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(57)【要約】
【課題】表示むらの低減された高画質表示が可能な電気
光学装置を提供する。
【解決手段】本発明の電気光学装置は、一対の基板間に
電気光学物質を挟持してなり、複数の画素を配列してな
る表示部を備えた電気光学装置であって、前記表示部に
、各々の前記画素と接続された走査線、データ線、及び
電源線が設けられ、前記画素毎に、画素電極と、前記画
素電極と前記電源線との間に接続された駆動トランジス
タと、前記駆動トランジスタのゲートと前記データ線と
の間に接続された変調用容量と、前記駆動トランジスタ
のゲートに一方の電極を接続された保持容量と、ダイオ
ード接続されるとともに一方の端子が前記駆動トランジ
スタのゲートに接続された補正用トランジスタと、が設
けられていることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、複数の画素を配列してなる表示部を備え
た電気光学装置であって、
　前記表示部に、各々の前記画素と接続された走査線、データ線、及び電源線が設けられ
、
　前記画素毎に、画素電極と、前記画素電極と前記電源線との間に接続された駆動トラン
ジスタと、前記駆動トランジスタのゲートと前記データ線との間に接続された変調用容量
と、前記駆動トランジスタのゲートに一方の電極を接続された保持容量と、ダイオード接
続されるとともに一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続された補正用トラン
ジスタと、が設けられていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記変調用容量と前記データ線との間に接続された制御トランジスタを有することを特
徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記補正用トランジスタの他方の端子に接続された電位制御線を有することを特徴とす
る請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　前記保持容量の他方の電極に接続された電位制御線を有することを特徴とする請求項１
に記載の電気光学装置。
【請求項５】
　前記画素に、前記駆動トランジスタのゲートと前記変調用容量に出力端子を接続された
プリチャージ用スイッチング素子が設けられていることを特徴とする請求項１から４のい
ずれか１項に記載の電気光学装置。
【請求項６】
　前記プリチャージ用スイッチング素子の入力端子に、当該画素が属する前記走査線とは
異なる走査線が接続されていることを特徴とする請求項５に記載の電気光学装置。
【請求項７】
　前記プリチャージ用スイッチング素子の入力端子に接続されたプリチャージ用電源線を
有することを特徴とする請求項５に記載の電気光学装置。
【請求項８】
　前記電位制御線と接続された電位制御部と、前記電位制御部と接続された第１制御線及
び第２制御線とを備え、
　前記電位制御部は、前記第１制御線と前記電位制御線との間に介挿された前記第１スイ
ッチ回路と、前記第２制御線と前記電位制御線との間に介挿された第２スイッチ回路とを
有しており、
　前記第１スイッチ回路は、前記電位制御線が属する前記走査線に選択信号が入力されて
いる期間にオン状態となり、
　前記第２スイッチ回路は、前記走査線とは異なる走査線に選択信号が入力されている期
間にオン状態となることを特徴とする請求項３から７のいずれか１項に記載の電気光学装
置。
【請求項９】
　前記第１スイッチ回路が第１トランジスタからなるとともに、前記第２スイッチ回路が
第２トランジスタからなり、前記第２トランジスタのゲートに接続された第３トランジス
タと第４トランジスタと容量素子とを備えており、
　前記第１トランジスタは、ソースを前記第１制御線に接続され、ドレインを前記電位制
御線に接続され、ゲートを前記走査線に接続されており、
　前記第２トランジスタは、ソースを前記第２制御線に接続され、ドレインを前記電位制
御線に接続されており、
　前記第３トランジスタは、ソースを第３制御線に接続され、ドレインを前記第２トラン
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ジスタのゲートに接続され、ゲートを前記走査線に接続されており、
　前記第４トランジスタは、ソースを第４制御線に接続され、ドレインを前記第２トラン
ジスタのゲートに接続され、ゲートを前記走査線と異なる他の走査線に接続されており、
　前記容量素子は、一方の電極を前記第２トランジスタのゲートに接続され、他方の電極
を定電位線に接続されている
　ことを特徴とする請求項８に記載の電気光学装置。
【請求項１０】
　前記電位制御部に接続された第５制御線と、前記第５制御線からの信号入力に基づいて
第６制御線と前記第２トランジスタのゲートとの接続をスイッチングする第５トランジス
タと、を有することを特徴とする請求項９に記載の電気光学装置。
【請求項１１】
　前記表示部に画像を表示させるに際して、
　前記保持容量を充電するプリチャージ動作と、
　前記プリチャージされた電荷の一部を前記補正用トランジスタを介して引き抜くことで
前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値電圧とするしきい値電圧補正動作と、
　前記制御トランジスタを介して前記変調用容量に画像信号を入力するプログラム動作と
、
　前記電源線の電位を変更し前記駆動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給す
る表示駆動動作と、
　を実行する制御部を備えたことを特徴とする請求項２、請求項５から１０のいずれか１
項に記載の電気光学装置。
【請求項１２】
　前記表示部に画像を表示させるに際して、
　前記電源線に基準電位を入力し、前記補正用トランジスタの他方の端子と接続された前
記電位制御線に前記基準電位よりも高い電位を入力した状態で、前記保持容量を充電する
プリチャージ動作と、
　前記データ線を介して前記変調用容量に画像信号を入力するプログラム動作とともに、
前記電位制御線に前記基準電位を入力することで前記プリチャージされた電荷の一部を前
記補正用トランジスタを介して引き抜き、前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値
電圧とするしきい値電圧補正動作を実行し、その後に前記電位制御線に前記基準電位とは
異なった電位を入力する補正プログラム動作と、
　前記電位制御線に前記基準電位を入力するとともに前記電源線の電位を変更し、前記駆
動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給する表示駆動動作と、
　を実行する制御部を備えたことを特徴とする請求項３、請求項５から１０のいずれか１
項に記載の電気光学装置。
【請求項１３】
　前記表示部に画像を表示させるに際して、
　前記電源線に基準電位を入力し、前記保持容量の他方の電極と接続された前記電位制御
線に前記基準電位よりも低い電位を入力した状態で、前記保持容量を充電するプリチャー
ジ動作と、
　前記データ線を介して前記変調用容量に画像信号を入力するプログラム動作とともに、
前記電位制御線に前記基準電位を入力することで前記プリチャージされた電荷の一部を前
記補正用トランジスタを介して引き抜き、前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値
電圧とするしきい値電圧補正動作を実行し、その後に前記電位制御線に前記基準電位とは
異なった電位を入力する補正プログラム動作と、
　前記電位制御線に前記基準電位を入力するとともに前記電源線の電位を変更し、前記駆
動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給する表示駆動動作と、
　を実行する制御部を備えたことを特徴とする請求項４から１０のいずれか１項に記載の
電気光学装置。
【請求項１４】
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　前記表示駆動動作において、前記電源線にランプ波形を入力することを特徴とする請求
項１１から１３のいずれか１項に記載の電気光学装置。
【請求項１５】
　一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、複数の画素を配列してなる表示部を備え
た電気光学装置であって、前記表示部に、各々の前記画素と接続された走査線、データ線
、及び電源線が設けられ、前記画素毎に、画素電極と、前記画素電極と前記電源線との間
に接続された駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲートと前記データ線との間
に接続された変調用容量と、前記駆動トランジスタのゲートに一方の電極を接続された保
持容量と、ダイオード接続されるとともに一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに
接続された補正用トランジスタと、前記変調用容量と前記データ線との間に接続された制
御トランジスタと、が設けられた電気光学装置の駆動方法であって、
　前記表示部に画像を表示させる画像表示ステップが、
　前記保持容量を充電するプリチャージステップと、
　前記プリチャージされた電荷の一部を前記補正用トランジスタを介して引き抜くことで
前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値電圧とするしきい値電圧補正ステップと、
　前記制御トランジスタを介して前記変調用容量に画像信号を入力するプログラムステッ
プと、
　前記電源線の電位を変更し前記駆動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給す
る表示駆動ステップと、
　を含むことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項１６】
　一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、複数の画素を配列してなる表示部を備え
た電気光学装置であって、前記表示部に、各々の前記画素と接続された走査線、データ線
、及び電源線が設けられ、前記画素毎に、画素電極と、前記画素電極と前記電源線との間
に接続された駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲートと前記データ線との間
に接続された変調用容量と、前記駆動トランジスタのゲートに一方の電極を接続された保
持容量と、ダイオード接続されるとともに一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに
接続された補正用トランジスタと、前記補正用トランジスタの他方の端子に接続された電
位制御線と、が設けられた電気光学装置の駆動方法であって、
　前記表示部に画像を表示させる画像表示ステップが、
