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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カラーの光を発光するカラー発光手段と、
外光を反射する外光反射手段と、
前記カラー発光手段からの光の偏光状態を変調する偏光状態変調手段と、
複屈折性を備えた位相板と、
カラー表示のために画像信号を処理する第１の信号処理部と、
白黒表示のために画像信号を処理する第２の信号処理部と、
受信された前記画像信号に基づいて、前記第１の信号処理部と前記第２の信号処理部の
どちらかを選択する信号処理切換部と、を有し、
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前記カラー発光手段は、前記外光反射手段と前記偏光状態変調手段間に配置され、有機
ＬＥＤ層を有し、
前記外光反射手段は、前記有機ＬＥＤ層のカソード電極を有し、
前記偏光状態変調手段は、液晶層を有するノーマリブラックモードの表示装置。
【請求項２】
請求項１記載の表示装置において、
前記第１の信号処理部は、多階調表示のために画像信号を処理し、
前記第２の信号処理部は、２階調表示のために画像信号を処理する表示装置。
【請求項３】
請求項１記載の表示装置において、
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前記液晶層を駆動する画素電極と透明電極とを有する表示装置。
【請求項４】
請求項１記載の表示装置において、
前記有機ＬＥＤ層と前記液晶層間に設けられたコモン配線を有する表示装置。
【請求項５】
アンテナと、スピーカと、ノーマリブラックモードの表示素子と、マイクロフォンとを
有し、
前記表示素子は、カラーの光を発光するカラー発光手段と、外光を反射する外光反射手
段と、前記カラー発光手段からの光の偏光状態を変調する偏光状態変調手段と、複屈折性
を備えた位相板と、カラー表示のために画像信号を処理する第１の信号処理部と、白黒表
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示のために画像信号を処理する第２の信号処理部と、受信された前記画像信号に基づいて
、前記第１の信号処理部と前記第２の信号処理部のどちらかを選択する信号処理切換部と
、を有し、前記カラー発光手段は、前記外光反射手段と前記偏光状態変調手段間に配置さ
れ、有機ＬＥＤ層を有し、前記外光反射手段は、前記有機ＬＥＤ層のカソード電極を有し
、前記偏光状態変調手段は、液晶層を有する機器。
【請求項６】
請求項５記載の機器において、
前記表示素子の前記第１の信号処理部は、多階調表示のために画像信号を処理し、
前記第２の信号処理部は、２階調表示のために画像信号を処理する機器。
【請求項７】

20

請求項５記載の機器において、
前記表示素子は、前記液晶層を駆動する画素電極と透明電極とを有する機器。
【請求項８】
請求項５記載の機器において、
前記表示素子は、前記有機ＬＥＤ層と前記液晶層間に設けられたコモン配線を有する機
器。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は表示装置及びそれを用いた携帯電話，携帯情報端末，家庭電器製品等の機器に関
する。
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背景技術
携帯情報機器の表示装置におけるカラー化技術に関するものとしては特開平１０−２１３
７９９号公報に補助照明を備えたカラーフィルタ方式の反射型カラーディスプレイに関す
る技術が、特開平１０−１０６３２８号公報に偏光状態維持性を有する反射層を使用した
反射・透過両用液晶表示装置に関する技術が、特開平５−１９２５７号公報にカラーフィ
ルタが不要のカラー表示方式であるフィールド順次カラー方式に関する技術が、特開平２
０００−１０５２９号公報に消費電力抑制指示信号に基づいて赤，緑，青それぞれの液晶
素子動作信号を合成して単色映像信号にし、この単色画像のみを表示することで消費電力
化を図る液晶カラーディスプレイ駆動方法に関する技術がある。
上述のように近年の携帯情報機器には高画質化，カラー化，低消費電力化が求められてい
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るが、従来のカラー携帯情報機器に関する技術には、以下に記述するような多数の課題が
ある。
発明の開示
まず、カラーフィルタを用いた方式の反射型カラーディスプレイには、カラーフィルタの
光の吸収により外光使用時及び補助照明使用時のいずれにおいても反射型白黒ディスプレ
イに比べ暗く見づらくなるという課題がある。また、カラー表示をするには１画素を赤，
緑，青（以下夫々Ｒ，Ｇ，Ｂ）の三つの副画素で構成する必要があるため画像の表示には
白黒ディスプレイに比べて常に３倍の電力が必要となるという課題もある。さらに、機器
の使用時と待機時（透過表示時と反射表示時）のいずれにおいても同じ駆動方式を採用し
ているため消費電力の差は光源の点消灯による光源自身の消費電力分の差でしかないため
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、低消費電力化においても改善の余地も残る。さらに、外光反射手段としてハーフミラー
，半透過反射板又は部分的な開口部を設けた部分透過反射板等を用いた場合には、透過表
示時の輝度と反射表示時の輝度とがトレードオフの関係となるため何れの表示品質におい
ても中途半端な明るさの画質とならざるを得ない。
従って、カラーフィルタによるカラー表示方式を採用した場合、反射表示時，透過表示時
（補助光源使用時）のいずれにおいても白黒液晶表示装置に比べ消費電力が大きく、しか
も暗い表示画像となってしまうという課題がある。
それに対し、カラーフィルタを使用しないフィールド順次カラー表示方式を採用すれば、
上述したカラーフィルタによる問題を解決でき、かつ高画質化を図ることができる。しか
し、この場合には画像を表示するために常時光源を点灯しなければならず、いわゆる機器
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の使用時と待機時（透過表示時と反射表示時）の複数の使用態様を有するという特徴を持
つ機器においては低消費電力化を図る上でも未だ改善の余地があると考える。
よって本発明の目的は、カラー表示可能な低消費電力の表示装置、又はこれを備えた携帯
電話等の携帯情報機器を提供することにある。
本発明の一実施態様によると、光源を有する表示装置において、表示させる画像のモード
を切換えるモード切換部と、モード切換部からの命令に応じて前記光源の制御を行う光源
制御部と、モード切換部からの命令に応じて前記画像信号を処理する画像信号を処理する
画像信号処理部と、画像信号処理部からの画像信号に応じて画像を表示する液晶セルと、
を有することにより、低消費電力でかつ発光表示，反射表示のいずれにおいてもコントラ
ストが高く明るい表示装置が実現できる。
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また、一つの具体的な実施態様として、駆動部の画像信号処理部はデジタル−アナログコ
ンバータと、レベルシフタとを有し、モード切換部が多階調表示モードに切換えた場合、
画像信号生成部はデジタル−アナログコンバータを使用してアナログ多階調の画像信号を
生成し、モード切換部が二階調表示モードに切換えた場合、画像信号生成部はレベルシフ
タを使用してアナログ二値階調の画像信号を生成するという構成をとることで、駆動方法
を切換えることが可能となり、随時最適な電力を選択し、消費電力を最適化させ、低消費
電力化を図ることができる。
さらに、また別の具体例な実施態様として、表示素子が、一対の透明基板と、一対の基板
間に挟持された液晶層と、一対の透明基板の少なくとも一方に配置した電極群と、を有す
る液晶セルと、液晶セルの一方の面側に配置した偏光維持拡散反射板と、液晶セルと偏光
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維持拡散反射板との間に配置され、光源が側面に配置された導光体と、導光体と液晶セル
との間に配置された偏光維持散乱層と、を有することで、低消費電力化，発光反射両表示
のいずれにおいてもコントラストの高い表示が可能となるという効果に加え、更なる高光
利用効率化を図ること、二重像の問題をも解決した表示装置が実現できる。
さらに、また本発明の別の見方による例として、表示素子が、一対の基板と、一対の基板
に挟持される液晶層と、一対の基板の少なくとも一方に配置される電極類により形成され
る複数の画素と、その複数の画素各々に対応して設けられ、基板側から金属電極と、有機
ＬＥＤ層と、透明電極と、を含んで構成される光源と、を有する液晶セルを有することで
、カラー発光表示時には有機ＬＥＤの輝度調整により、反射表示時には液晶の輝度調整に
より、それぞれ表示を行うことで、低消費電力で、かつコントラストが高く明るい画像表
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示を実現することができ、さらに表示素子全体の厚さを薄くできるという利点がある。
発明を実施するための最良の形態
本発明の表示装置の一実施形態について、第１図を用いて説明する。第１図の表示装置は
、主に表示素子１０１と、表示素子１０１を駆動する駆動部１０５とを含んで構成される
。
まず駆動部１０５について説明する。
駆動部１０５は信号処理切換部１０６と、光源制御部１１１と、信号処理部１１２，１１
３と、を有している。
信号処理切換部１０６は表示素子１０１に表示させる画像信号の処理方法の切換制御及び
カラー発光手段１０３のオン／オフの制御を随時駆動信号インタフェース１０７を通じて
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行う。表示素子１０１に表示させる画像信号処理方法の切換制御とは、表示状態の観点か
らは例えばカラー発光表示と反射表示との切換制御を意味し、処理内容の観点からは例え
ば信号処理部１１２，１１３のいずれかを選択し、切換えて制御することが該当する。そ
して信号処理部１１２，１１３のそれぞれは外部から入力される画像信号を処理し、表示
状態のそれぞれに適した画像信号に変換もしくは生成する。つまりこのような作業を行う
信号処理部を複数設けるということは駆動部１０５が画像信号を処理する経路を複数有す
ることを意味する。信号処理方法の切換制御の具体例としては駆動周波数の切換え，デジ
タル／アナログコンバータを使用する場合と使用しない場合の切換制御，駆動する画素数
の切換えの制御，クロックを供給する回路ブロックの切換制御等が該当する。尚、光源制
御部１１１は表示素子１０１に配置される光源を制御する回路部であり、信号処理切換部
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１０６により制御される。これら個々の詳細については後の実施例において説明する。
この構成を採ることにより信号処理方法の切換制御、即ち信号処理部の選択切換えを行う
ことが出来るわけであるが、このことは結局消費電力の切換えができることを意味し、カ
ラー発光表示時、反射表示時それぞれの時に必要な分の電力だけ供給させていくことが可
能となる。よって、カラー発光表示時においては高精細で高品質な表示を、反射表示時に
おいては無駄な電力を削減し、消費電力の最適化，大幅な低消費電力化を図ることができ
る。尚、カラー発光手段１０３のオン／オフによっても電力が削減できることについては
言うまでもない。
表示装置における駆動部１０５は複数の信号処理部１１２，１１３と、信号処理切換部１
０６とを備え、その信号処理切換部１０６により複数の信号処理部を随時切換えることで
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表示装置の低消費電力化を図っている。そしてこれは同時に一つの表示素子が複数の表示
状態を有することとなるので、表示素子自身も複数の表示状態に適合する必要がある。そ
こで、表示素子１０１にも工夫を加え、これと上述の駆動回路部１０５とを組み合わせて
、さらなる低消費電力化，高画質化を図っている。尚、以下の実施例では信号処理切換部
と、複数の信号処理部を用いて説明しているが、これらの作用を得る上において、信号処
理部を一つにして複数の信号処理経路を有するようにしてもよいし、信号処理切換部を信
号処理部の内部に配置することも可能である。信号処理の経路を複数有し、その選択制御
を行うということが可能な範囲で種々の変形が含まれる。
以下、表示素子１０１について説明する。
表示素子１０１は、偏光状態変調手段１０２と、カラーの発光をするカラー発光手段１０
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３と、外光１０９を反射する外光反射手段１０４を含んで構成されている。カラー発光表
示とは、外光以外の照明手段を備え、この照明手段により発せられた光を偏光状態変調手
段により変調し画像として表示をする場合と、表示素子の各画素に発光素子を含ませて形
成し、それぞれの発光素子を発光及び輝度調整して画像として表示をする場合の両者を指
す。前者としては例えば、バックライトを照明手段とし輝度変調手段として液晶素子を用
いた液晶表示素子が挙げられ、この場合には液晶表示素子が偏光状態変調手段１０２であ
り、バックライトがカラー発光手段１０３である。後者の例としては有機ＬＥＤ（Ｌｉｇ
ｈｔ

