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(57)【要約】
移動通信装置は、発光領域と非発光領域とをそれぞれに
含む複数のトランジスタ、および複数のトランジスタの
非発光領域上に直接配置された複数の有機発光ダイオー
ドを含む表示アセンブリと、情報を表示するために、複
数のトランジスタおよび複数の有機発光ダイオードのう
ち少なくともいずれかを選択して作動させるように構成
されたロジックとを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光領域と非発光領域とをそれぞれに含む複数のトランジスタと、
　前記複数のトランジスタの前記非発光領域上に直接配置された複数の有機発光ダイオー
ドと、
　前記複数のトランジスタに電流を供給するトランジスタ駆動回路と、
　前記複数の有機発光ダイオードに電流を供給する有機発光ダイオード駆動回路と
　を含む表示アセンブリと、
　表示用情報の種類を受けて判定し、前記受けた情報を表示するために、前記受けた情報
の判定された種類に基づき、前記トランジスタ駆動回路および前記有機発光ダイオード駆
動回路のうち少なくともいずれかを選択するように構成されたロジックと
　を備える移動通信装置。
【請求項２】
　前記ロジックは、前記表示用に受けた情報が第１の種類の情報であると判定すると、前
記有機発光ダイオード駆動回路を選択し、前記表示用に受けた情報が第２の種類の情報で
あると判定すると、前記トランジスタ駆動回路を選択するようにさらに構成された、請求
項１に記載の移動通信装置。
【請求項３】
　前記第１の種類の情報は、時刻およびアイコンのうち少なくともいずれかを含む、請求
項２に記載の移動通信装置。
【請求項４】
　文字を入力するためのキーパッドをさらに備える、請求項３に記載の移動通信装置。
【請求項５】
　前記第２の種類の情報は、テキストメッセージ、および前記キーパッドを通じて入力さ
れた文字の少なくともいずれかを含む、請求項４に記載の移動通信装置。
【請求項６】
　第２の表示アセンブリの要素上に配置された第１の表示アセンブリを含むディスプレイ
を準備し、
　表示用情報を受け、
　前記受けた情報が第１の種類の情報および第２の種類の情報のうちいずれかであるかを
判定し、
　前記受けた情報を表示するために、前記判定された情報の種類に基づき、前記第１の表
示アセンブリおよび前記第２の表示アセンブリのうちいずれかを選択して作動させること
　を含む方法。
【請求項７】
　前記第１の表示アセンブリは、複数の有機発光ダイオードを含む、請求項６に記載の方
法。
【請求項８】
　前記第２の表示アセンブリは、複数のトランジスタを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の有機発光ダイオードは、前記複数のトランジスタの非発光領域上に配置され
た、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記受けた情報を表示するために、前記判定された情報の種類に基づき、前記第１の表
示アセンブリおよび前記第２の表示アセンブリのうちいずれかを選択して作動させること
は、
　前記受けた情報が第１の種類の情報であると判定すると、前記第１の表示アセンブリを
選択し、
　前記受けた情報が第２の種類の情報であると判定すると、前記第２の表示アセンブリを
選択することをさらに含む、請求項６に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記第１の種類の情報は、アイコンを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２の種類の情報は、前記アイコン以外の情報を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の表示アセンブリは、前記アイコンを形成するように配置された前記複数の有
機発光ダイオードからなるパターンを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アイコンは、メッセージアイコン、信号強度アイコンおよびバッテリ残量アイコン
のうち少なくともいずれかを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の種類の情報は、時刻を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の表示アセンブリは、バックライトを必要としない、請求項８に記載の方法。
【請求項１７】
　発光領域と非発光領域とをそれぞれに含む複数のトランジスタと、
　前記複数のトランジスタの前記非発光領域上に直接配置された複数の有機発光ダイオー
ドと
　を含む表示アセンブリと、
　情報を表示するために、前記複数のトランジスタおよび前記複数の有機発光ダイオード
のうち少なくともいずれかを選択して作動させるように構成されたロジックと
　を備える装置。
【請求項１８】
　前記ロジックは、前記情報がアイコンまたは時刻情報であると、前記複数の有機発光ダ
イオードを選択して作動させ、前記情報が映像情報または文字情報であると、前記複数の
トランジスタを選択して作動させるようにさらに構成された、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記複数の有機発光ダイオードは、複数のグループとして配置され、前記グループのそ
れぞれは、アイコンに関連するパターンを形成する、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ロジックは、明るい周辺光の条件が判定されると、前記複数の有機発光ダイオード
と前記複数のトランジスタとを選択して作動させるようにさらに構成された、請求項１９
に記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハイブリッドディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯用移動通信装置等の装置は、ユーザに視覚情報を提供するディスプレイ装置を一般
に含む。携帯型移動通信装置は、バッテリにより一般に動作し、ディスプレイ装置は、通
常、バッテリからの電力を大量に必要とする（消費する）。低電力ディスプレイは、移動
通信装置上で機能を実行するために適正な解像度を提供しない一方で、高解像度ディスプ
レイは、バッテリ電力を非常に急速に消費する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　ある観点によれば、移動通信装置が提供される。移動通信装置は、発光領域と非発光領
域とをそれぞれに含む複数のトランジスタ、複数のトランジスタの非発光領域上に直接配
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置された複数の有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、複数のトランジスタに電流を供給する