　前記電源線に基準電位を入力し、前記補正用トランジスタの他方の端子と接続された前
記電位制御線に前記基準電位よりも高い電位を入力した状態で、前記保持容量を充電する
プリチャージステップと、
　前記データ線を介して前記変調用容量に画像信号を入力するプログラム動作とともに、
前記電位制御線に前記基準電位を入力することで前記プリチャージされた電荷の一部を前
記補正用トランジスタを介して引き抜き、前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値
電圧とするしきい値電圧補正動作を実行し、その後に前記電位制御線に前記基準電位とは
異なった電位を入力する補正プログラムステップと、
　前記電位制御線に前記基準電位を入力するとともに前記電源線の電位を変更し、前記駆
動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給する表示駆動ステップと、
　を含むことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項１７】
　一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、複数の画素を配列してなる表示部を備え
た電気光学装置であって、前記表示部に、各々の前記画素と接続された走査線、データ線
、及び電源線が設けられ、前記画素毎に、画素電極と、前記画素電極と前記電源線との間
に接続された駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲートと前記データ線との間
に接続された変調用容量と、前記駆動トランジスタのゲートに一方の電極を接続された保
持容量と、ダイオード接続されるとともに一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに
接続された補正用トランジスタと、前記保持容量の他方の電極に接続された電位制御線と
、が設けられた電気光学装置の駆動方法であって、
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　前記表示部に画像を表示させる画像表示ステップが、
　前記電源線に基準電位を入力し、前記保持容量の他方の電極と接続された前記電位制御
線に前記基準電位よりも低い電位を入力した状態で、前記保持容量を充電するプリチャー
ジステップと、
　前記データ線を介して前記変調用容量に画像信号を入力するプログラム動作とともに、
前記電位制御線に前記基準電位を入力することで前記プリチャージされた電荷の一部を前
記補正用トランジスタを介して引き抜き、前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値
電圧とするしきい値電圧補正動作を実行し、その後に前記電位制御線に前記基準電位とは
異なった電位を入力する補正プログラムステップと、
　前記電位制御線に前記基準電位を入力するとともに前記電源線の電位を変更し、前記駆
動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給する表示駆動ステップと、
　を含むことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項１８】
　前記表示駆動ステップにおいて、前記電源線にランプ波形を入力することを特徴とする
請求項１５から１７のいずれか１項に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項１９】
　前記プリチャージステップにおいて、
　前記走査線の電位を前記保持容量に入力することを特徴とする請求項１５から１８のい
ずれか１項に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項２０】
　請求項１から１４のいずれか１項に記載の電気光学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】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学装置とその駆動方法、及び電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画素内に制御トランジスタと保持容量と駆動トランジスタとを備えた電気泳動表示装置
が知られている（例えば特許文献１参照）。かかる文献に記載の電気泳動表示装置の画素
では、制御トランジスタを介して入力される画像信号により保持容量が充電され、保持容
量の電圧に応じた電流を駆動トランジスタが画素電極に流していた。これにより、画素電
極に供給された電荷量（電流×時間）に応じた明るさの表示を得るものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１７６３３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の画素において、駆動トランジスタの流す電流Ｉsは、以下に示す式
で表される。ただし、Ｗはチャネル幅、Ｌはチャネル長、Ｃoxはεox／ｔox（εox：ゲー
ト酸化膜の誘電率、ｔox：ゲート絶縁膜の厚さ）なる式で表される定数、μは移動度、Ｖ
thはしきい値電圧であり、ＶgとＶsはそれぞれゲート電圧とソース電圧である。
【０００５】
【数１】
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【０００６】
　ここで、トランジスタ製造工程中の成膜位置のばらつき等に起因して、上式のＶthがト
ランジスタ毎にばらつきを持つ。そのために電流Ｉsが各画素毎にばらつくこととなり、
表示階調に差が生じて表示むらが発生していた。
【０００７】
　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、表示むらの低減された
高画質表示が可能な電気光学装置とその駆動方法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】
【０００８】
　本発明の電気光学装置は、一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、複数の画素を
配列してなる表示部を備えた電気光学装置であって、前記表示部に、各々の前記画素と接
続された走査線、データ線、及び電源線が設けられ、前記画素毎に、画素電極と、前記画
素電極と前記電源線との間に接続された駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲ
ートと前記データ線との間に接続された変調用容量と、前記駆動トランジスタのゲートに
一方の電極を接続された保持容量と、ダイオード接続されるとともに一方の端子が前記駆
動トランジスタのゲートに接続された補正用トランジスタと、が設けられていることを特
徴とする。
【０００９】
　この構成によれば、同一の画素内に駆動トランジスタと補正用トランジスタとを設け、
ダイオード接続された補正用トランジスタの一方の端子の電圧がしきい値電圧以下である
とオフ状態になるという特性を利用して駆動トランジスタのゲート電位を補正することが
可能である。具体的には、保持容量を補正用トランジスタのしきい値電圧以上の電圧に充
電すると、ダイオード接続された補正用トランジスタがオン状態となって、上記一方の端
子の電圧がしきい値電圧となるまで保持容量の蓄積電荷の一部が引き抜かれる。この状態
において、駆動トランジスタのゲート電圧は補正用トランジスタのしきい値電圧に等しく
なる。ここで、駆動トランジスタと補正用トランジスタは同一画素内に形成されているた
め、両者のしきい値電圧はほぼ等しい。したがって、上記の補正用トランジスタの動作に
よって駆動トランジスタのしきい値電圧が補正された状態を得ることができる。
　そして、しきい値電圧が補正された状態で変調用容量を介して画像信号を入力すれば、
しきい値電圧のばらつきの影響を受けることなく、画像信号に応じた階調の表示を得るこ
とができる。よって本発明によれば、表示むらの低減された高画質表示が可能な電気光学
装置を提供することができる。
【００１０】
　前記変調用容量と前記データ線との間に接続された制御トランジスタを有することが好
ましい。
　この構成によれば、制御トランジスタを介して変調用容量に画像信号を入力するため、
他の画素への画像信号入力時に変調用容量の電極電位が変動するのを回避でき、簡便な駆
動方法で画像表示を行うことができる。
【００１１】
　前記補正用トランジスタの他方の端子に接続された電位制御線を有することも好ましい
。
　この構成によれば、電位制御線を介して補正用トランジスタの他方の端子の電位を制御
することができ、補正用トランジスタを強制的にオフ状態に保持することができる。これ
により、他の画素への画像信号入力時に変調用容量の電極電位が変動したときに補正用ト
ランジスタがオン状態となるのを防止でき、入力された画像信号を良好に保持することが
できる。
【００１２】
　前記保持容量の他方の電極に接続された電位制御線を有することも好ましい。
　この構成によれば、電位制御線を介して保持容量の電極電位を制御することができ、駆
動トランジスタのゲート電位を強制的に低い電位に保持することができる。これにより、
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他の画素への画像信号入力時に変調用容量の電極電位が変動したときに駆動トランジスタ
がオン状態となるのを防止できる。
【００１３】
　前記画素に、前記駆動トランジスタのゲートと前記変調用容量に出力端子を接続された
プリチャージ用スイッチング素子が設けられていることも好ましい。
　この構成によれば、所望のタイミングで保持容量を充電することができる。
【００１４】
　前記プリチャージ用スイッチング素子の入力端子に、当該画素が属する前記走査線とは
異なる走査線が接続されていることが好ましい。
　この構成によれば、他の行の走査線の選択時に保持容量を充電することができ、効率よ
くしきい値電圧の補正を実行することができる。
【００１５】
　前記プリチャージ用スイッチング素子の入力端子に接続されたプリチャージ用電源線を
有することも好ましい。
　このような構成とすれば、保持容量にプリチャージする電荷量が走査線の選択信号に依
存しなくなるので、より柔軟にプリチャージ動作を行うことができる。
【００１６】
　前記電位制御線と接続された電位制御部と、前記電位制御部と接続された第１制御線及
び第２制御線とを備え、前記電位制御部は、前記第１制御線と前記電位制御線との間に介
挿された前記第１スイッチ回路と、前記第２制御線と前記電位制御線との間に介挿された
第２スイッチ回路とを有しており、前記第１スイッチ回路は、前記電位制御線が属する前
記走査線に選択信号が入力されている期間にオン状態となり、前記第２スイッチ回路は、
前記走査線とは異なる走査線に選択信号が入力されている期間にオン状態となる構成とす
ることが好ましい。
　この構成によれば、走査線の選択動作に同期させて電位制御線に所望の電位を入力する
ことができるため、各々の画素におけるしきい値電圧の補正動作を効率良く実行できる電
気光学装置となる。
