
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力を供給する電源部と、画像を表示する表示部と、前記表示部に表示する画像に相当
する表示データを入力するデータ入力回路と入力した表示データを蓄えるデータバッファ
と前記表示部の表示内容の変化を要求する書換え入力手段と制御回路を有する表示装置で
あって、
　前記電源部は、供給能力が時間とともに変化する、または平均発生電力が１画面の書換
えに必要な平均電力よりも低い電源と、１画面の書換えに必要な平均電力よりも大きな電
力を保持する蓄電容量を有する蓄電部と、前記蓄電部の蓄電量を検出する蓄電検出回路か
らなり、
　前記電源は前記蓄電部を介して前記表示部に接続されており、
　前記表示部は、電圧もしくは電流により輝度、反射率、透過率および色を変化できる光
学変調機能を有する画素を多数マトリクス状に配列したマトリクス表示領域と、前記マト
リクス表示領域を駆動する順序回路を含む駆動回路から構成されており、
　前記画素は表示データを保持する画素メモリを有し、前記表示部の画素メモリの表示内
容を書き換える画素書換え期間と表示内容を保持する画素保持期間により駆動されており
、
　前記制御回路は、前記蓄電検出回路が少なくとも画面の書換えに必要な平均電力以上の
蓄電量を検出した蓄電検出信号を出力した場合に画素表示内容を書き換えることにより静
止画面を書き換えるように駆動回路を制御し、前記蓄電検出回路が前記画面を連続して書
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換えるのに必要な平均電力以上の蓄電量を検出した蓄電検出信号を出力した場合に連続し
て前記画面を書き換えることにより前記表示部の画素メモリの表示内容を繰り返し書き換
えるように前記駆動回路を制御して前記表示部に動画を表示することを特徴とする表示装
置。
【請求項２】
　電力を供給する電源部と、画像を表示する表示部と、前記表示部の表示内容の変化を要
求する書換え入力手段と、前記表示部に表示する画像に相当する表示データを入力するデ
ータ入力回路と入力した表示データを蓄えるデータバッファと制御回路を有する表示装置
であって、
　前記電源部は供給能力が時間とともに変化する、または平均発生電力が１画面の書換え
に必要な平均電力よりも低い電源と、１画面の書換えに必要な平均電力よりも大きな電力
を保持する蓄電容量を有する蓄電部と、前記蓄電部の蓄電量を検出する蓄電検出回路から
なり、
　前記電源は前記蓄電部を介して前記表示部に接続されており、
　前記表示部は、電圧もしくは電流により輝度、反射率、透過率および色を変化できる光
学変調機能を有する画素を多数マトリクス状に配列したマトリクス表示領域と、マトリク
ス表示領域を駆動する順序回路を含む駆動回路から構成されており、
　前記蓄電検出回路から少なくとも前記表示部の画面の書換えに必要な平均電力以下の蓄
電量を検出した蓄電検出信号を出力した場合は前記駆動回路を停止させることにより前記
表示部の画面の書換えを停止し、
　前記蓄電検出回路から少なくとも前記表示部の画面の書換えに必要な平均電力以上の蓄
電量を検出した蓄電検出信号が出力された場合に画素表示内容を書き換えることにより前
記画面を書き換えるよう前記駆動回路を制御して静止画面を書き換え、
　前記制御回路は、前記蓄電検出回路が画面を連続して書換えるのに必要な平均電力以上
の蓄電量を検出した蓄電検出信号を検出した場合には連続して画素表示内容を書き換えて
前記表示部の画面を書き換えるように前記駆動回路を制御して動画像を表示することを特
徴とする表示装置。
【請求項３】
　前記電源が太陽電池であることを特徴とする請求項 の何れかに記載の表示装置
。
【請求項４】
　前記太陽電池は前記表示部と同一基板上に形成された薄膜型太陽電池であることを特徴
とする請求項 に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記太陽電池は前記表示部と同一基板上に形成された有機薄膜型太陽電池であることを
特徴とする請求項 に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記表示部の画素に内蔵する前記画素回路および前記表示部を駆動する前記駆動回路が
薄膜トランジスタであることを特徴とする請求項 の何れかに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、低電力で駆動する表示装置に係り、特に太陽電池と液晶を組み合わせた低電力
且つ充電が不要な電子表示装置およびその制御方式に関する
【０００２】
【従来の技術】
太陽電池等を用いて電力を供給する電源を有する表示装置についてはこれまでにも多数提
案されている。例えば、「特許文献１」には太陽電池とメモリ性を有する液晶材料を用い
て表示領域を形成し、表示時の電力を不用とする表示装置を開示されている。また、「特
