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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルス幅変調を用いて、複数のグループに分けられた複数のピクセルを有する双安定電
気光学媒体ディスプレイを駆動する方法であって、前記方法は、
　（ａ）前記ピクセルの前記複数のグループの各々を連続的に選定し、前記選定されたグ
ループ中の前記ピクセルの各々に駆動電圧または非駆動電圧を印加することであって、前
記ピクセルの全てのグループのスキャンは、第一フレーム期間中に完了する、ことと、
　（ｂ）第二フレーム期間中に前記ピクセルのグループの前記スキャンを繰り返すことと
　を含み、
　前記方法は、
　前記第一フレーム期間と前記第二フレーム期間との間の休止期間中に、前記ピクセルの
グループの前記スキャンを中断することを特徴とし、
　前記休止期間は、前記第一フレーム期間および前記第二フレーム期間の長さを超えず、
前記ディスプレイのスキャンは、各フレーム期間中に印加される前記駆動電圧または前記
非駆動電圧に応答して、ピクセルが受けるどの一連の移行についても、前記印加される電
圧の時間積分がどの時間期間についても有限値であるように行われ、
　前記駆動電圧または前記非駆動電圧は、前記ピクセルの前記複数のグループの各々につ
いて、前記第一フレーム期間、前記第二フレーム期間および前記休止期間の各々の間、存
続し、前記ディスプレイのスキャンは、複数のスーパーフレームにわたり実行され、前記
複数のスーパーフレームの各々は、前記ディスプレイの１つの全体書き換えに対するもの
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であり、
　各スーパーフレームは、
　前記第一フレーム期間、前記休止期間および前記第二フレーム期間を順に含む複数のフ
レーム期間と、
　第二休止期間と、
　前記複数のピクセルに前記非駆動電圧を印加する第三フレーム期間であって、前記第三
フレーム期間は、当該スーパーフレームの最後である、第三フレーム期間と
　を含む、方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法であって、前記第一フレーム期間の長さと前記第二フレーム期間の
長さが等しい、方法。
【請求項３】
請求項２に記載の方法であって、前記休止期間の長さは、前記第一フレーム期間と前記第
二フレーム期間とのうちの一方の長さの約数である、方法。
【請求項４】
請求項１に記載の方法であって、前記方法は、少なくとも前記第一フレーム期間、前記第
二フレーム期間および前記第三フレーム期間中に前記ピクセルのグループをスキャンする
ことと、少なくとも、前記第一フレーム期間と前記第二フレーム期間との間の前記休止期
間、および、前記第二フレーム期間と前記第三フレーム期間との間の前記第二休止期間中
に前記ピクセルのグループの前記スキャンを中断することとを含む、方法。
【請求項５】
請求項４に記載の方法であって、前記第一フレーム期間、前記第二フレーム期間および前
記第三フレーム期間の長さは等しく、前記休止期間の合計の長さは、１フレーム期間に等
しいか、または１フレーム期間マイナス１休止期間に等しい、方法。
【請求項６】
請求項１に記載の方法であって、前記ピクセルは、複数のローおよび複数のコラムを有す
るマトリクス中に配列され、各ピクセルは、所定のローと所定のコラムの交差で定義され
ており、ピクセルの各グループは、前記マトリクスの１つのローまたは１つのコラムを含
む、方法。
【請求項７】
請求項１に記載の方法であって、前記双安定電気光学媒体ディスプレイは、エレクトロク
ロミックまたは回転２色部材電気光学媒体を含む、方法。
【請求項８】
請求項１に記載の方法であって、前記双安定電気光学媒体ディスプレイは、カプセル化さ
れた電気泳動媒体を含む、方法。
【請求項９】
請求項１に記載の方法であって、前記双安定電気光学媒体ディスプレイは、マイクロセル
電気泳動媒体を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学ディスプレイを駆動するための方法に関する。本発明の方法は、以
下に限らないが、特に双安定電気泳動ディスプレイの駆動への使用を目的とする。
【０００２】
　本出願は、国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０２／３７２４１（公開番号ＷＯ０３／０４４７６５
）及びＰＣＴ／ＵＳ２００４／１００９１と密接に関連しており、以下の説明は、読者が
これら文書の内容を知悉していることを前提とする。
【背景技術】
【０００３】
　本明細書で、材料又はディスプレイに適用する「電気光学」という用語は、画像技術に
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おける慣習的な意味で用いられ、少なくとも一つの光学特性において異なった第一及び第
二表示状態を持つ材料であって、電界を加えることにより、第一状態から第二状態に変化
する材料について称する。光学特性は、通常、人間の目で知覚できる色であるが、透過、
反射、ルミネセンス、又は、機械読み取りを目的としたディスプレイの場合には、可視範
囲から外れた電磁波長反射の変化という意味で擬似光のような、別の光学特性もある。
【０００４】
　本明細書で、「グレイ状態」という用語は、画像技術における慣習的な意味で用いられ
、ピクセルの両最端の光学状態の中間状態をいい、必ずしも、それら両最端状態の間の黒
－白移行を意味するものではない。例えば、以下に述べる特許及び公開出願のいくつかは