【００１７】
　前記第１スイッチ回路が第１トランジスタからなるとともに、前記第２スイッチ回路が
第２トランジスタからなり、前記第２トランジスタのゲートに接続された第３トランジス
タと第４トランジスタと容量素子とを備えており、前記第１トランジスタは、ソースを前
記第１制御線に接続され、ドレインを前記電位制御線に接続され、ゲートを前記走査線に
接続されており、前記第２トランジスタは、ソースを前記第２制御線に接続され、ドレイ
ンを前記電位制御線に接続されており、前記第３トランジスタは、ソースを第３制御線に
接続され、ドレインを前記第２トランジスタのゲートに接続され、ゲートを前記走査線に
接続されており、前記第４トランジスタは、ソースを第４制御線に接続され、ドレインを
前記第２トランジスタのゲートに接続され、ゲートを前記走査線と異なる他の走査線に接
続されており、前記容量素子は、一方の電極を前記第２トランジスタのゲートに接続され
、他方の電極を定電位線に接続されている構成とすることも好ましい。
　この構成によれば、走査線の選択動作に同期させて電位制御線に所望の電位を入力する
ことができる電気光学装置を最小限の素子構成で実現できる。
【００１８】
　前記電位制御部に接続された第５制御線と、前記第５制御線からの信号入力に基づいて
第６制御線と前記第２トランジスタのゲートとの接続をスイッチングする第５トランジス
タと、を有することも好ましい。
　この構成によれば、第５トランジスタを介して入力される信号によって第２トランジス
タを強制的にオンオフ動作させることができるため、電位制御線に対して初期電位を与え
ることができる構成となる。これにより、電位制御線の電位が不定となることによる画素
の動作不具合が発生するのを防止することができる。
【００１９】
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　前記表示部に画像を表示させるに際して、前記保持容量を充電するプリチャージ動作と
、前記プリチャージされた電荷の一部を前記補正用トランジスタを介して引き抜くことで
前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値電圧とするしきい値電圧補正動作と、前記
制御トランジスタを介して前記変調用容量に画像信号を入力するプログラム動作と、前記
電源線の電位を変更し前記駆動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給する表示
駆動動作と、を実行する制御部を備えた構成とすることも好ましい。
　この構成によれば、駆動トランジスタのしきい値電圧を補正した後で画像信号を入力し
、かかる画像信号に基づいて画素電極に電流を供給することができる。これにより、しき
い値電圧のばらつきの影響が排除された均一な階調表示を得ることができる。
【００２０】
　前記表示部に画像を表示させるに際して、前記電源線に基準電位を入力し、前記補正用
トランジスタの他方の端子と接続された前記電位制御線に前記基準電位よりも高い電位を
入力した状態で、前記保持容量を充電するプリチャージ動作と、前記データ線を介して前
記変調用容量に画像信号を入力するプログラム動作とともに、前記電位制御線に前記基準
電位を入力することで前記プリチャージされた電荷の一部を前記補正用トランジスタを介
して引き抜き、前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値電圧とするしきい値電圧補
正動作を実行し、その後に前記電位制御線に前記基準電位とは異なった電位を入力する補
正プログラム動作と、前記電位制御線に前記基準電位を入力するとともに前記電源線の電
位を変更し、前記駆動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給する表示駆動動作
と、を実行する制御部を備えた構成とすることも好ましい。
　この構成によれば、画像信号を入力した状態で駆動トランジスタのしきい値電圧を補正
するので、比較的迅速にしきい値電圧の補正と画像信号入力とが行われる電気光学装置と
なる。
【００２１】
　前記表示部に画像を表示させるに際して、前記電源線に基準電位を入力し、前記保持容
量の他方の電極と接続された前記電位制御線に前記基準電位よりも低い電位を入力した状
態で、前記保持容量を充電するプリチャージ動作と、前記データ線を介して前記変調用容
量に画像信号を入力するプログラム動作とともに、前記電位制御線に前記基準電位を入力
することで前記プリチャージされた電荷の一部を前記補正用トランジスタを介して引き抜
き、前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値電圧とするしきい値電圧補正動作を実
行し、その後に前記電位制御線に前記基準電位とは異なった電位を入力する補正プログラ
ム動作と、前記電位制御線に前記基準電位を入力するとともに前記電源線の電位を変更し
、前記駆動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給する表示駆動動作と、を実行
する制御部を備えた構成とすることも好ましい。
　この構成によれば、画像信号を入力した状態で駆動トランジスタのしきい値電圧を補正
するので、比較的迅速にしきい値電圧の補正と画像信号入力とが行われる電気光学装置と
なる。
【００２２】
　前記表示駆動動作において、前記電源線にランプ波形を入力する構成とすることも好ま
しい。
　このような構成とすれば、画像信号の電位レベルにより駆動トランジスタのオンタイミ
ングを規定し、画素電極に対する電流供給期間の長さを規定することができるので、画素
の駆動をパルス幅制御することができ、駆動トランジスタ毎の電流ばらつきを抑えること
ができる。
【００２３】
　次に、本発明の電気光学装置の駆動方法は、一対の基板間に電気光学物質を挟持してな
り、複数の画素を配列してなる表示部を備えた電気光学装置であって、前記表示部に、各
々の前記画素と接続された走査線、データ線、及び電源線が設けられ、前記画素毎に、画
素電極と、前記画素電極と前記電源線との間に接続された駆動トランジスタと、前記駆動
トランジスタのゲートと前記データ線との間に接続された変調用容量と、前記駆動トラン
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ジスタのゲートに一方の電極を接続された保持容量と、ダイオード接続されるとともに一
方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続された補正用トランジスタと、前記変調
用容量と前記データ線との間に接続された制御トランジスタと、が設けられた電気光学装
置の駆動方法であって、前記表示部に画像を表示させる画像表示ステップが、前記保持容
量を充電するプリチャージステップと、前記プリチャージされた電荷の一部を前記補正用
トランジスタを介して引き抜くことで前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値電圧
とするしきい値電圧補正ステップと、前記制御トランジスタを介して前記変調用容量に画
像信号を入力するプログラムステップと、前記電源線の電位を変更し前記駆動トランジス
タを介して前記画素電極に電流を供給する表示駆動ステップと、を含むことを特徴とする
。
　この駆動方法によれば、駆動トランジスタのしきい値電圧を補正した後で画像信号を入
力し、かかる画像信号に基づいて画素電極に電流を供給することができる。これにより、
しきい値電圧のばらつきの影響が排除され、表示むらの低減された高画質表示を得ること
ができる。
【００２４】
　本発明の電気光学装置の駆動方法は、一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、複
数の画素を配列してなる表示部を備えた電気光学装置であって、前記表示部に、各々の前
記画素と接続された走査線、データ線、及び電源線が設けられ、前記画素毎に、画素電極
と、前記画素電極と前記電源線との間に接続された駆動トランジスタと、前記駆動トラン
ジスタのゲートと前記データ線との間に接続された変調用容量と、前記駆動トランジスタ
のゲートに一方の電極を接続された保持容量と、ダイオード接続されるとともに一方の端
子が前記駆動トランジスタのゲートに接続された補正用トランジスタと、前記補正用トラ
ンジスタの他方の端子に接続された電位制御線と、が設けられた電気光学装置の駆動方法
であって、前記表示部に画像を表示させる画像表示ステップが、前記電源線に基準電位を
入力し、前記補正用トランジスタの他方の端子と接続された前記電位制御線に前記基準電
位よりも高い電位を入力した状態で、前記保持容量を充電するプリチャージステップと、
前記データ線を介して前記変調用容量に画像信号を入力するプログラム動作とともに、前
記電位制御線に前記基準電位を入力することで前記プリチャージされた電荷の一部を前記
補正用トランジスタを介して引き抜き、前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値電
圧とするしきい値電圧補正動作を実行し、その後に前記電位制御線に前記基準電位とは異
なった電位を入力する補正プログラムステップと、前記電位制御線に前記基準電位を入力
するとともに前記電源線の電位を変更し、前記駆動トランジスタを介して前記画素電極に
電流を供給する表示駆動ステップと、を含むことを特徴とする。
　この駆動方法によれば、しきい値電圧のばらつきの影響が排除され、表示むらの低減さ
れた高画質表示を得ることができる。さらに、画像信号を入力した状態で駆動トランジス
タのしきい値電圧を補正するので、比較的迅速にしきい値電圧の補正と画像信号入力とを
行うことができる。
【００２５】
　本発明の電気光学装置の駆動方法は、一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、複
数の画素を配列してなる表示部を備えた電気光学装置であって、前記表示部に、各々の前
記画素と接続された走査線、データ線、及び電源線が設けられ、前記画素毎に、画素電極
と、前記画素電極と前記電源線との間に接続された駆動トランジスタと、前記駆動トラン
ジスタのゲートと前記データ線との間に接続された変調用容量と、前記駆動トランジスタ
のゲートに一方の電極を接続された保持容量と、ダイオード接続されるとともに一方の端
子が前記駆動トランジスタのゲートに接続された補正用トランジスタと、前記保持容量の
他方の電極に接続された電位制御線と、が設けられた電気光学装置の駆動方法であって、
前記表示部に画像を表示させる画像表示ステップが、前記電源線に基準電位を入力し、前
記保持容量の他方の電極と接続された前記電位制御線に前記基準電位よりも低い電位を入
力した状態で、前記保持容量を充電するプリチャージステップと、前記データ線を介して
前記変調用容量に画像信号を入力するプログラム動作とともに、前記電位制御線に前記基
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準電位を入力することで前記プリチャージされた電荷の一部を前記補正用トランジスタを
