位ＶＬ）と画素電極３５Ｘ（ハイレベル電位ＶＨ）との面積比に応じて、ハイレベル
電位ＶＨとローレベル電位ＶＬとの中間の電位に安定する。
　これにより、ローレベル電位ＶＬの画素電極３５ａ～３５ｇと、共通電極３７との間に
電界が形成され、電気泳動素子３２が駆動されるので、画素４０ａ～４０ｇがいずれも白
表示となる。一方、ダミー画素４０Ｘの電気泳動素子３２は黒表示されるが、ダミー画素
４０Ｘ上には遮光膜３８が形成されているため、ダミー画素４０Ｘがユーザーに視認され
ることはない。
　なお、画素４０ａ～４０ｇをすべて黒表示とするには、画素電極３５ａ～３５ｇにハイ
レベル電位ＶＨを入力し、ダミー画素４０Ｘの画素電極３５Ｘにローレベル電位ＶＬを入
力すればよい。
【００８０】
　以上詳細に説明したように、本実施形態の電気泳動表示装置４００では、第１実施形態
に係る電気泳動表示装置１００では単体で実行できない全白表示又は全黒表示を容易に行
うことができる。したがって、表示態様に制限が無くなり、自在に表示を行うことが可能
な電気泳動表示装置となる。
【００８１】
　なお、本実施形態では７セグメント方式の電気泳動表示装置を例示して説明したが、ド
ット（．）又はコンマ（，）に対応するセグメントを追加した構成や、１４セグメント方
式、１６セグメント方式の構成であってもよいのはもちろんである。さらには、矩形状の
セグメントをマトリクス状に配列したドットマトリクス方式においても同様の構成を採用
することができる。
【００８２】
　また、上記実施形態では、ダミー画素４０Ｘが有効な表示領域となる画素４０ａ～４０
ｇの下方に配置されている構成としたが、ダミー画素は有効表示領域の画素４０ａ～４０
ｇと共通電極３７及び電気泳動素子３２を共有していれば、任意の位置に配置することが
できる。例えば、図９（ｂ）に二点鎖線で示すように、四角形状に配置された画素電極３
５ａ、３５ｂ、３５ｇ、及び３５ｆに囲まれた領域内に配置されている構成（ダミー画素
４０Ｙ）や、画素電極３５ｃ、３５ｄ、３５ｅ、及び３５ｇに囲まれた領域内に配置され
ている構成（ダミー画素４０Ｚ）を採用することもできる。
　また、本実施形態の電気泳動表示装置４００において、第２実施形態の構成を採用して
もよいのはもちろんである。
【００８３】
　なお、以上の第１から第４の実施形態では、セグメント方式の電気泳動表示装置を例示
して説明したが、アクティブマトリクス方式の電気泳動表示装置に適用した場合であって
も、同様の作用効果が得られるのはもちろんである。
【００８４】
　（電子機器）
　次に、上記各実施形態の電気泳動表示装置１００～４００を、電子機器に適用した場合
について説明する。
　図１１は、腕時計１０００の正面図である。腕時計１０００は、時計ケース１００２と
、時計ケース１００２に連結された一対のバンド１００３とを備えている。
　時計ケース１００２の正面には、上記各実施形態の電気泳動表示装置１００～３００か
らなる表示部１００５と、秒針１０２１と、分針１０２２と、時針１０２３とが設けられ
ている。時計ケース１００２の側面には、操作子としての竜頭１０１０と操作ボタン１０
１１とが設けられている。竜頭１０１０は、ケース内部に設けられる巻真（図示は省略）
に連結されており、巻真と一体となって多段階（例えば２段階）で押し引き自在、かつ、
回転自在に設けられている。表示部１００５では、背景となる画像、日付や時間などの文
字列、あるいは秒針、分針、時針などを表示することができる。
【００８５】
　図１２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１１００は、
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子ペーパー１１００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１１０２を備えて構成されている。
【００８６】
　図１３は、電子ノート１２００の構成を示す斜視図である。電子ノート１２００は、上
記の電子ペーパー１１００が複数枚束ねられ、カバー１２０１に挟まれているものである
。カバー１２０１は、例えば外部の装置から送られる表示データを入力する図示は省略の
表示データ入力手段を備える。これにより、その表示データに応じて、電子ペーパーが束
ねられた状態のまま、表示内容の変更や更新を行うことができる。
【００８７】
　以上の腕時計１０００、電子ペーパー１１００、及び電子ノート１２００によれば、本
発明に係る電気泳動表示装置１００～３００が採用されているので、省電力性に優れた表
示部を備えた電子機器となる。
　なお、上記の電子機器は、本発明に係る電子機器を例示するものであって、本発明の技
術範囲を限定するものではない。例えば、携帯電話、携帯用オーディオ機器などの電子機
器の表示部にも、本発明に係る電気泳動表示装置は好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】第１実施形態に係る電気泳動表示装置の概略構成図。
【図２】第１実施形態に係る電気泳動表示装置の断面構造及び電気的構成を示す図。
【図３】マイクロカプセルの模式断面図。
【図４】第１実施形態に係る電気泳動表示装置の動作説明図。
【図５】リーク電流についての説明図。
【図６】第２実施形態に係る電気泳動表示装置に備えられたコントローラの構成図。
【図７】第３実施形態に係る電気泳動表示装置の駆動方法を示すフローチャート。
【図８】図７に対応するタイミングチャート。
【図９】第４実施形態に係る電気泳動表示装置及び第１基板の平面図。
【図１０】図９に対応する断面図。
【図１１】電子機器の一例である腕時計の正面図。
【図１２】電子機器の一例である電子ペーパーの斜視図。
【図１３】電子機器の一例である電子ノートの斜視図。
【符号の説明】
【００８９】
　　１００，２００，３００，４００　電気泳動表示装置、５　表示部、３２　電気泳動
素子、３５，３５Ａ，３５Ｂ，３５Ｃ，３５Ｄ，３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄ，３５
Ｘ　画素電極、３７　共通電極（対向電極）、４０，４０Ａ，４０Ｂ，４０Ｃ，４０Ｄ，
４０ａ，４０ｂ，４０ｃ，４０ｄ　画素、４０Ｘ　ダミー画素、６０　画素電極駆動回路
、６３，６３Ａ　コントローラ（制御部）、１６１　データバッファ、１６２　演算回路
、１６３　ＬＵＴ
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