Ｅｍｉｔｔｉｎｇ

Ｄｉｏｄｅ）、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅ

ｎｃｅ）とも称される。）表示素子を用いた表示素子が挙げられる。この場合も液晶表示
素子が偏光状態変調手段１０２に相当するが、カラー発光手段１０３には有機ＬＥＤ表示
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素子が相当する。尚、これらの例及びその構成による特有な効果については後の実施例に
おいて説明する。
表示素子１０１の共通した特徴の一つは、カラー発光手段１０３が偏光状態変調手段１０
２と外光反射手段１０４との間に配置されていることである。これにより本発明の表示素
子１０１は従来の表示素子が用いているようなハーフミラーではなく全反射のミラーを外
光反射手段１０４として用いることができる。従って反射表示時及びカラー発光表示時の
いずれにおいてもハーフミラーによる光量の損失がない、つまり両表示間の輝度がトレー
ドオフの関係になることがない。詳細に説明すると、外光１０９，発光１０８のいずれの
光であっても外光反射手段１０４等によりほぼ全て表示素子１０１の外部（第１図上方）
に放出され、効率よく光が利用できるのでコントラストの高い表示が可能となり、表示品
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質の向上を図ることができる。また、外光反射手段の上面に配置された発光手段にカラー
発光表示の機能を持たせることでカラーフィルタを用いず明るいカラー発光表示を可能と
させることができる。しかも反射表示時にはカラー発光手段１０３を使用せず白黒表示と
することも可能で、発光表示と反射表示、異なる表示方法のいずれにも適合させることが
できる。これは反射表示時において余分な電力を削減することを可能とした上記の駆動回
路部を有する装置に特に適し、低消費電力化に有効である。
以上より、駆動部１０５は信号処理の切換え（表示状態の切換え）による消費電力の大幅
な低減を、表示素子１０１はカラー発光表示，反射表示の両表示状態いずれにも適し、か
つコントラストが高く明るい高画質な表示を、それぞれ図ることができ、さらにこれらを
組み合わせることで高画質かつ低消費電力の表示装置を提供することが可能となる。
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表示素子１０１，駆動部１０５それぞれにおける細部の構成、及びそれらにより生ずる特
有な効果等については、以下の実施例において詳細に述べていく。
尚、各図で使用される同一符号は、同一物又は相当物を示す。
（実施例１）
本発明における表示装置の一実施例について、第１図から第５図を用いて順次説明する。
本実施例の表示装置は、発光表示を多階調カラーのフィールド順次駆動で行い、反射表示
を白黒二値表示のフレーム駆動で行う。発光表示時に多階調カラーのフィールド順次駆動
を行うのは、発光表示時は装置の使用時である場合が多く、高画質でより情報量の多い表
示を求めるユーザの利便性を高めることを考慮したためであり、反射表示時に白黒二値表
示のフレーム駆動を行うのは、反射表示時は装置の待機時である場合が多く、表示装置と
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しての機能性を確保しつつ低消費電力化を考慮したためである。即ち、本表示装置はカラ
ー発光表示時と反射表示時それぞれにおけるユーザの欲する機能（表示能力等）を考慮し
、駆動方法を切換えることにより消費電力を最適化させ、低消費電力化を図ることができ
る。尚、本明細書においてフレーム駆動とは、一フレーム期間毎に液晶の駆動電圧を変化
させていく駆動方法をいい、一フレーム期間内に複数のサブフレーム期間を有するフィー
ルド順次駆動と区別するためにこの用語を用いている。
以下、駆動回路部１０５（第１図参照）における低消費電力化のポイントについて説明し
ていく。
駆動部１０５は、上述のように信号処理切換部１０６と、光源制御部１１１と、信号処理
部１１２，１１３と、を有する。尚、本発明において、表示素子１０１はアクティブマト
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リクス基板上にアクティブマトリクスを制御する表示制御部（いわゆる走査側駆動回路部
，信号側駆動回路部等）を含む表示部を有するものとしている。なお、駆動部１０５のそ
れぞれの構成要素は、表示素子１０１のアクティブマトリクス基板上に設けてもよいし、
表示素子１０１の外部に設けてもよい。駆動部１０５はあくまで上記構成要件の機能的な
集合として観念しているものであり、具体的な設置の位置について厳しく限定しているわ
けではない。
そして、信号処理切換部１０６はカラー発光表示と反射表示のそれぞれに対応した信号処
理を随時選択使用して低消費電力化を図る。ここで、低消費電力化を図るために我々は両
表示間による差異、つまり駆動方法，階調に着目し、それぞれのポイントについて低消費
電力化を図った。以下、説明する。
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まず、一つ目のポイントは、駆動方法、即ち動作周波数を切換えることである。発光表示
ではフィールド順次カラー表示方法を採用するため１フレーム期間のカラー発光表示を行
うのに少なくとも三原色ＲＧＢの各サブフィールド（少なくとも計３サブフレーム期間）
が必要である。それに対し反射表示時では白黒表示のフレーム駆動を採用するため、カラ
ー表示時に必要であるサブフィールドを設ける必要はない。従って、反射表示時の駆動周
波数をカラー発光表示時の駆動周波数に比べて低くすること、少なくとも３分の１以下の
駆動周波数とすることができる。この結果、消費電力量を大幅に低減させることができる
。この場合は駆動部の周波数を切換える回路構成（駆動周波数制御部）を付加すればよい
。
二つ目のポイントとして、階調を切換える（メモリ切換方法）方法による低消費電力化も
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挙げられる。これは上述のように、カラー表示時には多階調表示を採用して利便性を高く
する一方、白黒表示時には２値表示を採用して低消費電力化を図るためである。カラーの
多階調から白黒の２値表示とすることによって低消費電力化を図ることができる理由は、
多階調表示をするために必要である比較的消費電力の大きいデジタルアナログコンバータ
の使用を回避するためである。この際、消費電力の大きな信号経路（デジタルアナログコ
ンバータ）を迂回すると同時にデジタルアナログコンバータへのクロックの供給を停止す
ることで消費電力を低減することも有用である。尚、この場合カラー発光表示時と反射表
示時とでメモリを変える構成も有用であり、本実施例では信号処理切換部１０６にメモリ
切換方法を実現する機能を持たせることで実現している。尚、本明細書ではこの階調を切
換える方法には画像信号の切換えをすることや画像信号のビットを変換することが含まれ
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るものとする。これについても後に説明する。
尚、二つ目のポイントを別の観点から捉えると、通常時、つまり発光表示が選択されてい
る場合には高いビット数（ｎビット）の表示を行う一方、ユーザ等の指令により反射表示
が選択された場合には低消費電力化に適した反射表示用の画像信号に別途生成し直して低
いビット数（ｍビット、ｎ＞ｍ）の表示を行うことで、低消費電力化を図ることであると
もいえる。
以下、具体例とともに低消費電力化の手法について説明する。
第２図は上述の一つ目のポイント，動作周波数を切換えることによる低消費電力化につい
ての説明図である。
第２図の上下の波形いずれも、横軸は時間を、縦軸は画素電極への印加電圧値を示してい
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る。上の波形はフィールド順次カラー駆動時における印加電圧波形を、下の波形は白黒の
フレーム駆動時における印加電圧波形をそれぞれ表している。
フィールド順次カラー駆動の印加電圧波形１４１において、１フレーム期間１４３は３つ
のサブフレーム期間１４０により構成されている。そしてその各サブフレーム期間１４０
には三原色ＲＧＢいずれかの色に対応する印加電圧が画素電極に加わっている。そして印
加電圧に対応する三原色ＲＧＢの色がサブフレーム期間毎にＲＧＢの順序で切換わってい
くため、観測者にはカラー表示として認識されている。本図では１フレーム期間が３つの
サブフレーム期間により構成されているため、例えばフレーム周波数を６０Ｈｚとすると
、サブフレーム周波数即ち動作周波数は１８０Ｈｚ必要である。
一方、フレーム駆動の印加電圧波形１４４では、１フレーム期間１４３中にサブフレーム