介して引き抜き、前記駆動トランジスタのゲート電位をしきい値電圧とするしきい値電圧
補正動作を実行し、その後に前記電位制御線に前記基準電位とは異なった電位を入力する
補正プログラムステップと、前記電位制御線に前記基準電位を入力するとともに前記電源
線の電位を変更し、前記駆動トランジスタを介して前記画素電極に電流を供給する表示駆
動ステップと、を含むことを特徴とする。
　この駆動方法によれば、しきい値電圧のばらつきの影響が排除され、表示むらの低減さ
れた高画質表示を得ることができる。さらに、画像信号を入力した状態で駆動トランジス
タのしきい値電圧を補正するので、比較的迅速にしきい値電圧の補正と画像信号入力とを
行うことができる。
【００２６】
　前記表示駆動ステップにおいて、前記電源線にランプ波形を入力することも好ましい。
　この駆動方法によれば、画像信号の電位レベルにより駆動トランジスタのオンタイミン
グを規定し、画素電極に対する電流供給期間の長さを規定することができるので、画素の
駆動をパルス幅制御することができ、駆動トランジスタ毎の電流ばらつきを抑えることが
できる。
【００２７】
　前記プリチャージステップにおいて、前記走査線の電位を前記保持容量に入力すること
も好ましい。
　この駆動方法によれば、プリチャージ用の電源を別途設けることなくプリチャージステ
ップを実行することができる。
【００２８】
　本発明の電子機器は、先に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする。
　この構成によれば、表示むらのない高画質の表示手段を備えた電子機器を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【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実施形態に係る画素回路図。
【図３】第１実施形態に係る電気泳動表示装置の要部を示す図。
【図４】電気泳動表示装置の動作説明図。
【図５】第１実施形態に係る駆動方法を示すフローチャート。
【図６】第１実施形態に係る駆動方法におけるタイミングチャート。
【図７】第１実施形態の変形例に係るタイミングチャート。
【図８】第２実施形態に係る電気泳動表示装置の画素回路図。
【図９】第２実施形態に係る駆動方法を示すフローチャート。
【図１０】第２実施形態に係る駆動方法におけるタイミングチャート。
【図１１】第３実施形態に係る電気泳動表示装置の画素回路図。
【図１２】第３実施形態に係る駆動方法におけるタイミングチャート。
【図１３】第４実施形態に係る電位制御回路を示す図。
【図１４】電子機器の一例を示す図。
【図１５】電子機器の一例を示す図。
【図１６】電子機器の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、図面を用いて本発明の電気泳動表示装置とその駆動方法について説明する。
　なお、本発明の範囲は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、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る場合がある。
【００３１】
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　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の電気光学装置の一実施の形態である電気泳動表示装置１００の概略構
成図である。
　電気泳動表示装置１００は、複数の画素４０がマトリクス状に配列された表示部５を備
えている。表示部５の周辺には、走査線駆動回路６１、データ線駆動回路６２、コントロ
ーラー（制御部）６３、及び共通電源変調回路６４が配置されている。走査線駆動回路６
１、データ線駆動回路６２、及び共通電源変調回路６４は、それぞれコントローラー６３
と接続されている。コントローラー６３は、上位装置から供給される画像データや同期信
号に基づき、これらを総合的に制御する。
【００３２】
　表示部５には走査線駆動回路６１から延びる複数の走査線６６と、データ線駆動回路６
２から延びる複数のデータ線６８とが形成されており、これらの交差位置に対応して画素
４０が設けられている。また、共通電源変調回路６４から第１電位制御線４８と、第２電
位制御線４９と、電源線５０とが延びており、それぞれの配線は画素４０と接続されてい
る。第１電位制御線４８、第２電位制御線４９、及び電源線５０は各行の走査線６６に対
応して設けられており、共通電源変調回路６４は、これらの第１電位制御線４８、第２電
位制御線４９及び電源線５０に対して個別に電位入力可能に構成されている。
【００３３】
　走査線駆動回路６１は、ｍ本の走査線６６（Ｙ０，Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙｍ）を介して各
々の画素４０に接続されており、コントローラー６３の制御のもと、０行目からｍ行目ま
での走査線６６を順次選択し、画素４０に設けられた制御トランジスタＴＲｍ（図２参照
）のオンタイミングを規定する選択信号を、選択した走査線６６を介して供給する。
　なお、０行目の走査線Ｙ０は、保持容量Ｃ１のプリチャージに用いる配線であり、実際
の表示には供されない（選択信号の入力には使用されない）。
　データ線駆動回路６２は、ｎ本のデータ線６８（Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｎ）を介して各々
の画素４０に接続されており、コントローラー６３の制御のもと、画素４０の各々に対応
する画素データを規定する画像信号を画素４０に供給する。共通電源変調回路６４は、コ
ントローラー６３の制御のもと、当該回路に接続された上記配線の各々に供給すべき各種
信号を生成する一方、これら各配線の電気的な接続及び切断（ハイインピーダンス（Ｈｉ
－Ｚ）化）を行う。
【００３４】
　図２は、画素４０の回路構成図である。
　画素４０には、制御トランジスタＴＲｍと、駆動トランジスタＴＲｄと、補正用トラン
ジスタＴＲｃと、プリチャージ用トランジスタＴＲｐ（プリチャージ用スイッチング素子
）と、保持容量Ｃ１と、変調用容量Ｃ２と、画素電極３５と、電気泳動素子３２と、共通
電極３７と、が設けられている。また、画素４０には、走査線６６と、データ線６８と、
第１電位制御線４８と、第２電位制御線４９と、電源線５０とが接続されている。制御ト
ランジスタＴＲｍと、駆動トランジスタＴＲｄと、ダイオード接続の補正用トランジスタ
ＴＲｃと、プリチャージ用トランジスタＴＲｐは、いずれもＮ－ＭＯＳ（Negative Metal
 Oxide Semiconductor）トランジスタである。
　なお、画素４０を構成する各トランジスタは、それらと同等の機能を有する他の種類の
スイッチング素子と置き換えてもよい。例えば、Ｎ－ＭＯＳトランジスタに代えてＰ－Ｍ
ＯＳトランジスタを用いてもよい。
【００３５】
　画素４０において、制御トランジスタＴＲｍのゲートに走査線６６（ｉ行目）が接続さ
れ、ソースにはデータ線６８が接続されている。制御トランジスタＴＲｍのドレインは、
変調用容量Ｃ２の一方の電極に接続されている。変調用容量Ｃ２の他方の電極は、保持容
量Ｃ１の一方の電極と、ダイオード接続された補正用トランジスタＴＲｃのアノード端子
（一方の端子）と、駆動トランジスタＴＲｄのゲートとに接続されている。駆動トランジ
スタＴＲｄのソースは電源線５０に接続され、ドレインは画素電極３５に接続されている
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。画素電極３５と共通電極３７との間に電気泳動素子３２が挟持されている。
【００３６】
　また、補正用トランジスタＴＲｃのカソード端子（他方の端子）は第１電位制御線４８
に接続され、保持容量Ｃ１の他方の電極は第２電位制御線４９に接続されている。
　ダイオード接続されたプリチャージ用トランジスタＴＲｐのアノード端子（入力端子）
は前段（（ｉ－１）行目）の走査線６６に接続され、カソード端子（出力端子）は駆動ト
ランジスタＴＲｄのゲート（保持容量Ｃ１の一方の電極、変調用容量Ｃ２の他方の電極、
及び補正用トランジスタＴＲｃのアノード端子）に接続されている。このように本願明細
書では、Ｎ－ＭＯＳトランジスタをダイオード接続した際に、互いに接続したゲートとド
レイン端子をアノード端子と呼び、ソース端子をカソード端子と呼ぶことにする。
【００３７】
　画素４０では、制御トランジスタＴＲｍは画素４０への画像信号の入力を制御するスイ
ッチング素子であり、制御トランジスタＴＲｍを介して供給される画像信号電圧、詳しく
は変化した電圧が変調用容量Ｃ２と保持容量Ｃ１との容量比で分割された電圧が、保持容
量Ｃ１の元々の電圧に重畳する。そして、保持容量Ｃ１の電圧、すなわち、駆動トランジ
スタＴＲｄのゲート電位に応じた電流で電気泳動素子３２を駆動する。
【００３８】
　プリチャージ用トランジスタＴＲｐは、前段の走査線６６を介して供給される選択信号
により保持容量Ｃ１をプリチャージするスイッチング素子である。補正用トランジスタＴ
Ｒｃは、プリチャージ用トランジスタＴＲｐを介して供給され保持容量Ｃ１に蓄積された
電荷の一部を第１電位制御線４８へ引き抜き、駆動トランジスタＴＲｄのしきい値電圧を
補正する素子である。
【００３９】
　ここで、補正用トランジスタＴＲｃは、駆動トランジスタＴＲｄに可能な限り近く配置
されていることが好ましい。本実施形態では、補正用トランジスタＴＲｃと駆動トランジ
スタＴＲｄのしきい値電圧がほぼ等しいことを前提として補正用トランジスタＴＲｃのし
きい値電圧補正を行い、駆動トランジスタＴＲｄのゲート電位Ｖg（ゲート電圧）を調整
する。そのため、補正用トランジスタＴＲｃと駆動トランジスタＴＲｄとを近づけて配置
しておくことで、両トランジスタのチャネル領域を構成する半導体を同時に形成しやすく
し、しきい値電圧の等しいトランジスタを得やすくすることが好ましい。
【００４０】
　次に、図３（ａ）は、表示部５における電気泳動表示装置１００の部分断面図である。
電気泳動表示装置１００は、素子基板（第１基板）３０と対向基板（第２基板）３１との
間に、複数のマイクロカプセル２０を配列してなる電気泳動素子３２を挟持した構成を備
えている。
【００４１】
　表示部５において、素子基板３０の電気泳動素子３２側には、図１や図２に示した走査
線６６、データ線６８、制御トランジスタＴＲｍ、駆動トランジスタＴＲｄなどが形成さ
れた回路層３４が設けられており、回路層３４上に複数の画素電極３５が配列形成されて
いる。
　素子基板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。
【００４２】
　一方、対向基板３１の電気泳動素子３２側には複数の画素電極３５と対向する平面形状
の共通電極３７が形成されており、共通電極３７上に電気泳動素子３２が設けられている
。
　対向基板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
