
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パターン毎或いはドット毎に独立である複数の画素にそれぞれ対応して設けられた
画素電極及び前記各画素電極にそれぞれ接続された複数のスイッチング素子を含むアクテ
ィブ素子基板と、表示領域全体で共通となる共通電極を含む対向基板との間に帯電粒子を
分散させた液体が封入され、前記共通電極に印加する電圧と前記各スイッチング素子を介
して前記各画素電極に印加する電圧との間の電位極性に応じて前記帯電粒子を移動させて
表示を行う表示装置であって、
　表示内容を変更する際に、前記各スイッチング素子を介して前記複数の画素電極すべて
に第１の電圧を印加すると共に、前記共通電極に第２の電圧を印加して、前記複数の画素
すべてを所定の表示色にし、
　前記共通電極に前記第１の電圧を印加すると共に、前記複数の画素電極のうちの前記所
定の表示色とは異なる表示色に変更する画素の画素電極と前記共通電極との間の電位が反
転するように当該画素電極に対応する前記スイッチング素子を介して第２の電圧を印加し
て表示色を変更する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の表示装置において、前記共通電極や前記画素電極に印加する電圧は、夫
々２０Ｖ以下であることを特徴とする表示装置。
【請求項３】
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　請求項１又は請求項２記載の表示装置において、前記共通電極や前記画素電極に印加す
る電圧は、夫々１５Ｖ以下であることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の表示装置において、前記共通電極や前記画粗
電極に印加する電圧は、夫々１０Ｖ以下であることを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の表示装置において、前記帯電粒子を分散させ
た液体はマイクロカプセル中に充填されていることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の表示装置において、前記各画素電極に接続さ
れたスイッチング素子は薄膜トランジスタであることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項６記載の表示装置において、前記薄膜トランジスタは低温プロセスｐｏｌｙ－Ｓ
ｉ　ＴＦＴであることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項６記載の表示装置において、前記薄膜トランジスタはチャネル部が少なくとも有
機膜で形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の表示装置において、新たな表示内容の書き込
みを行う際には、前記共通電極の電位の絶対値を、前記画素電極の電位の絶対値よりも低
くしたときに表示される色であることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれかに記載の表示装置において、表示の際基調となる色は
、前記共通電極の電位の絶対値を、前記画素電極の電位の絶対値より高くしたとき表示さ
れる色であることを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれかに記載の表示装置を備えたことを特徴とする電子機
器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、表示装置及び電子機器に係り、とくに、電気泳動（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒ
ｅｓｉｓ）現象を利用した、電子インク（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ　ｉｎｋ）と
呼ばれる表示素材を用いた表示装置及び電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液体中に分散した帯電粒子が電界印加により泳動する現象、電気泳動現象は従来から良く
知られている。この現象の応用として、染料で着色した分散液に帯電した顔料微粒子を分
散させ、これを一対の電極間に挟んで電界を加えると、帯電粒子はどちらか一方の電極に
引き付けられることが知られており、これで表示体を実現しようとする試みがなされてき