、最端状態が白色及び藍色の電気泳動ディスプレイを記載しており、ここでは中間の「グ
レイ状態」は実際は空色ということになろう。実際には、前記のように、２つの最端状態
の間の移行で全く色が変化しないものがある。
【０００５】
　本明細書で、「双安定」及び「双安定性」という用語は、画像技術における慣習的な意
味で用いられ、少なくとも一つの光学特性において異なった第一及び第二表示状態を持つ
表示素子含むディスプレイについて称し、これらディスプレイは、継続時間が限定的な処
理パルスを印加することにより、任意の所定の素子が駆動され第一あるいは第二表示状態
となり、パルス印加が終了した後は、表示素子の状態を変化させるために必要な最小処理
パルスの継続時間として数回、例えば少なくとも４回印加されるまではその状態が持続す
るようなディスプレイである。国際出願ＷＯ０２／０７９８６９中には、グレイ・スケー
ル機能を持つある種の粒子ベースの電気泳動ディスプレイが、最端の黒及び白状態ばかり
でなくグレイ状態においても安定的であると示されている。このことは、他のいくつかの
種類の電気光学ディスプレイについても同様である。この種類のディスプレイは、正しく
は「双安定」でなく「多安定」と呼ばれるが、便宜上、本明細書では、双安定と多安定の
両方を含めて「双安定」という用語を用いることがある。
【０００６】
　本明細書で、「インパルス」という用語を、画像技術における電圧の時間積分について
の慣習的な意味で用いる。但し、電荷トランスデューサとして機能しているある種の双安
定電気光学媒体については、インパルスの別の定義、すなわち、電流の時間経過積分（印
加された合計電荷と等しい）を用いることがある。媒体が電圧時間インパルス・トランス
デューサとして機能しているか、電荷トランスデューサとして機能しているかにより、適
切なインパルスの定義を用いるものとする。
【０００７】
　前記のＷＯ０３／０４４７６５及びＰＣＴ／ＵＳ２００４／１００９１に記載されてい
るように、いくつかの種類の電気光学ディスプレイが知られており、例えば、米国特許５
，８０８，７８３号、５，７７７，７８２号、５，７６０，７６１号、６，０５４，０７
１号、６，０５５，０９１号、６，０９７，５３１号、６，１３７，４６７号、及び６，
１４７．７９１号に記載された回転バイクロマル部材タイプ、及び、エレクトロクロミッ
ク・タイプがあり、例えば、Ｂ．オリーガン他、ネーチャー（Ｎａｔｕｒｅ）誌１９９１
、３５３、７３７、及びＤ．ウッド、情報ディスプレー（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）、１８（３）、２４（２００２年３月）を参照されたい。また、Ｕ．バッハ
他、Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ、２００２年、１４（１１）、８４５も参照されたい。また、こ
の種のナノクロミック膜については、例えば米国特許６，３０１，０３８号、国際出願公
開ＷＯ０１／２７６９０号及び米国特許出願２００３／０２１４６９５に記載されている
。
【０００８】
　ここ数年間、熱心な研究・開発の対象となっている別の種類の電気光学ディスプレイと
して、粒子ベース電気泳動ディスプレイがある。マサチューセッツ工科大学及びＥインク
社（Ｅ　Ｉｎｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）に対し、又はその名の下に与えられた数多く
の特許及び出願にこのようなディスプレイが記載されており、例えば以下のものがある。
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米国特許５，９３０，０２６号、５，９６１，８０４号、６，０１７，５８４号、６、０
６７，１８５号、６、１１８，４２６号、６、１２０，５８８号、６、１２０，８３９号
、６、１２４，８５１号、６、１３０，７７３号、６、１３０，７７４号、６、１７２，
７９８号、６、１７７，９２１号、６、２３２，９５０号、６、２４９，７２１号、６、
２５２，５６４号、６、２６２，７０６号、６、２６２，８３３号、６、３００，９３２
号、６、３１２，３０４号、６、３１２，９７１号、６、３２３，９８９号、６、３２７
，０７２号、６、３７６，８２８号、６、３７７，３８７号、６、３９２，７８５号、６
、３９２，７８６号、６、４１３，７９０号、６、４２２，６８７号、６、４４５，３７
４号、６、４４５，４８９号、６、４５９，４１８号、６、４７３，０７２号、６、４８
０，１８２号、６、４９８，１１４号、６、５０４，５２４号、６、５０６，４３８号、
６、５１２，３５４号、６、５１５，６４９号、６、５１８，９４９号、６、５２１，４
８９号、６、５３１，９９７号、６、５３５，１９７号、６、５３８，８０１号、６、５
４５，２９１号、６、５８０，５４５号、６、６３９，５７８号、６、６５２，０７５号
、６、６５７，７７２号、６、６６４，９４４号、６、６８０，７２５号、６、６８３，
３３３号、６、７０４，１３３号、６、７１０，５４０号、６、７２１，０８３号、６、
７２４，５１９号、及び６、７２７，８８１号、及び米国特許出願２００２／００１９０
８１号、２００２／００２１２７０号、２００２／００５３９００号、２００２／００６
０３２１号、２００２／００６３６６１号、２００２／００６３６７７号、２００２／０
０９０９８０号、２００２／０１０６８４７号、２００２／０１１３７７０号、２００２
／０１３０８３２号、２００２／０１３１１４７号、２００２／０１４５７９２号、２０
０２／０１７１９１０号、２００２／０１８０６８７号、２００２／０１８０６８８号、