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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（インジウム・スズ酸化物
）、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。
　そして、電気泳動素子３２と画素電極３５とが、接着剤層３３を介して接着されること
で、素子基板３０と対向基板３１とが接合されている。
【００４３】
　なお、電気泳動素子３２は、あらかじめ対向基板３１側に形成され、接着剤層３３まで
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の表面に保護用の離型シートが貼り付けられた状態で取り扱わ
れる。そして、別途製造された素子基板３０（画素電極３５や各種回路などが形成されて
いる）に対して、離型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。
【００４４】
　図３（ｂ）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３（ａ）に示すように共通電極３７と画素電極３５とに挟持され
、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。
【００４５】
　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。
【００４６】
　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、例えば正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、例えば負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。
【００４７】
　図４は、電気泳動素子の動作説明図である。図４（ａ）は、画素４０を白表示する場合
、図４（ｂ）は、画素４０を黒表示する場合をそれぞれ示している。
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　図４（ａ）に示す白表示の場合には、共通電極３７が相対的に低電位、画素電極３５が
相対的に高電位に保持される。これにより、正に帯電した白色粒子２７が共通電極３７に
引き寄せられる一方、負に帯電した黒色粒子２６が画素電極３５に引き寄せられる。その
結果、表示面側となる共通電極３７側からこの画素を見ると、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３７が相対的に高電位、画素電極３５が相対
的に低電位に保持される。これにより、負に帯電した黒色粒子２６が共通電極３７に引き
寄せられる一方、正に帯電した白色粒子２７が画素電極３５に引き寄せられる。その結果
、共通電極３７側からこの画素を見ると黒色（Ｂ）が認識される。
　なお、図４は、黒粒子が負に、白粒子が正に帯電している場合の動作説明図であるが、
必要に応じて、黒粒子を正に、白粒子を負に帯電させてもよい。この場合、上記と同様に
電位を供給すると、白表示と黒表示とを反転した表示が得られる。
【００４８】
　［駆動方法］
　次に、図５及び図６を参照して本実施形態の電気泳動表示装置の駆動方法について説明
する。
　図５は、電気泳動表示装置１００の駆動方法を示すフローチャートである。図６は、図
５のフローチャートに対応するタイミングチャートである。
【００４９】
　図５に示すように、本実施形態の駆動方法は、プリチャージステップＳ１０１と、しき
い値電圧補正ステップＳ１０２と、プログラムステップＳ１０３と、表示駆動ステップＳ
１０４と、を有する画像表示シーケンスからなる。
　図６には、上記各ステップに対応させて、ｉ行目（１≦ｉ≦ｍ）の走査線６６の電位Ｇ

i、（ｉ－１）行目の走査線６６の電位Ｇi-1、データ線６８の電位Ｓ、駆動トランジスタ
ＴＲｄのゲート電位Ｖg及びソース電位Ｖsが、駆動トランジスタＴＲｄのオンオフ状態と
ともに示されている。
【００５０】
　本実施形態の電気泳動表示装置１００の画像表示シーケンスが開始されると、まず、プ
リチャージステップＳ１０１が、図６に示すように、（ｉ－１）行目の走査線６６にハイ
レベルの選択信号が入力されている期間に実行される。当該期間において、（ｉ－１）行
目の走査線６６にハイレベルの選択信号が入力されると、プリチャージ用トランジスタＴ
Ｒｐを介して供給される電流により保持容量Ｃ１が充電され、これに伴って駆動トランジ
スタＴＲｄのゲート電位Ｖgが上昇する。プリチャージステップＳ１０１において設定さ
れるゲート電位Ｖg（ゲート電圧）は、駆動トランジスタＴＲｄのしきい値電圧Ｖth（補
正用トランジスタＴＲｃのしきい値電圧）よりも高い電圧であれば特に限定されない。な
お、ここで駆動トランジスタＴＲｄのソース電位Ｖs（電源線５０の電位）と第１電位制
御線４８は同電位、例えば接地電位（０Ｖ）に保持される。
　このとき、画像表示動作の対象である画素４０が属しているｉ行目の走査線６６はロー
レベルであるため、制御トランジスタＴＲｍはオフ状態のままである。
　なお、プリチャージステップＳ１０１において、ｉ＝１である場合には、前段の（ｉ－
１）行目の走査線６６として、制御トランジスタＴＲｍと接続されていないダミーの走査
線Ｙ０が使用される。
【００５１】
　その後、（ｉ－１）行目の走査線６６が非選択状態（ローレベル）に移行すると、しき
い値電圧補正ステップＳ１０２に移行する。
　しきい値電圧補正ステップＳ１０２では、（ｉ－１）行目の走査線６６とｉ行目の走査
線６６の双方が非選択状態とされる。そうすると、ゲート電位Ｖgと第１電位制御線４８
との電位差により、保持容量Ｃ１に蓄積された電荷の一部が、補正用トランジスタＴＲｃ
を介して第１電位制御線４８へ引き抜かれる。これにより、図６に示すようにゲート電位
Ｖgは徐々に低下するが、補正用トランジスタＴＲｃのアノード端子の電位がしきい値電
圧に達すると、補正用トランジスタＴＲｃがオフ状態となってゲート電位Ｖgがそれ以降
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低下しなくなる。そして、補正用トランジスタＴＲｃと駆動トランジスタＴＲｄは近接し
て設けられているため、両者のしきい値電圧は等しいとみなすことができ、駆動トランジ
スタＴＲｄはそのゲート電位Ｖgがしきい値電圧Ｖthに等しい電位に保持された状態（し
きい値電圧が補正された状態）となる。
【００５２】
　その後、プログラムステップＳ１０３に移行すると、ｉ行目の走査線６６にハイレベル
の選択信号が入力されるとともにデータ線６８に画素４０に表示させる階調に応じたレベ
ルの画像信号が入力される。これにより、制御トランジスタＴＲｍがオン状態とされてい
る期間に変調用容量Ｃ２の一方の電極に画像信号が入力される。そうすると、変調用容量
Ｃ２を介した容量カップリング作用によりゲート電位Ｖgが変動し、画素４０の保持容量
Ｃ１が画像信号に応じた電位を保持した状態となる。その後、ｉ行目の走査線６６がロー
レベルに移行すると、プログラムステップＳ１０３が終了する。
【００５３】
　本実施形態では、プリチャージステップＳ１０１と、しきい値電圧補正ステップＳ１０
２と、プログラムステップＳ１０３とを、表示部５の全ての画素４０に対して順次実行し
、各々の画素４０の保持容量Ｃ１に、画像信号に応じた電位を保持させた状態とする。こ
の一連のステップを、図５及び図６に画像信号入力ステップＳ１０として示している。
【００５４】
　なお、各々の画素４０において、プログラムステップＳ１０３で設定されたゲート電位
Ｖgは、全ての画素４０に対する画像信号入力ステップＳ１０が終了するまで、上記画像
信号が反映された電位に保持される。より詳しくは、プログラムステップＳ１０３におい
て再設定されるゲート電位Ｖgは、データ線６８を介して供給される画像信号の基準電位
Ｖsnに対する変位幅ΔＶを用いた下記の式（１）、（２）により示される。ただし、Ｃ1

は保持容量Ｃ１の容量であり、Ｃ2は変調用容量Ｃ２の容量である。
【００５５】
【数２】

【００５６】
　本実施形態では、図６に示すように画像信号の電位レベルを基準電位Ｖsnよりも低い電
位に規定しているため、画像信号を反映させた後のゲート電圧（電位Ｖg）は、駆動トラ
ンジスタＴＲｄのしきい値電圧Ｖth以下の電圧となる。これにより、画像信号の入力後か
ら表示駆動ステップＳ１０４が開始されるまでの期間において駆動トランジスタＴＲｄは
オフ状態に保持され、画像信号入力中に画素電極３５に電圧が印加されることはない。
【００５７】
　次に、表示駆動ステップＳ１０４に移行すると、図６に示すように、駆動トランジスタ
ＴＲｄのソース電位Ｖs（電源線５０の電位）が、所定の負電位－Ｖchg（Ｖchg＞０）と
される。これにより、駆動トランジスタＴＲｄのゲート－ソース間電圧Ｖgsがしきい値電
圧Ｖthよりも大きくなり、駆動トランジスタＴＲｄがオン状態となる。なお、少なくとも
表示駆動ステップＳ１０４においては、共通電極３７の電位Ｖcomを駆動トランジスタＴ
Ｒｄのソース電位Ｖsよりも高い電圧に設定する。
【００５８】
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【数３】

【００５９】
　このときのゲート－ソース間電圧Ｖgsは上記の式（３）で与えられ、駆動トランジスタ
ＴＲｄにはゲート－ソース間電圧Ｖgsに応じた電流が流れることになる。
　ここで、しきい値電圧Ｖthは先のしきい値電圧補正ステップＳ１０２で補正されている
ため、各々の画素４０の画素電極３５には、式（３）に示す項－Ｋ・ΔＶ＋Ｖchgに応じ
た電流が流れることになる。したがって、画素電極３５には入力した画像信号のレベル（
ΔＶ）に応じた電流が流れ、画素間での表示濃度のばらつきが軽減される。
【００６０】
　以上のステップＳ１０１～Ｓ１０４の動作により、画素４０の画素電極３５に所定の負
電位を入力することができ、画素４０を黒を含む階調表示させる（図４（ｂ）参照）こと
ができる。
　なお、画素４０を白表示させる（表示を消去する）場合には、電源線５０（ソース電位
Ｖs）に共通電極３７の電位Ｖcomよりも高い電位を供給し、かかるソース電位Ｖsに対し
て駆動トランジスタＴＲｄをオンすることができるゲート電位Ｖgを入力すればよい。
【００６１】
　以上に説明した本実施形態の電気泳動表示装置及びその駆動方法によれば、前行の走査
線６６に入力される選択信号を利用して保持容量Ｃ１のプリチャージを行って駆動トラン
ジスタＴＲｄのしきい値電圧を補正し、自行の走査線６６を介した選択期間に画像信号の
入力（プログラム動作）を行うことを全行にわたって実行した後、表示駆動ステップＳ１
０４において電源線５０の電位を変化させるという簡単な制御で、表示むらのない高品位
の階調表示を得ることができる。
【００６２】
　なお、本実施形態では、プリチャージ用スイッチング素子として、ダイオード接続のプ
リチャージ用トランジスタＴＲｐを設けた構成について説明したが、プリチャージ用スイ
ッチング素子としては、通常のトランジスタであってもよい。この場合には、図２に想像
線で示すように、プリチャージ用トランジスタＴＲｐのソースにプリチャージ用電源線（