トランジスタ駆動回路、および複数の有機発光ダイオードに電流を供給する有機発光ダイ
オード駆動回路を含む表示アセンブリと、表示用情報の種類を受けて判定し、受けた情報
を表示するために、受けた情報の判定された種類に基づき、トランジスタ駆動回路および
有機発光ダイオード駆動回路のうち少なくともいずれかを選択するように構成されたロジ
ックとを備えうる。
【０００４】
　また、ロジックは、表示用に受けた情報が第１の種類の情報であると判定すると、有機
発光ダイオード駆動回路を選択し、表示用に受けた情報が第２の種類の情報であると判定
すると、トランジスタ駆動回路を選択するようにさらに構成されてもよい。
【０００５】
　また、第１の種類の情報は、時刻およびアイコンのうち少なくともいずれかを含んでも
よい。
【０００６】
　また、移動通信装置は、文字を入力するためのキーパッドをさらに備えてもよい。
【０００７】
　また、第２の種類の情報は、テキストメッセージ、およびキーパッドを通じて入力され
た文字の少なくともいずれかを含んでもよい。
【０００８】
　他の観点によれば、方法が提供されうる。方法は、第２の表示アセンブリの要素上に配
置された第１の表示アセンブリを含むディスプレイを準備し、表示用情報を受け、受けた
情報が第１の種類の情報および第２の種類の情報のうちいずれかであるかを判定し、受け
た情報を表示するために、判定された情報の種類に基づき、第１の表示アセンブリおよび
第２の表示アセンブリのうちいずれかを選択して作動させることを含みうる。
【０００９】
　また、第１の表示アセンブリは、複数の有機発光ダイオードを含んでもよい。
【００１０】
　また、第２の表示アセンブリは、複数のトランジスタを含んでもよい。
【００１１】
　また、複数の有機発光ダイオードは、複数のトランジスタの非発光領域上に配置されて
もよい。
【００１２】
　また、受けた情報を表示するために、判定された情報の種類に基づき、第１の表示アセ
ンブリおよび第２の表示アセンブリのうちいずれかを選択して作動させることは、受けた
情報が第１の種類の情報であると判定すると、第１の表示アセンブリを選択し、受けた情
報が第２の種類の情報であると判定すると、第２の表示アセンブリを選択することをさら
に含んでもよい。
【００１３】
　また、第１の種類の情報は、アイコンを含んでもよい。
【００１４】
　また、第２の種類の情報は、アイコン以外の情報を含んでもよい。
【００１５】
　また、第１の表示アセンブリは、アイコンを形成するように配置された複数の有機発光
ダイオードからなるパターンを含んでもよい。
【００１６】
　また、アイコンは、メッセージアイコン、信号強度アイコンおよびバッテリ残量アイコ
ンのうち少なくともいずれかを含んでもよい。
【００１７】
　また、第１の種類の情報は、時刻を含んでもよい。
【００１８】
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　また、第１の表示アセンブリは、バックライトを必要としなくてもよい。
【００１９】
　さらに他の観点によれば、装置が提供されうる。装置は、発光領域と非発光領域とをそ
れぞれに含む複数のトランジスタ、および複数のトランジスタの非発光領域上に直接配置
された複数の有機発光ダイオードを含む表示アセンブリと、情報を表示するために、複数
のトランジスタおよび複数の有機発光ダイオードのうち少なくともいずれかを選択して作
動させるように構成されたロジックとを備えうる。
【００２０】
　また、ロジックは、情報がアイコンまたは時刻情報であると、複数の有機発光ダイオー
ドを選択して作動させ、情報が映像情報または文字情報であると、複数のトランジスタを
選択して作動させるようにさらに構成されてもよい。
【００２１】
　また、複数の有機発光ダイオードは、複数のグループとして配置され、グループのそれ
ぞれは、アイコンに関連するパターンを形成してもよい。
【００２２】
　また、ロジックは、明るい周辺光の条件が判定されると、複数の有機発光ダイオードと
複数のトランジスタとを選択して作動させるようにさらに構成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　添付図面は、ここで説明する１以上の実施形態を示しており、これらの実施形態を以下
の説明とともに説明している。
【図１】移動端末の一実施例を示す図である。
【図２】図１に示す移動端末の機能ブロックを示す図である。
【図３】図２に示す表示ロジックの機能ブロックを示す図である。
【図４Ａ】ディスプレイの例を示す図である。
【図４Ｂ】ディスプレイの例を示す図である。
【図４Ｃ】ディスプレイの例を示す図である。
【図４Ｄ】ディスプレイの例を示す図である。
【図４Ｅ】ディスプレイの例を示す図である。
【図４Ｆ】ディスプレイの例を示す図である。
【図５】処理の例を示すフロー図である。
【図６】表示情報の一例を示す図である。
【図７】表示情報の他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下の詳細な説明は、添付図面を参照している。異なる図面中の同一の参照符号は、同
一または同様の要素を示している。また、以下の詳細な説明は、実施形態を限定するもの
ではない。
【００２５】
　実施形態の実施例は、移動通信端末との関連で説明される。勿論、移動通信端末は、こ
こで説明するディスプレイを利用可能な装置の一例であり、ここで説明するディスプレイ
の実施を利用可能な装置または適用の種類またはサイズを限定するものではない。例えば
、ここで説明するディスプレイは、デスクトップ型通信装置、電子レンジおよび／または
リモコン等の家電製品、車両用ラジオフェイスプレート、試験器具等の工業装置等に利用
されてもよい。
【００２６】
　図１は、ここで説明する移動端末の一実施例を示している。移動端末１００（以下では
端末１００）は、移動通信装置でありうる。ここでは、「移動通信装置」および／または
「移動端末」は、無線電話；データ処理、ファックスおよびデータ通信機能をセルラー無
線電話に組合せうるパーソナルコミュニケーションシステム（ＰＣＳ）端末；無線電話、
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ページャー、インターネット／イントラネットアクセス、ウェブブラウザ、オーガナイザ
、カレンダおよび／または全地球位置測定システム（ＧＰＳ）受信機を含むことが可能な
ＰＤＡ、ラップトップ型および／またはパームトップ型受信機、または無線電話送受信機
を含む他の機器；あるいはディスプレイを含む他の種類の移動装置を含んでもよい。
【００２７】
　端末１００は、ハウジング１０１、キー１１２Ａ－１１２Ｌを含むキーパッド領域１１
０、操作キー１２０、スピーカ１３０、ディスプレイ１４０、およびマイク１５０、１５
０Ａを含みうる。ハウジング１０１は、端末１００内で用いられる装置や要素を保持する
ように構成された構造を含みうる。例えば、ハウジング１０１は、プラスチック、金属、
または複合材料から形成され、キーパッド領域１１０、操作キー１２０、スピーカ１３０