許文献２」には太陽電池と表示装置の間に電力を蓄える電力バッファを接続して表示回路
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を駆動するようにしたものが開示されている。
【０００３】
太陽電池を電源とする表示装置では、太陽電池への照射光量により供給電力が大きく変動
する。このため、電力が不足すると表示駆動が出来なくなり、表示が消えてしまう。そこ
で、太陽電池と充電できる２次電池とを組み合わせることで、太陽電池の出力が停止して
も表示駆動が出来るように電力を補うための補助的な電源手段を並設するのが一般的であ
った。また、「特許文献３」には太陽電池に入射する光量を検出する照度センサを設け、
周囲の照度が高い場合には表示輝度を調整するバックライトの電力を制限して電力の消費
を低減する駆動方式について開示されている。なお、近年、高分子、低分子有機薄膜を用
いた有機太陽電池が軽量、薄型で高電力容量を実現する手段として注目されている。この
種の有機太陽電池については「非特許文献１」に詳しく説明されている。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００１－１８４０３３号公報
【特許文献２】
特開平５－７３１１７号公報
【特許文献３】
特開２０００－１１２４４１号公報
【非特許文献１】
２００２年４月１０日、応用物理学会発行、「応用物理」第７１巻第４号（第４２５～４
２８頁）。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記したように、太陽電池を電力源として搭載した従来の表示装置では、太陽電池のほか
に表示駆動に必要な電力をまかなう大容量の２次電池等が搭載されているのが一般的であ
る。したがって、装置の重量が重く、厚みが大きくなる。また、２次電池を充電するため
、固定電源と表示装置を電線で接続する必要があり、携帯機器では充電期間中は持ち運び
をすることが出来ないため、使い勝手が制限されてします。さらに、バックライトやフロ
ントライト等の補助照明装置を備えた表示装置では、当該補助照明装置への電力供給を、
周囲の照度（外光の明るさ）が強い場合は太陽電池から、当該照度が低い場合には２次電
池から供給するようなバックライトの電源制御を行うような表示モードを切り替えを行う
のが一般的である。そして、電力を２次電池から供給する表示では、電池の消耗を押さえ
るために表示画面の明るさを低下させるのが一般的である。その結果、表示画質が大きく
低下してしまう。従来は、上記した諸課題を解決する手段については十分配慮がなされて
いなかった。
【０００６】
本発明の目的は、太陽電池と電力を維持的に蓄える蓄電素子を搭載し低電力駆動モードを
有して電力を自立させ、充電と電源配線を不要とした表示装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は下記の構成を備えたことを特徴とする。すなわち、本
発明の代表的な構成は、電力を供給する電源部と、画像を表示する表示部と、前記画像に
相当する表示データを入力するデータ入力回路および制御回路を有し、
前記電源部は、電力供給能力が時間とともに変化する、または複数の異なる給電能力を切
り替える、もしくは平均発生電力が１画面の書換えに必要な平均電力よりも低い電源と、
１画面の書換えに必要な平均電力よりも大きな電力を保持する蓄電容量を有する蓄電部と
、前記蓄電部の蓄電量を検出する蓄電検出回路からなり、
前記電源は、前記蓄電部を介して前記表示部に接続されており、
前記表示部は、電圧もしくは電流により輝度、反射率、透過率および色を変化できる光学
変調機能を有する画素を多数マトリクス状に配列したマトリクス表示領域と、前記マトリ
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クス表示領域を駆動する順序回路を含む駆動回路から構成されており、
前記データ入力回路の入力はデータ入力端子に接続され、出力は前記表示部の前記駆動回
路に接続されており、
前記画素は表示データを保持する画素メモリを有し、前記表示部の表示内容を書き換える
画素書換え期間と表示内容を保持する画素保持期間により駆動され、前記制御回路は、前
記蓄電検出回路から少なくとも画面の書換えに必要な平均電力以上の蓄電量を検出した蓄
電検出信号が出力されることにより前記表示部の表示内容を書き換えるように前記駆動回
路を制御することにより前記表示部の画面を書き換えるように構成した。
【０００８】
また、本発明は、太陽電池と表示部との間に２次電池やコンデンサを用いて表示駆動に必
要な電力を蓄える蓄電部を設け、この蓄電素子を介して表示部に電力を供給する。蓄電部
に蓄電検出回路を接続し、蓄電量および発電電力を監視し、駆動に必要な電力、表示内容
を書き変える走査駆動が出来る電力、連続して書換えができる電力が蓄えられていること
を表す蓄電レベルの信号を蓄電検出回路で生成するように構成する。
【０００９】