た。（特許  第９００９６３号）ここで、染料で着色した分散液に帯電粒子を分散させた
ものを電子インク（Ｅｌｅｃｔｒｏ  Ｐｈｏｒｅｔｉｃ　Ｉｎｋ）、これを用いた表示体
をＥＰＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏ  Ｐｈｏｒｅｔｉｃ  Ｄｉｓｐｌａｙ）と呼んでいる。
【０００３】
帯電粒子には、その核として例えばＴｉＯ 2（ルチル構造）が、またこの核を取り巻く被
覆層として例えばポリエチレンが用いられる。溶媒としては、例えば四塩化エチレンとイ
ソパラフィンにアントラキン系染料を溶解した溶液が用いられる。帯電粒子と溶媒は互い
に異なる色を有しており、例えば帯電粒子は白色で、溶媒は青色、赤色、緑色、又は黒色
等である。電極は少なくとも一方を透明電極とする。
【０００４】
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この電子インクに外部から電界を印加すると、帯電粒子が負に帯電している場合、電界の
方向とは逆の方向に移動する。これにより、電子インクを見る一方の面、すなわち表示面
は溶媒の色か帯電粒子の色のどちらかに着色されたかの如く見える。従って、各画素面積
内に位置する電子インクの帯電粒子の移動を画素毎に制御することで、表示面に表示情報
を表現することが可能となる。
【０００５】
溶媒と帯電粒子はその比重がほぼ等しくなるように設定されているので、電界消失後も帯
電粒子は電界印加時の位置を比較的長時間（例えば数分～２０分位）、保持することがで
きる。その為表示体に応用した場合、低消費電力化が期待できる。また、視野角がほぼ±
９０度と極めて広く、コントラストも高い。これに加え、ＥＰＤでは、観測者は結果とし
て顔料或いは染料の色を見ることになるが、これは例えば透過型の液晶表示装置において
、バックライトである蛍光管の光を見ているのと異なり、目に優しい色合いを実現できる
。更に電子インクは液晶に比べて安価であり、またバックライトが不要であること等から
、低コスト化も可能となる。
【０００６】
ところが実際には、ＥＰＤは前記顔料微粒子の凝集などにより信頼性が確保できず、長い
間実用化できずにいた。しかし近年、電子インクをマイクロカプセル内に充填することで
信頼性を向上できるが明らかになり、ＥＰＤが一躍脚光を浴びるようになった。
【０００７】
この電子インクをマイクロカプセル内に重点した具体的な表示体としては、論文「 "４４
．３Ｌ：  Ａ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　ａｎｄ　Ｒｏｌｌａｂｌｅ　Ｂｉｓｔａｂｌｅ　Ｅｌｅ
ｃｇｔｒｏｎｉｃ　Ｄｉｓｐｌａｙ "，　Ｐ．Ｄｒｚａｉｃ　ｅｔ　ａｌ．，　ＳＩＤ　
９８　ＤＩＧＥＳＴ　１１３１」、及び、「 "５３．３：　Ｍｉｃｒｏｅｎｃａｐｓｕｌ
ａｔｅｄ　ＥｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃＲｅｗｒｉｔａｂｌｅ　Ｓｈｅｅｔ "，Ｈ．
Ｋａｗａｉ　ｅｔ　ａｌ．，　ＳＩＤ　９９　ＤＩＧＥＳＴ　１１０２」が知られている
。
【０００８】
前者は、ポリエステルフィルム上に、透明導体板、カプセル化した電子インク層、パター
ン化したシルバー又はグラファイトの導体層、及び絶縁フィルム層をこの順に順次印刷す
る。次にパターン化した導通層のアドレスを指定する為に、絶縁フィルム層にホールを開
口し、リードラインを設けて可撓性のある表示体を提案している。また後者は、マイクロ
カプセル化した電子インクを使って電気泳動に拠る書換え可能なシート及びこのシート上
への書き込み方法を提案している。
また、この電子インクを、低温ｐｏｌｙ－Ｓｉ　ＴＦＴなどで形成したアクティブマトリ
クス型素子のアレイ上にコーティングすることにより、目に優しく低消費電力化を図った
表示装置を提供することが可能となる。
図１は、表示装置における画素部の断面構造を示す。同図の様に基板１１１上に対向基板
１１２が貼り付けられており、この対向基板１１２には共通電極１１３が形成されている
。この共通電極１１３と画素電極１１４との間に電子インク層１１５が積層される。この
画素電極１１４は、ＴＦＴ１１６のドレイン電極１１７と直列に接続されており、このＴ
ＦＴ１１６はスイッチの役割を果たしている。なお、この場合共通電極１１３と画素電極
１１４の少なくともどちらか一方は透明電極からなり、透明電極側が表示面となる。
【０００９】
ＴＦＴ１１６は、下地絶縁膜１１８上に形成されたソース層１１９、チャンネル１２０、