、ディスプレイ１４０およびマイク１５０および／または１５０Ａを含みうる。
【００２８】
　キーパッド領域１１０は、端末１００のユーザにイメージを表示し、表示イメージに関
連するユーザ入力を受けるために利用可能な装置および／またはロジックを含みうる。例
えば、複数のキー１１２Ａ－１１２Ｌ（キー１１２と総称する。）は、キーパッド領域１
１０に表示されうる。キーパッド領域１１０の実施は、ユーザがキー１１２に相互作用を
及ぼすときにユーザ入力を受けるように構成されうる。例えば、ユーザは、ユーザの指、
またはスタイラス等の他の装置により、キーパッド領域１１０に入力を直接提供しうる。
キーパッド領域１１０により受けられたユーザ入力は、端末１００内で動作する要素また
は装置により処理されうる。一例では、キーパッド領域１１０は、キー１１２に関連して
ガラスカバーに背面印刷された文字を伴う単一のガラス板により覆われうる。他の例では
、キー１１２は、各キーに関連して各キー１１２に印刷された文字を伴うボタンとして形
成されうる。例えば、各キー１１２は、それぞれに関連して数字、文字、記号等のキー情
報を有してもよい。他の例では、キーパッド領域１１０は、各キー１１２に関連した情報
を表示しうるＬＣＤディスプレイとして構成されうる。
【００２９】
　操作キー１２０は、ディスプレイ１４０によるテキストメッセージの表示、スピーカ１
３０の音量設定値の増減等の動作を端末１００に実行させるために、端末１００との相互
作用をユーザに可能にするボタンを含みうる。
【００３０】
　スピーカ１３０は、端末１００のユーザに聴覚情報を提供する装置を含みうる。スピー
カ１３０は、端末１００の上部に配置され、ユーザが端末１００を用いた通信セッション
に携わっているときにイヤホンとして機能しうる。スピーカ１３０は、端末１００上で再
生されるゲームおよび／または映像イメージに関連した音楽および／または音声情報を出
力する装置としても機能しうる。
【００３１】
　ディスプレイ１４０は、ユーザに視覚情報を提供する装置を含みうる。例えば、ディス
プレイ１４０は、キー１１２により入力された情報、着呼または発呼、テキストメッセー
ジ、ゲーム、電話帳、現在日時、音量設定等に関する情報を端末１００のユーザに提供し
うる。ディスプレイ１４０の実施は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等の白黒またはカラー
ディスプレイとして実現されうる。
【００３２】
　マイク１５０および／または１５０Ａは、会話または他の音響信号を端末１００による
利用のための電気信号に変換する装置をそれぞれに含みうる。マイク１５０は、端末１０
０の下側に近接して配置され、話し言葉または会話を端末１００による利用のための電気
信号に変換するように構成されうる。マイク１５０Ａは、スピーカ１３０に近接して配置
され、ユーザが端末１００を用いた通信セッションに携わっているときにユーザの耳の付
近の音響信号を受信するように構成されうる。
【００３３】
　図２は、ここで説明する原理と一致する移動端末１００の機能ブロックを示している。
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図２に示すように、端末１００は、処理ロジック２１０、記憶部２２０、ユーザインタフ
ェースロジック２３０、表示ロジック２４０、入出力（Ｉ／Ｏ）ロジック２５０、通信イ
ンタフェース２６０、アンテナアセンブリ２７０および電源供給部２８０を含みうる。
【００３４】
　処理ロジック２１０は、プロセッサ、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）等を含みうる。処理ロジ
ック２１０は、端末１００およびその要素の動作を制御するためのデータ構造またはソフ
トウェアプログラムを含みうる。端末１００の実施は、独立した処理ロジックを用いても
よく、並列動作する処理ロジック要素等の複数の処理ロジック要素を用いてもよい。記憶
部２２０は、処理ロジック２１０により利用されうるデータおよび指令を格納する、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気または光学ディスクと
それに対応するドライブ、および／または他の種類のメモリを含みうる。
【００３５】
　ユーザインタフェースロジック２３０は、端末１００に情報を入力するための構成およ
び／または端末１００から情報を出力するための構成をハードウェアおよび／またはソフ
トウェアとして含みうる。一実施では、ユーザインタフェースロジック２３０は、表示ロ
ジック２４０および入出力ロジック２５０を含みうる。
【００３６】
　表示ロジック２４０は、ディスプレイ１４０を制御するために用いられる構成をハード
ウェアおよび／またはソフトウェアとして含みうる。図３で詳細に説明するように、表示
ロジック２４０は、表示すべき情報／入力の判定された種類に基づき、ディスプレイ１４
０内の異なる種類の表示アセンブリを選択および駆動するためのハードウェアおよび／ま
たはソフトウェアを含みうる。例えば、表示ロジック２４０は、表示すべき情報を受け、
ディスプレイ１４０内の適切な種類の表示アセンブリを選択しうる。
【００３７】
　入出力ロジック２５０は、ユーザ入力を受け、端末１００のユーザに情報を利用可能に
するためのハードウェアおよび／またはソフトウェアを含みうる。入出力ロジック２５０
に関連する入出力構成の例は、電気信号を受けて音声信号を出力するスピーカ（スピーカ
１３０等）、音声信号を受けて電気信号を出力するマイク（マイク１５０、１５０Ａ等）
、端末１００へのデータおよび操作コマンドの入力を可能にするボタン（操作キー１２０
等）、および／または視覚情報を出力するディスプレイ（ディスプレイ１４０等）を含み
うる。
【００３８】
　通信インタフェース２６０は、例えば、処理ロジック２１０からのベースバンド信号を
無線周波数（ＲＦ）信号に変換する送信機および／またはＲＦ信号をベースバンド信号に
変換しうる受信機を含みうる。代替的に、通信インタフェース２６０は、送信機と受信機
の両方の機能を実行する送受信機を含みうる。通信インタフェース２６０は、ＲＦ信号の
送受信のためにアンテナアセンブリ２７０に接続されうる。アンテナアセンブリ２７０は
、空中でＲＦ信号を送受信する１以上のアンテナを含みうる。アンテナアセンブリ２７０
は、通信インタフェース２６０からＲＦ信号を受けて空中を介して送信し、空中を介して
ＲＦ信号を受信して通信インタフェース２６０に提供する。
【００３９】
　電源供給部２８０は、端末１００の要素に電源を供給する１以上の電源供給部を含みう
る。例えば、電源供給部２８０は、１以上のバッテリ、および／または車両の付属コンセ
ント、外部バッテリ、壁コンセント等の他の装置から電源を受けるための１以上の接続を
含みうる。電源供給部２８０は、充電レベル、出力レベル、電源故障等の情報を、ユーザ
および端末１００の要素に提供する計測ロジックを含みうる。
【００４０】
　以下で詳述するように、ここで説明する端末１００は、表示すべき情報の判定された種
類に基づき、異なる表示アセンブリを選択および駆動することに関連して特定の動作を実