また、本発明は、表示部に画素ごとに表示内容を記憶する画素メモリを設け、線順次の走
査駆動で画素メモリの内容を書き換えるようにし、画素を駆動する画素駆動回路は画素の
メモリ機能で記憶した表示内容により透過率、反射率を変化させて表示するように構成す
る。
【００１０】
また、本発明は、静止画表示と静止画更新および動画表示の表示モードの変更を指示する
押しボタンスイッチやマウス、ペンなどによる表示書換え指示に対応し、書換え可能な蓄
電レベルの信号が有効である場合には表示を書き換える書換え動作を実行するように走査
駆動を制御する制御回路を備える。
【００１１】
また、本発明は、制御回路が表示の変更を指示する押しボタンスイッチやマウス、ペンな
どによる表示書換え指示に対応し、連続書換え可能な蓄電レベルの信号が有効である場合
には表示を連続して書き換える書換え動作を実行するように走査駆動を制御するように構
成する。
【００１２】
上記のように構成した本発明の表示装置は、以下の要領で表示動作を実行する。（ａ）太
陽電池は、入射した光エネルギーを電力に変換する。蓄電部は発生した電力を蓄える。蓄
電検出回路は蓄電部の蓄電量を監視し、駆動に必要な電力、表示内容を書き変える走査駆
動が出来る電力、連続して書換えが出来る電力が蓄えられていることを表す複数の蓄電レ
ベルの信号を生成する。（ｂ）画素のメモリ機能は線順次の走査駆動により画素ごとの表
示内容を記憶し、画素駆動回路は画素のメモリ機能で記憶した表示内容により透過率、反
射率を変化させ表示する。（ｃ）制御駆動回路は、表示の変更を指示する押しボタンスイ
ッチやマウス、ペンなどによる表示書換え指示を検出するとともに複数の蓄電レベル信号
のどれが有効であるかどうかを検出し、書換え可能な蓄電レベルの信号が有効である場合
は、表示を書き換える書換え動作を実行する要に走査駆動を制御し、連続書換え可能な蓄
電レベルの信号が有効である場合に、表示を連続して書き換える書換え動作を実行する要
に走査駆動を制御する。
【００１３】
なお、本発明は、上記の構成および後述する実施の形態に開示される構成に限定されるも
のではなく、本発明の技術思想を逸脱することなく、種々の変更が可能であることは言う
までもない。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の液晶表示装置について実施例の図面を参照して詳細に説明する。図１は本
発明の第１実施例にかかる表示装置のシステム構成図である。本実施例の表示装置は反射
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型の液晶ディスプレイパネルである。液晶ディスプレイパネルはマトリクス表示部８を有
し、太陽電池１と蓄電部を構成する蓄電素子２と蓄電検出回路３からなる電源部から制御
回路７を介して駆動回路４に電力を供給してマトリクス表示部８を駆動する。表示データ
は図示しない外部信号源から入力端子５を介して入力し、  データバッファ６と制御回路
７を介して駆動回路４に供給される。データバッファ６は１フレーム分の表示データを格
納する。以上の構成がガラス基板を好適とする基板１０上に形成、配置されており、  シ
ート状の表示装置を形成している。なお、以下では、ガラス基板を単に基板との表記する
。
【００１５】
本実施例の表示装置は、マトリクス表示部８の画素選択に薄膜トランジスタ等のアクティ
ブ素子を用いたアクティブ・マトリクス方式である。以下の説明では、アクティブ素子と
して薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いた液晶ディスプレイパネル（ＴＦＴ－ＬＣＤ）を
例として説明する。そして、ＴＦＴ－ＬＣＤは反射型表示モードで表示を行い、駆動回路
４はＬＳＩおよび多結晶シリコン（ポリシリコン：ｐｏｌｙ－Ｓｉ）薄膜トランジスタを
組み合わせた構成により基板１０上に集積し、  高精細表示を実現している。太陽電池は
、  ポリシリコンＴＦＴ形成後に有機薄膜材料を用いた低温度プロセスにより製作した。
このプロセスによりポリシリコンＴＦＴの特性に影響を与えることなく表示装置と同一基
板上に薄膜太陽電池を形成し、  薄型軽量化を実現している。また、基板１０上には表示
内容を切り替える信号を発生させるためのスイッチ９が配置されており、  画面の切り替
えを制御回路７に指示する。
【００１６】
図２は本実施例の表示装置の外観図である。表示装置は２枚の基板２１、２１’から構成
されている。２枚の基板２１、２１’は配線機能を含むフィルム接続部２７により互いに
接続されており、  それぞれ太陽電池２２と２２’、表示領域２３と２３’、  駆動回路Ｌ
ＳＩ２６と２６’が搭載されている。そして、一方の基板２１にはデータ入出力ＬＳＩ２
４が搭載されている。太陽２８などの外光により太陽電池２２は電力を発生し、  表示部
である表示領域２３のマトリクス表示部８（図１）を駆動する。データ入出力ＬＳＩ２４
は無線インタフェースを有し、無線データ通信により表示データを入力し、これをマトリ