電位Ｖｐ）を接続すればよく、このような構成とすれば、プリチャージステップＳ１０１
におけるゲート電位Ｖgをより柔軟に制御することが可能である。
【００６３】
　（変形例）
　次に、図７は第１実施形態に係る駆動方法の変形例におけるタイミングチャートである
。
　図７に示す変形例では、電気泳動素子３２を駆動して画像を表示させる表示駆動ステッ
プＳ１０４において、駆動トランジスタＴＲｄのソース（電源線５０）にランプ波形を入
力している。すなわち、図１に示した共通電源変調回路６４が、複数の電源線５０に対し
て所定形状のランプ波形を自在に入力可能に構成されている。なお、画像信号入力ステッ
プＳ１０は先の第１実施形態と同様である。
【００６４】
　本例の駆動方法において電源線５０に供給されるランプ波形は、徐々に負側の電圧に変
化していくものであり、図７に示すようにランプ波形の入力開始から徐々に駆動トランジ
スタＴＲｄのゲート－ソース間電圧Ｖgsが大きくなっていく。そして、下記式（４）に示
すように、ランプ波形の電圧Ｖramp（ソース電位Ｖs）が大きくなることでゲート－ソー
ス間電圧Ｖgsがしきい値電圧Ｖth以上になったとき（図７の時刻Ｔon）、駆動トランジス
タＴＲｄがオン状態に移行し、電源線５０から画素電極３５へ電流が流れはじめる。その
後、所定期間のランプ波形の供給が持続され、画素電極３５に画像信号のレベルに応じた



(17) JP 2011-145344 A 2011.7.28

10

20

30

40

50

量の電荷が注入される。
【００６５】
【数４】

【００６６】
　本変形例の電気泳動表示装置の駆動方法では、基準電位に対する画像信号の変位幅ΔＶ
を大きくすると画素電極３５に電荷が注入される期間が短くなり、変位幅ΔＶを小さくす
ると電荷注入期間が長くなる。したがって本例の駆動方法によれば、電気泳動素子３２の
駆動をパルス幅制御することができる。
【００６７】
　先の第１実施形態の場合、画素電極３５に流れる電流はゲート－ソース間電圧Ｖgsに依
存した電流となるが、本例の場合には、画像信号の電位レベルは駆動電流のオンタイミン
グを規定するものとなる。この場合には、オンしたときの電流が主に電気泳動素子３２の
負荷特性で律されるため、例えば駆動トランジスタＴＲｄの移動度にばらつきがあったと
しても電流ばらつきは生じなくなる。よって本例の駆動方法によれば、先の第１実施形態
と比較してもより表示むらを解消することができる。
【００６８】
　（第２の実施形態）
　図８は、第２の実施形態に係る電気泳動表示装置の画素回路を示す図である。本実施形
態の電気泳動表示装置は、第１実施形態における画素４０に代えて図８に示す構成の画素
２４０を備えたものである。
　なお、本実施形態の電気泳動表示装置は、先の第１実施形態の電気泳動表示装置１００
と同様の基本構成を備えたものであり、以下の説明及び参照図面において、先の第１実施
形態と共通の構成要素には同一の符号を付してそれらの詳細な説明は省略する。
【００６９】
　図８に示す画素２４０には、駆動トランジスタＴＲｄと、補正用トランジスタＴＲｃと
、プリチャージ用トランジスタＴＲｐと、保持容量Ｃ１と、変調用容量Ｃ２と、画素電極
３５と、電気泳動素子３２と、共通電極３７と、が設けられている。また、画素２４０に
は、走査線６６と、データ線６８と、第１電位制御線４８と、第２電位制御線４９と、電
源線５０とが接続されている。駆動トランジスタＴＲｄと、ダイオード接続の補正用トラ
ンジスタＴＲｃと、ダイオード接続のプリチャージ用トランジスタＴＲｐは、いずれもＮ
－ＭＯＳトランジスタである。なお、画素２４０を構成する各トランジスタは、それらと
同等の機能を有する他の種類のスイッチング素子と置き換えてもよいのはもちろんである
。
【００７０】
　図８に示すように、本実施形態に係る画素２４０では、制御トランジスタＴＲｍが設け
られておらず、変調用容量Ｃ２の一方の電極がデータ線６８に接続されている。また、共
通電源変調回路６４が、補正用トランジスタＴＲｃのカソード端子（他方の端子）に接続
された第１電位制御線４８に対して所望の電位ＣＭi（ｉは行数を示す整数（１≦ｉ≦ｍ
））を入力可能に構成されている。それ以外の構成は、第１実施形態に係る画素４０と共
通である。
【００７１】
　［駆動方法］
　次に、本実施形態の電気泳動表示装置の駆動方法について説明する。
　図９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９に示すように、本実
施形態の駆動方法は、プリチャージステップＳ２０１と、補正プログラムステップＳ２０
２と、表示駆動ステップＳ２０３と、を有する画像表示シーケンスからなる。
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【００７２】
　図１０は、本実施形態の駆動方法におけるタイミングチャートである。図１０には、上
記各ステップに対応させて、ｉ行目（１≦ｉ≦ｍ）の走査線６６の電位Ｇi、（ｉ－１）
行目の走査線６６の電位Ｇi-1、データ線６８の電位Ｓ、駆動トランジスタＴＲｄのゲー
ト電位Ｖg及びソース電位Ｖsが、駆動トランジスタＴＲｄのオンオフ状態とともに示され
ている。
【００７３】
　本実施形態の電気泳動表示装置において画像表示シーケンスが開始されると、まず、プ
リチャージステップＳ２０１が、図１０に示すように、（ｉ－１）行目の走査線６６にハ
イレベルの選択信号が入力されている期間に実行される。当該期間において、（ｉ－１）
行目の走査線６６にハイレベルの選択信号が入力されると、プリチャージ用トランジスタ
ＴＲｐを介して供給される電流により保持容量Ｃ１が充電され、これに伴って駆動トラン
ジスタＴＲｄのゲート電位Ｖgが上昇する。プリチャージステップＳ２０１において設定
されるゲート電位Ｖgは、駆動トランジスタＴＲｄのしきい値電圧Ｖth（補正用トランジ
スタＴＲｃのしきい値電圧）よりも高い電圧であれば特に限定されない。
　なお、プリチャージステップＳ２０１において、ｉ＝１である場合には、前段の（ｉ－
１）行目の走査線６６としてダミーの走査線が使用される。
【００７４】
　その後、（ｉ－１）行目の走査線６６が非選択状態（ローレベル）に移行すると、補正
プログラムステップＳ２０２に移行する。本実施形態の補正プログラムステップＳ２０２
では、先の第１実施形態では２段階（ステップＳ１０２，Ｓ１０３）で行われていたしき
い値電圧補正動作とプログラム動作とが同時に実行される。
【００７５】
　補正プログラムステップＳ２０２では、ｉ行目の走査線６６が選択状態とされる。それ
とともに、第１電位制御線４８の電位ＣＭiが駆動トランジスタＴＲｄのソース電位と同
じ接地電位（０Ｖ）に設定され、データ線６８の電位Ｓが基準電位Ｖsnから表示階調に応
じた電位（例えばＶsn＋ΔＶ）に設定される。
　そうすると、データ線６８への電位入力により、変調用容量Ｃ２を介してゲート電位Ｖ
gの電位が引き上げられる一方、ゲート電位Ｖgと第１電位制御線４８（接地電位）との電
位差により、保持容量Ｃ１に蓄積された電荷の一部が、補正用トランジスタＴＲｃを介し
て第１電位制御線４８へ引き抜かれる。
　これにより、図１０に示すようにゲート電位Ｖgは徐々に低下するが、補正用トランジ
スタＴＲｃのアノード端子の電位が補正用トランジスタＴＲｃのしきい値電圧に達すると
、補正用トランジスタＴＲｃがオフ状態となってゲート電位Ｖgがそれ以降低下しなくな
る。このとき、変調用容量Ｃ２の一方の電極は画像信号が入力されたデータ線６８の電位
に保持されているため、電位が一定になったときのゲート電圧（電位Ｖg）は、画像信号
を含んだ状態で補正用トランジスタＴＲｃのしきい値電圧に等しく設定されることになる
。したがって、補正プログラムステップＳ２０２によって、画素４０はその保持容量Ｃ１
に画像信号に応じた電位を保持した状態となる。
　その後、ｉ行目の走査線６６をローレベルに移行させ、第１電位制御線４８を正電位に
変更して、補正プログラムステップＳ２０２が終了する。
【００７６】
　本実施形態では、プリチャージステップＳ２０１と、補正プログラムステップＳ２０２
とを、表示部５の全ての画素４０に対して順次実行し、各々の画素４０の保持容量Ｃ１に
、画像信号に応じた電位を保持させた状態とする。この一連のステップを、図９及び図１
０に画像信号入力ステップＳ２０として示している。
【００７７】
　なお、各々の画素４０において、補正プログラムステップＳ２０２で設定された保持容
量Ｃ１の蓄積電荷は、全ての画素４０に対する画像信号入力ステップＳ２０が終了するま
での期間、良好に保持される。これは、補正プログラムステップＳ２０２の終了時に第１
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電位制御線４８を正電位に戻していることによる。他の行の走査線６６に属する画素４０
へのプログラム（補正プログラムステップＳ２０２）の際には、データ線６８の電位が変
動するため、変調用容量Ｃ２を介した容量カップリングによってゲート電位Ｖgが変動す
る。このときに、補正用トランジスタＴＲｃのカソード端子が正電位に保持されていれば
、ゲート電位Ｖgが変動しても補正用トランジスタＴＲｃをオフ状態に保持することがで
き、保持容量Ｃ１に蓄積された電荷量を保持することができる。
【００７８】
　次に、表示駆動ステップＳ２０３に移行すると、図１０に示すように、駆動トランジス
タＴＲｄのソース電位Ｖs（電源線５０の電位）が、所定の負電位－Ｖchg（Ｖchg＞０）
に設定されるとともに、第１電位制御線４８の電位ＣＭiが接地電位（０Ｖ）に設定され
る。補正プログラムステップＳ２０２では、データ線６８（変調用容量Ｃ２の一方の電極
）の電位をＶsn＋ΔＶとした状態で保持容量Ｃ１の一方の電極の電位（ゲート電位Ｖg）
をしきい値電圧Ｖthにしていた。また、表示駆動ステップＳ２０３では、データ線６８が
基準電位Ｖsnに戻されている。以上から、表示駆動ステップＳ２０３における駆動トラン
ジスタＴＲｄのゲート電位Ｖgは、Ｖth－Ｋ・ΔＶとなる。そして、駆動トランジスタＴ
Ｒｄのソース電位Ｖsは負電位－Ｖchgとされていることから、ゲート－ソース間電圧Ｖgs
は第１実施形態において示した式（３）と同様の電圧となる。
　以上の動作により、表示駆動ステップＳ２０３において駆動トランジスタＴＲｄのゲー
ト電圧がしきい値電圧Ｖthよりも大きくなり、駆動トランジスタＴＲｄがオン状態となる
。そして、ゲート－ソース間電圧Ｖgsに応じた電流が電源線５０から駆動トランジスタＴ
Ｒｄを介して画素電極３５に流れる。
【００７９】
　以上のステップＳ２０１～Ｓ２０３の動作により、画素２４０の画素電極３５に所定の
負電位を入力することができ、画素２４０を黒表示させることができる。なお、画素２４
０を白表示させる（表示を消去する）場合には、電源線５０（ソース電位Ｖs）に共通電
極３７の電位Ｖcomよりも高い電位を供給し、かかるソース電位Ｖsに対して駆動トランジ
スタＴＲｄをオンすることができるゲート電位Ｖgを入力すればよい。
【００８０】
　以上に説明した本実施形態の電気泳動表示装置及びその駆動方法によれば、補正プログ