２００２／０１８５３７８号、２００３／００１１５６０号、２００３／００１１８６８
号、２００３／００２０８４４号、２００３／００２５８５５号、２００３／００３４９
４９号、２００３／００３８７５５号、２００３／００５３１８９号、２００３／０１０
２８５８号、２００３／０１３２９０８号、２００３／０１３７５２１号、２００３／０
１３７７１７号、２００３／０１５１７０２号、２００３／０１８９７４９号、２００３
／０２１４６９５号、２００３／０２１４６９７号、２００３／０２２２３１５号、２０
０４／０００８３９８号、２００４／００１２８３９号、２００４／００１４２６５号、
２００４／００２７３２７号、２００４／００７５６３４号、及び２００４／００９４４
２２号、及び、国際出願公開ＷＯ９９／６７６７８号、ＷＯ００／０５７０４号、ＷＯ０
０／３８０００号、ＷＯ００／３８００１号、ＷＯ００／３６５６０号、ＷＯ００／６７
１１０号、ＷＯ００／６７３２７号、ＷＯ０１／０７９６１号、ＷＯ０１／０８２４１号
、ＷＯ０３／０９２０７７号、ＷＯ０３／１０７３１５号、ＷＯ０４／０１７０３５号、
及びＷＯ０４／０２３２０２号。
【０００９】
　前記特許及び出願の多くは、カプセル化された電気泳動媒体中の分離されたマイクロカ
プセルを取り囲む被覆壁を、連続的フェーズのものに置き換え、これにより、いわゆる「
ポリマー分散型電気泳動ディスプレイ」を生成し、その中の電気泳動媒体に、複数種類の
電気泳動液の分離溶滴と連続フェーズの重合体材料とを含め、このようなポリマー分散型
電気泳動ディスプレイ内の電気泳動液の分離溶滴を、各個別の溶滴に対する分離カプセル
膜がなくても、カプセル又はマイクロカプセルと見なすことができることを認めている。
例えば、前記２００２／０１３１１４７を参照されたい。従って、本発明の目的の上から
、このようなポリマー分散電気型泳動媒体は、カプセル化電気泳動媒体の亜種と見なす。
【００１０】
　電気泳動ディスプレイの関連タイプに、いわゆる「マイクロセル電気泳動ディスプレイ
」がある。マイクロセル電気泳動ディスプレイでは、帯電粒子及び分散液はカプセルには
封入されてはいないが、代わりに、キャリヤ媒体、典型的には重合体フィルム内に形成さ
れた複数のキャビティに保持されている。例えば、両方ともシピックス・イメージング社
（Ｓｉｐｉｘ　Ｉｍａｇｉｎｇ，Ｉｎｃ．）が保持する国際出願公開ＷＯ０２／０１２８
１号、及び米国特許２００２／００７５５５６を参照されたい。
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【００１１】
　多くの場合、電気泳動媒体は不透明であり（例えば、多くの電気泳動媒体において、粒
子は、ディスプレイを透過する可視光線を大幅に遮断するため）、反射モードで作動する
が、多くの電気泳動ディスプレイは、これらをいわゆる「シャッター・モード」で作動す
るようにすることができ、このモードでは、一つの表示状態は、実質的に不透明で、一つ
は光透過性である。例えば、前記米国特許６，１３０，７７４号、６，１７２，７９８号
、及び米国特許５、８７２，５５２号、６，１４４，３６１号、６，２７１，８２３号、
６，２２５，９７１号、及び６，１８４，８５６号を参照されたい。誘電泳動ディスプレ
イは、電気泳動ディスプレイと類似しているが電界強度の変化に依存しており、同様なモ
ードで作動できる、米国特許４，４１８，３４６号を参照されたい。また、他の種類の電
気光学ディスプレイもシャッター・モードで作動できる。
【００１２】
　粒子ベース電気泳動ディスプレイの双安定又は多安定特質、及び同様な特質を表示する
他の電気光学ディスプレイ（以下、便宜のため、「インパルス駆動ディスプレイ」という
）は、在来の液晶（「ＬＣ」）ディスプレイとは、好対照である。ねじれネマチック液晶
は、双安定又は他安定作用を持たず、電圧トランスデューサとして作用し、このようなデ
ィスプレイのピクセルに所定の電界を加えると、その前にピクセルに存在していたグレイ
・レベルのいかんに関わらず、ピクセルに特定のグレイ・レベルが生成される。さらに、
ＬＣディスプレイは、一方向にのみ駆動され（不透過性すなわち「濃い」から透過性すな
わち「薄い」へ）、薄い状態からより濃い状態への反対方向の移行は、電界の低減又は除
去効果によっている。さらにつけ加えると、ＬＣディスプレイのピクセルのグレイ・レベ
ルは、電界の極性に対する感受性はなくその強度に対してだけで、実際には、商用ＬＣデ
ィスプレイは、技術的な理由で通常頻繁に駆動電界の極性を反転する。これと対照的に、
双安定電気光学ディスプレイは、おおまかにいえば、インパルス・トランスデューサとし
て作用し、ピクセルの最終状態が、加えられた電界と電界が加えられた時間とにだけでな
く、その電界が加わる前のピクセルの状態にも依存する。
【００１３】
　このようなインパルス駆動の電気光学ディスプレイを取り扱うための理想的な方法は、
各ピクセルが当初のグレイ・レベルから最終的なグレイ・レベルに直接移行するようにコ
ントローラが画像書き込みを設定する、いわゆる「一般グレイスケール画像フロー」であ
ると一見思えるかもしれない。しかしながら、インパルス駆動ディスプレイ上の書き込み
画像には、必ず何らかのエラーがある。実務で遭遇するそのようなエラーの一部として以
下のものがある。
【００１４】
　（ａ）以前の状態への依存性；少なくとも一部の電気光学媒体では、ピクセルを新しい
光学状態に切り換えるため必要なインパルスが、現在及び所望の光学状態だけでなく、そ
の前のピクセルの光学状態にも依存している。
【００１５】
　（ｂ）ドウェル時間への依存性；少なくとも一部の電気光学媒体では、ピクセルを新し