クス表示部８からなる表示部に転送する。
【００１７】
図３は本実施例の表示装置おける電源部の構成図である。太陽電池２２（図２の太陽電池
２２’にかかる電源部も同様なので、ここでは太陽電池２２に関して説明する）には有機
薄膜太陽電池を用いた。また、太陽電池２２の下層には大容量のコンデンサ３１を積層し
て蓄電素子とした。コンデンサ３１は薄膜トランジスタ（以下、単にＴＦＴと表記する）
のＭＯＳ構造を用いた。これにより、ＴＦＴの層間容量でもっとも大きな容量を得ること
が出来るという利点がある。この構成では絶縁耐圧が高く、  高い歩留まりが得られる利
点がある。なお、コンデンサ３１として、  絶縁層を金属層で挟み込んだ構造としても良
いことは勿論である。
【００１８】
太陽電池２２とコンデンサ３１は共に大容量であることが必要であるが、  太陽電池２２
は高い光電変換効率を得るためには装置表面に設置する必要があるのでコンデンサ３１を
下層にした積層構造とする事により面積を広く取ることが出来る。また、コンデンサ３１
はＴＦＴプロセスで形成する薄膜を用いることができるので、  プロセス数を増やすこと
なく形成できる利点がある。なお、  図示していないが太陽電池は単体の素子では電圧が
低いので、  複数のセルを直列構造にする事によりシステムに必要な電圧を得る事が出来
る。
【００１９】
このようにして蓄電素子に蓄えた電力の蓄電量を測定する蓄電検出回路として、  電圧基
準回路３２と電源３３により駆動するコンパレータ３４ａ、３４ｂ、３４ｃから構成する
。電圧基準回路３２からコンパレータ３４ａ、３４ｂ、３４ｃに異なる電位を供給し、  
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この電位と蓄電素子であるコンデンサ３１の電圧を比較する事により、  蓄電電力を精度
よく検出する事が出来る。本実施例では、  表示を書き換える方式として、  静止画を表示
維持できる静止画表示レベル信号Ａと、  静止画を１回書き換える事が出来る電力に相当
する静止画更新レベル信号Ｂ、  静止画を２画面以上連続して書き換えられる電力に相当
する動画駆動レベル信号Ｃの３レベルを検出している。
【００２０】
なお、  太陽電池の構成としてはアモルファスシリコン、多結晶シリコン（ポリシリコン
：ｐｏｌｙ－Ｓｉ）に薄膜太陽電池や、  共役系高分子、  色素増感系などの有機薄膜半導
体を用いた太陽電池を用いるいる事が出来る。また、  図２に示したように他方の基板２
１’上にも太陽電池２２’を形成することも出来る。さらに、単結晶シリコン基板上に形
成した太陽電池を一方または他方の基板上に貼り付けても良い。他方の基板上にも太陽電
池を形成することにより変換効率がよく、  また太陽電池単体での欠陥をカバーすること
が出来るので歩留まりが向上する利点がある。
【００２１】
図４は本実施例の表示装置の基板の構造例を説明する模式断面図である。ガラス基板１０
上にはポリシリコンＴＦＴ１４６、薄膜の太陽電池１４７が形成されている。ポリシリコ
ンＴＦＴ１４６は一般的な方法で形成する。すなわち、  ガラス基板１０上にアモルファ
スシリコンの薄膜を形成し、  レーザーアニール法により多結晶化し、  その後に島状シリ
コン１６６をパターニングし、  ゲート絶縁膜１６７の形成、  ゲート電極１６８を形成し
、ドーピングしたＭＯＳトランジスタを作成する。その後、  配線層１６５、画素表示電
極としてアルミニウム（Ａｌ）電極１４９を形成する。ポリシリコンＴＦＴ１４６の製造
プロセスの最高温度はゲート絶縁膜１６７を形成する温度である４００°Ｃ弱である。こ
のポリシリコンＴＦＴ１４６の製造後、太陽電池１４７を形成する。太陽電池１４７の下
にはＭＯＳのコンデンサ３１をポリシリコンＴＦＴプロセスで形成し、  表面の配線層１
６５を太陽電池１４７の電極１４８と兼用することで製造プロセスを簡略化する。
【００２２】
太陽電池１４７は共役系高分子を用いた有機薄膜構造である。表示装置が反射型表示装置
であるので、  表示装置使用時にはＴＦＴ基板であるガラス基板１０の表面から観察する
方式である。このとき、  太陽電池１４７に入射する光も基板１０の表面からとなる。そ
こで、基板面には金属電極、表面には透明の電極構造が必要であるので、ポリシリコンＴ
ＦＴ形成工程で形成した配線層１６５のＡＬ電極１４９’上に有機半導体層１９０を形成
する。まず、ｎ型層として電子受容体の材料であるＣ６０，ＰＣＢＭ，ＭＥＨＣＮ - ＰＰ
Ｖ等の導電性高分子をクロロホルムなどの溶媒に溶解してスピンコートで塗布し、乾燥さ
せる。膜厚は乾燥後で約５０ｎｍとする。
【００２３】
次に、 p 型半導体として電子供与体となるπ共役系高分子であるＰＥＤＯＴ、Ｐ３ＤＯＴ
，ＰＯＰＴ，ＭＤＭＯ - ＰＰＶＭＥＨ - ＰＰＶを下地層とは極性が異なるトルエン、キシ
レンなどの溶媒に溶解させ、スピンコートにより膜を積層して乾燥させる。ｐ型層の膜厚