およびドレイン層１２１、これらの上に形成されたゲート絶縁膜１２２、このゲート絶縁
膜上に形成されたゲート電極１２３、ソース層１１９上に形成されたソース電極１２４、
及びドレイン層１２１上に形成されたドレイン電極１１７を有する。これらのＴＦＴ１１
６はさらに絶縁膜１２５及び絶縁膜１２６に順次覆われている。
【００１０】
電子インク層１１５は、図２に示す如く、光透過性を有する透明なバインダ２１１と、こ
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のバインダ２１１の内部に均一に且つ固定状態で分散させた複数のマイクロカプセル２１
２とにより構成される。電子インク層１１５の厚さはマイクロカプセル２１２の外経（直
径）の１．５～２倍程度である。バインダ２１１の材料はシリコン樹脂等が用いられる。
マイクロカプセル２１２は、中空で球状の光透過性を有するカプセル本体２１３を有する
。このカプセル本体２１３の内部には、液体（溶媒）２１４が充填されており、この液体
２１４に、負に帯電させた複数の帯電粒子２１５が分散されている。各帯電粒子２１５は
、核２１６と、この核を被覆する被覆層２１７とで構成される。帯電粒子２１５及び液体
２１４はそれらの色が相互に異なるように設定されている。一例として、帯電粒子２１５
は白色で、液体２１４の色は青、赤、緑、又は黒といった具合である。各マイクロカプセ
ル２１２において、液体２１４と帯電粒子２１５の比重は互いにほぼ等しい値に設定され
ている。
【００１１】
この状態でマイクロカプセル２１２に外部から電界が印加されると、帯電粒子２１５はマ
イクロカプセル２１２の内部で、前記電界の方向とは反対方向に移動する。この結果、い
まの表示面が図１の上側面（すなわち対向基板側の面）であるとすると、帯電粒子２１５
が図１において上側に移動した場合、液体２１４の色（例えば青、赤、緑、又は黒）を背
景として浮き出る帯電粒子２１５の色（例えば白）が見えることになる（図２（Ｂ）参照
）。反対に、電界印加に伴って帯電粒子２１５が図１において下側に移動した場合、液体
２１４の色（例えば青、赤、緑、又は黒）のみが見えることになる（図２（Ｃ）参照）。
電界印加により、その電界方向とは反対方向に移動させられた帯電粒子２１５は、その比
重が液体２１４とほぼ同じであるので、電界を消失させた後もその位置に長い時間留まろ
うとする。即ち、表示面に現れた帯電粒子２１５又は液体２１４の色は暫くの間（数分か
ら数十分）保持され、メモリ性を有することになる。従って電界の印加を画素毎に制御す
ることで、その印加パターンに沿った情報が表示されることになるが、その情報も比較的
長時間保持される。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した様な、電子インクとアクティブマトリクス型素子のアレイを組み
合わせたディスプレイには以下の様な未解決の問題がある。
【００１３】
表示内容の変更を行う際に必要な電圧（電位差）は、マイクロカプセルの大きさ（直径）
に依存し、１Ｖ／μｍ程度とされる。一般的なマイクロカプセルの直径は数十ミクロンで
あり、従って少なく見積もっても１０Ｖ程度が必要となる。ここで駆動電圧を１０Ｖとし
、液晶ディスプレイの代表的な駆動方法をＥＰＤに応用する場合について考える。まず共
通電極に印加する電圧を例えば１０Ｖ一定とし、一方画素電極に印加する電圧を０Ｖ又は
２０Ｖとする。即ち、共通電極を画素電極に対して高電位にする時は、画素電極に印加す
る電圧を０Ｖ、反対に画素電極を共通電極に対して高電位にする時は、画素電極に印加す
る電圧を２０Ｖとする。これにより表示内容の書き換えが可能となる。画素電極に印加す
る電圧は、画素電極に接続されているＴＦＴによりスイッチングするが、実際にこの様な
駆動を行おうとすると、駆動電圧が高すぎてＴＦＴの信頼性確保が難しくなる。しかも前
述の如く、２０Ｖというのは少なく見積もった場合の値であり、３０Ｖ以上を必要とする
可能性が高い。この場合信頼性の確保は一層厳しくなる。
【００１４】
液晶ディスプレイの他の代表的な駆動としては、共通電極の電位も可変にする方法が知ら
れており、通常コモン振りと呼ばれている。即ち、共通電極を画素電極に対して高電位に
する時は、画素電極に印加する電圧を０Ｖ、共通電極に印加する電圧を１０Ｖとする。反
対に画素電極を共通電極に対して高電位にする時は、画素電極に印加する電圧を１０Ｖ、
共通電極に印加する電圧を０Ｖとする。これにより１０Ｖでの表示内容の書き換えが可能
となり、ＴＦＴの信頼性も向上する。
【００１５】