30

期間は存在しない。よって先程と同様フレーム周波数を６０Ｈｚとしてもサブフレーム期
間が存在しないのでフレーム周波数たる６０Ｈｚがそのまま動作周波数となる。
本表示装置は以上のフィールド順次カラー駆動時とフレーム駆動時の動作周波数の違いに
着目し、フレーム駆動時には動作周波数をフィールド順次カラー表示時の３分の１に切換
えることで駆動周波数の差分，低消費電力化を図ることができる。これは画素へのデータ
転送の時間間隔を制御するドットクロックの周波数を表示モードに応じて切換える動作周
波数制御部を例えば駆動部内、機器全体の制御部等に設けることで実現できる。また、白
黒のフレーム表示時、即ち反射表示時の場合には、光源をオフにする分の低消費電力化が
図れていることは言うまでもない。
尚、第２図においてはフィールド順次カラー駆動の印加電圧の電圧極性を１サブフレーム
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期間毎に中心電位に対して反転しているが、１フレーム期間毎に反転させる駆動とするこ
とも可能であり、また、１フレームを構成するサブフレームの数も３に限定されるもので
はない。ポイントは、周波数の違いによる消費電力の低減化にあるからである。
第３図は上述の二つ目のポイント、反射表示時である白黒表示を二値表示とすることによ
る低消費電力化、即ちデジタル−アナログコンバータ等の比較的消費電力が大きい回路ブ
ロックの使用不使用を切換え、低消費電力化を図る方法について説明する図である。第２
図では、カラー多階調表示をｎビット表示で、白黒表示を１ビット表示の２階調表示でそ
れぞれ行っている。
第３図は表示装置内における駆動部１０５について示した図であり、駆動部１０５はメモ
リ制御部２４０と、信号制御部２４５と、を有する信号処理切換部１０６と、第１の信号
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処理部１１２と、第２の信号処理部１１３と、を有している。
そして第１の信号処理回路部１１２はｎビットメモリ２４１と、デジタル／アナログコン
バータ２４３とを有し、第２の信号処理回路部１１３は１ビットメモリ２４２と、レベル
シフタ２４４とを有している。尚、ｎビットメモリ２４１と１ビットメモリ２４２は互い
に独立に設けられているものであり、カラー表示と白黒表示用のために画像信号を保持す
る機能を有している。
メモリ制御部２４０は少なくともＤ／Ａコンバータ２４３，レベルシフタ２４４，信号制
御部２４５，１ビットメモリ２４１，ｎビットメモリ２４２に接続され、制御信号に応じ
ていずれかのメモリを選択し、画像信号を書き込む等の制御を行う。尚、ここでの制御信
号には例えばカラー若しくは白黒表示のいずれを行うかを制御する等の命令が含まれてい
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る。また、本実施例において、この画像信号はデジタル信号であり、カラーの多階調表示
の場合はｎビットの画像信号が、白黒表示の場合には１ビットの画像信号が（例えば携帯
機器等であれば機器全体の制御部）送信されてくる。尚、この場合、メモリ制御回路部が
画像信号のビット数を判断して切換えるようにしてもよく、この場合画像信号が制御信号
を兼ねる構成も可能である。
以上駆動部１０５は、送信される画像信号，制御信号に応じて表示する経路を選択するの
である。
以下、第３図における信号処理切換部１０６の有する作用効果について説明する。
外部から送信されてくる制御信号によりメモリ制御部２４０がｎビットメモリ２４１を選
択した場合、画像信号はｎビットメモリ２４１に記憶された後Ｄ／Ａコンバータ２４３に
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よってアナログ信号に変換され、信号制御部２４５及び駆動インターフェース１０７を通
じて表示素子１０１に画像が表示される。一方、メモリ制御部２４０が１ビットメモリ２
４２を選択した場合、画像信号は１ビットメモリ２４２に記憶された後レベルシフタ２４
４によって２値のアナログ信号に変換され、信号制御部２４５及び駆動インターフェース
１０７を通じて表示素子１０１に画像が表示される。
尚、本実施例では、外部から送信される画像信号として、ｎビット階調と１ビット階調の
画像信号の両方を用いた組み合わせを採用したが、ｎビット階調のみの画像信号も考えら
れ、この場合にはｎビット→１ビットに変換する部（ビット変換部）をメモリ制御部２４
０若しくは信号処理部１１３に付け加えればよい。また、このビットを変換する回路部は
メモリ制御部に画像信号が入力される前後のいずれに配置してもよく、後に配置する場合
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は１ビットメモリの前にこのビット変換回路部を設ければよい。前に配置する場合はメモ
リ制御部２４０がこの機能を有することとなる。尚、ｎビットから１ビットの信号を生成
する場合の具体例については後述する。
以上のように、ｎビット階調表示と１ビット階調表示（２値表示）を両方有し、Ｄ／Ａコ
ンバータ２４３とレベルシフタ２４４の選択をする構成をとることで消費電力の大きいＤ
／Ａコンバータ２４３を迂回することができる。即ち１ビット階調表示（２値表示）時に
は大幅な低消費電力化を図ることができる。これは表示装置を使用する携帯電話において
待機時のような低消費電力性が重要な状況に特に有効である。
また、本実施例では、Ｄ／Ａコンバータ使用時はｎビットの多階調カラー表示を、レベル
シフタ使用時は１ビット白黒表示を１ビットの２階調で行う例について説明したが、Ｄ／
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Ａコンバータ使用時のカラー表示はｎビットの多階調で、レベルシフタ使用時の表示は１
ビットメモリを三原色の各色ごとに設けた１ビット階調のカラー表示（８色表示）とする
ことができるように構成してもよい。これはこの表示装置を使用する携帯電話等において
、文字情報のみをカラー表示したい場合に適し、消費電力を低減する上で有効である。
あるいはまた、白黒表示をｎビット階調で行えるような構成にしても良い。これは自然画
像をグレースケール表示したい場合に消費電力を低減する効果がある。この場合、カラー
画像信号を白黒の画像信号に変換させる回路部を設けることで実現できる。具体的には、
本発明の構成によりカラーの多階調表示，カラーの１ビット階調表示，白黒（モノクロ）
の多階調表示，白黒（モノクロ）の１ビット表示のいずれもが可能となる。
また、回路全体の配置構成は第３図に限定されるわけではなく、第４図に示される構成も
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可能である。以下、説明する。第４図と第３図に示した構成の違いは、ｎビットメモリ２
４１を１ビット階調表示の場合においても使用できるようにした点である。具体的構成と
しては、メモリとしてｎビットメモリ２４１一種類を採用し、かつＤ／Ａコンバータ２４
３及びレベルシフタ２４４と独立に設けたことである。
第４図の作用効果について説明する。メモリ制御部２４６は供給される画像信号を制御信
号に応じてｎビットメモリ２４１の必要な領域に記憶する。尚、本例におけるメモリ制御
部２４６へ供給される画像信号はｎビット階調信号と１ビット階調信号の組み合わせとす
る。ｎビット階調表示を行う場合にはＤ／Ａコンバータ２４３にｎビット階調信号を供給
し、１ビット階調表示を行う場合にはレベルシフタ２４４に１ビット階調信号を供給する
。Ｄ／Ａコンバータ２４３はアナログ階調の画像信号を、レベルシフタ２４４は二値階調

10

の画像信号を生成し、信号制御部２４５を介して生成されたいずれかの画像信号を表示素
子１０１に供給する。消費電力の観点からはｎビット階調表示を行うか１ビット階調表示
を行うかによって、Ｄ／Ａコンバータ２４３とレベルシフタ２４５との何れか一方のみに
クロックが供給されるよう構成することが望ましい。
また、前述の様に、駆動部１０５外部から入力される画像信号を常にｎビットとし、画像
信号を１ビットに変換する回路部（ビット変換部）をメモリ制御部２４６の前に設ける構
成，ビット変換部をメモリ制御部とレベルシフタの間に設ける構成ももちろん可能である
。第５図は上述のビット変換部がｎビット信号を用いて１ビット階調表示をする場合のメ
モリの割付方法についての一例を示している。図中、緑色（Ｇ）用メモリのｎ−１の位置
にある太線で囲まれた値が２階調表示における画像信号を表している。
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このメモリの割付方法により、ＲＧＢの三原色分あるメモリのうち例えば緑色用のメモリ
のみを使用し、その最上位のビットの値を用いて２階調の表示を行うことができ、画像信
号がカラーｎビットである場合でも、モノクロ２階調表示用の１ビットの画像信号を生成
することができる。
第６図は、携帯情報端末における信号処理の全体の流れをシステム的に示した図であり、
表示モードの判断，画像信号の生成，送信の処理をも含めて示してある。
第６図（ａ）の携帯情報端末２６０は少なくとも表示モード判断部２５０と、信号生成部
２５１と、信号処理切換部１０６と、少なくともｎビットメモリと、ｎビットメモリに接
続されたデジタル−アナログコンバータを有する第１の信号処理部と、少なくとも１ビッ
トメモリと、１ビットメモリに接続されたレベルシフタを有する第２の信号処理部と、画
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像を表示する表示部２５２（例えば液晶セル１０１に相当）と、を有している。尚、信号
生成部，表示モード判断部の具体的構成の例としては信号生成部，表示モード判断部の両
方の機能を有したＣＰＵであって、ＣＰＵ上のソフトウェア（機器を制御するプログラム
）において、表示モード判断部と画像信号生成部が設けられるという構成、あるいはＣＰ
Ｕを含んだシステムＬＳＩとして、表示モード判断部と画像信号生成部が設けられている
構成，ＣＰＵが信号生成部であり、表示モード判断の回路部を別途設ける構成等、が考え
られる。
第６図では第１の信号処理部と第２の信号処理部と記載したが、上述のようにこの２つを
併せて信号処理部とし、内部で処理経路を二つ設けることとしてももちろんよく、また、
第６図の信号切換部に信号処理切換部を含ませる構成も可能である。尚、以下の構成は第
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４図に示された構成にももちろん準用可能である。
第６図の表示モードはカラー多階調（ｎビット階調）と、モノクロ２階調（１ビット階調
）を持つこととする。しかし、これらに前述の低発光モードを加えることももちろん可能
である。また、モノクロ信号をｎビットの階調としてもよく、その際にはビット変換部を
レベルシフタ若しくは１ビットメモリの前に設ける必要がある。
まず第６図（ａ）における処理の流れについて説明する。まず、ユーザのボタン操作やマ
ークアップ言語の指示により、表示モード判断部２５０は表示部における表示モード（表
示状態）を判断し、その指示を画像信号生成部に送る。その後、画像信号生成部は無線部
等からくる情報を基にした表示部の表示モードに対応する画像信号と、信号処理切換部を
制御する制御信号と、を生成し、信号処理切換手段に送信する。ここで生成される信号は
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、カラー多階調である場合はカラー用のｎビット信号、モノクロ２階調である場合はモノ
クロ用の１ビット信号である。画像信号，制御信号を受けた信号処理切換部は信号処理の
経路、即ち第１の信号処理部、第２の信号処理部のいずれかを選択し、切換える。選択さ
れた上記いずれかの信号処理部は画像信号をアナログ信号に変換する等の処理をした後、
表示部１５２が画像信号を受け画像を表示する。これにより、任意に画像の表示モードを
切換えることができ、利便性の向上，低消費電力化を図ることができる。
尚、表示モード判断部が判断する表示モード切換えのタイミングは、ユーザ操作やマーク
アップ言語にはもちろん限られることはなく、上記のようにアプリケーション等によるタ
イミングも考えられる。また、表示モード判断部２５０が信号生成部に指示を送るとした
が、信号生成部が表示モード判断部の判断を認識することも含まれ、情報送信は一方向に
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限られない。
また、信号生成部は画像信号と制御信号を作成するが、上述のように画像信号に制御信号
の情報を含ませることも可能である。これには、例えば画像のビットを認識して切換えを
行う等の動作が考えられ、この場合のように信号生成部が作成するビットを表示モードに
応じて作り換える等の動作が当てはまる。
さらに、表示モード判断部が信号生成部に命令を出して表示モードに対応した画像信号を
生成させつつ、信号処理切換部に直接切換えの命令を出す構成、画像信号が表示モードに
関係なく画像信号を生成する一方、表示モード判断部が表示部の表示モードを判断して信
号処理切換回路部に直接命令を出す構成、も考えられる。これは信号切換えと画像信号生
成の作業が独立して行われる際に有効である。
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次に、第６図（ｂ）について説明する。第６図（ａ）との差異は、駆動部が第４図の構成
をとっており、また、表示モード判断部２５０が信号生成部に命令を送ることなく信号切
換部に直接命令を送ることである。以下、処理の流れについて述べる。
まず、ユーザのボタン操作やマークアップ言語の指示により、表示モード判断部２５０は
表示部における表示モード（表示状態）を判断し、その指示を信号処理切換部に送る。そ
して、信号処理切換部は送信される画像信号をｎビットメモリに一時保存した後、選択し
た第１の信号処理部、第２の信号処理部のいずれかに画像信号を送信する。この際、信号
切換部がレベルシフタ側を選択した場合に、ビット変換部と、カラー用からモノクロ用の
画像信号に変換する画像変換部を設けておけばよく、ビット変換部と、画像変換部の配置
の順番は問わない。尚、この具体的な処理としては例えば第５図に説明した処理構成が挙
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げられる。そして、選択された上記いずれかの信号処理部は画像信号をアナログ信号に変
換する等の処理をした後、表示部１５２が画像信号を基にして画像を表示する。これによ
り、たとえ信号生成部が常に同一の表示モードに対応する画像信号を生成していたとして
も、任意の表示モードの画像が表示でき、利便性の向上，低消費電力化を図ることができ
る。
さらに、本表示装置における駆動回路部１０５は発光手段であるバックライトについての
制御も行っており、このバックライト制御の面からも低消費電力化を図っている。以下、
第７図，第８図を用いて説明する。
第７図は、フィールド順次カラー表示時における任意のサブフレームにおける走査期間と
液晶応答期間と光源点灯期間との関係を示し、いずれの波形においても横軸が時間を表し
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ている。本図では具体例として、表示部においてゲート線をｍライン、信号線をｎライン
有している表示素子について説明する。尚、本明細書では走査線や信号線、及びそれらを
制御する走査回路部や信号回路部は表示部内部に設けられているものとし、駆動インター
フェース１０７によって送信される信号を通じて表示部に画像を表示している。
第７図（ａ）は、ゲート線の１ライン目からｍライン目（ｋ＝１〜ｍ）までのゲート選択
パルスのタイミングを示している図であり、図中の記号１５０はゲート選択パルスを示し
ている。
第７図（ｂ）の波形１５１は、第７図（ａ）のゲートラインにそれぞれ対応させて示した
ものである。そして、それぞれの波形は、ゲート線のｋライン目（ｋ＝１〜ｍ），信号線
のｎライン（最後のライン）目に対応する画素における液晶分子の応答波形を示す。
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第７図（ｃ）の波形１５２は、光源の点灯のタイミングを示す波形であり、縦軸は光強度
を示す。尚、光源の点灯は駆動部における光源制御部により制御されており、光源制御部
は例えば信号処理切換部が制御信号を受けて制御する。
１サブフレーム期間は、ｍライン分のゲート線を走査するために要する走査期間と、液晶
が十分応答するために要する液晶応答期間と、光源を点灯する光源点灯期間の３つの期間
から構成される。輝度は透過光の強度と点灯時間に依存するため、同一の光強度であれば
光源点灯期間が長ければ長いほど、明るい表示状態を得ることができるが、光源点灯期間
は、１サブフレーム期間から走査期間，液晶応答期間を差し引かれて定められる。
液晶応答期間を設けるのは、画素の輝度むらによる画質の低下を防止するためである。液
晶応答期間を設けないと、走査期間後すぐ光源から光が発せられるが、表示領域の下部（