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行しうる。端末１００は、これらの動作を、記憶部２２０等のコンピュータ読取可能な媒
体に含まれたソフトウェア指令を実行する、処理ロジック２１０および／または表示ロジ
ック２４０に応答して実行しうる。コンピュータ読取可能な媒体は、物理的または論理的
なメモリ装置および／または搬送波として定義されうる。
【００４１】
　ソフトウェア指令は、他のコンピュータ読取可能な媒体から、または通信インタフェー
ス２６０を介した他の装置から記憶部２２０に読み込まれうる。記憶部２２０に含まれる
ソフトウェア指令は、後述する処理を処理ロジック２１０に実行させうる。代替的に、こ
こで説明する原理と一致する処理を実施するために、ソフトウェア指令に代えて、または
ソフトウェア指令と組合せて、電気回路が用いられてもよい。よって、ここで説明する実
施は、ハードウェア回路とソフトウェアの特定の組合せに限定されるものではない。
【００４２】
　図３は、実施例の原理と一致する図２に示す表示ロジック２４０の機能ブロックを示し
ている。表示ロジック２４０は、制御ロジック３１０、選択ロジック３２０、照明ロジッ
ク３３０、光センサ３４０、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）駆動ロジック３５０および有機
発光ダイオード（ＯＬＥＤ）駆動ロジック３６０を含みうる。
【００４３】
　制御ロジック３１０は、表示ロジック２４０の動作を制御するロジックを含みうる。制
御ロジック３１０は、ディスプレイ１３０により表示すべき情報を含む信号を処理ロジッ
ク２１０、ユーザインタフェースロジック２３０およびＩ／Ｏロジック２５０から受けう
る。制御ロジック３１０は、選択ロジック３２０に信号および情報を供給しうる。制御ロ
ジック３１０は、独立したロジック、または処理ロジック２１０の一部として実施されう
る。さらに、制御ロジック３１０は、ハードウェアおよび／またはソフトウェアとして実
施されうる。
【００４４】
　選択ロジック３２０は、表示すべき情報を受け、受けた情報の判定された種類に基づき
、（受けた情報を表示するために）表示ロジック２４０内の要素をどのように制御するか
を決定するための、装置およびロジックを含みうる。例えば、選択ロジック３２０は、受
けた情報を第１の種類または第２の種類に特定および／または分類しうる。時刻（時計機
能）、メッセージアイコン、バッテリ残量アイコンおよび信号強度アイコン等の情報は、
表示すべき第１の種類の情報として選択ロジック３２０により特定されうる。映像クリッ
プ、イメージ、テキストメッセージ、ウェブページ、選択メニュー、キー１１２により入
力された文字／数字等の表示すべき他の種類の情報は、第２の種類の情報として選択ロジ
ック３２０により特定されうる。情報の判定された種類に基づき、選択ロジック３２０は
、受けた情報を表示するための適当な駆動ロジックを選択しうる。例えば、選択ロジック
３２０は、ＯＬＥＤ表示アセンブリを用いて第１の種類の受けた情報を表示するために、
ＯＬＥＤ駆動ロジック３６０を選択しうる。選択ロジック３２０は、ＴＦＴ表示アセンブ
リを用いて第２の種類の受けた情報を表示するために、ＴＦＴ駆動ロジック３５０を選択
しうる。選択ロジック３２０は、光センサ３４０からも信号を受け、光センサ３４０から
受けた信号に基づき、照明ロジック３３０および適当な駆動ロジックに信号を供給しうる
。さらに、選択ロジック３２０は、端末１００／ディスプレイ１４０の判定された状態に
基づき、駆動ロジックを選択しうる。例えば、選択ロジック３２０は、移動端末１００が
「スリープ」または「電力セーブ」モードにある場合に、受けた情報を表示するためにＯ
ＬＥＤ駆動ロジック３６０を選択しうる。選択ロジック３２０は、移動端末１００のディ
スプレイ１４０がアクティブ状態（つまり、ＴＦＴ表示アセンブリを用いて情報を既に表
示している状態）にある場合に、受けた情報を表示するためにＴＦＴ駆動ロジック３５０
を選択しうる。
【００４５】
　照明ロジック３３０は、ディスプレイ１４０の下面にバックライトを供給するロジック
を含みうる。照明ロジック３３０は、ＬＣＤを伴うディスプレイ１４０の実施で用いられ
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て、イメージを明るくし、表示イメージのコントラストを向上するためのバックライトを
提供するために、選択ロジック３２０から信号を受けうる。照明ロジック３３０の実施は
、ディスプレイ装置の一部を照らすために、発光ダイオード（ＬＥＤ）または他の種類の
装置を用いうる。照明ロジック３３０は、特定の色等の狭いスペクトル範囲で、またはフ
ルスペクトル光等の広いスペクトル範囲で光を供給しうる。
【００４６】
　光センサ３４０は、周辺光の量を検知および判定する光電センサを含みうる。光センサ
３４０は、選択ロジック３２０に信号を出力しうる。信号強度は、光センサ３４０により
検知された周辺光の量を示している。他の実施形態では、光センサ３４０は、光スキャナ
を含みうる。
【００４７】
　ＴＦＴ駆動ロジック３５０は、ディスプレイ１４０内のＴＦＴ表示アセンブリに選択信
号および駆動／作動信号を供給する、ロジックおよび装置を含みうる。例えば、ＴＦＴ駆
動ロジック３５０は、受けた情報を表示するために適切な薄膜トランジスタを選択および
駆動しうる。ＴＦＴ駆動ロジック３５０の実施は、（電源供給部２８０から）薄膜トラン
ジスタに供給される電力のオン／オフを切替えるための、トランジスタまたは他の種類の
スイッチとして構成されうる。他の例では、ＴＦＴ駆動ロジック３５０に含まれる１つの
スイッチは、複数の薄膜トランジスタまたは薄膜トランジスタグループに供給される電力
を切替え／制御しうる。
【００４８】
　ＯＬＥＤ駆動ロジック３６０は、ＯＬＥＤ表示アセンブリに選択信号および駆動／作動
信号を提供する、ロジックおよび装置を含みうる。例えば、ＯＬＥＤ駆動ロジック３６０
は、受けた情報を表示するために適切な有機発光ダイオードを選択および駆動しうる。Ｏ
ＬＥＤ駆動ロジック３６０の実施は、（電源供給部２８０から）有機発光ダイオードに供
給される電力のオン／オフを切替えるために用いるトランジスタを含みうる。一例では、
ＯＬＥＤ駆動ロジック３６０に含まれる１つのスイッチは、複数のＯＬＥＤまたはＯＬＥ
Ｄグループに供給される電力を制御しうる。
【００４９】
　ディスプレイ１４０内に含まれる、薄膜トランジスタ表示アセンブリとＯＬＥＤ表示ア
センブリの詳細は、図４Ａ～４Ｆに示されている。
【００５０】
　図４Ａ～４Ｆは、ディスプレイ１４０の実施例を示している。図４Ａは、ディスプレイ
１４０内に含まれうる薄膜トランジスタ４１０上に配置された有機発光ダイオード４４０
の側面を示している。
【００５１】
　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）４１０は、画素部４２０と駆動部４３０を含むトランジス