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ただしこの方法には次の様な問題点がある。例えば、ある画素の表示内容を書き換える為
に共通電極に１０Ｖ、画素電極に０Ｖを印加すると仮定する。この時、他の表示内容を書
き換えない画素については、誤書き換えを防ぐ為に画素電極に１０Ｖを印加しなければな
らない。ところが各画素電極への電圧印加は、各画素トランジスタが順次選択されて行わ
れる為、共通電極へ電圧が印加されるタイミングと一致させることが出来ず遅れが生じる
。これにより誤書き換えが発生する恐れがある。また仮に誤書き換えが生じる前に画素電
極への電圧印加が成されたとしても、画素トランジスタのリークにより画素電極の電圧が
徐々に低下して行く。これによっても誤書き換えの発生する可能性がある。
【００１６】
本発明は、駆動電圧を必要以上に高くせず、また誤書き換えを生じることのないアクティ
ブマトリックス型ＥＰＤの駆動方法を提案するものであり、これにより信頼性の高いディ
スプレイを提供することを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明は、表示内容の変更を行う際にそれまで表示していた
内容を表示領域全体に渡って消去し、その後新たな表示内容の書き換えを行うことを特徴
とする。具体的には、画素電極を全て同じ電位にした上で、共通電極と画素電極間に電圧
を印加することにより、それまで表示していた内容を表示領域全体に渡って消去し、その
後新たな表示内容の書き換えを行うものである。この時、共通電極にはそれまで表示して
いた内容を表示領域全体に渡って消去する場合と、その後新たな表示内容の書き込みを行
う場合とで異なる電圧を印加することにより、駆動電圧を低減することが可能となる。
【００１８】
また上記の発明において、薄膜トランジスタは移動度が高く、ドライバを内蔵し得ること
から、低温プロセスｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴであることが望ましい。また、コストの低減
をし得ると言う点では、薄膜トランジスタのチャネル部が少なくとも有機膜で形成されて
いるＴＦＴが望ましい。
【００１９】
更に上記の発明においては、新たな表示内容の書き込みを行う際、共通電極の電位の絶対
値を画素電極の電位の絶対値より低く設定することを特徴とする。この方法を用いること
により、書き込み後、画素電極の電位を高い状態に保つ必要がなく誤書き込みの危険性を
低減できる。
【００２０】
またこの方法では、全面消去を行う場合に印加する電圧が逆となる。即ち共通電極の電位
の絶対値が画素電極の電位の絶対値より高く設定され、この全面消去時に表示される色が
表示装置の基調色となる。前述の如く、その様な基調色を持つ表示装置は信頼性が優れて
おり、望ましい表示装置であるといえる。
【００２１】
上記の目的を達成するために、本発明の電子機器は、上記のいずれかの表示装置を備えた
ことを特徴とする。
このような電子機器とすることで、信頼性の高い表示装置を備えた優れた電子機器が得ら
れる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づき説明する。
本実施形態においては、本発明の電子機器の一例として、本発明の表示装置を備えた電子
ブックについて説明する。
図３は、本発明の電子機器の一例たる電子ブックの構成を示す斜視図である。図３におい
て、符号３１は、電子ブックを示している。電子ブック３１は、ブック形状のフレーム３
２と、このフレーム３２に開閉可能なカバー３３とを有する。フレーム３２には、その表
面に表示面を露出させた状態で表示装置３４が設けられ、さらに、操作部３５が設けられ
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ている。フレーム３２の内部には、コントローラ３６、カウンタ３７、及びメモリ３８も
内蔵されている（図４参照）。表示装置３４は、本実施形態では、電子インクを薄膜素子
に充填して形成した画素部３９と、この画素部３９と一体に備えられ且つ集積化された周
辺回路４０とを備える。周辺回路４０には、デコーダ方式のスキャンドライバ及びデータ
ドライバを備える。
【００２３】
図５～７に基づき、画素部３９と一体にＩＣ化されて表示装置３４を成す周辺回路４０を
説明する。この周辺回路４０は、図５に示す如く、画素部３９の各データラインの両端に
接続されたデータドライバ５１、５２と、画素部３９の各スキャンラインの両端に接続さ
れたスキャンドライバ５３、５４とから成る。
【００２４】