は乾燥後で５０ｎｍとする。最後に透明電極１５０としてＩＴＯをイオンビームスパッタ
法により膜厚７０ｎｍに形成する。太陽電池１４７の素子は水分により発電特性が低下す
るので対向基板１４２と液晶層１４３を封止する液晶シール１４４、太陽電池シール１４
５により乾燥窒素とともに密閉する。
【００２４】
この構成により、対向基板１４２の１枚で表示部の液晶シール１４４と、太陽電池シール
１４５を兼用する事が出来、構造が簡略となる。特に、太陽電池部での対向電極１４２の
反射光低減は発電効率向上に有利なので、太陽電池部には多層積層膜として反射防止膜１
５１をコートした。シール材料として、液晶シール１４４、太陽電池シール１４５のいず
れも紫外線硬化の樹脂を用いる。これにより、封止の工程での熱処理が不要となり太陽電
池素子の劣化を防ぐ事が出来る。
【００２５】
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なお、太陽電池としては低分子型導電性有機半導体としてペンタセンの蒸着薄膜、ＯＭｅ
ＴＡＤなどの成功輸送層を用いても良く、また、無機の半導体薄膜として、アモルファス
Ｓｉ膜をＰＥＣＶＤ法により形成しても良い。いずれも、ポリシリコンＴＦＴのプロセス
温度以下の低温プロセスにより、ポリシリコンＴＦＴの形成後に薄膜太陽電池を形成する
ことにより、ポリシリコンＴＦＴの特性低下を防ぎ、表示部と太陽電池を同一基板に形成
できる。
【００２６】
図５は本発明の第１実施例の変形例における表示装置の基板の構造を説明する模式断面図
である。この太陽電池部分にアモルファスシリコンを用いた構成とした場合には、図５に
示すように太陽電池の透明電極１６２の上に無機薄膜によるパッシベーション層１６３を
形成しても良い。パッシベーション層１６３の材料にはＳｉＮを用い、低温のプラズマＣ
ＶＤ法により成膜する。太陽電池はアモルファスシリコン層１６１を用いた。この図４の
構成としたことにより、太陽電池表面に入射光が入射する際に対向基板であるガラス基板
１４２を介して入射する光に界面での反射が無いため、損失無く太陽電池に入射できる利
点がある。この場合には２枚の基板ぼ封止は液晶を封止するために液晶シール１４４のみ
である。この液晶シール１４４にはエポキシ樹脂を用いる。
【００２７】
図６は本実施例のシールパターン例を説明する平面図であり、前記図４は図５のＡ－Ａ’
線に沿った断面に相当する。基板１０上には表示領域であるマトリクス表示部８と太陽電
池１が配置されており、これらを封止するシールとして、太陽電池シール１４５、液晶シ
ール１４４を図６のように配置する。ＴＦＴを基板１０上に形成し、太陽電池１を形成後
、対向基板１７１とを貼り合わせた後に液晶を真空封入法により封入する。このときに封
入口１７０には太陽電池１は配置されておらず、かつ端子部（図６の右辺）の無い辺に設
けた。この位置に封入口１７０を配置することにより太陽電池の設置面積を減らすことな
く、また端子部の設置領域を有効に使用でき、高い発電電力が得られると共に、端子部に
設ける端子の接続ピッチを大きくとることが出来る利点がある。言い換えれば、封止口１
７０を設ける辺は対向基板１７１と、基板 1 ０との端部がほぼ揃っている図６に示した辺
とするのが好適であり、少なくとも太陽電池１が形成されていない辺に配置することが必
須である。有機の太陽電池は溶剤に溶融するため液晶と接する事が無いように配置するこ
とが必要である。したがって、図６に示すように液晶シールの外側に配置することが重要
である。
【００２８】
また、図１に示すように太陽電池１の配置については、操作のためのスイッチ９と離れた
位置に配置する。太陽電池１の近傍もしくは太陽電池に重なるように操作スイッチ９を配
置すると画面の操作をする場合に太陽電池を遮り、発電能力を著しく低下させる原因とな
る。したがって、太陽電池１と操作スイッチ９は離れた位置に配置することが電力供給の
効率向上の効果に於いて有用である。
【００２９】
次に、表示部の駆動制御について説明する。図７は表示画面の書換えと電源部の蓄電量の
説明図である。太陽電池の発電量は一定ではなく、外光量に応じて変動しており、蓄電素
子に蓄えられる電力あるいは電荷量は時間とともに次第に増加するが増加率は一様ではな
い。したがって、ここでは画面１面分を書き換えるのに必要な電力を電圧に換算し、静止
画更新レベルの電圧に達したことを検出して書換え動作を開始する。書き換え走査期間中
は電力が消費されるので、発電量が走査回路動作時の消費電力以下の場合には図示したよ
うに、蓄電量が低下する。書換え期間走査後に再び太陽電池からの電力により再び蓄電量
が増加する。このように画面書換え走査を蓄電量がある電力に達するごとに間欠動作する
事により消費電力を極限にまで低減した駆動が可能となる。
【００３０】
また、表示の書換えの制御に関しては、表示切替スイッチ９の操作と、蓄電量とも関係付
けてさらに低電力化を実現した。図８は表示の書換えの制御に関する表示切替スイッチの