タを形成するシリコン層を含みうる。他の実施形態では、（画素部４２０と駆動部４３０
を含む）要素４１０は、光を生じさせる、薄膜ダイオード（ＴＦＤ）または、他の種類の
表示装置でもよい。
【００５２】
　画素部４２０は、シリコン層を含みうる。画素部４２０は、作動すると、例えば、不透
明となり、ＬＣＤディスプレイ内にイメージを形成しうる。画素部４２０は、ＬＣＤディ
スプレイ内で用いられるときには、「発光」を生じる訳ではないが、ＴＦＴ４１０の「発
光」部とも称される。例えば、画素部４２０により発せられる光は、バックライトＬＥＤ
および／またはライトガイド等により生じうる。他の実施形態では、（ＬＣＤディスプレ
イとは異なり、光を生成するディスプレイの）画素部４２０は、作動すると、発光を生じ
うる。例えば、画素部４２０は、ＴＦＴ駆動ロジック３５０に電流を印加されると、光を
生じうる。
【００５３】
　駆動部４３０は、ＴＦＴ４１０の画素部４２０に駆動電流を供給する、ベース、エミッ
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タおよびコレクタの領域、あるいはゲート、ドレインおよびソースの領域を含みうる。駆
動部４３０は、不透明であり、ＴＦＴ４１０の「非発光」部とも称される。
【００５４】
　有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）４４０は、有機複合材料から作られたエレクトロルミ
ネセント層を含む発光ダイオードを含みうる。ＯＬＥＤ４４０から生成された光は、ディ
スプレイ１４０内の画素を形成する光を生じさせるために用いられうる。ＯＬＥＤ４４０
は、バックライトを必要とせずにディスプレイ１４０内に画素ディスプレイを作り出しう
る。ＯＬＥＤ４４０は、インクジェット式の印刷装置を用いて駆動部４３０上（または、
図４Ｄに示すようにガラス４５０上）に形成／配置されうる。例えば、ＯＬＥＤ４４０を
形成するために用いられる有機複合材料は、適切な位置（つまり、駆動部４３０上または
ガラス４５０上）に吹きつけられうる。
【００５５】
　ガラス４５０は、ガラスシートまたは同様な透明硬質材料を含みうる。ガラス４５０は
、以下で説明するように、ＴＦＴ４１０とＯＬＥＤ４４０とが配置されうる配置面を提供
する。
【００５６】
　図４Ｂは、ディスプレイ１４０内に含まれうる薄膜トランジスタ４１０上に配置された
有機発光ダイオード４４０の上面を示している。ディスプレイ１４０を見下ろすユーザの
目に見える要素は、ＯＬＥＤ４４０とＴＦＴ４１０の画素部４２０とである。このように
、ＴＦＴの発光画素部４２０とＯＬＥＤ４４０のみがディスプレイ１４０内にイメージを
生成するために用いられうる。
【００５７】
　図４Ｃは、（図４Ａ、４Ｂに示すような）複数のＴＦＴ４１０と複数のＯＬＥＤ４４０
とを含むディスプレイ１４０の一例を示している。図示するように、ハウジング１０１は
、ディスプレイ１４０内の要素を搭載するために用いる硬質プラスチック材料を含みうる
。図４Ａ、４Ｂに示すように、ＯＬＥＤ４４０がＴＦＴ４１０の駆動部４２０上に直接配
置されるので、ディスプレイ１４０の画素部４２０とＯＬＥＤ４４０が（ユーザの）目に
見える部分となりうる。この例では、画素部４２０とＯＬＥＤ４４０との組合せがディス
プレイ１４０内の１画素を表しうる。他の例では、低密度ＯＬＥＤ表示アセンブリを作り
出すためにディスプレイ１４０内に含まれるＴＦＴ４１０よりも少ないＯＬＥＤ４４０が
存在しうる。他の例では、ディスプレイ１４０内に高密度ＯＬＥＤ表示アセンブリを形成
するために１つのＯＬＥＤ４４０が各ＴＦＴ４１０上に配置されうる領域が存在する一方
で、他の領域がＯＬＥＤ４４０を含まなくてもよい。さらに他の例では、所定パターンに
配置されたＯＬＥＤ４４０を含む領域がディスプレイ１４０内に存在してもよい。例えば
、高密度画素を必要としない情報（時計等）を表示し、またはアイコン等、時間とともに
変化しない情報を表示するときに、ＯＬＥＤ４４０は、ディスプレイ１４０内の上部領域
内に特定のパターンとして配置されうる。例えば、ＯＬＥＤ４４０は、メッセージアイコ
ンを形成（表示）するために用いられるエンベロープパターンとして配置され、および／
または信号強度アイコンを形成（表示）するために用いられる一連の上向きバーとして配
置されうる。
【００５８】
　図４Ｄは、ディスプレイ１４０の他の実施例を示している。この例では、ＯＬＥＤ４４
０は、ガラス４５０の上面に配置されうる。ＯＬＥＤ４４０は、ＴＦＴの駆動（非発光）
部４３０の上方に直接配置されうる。この例では、ＴＦＴの画素部４２０および駆動部４
３０は、ガラス４５０の下面にともに配置されうる。上向き矢印により示すように、（照
明ロジック３３０および／またはライトガイド等により作り出された）バックライトは、
ガラス４５０の下方のソースから生じうる。ディスプレイ１４０を見るユーザは、ガラス
４５０の上方を見る（位置する）。このように、ＯＬＥＤ４４０は、ＴＦＴの駆動部４３
０を被覆し、図４Ｃに示すようにディスプレイを作り出しうる。
【００５９】
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　図４Ｅは、ディスプレイ１４０の他の実施例を示している。この例では、ＯＬＥＤ４４
０と、画素部４２０および駆動部４３０を含むＴＦＴとは、ガラス４５０の下面にともに
配置される。この例では、ＯＬＥＤ４４０は、ＴＦＴの駆動（非発光）部４３０上に直接
配置されうる。上向き矢印により示すように、（照明ロジック３３０および／またはライ
トガイド等から作り出された）バックライトは、ガラス４５０の下方のソースから生じう
る。このように、ＯＬＥＤ４４０は、ＴＦＴの駆動部４３０を被覆し、図４Ｃに示すよう
にディスプレイを作り出しうる。
【００６０】
　図４Ｆは、ディスプレイ１４０の他の実施例を示している。この例では、ＯＬＥＤ４４
０は、画素部４２０および駆動部４３０を含むＴＦＴ上に直接配置されうる。ＴＦＴは、
絶縁部４６０と、ＯＬＥＤ４４０を駆動する駆動トランジスタ４７０とを含む。この例で
は、絶縁部４６０、駆動トランジスタ４７０およびＯＬＥＤ４４０は、ＴＦＴの駆動（非
発光）部４３０上に直接配置される。このように、ＯＬＥＤ４４０は、ＴＦＴの駆動部４
３０を被覆し、前述したようにディスプレイを作り出しうる。
【００６１】
　以下で詳細に説明するように、アイコン等、絶えず表示され、かつ僅かな表示領域を必
要とする特定の種類の情報は、ＯＬＥＤ４４０により表示されうる。ＯＬＥＤ４４０がバ
ックライトを必要とせず、グループとしてオン／オフを切替えられうるので、電源供給部
２８０から必要とされる電力量が削減されうる。映像情報、文字情報等、より高品位の解
像度およびバックライトを必要とする他の種類の情報は、ＴＦＴ４１０により表示されう
る。
【００６２】
　以下では、図５から図７を参照して、図３および図４Ａ～４Ｆに示す、表示ロジック２
４０および表示アセンブリの動作が説明される。
【００６３】
　図５は、ここで説明する原理と一致する処理例のフローを示している。処理５００は、