い光学状態に切り換えるため必要なインパルスは、そのピクセルの種々の光学状態での経
過時間に依存している。この依存性の正確な性質はよく分かっていないが、一般に、ピク
セルが現在の光学状態に長くあったほど、より高いインパルスが必要になる。
【００１６】
　（ｃ）温度依存性；ピクセルを新たな状態に切り換えるために必要なインパルスは、温
度に大きく依存している。
【００１７】
　（ｄ）湿度依存性；ピクセルを新たな状態に切り換えるために必要なインパルスは、少
なくとも電気光学媒体の一部のタイプでは、周辺湿度に依存している。
【００１８】
　（ｅ）機械的均一性；ピクセルを新たな状態に切り換えるために必要なインパルスは、
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ディスプレイ中の機械的バラツキ、例えば、電気光学媒体又は関連する積層接着剤の厚さ
のバラツキの影響を受けることがある。他の種類の機械的不均一性として、媒体の製造バ
ッチの違い、製造許容範囲及び材料バラツキからくるものがある。
【００１９】
　（ｆ）電圧誤差；ピクセルに印加される実際のインパルスは、ドライバにより供給され
る電圧の僅少な不可避の誤差によって、必然的に、理論的印加とわずかな差異が生じてし
まう。
【００２０】
　前記のＷＯ０３／０４４７６５及びＰＣＴ／ＵＳ２００４／１００９１に記載されるよ
うに、一般グレイスケール画像フローは、ある種の画像に関して、一般の観察者にも明ら
かなグレイ・レベルの逸脱を生じることのある「誤差累積」現象に影響される。この誤差
累積現象は、前記のすべてのタイプの誤差について生じる。前記の２００３／０１３７５
２１に記載されるように、このような誤差を補償することは可能であるが、ある程度の精
度までである。しかして、一般グレイスケール画像フローで、良好な結果を得るためには
、非常に高精度な印加インパルス制御が必要となり、経験的には、現在の電気光学ディス
プレイ技術状態では、商業用のディスプレイで一般グレイスケール画像フローを実施する
のは不可能なことがわかっている。
【００２１】
　ほとんどすべての電気光学媒体は、内蔵のリセット（誤差制限）メカニズム、すなわち
、最端（通常黒及び白）光学状態を有し、これらは「光レール」として機能する。電気光
学ディスプレイのピクセルに特定のインパルスが印加されると、そのピクセルはそれ以上
白く（又は黒く）なれない。例えば、カプセル化電気泳動ディスプレイでは、特定のイン
パルスが印加されると、すべての電気泳動粒子は相互に又はカプセル化内壁に反発されて
身動きできなくなり、制限光学状態すなわち光レール状態になる。このような媒体中では
電気泳動粒子のサイズ及び電荷が種々に分布しているので、粒子の一部は他のものより先
にレールに衝突して「ソフト・レール」現象を生成し、これにより、移行の最終光学状態
が最端の黒色又は白色へのアプローチである場合には必要なインパルス精度が下がり、ピ
クセルの光学範囲の中間近くへの移行で終る場合には、要求される光学精度は著しく高く
なる。
【００２２】
　光レールの利点を取り入れた、電気光学ディスプレイのための様々な種類のドライブス
キームが知られている。例えば、前記のＷＯ０３／０４４７６５の図９及び１０、及びそ
の関連説明には、一切の新規画像を書き込む前に、全体ディスプレイを両方の光レールに
駆動する「スライドショー」ドライブスキームが記載されている。このようなスライドシ
ョー・ドライブスキームは、正確なグレイスケールを生成するが、ディスプレイを光レー
ルに駆動する際にディスプレイがフラッシングし、これが視聴者の気を散らせる。また、
同様なドライブスキームで、新しい画像のため光学状態を変更する必要のあるピクセルだ
けを光レールに駆動するものを採用することが提案されている（米国特許６，５３１，９
９７号参照）。しかしながら、この種の「限定スライドショー」ドライブスキームにする
と、むしろ、視聴者はもっと気が散ってしまう、というのは、通常のスライドショー・ド
ライブスキームでは一定であったフラッシングが、画像依存型のフラッシングにとって替
わられ、新しい画像が書き込まれる前に、旧画像と新画像の表示内容が反対の色でフラッ
シュするからである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　明らかに、純粋な一般グレイスケール画像フロー・ドライブスキームでは、グレイ・レ
ベルのエラーを防止するために光レールに頼ることはできない、というのは、このような
ドライブスキームにおいては、どれかのピクセルが、いずれの光レールにも触れることな
く、無限大回数変更され続ける可能性があるからである。
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【課題を解決するための手段】
【００２４】
　一つの形態において、本発明は、スライドショウが達成したのと同様なグレイ・レベル
の安定性でありながら、スライドショウ・ドライブスキームの気が散るフラッシングのな
いグレイ・レベル安定性を実現できる、電気光学ディスプレイのグレイ・レベル制御を達
成するための方法を提供することを目的としている。本発明の好適な方法によって、純粋
な一般グレイスケール画像フロー・ドライブスキームが提供するのと同様な視覚体験を視
聴者に与えることができる。
【００２５】
　別の形態において、本発明は、パルス幅変調によって駆動されるディスプレイのグレイ
・レベル制御を達成するための方法を提供することを希求している。
【００２６】
　グレイスケール画像を書き込むための、双安定性電気光学媒体を持つアクティブ・マト
リクス・ディスプレイを駆動する場合、表示されるグレイスケールの精度よい制御を実現