ラムステップＳ２０２において駆動トランジスタＴＲｄのしきい値電圧補正動作と、画像
信号入力による画素２４０のプログラム動作とを同時に行うことができる。したがって、
第１実施形態と比較しても簡素な回路と簡便な制御によって表示むらのない高品位の階調
表示を得ることができる。
【００８１】
　なお、本実施形態においても、第１実施形態の変形例と同様に、表示駆動ステップＳ２
０３において電源線５０にランプ波形を入力してもよいのはもちろんである。
　また、プリチャージ用トランジスタＴＲｐのソースにプリチャージ用電源（電位Ｖｐ）
を接続し、全行の走査線６６を介した選択信号の入力によってプリチャージ用電源をスイ
ッチングし、保持容量Ｃ１のプリチャージを行うようにしてもよい。
　また本実施形態では、補正プログラムステップＳ２０２の終了時にデータ線６８の電位
Ｓを基準電位Ｖsnに戻しているが、プリチャージステップＳ２０１と補正プログラムステ
ップＳ２０２とが繰り返し実行される場合には、データ線６８の電位Ｓを補正プログラム
ステップＳ２０２毎に基準電位Ｖsnに戻す必要はない。画像信号入力ステップＳ２０の終
了時にデータ線６８の電位Ｓが基準電位Ｖsnにされていればよい。
【００８２】
　（第３の実施形態）
　図１１は、第３の実施形態に係る電気泳動表示装置の画素回路を示す図である。本実施
形態の電気泳動表示装置は、第１実施形態における画素４０に代えて図１１に示す構成の
画素３４０を備えたものである。
　なお、本実施形態の電気泳動表示装置は、先の第１実施形態の電気泳動表示装置１００
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と同様の基本構成を備えたものであり、以下の説明及び参照図面において、先の第１実施
形態と共通の構成要素には同一の符号を付してそれらの詳細な説明は省略する。
【００８３】
　図１１に示す画素３４０には、駆動トランジスタＴＲｄと、補正用トランジスタＴＲｃ
と、プリチャージ用トランジスタＴＲｐと、保持容量Ｃ１と、変調用容量Ｃ２と、画素電
極３５と、電気泳動素子３２と、共通電極３７と、が設けられている。また、画素３４０
には、走査線６６と、データ線６８と、第１電位制御線４８と、第２電位制御線４９と、
電源線５０とが接続されている。駆動トランジスタＴＲｄと、ダイオード接続の補正用ト
ランジスタＴＲｃと、ダイオード接続のプリチャージ用トランジスタＴＲｐは、いずれも
Ｎ－ＭＯＳトランジスタである。なお、画素２４０を構成する各トランジスタは、それら
と同等の機能を有する他の種類のスイッチング素子と置き換えてもよいのはもちろんであ
る。
【００８４】
　図１１に示すように、本実施形態に係る画素３４０では、制御トランジスタＴＲｍが設
けられておらず、変調用容量Ｃ２の一方の電極がデータ線６８に接続されている。また、
共通電源変調回路６４が、保持容量Ｃ１の他方の電極（駆動トランジスタＴＲｄと接続さ
れた電極とは反対側の電極）に接続された第２電位制御線４９に対して所望の電位ＨＤi
（ｉは行数を示す整数（１≦ｉ≦ｍ））を入力可能に構成されている。それ以外の構成は
、第１実施形態に係る画素４０と共通である。
【００８５】
　［駆動方法］
　次に、本実施形態の電気泳動表示装置の駆動方法について説明する。
　本実施形態の駆動方法のフローチャートは、図９に示した第２実施形態と同様である。
すなわち、本実施形態の駆動方法は、プリチャージステップＳ３０１と、補正プログラム
ステップＳ３０２と、表示駆動ステップＳ３０３と、を有する画像表示シーケンスからな
る。
【００８６】
　図１２は、本実施形態の駆動方法におけるタイミングチャートである。図１２には、上
記各ステップに対応させて、ｉ行目（１≦ｉ≦ｍ）の走査線６６の電位Ｇi、（ｉ－１）
行目の走査線６６の電位Ｇi-1、データ線６８の電位Ｓ、駆動トランジスタＴＲｄのゲー
ト電位Ｖg及びソース電位Ｖsが、駆動トランジスタＴＲｄのオンオフ状態とともに示され
ている。
【００８７】
　本実施形態の電気泳動表示装置において画像表示シーケンスが開始されると、まず、プ
リチャージステップＳ３０１が、図１２に示すように、（ｉ－１）行目の走査線６６にハ
イレベルの選択信号が入力されている期間に実行される。当該期間において、（ｉ－１）
行目の走査線６６にハイレベルの選択信号が入力されると、プリチャージ用トランジスタ
ＴＲｐを介して供給される電流により保持容量Ｃ１が充電され、これに伴って駆動トラン
ジスタＴＲｄのゲート電位Ｖgが上昇する。プリチャージステップＳ３０１において設定
されるゲート電位Ｖgは、駆動トランジスタＴＲｄのしきい値電圧Ｖth（補正用トランジ
スタＴＲｃのしきい値電圧）よりも高い電圧であれば特に限定されない。
　なお、プリチャージステップＳ３０１において、ｉ＝１である場合には、前段の（ｉ－
１）行目の走査線６６としてダミーの走査線Ｙ０が使用される。
【００８８】
　その後、（ｉ－１）行目の走査線６６が非選択状態（ローレベル）に移行すると、補正
プログラムステップＳ３０２に移行する。本実施形態の補正プログラムステップＳ３０２
では、先の第１実施形態では２段階（ステップＳ１０２，Ｓ１０３）で行われていたしき
い値電圧補正動作とプログラム動作とが同時に実行される。
【００８９】
　補正プログラムステップＳ３０２では、ｉ行目の走査線６６が選択状態とされる。それ
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とともに、第２電位制御線４９の電位ＨＤiが接地電位（０Ｖ）に設定され、データ線６
８の電位Ｓが基準電位Ｖsnから表示階調に応じた電位（例えばＶsn＋ΔＶ）に設定される
。
　そうすると、データ線６８への電位入力により、変調用容量Ｃ２を介してゲート電位Ｖ
gの電位が引き上げられる一方、ゲート電位Ｖgと第１電位制御線４８（接地電位）との電
位差により、保持容量Ｃ１に蓄積された電荷の一部が、補正用トランジスタＴＲｃを介し
て第１電位制御線４８へ引き抜かれる。
　これにより、図１２に示すようにゲート電位Ｖgは徐々に低下するが、補正用トランジ
スタＴＲｃのアノード端子の電位が補正用トランジスタＴＲｃのしきい値電圧に達すると
、補正用トランジスタＴＲｃがオフ状態となってゲート電位Ｖgがそれ以降低下しなくな
る。このとき、変調用容量Ｃ２の一方の電極は画像信号が入力されたデータ線６８の電位
に保持されているため、電位が一定になったときのゲート電圧（電位Ｖg）は、画像信号
を含んだ状態で補正用トランジスタＴＲｃのしきい値電圧に等しく設定されることになる
。したがって、補正プログラムステップＳ３０２によって、画素４０はその保持容量Ｃ１
に画像信号に応じた電位を保持した状態となる。
　その後、ｉ行目の走査線６６をローレベルに移行させ、第２電位制御線４９を負電位に
変更して、補正プログラムステップＳ３０２が終了する。
【００９０】
　本実施形態では、プリチャージステップＳ３０１と、補正プログラムステップＳ３０２
とを、表示部５の全ての画素４０に対して順次実行し、各々の画素４０の保持容量Ｃ１に
、画像信号に応じた電位を保持させた状態とする。この一連のステップを、図９及び図１
２に画像信号入力ステップＳ３０として示している。
【００９１】
　なお、各々の画素４０において、補正プログラムステップＳ３０２で設定された保持容
量Ｃ１の蓄積電荷は、全ての画素４０に対する画像信号入力ステップＳ３０が終了するま
での期間、良好に保持される。これは、補正プログラムステップＳ３０２の終了時に第２
電位制御線４９を負電位に戻し、ゲート電位Ｖｇの電位レベルを引き下げていることによ
る。他の行の走査線６６に属する画素４０へのプログラム（補正プログラムステップＳ３
０２）の際には、データ線６８の電位が変動するため、変調用容量Ｃ２を介した容量カッ
プリングによってゲート電位Ｖgが変動する。このときに、保持容量Ｃ１の他方の電極を
負電位に保持しておくことでゲート電位Ｖgが変動しても駆動トランジスタＴＲｄのゲー
ト電圧がしきい値電圧Ｖthを超えないように保持することができ、画像信号入力中に画素
電極３５に電圧が印加されることはない。なお、第２電位制御線４９の電位そのものはい
くつでもよく、プログラム後に負電位側に変化さえすればよい。
【００９２】
　次に、表示駆動ステップＳ３０３に移行すると、図１２に示すように、駆動トランジス
タＴＲｄのソース電位Ｖs（電源線５０の電位）が、所定の負電位－Ｖchg（Ｖchg＞０）
に設定されるとともに、第２電位制御線４９の電位ＨＤiが接地電位（０Ｖ）に設定され
る。補正プログラムステップＳ３０２では、データ線６８（変調用容量Ｃ２の一方の電極
）の電位をＶsn＋ΔＶとした状態で保持容量Ｃ１の一方の電極の電位（ゲート電位Ｖg）
をしきい値電圧Ｖthにしていた。また、表示駆動ステップＳ３０３では、データ線６８が
基準電位Ｖsnに戻されている。以上から、表示駆動ステップＳ３０３における駆動トラン
ジスタＴＲｄのゲート電位Ｖgは、Ｖth－Ｋ・ΔＶとなる。そして、駆動トランジスタＴ
Ｒｄのソース電位Ｖsは負電位－Ｖchgとされていることから、ゲート－ソース間電圧Ｖgs
は第１実施形態において示した式（３）と同様の電圧となる。
　以上の動作により、表示駆動ステップＳ３０３において駆動トランジスタＴＲｄのゲー
ト電圧がしきい値電圧Ｖthよりも大きくなり、駆動トランジスタＴＲｄがオン状態となる
。そして、ゲート－ソース間電圧Ｖgsに応じた電流が電源線５０から駆動トランジスタＴ
Ｒｄを介して画素電極３５に流れる。
【００９３】
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　以上のステップＳ３０１～Ｓ３０３の動作により、画素３４０の画素電極３５に所定の
負電位を入力することができ、画素３４０を黒表示させることができる。なお、画素３４
０を白表示させる（表示を消去する）場合には、電源線５０（ソース電位Ｖs）に共通電
極３７の電位Ｖcomよりも高い電位を供給し、かかるソース電位Ｖsに対して駆動トランジ
スタＴＲｄをオンすることができるゲート電位Ｖgを入力すればよい。
【００９４】
　以上に説明した本実施形態の電気泳動表示装置及びその駆動方法によれば、補正プログ
ラムステップＳ２０２において駆動トランジスタＴＲｄのしきい値電圧補正動作と、画像
信号入力による画素２４０のプログラム動作とを同時に行うことができる。したがって、
第１実施形態と比較しても簡素な回路と簡便な制御によって表示むらのない高品位の階調
表示を得ることができる。
【００９５】
　なお、本実施形態においても、第１実施形態の変形例と同様に、表示駆動ステップＳ３
０３において電源線５０にランプ波形を入力してもよいのはもちろんである。
　また、プリチャージ用トランジスタＴＲｐのソースにプリチャージ用電源（電位Ｖｐ）
を接続し、全行の走査線６６を介した選択信号の入力によってプリチャージ用電源をスイ
ッチングし、保持容量Ｃ１のプリチャージを行うようにしてもよい。
　また本実施形態では、補正用トランジスタＴＲｃのカソード端子と接続された第１電位
制御線４８は一定電位（０Ｖ）に保持されることとしたが、第２実施形態と同様に電位Ｃ
Ｍiを入力可能としてもよい。
【００９６】
　（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１３を参照しつつ説明する。