データドライバ５１、５２の夫々は、図６に示す如く、９ビットデコーダ部６１、レベル
シフタ部６２、バッファ及びＡＮＤゲートスイッチ部６３、及びアナログサンプルホール
ドＴＦＴ部６４を備える。デコーダ部６１は３個のＮＡＮＤゲート、１個のＮＯＲゲート
、及び１８本のアドレス信号ラインからなる。このデコーダ部６１の出力端は８個のバッ
ファに接続され、８本のデータラインに同時にアドレス信号を送る。このため、８個のア
ナログサンプルホールドＴＦＴが同時に切り換えられ、８個のデータをホールドコンデン
サに同時に転送させる。この構成はデータドライバ５１、５２の速度を低下させるのに適
している。
【００２５】
一方、スキャンドライバ５３、５４の夫々は、図７に示す如く、１０ビットデコーダ部７
１、インターレース交換回路部７２、レベルシフタ部７３、及び出力バッフ部７４を備え
る。この構成は、２本のラインを同時にスキャンするモード及びノン・インターレースス
キャンモードで図示されている。これらのスキャンモードでスキャンするには、インター
レース交換回路部７２で、制御信号Ａ、Ｂ、Ｃを印加する構成を採る。このように２本の
ラインを同時にスキャンすることで、スキャンレートを上げることなく、垂直方向の解像
度を高めることができる。１対のスキャンラインが同時に選択され、この組合せが２つの
状態の間で交換される。
【００２６】
このように、データドライバ５１、５２及びスキャンドライバ５３、５４にデコーダ方式
を用いているので、画素部３９において、電子インク層１１５の表示データを更新したい
画素のみを書き換えれば済むことになる。これにより、消費電力の低減を実現することが
可能となる。
【００２７】
　（データ更新動作）
　ここで、データの更新動作について説明する。いま共通電極１１３側を表示面とし、且
つ白い帯電粒子２１５が負に帯電し黒い液体２１４に分散されていると仮定する。即ち、
画素電極１１４に対し負の電圧を共通電極１１３に印加した時、マイクロカプセル２１２
内の液体２１４の共通電極１１３に印加した時、マイクロカプセル２１２内の液体２１４
の黒色が表示面に現れ、一方、共通電極１１３に対し負の電圧を画素電極１１４に印加し
たときには、帯電粒子２１５の色である白色が表示面に現れるものとする。
【００２８】
図４に示すコントローラ３６は、図８に示す様なシーケンスで表示内容の書き込み処理を
行う。最初にそれまで表示していた内容を表示領域全体に渡って消去する。具体的には、
画素電極を全て同じ電位、例えば接地電位或いはＶｓｓにした上で、共通電極に正の電圧
を印加する。これにより、表示領域全体が白色となりそれまで表示していた内容を消去す
ることができる。従って、ここでは白色が表示装置の基調色となる。
【００２９】
次に、その後新たな表示内容の書き換えを行う。コントローラ３６は、表示データの内容
をメモリ３８から読み出し、これに沿って画素毎の書込みを電子インク層１１５に行うよ
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うに指令する。例えば、共通電極に接地電位或いはＶｓｓを印加した後、各画素をデコー
ダ方式のドライバ５１～５４を介して選択し、画素電極に書き込みを行なう。具体的には
白色を表示させる時には、共通電極と同じ電圧（接地電位或いはＶｓｓ）を印加し、黒色
を表示させる時には、共通電極に対して正の電圧を印加する。
【００３０】
その他の駆動方法として、消費電力の低減を図る為白色を表示させる画素については選択
せず、黒色を表示させる画素についてのみ選択し、書き込みを行なっても良い。この方法
は上記の様に、デコーダ方式のドライバ５１～５４を採用することで可能となる。さらに
、この電子インクの採用によってコントラスト比の高い反射型表示装置を構成することが
でき、バックライトが不要な分、更に消費電力を減らすこともできる。
【００３１】
以上の処理は、新たな表示内容の書き換えを行う毎に実行される。電子インクを用いた表
示装置は、メモリ性を有する特徴を生かし電子ブックなどに用いられるが、その様な用途
にこの駆動方法は好適なものになる。
【００３２】
またこの発明において、薄膜トランジスタは移動度が高くドライバを内蔵し得ることから
、低温プロセスｐｏｌｙ－Ｓｉ  ＴＦＴであることが望ましい。また、コストの低減をし
得ると言う点では、薄膜トランジスタのチャネル部が少なくとも有機膜で形成されている
ＴＦＴが望ましい。
【００３３】
なお、本発明の表示装置は、上述した実施形態に記載のものに限定されることはなく、さ
らに、種々の形態に変更することができる。