するために、各ピクセルに正確な量のインパルスを印加できることが望ましい。用いる駆
動方法として、各ピクセルに印加する電圧の変調、及び／又は電圧を印加している「幅」
（時間経過）の変調を用いることができる。電圧変調ドライバ及び関連する電源は比較的
高価なので、パルス幅変調には商業的な魅力がある。しかしながら、このようなパルス幅
変調を用いたアクチブ・マトリクス・ディスプレイのスキャンにおいて、在来型のドライ
バ回路構成では、一回のマトリックス・スキャンで、一切のピクセルに対して単一の電圧
を印加することしかできない。その結果、アクチブ・マトリクス・ディスプレイのパルス
幅変調駆動は、マトリクスを複数回スキャンし、個別ピクセルのグレイ・レベルに必要な
変化のいかんによって、ゼロ、一部又はすべてのスキャンにおいて駆動電圧を印加するこ
とによって機能する。各スキャンは、駆動波形の一フレームとなり、連続フレームで形成
される「スーパーフレーム」が全体的な処理パルスとなる。駆動電圧は、各スキャンにお
いて１ライン処理時間の間いずれか特定のピクセル電極に印加されるだけであるが、その
電圧は、次に同一ラインが選択されるまでの間、徐々に衰えながらもピクセル電極に残存
しており、次に同一ラインが選択されるまでの間、ピクセルを駆動していることに注目さ
れたい。
【００２７】
　前記したように、各フレーム実施時に、高解像度ディスプレイ（例えば、８００ｘ６０
０ピクセルのディスプレイ）に対するフレーム・レートが実際上約５００から１００Ｈｚ
の範囲を外れることがなく、各フレームが、通常、１０から２０ｍ秒継続するように、マ
トリックスの各ローを個別に選択する必要がある。この長さのフレームでは、多くの高速
スイッチング電気光学媒体を持つグレイスケールの微細制御が難しくなる。例えば、一部
のカプセル化電気泳動媒体は、約１００ｍ秒以内に、実質的にその最端光学状態の間の転
換を完了し（約３０Ｌ＊ユニットの移行）、このような媒体においては、２０ｍ秒のフレ
ームは、約６Ｌ＊ユニットのグレイスケール移行に相当する。グレイスケールの精度ある
制御をするためには、このような移動は大きすぎる。人間の目は、約１Ｌ＊ユニットのグ
レイ・レベルの違いにも感受性があり、約６Ｌ＊ユニットに等しい尺度だけでインパルス
を制御するのは、電気光学媒体の前状態への依存性による「ゴースティング」のような生
成物を生じさせやすい。さらに詳細には、前記の特許及び出願の一部で論じられているよ
うに、印加インパルスによるグレイ・レベルの変化はリニアでなく、ある特定のグレイ・
レベル変化のために必要な全体インパルスは、インパルスが印加された時点及び介在する
グレイ・レベルによって変わりえるので、ゴーステイングが出てくることがある。例えば
、グレイ・レベル０（黒色）、１（濃いグレイ）、２（薄いグレイ）及び３（白色）のグ
レイ・レベルを持ち、簡単なパルス幅変調仕組みで駆動されている簡単な４グレイ・レベ
ル・ディスプレイにおいて、これらの非リニアリティにより、概念上の０－２の移行の後
得られた実際のグレイ・レベルは、概念上の１－２移行から得られたグレイ・レベルと違
ったものになり、非常に望ましくない視覚産物が生成されることになろう。本発明は、パ
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ルス幅変調により駆動されるディスプレイのグレイ・レベルの制御を実現するための方法
を提供し、これにより前記の問題を回避する。
【００２８】
　従って、一つの様態において、本発明は、２つの最端光学状態を含め少なくとも４つの
異なるグレイ・レベルのいずれをも実現できる、少なくとも一つのピクセルを持つ電気光
学ディスプレイを駆動する方法を提供する。この方法は、
　第一画像をディスプレイ上に表示することと、
　第二画像を表示するためにディスプレイを書き換えることとを含み、
　ディスプレイの書き換えにおいて、少なくとも１つの規定された値を超える回数を移行
する一切のピクセルは、最端光学状態へ移行するものを除き、少なくとも一つの最端光学
状態に駆動された後、そのピクセルの第二画像での最終的光学状態に駆動される。
【００２９】
　便宜のため、以降、この方法を本発明の「制限移行方法」という。
【００３０】
　この制限移行方法の一つの形態において、ディスプレイの書き換えは、ピクセルが、一
つの極性のパルスによって一つの最端光学状態から反対側の最端光学状態へ一旦駆動され
たならば、そのピクセルは反対側最端光学状態に達するまでは、反対極性のパルスを感受
しないようにして達成される。
【００３１】
　また、制限移行方法において、規定された値（前もって定めたられた移行回数）は、Ｎ
／２を超えない、ここでＮは、ピクセルが表示できるグレイ・レベルの合計数である。制
限移行方法は、３レベル・ドライバで実行することができるる。すなわち、ディスプレイ
の書き換えを、－Ｖ、０及び＋Ｖのいずれか一つ以上の電圧を特定の又は各ピクセルに印
加することにより実行することができる。また制限移行方法をＤＣバランス法とすること
もできる、すなわち、ディスプレイの書き換えにおいてピクセルが経る一連の移行のどれ
についても、印加する電圧の時間積分値を束縛するようにして達成できる。
【００３２】
　本発明の制限移行方法において、移行中にピクセルに印加されるインパルスがその移行
の初期及び最終のグレイ・レベルだけに依存するようにして、ディスプレイの書き換えを
実施することができる。これに換えて、さらなる詳細を後記するように、この方法を調整
してディスプレイの他の状態を取り入れることができる。制限移行方法の一つの好適な方
式において、グレイ・レベルＲ２からグレイ・レベルＲ１に移行する少なくとも一つのピ