表示用情報を受けると（ブロック５１０）、開始される。例えば、（他の端末から送信さ
れた）テキストメッセージが端末１００により受信されうる。テキストメッセージの受信
に応答して、処理ロジック２１０は、ディスプレイ１４０による表示のために、例えばメ
ッセージアイコン用の情報を表示ロジック２４０に供給しうる（ブロック５１０）。前述
したように、制御ロジック３１０は、この情報を処理ロジック２１０から受け、選択ロジ
ック３２０に供給しうる。
【００６４】
　選択ロジック３２０は、表示用情報を受けて、受けた情報の種類を判定しうる（ブロッ
ク５２０）。この例では、受けたメッセージアイコンは、選択ロジック３２０により第１
の種類の情報として判定されうる（ブロック５２０）。図３および図４Ａ～４Ｆを参照し
て前述したように、第１の種類の情報は、ディスプレイ１４０内の第１の表示アセンブリ
（ＯＬＥＤ４４０）により表示されうる一方で、第２の種類の情報は、ディスプレイ１４
０内の第２の表示アセンブリ（ＴＦＴ４１０）を用いて表示されうる。選択ロジック３２
０は、受けた情報の判定された種類に基づき、表示アセンブリを選択および作動しうる(
ブロック５３０)。例えば、メッセージアイコンが第１の種類の情報であると判定される
と、選択ロジック３２０は、ディスプレイ１４０によりメッセージアイコンを表示するた
めにＯＬＥＤ駆動ロジック３６０（およびＯＬＥＤ４４０）を選択しうる（ブロック５３
０）。さらに、選択ロジック３２０は、ディスプレイ１４０がアクティブに情報を表示し
ていないと判定し、ディスプレイ１４０によりメッセージアイコンを表示するためにＯＬ
ＥＤ駆動ロジック３６０（およびＯＬＥＤ４４０）を選択しうる（ブロック５３０）。
【００６５】
　例えば図６に示すように、メッセージアイコン６１０は、ディスプレイ１４０により表
示されうる（ブロック５３０）。受けた情報を表示した（ブロック５３０）後に、表示用
に他の情報を受けたかが判定される（ブロック５４０）。例えば、端末１００がメッセー
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ジを受けたことを知った後に、ユーザは、時計機能を選択して時刻を表示するために、操
作キー１２０の１つを操作しうる。この例では、時計機能の作動／選択は、表示用に他の
情報を受けたと判定され、処理５００がブロック５２０に復帰する。時計機能は、表示用
の第１の情報として選択ロジック３２０により判定されうる（ブロック５２０）。選択ロ
ジック３２０は、受けた情報の判定された種類に基づき、表示アセンブリを選択および作
動しうる（ブロック５３０）。例えば、選択ロジック３２０は、ディスプレイ１４０によ
り時刻を表示するためにＯＬＥＤ駆動ロジック３６０（およびＯＬＥＤ４４０）を選択し
うる（ブロック５３０）。図６に示すように、時刻６２０（１：３７ＡＭ）は、ディスプ
レイ１４０により表示されうる（ブロック５３０）。
【００６６】
　この例では、ユーザは、受けたテキストメッセージを選択（表示）するために操作キー
１２０を押下しうる。テキストメッセージを表示するためのユーザ選択は、表示用に他の
情報を受けたと判定されうる（ブロック５４０でＹｅｓ）。そして、処理５００は、ブロ
ック５２０に復帰する。テキストメッセージは、第２の種類の表示用情報として選択ロジ
ック３２０により判定されうる（ブロック５２０）。選択ロジック３２０は、受けた情報
の判定された種類に基づき、表示アセンブリを選択および作動しうる（ブロック５３０）
。例えば、選択ロジック３２０は、受信したテキストメッセージをディスプレイ１４０に
より表示するために、ＴＦＴ駆動ロジック３５０（およびＴＦＴ４１０）を選択しうる。
例えば図７に示すように、「マッツ」（端末１００のユーザ）は、テキストメッセージ７
１０「マッツ、マグナスとグナーがパーティーに来てるよ！スティーブ」を受信したとす
る。テキストメッセージ７１０は、ＴＦＴ４１０を用いて表示されうる（ブロック５３０
）。
【００６７】
　マッツが受信したテキストメッセージ７１０に応答を始めると（つまり、キー１１２に
より文字を入力し始めると）、入力された文字は、受けられ（ブロック５４０でＹｅｓ）
、第２の種類の情報として判定され（ブロック５２０）、（ブロック５３０で選択された
ように）ＴＦＴ４１０を用いて表示されうる。
【００６８】
　前述したシナリオで説明したように、選択ロジック３２０は、低電力ＯＬＥＤ表示アセ
ンブリを用いて第１の種類の情報を表示するためにディスプレイ１４０を制御し、ＴＦＴ
表示アセンブリを用いて第２の種類の情報を表示するためにディスプレイ１４０を制御し
うる。ＴＦＴのディスプレイが一旦アクティブになると（テキストメッセージを表示した
後等）、ＴＦＴ表示アセンブリが既にアクティブになっているので、選択ロジック３２０
は、ＴＦＴ表示アセンブリを用いて第１の種類の情報を表示するためにディスプレイ１４
０を制御しうる。
【００６９】
　他の例では、時刻（時計機能）、メッセージアイコン、信号強度アイコン、バッテリ残
量アイコンは、全てディスプレイ１４０により絶えず表示されうる。前述したように、こ
れらのアイコンは、全て第１の種類の情報として判定／分類され（ブロック５２０）、Ｏ
ＬＥＤ駆動ロジック３６０とＯＬＥＤ４４０を用いて表示されうる（ブロック５３０）。
これらのアイコンをＯＬＥＤ４４０を用いて絶えず表示することで、例えば、これらのア
イコンをＴＦＴ４１０を用いて表示する場合よりも、必要電力量が削減される。前述した
ように、各アイコンは、（ディスプレイ１４０の上部領域内に）所定パターンに配置され
たＯＬＥＤ４４０のグループにより形成されうる。各アイコングループは、例えば、単一
のトランジスタスイッチにより選択および作動されうる。
【００７０】
　他の例では、時刻（時計機能）、メッセージアイコン、信号強度アイコンおよびバッテ
リ残量アイコンは、端末１００上のボタンまたは操作キー１２０の作動に応じてディスプ
レイ１４０により表示されうる。ユーザが端末１００をポケットに入れて運んでいるとき
等に、端末１００上の（アイコンまたは他の第１の種類の情報の表示をアクティブにする
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ことを選択する）ボタンが誤って押下されると、ディスプレイ１４０は、延長された期間
に亘って「オン」状態に維持されうる。前述した実施形態を用いて、ＯＬＥＤ４４０を用
いてアイコンまたは情報を表示すること（ブロック５３０）は、バッテリ（電源供給部２
８０）から必要とされる電力を最小化する。この例では、ディスプレイ１４０は、ディス
プレイ１４０（およびバックライト）の全体が必要とされないので、延長された期間に亘
ってバッテリを消耗させずに「オン」状態に維持されうる。
【００７１】
　他の実施形態では、端末１００が周辺光が多い条件（光センサ３４０等により検出され
る）で用いられると、ＯＬＥＤ４４０とＴＦＴ４１０は、情報を表示するために同時に用
いられうる（ブロック５３０）。例えば、端末が屋外で用いられるときに、両方の表示ア
センブリは、ユーザに視認可能な十分なコントラストでディスプレイ１４０上にイメージ