【００３４】
さらに別の形態は、上述の表示情報のモノクロ表現に代えて、カラー表現を可能にしたも
のである。これは、前述した図２に記載の薄膜素子に代わるものとして、例えば図９に示
す薄膜素子を採用すればよい。具体的には、共通電極１１３及び画素電極１１４の間をバ
ンク９３で仕切り、電子インク層１１５をシアン色用の電子インク層１１５Ｃ，マゼンダ
用の電子バンク層１１５Ｍ，及び黄色用の電子バンク層１１５Ｙを１組として、それらを
適宜なパターンで画素部に配置した構成を採用して、各色の電子インク層の電圧印加状態
を表示カラーパターンに沿って制御すればよい。
【００３５】
また、本発明の電子機器は、本発明の表示装置を備えたものであればよく、上述した実施
形態に記載の電子ブックに限定されることはない。以下、本発明の表示装置を備えた電子
機器の他の例のいくつかについて説明する。
＜モバイル型コンピュータ＞
まず、上述した実施形態に係る表示装置を、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用
した例について説明する。図１０は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図で
ある。図において、パーソナルコンピュータ１１００は、キーボード１１０２を備えた本
体部１１０４と、上述した表示装置１００を備えた表示ユニットとから構成されている。
【００３６】
＜携帯電話＞
次に、上述した実施形態に係る表示装置を、携帯電話の表示部に適用した例について説明
する。図１１は、この携帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話１２０
０は、複数の操作ボタン１２０２のほか、受話口１２０４、送話口１２０６とともに、上
述した表示装置１００を備えるものである。
【００３７】
＜ディジタルスチルカメラ＞
さらに、上述した実施形態に係る表示装置をファインダに用いたディジタルスチルカメラ
について説明する。図１２は、このディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図であるが
、外部機器との接続についても簡易的に示すものである。
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【００３８】
通常のカメラは、被写体の光像によってフィルムを感光するのに対し、ディジタルスチル
カメラ１３００は、被写体の光像をＣＣＤ（ Charge Coupled Device）などの撮像素子に
より光電変換して撮像信号を生成するものである。ここで、ディジタルスチルカメラ１３
００におけるケース１３０２の背面には、上述した表示装置１００が設けられ、ＣＣＤに
よる撮像信号に基づいて、表示を行う構成となっている。このため、表示装置１００は、
被写体を表示するファインダとして機能する。また、ケース１３０２の観察側（図におい
ては裏面側）には、光学レンズやＣＣＤなどを含んだ受光ユニット１３０４が設けられて
いる。
【００３９】
ここで、撮影者が表示装置１００に表示された被写体像を確認して、シャッタボタン１３
０６を押下すると、その時点におけるＣＣＤの撮像信号が、回路基板１３０８のメモリに
転送・格納される。また、このディジタルスチルカメラ１３００にあっては、ケース１３
０２の側面に、ビデオ信号出力端子１３１２と、データ通信用の入出力端子１３１４とが
設けられている。そして、図に示されるように、前者のビデオ信号出力端子１３１２には
テレビモニタ１４３０が、また、後者のデータ通信用の入出力端子１３１４にはパーソナ
ルコンピュータ１４３０が、それぞれ必要に応じて接続される。さらに、所定の操作によ
って、回路基板１３０８のメモリに格納された撮像信号が、テレビモニタ１４３０や、パ
ーソナルコンピュータ１４４０に出力される構成となっている。
【００４０】
＜電子ペーパー＞
次に、上述した実施形態に係る表示装置を、電子ペーパーの表示部に適用した例について
説明する。図１３は、この電子ペーパーの構成を示す斜視図である。図において、電子ペ
ーパー１４００は、紙と同様の質感および柔軟性を有するリライタブルシートからなる本
体１４０１と、上述した表示装置１００を備えた表示ユニットとから構成されている。
また、図１４は、電子ノートの構成を示す斜視図である。図において、電子ノート１４０
２は、図１３に示した電子ペーパー１４００が複数枚束ねられ、カバー１４０３に挟まれ
ているものである。また、電子ノート１４０２は、カバー１４０３に表示データ入力手段