クセルが経る少なくとも一つの移行に対し、以下の形式のインパルスのシーケンスが印加
される：
　－ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）ＩＰ（Ｒ１）－ＩＰ（Ｒ２）ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）
　ここで、「ＩＰ（Ｒｘ）」は、各グレイ・レベルに対し一つの値を持つインパルス・ポ
テンシャル・マトリクスからの対応値を表し、ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）は、各々のＲ１，Ｒ２
組合せに対し一つの値を持つ移行マトリクスからの対応値を表す。（便宜のため、このタ
イプのインパルス・シーケンスを、以降、「－ｘ／ΔＩＰ／ｘ」シーケンスと短縮表現す
る。）このような－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケンスを、初期と最終グレイ・レベルとが異なる
すべての移行に対して使用することができる。また、このような－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケ
ンスにおいて、最後の「ｘ」項を、最大更新時間の半分以上を占めるようにすることがで
きる。ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）すなわちｘの値を、各値の符号がＲ１だけに依存するように選
定することができる、具体的には、これらの値を、一つ以上の薄いグレイ・レベルに対し
ては「正」、一つ以上の濃いグレイ・レベルに対しては「負」になるよう選定し、２つの
最端光学状態以外のグレイ・レベルに対し、より近い方の最端光学状態からアプローチす
るようにすることができる。
【００３３】
　前記の－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケンスに、追加のパルスを含めることができる。具体的に
は、このようなシーケンスに、［＋ｙ］［－ｙ］様式の追加パルス対を含めてることがで
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きる、ここでｙはインパルスの値で、負又は正のいずれかとすることができ、［＋ｙ］及
び［－ｙ］パルスは－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケンスの中に挿入される。このシーケンスに、
［＋ｚ］［－ｚ］様式の第二の追加パルス対をさらに含めることができ、ｚはｙと異なる
インパルスの値で、負又は正のいずれかとすることができ、［＋ｚ］及び［－ｚ］パルス
は－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケンスの中に挿入される。－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケンスに、「ピ
クセルに電圧が印加されない期間」をさらに含めることができる。この［電圧なし］期間
は、－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケンスの２つの要素の間、又は単一の要素内に設定することが
できる。－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケンスに２つ以上の「電圧なし」期間を含めることができ
る。
【００３４】
　前記－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケンスを用いる際に、ディスプレイには、複数のグループに
分けられた複数のピクセルを含めることができ、移行を、（ａ）複数のピクセル・グルー
プの各々を連続的に選定し、選定されたグループの各ピクセルに駆動電圧又は非駆動電圧
を印加し、すべてのピクセル・グループのスキャンを第一フレーム期間中に完了し、（ｂ
）第二フレーム期間においてこれらピクセル・グループのスキャンを繰り返し、（ｃ）第
一と第二フレーム期間との間の休止期間においてはピクセル・グループのスキャンを中断
し、この休止期間は、第一及び第二フレーム各期間の長さを超えないようにする、ことに
よって達成することができる。
【００３５】
　制限移行方法において、ディスプレイの書き換えを、所定のグレイ・レベルへの移行は
常に同一極性の最終パルスで行われるようにして、達成することができる。具体的には、
２つの最端光学状態以外のグレイ・レベルに対し、より近い最端光学状態の方向からアプ
ローチすることができる。
【００３６】
　また、本発明は、複数のグループに分けられた複数のピクセルを持つ電気光学ディスプ
レイを駆動するための方法を提供する。この方法は、
　（ａ）複数のピクセル・グループの各々を連続的に選定し、選定されたグループの各ピ
クセルに駆動電圧又は非駆動電圧を印加し、すべてのピクセル・グループのスキャンを第
一フレーム期間中に完了することと、
　（ｂ）第二フレーム期間においてこれらピクセル・グループのスキャンを繰り返すこと
と、
　（ｃ）第一と第二フレーム期間との間の休止期間においてはピクセル・グループのスキ
ャンを中断し、この休止期間は、第一及び第二フレーム各期間の長さを超えないようにす
ることとを含む。
【００３７】
　便宜のため、以降、この方法を本発明の「中断スキャン」方法という。
【００３８】
　このような中断スキャン方法において、通常、第一及び第二フレーム期間の長さは等し
い。休止期間の長さを、第一及び第二フレーム期間の一つの長さの約数とすることができ