10

Ｋ＝ｍ付近）においては未だ液晶の応答が安定していないため光が透過したとしても望み
の輝度を得ることが出来ず、その結果画質の低下を招くことになる。
また、走査期間を設ける理由は、１番目のゲート線を選択する時点とｍ番目のゲート線を
選択する時点とに時間差が有るためである。走査期間を設けなかった場合、たとえ液晶の
応答時間が無視できるくらい短かったとしても、表示領域の上と下（ｋ＝１とｍ）の間で
、走査期間分の光源点灯による輝度差が生じ、画質が低下することになる。
従って、走査期間及び液晶応答期間を設け、ｍ番目のラインの液晶が十分応答した後に光
源を点灯する必要がある。
尚、第７図に示されるように走査期間はサブフレーム期間の約三分の一程度であるため、
液晶応答期間ならびに光源点灯期間の間はディスプレイドライバへのクロック信号の供給
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を停止することで更なる低消費電力化を図ることも有用である。
第８図は各表示モードに対する光源の発光強度の時間変化を示しており、第８図（ａ）は
フィールド順次カラー表示における発光強度の時間変化を、第８図（ｂ）は低発光表示に
おける発光強度の時間変化を表している。本図は低発光表示における消費電力方法を提案
するものである。
第８図（ａ）はフィールド順次カラー表示を行った場合の例を示しており、横軸は時間を
、縦軸は輝度を示している。フィールド順次カラー表示を行う場合、１フレーム期間１４
３においてサブフレーム期間１４０毎に三原色（ＲＧＢ）の各色光源の何れか一色をパル
ス状に順次少なくとも１回ずつ点灯している。よって、三原色の光パルスの時間的配列は
１フレーム期間１４３内で単色の光パルスの順列を形成する。尚、本実施例では三原色の
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サブフレーム期間をＲ→Ｇ→Ｂの順序で並べているため、光源もそれに対応させてＲ→Ｇ
→Ｂの順で順次点灯している。もちろんサブフレームの順序をＲ→Ｂ→Ｇ等のように入れ
換えてもよく、その場合には光源の点灯順序も対応させて入れ換えれば良い。尚、１フレ
ーム期間中に存在するサブフレーム期間の数についても可変である。
第８図（ｂ）は低発光表示を行っている場合を示しており、横軸は時間を、縦軸は輝度を
表している。本明細書における低発光表示とは、本発明における第３の表示方式であり、
光源を点灯して発光表示をする表示方法と、光源を消灯して反射表示をする表示方法との
中間の表示モードである。即ち、本表示モードは白黒ないしモノクローム表示であるとと
もに、低輝度であるが発光表示である。光源は三原色を同時に点灯して白色光源（Ｗ）と
して用い、光源からの放出光としては時間的に連続した光（連続光１６３）を使用する。
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尚、光強度は、低消費電力化のためカラー表示時よりも低くする。
尚、この表示モードは光源のオン／オフと駆動方法切換えを別個独立に行うことで容易に
実現できる。
本表示モードはフレーム駆動に対応した周波数に低減することによる低消費電力化が図れ
るという利点、光源強度を低く抑えることで光源の電力量を低減できるという利点を有す
る。つまり、フィールド順次カラー発光表示を行う場合に比べて低消費電力の発光表示が
できる。これは、暗い場所における長時間の使用に特に有効で、携帯機器としての利便性
を高めることに有効である。尚、第８図（ｂ）ではＲＧＢの全てを点灯した白黒表示を例
示したが、ＲＧＢのうち２色ないし１色のみを点灯したモノクローム表示ももちろん可能
である。また、環境光の強度をモニタするセンサを設けておくことにより、明るい環境下
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では光源強度を高くし、暗室環境下においては光源強度を低くする制御を併用してもよい
。これにより、明るい環境下において、外光が光源の輝度に重畳することによる色純度の
低下を防止でき、暗室環境下においては十分な視認性を得つつ、消費電力を低く抑えるこ
とができるという利点がある。さらに、温度モニタを設け、温度に応じてフレーム周波数
を制御するようにすること、カラー発光表示を反射表示に切換えることも有用である。氷
点下のような低温の環境下においては、液晶応答速度が低下するため色再現性が低下する
可能性が生じるためである。これにより、低温環境下においてはフレーム周波数を低目に
設定することができ、液晶応答速度の低下による画質への影響を防止することができると
いう効果を有する。また、特に低温環境下においてフレーム毎に適宜各色毎のサブフレー
ムの時間的な順番を入れ替えることは有用である。これにより、低温環境下における液晶
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応答速度の低下によるカラーバランスのくずれを防止することができるという効果を有す
る。あるいはまた、一定温度以下においては、強制的に白黒ないしモノクローム表示に切
換えるように構成しても良い。
また、本実施例で用いるフィールド順次カラー駆動では光源をパルス状に、しかも表示輝
度が高くなるよう点灯するため、ピーク電力を非常に高くする必要がある。そこで、連続
的な電力により光源をパルス状に点灯するためのプリチャージ回路を駆動部１０５の光源
制御部に備えさせることが有用である。このプリチャージ回路の作用により、チャージポ
ンプを行い、ピーク電力の発生による急激な負荷が蓄電池に加えられるのを防止でき、蓄
電池の消耗が軽減され、機器の使用時間を長くすることが可能になる。
さらに、ＬＥＤ等の点光源を用いている場合、導光体におけるＬＥＤからの放出光の入射
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部に切欠きを設けることにより、光の入射光率を向上できる。また、ＬＥＤの出射面にシ
リンドリカルレンズを形成しておくことにより、出射光の広がり角度を広げることが出来
、照明の均一性を高める事が出来る。また、上述のような発光が可能であれば三原色ＲＧ
Ｂの各色の蛍光管等を用いることもできる。
以上、説明より信号処理部１１２，１１３、信号処理切換手段１０６と、を有する駆動部
１０５を表示装置に設けることで、反射表示時においては無駄な電力を削減し、大幅な低
消費電力化を図ることができる。
次に、本実施例の表示素子１０１について説明する。
上述のように本表示装置における特徴の一つは低消費電力化のために信号処理方法を切換
える手段を有する駆動部１０５を備えることである。しかし、信号処理部を切換えること
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は複数の表示状態を有することとなるので、それぞれの表示状態に適応した表示素子１０
１についても工夫を用いる必要がある。よって、以下に、発光表示，反射表示の両表示状
態に対応し、高画質化を図ることができる表示素子について説明していく。
第９図は本実施例の表示装置における表示素子１０１の断面図であり、第９図（ａ）はカ
ラー発光表示時を、第９図（ｂ）は、反射表示時を、それぞれ示している。
第９図における表示素子１０１は、液晶セル１３２，バックライト１２９を含んで構成さ
れており、液晶セル１３２は第１図における偏光状態変調手段１０２に相当し、バックラ
イト１２９は第１図におけるカラー発光手段１０３及び外光反射手段１０４に相当する。
まず、第９図（ａ），（ｂ）における液晶セル１３２の構造について説明する。
液晶セル１３２は第１の偏光板１２０，透明電極等（図示せず）を備えた透明基板１２１
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，液晶層１２２，液晶層を駆動するためのアクティブマトリクス（図示せず）を備えたア
クティブマトリクス基板１２３，第２の偏光板１２４を含んで構成されている。
液晶層１２２には、ツイスト角度が９０度のツイストネマティックモードを採用した。ま
た、第８図では省略されているが、液晶を配向させるための配向膜が透明基板１２１及び
アクティブマトリクス基板１２３の液晶層に接する側に形成されている。さらに透明基板
１２１とアクティブマトリクス基板１２３との距離であるセルギャップは、液晶の高速応
答性を考慮して２μｍとした。尚、フィールド順次カラー表示が可能であれば、他の表示
モードを適用することはもちろん可能である。尚、携帯情報端末に表示素子を用いた場合
は下側からこの表示装置を見る場合が多いため、視野角を左右対称とし、下側からの視野
角を広く、上側を狭くする構成とすることで、利便性を高めることも有用である。これら
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はラビング角により調節可能である。
また、アクティブマトリクス基板１２３は、画素をマトリクス状に並べた表示部を有して
おり、各画素にはアクティブ素子たるトランジスタが設けてある。本表示素子では一例と
してアモルファスシリコンによるトランジスタを使用しているが、トランジスタ等のアク
ティブ素子を形成する半導体材料としてはアモルファスシリコン，多結晶シリコン，単結
晶シリコンの何れを用いてもよい。また、通常アモルファスシリコン及び多結晶シリコン
を用いる場合にはガラス基板を用いるので、本実施例ではアクティブマトリクス基板１２
３としてガラス基板を用いている。尚、アクティブマトリクス基板の作成方法として、ア
クティブ素子をガラス基板上に設けた単結晶シリコンのエピタキシャル成長層に設ける方
法、予め単結晶シリコン基板上に形成したアクティブマトリクス回路構成をリフトオフ法
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によってはがした後にガラス基板上に貼り付けるという方法、もある。
次に、第９図（ａ），（ｂ）におけるバックライト１２９（第１図におけるカラー発光手
段１０３及び外光反射手段１０４に相当）について説明する。実施例１におけるバックラ
イト１２９は光源である白色ＬＥＤからの光を散乱して液晶セル１３２方向に導く機能と
、液晶セル１３２を介して入射する外光１０９を反射する反射板としての機能を両方有し
ている。
バックライト１２９は、液晶セル１３２側から順に、偏光維持型散乱層１２５，導光体１
２６，偏光維持散乱反射板１２７を有し、かつ導光体１２６の側面に三原色のフィールド
順次点灯が可能な白色ＬＥＤ１２８を配置して構成されている。偏光維持散乱層１２５は
、透過する光を散乱するが、透過の前後での偏光状態は概ね維持するという機能を持つ。
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偏光維持散乱層１２５の基本的構成としては可視光全域での吸収がごく小さくかつ屈折率
が面内および厚み方向で光の波長程度ないし以下のオーダーで僅かに変動して分布をもっ
た層であればよい。具体的には、例えば高分子フィルムや樹脂中に屈折率が媒質のそれと
は僅かに異なる材質の粒子を分散した膜，紫外光等に対して感光性のある材料を用いて作
成したホログラム，接着剤のような樹脂中に接着剤の屈折率とは僅かに異なる屈折率の材
料の微粒子を分散した材料を用いた層，散乱性を備えたプリズムシート等も適用できる。
尚、プリズムシートを適用した場合には、プリズムシートを外光の反射板として機能させ
る事が出来る。偏光維持型散乱反射板１２７は、光を反射し散乱するが、反射の前後での
偏光状態は概ね維持するという機能を持つ。構造としては、例えば導光体の表面に微細な
凹凸面を形成し、さらにアルミニウム等の高反射率金属膜を蒸着法，スパッタ法等の方法
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により形成するという構成がある。尚、前記微細な凹凸形状について面内で分布を持たせ
ることは輝度の均一化に有用であり、特に側面に配置される光源からの発光１０８を液晶
セル１３２に均一に入射させるために役立つ。他の偏光維持散乱反射板１２７の具体的な
構成の例として、導光体１２６と反射板とを接着剤により接着し、接着剤中に概接着剤の
屈折率とは僅かに異なる屈折率の樹脂やガラス等の粒子を分散したものがある。さらに、
透明電極間に挟持された高分子型液晶層を適用し、電気的な制御により散乱状態と透過状
態とを切換えられる構成とし、カラー発光表示時には散乱状態を、反射表示時には透過状
態とする構成も考えられ、この場合は白色の外光の重畳による色純度の低下を防止するこ
とができ、屋外などの明るい環境下での使用を考える上で特に有効である。
尚、上記の偏光維持散乱層１２５及び偏光維持型散乱反射板１２７は、前述のように導光
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体の一部として設けてもよいし、導光体とは別の層として設けてもよい。入射光と反射光
の偏光状態を維持するということが本配置におけるポイントだからである。
尚、ＬＥＤ等の点光源を用いた場合には、導光体自身にも偏光状態が維持され、かつ、散
乱性を備えた導光体を用いるとさらによい。光の軌跡を目立たなくする効果が得られる。
散乱性を持たせる構成としては偏光維持散乱層１２５と同様な構成が考えられるが、導光
体の導光性を維持するためには偏光維持散乱層よりも散乱性を弱くする必要があり、例え
ば上述の樹脂中に分散された粒子の密度を少なくする等の工夫が必要である。この意味に
おいて導光体は第２の偏光維持散乱層といえる。尚、この際においてもこの導光体の下面
全体に溝を設けることで光の散乱性を持たせることができ、さらにこれをプリズム状にし
た場合には外光の反射板として機能させる事も出来る。
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次に、実施例１における表示素子の、カラー発光表示時及び反射表示時それぞれの作用効
果について説明する。
まず、第９図（ａ）のカラー発光表示時について説明する。
光源たる白色ＬＥＤ１２８の有するＲＧＢの各色ＬＥＤ１２８が時間的に順次点灯し、発
光１０８が導光体１２６に入射される。そして、その入射された発光１０８は、偏光維持
型散乱反射板１２７，偏光維持型散乱層１２５によって散乱，反射され、液晶セル１３２
全体に均一に照射される。そして液晶セル１３２における表示部は、上記の白色ＬＥＤ１
２８から発せられるＲＧＢ各色の発光１０８にそれぞれの色毎の画像情報を同期させて、
フィールド順次方式で画像を表示する。液晶セルを透過する発光１０８はＲＧＢそれぞれ
時間的にずれて単色で出射されているが、観測者には目の残像効果でカラー画像として認