を備えることにより、束ねられた状態で電子ペーパー１４００の表示内容を変更すること
ができる。
【００４１】
なお、電子機器としては、図３の電子ブック、図１０のパーソナルコンピュータ、図１１
の携帯電話、図１２のディジタルスチルカメラ、図１３の電子ペーパーの他にも、液晶テ
レビや、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーショ
ン装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電
話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種
電子機器の表示部として、上述した表示装置が適用可能なのは言うまでもない。
【００４２】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、表示内容の変更を行う際にそれまで表示していた内
容を表示領域全体に渡って消去し、その後新たな表示内容の書き換えを行うことにより、
駆動電圧を必要以上に高くせず、また誤書き換えを生じることのないアクティブマトリッ
クス型ＥＰＤの駆動方法を提案するものであり、これにより信頼性の高いディスプレイを
提供することが可能となる。
【００４３】
更に上記の発明においては、新たな表示内容の書き込みを行う際、共通電極の電位の絶対
値を画素電極の電位の絶対値より低く設定することにより、書き込み後、画素電極の電位
を高い状態に保つ必要がなく誤書き込みの危険性を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　表示装置の表示装置の画素部を形成する薄膜素子の部分的な断面図。
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【図２】　電子インク層の概念的構成及び電圧印加時の動作を説明する図。
【図３】　本発明の電子機器の一例たる電子ブックの構成を示す斜視図である。
【図４】　表示装置の電気的ブロック構成を示す図。
【図５】　表示装置の表示装置の概略構成を示すブロック図。
【図６】　画素部の周辺回路としてのデコーダ方式のデータドライバの概略構成を示すブ
ロック図。
【図７】　画素部の周辺回路としてのデコーダ方式のスキャンドライバの概略構成を示す
ブロック図。
【図８】　コントローラによる表示内容の書き込み処理のシーケンスを説明する概略フロ
ーチャート。
【図９】　薄膜素子の変形例に係るカラー用の薄膜構造を示す部分断面図。
【図１０】　本発明の電子機器の一例たるパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図で
ある。
【図１１】　同電子機器の一例たる携帯電話の構成を示す斜視図である。
【図１２】　同電子機器の一例たるディジタルスチルカメラの背面側の構成を示す斜視図
である。
【図１３】　同電子機器の一例たる電子ペーパーの構成を示す斜視図である。
【図１４】　同電子機器の一例たる電子ノートの構成を示す斜視図である。
【符号の説明】
１１１　基板
１１２　対向基板
１１３　共通電極
１１４　画素電極
１１５　電子インク層
１１６　ＴＦＴ
１１７　ドレイン電極
１１８　下地絶縁膜
１１９　ソース層
１２０　チャンネル
１２１　ドレイン層
１２２　ゲート絶縁膜
１２３　ゲート電極
１２４　ソース電極
１２５　絶縁膜
１２６　絶縁膜
２１１　光透過性を有する透明なバインダ
２１２　マイクロカプセル
２１３　カプセル本体
２１４　液体（溶媒）
２１５　帯電粒子
２１６　核
２１７　被覆層
３１　　表示装置
３２　　ブック形状のフレーム
３３　　カバー
３４　　表示装置
３５　　操作部
３６　　コントローラ
３７　　カウンタ
３８　　メモリ
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３９　　画素部
４０　　周辺回路
５１　　データドライバ
５２　　データドライバ
５３　　スキャンドライバ
５４　　スキャンドライバ
６１　　９ビットデコーダ部
６２　　レベルシフタ部
６３　　バッファ及びＡＮＤゲートスイッチ部
６４　　アナログサンプルホールドＴＦＴ部
７１　　１０ビットデコーダ部
７２　　インターレース交換回路部
７３　　レベルシフタ部
７４　　出力バッフ部
９３　　バンク
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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