る。中断スキャン方法に複数の休止期間を含めることができ、これにより、この方法に、
少なくとも第一、第二及び第三フレーム期間におけるピクセル・グループのスキャン、な
らびに、引き続くフレーム期間の間の、少なくとも第一及び第二休止期間におけるスキャ
ンの中断を含めることができる。第一、第二及び第三フレーム期間の長さを実質上等しく
することができ、休止期間の合計を１フレーム期間、又は１フレーム期間マイナス１休止
期間の長さとすることができる。通常、中断スキャン方法において、ピクセルは、複数の
横列ローと複数の縦列コラムとを持つマトリクスに、各ピクセルが一定のロー及び一定の
コラムの交差で区分されて配列されており、ピクセルの各グループはマトリクスの１つの
ロー又はコラムを含む。中断スキャン方法は、望ましくは、ＤＣバランスされている、す
なわち、ディスプレイのスキャンは、望ましくは、ピクセルが経るどのような一連の移行
に対しても印加電圧の時間積分を束縛するようにして達成される。
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【００３９】
　別の形態において、本発明は、複数のピクセルを有し、それらピクセルは、各ピクセル
に異なったインパルスを印加することのできるパルス幅変調波形で駆動される、電気光学
ディスプレイを駆動するための方法を提供する。この方法は、
　（ａ）所定のインパルスをピクセルに印加した場合、所望のグレイ・レベルより高いレ
ベルか又は低いレベルかいずれのグレイ・レベルが生成されるのかを示すデータを格納す
ることと、
　（ｂ）２つの隣接するピクセルの両方共を同じグレイ・レベルにする必要がある時間を
検出することと、
　（ｃ）２つのピクセルに印加されたインパルスを、一つは所望のグレイ・レベルより低
く、他方のピクセルは所望グレイ・レベルを上回るように調整することとを含む。
【００４０】
　便宜のため、以降、この方法を本発明の「均衡グレイ・レベル」方法という。
【００４１】
　この方法において、ピクセルは、各ピクセルが、少なくとも一つの反対グループの隣接
ピクセルを持つようにして、２つのグループに分けられ、これら２つのグループには別の
ドライブスキームが用いられる。
【００４２】
　前記の本発明の各方法は、前記の電気光学ディスプレイのどのタイプでも実施すること
ができる。このように、本発明の方法を、エレクトロクロミック又は回転バイクロマル部
材電気光学媒体、カプセル化電気泳動媒体、又はマイクロセル電気泳動媒体を含む電気光
学ディスプレイとともに用いることができる。また、他の種類の電気光学媒体に使うこと
もできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　前記より、本発明が、電気光学ディスプレイを駆動するための方法における種々の改善
を提供していることは明らかであろう。後記において、通常、本発明が提供する様々な改
善を別々に記載しているが、実際は、単一のディスプレイに対しこれら主要形態の複数を
利用することができることは、当業者には自明であろう。例えば、本発明の制限移行方法
を用いるディスプレイは、中断スキャン方法も利用することができる。さらに、本発明が
提供する改善事項は、これを前記ＷＯ０３／０４４７６５及びＰＣＵ／ＵＳ２００４／１
００９１に記載された、電気光学ディスプレイを駆動するための種々様々な方法に応用で
きるので、以下の記載は、ＷＯ０３／０４４７６５の図１－１０及び関連説明に示された
基本的駆動方法の熟知を前提とすることになる。具体的には、この出願の図９及び１０に
は、３つの基本セクションを持つ、いわゆる無補償型ｎ－プレパルス・スライドショウ（
ｎ－ＰＰ　ＳＳ）波形が記載されている。最初に、ピクセルを消去して一様な光学状態、
通常は白又は黒のいずれかにする。次に、ピクセルを２つの光学状態、通常、白と黒の間
で前後に駆動する。最後に、ピクセルを新しい光学状態へと処理し、いくつかのグレイ状
態の一つとする。最終（又は書き込み）パルスを処理パルスといい、他のパルス（第一（
又は消去）パルス及び介在（又はブランキング）パルス）を総称してプレパルスという。
【００４４】
　この種の波形の主な欠点は、画像と画像の間に大きな振幅の視覚フラッシュがあること
である。これは、ＷＯ０３／０４４７６５でその図９及び１０を参照して説明されている
ように、半数のピクセルに対し、１つのスーパーフレーム時間分だけ更新シーケンスをシ
フトし、これらピクセルを高分解能で交互配置することで改善できる。考えられるパター
ンには、一つおきのロー、一つおきのコラム、又はチェッカー盤状のパターンが含まれる
。このことは、反対極性、すなわち［黒から］対［白から］、を使うことを意味しないこ
とに注意されたい、というのは、それでは、隣接するピクセルが不調和なグレイスケール
になってしまうからである。これに換えて、半数のピクセルに対し、1つの「スーパーフ
レーム」（黒－白の更新の最大長さと等しくフレームをグループ化したもの）分だけ更新
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を遅らせる（すなわち、第一のピクセル・セットが消去パルスを完了し、第一のピクセル
・セットが最初のブランキング・パルスを開始するのとともに、第二ピクセル・セットが
消去パルスを開始する）ことでこれを達成できる。この同期化を可能とするために、全体
の更新時間に対して１つのスーパーフレームの追加が必要となる。
【００４５】
　（本発明の制限移行方法）
　ＷＯ０３／０４４７６５の図９及び１０に示された、ドライブスキームにおける前記フ
ラッシュ問題を回避しつつ、前で論じた一般的グレイスケール画像フローの問題をも避け