10

識される。この状態をカラー発光表示と表現する。実施例１では、導光体１２６を挟み込
むように拡散手段、拡散反射手段を配置するため、発光１０８を常時ほぼ均一に液晶セル
１３２に入射させることができ、かつ、カラーフィルタを使用しないので、高い光利用効
率を図ることができる。
次に、第９図（ｂ）の反射表示時について説明する。尚、実施例１における表示素子はカ
ラーフィルタ備えていないため、反射表示時には白黒表示とする。
白黒表示において、白色ＬＥＤ１２８は点灯させず、外光１０９が光源として使用される
。外光１０９は液晶セル１３２，偏光維持散乱層１２５の順に透過し、導光体１２６に設
けた偏光維持散乱反射板１２７によって反射され、再び偏光維持散乱層１２５を通り、液
晶セル１３２によって輝度変調を受けた後、観測者の目に画像情報として認識される。

20

実施例１で、偏光維持散乱層１２５及び偏光維持散乱反射板１２７を設けて偏光状態を維
持するのは、反射表示を明るく保つことが目的である。以下に説明する。
まず、光源として使用される外光１０９は液晶セル１３２の第１及び第２の偏光板１２０
，１２４を透過するが、その際外光１０９は第１の偏光板１２０による吸収，液晶層２３
３による変調、第２の偏光板１２４による吸収を受け、偏光状態となる。そして、偏光状
態となった外光１０９はその後偏光維持散乱層１２５及び偏光維持散乱反射板１２７によ
り拡散，反射され、再び液晶セル１３２に入射され、画像情報を取得する。しかし、反射
光１１０が液晶セル１３２に再び入射される際に偏光状態（第２の偏光子１２４における
透過容易軸方向）を維持していなかった場合には、偏光方向からずれた偏光成分が生じて
いるので、そのずれた偏光成分が液晶セル１３２の第２の偏光板１２４により再び吸収を
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うけ、その分明るさの損失となる。よって、外光１０９はバックライト１２９内における
反射，拡散の前後で偏光状態が維持されている必要があるため、本実施例においては偏光
維持散乱層１２５及び偏光維持散乱反射板１２７を用いるのである。尚、第１及び第２の
偏光維持散乱層によって十分な散乱状態が得られる場合には、偏光維持散乱反射板１２７
を鏡面としてもよい。
また、ここで、偏光維持散乱層１２５及び偏光維持散乱反射板１２７を設けて光を散乱，
反射させるのは、視差に起因する二重像等の問題を低減するためでもある。
まず、二重像等の問題について説明する。
両面に偏光板を貼付けした液晶セルと液晶セルの外側に反射板を設けるという構造を有す
る従来の反射型液晶ディスプレイでは、白画像（明画像）は反射板の表面に結像し、黒画

40

像（暗画像）は観測者側に貼付けされている第一の偏光板１２０の位置に結像する。従っ
て、液晶ディスプレイの基板法線よりずれた斜め方向から観測すると、表示画像において
白画像と黒画像の結像する位置がずれて見え（浮き上がって見え）、視差に起因する二重
像が見られるという問題がある。
また、外光１０９が液晶ディスプレイへ入射した時と、反射光１１０となった後とで違う
画素を通過して観測者に到達した場合には、観測者が認識する明るさは入射時と反射時に
通過した画素の明るさ，輝度が平均化されて認識されてしまうので、白画像と黒画像が隣
接して存在している場合には、本来白く見えるべき画素がやや暗く見える等の現象が起こ
り、表示画像の輝度ぼやけが認識され、画質が低下するという問題もある。尚、この問題
はカラーフィルタを使用した液晶ディスプレイではさらに深刻となる。つまり、外光と反
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射光がそれぞれ違う色のカラーフィルタを通過してしまうと、違う色の光を吸収してしま
うというカラーフィルタの性質により、光は殆ど透過することができず、表示画像の輝度
ぼやけだけではなく、画像の明るさが大幅に低下することとなってしまう。
そして、これらの問題は、液晶セルを構成するガラス基板の厚みが厚いほど、表示素子と
反射板との距離が長いほど顕著となり、画質低下となって現れる。よって、その画質低下
を防ぐためには、ガラス基板の厚み、表示素子と反射板との距離を短くする必要がある。
その観点から考えると、本発明では発光手段を反射板の前面に配置するという構造を有す
るので、どうしても白画像の結像位置（外光の反射位置）と黒画像の結像位置（偏光板の
位置）が長くなってしまうという課題が残るが、本発明では液晶セル１３２と導光体１２
６との間に偏光維持型散乱層１２５を設けて白画像の結像位置と黒画像の結像位置を近づ
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けることで解決している。尚、実施例１ではカラーフィルタを設けていないので、カラー
フィルタによる遮光の問題は言うに及ばず、いわゆる二重像や輝度ぼやけの問題を解決し
、画質の低下を防止している。以下、この作用効果について説明する。
まず外光１０９は液晶セル１３２の第１の偏光板１２０，液晶層１２２，第２の偏光板１
２４を透過し、明暗の画像情報を取得した後、偏光維持散乱層１２５を透過し、偏光維持
散乱反射板１２７により反射され、再び偏光維持散乱層１２５を透過することで複数回の
散乱をうける。そしてその光は再びほぼ均一な強度分布を有することになる。そして、そ
の均一化された光はもう一度液晶セル１３２を透過し、観測者に画像として認識される。
この際、黒画像は第１の偏光板１２０に結像され、白画像は液晶セル１３２と導光体１２
６との間、即ち偏光維持散乱層１２５の位置に結像され、結果として白画像と黒画像の距
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離を短くすることができる。これにより視差による二重像も、明るさの平均化による輝度
ぼやけも解消でき、高画質な表示素子を得ることができる。結像距離を近づけるという上
記の効果を得るためには、反射手段である偏光維持散乱反射板１２７が必ずしも散乱手段
を備えている必然性はないが、発光表示時におけるバックライトの発光の均一性を得ると
いう観点をも考慮に入れ、反射手段も散乱手段を有していることがより望ましい。
上記より、実施例１における構成をとることによって初めて、光の高効率化を図りつつ、
視差に起因する二重像，輝度ぼやけ，カラーフィルタによる遮光、等の課題を解決できる
ので、高画質でありかつカラー発光表示，反射表示の両表示が一つの表示素子で可能な表
示素子を得ることができる。尚、駆動回路部１０５のみでも低消費電力化を図る事が出来
るため、駆動回路１０５のみの効果でよいという場合は、本発明における表示素子１０１

30

だけではなく、例えば表示素子１０１としてフロントライト型の反射型表示素子を用いる
ことも可能ではある。また、本方式ではカラー発光表示時と反射表示時とで画像のネガテ
ィブ・ポジティブが反転することもないため、たとえフィールド順次カラー表示時に光源
たる白色ＬＥＤ１２８からの光に外光が重畳したとしても、コントラスト比は低下しにく
く、明るさの異なる様々な環境下においても常に視認性のよい（裕度の高い）画像表示が
可能であるという効果も有する。
以上、本実施例において説明した駆動回路部１０５及び表示素子１０１を使用すれば、低
消費電力であり、かつ発光表示，反射表示のいずれにおいてもコントラストが高く明るい
表示装置が実現できる。
（実施例２）
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第１０図を用いて本発明における表示装置の実施例２について説明する。
本実施例の表示装置は反射表示時においてもフィールド順次カラー表示が可能となるよう
な構成をとっており、実施例１における表示装置の液晶セル１３２の上部に新しく第２の
液晶セル１３３を設けたことが特徴である。本実施例ではこの第２の液晶セル１３３に様
々な電圧を重畳し液晶セルの複屈折量を変化させることで透過スペクトルを任意に調節し
、スイッチャブルカラーフィルタとして利用している。尚、スイッチャブルカラーフィル
タの他の例としては、カラーリンク社のチューナブルフィルタ等も好適である。
第１０図は、反射表示時において、第２の液晶セル１３３が赤色（Ｒ）のカラーフィルタ
として機能している状態を示している。本実施例では、これら順次変わるフィルタの色と
フィールド順次の画像表示とを同期させて液晶セルへの印加電圧を変化させ、各サブフレ
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ームに対応する色表示を順次行い、カラー表示をする。
この構成により、カラーフィルタを使用するので光量は減少してしまうが、実施例１にお
ける表示装置と組み合わせているので、前述の効果、即ち視差に起因する二重像や輝度の
平均化による輝度ぼやけを除去した表示を得ることができる。尚、全面が単一の色である
ため、入射光と反射光の透過するフィルタの色が違ってしまう場合もなく、上述した視差
に起因するカラーフィルタの遮光の問題も生じない。従って、通常のカラーフィルタを使
用する表示装置に比べて明るく高画質なカラー画像表示が十分に可能である。
また、上述の効果を有する表示装置の最適な利用態様の一つとして、反射表示時は上記反
射型フィールド順次カラー表示を行い、カラー発光表示時はスイッチャブルフィルタを不
使用にして実施例１記載の明るいフィールド順次カラー発光表示を行うことが考えられる
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。尚、この場合、必要に応じてスイッチャブルカラーフィルタの使用／不使用を切換える
フィルタ切換え回路部を駆動切換回路部１０６に設けることが望ましく、具体的には、有
機ＬＥＤ選択スイッチ（光源選択スイッチ）と第２の液晶セル１３３を選択する液晶選択
スイッチを独立に設け、ユーザないし機器制御ソフトの必要に応じてカラー発光表示と反
射表示とを切換える方法がある。もちろんユーザ等の必要により反射時においてもカラー
フィルタを不使用とし、上述の反射白黒モードをも併用させることができる。
以上の構成をとることにより、カラー発光表示時，反射表示時いずれにおいても消費電力
が低くかつ明るい画像表示を実現することができる。
（実施例３）
第１１図を用いて本発明における表示装置の実施例３について説明する。第１１図は、実
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施例３の表示素子の断面図であり、第１１図（ａ）は、カラー発光表示モードの場合を、
第１１図（ｂ）は、反射表示モードの場合をそれぞれ示している。
実施例２では第１１図（ａ），第１１図（ｂ）のいずれも偏光板１２０と、位相板１７０
と、透明電極１７１を備えたガラス基板１２１と、液晶層１２２と、液晶画素電極１７２
と、有機ＬＥＤアノード電極１７４と、有機ＬＥＤ層１７５と、有機ＬＥＤカソード電極
１７６と、トランジスタ１７９と、トランジスタ１７９間や前記トランジスタ１７９と前
記液晶画素電極１７２との間や他のトランジスタ（図示せず）と有機ＬＥＤカソード電極
１７６の間等を電気的に接続する配線層１７８と、配線間に設けた絶縁層１７３，１７７
と、トランジスタ１７９等からなる画素をマトリクス状に形成したアクティブマトリクス
30