を作り出すために必要となる。例えば、光センサ３４０は、選択ロジック３２０に周辺光
信号を供給しうる。選択ロジック３２０は、情報を表示するために、ＴＦＴ駆動ロジック
３５０とＯＬＥＤ駆動ロジック３６０の両方を選択する。この例では、第１および第２の
種類の情報の両方がＯＬＥＤ４４０とＴＦＴ４１０の両方を用いて表示されうる。
【００７２】
　さらに他の実施形態では、端末１００が光スキャナ（３４０）を含む場合に、ＯＬＥＤ
４４０は、スキャン用の光を生成するために用いられうる。例えば、端末１００により名
刺をスキャンするときに、光は、名刺を照らすためにＯＬＥＤ４４０から生成されうる。
光は、名刺により反射され光スキャナ３４０により受信されうる。端末１００は、光セン
サ３４０により受信されたスキャン情報を比較および処理しうる。このように、端末１０
０は、スキャン機能／特定機能用の光を生成するためにＯＬＥＤ４４０を用いうる。
【００７３】
　実施形態の原理と一致する実施は、表示用情報の判定された種類に基づき、および／ま
たは表示アセンブリの判定されたオン／オフ状態に基づき、複数の表示アセンブリのうち
の１つを用いて情報を表示しうる。
【００７４】
　前述した好ましい実施形態は、説明と記載を提供するが、開示した正確な形に実施形態
を限定することを意図するものではない。前述した教示をふまえた修正と変形が可能であ
り、実施形態の実践からも修正と変形が得られるであろう。
【００７５】
　さらに、図５に関して一連の動作が説明されたが、実施形態の原理と一致する他の実施
では、動作の順序が変更されてもよい。さらに、互いに依存しない動作が並列に実行され
てもよい。
【００７６】
　実施形態の観点は、前述したように、図面に記載された実施のソフトウェア、ファーム
ウェアおよびハードウェアとは異なる多くの形態で実施されてもよい。これらの観点を実
施するために用いられる、実際のソフトウェアコードまたは特殊な制御ハードウェアは、
実施形態に限定されない。よって、観点の動作と挙動は、特定のソフトウェアコードを参
照せずに説明された。観点を実施するためのソフトウェアや制御ハードウェアは、ここで
の説明に基づき設計可能であろう。
【００７７】
　また、実施形態の特定の部分は、１以上の機能を実行する「ロジック」として実施され
てもよい。このロジックは、回路ロジック、特殊用途向け集積回路、フィールドプログラ
マブルゲートアレイもしくはマイクロプロセッサ等のハードウェア、ソフトウェア、また
はハードウェアとソフトウェアの組合せを含んでもよい。
【００７８】
　この明細書および／または特許請求の範囲では、用語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ／
ｃｏｎｐｒｉｓｉｎｇ）」は、記載された特徴、整数（ｉｎｔｅｇｅｒ）、ステップまた
は要素の存在を特定するが、１以上の他の特徴、整数、ステップ、要素、またはこれらの
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組合せの存在または追加を除外するものではないことは勿論である。
【００７９】
　請求項および／または明細書中の開示は、特徴の特定の組合せを記載しているが、これ
らの組合せは、実施形態を限定することを意図するものではない。実際に、これらの特徴
の多くは、請求項および／または明細書中の開示に具体的に記載されていない方法で組合
されてもよい。
【００８０】
　本出願内で用いられる要素、動作または指令は、そのように明記されていない限り、実
施形態に必須または不可欠なものではない。また、冠詞「ａ」は、１以上の要素を含むこ
とを意図している。単一の要素を意図する場合、用語「１つの」または同様な用語が用い
られる。また、表現「～に基づく」は、他に明記されていない限り、「少なくとも一部で
～に基づく」を意味することを意図している。
 

【図１】 【図２】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月11日(2009.9.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光領域と非発光領域とをそれぞれに含む複数のトランジスタと、
　前記複数のトランジスタの前記非発光領域上に直接配置された複数の有機発光ダイオー
ドと、
　前記複数のトランジスタに電流を供給するトランジスタ駆動回路と、
　前記複数の有機発光ダイオードに電流を供給する有機発光ダイオード駆動回路と
　を含む表示アセンブリと、
　表示用情報を受け、前記受けた情報を表示するために、前記受けた情報に基づき、前記
トランジスタ駆動回路および前記有機発光ダイオード駆動回路のうち少なくともいずれか
を選択するように構成されたプロセッサと
　を備え、
　ディスプレイを見るユーザによって、前記複数の有機発光ダイオードと前記発光領域と
が視認可能であり、前記非発光領域が視認可能ではない移動通信装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記表示用に受けた情報が第１の種類の情報および第２の種類の情
報のうち少なくともいずれかであるかを判定し、前記表示用に受けた情報が前記第１の種
類の情報であると判定すると、前記有機発光ダイオード駆動回路を選択し、前記表示用に
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受けた情報が前記第２の種類の情報であると判定すると、前記トランジスタ駆動回路を選
択するようにさらに構成された、請求項１に記載の移動通信装置。
【請求項３】
　前記第１の種類の情報は、時刻およびアイコンのうち少なくともいずれかに関連する、
請求項２に記載の移動通信装置。
【請求項４】
　前記第２の種類の情報は、テキストメッセージ内で受信された文字、または前記移動通
信装置に付随するキーパッドを通じて入力された文字を含む、請求項２に記載の移動通信
装置。
【請求項５】
　前記第２の種類の情報は、映像情報および文字情報のうち少なくともいずれかを含む、
請求項２に記載の移動通信装置。
【請求項６】
　前記複数の有機発光ダイオードのうち２以上は、グループとして配置され、前記グルー
プは、アイコンに関連するパターンを形成し、前記プロセッサは、前記表示用に受けた情
報が前記アイコンに関連するときに、前記有機発光ダイオードを選択する、請求項１に記
載の移動通信装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは、明るい周辺光の条件が判定されると、前記有機発光ダイオード駆動
回路と前記トランジスタ駆動回路との両方を選択するようにさらに構成された、請求項１
に記載の移動通信装置。
【請求項８】
　第１および第２の表示アセンブリを含み、前記第１の表示アセンブリが複数の有機発光
ダイオードを含み、前記第２の表示アセンブリが発光部と非発光部とをそれぞれに含む複
数のトランジスタを含み、前記複数の有機発光ダイオードが前記非発光部上に配置された
ディスプレイであって、前記ディスプレイを見るユーザによって、前記複数の有機発光ダ