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操作と蓄電量との関係付けの説明図である。図８において、使用者により表示の切り替え
を要求するスイッチが押下されると、１画面の書換えに必要な電力が蓄電できているかを
検知する電力検出信号の有無を検知し、信号が有効であれば表示の書換え動作を実行する
。しかし、もし電力が不足している場合には書き換えないように制御する。これにより、
表示の書換えはスイッチ９を押下しない間は表示の書換え電力を節約し、押下されても電
力が足りない場合は書換えを止めて表示を更新しないで維持するように駆動して電力を低
減するように制御され、低電力化が実現できる。
【００３１】
図９は表示において静止画の書換えに加えて動画を表示させる場合の制御論理の説明図で
ある。静止画の書換えに加えて動画を表示させる場合には図９に示す制御論理により制御
する。蓄電素子の蓄電電力量を図３に示したような回路構成により静止画表示レベル信号
Ａ、静止画更新レベル信号Ｂ、動画駆動レベル信号Ｃの３種類のレベルを検出した論理信
号を与える。また、画像の書換え要求を示す論理信号として、静止画の画面書換えおよび
動画表示の要求信号を当て、図９に示したような論理演算回路５１ａ、５１ｂ、５ 1 ｃに
より駆動制御信号を得る。静止画表示レベルを下回る場合には３種類のレベル信号はいず
れも無効となり液晶表示を停止する。静止画表示レベル信号Ａが有効になると液晶の表示
駆動動作信号を出力し、画素部表示に必要な電力を供給する。静止画表示レベルと静止画
画面書換えレベルの間であれば部分書換動作をさせることができる。ほぼ表示部分のみで
必要な部分を書き換えて最小限の情報を新しくできる。
【００３２】
静止画更新レベル信号Ｂが有効で、かつ画面書換え要求信号が有効な場合には表示書換え
操作信号は有効となり、表示を書き換えるように表示回路の走査駆動を１画面分のみ実行
する。また動画の要求信号が来ている場合には低速の動画を表示する。この場合には書換
え電力が得られるごとに画面が変わるのでゆっくりとした動画表示が得られる。動画駆動
レベルの信号Ｃが有効な場合には、静止画の書換え要求信号がきている場合には静止画を
繰り返し表示し、動画要求信号が来ている場合には動画を連続して書き換える。
【００３３】
図１０は上記した本実施例における段階的な表示モードの構成をまとめた説明図である。
図１０において、蓄電電力量の増加に伴い、表示駆動、画面書換え駆動、静止画の連続書
換え駆動、および動画の間欠駆動から、次第に書換えのインターバルが短くなり、通常の
動画駆動となるように制御する。このように駆動することにより、電力の供給量が大幅に
変化しても、表示モードを切り換えて低電力でも表示することができる。従来の駆動方式
では、走査モードを電力量に連動して切り替えるような制御をしていないので、発電量が
連続書換えレベルを下回ると表示が停止してしまう。静止画表示レベルと静止画画面書換
えレベルの間であれば部分書換動作をさせることができる。ほぼ表示部分のみで必要な部
分を書き換えて最小限の情報を新しくできる。
【００３４】
図１１は本発明の表示装置における画素回路の説明図である。画素には表示電極８５、対
向基板に形成した対向電極８６の間に狭持した液晶を駆動する。表示電極８５は反射型液
晶表示モードで駆動するので金属薄膜で形成する。画素の表示データは信号配線８２を介
して画素に入力し、走査配線８１により線順次の選択信号である走査信号を供給する。走
査配線と信号配線に接続した画素の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）８３が走査信号により選
択されると表示データを画素内のメモリ回路８４に取り込む。メモリ回路８４はいわゆる
スタティックＲＡＭの回路構成を用いている。メモリ回路８４の出力端子９９は２つ有り
、記憶の状態に応じて互いに逆の極性の信号を出力する。
【００３５】
２つの駆動用のＴＦＴ８７は表示電極８５に接続されている。オフ電圧配線８８もしくは
オン電圧配線８９に接続されており、記憶状態に応じてどちらかの駆動用ＴＦＴがオンす
るので表示電極８５にはオフ電圧配線８８もしくはオン電圧配線８９電圧を選択的に印加
することができる。オフ電圧配線８８、オン電圧配線８９は相互に接続され、オフ電圧配
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線８８には０Ｖ、オン電圧配線８９には液晶を駆動する閾値以上の交流の液晶駆動電圧が
印加されている。また、対向電極８６には常に０Ｖが印加されている。これにより、画素
ではメモリ回路８４に記憶したデータにより表示電極８５には０Ｖもしくは液晶駆動電圧
が印加するように駆動でき、点灯もしくは非点灯の２つの状態を駆動できる。
【００３６】
図１２は表示部の周囲に配置した駆動回路の構成を説明する回路図である。駆動回路は走
査開始信号１３６とクロック１配線１３５ａ、クロック２配線１３５ｂにより駆動される