基板１８０等とを含んで構成される。
透明電極１７１及び液晶画素電極１７２及び有機ＬＥＤアノード電極１７４はインジウム
錫酸化物（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ

Ｔｉｎ

Ｏｘｉｄｅ）により形成される。液晶層１２

１はツイストネマティック配向の液晶層である。本液晶層の配向としては単偏光板型の反
射型表示が可能な他の液晶表示モードであれば他のモードでも可能である。位相板１７０
としてはポリカーボーネートフィルムを特定方向に延伸して複屈折性をもたせたものを用
いた。ポリカーボーネートフィルムの他の材料としてはポリビニルアルコールフィルムや
ポリスチレンフィルム等も好適である。
ここで、第１１図に示した実施例３の表示装置と第１図に示した表示装置との関係につい
て説明すると、液晶層１２２は偏光状態変調手段１０２に、有機ＬＥＤ層１７５はカラー
発光手段１０３に、有機ＬＥＤカソード電極１７６は反射手段１０４にそれぞれ相当する

40

。
以下、第１１図（ａ），（ｂ）それぞれの詳細について説明していく。
第１１図（ａ）は表示素子においてカラー発光表示を行っている場合を示している。表示
素子では有機ＬＥＤ層１７５が駆動，発光されており、その発光１０８が表示素子の外部
に放出されている。カラー表示は各副画素に三原色ＲＧＢ何れか一色の有機ＬＥＤ層を形
成し、ＲＧＢ３つの副画素を１画素とし、各画素内における各副画素の輝度を任意に調節
することで行う。尚、実施例３では単偏光板型の反射型表示方式でかつ電圧無印加時にお
いて黒表示を行うノーマリブラックモードを採用するので、有機ＬＥＤ１７５の点灯時に
おいて位相板１７０および液晶層１２２を全体で等価的に４分の１波長板として働かせる
ことができる。即ち外光１０９が表示素子に入射した場合であっても、位相差板１７０及
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び液晶層１２２により入射光の偏光状態が変調され偏光板１４０に吸収されてしまうため
、結局表示素子外部に反射光が出ることはなく、外光がオフセットして重畳することがな
いので、カラー発光画像のコントラスト比が低下するのを防止する効果を得ることができ
る。
第１１図（ｂ）は反射表示モードの場合を示しており、液晶層１２１が駆動され、外光１
０９の強度を変調するのと同時に反射して反射光１１０により画像表示を行っている状態
を示している。その際有機ＬＥＤカソード電極１７６は反射板として機能する。
尚、必要十分なコントラストが得られればよいという用途においては、ブラックマトリク
スを省略することで開口率、即ち輝度を増すという効果がえられる。さらにこの場合上下
基板間のあわせが不要になるため、パネル作成が容易になり低コスト化に効果がある。一

10

方、コントラストの低下を防止したい用途においてはもちろんブラックマトリクスを用い
ることが可能であり、さらに、基板間の厚さを制御するスペーサを支柱構造として用いる
ことにより、セルギャップの高精度化、基板間の合わせを不要とすることも可能となり、
有用である。
実施例３の表示装置は、カラー発光表示時には有機ＬＥＤの輝度調整により、反射表示時
には液晶の輝度調整により、それぞれ表示を行っているので、低消費電力化が可能で、か
つ明るい画像表示を実現することができる。さらに、同一基板上に有機ＬＥＤ層と液晶層
を設けることで、有機ＬＥＤ層の反射電極層を液晶表示素子における反射板としても用い
ることができ、また、一対の基板間に必要な素子を形成しているので、表示素子全体の厚
さを薄くできるという利点がある。さらに、黒画像（暗画像）の結像位置と白画像（明画
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像）の結像位置を近くすることができるので、上述の視差に起因する二重像、輝度の平均
化による輝度ぼやけに関する問題を除去することができるという利点も有する。また、カ
ラーフィルタを有していないため、視差に起因するカラーフィルタの遮光による問題はも
ちろん生じない。
尚、表示方法の切換えの具体例としては有機ＬＥＤ選択スイッチと液晶選択スイッチを独
立に設け、ユーザ等の必要に応じてカラー発光表示と反射表示とを切換えることが考えら
れ、以下に示す。
第１２図は実施例３の表示素子における画素の等価回路を示す図である。
破線で囲まれた領域が１副画素２０２であり、実際の表示部は前記副画素２０２を縦横に
所望の数だけマトリクス状に配置して構成されている。
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各画素には、第１のトランジスタ１７９と、保持容量１９６と、液晶層１２２と、有機Ｌ
ＥＤ層１７５と、第２のトランジスタ１９８と、が少なくとも含まれており、画素の外部
には有機ＬＥＤ選択スイッチ１９４と、液晶選択スイッチ２０１とが設けてある。
有機ＬＥＤ選択スイッチ１９４は電流供給源（図示せず）に、液晶選択スイッチ２０１は
コモン電位にそれぞれ接続されている。また、第１のトランジスタ１７９におけるドレイ
ンはデータ線１９１に、ゲートは走査線１９０にそれぞれ接続されている。そして、この
トランジスタ１７９は走査線１９０からゲートに入力される選択パルスのタイミングによ
ってデータ線１９１の信号Ｖｄをサンプルホールドする。即ちコモン配線２００との間に
設けられた保持容量１９６にこの電位を書き込む。
有機ＬＥＤ選択スイッチ１９４がオンで液晶選択スイッチ２０１がオフの場合には、Ｖｄ

40

によって第２のトランジスタ１９８が制御され、電流供給線１９３より有機ＬＥＤ層１７
５に電流が供給され、電流値に応じて有機ＬＥＤ層１７５が特定の強度で発光する。尚、
電流値を一定にし、時間幅で発光輝度を調節してもよい。
この状態では、液晶層１２２には電圧がかからないため液晶層１２２は駆動されない。即
ち、有機ＬＥＤ層の発光輝度のみによってカラー発光表示を行っていることを示す。尚、
上述の通り、この状態の液晶層１２２は４分の１波長板としての機能を有するため、表示
装置はコントラストの高い高画質表示が可能である。
一方、有機ＬＥＤ選択スイッチ１９４がオフで液晶選択スイッチ２０１がオンの場合には
、Ｖｄにより液晶層１２２が駆動され、かつ、第２のトランジスタ１９８がオフであるの
で有機ＬＥＤ層１７５は発光しない。即ち、外光の反射と、液晶層によるこの外光の輝度
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変調の効果により反射表示を行う。
このような構成をとることにより、有機ＬＥＤ層１７５の駆動と液晶層１２２の駆動とを
必要に応じて任意に切換えることが可能となり、また、三原色のＲＧＢ各色の副画素２０
２を並置して独立に駆動することでカラー発光表示と液晶層駆動による反射表示とを容易
に切換えることができる。尚、反射表示が白黒表示でよい場合にあっては、液晶層１２２
を駆動する液晶画素電極１７２は３副画素に１つ設けるだけでよく、前記液晶画素電極１
７２に接続する第１のトランジスタ１７９も３副画素に１つ設けるだけでよい。この場合
、白黒反射表示時に駆動する画素数をカラー発光表示と比べ３分の１にすることができの
で、大幅に低消費電力化を図ることができる。
10

（実施例４）
第１３図を用いて実施例４における表示素子について説明する。
実施例４の表示素子は第１の偏光板１２０と、位相板１７０と、ガラス基板１２１と、液
晶層１２２と、液晶画素電極１７２と、絶縁層２１０，２１１と、有機ＬＥＤ層１７５と
、有機ＬＥＤカソード電極１７６と、液晶層１２２及び有機ＬＥＤ層１７５の双方に共通
なコモン配線２００と、図示はされていないがトランジスタや配線層等からなる画素をマ
トリクス状に形成したアクティブマトリクス基板１８０等を含んで構成される。尚、有機
ＬＥＤカソード電極１７６より下層の配線層やトランジスタは第１２図中においては簡単
のため省略している。
液晶画素電極１７２及びコモン配線２００はＩＴＯにより形成する。液晶層１２２は図示
されていないが配向膜を有し、ホモジニアス配向の液晶層である。並置した副画素のそれ
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ぞれに三原色ＲＧＢの何れかの色を発する有機ＬＥＤ層を形成し、発光表示時においてＲ
ＧＢ３つの副画素の輝度を任意に変調してカラー表示を行うことを可能にしている。
実施例４の特徴は、有機ＬＥＤ層と液晶層１２２との間に共通のコモン配線２００を設け
ていることである。この構成により、有機ＬＥＤ層１７５及び液晶層１２２それぞれに必
要であったコモン配線を共通化できるだけでなく、基板に平行な電界成分により液晶を駆
動するインプレーンスイッチング方式を液晶表示方式として採用することができるように
なる。ただし、液晶材料および液晶層の厚みは、反射型の表示において良好なコントラス
ト比が得られるように調整する必要があり、また位相板１７０も必要に応じて設けること
が必要である。尚、実施例４において位相板１７０は４分の１波長板であり、かつインプ
レーンスイッチング方式を採用したことで視野角特性の良好な反射表示を得ることができ
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ている。
第１４図を用いて実施例４における表示素子の画素部の回路構成を説明する。
破線で囲まれた領域が１副画素２０２である。
各副画素には、第１のトランジスタ１７９と、第２のトランジスタ１９８と、第３のトラ
ンジスタ２１４と、第４のトランジスタ２１５と、保持容量１９６と、有機ＬＥＤ層１７
５と、液晶層１２２と、を少なくとも含んで構成されており、また、副画素の外部には、
有機ＬＥＤ選択スイッチ１９４と、液晶選択線２１２が設けられている。
有機ＬＥＤ選択スイッチ１９４は電流供給源に接続されている。第１，２，３のトランジ
スタはＮＭＯＳ（ｎ−ｃｈａｎｎｅｌ