　本実施形態は、第２実施形態又は第３実施形態の電気泳動表示装置に好適に用いること
ができる共通電源変調回路６４の構成に関する。
【００９７】
　図１３は、第４実施形態の電気泳動表示装置の表示部５及び非表示部６を示す概略構成
図である。
　図１３に示すように、本実施形態の電気泳動表示装置の非表示部６に設けられた共通電
源変調回路６４は、各行の第１電位制御線４８又は第２電位制御線４９に対応して設けら
れた電位制御回路１５０ａ（電位制御部）を備えており、各々の電位制御回路１５０ａに
は、第１制御線９１と、第２制御線９２と、第３制御線９３と、第４制御線９４と、第５
制御線９５と、第６制御線９６と、が接続されている。
【００９８】
　なお、本実施形態の電位制御回路１５０ａは、第１電位制御線４８又は第２電位制御線
４９に入力する電位を選択する回路として好適に用いることができるものであるが、以下
では電位制御回路１５０ａが第１電位制御線４８に接続されているものとして説明する。
第２電位制御線４９に電位制御回路１５０ａを接続する場合には、以下の説明における第
１電位制御線４８を第２電位制御線４９に置き換えればよい。
【００９９】
　電位制御回路１５０ａは、走査線６６に沿って延びる第１電位制御線４８にそれぞれ対
応して設けられている。ｉ行目（１≦ｉ≦ｍ）の第１電位制御線４８に対応する電位制御
回路１５０ａは、ｉ行目の第１電位制御線４８とともに、ｉ行目の走査線６６とその次行
の（ｉ＋１）行目の走査線６６とに接続されている。
【０１００】
　電位制御回路１５０ａは、第１トランジスタＴＲ１（第１スイッチ回路）と、第２トラ
ンジスタＴＲ２（第２スイッチ回路）と、第３トランジスタＴＲ３と、第４トランジスタ
ＴＲ４と、第５トランジスタＴＲ５と、容量Ｃiとを備えている。
　第１トランジスタＴＲ１のゲートはｉ行目の走査線６６に接続され、ソースは第１制御
線９１（電位Ｖ１）に接続され、ドレインはｉ行目の第１電位制御線４８に接続されてい
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る。
　第２トランジスタＴＲ２のゲートは、第３トランジスタＴＲ３のドレイン及び第４トラ
ンジスタＴＲ４のドレイン、並びに容量Ｃiの一方の電極に接続されている。第２トラン
ジスタＴＲ２のソースは第２制御線９２（電位Ｖ２）に接続され、ドレインはｉ行目の第
１電位制御線４８に接続されている。
　第３トランジスタＴＲ３のゲートはｉ行目の走査線６６に接続され、ソースは第３制御
線９３（低電位電源線）に接続され、ドレインは第２トランジスタＴＲ２のゲートに接続
されている。
　第４トランジスタＴＲ４のゲートは（ｉ＋１）行目の走査線６６に接続され、ソースは
第４制御線９４（高電位電源線）に接続され、ドレインは第２トランジスタＴＲ２のゲー
トに接続されている。
　容量Ｃiは、一方の電極を第２トランジスタＴＲ２のゲートに、他方の電極をグランド
又は任意の電位の電源に接続されている。
　第５トランジスタＴＲ５は必要に応じて設けられるスイッチング素子であり、第５トラ
ンジスタのゲートは第５制御線９５（リセット線）に接続され、ソースは第６制御線（高
電位電源線）に接続され、ドレインは容量Ｃiの一方の電極及び第２トランジスタＴＲ２
のゲートに接続されている。
【０１０１】
　上記構成を備えた電位制御回路１５０ａは、第１電位制御線４８に対する第１制御線９
１及び第２制御線９２の電気的接続を、第１トランジスタＴＲ１及び第２トランジスタＴ
Ｒ２によりスイッチングする。
　第１トランジスタＴＲ１はｉ行目の走査線６６を介して入力される選択信号により制御
される。一方、第２トランジスタＴＲ２は、第３トランジスタＴＲ３と第４トランジスタ
ＴＲ４と容量Ｃiとにより構成される回路から出力される電位により制御される。具体的
には、第３トランジスタＴＲ３は第２トランジスタＴＲ２をオフ状態とする電位Ｖoff（
ローレベル）を出力し、第４トランジスタＴＲ４は第２トランジスタＴＲ２をオン状態と
する電位Ｖon（ハイレベル）を出力する。容量Ｃiは第３トランジスタＴＲ３又は第４ト
ランジスタＴＲ４の出力電位を所定期間保持する。
【０１０２】
　なお、本実施形態では第４トランジスタＴＲ４のゲートを（ｉ＋１）行目の走査線６６
に接続しているが、ｉ行目以外であれば任意の行の走査線６６と接続することができる。
　また本実施形態で参照する図１３では、表示部５の図中右側に電位制御回路１５０ａが
形成されているが、電位制御回路１５０ａは、第１電位制御線４８の反対側の端部に接続
してもよい。すなわち、電位制御回路１５０ａは、表示部５の一辺のみに沿って配置され
てもよく、表示部５の対向する二辺に沿って配列されてもよい。表示部５の対向する二辺
に配置する場合には、電位制御回路１５０ａの配設位置を、１行ごとに第１電位制御線４
８の異なる端部（表示部５の左右）に振り分けて配置してもよい。
【０１０３】
　上記構成の本実施形態の電気泳動表示装置における画像表示動作の一例について以下に
説明する。
　図１３に示す電位制御回路１５０ａを備えた電気泳動表示装置において、ｉ行目の走査
線６６が選択されると、第１トランジスタＴＲ１と第３トランジスタＴＲ３とがオン状態
となり、第１トランジスタＴＲ１を介して第１制御線９１の電位Ｖ１（第２実施形態では
接地電位）が第１電位制御線４８に入力される。一方、第３トランジスタＴＲ３がオン状
態とされることで第２トランジスタＴＲ２のゲートには第３制御線９３の電位Ｖoffが入
力され、第２トランジスタＴＲ２はオフ状態に保持されるため、第１電位制御線４８にお
ける電圧の衝突はない。
【０１０４】
　次に、（ｉ＋１）行目の走査線６６が選択されると、第４トランジスタＴＲ４がオン状
態となり、第４トランジスタＴＲ４を介して第２トランジスタＴＲ２のゲートに第４制御
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線９４の電位Ｖonが入力される。これにより、第２トランジスタＴＲ２がオン状態となり
、第２トランジスタＴＲ２を介して第２制御線９２の電位Ｖ２（第２実施形態では所定の
正電位）が第１電位制御線４８に入力される。このとき、ｉ行目の走査線６６は非選択状
態であるため第１トランジスタＴＲ１がオフ状態であり、第１電位制御線４８における電
圧の衝突はない。
【０１０５】
　次に、（ｉ＋１）行目の走査線６６が非選択状態になると、第４トランジスタＴＲ４は
オフ状態となるが、第４トランジスタＴＲ４がオン状態であった期間に容量Ｃiが充電さ
れているため、容量Ｃiに蓄積されたエネルギーによって第２トランジスタＴＲ２のオン
状態が維持され、第１電位制御線４８には第２制御線９２の電位Ｖ２が入力され続けるこ
とになる。
【０１０６】
　以上の動作により、先の実施形態の画像信号入力ステップＳ２０において、第１電位制
御線４８に対して所定の電位を入力することができる。
　なお、第２実施形態の表示駆動ステップＳ２０３では、いずれの走査線６６も非選択状
態となるため、第１電位制御線４８には第２制御線９２の電位Ｖ２が入力されることにな
る。したがって、電位制御回路１５０ａを用いる場合の表示駆動ステップＳ２０３では、
第２制御線９２の電位Ｖ２として接地電位（０Ｖ）を入力する。
【０１０７】
　また、本実施形態の電位制御回路１５０ａでは、電気泳動表示装置への電源投入時に第
１電位制御線４８の電位が不定とならないように、第５トランジスタＴＲ５、第５制御線
９５、第６制御線９６が設けられている。すなわち、電源投入時に第５制御線９５に選択
信号を入力して第５トランジスタＴＲ５をオン状態とし、第５トランジスタＴＲ５を介し
て第２トランジスタＴＲ２のゲートに第６制御線９６の電位Ｖonを入力することができる
。これにより、第２トランジスタＴＲ２を強制的にオン状態とし、第１電位制御線４８に
第２制御線９２の電位Ｖ２を入力することができるので、第１電位制御線４８の電位が不
定になるのを防止できる。
【０１０８】
　なお、上記各実施の形態では、電気光学装置の一例として電気泳動表示装置を挙げて説
明したが、本発明の技術範囲は電気泳動表示装置に限定されるものではなく、本発明の構
成は、有機ＥＬ装置等の他の電気光学装置にも問題なく適用することができる。
【０１０９】
　（電子機器）
　次に、上記実施形態の電気泳動表示装置１００及び変形例に係る電気泳動表示装置を、
電子機器に適用した場合について説明する。
　図１４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からなる表示部１
００５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１０１１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。
【０１１０】
　図１５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、
上記実施形態の電気泳動表示装置を表示領域１１０１に備えている。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１１０２を備えて構成されている。
【０１１１】
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　図１６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。
【０１１２】
　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が採用されているので、表示むらのない高画質の表示が可能
な表示手段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、本発明に係る電気光学装置は好適に用いることができる。
【符号の説明】
【０１１３】
　１００　電気泳動表示装置（電気光学装置）、５　表示部、６　非表示部、３０　素子
基板、３１　対向基板、３２　電気泳動素子、３５　画素電極、３７　共通電極、４０，
２４０，３４０　画素、４８　第１電位制御線、４９　第２電位制御線、５０　電源線、
６３　コントローラー（制御部）、６６　走査線、６８　データ線、９１　第１制御線、
９２　第２制御線、９３　第３制御線、９４　第４制御線、９５　第５制御線、９６　第
６制御線、Ｃ１　保持容量、Ｃ２　変調用容量、１５０ａ　電位制御回路（電位制御部）
、Ｓ１０，Ｓ２０，Ｓ３０　画像信号入力ステップ、Ｓ１０１，Ｓ２０１，Ｓ３０１　プ
リチャージステップ、Ｓ１０２　しきい値電圧補正ステップ、Ｓ１０３　プログラムステ
ップ、Ｓ２０２，３０２　補正プログラムステップ、Ｓ１０４，Ｓ２０３，Ｓ３０３　表
示駆動ステップ、ＴＲ１　第１トランジスタ（第１スイッチ回路）、ＴＲ２　第２トラン
ジスタ（第２スイッチ回路）、ＴＲ３　第３トランジスタ、ＴＲ４　第４トランジスタ、
ＴＲ５　第５トランジスタ、ＴＲｃ　補正用トランジスタ、ＴＲｄ　駆動トランジスタ、
ＴＲｐ　プリチャージ用トランジスタ（プリチャージ用スイッチング素子）
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