インバータ回路１３４を組み合わせたシフトレジスタ１３３と、データを取り込むサンプ
リングラッチ１３７、ラインラッチ１３８およびデータを表示部のデータ電圧に変換する
データスイッチ１３９から構成される。データは走査開始信号１３６によりシフトレジス
タの動作を開始し、これに同期してデータ線から各画素のデータが送られ、サンプリング
ラッチ１３７に取り込まれる。
【００３７】
１ライン分のデータがそろった時点でラッチ信号を入力しラインラッチ１３８にデータを
転送する。表示部を駆動する出力１４０は各々表示部のデータ配線に接続されている。な
お、クロックおよび走査開始信号の入力側には各々スイッチ１３１、１３２が設けられて
おり、画像書換えが可能である場合にオン状態となるように制御し、表示書換えを実行す
るように制御する。
【００３８】
次に、本発明の第２実施例について説明する。前記実施例は表示部に液晶ディスプレイパ
ネルを用いたものであるが、本実施例は電気泳動ディスプレイパネルを用いている。電気
泳動ディスプレイパネルは、表示電極および対向電極の間に絶縁性の媒質に帯電した微小
粒を分散させ、外部からの電界により微小粒を表示電極もしくは対向電極に移動、凝集さ
せる事により表示する表示方式である。表示を切り換えた後は表示を書き換えるまで外部
からの電界が無くても長時間表示を維持する事ができるので液晶ディスプレイパネルより
もより低電力で駆動できる利点がある。この表示装置の構成は、その素子構造が２枚の基
板間に狭持した表示素子を用いることなど、概略第１実施例と同じである。しかし、マト
リクス表示部を構成する画素回路が異なる。
【００３９】
図１３は本発明の第２実施例にかかる電気泳動ディスプレイパネルの画素構成の説明図で
ある。図１３において、走査配線８１、データ配線８２、画素の薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）８３は図１１と同じであるが、データ電圧は保持コンデンサ９１に蓄えるとともにＣ
ＭＯＳＴＦＴ９４ａ、９４ｂにより構成したインバータを介して表示電極９５に接続する
。インバーターには２本の電源配線９７ａ、９７ｂにより駆動される。ここでは、電源配
線の１本と、保持コンデンサ９１の共通電極を共通の配線に接続して配線本数を減らして
いる。この構成において、書き込まれたデータ電圧はインバータで反転増幅されて、電気
泳動素子９６を駆動する。書き込みは走査信号が選択する短時間であり、電気泳動素子９
２の応答は微小粒の移動を伴うため応答が終わらない。保持コンデンサ９１とインバータ
により選択終了後も画素内に蓄えている保持期間にわたり素子を駆動するので、電気泳動
素子９２の応答が遅くても十分な時間の電圧を印加して素子を駆動でき、電気泳動素子９
２の応答時間を補う利点がある。
【００４０】
図１４は本発明の第２実施例の画素回路の変形例の説明図であり、図１３に示した構成に
保持インバータ１１１と帰還配線１１２を追加したものである。保持インバーター１１１
はインバータ前段のと組み合わせてデータ保持回路を構成するので書き換えたデータは電
源が供給されている期間中は書換え動作を行わなくてもデータを保持できる利点がある。
なお、液晶ディスプレイパネルとして透過型や半透過反射型を用いた表示装置、あるいは
液晶ディスプレイパネルの背面に、所謂バックライトを備えた液晶表示装置にも同様に適
用できることは言うまでもない。
【００４１】
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図１５は本発明の第２実施例の画素回路の他の変形例の説明図であり、画素回路をサンプ
リング用のＴＦＴ１２１、補助容量１２２で構成したものである。画素に書き込んだデー
タ電圧は選択終了後にわたり微小粒の移動があるため時間とともに電気泳動素子の電圧が
低下してしまうのを補うために、補助容量１２２を電気泳動素子９２と並列に接続して電
圧変動を押さえるようにした。サンプリングＴＦＴ１２１は保持特性を得るためダブルゲ
ートＴＦＴを用いるのが好適である。このような画素回路を用いて構成した表示装置の駆
動は表示の維持には電力が不要なので電力制御も異なる。
【００４２】
図１６は本発明の第２実施例における蓄電電力量と駆動モードとの関係の説明図である。
図１６に示すように、静止画の書換え電力以下の発電量では表示の維持のレベルが不在で
あり、液晶よりも低い電力で駆動することができる。液晶ディスプレイパネルを用いたも
のでは、図１１で説明したように液晶駆動電圧が常時必要であったのに対し、電気泳動デ
ィスプレイパネルを用いたものでは表示維持の電力が不要であるためである。したがって
、図１０での表示消灯、表示駆動の領域は図１６には存在しないことでも明らかである。
【００４３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、極めて消費電力が低く、供給電力に応じて画像の
書換え速度、画素数を可変とした表示装置を提供することができる。そして、本発明の表