Ｍｅｔａｌ

Ｏｘｉｄｅ

Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃ

ｔｏｒ）であり、第４のトランジスタはＰＭＯＳ（ｐ−ｃｈａｎｎｅｌ

ＭＯＳ）である
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。第１のトランジスタ１７９ではドレインがデータ線１９１に、ゲートが走査線１９０に
それぞれ接続されている。なお、第３，４のトランジスタにおけるそれぞれのゲートは液
晶選択線２１２に接続されている。
有機ＬＥＤ選択スイッチ１９４がオンで液晶選択線２１２がローの場合について説明する
。まず、走査線１９０を介して第１のトランジスタ１７９のゲートに入力される選択パル
スのタイミングによりデータ線１９１の信号Ｖｄがサンプルホールドされる。具体的には
、有機ＬＥＤコモン配線２１６との間に設けられた保持容量１９６に書き込まれる。そし
て、ゲート保持容量１９６に書き込まれた電圧Ｖｄが第２のトランジスタ１９８を制御す
ることで、コモン配線２００より供給される電流が有機ＬＥＤ層１７５に加わることとな
り、その電流値に対応して有機ＬＥＤ層１７５が特定の強度で発光することになる。また
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、電流値を一定にし、時間幅で発光輝度を調節する構成とすることも可能である。
このとき第３のトランジスタはオフであり、液晶層１２２に保持容量１９６の電圧Ｖｄが
加わることはないが、第４のトランジスタ２１５がオンであるため、液晶層１２２の両端
がコモン配線２００に接続されることになる。よって液晶層１２２への印加電圧は０Ｖｒ
ｍｓとなっており、液晶層１２２は駆動されず、４分の１波長板としてコントラスト比の
向上に貢献する。
有機ＬＥＤ選択スイッチ１９４がオフで液晶選択線２１３がハイの場合には、第４のトラ
ンジスタ２１５がオフに、第３のトランジスタ２１４がオンになるため、保持容量２１３
に書き込まれた電圧Ｖｄにより液晶層１２２が駆動されることになる。このとき第２のト
ランジスタ１９８はオフとなるため有機ＬＥＤ層１７５が発光することはない。よって、

10

液晶層による反射表示が可能となる。
以上のような構成とすることにより、インプレーンスイッチングを用いた表示素子が可能
となり、有機ＬＥＤ層１７５の駆動と液晶層１２２の駆動とを必要に応じて任意に切換え
ることができ、また、並置した三原色ＲＧＢ各色の副画素の発光輝度を独立に調節するこ
とで行うカラー発光表示と、液晶駆動の反射表示と、を容易に切換えることが可能になる
。
第１５図に実施例４における画素構造のレイアウトの一例であり、１副画素２０２につい
て示した図である。
表示部は副画素２０２を縦横に必要数並置して表示部を構成されており、各副画素の構成
については第１４図と同様である。
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保持容量１９６は第１のトランジスタのソース電極と有機ＬＥＤコモン配線２１６とを、
保持容量２１３は液晶画素電極１７２とコモン配線２００とをそれぞれ交差させて形成す
る。また、第１５図では有機ＬＥＤアノード電極１７６と第１〜４のトランジスタ１７９
，１９８，２１４，２１５のそれぞれとはオーバーラップさせていないが、有機ＬＥＤア
ノード電極１７６を前記トランジスタ上にオーバーラップさせることにより高開口率化を
図ることは可能である。尚、液晶画素電極１７２も前記トランジスタ上にオーバーラップ
させることが可能である。
（実施例５）
第１６図に実施例５の表示素子の断面図を示す。実施例５の特徴は、コモン配線２００を
液晶画素電極１７２の下部ほぼ全面に渡って配置したことである。この構成により、有機
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ＬＥＤ層１７５の発光領域が画素のほぼ全域に渡るため、高い開口率を実現でき、高輝度
化を図ることができる。
（実施例６）
第１７図に本発明の実施例７として、表示装置を備えた携帯電話の外観の模式図を示す。
第１７図（ａ）は携帯電話２２０が操作を待ち受けている時等のいわゆる「待機時」に、
表示素子１０１へ情報を単色で表示している状態を示している。
第１７図（ｂ）は着信時等のいわゆる「使用時」に表示素子１０１へ情報をカラーで表示
している状態を表しており、その具体例として通話の相手を表示している例を示している
。
実施例６の携帯電話２２０は第１７図（ａ），（ｂ）のいずれもアンテナ２２１と、スピ
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ーカ２２２と、表示素子１０１と、テンキー等のキー２２３と、マイクロフォン２２４，
カメラ２２７とを含んで構成される。
携帯電話の使用形態としては、たとえ待機時であっても蓄電池の残量をアイコン２２５で
表示することや時刻を常時表示することが一般的であり、今後は携帯情報端末としての機
能も充実し、例えば予定を常時表示しておくような使用形態も十分に考えることができる
。
しかし、いわゆる待機時の表示方法は必要最低限のキャラクタ表示やアイコン表示で十分
であるために白黒表示ないし単色のモノクローム表示で十分であること、待機時と使用時
の時間的割合は待機時の方が一般には大きいこと等を考慮すると、待機時に要求される最
も重要な性能は低消費電力性である。したがって、待機時の表示方式は反射型表示方式が
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好適である。
第１８図に、実施例６の携帯電話２２０の主要な構成のブロック図を示す。
実施例６の携帯電話２２０は、アンテナ２２１と、無線部２３０と、通話処理部２３３と
、音声処理部２３２と、機器全体の制御部２３１と、カメラ２２７と、スピーカ２２２と
、マイクロフォン２２４とテンキー等のキー２２３と、本発明を用いた表示装置１００と
、図示されていないが蓄電池等と、を含めて機器を構成している。機器全体の制御部２３
１は、画像の表示状態（例えばカラー表示，モノクロ表示）を判断して、それぞれに応じ
た画像信号若しくは制御信号を生成し、駆動回路部に送信する。尚、本明細書における表
示状態の判断にはタイミングにより切換えるという動作も含まれる。
本発明の表示装置１００は、既に述べたように、駆動回路部１０５と表示素子１０１とを
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含んで構成される。尚、機器全体の制御部２３１と駆動回路部１０５とは、画像信号の生
成，変換，送受信，クロック周波数の制御等において、一部又は全部が重複する部分もあ
りえる。例えば、機器全体の制御部の中に駆動部１０５を作り込むこともありうる。
実施例６の表示装置１００における駆動回路部１０５は、カラー発光表示と反射表示とを
切換える駆動方法切換回路部を備えており、表示状態の切換え条件は少なくとも、カラー
発光表示から反射表示に切換える場合と、反射表示からカラー発光表示に切換える場合の
２通りがある。
反射表示ないし白黒反射表示からカラー発光表示に切換えるタイミングとしては、例えば
以下のようなタイミングが挙げられる。主たるタイミングとしては下記（１ａ）から（１
ｇ）のようなユーザの特定の操作が挙げられ、また（１ｈ）から（１ｋ）のようなタイミ
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ングも切換えのタイミングとなりうる。カラー発光表示と反射表示との切換えのタイミン
グについての判断は制御部２３１で行う場合と表示装置１００の何れかで行う場合と、両
者が連携して判断する場合がある。
（１ａ）特定のキー押下時。
（１ｂ）折りたたんだ状態から開いた状態にした時。
（１ｃ）スライド式のカバーや、ストラップカバーを開放状態にした時。
（１ｄ）ディスプレイ部を露出させた時（不使用時は閉じておく構造の端末）。
（１ｅ）特定の音声の感知時（音声認識機能を備えた端末）。
（１ｆ）タッチパネルの特定領域の押下時（タッチパネルを備えた端末）。
（１ｇ）ダイアルの操作時（回転，押下，ダイアルを備えた端末）。
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（１ｈ）着信時。
（１ｉ）赤外線信号受信時（ＩｒＤＡ等の赤外線インターフェースを備えた端末）。
（１ｊ）データ通信時におけるカラー画像の受信時。
（１ｋ）ユーザやアプリケーションが予め設定した時刻になった時。
（１ｌ）通話終了時。
一方、上記とは逆にカラー発光表示から反射表示ないし白黒反射表示に切換えるタイミン
グとしては、例えば以下のようなタイミングが挙げられる。
（２ａ）特定のキー押下時。
（２ｂ）開いた状態から折りたたんだ状態にした時。
（２ｃ）スライド式のカバーや、ストラップカバーを閉じた時。
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（２ｄ）蓄電池残量が一定値以下になった時。
（２ｅ）特定の音声の感知時（音声認識機能を備えた端末）。
（２ｆ）タッチパネルの特定領域の押下時（タッチパネルを備えた端末）。
（２ｇ）ダイアルの操作時（回転，押下，ダイアルを備えた端末）。
（２ｈ）通話終了時。
（２ｉ）赤外線信号受信時（ＩｒＤＡ等の赤外線インターフェースを備えた端末）。
（２ｊ）画像データがテキスト及びアイコン等のキャラクタのみの場合。
（２ｋ）ユーザやアプリケーションが予め設定した時刻になった時。
（２ｌ）通話開始時。
なお、切換えのタイミングは実施例６に記載のタイミングのみに限定されるものではない
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。
上記切換タイミング例の他例として、Ｗｏｒｌｄ

Ｗｉｄｅ

Ｗｅｂ（以下ＷＷＷという

）を始めとするインターネットへの接続サービスの利用による携帯電話の制御も考えられ
る。以下、説明していく。
ＷＷＷのサイトは通常、文章中におけるテキストや画像の属性を記述したタグ情報を文章
中に埋め込んだマークアップ言語の一種であるＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ
ｋｕｐ

Ｔｅｘｔ

Ｍａｒ

Ｌａｎｇｕａｇｅ）によって記述されている。そしてこのＷＷＷサイトをアクセ

ス者の端末の表示装置に表示するために、通常はブラウザと呼ばれるソフトウェアが使用
され、このブラウザはＨＴＭＬに埋め込まれたタグ情報を参照し、文章中のテキストや画
像等を整形配置して表示を行うという機能を有する。尚、携帯情報端末等の低消費電力性
が重視される機器の演算装置においてＨＴＭＬの処理は負担が大きいため、Ｗ３
ｓｏｒｔｉｕｍがリリースしているＣｏｍｐａｃｔ

10

Ｃｏｎ

ＨＴＭＬや、慶応義塾大学ＳＦＣ研

究コンソーシアムＭＯＢＩＤＹプロジェクトがリリースしているＭＭＬ（Ｍｏｂｉｌｅ
Ｍａｒｋｕｐ

Ｌａｎｇｕａｇｅ）等の負担軽減を考慮した新たなマークアップ言語が開

発されてきており、携帯情報端末におけるこれら言語の活用が期待されている。
上記の何れのマークアップ言語においても、テキストや画像等の属性としてカラー情報を
指定することができる。具体的にはタグ情報においてカラー属性を記述しておくことによ
り、ブラウザに対し表示時のカラーを指示することができ、ブラウザはマークアップ言語
によって記述された文章中のタグ情報における色属性を参照してテキストの色や背景画像
の色等を適切に表示することができる。つまり、本来文章中のテキストや画像等の属性を
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記述するタグ情報を、消費電力の効率的な制御の判断要素として利用することが可能とな
る。
具体的な処理の流れを第１９図を用いて説明する。携帯情報端末や携帯電話などの情報機
器は、通常ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ

Ｓｙｓｔｅｍ）と呼ばれる基本ソフトにより制御

される。ブラウザがカラー発光表示モードと反射表示モードないし白黒反射表示モードな
いし白黒表示モードとを切換えるためにはＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ａｍｍｉｎｇ

Ｐｒｏｇｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を通じてＯＳに指示を与え、ＯＳがハードウェアに