イオードと前記発光部とが視認可能であり、前記非発光部が視認可能ではない前記ディス
プレイのため情報を受け、
　前記受けた情報が第１の種類の情報および第２の種類の情報のうちいずれかであるかを
判定し、
　前記受けた情報を表示するために、前記判定された情報の種類に基づき、前記第１の表
示アセンブリおよび前記第２の表示アセンブリのうちいずれかを選択して作動させること
　を含む方法。
【請求項９】
　前記受けた情報を表示するために、前記判定された情報の種類に基づき、前記第１の表
示アセンブリおよび前記第２の表示アセンブリのうちいずれかを選択して作動させること
は、
　前記受けた情報が第１の種類の情報であると判定すると、前記第１の表示アセンブリを
選択し、
　前記受けた情報が第２の種類の情報であると判定すると、前記第２の表示アセンブリを
選択することをさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の種類の情報は、アイコンを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の種類の情報は、前記アイコン以外の情報を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の表示アセンブリは、前記アイコンを形成するように配置された複数の有機発
光ダイオードからなるパターンを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アイコンは、メッセージアイコン、信号強度アイコンおよびバッテリ残量アイコン
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のうち少なくともいずれかを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の種類の情報は、時刻を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の表示アセンブリは、バックライトを必要としない、請求項８に記載の方法。
 
 
【手続補正書】
【提出日】平成22年11月10日(2010.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光部と非発光部とをそれぞれに含む複数のトランジスタと、
　前記複数のトランジスタの前記非発光部上に直接配置された複数の有機発光ダイオード
と、
　前記複数のトランジスタに電流を供給するトランジスタ駆動回路と、
　前記複数の有機発光ダイオードに電流を供給する有機発光ダイオード駆動回路と
　を含む表示アセンブリと、
　表示用情報を受け、前記受けた情報を特定の方向に表示するために、前記受けた情報に
基づき、前記トランジスタ駆動回路および前記有機発光ダイオード駆動回路のうち少なく
ともいずれかを選択するように構成されたプロセッサと
　を備え、
　ディスプレイを見るユーザによって、前記複数の有機発光ダイオードと前記発光部とが
視認可能であり、前記非発光部が視認可能ではない移動通信装置。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記表示用に受けた情報が第１の種類の情報および第２の種類の情
報のうち少なくともいずれかであるかを判定し、前記表示用に受けた情報が前記第１の種
類の情報であると判定すると、前記有機発光ダイオード駆動回路を選択し、前記表示用に
受けた情報が前記第２の種類の情報であると判定すると、前記トランジスタ駆動回路を選
択するようにさらに構成された、請求項１に記載の移動通信装置。
【請求項３】
　前記第２の種類の情報は、映像情報および文字情報のうち少なくともいずれかを含む、
請求項２に記載の移動通信装置。
【請求項４】
　前記複数の有機発光ダイオードのうち２以上は、グループとして配置され、前記グルー
プは、アイコンに関連するパターンを形成し、前記プロセッサは、前記表示用に受けた情
報が前記アイコンに関連するときに、前記有機発光ダイオードを選択する、請求項１に記
載の移動通信装置。
【請求項５】
　前記プロセッサは、明るい周辺光の条件が判定されると、前記有機発光ダイオード駆動
回路と前記トランジスタ駆動回路との両方を選択するようにさらに構成された、請求項１
に記載の移動通信装置。
【請求項６】
　第１および第２の表示アセンブリを含み、前記第１の表示アセンブリが複数の有機発光
ダイオードを含み、前記第２の表示アセンブリが発光部と非発光部とをそれぞれに含む複
数のトランジスタを含み、前記複数の有機発光ダイオードが前記非発光部上に配置された
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ディスプレイであって、前記ディスプレイを見るユーザによって、前記複数の有機発光ダ
イオードと前記発光部とが視認可能であり、前記非発光部が視認可能ではない前記ディス
プレイのための情報を受け、
　前記受けた情報が第１の種類の情報および第２の種類の情報のうちいずれかであるかを
判定し、
　前記受けた情報を特定の方向に表示するために、前記判定された情報の種類に基づき、
前記第１の表示アセンブリおよび前記第２の表示アセンブリのうちいずれかを選択して作
動させること
　を含む方法。
【請求項７】
　前記受けた情報を表示するために、前記判定された情報の種類に基づき、前記第１の表
示アセンブリおよび前記第２の表示アセンブリのうちいずれかを選択して作動させること
は、
　前記受けた情報が第１の種類の情報であると判定すると、前記第１の表示アセンブリを
選択し、
　前記受けた情報が第２の種類の情報であると判定すると、前記第２の表示アセンブリを
選択することをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の種類の情報は、アイコンを含み、前記第１の表示アセンブリは、前記アイコ
ンを形成するために配置された複数の有機発光ダイオードからなるパターンを含む、請求
項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記アイコンは、メッセージアイコン、信号強度アイコンおよびバッテリ残量アイコン
のうち少なくともいずれかを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の種類の情報は、時刻を含む、請求項７に記載の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ｄ
【補正方法】追加
【補正の内容】
【図４Ｄ】

【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ｅ
【補正方法】追加
【補正の内容】



(20) JP 2011-519432 A 2011.7.7

【図４Ｅ】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ｆ
【補正方法】追加
【補正の内容】

【図４Ｆ】
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