示装置によれば、発電電力が環境によって大きく変化する太陽電池を用いても、ようやく
文字が判読できるような環境下でも表示が可能であり、スイッチ操作により室内光での静
止画を鮮明に表示し、明るい場所と暗い場所との画面表示をスイッチ操作によってスムー
ズに切り替えを行うことが可能となる。
【００４４】
さらに、明るい場所では表示内容を次々に変化させ、あるいは動画のような情報量が豊富
な表示を提供できる表示装置を電源配線の接続あるいは充電に煩わされること無く使用で
きる携帯表示装置を構成することが容易である。また、本発明では、表示装置を点灯した
まま放置しても電池切れが無いにもかかわらず、重量が大きくかさばる２次電池の容量を
従来よりも著しく少なくすることができ、表示装置を薄型化、軽量化することができる。
【００４５】
本発明によれば、搭載する電力バッファの容量が低くても電力が自立し、電池寿命のない
携帯性が優れた表示装置を提供することができる。
【００４６】
そして、本発明による表示装置は電源の管理が不要であり、かつ環境光が豊富である場合
には、表示容量、画質、情報量が豊富に成る特徴を有しており、人間の視角能力に適応し
た表示制御がなされたリーズナブルな表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例にかかる表示装置のシステム構成図である。
【図２】本発明の第１実施例にかかる表示装置の外観図である。
【図３】本発明の第１実施例にかかる表示装置おける電源部の構成図である。
【図４】本発明の第１実施例にかかる表示装置の基板の構造例を説明する模式断面図であ
る。
【図５】本発明の第１実施例の変形例における表示装置の基板の構造を説明する模式断面
図である。
【図６】本発明の第１実施例のシールパターン例を説明する平面図である。
【図７】本発明の第１実施例における表示画面の書換えと電源部の蓄電量の説明図である
。
【図８】本発明の第１実施例における表示の書換えの制御に関する表示切替スイッチの操
作と蓄電量との関係付けの説明図である。
【図９】本発明の第１実施例の表示において静止画の書換えに加えて動画を表示させる場
合の制御論理の説明図である。
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【図１０】本発明の第１実施例の表示における段階的な表示モードの構成をまとめた説明
図である。
【図１１】本発明の表示装置における画素回路の説明図である。
【図１２】本発明の表示装置における表示部の周囲に配置した駆動回路の構成を説明する
回路図である。
【図１３】本発明の第２実施例にかかる電気泳動ディスプレイパネルの画素構成の説明図
である。
【図１４】本発明の第２実施例の画素回路の変形例の説明図である。
【図１５】本発明の第２実施例の画素回路の他の変形例の説明図である。
【図１６】本発明の第２実施例における蓄電電力量と駆動モードとの関係の説明図である
。
【符号の説明】
１・・・・太陽電池、  １・・・・蓄電素子（蓄電部）、３・・・・蓄電検出回路、４・
・・・駆動回路、５・・・・入力端子、６・・・・データバッファ、７・・・・制御回路
、８・・・・マトリクス表示部、９・・・・スイッチ、１０・・・・ガラス基板、２１・
・・・基板、２２・・・・太陽電池 22、  ２３・・・・表示領域、２６・・・・駆動回路
ＬＳＩ、２４・・・・データ入出力ＬＳＩ、２８・・・・太陽、３２・・・・基準電圧回
路、３３・・・・電源３３、３４ａ，３４ｂ，３４ｃ・・・・コンパレータ、５１ａ，５
１ｂ，５ 1 ｃ・・・・論理演算回路、８１・・・・走査配線、８２・・・・信号配線、８
３・・・・画素ＴＦＴ、８４・・・・メモリ回路、８５・・・・表示電極、８６・・・・
対向電極、８７・・・・駆動用ＴＦＴ、８８・・・・オフ電圧配線、８９・・・・オン電
圧配線、９９・・・・メモリ回路の出力端子、９１・・・・保持コンデンサ、９４ａ，９
４ｂ・・・・ＣＭＯＳＴＦＴ、９５・・・・表示電極、９６・・・・電気泳動素子、９７
ａ，９７ｂ・・・・電源配線、１１１・・・・保持インバータ、１１２・・・・帰還配線
、１２１・・・・サンプリングＴＦＴ、１２２・・・・補助容量、１４２・・・・ガラス
基板、１４４・・・・液晶シール、１４５・・・・太陽電池シール、１４６・・・・ポリ
シリコンＴＦＴ、１４７・・・・薄膜太陽電池、１４９・・・・Ａｌ電極、１５１・・・
・反射防止膜、１６６・・・・島状シリコン、１６７・・・・ゲート絶縁膜、１６８・・
・・ゲート電極、１６５・・・・配線層、３１・・・・ＭＯＳコンデンサ、１９０・・・
・有機半導体層、１６１・・・・アモルファスシリコン層、１６２・・・・透明電極、１
６３・・・・パッシベーション層、１７１・・・・対向基板、１７０・・・・封入口。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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