対しモード切換えの支持を与える必要がある。
具体例としては、以下の（ａ）から（ｃ）のように、いくつかの場合が考えられる。
（３ａ）第１９図におけるステップ１からステップ５までをブラウザによって行う場合。
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（３ｂ）第１９図におけるステップ１からステップ５までをＯＳによって行う場合。
（３ｃ）第１９図におけるステップ１からステップ５までの一部をブラウザによって行い
、他の一部をＯＳによって行う場合。
なお、カラー発光表示モードと反射表示モードないし白黒反射表示モードないし白黒表示
モードとを切換えるＡＰＩはＯＳのみが利用でき、ＯＳの利用者に対しては利用できない
ように隠蔽してもよい。あるいはカラー表示モードと白黒表示モードとを切換えるハード
ウェア管理がＯＳとして可能であってもＡＰＩとしては用意しなくてもよい。これはＯＳ
側としてＯＳ上で動作するソフトウェアによるハードウェアの無用の切換えを防止したい
場合に相当する。尚、第２０図に、使用されるマークアップ言語の記述の例を表す。
第２１図は、本発明を用いた表示装置を備えた機器が、ユーザの必要に応じていくつかの
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動作モードを選択することのできる機能を有している場合の、その表示画面を表している
。ユーザが選択できる動作モードには例えば使用時は常時カラー発光表示を行う「１．キ
レイ」モードや、使用時は低輝度の白黒ないしモノクロカラー表示を行う「２．長持ち（
室内）」モードや、使用時においても常に反射モードを割り振る「３．長持ち（屋外）」
モードを設けることができる。そして、ユーザはキー操作により１から３のリストの何れ
かを選択する。このような機能をも有することでユーザの要求に応じて適切に機器の消費
電力を管理することができるようになる。別の言い方によると、情報機器の利用形態に応
じて表示装置を制御することでより効果的に機器の低消費電力化を実現すると共に使い勝
手のよい情報機器を提供することが可能となる。
尚、設計者が必要に応じて各動作モードに上記の機能を任意に割り振ることも可能である
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し、動作モードの種類，数，名称等についても実施例に限定されるものではもちろんない
。
現在、携帯電話等の情報機器で電子的に商品の注文・決済等を可能とするサービスが普及
しつつある。第２２図に本発明を用いた携帯電話等を利用したサービスに関する実施例を
示す。本サービスは、商品販売サービス提供者，接続サービス提供者，決済サービス提供
者、この実施例における携帯端末２２０のユーザ、の４者の間の関係から成り立っている
。４者のうちの各々２者間にある矢印は情報，商品，金銭等を例とするサービスの流れを
示す。商品販売サービス提供者は、例えば書籍等の商品の販売やユーザが望む各種情報の
提供等のサービスを提供する。商品販売サービスの提供手段の一例は、インターネット上
に開設された商品販売サイトによって行われる商品販売サービスである。
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接続サービス提供者は、例えば携帯電話会社であり、ユーザの保有する携帯電話等の情報
端末を他の情報端末と接続したり、インターネットへの接続サービス等を提供する。決済
サービス提供者は、商品販売サービス提供者からの請求を受けてユーザの決済を代行する
サービスを提供する。
決済サービス提供者は例えばクレジット会社や銀行等である。決済サービス提供者とユー
ザとの間では、決済代行サービスを予め契約しておく。決済サービス提供者は代行した決
済の内容をユーザに対して直接通知するか、接続サービス提供者を介してユーザの情報端
末に通知することができる。逆にユーザが接続サービス提供者を介して決済サービス提供
者に接続し、決済内容の確認をすることも可能である。
サービス形態の流れについて説明する。ユーザは携帯電話等の情報端末を用いて、接続サ
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ービス提供者を介して商品販売サービス提供者に接続し、所望の商品を選択ないし名称等
を入力した後発注を行う。商品販売サービス提供者は、ユーザからの発注に応じて商品を
ユーザへ発送するのと並行して決済サービス提供者に商品の代金を請求する。決済サービ
ス提供者は商品販売サービス提供者からの請求に応じてユーザの決済を代行して行う。決
済サービス提供者は決済の内容をユーザに通知する。
例えばユーザが商品販売サービスに接続して、商品を注文し、決済の確認を行う過程にお
いて、契約が成立する場面をユーザがはっきりと認識できるようにカラー発光表示により
強調することは、ユーザの誤操作による誤った注文が発生するのを防止するのに効果的で
ある。
具体的な実施方法としては、下記の（ａ）から（ｄ）のようにいくつかの方法が挙げられ
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る。
（ａ）商品販売サービス提供者が特定の画面表示を行うコードにおいて、カラー発光表示
を指示するコマンドないしタグ情報を埋め込んでおき接続サービス提供者を介して情報端
末に送信し、情報端末は受信した前記コマンドないタグ情報に応じてカラー発光表示を行
う。
（ｂ）商品販売サービス提供者が特定の画面表示を行うコードにおいて、カラー発光表示
を指示するコマンドないしタグ情報を埋め込んでおき、接続サービス提供者が前記コマン
ドないしタグ情報に応じて情報端末に対しカラー発光表示を指示する第二のコマンドを送
信し、情報端末は接続サービス提供者から受け取った前記第二のコマンドを受信してカラ
ー発光表示を行う。
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（ｃ）商品販売サービス提供者が特定のコードを送信し、前記コードを受信した接続サー
ビス提供者が前記コード中に含まれる特定のコマンドないしタグ情報に対する応答を予め
設定しておき、前記応答がカラー発光表示の指示であれば情報端末に対しカラー発光表示
を指示する第二のコマンドを送信し、情報端末は接続サービス提供者からの前記第二のコ
マンドを受信してカラー発光表示を行う。
（ｄ）情報端末において、商品販売サービス提供者から接続サービス提供者を介して送信
されるコードに含まれる特定のコマンドないしタグ情報に対する応答を予め設定しておき
、前記応答がカラー発光表示であればカラー発光表示を行う。
第２３図に上記の（ａ）から（ｄ）の関係を模式的に図示した。白丸（○）はカラー発光
表示を指示するコマンドないしタグ情報の発生動作を示し、黒丸（●）はその発光表示を

50

(22)

JP 4161574 B2 2008.10.8

指示するコマンドないしタグ情報に対応する処理動作を示す。接続サービス提供者におけ
る●の意味する処理動作は、新たにカラー発光表示を指示するコマンドないしタグ情報の
発生動作○と対応する。情報端末における●の意味する処理動作とは受信した発光表示を
指示するコマンドないしタグ情報に応じてカラー発光表示を行うことを意味する。
次に、カラー発光表示と反射表示とを切換えるタイミングのうち、画像信号の内容を判断
する他の手段について述べる。ここでは、カラー画像であるか白黒画像であるかを判断す
る手段について述べる。カラー画像であるか白黒画像であるかを判断する手段としては、
以下の実施例が考えられる。
（ａ）ＲＧＢの各色画像信号が何れも同一であるかどうかを比較する比較手段を設ける。
ＲＧＢの各色画像信号が異なればカラー画像と判断し、同一であれば白黒画像と判断する
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。
（ｂ）画像信号の伝送線の他に、カラー／白黒コントロール線を設けておき、ディスプレ
イ側ではこれを参照してカラーないし白黒表示を行う。
（ｃ）カラー画像を伝送する場合には、ＲＧＢの各色画像の伝送線をすべて用い、白黒画
像を伝送する場合にはＲＧＢの各色画像信号の伝送線のうちいずれか一色の信号線のみを
用いて伝送する構成とし、他の二色の信号線には画像信号がのっていないことを示す識別
信号を伝送させるか、オープンにする。ディスプレイ側ではこれを参照してカラーないし
白黒表示を行う。
画像信号がカラーであっても、低消費電力性を優先して白黒反射表示を行ってもよい。こ
の場合には、カラー画像信号を白黒画像信号に変換する必要が生じる。本実施例の表示装
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置及びこれを備えた機器においては、カラー画像信号を白黒画像信号に変換する手段を備
えている。カラー発光表示から白黒反射表示への切換えは、ユーザのマニュアル指示で切
換えても、バッテリー残量が一定値以下になった時等に自動的に切換えるようにしてもよ
い。ＲＧＢの画像信号から白黒の画像信号に変換するには、ＲＧＢの各色画像の輝度信号
値を２９９：５７８：１１４の重み付けで合成すればよい。なお、階調ビット数や、回路
規模等の制約から、ＲＧＢの重み付けとして近似的な値を用いることは特に問題はない。
（実施例７）
第２４図は本発明の実施例７である表示装置を備えた携帯情報端末機器の外観の模式図を
示す。
実施例７の携帯情報端末２６０は少なくとも、表示素子１０１，メインスイッチ２６１，
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カーソルキー２６２，カラー発光／反射表示切換スイッチ２６３，アンテナ２６４等を含
む。
第２４図（ａ）は携帯情報端末２６０における表示素子１０１が反射表示を行っている図
であり、この表示素子１０１の表示する画面の一例としてスケジュール管理ソフトを使用
しているものを表す。一方、第２４図（ｂ）は携帯情報端末２６０における表示素子１０
１がカラー発光表示を行っている図であり、表示素子１０１の表示する画面の一例として
、携帯情報端末２６０がアンテナ２６４を介してインターネットに接続し、観光地のワー
ルドワイドウェブサイトから取得した情報を表示している状態を表している。スケジュー
ルの確認等、キャラクター情報のみの参照かつ頻繁に参照する情報は、消費電力を極力低
く抑えるために反射表示を行うとよく、カラー画像がふんだんに含まれるワールドワイド
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ウェブサイトを表示する場合等には、カラー発光表示を行うことにより、エンターテイメ
ント性の高い表示を得ることができる。また、本実施例の携帯情報端末２６０においては
、カラー発光／反射表示切換スイッチ２６３を備えており、ユーザが所望のタイミングで
カラー発光表示と反射表示とを切換えることができるようにも構成されている。もちろん
、機器の実施例１においても述べたように、機器の制御ソフトやアプリケーションによっ
て自動的にカラー発光表示と反射表示とを切換えるようにも構成されている。
本発明の表示装置を備えた機器としては、上記の携帯電話や携帯情報端末にとどまらず、
常時なんらかの情報を表示するディスプレイを備えている機器、例えば家庭電気機器にも
適用させることができる。家庭電気機器のディスプレイに本発明の表示装置を適用すれば
、例えば、通常は低消費電力である反射表示を行い、電気機器の使用時あるいは制御ソフ
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トウェアの指示によって随時カラー発光表示に切換える等の仕様が可能であり、機器の表
示する情報の視認性を高め、ユーザの利便性を大きく向上させることができる。
産業上の利用可能性
以上説明したように、本発明の表示装置によれば、発光手段のオン／オフ制御と同時に表
示素子の駆動方法の切換えを制御し、また、カラー発光手段を外光の反射手段と偏光状態
変調手段との間に配置したことで、低消費電力かつ高画質な表示装置を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
第１図は、本発明の表示装置の一実施形態を示す概略図である。
第２図は、フィールド順次カラー表示と白黒表示の駆動法の違いを示す図である。
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第３図は、Ｄ／Ａコンバータ切換手段のブロック図である。
第４図は、階調ビット切換手段のブロック図である。
第５図は、ｎビット画像データより１ビット画像データを生成した例を示す図である。
第６図は、携帯情報端末における信号処理の全体を説明する図である。
第７図は、走査期間と液晶応答期間と光源点灯期間との関係を示す図である。
第８図は、光源の発光強度の時間変化を示す図である。
第９図は、本発明の実施例１における表示装置の断面図である。
第１０図は、本発明の実施例２における表示装置の断面図である。
第１１図は、本発明の実施例３における表示装置の断面図である。
第１２図は、第１１図における表示装置の画素回路の構成図である。
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第１３図は、本発明の実施例４における表示素子の断面図である。
第１４図は、第１３図における表示素子の画素回路の構成図である。
第１５図は、本発明における表示素子の画素回路のレイアウト図である。
第１６図は、本発明の実施例５における表示装置の断面図である。
第１７図は、本発明の実施例６における携帯電話の概観の模式図である。
第１８図は、携帯電話の主要構成のブロック図である。
第１９図は、マークアップ言語の処理の流れを示す図である。
第２０図は、マークアップ言語による記述の例である。
第２１図は、携帯電話における表示モード選択画面の例である。
第２２図は、電子商取引の例である。
第２３図は、カラー発光表示を指示するコマンドないしタグ情報の処理動作のブロック図
である。
第２４図は、携帯情報端末の外観の模式図である。
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