るためには、本発明の制限移行方法に従って、任意のどのピクセルも、最端光学状態（黒
又は白）の一つを通過する前に、規定された最大回数（少なくとも一回）までしかグレイ
スケール移行を経ることができないようにドライブスキームを構成するのが効果的である
。最端光学状態からの移行は、その前に蓄積された一切の誤差を実質的にキャンセルして
、正確に分かっている光学状態から開始される。このようなピクセルの最端光学状態を通
過する光学的影響（ディスプレイのフラッシュなど）を最小化するための様々な技法が、
ＷＯ０３／０４４７６５の中で論じられている。
【００４６】
　このようなドライブスキームのリセットのステップでディスプレイに現れる前記のよう
な黒及び白のフラッシュは、当然、ユーザの目に入り、多くのユーザにとっては不愉快な
ものである。このようなリセット・ステップにおける視覚的影響を軽減するために、ディ
スプレイのピクセルを２つ（又はそれ以上）のグループに分け、異なるグループには異な
るタイプのリセットパルスを印加するのが便利である。さらに具体的には、リセット・パ
ルスを使って所定のピクセルを黒白交互に駆動することが必要な場合には、ピクセルを少
なくとも２つのグループに分け、一つのピクセル・グループを白に駆動すると同時にもう
一つのグループを黒に駆動するようにドライブスキームを構成するのが便利である。２つ
のグループの空間的分布が注意深く選定されており、ピクセルが十分小さければ、ユーザ
は、リセットステップを、ディスプレイ上ではグレイの（多分、いくらの微小なフリッカ
ーを伴った）インターバルとして経験することになり、このようなグレイ・インターバル
は、通常、一連の黒白フラッシュよりも不快さが少ない。
【００４７】
　例えば、このような「２グループ・リセット」ステップの一形態において、奇数番号コ
ラム中のピクセルを一つの「奇数」グループに指定し、偶数番号コラム中のピクセルを第
二の「偶数」グループに指定することができる。そこで、奇数ピクセルに対して図９に示
すドライブスキームを使用し、消去ステップにおいてピクセルを黒状態に駆動し、一方、
偶数ピクセルに対してはこのドライブスキームの変形型を使い、消去ステップにおいてピ
クセルを白状態に駆動することができよう。そこで、リセット・ステップにおいて、両方
のピクセル・グループは、２つのグループに対するリセット・パルスが必ず１８０°位相
がずれ、このリセット・ステップ全体を通してディスプレイはグレイに見えるようにして
、偶数回数のリセットを受けることになる。最終的に、第二画像の書き込みステップにお
いて、奇数ピクセルは黒からその最終状態へと駆動され、一方、偶数ピクセルは白からそ
の最終状態へと駆動される。あらゆるピクセルが、長期的には同一な方法でリセットされ
ることを確実にする（これにより、リセット方法によってディスプレイ上に一切余計な産
物が現れないようにする）ために、コントローラによって、引き続く画像の間でドライブ
スキームを切り換え、一連の新しい画像がディスプレイに書き込まれるのに応じ、各ピク
セルが、交互に黒及び白の状態から、その最終状態に書き込まれるようにするのが有益で
ある。
【００４８】
　当然、奇数番号ローのピクセルで第一グループを形成し、偶数番号ローのピクセルで第
二グループを形成して、同様な仕組みを用いるができる。さらなる類似の仕組みにおいて
、第一グループに、奇数番号コラムで且つ奇数番号ロー中のピクセルと、偶数番号コラム
で且つ偶数番号ロー中のピクセルとを含め、一方、第二グループには、奇数番号コラムで
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且つ偶数番号ロー中のピクセルと、偶数番号コラムで且つ奇数番号ロー中のピクセルとを
含めて、２つのグループをチェッカー盤様式に配置されるようにする。
【００４９】
　ピクセルを２つのグループに分け、一つのグループのリセット・パルスと、もう一つの
グループのものとの位相を１８０°ずらす代わりに、あるいはこれに加えて、ピクセルを
、パルスの数及び周波数が異なる別個のリセット・ステップを用いるグループに分けるこ
とができる。例えば、一つのグループは、６パルス・リセット・シーケンスを使い、第二
グループは、２倍の周波数の１２のパルスを持つ同様なシーケンス使うことができよう。
さらに手の込んだ仕組みにおいては、ピクセルを４つのグループに分け、第一及び第二グ
ループは６パルスで互い位相が１８０°ずれた仕組みを使い、第三及び第四グループは、
１２パルスで互い位相が１８０°ずれた仕組みを使うことができよう。
【００５０】
　本発明の制限移行方法によって、所定のピクセルに対し、光レールに触れる前のグレイ
状態の間での連続移行を、ゼロではないが限定された回数にとどめるドライブスキームを
用いて、フラッシュ問題のさらなる軽減を達成することができる。このようなドライブス
キームにおいては、新しい画像を表示するための書き換えが行われると、最端光学状態に
触れることなく、規定された値を超えた回数の移行を経た一切のピクセルは、そのピクセ
ルの最終的光学状態に駆動される前に、少なくとも一つの最端光学状態に駆動される。こ
のようなドライブスキームの好適な形態において、最端光学状態に駆動されるピクセルは
、移行後の所望光学状態のグレイ・レベルにより近い最端光学状態に、当然ながらその所
望光学状態が最端光学状態の一つでないことを前提として、駆動される。また、前記のよ
うな、ルックアップ表を用いたこのようなドライブスキームの好適形態において、ピクセ
ルが光レール（最端光学状態）に触れることなく経ることのできる最大移行回数は、移行
マトリクス中に算入されている前回の光学状態移行回数に等しく設定されており、このよ
うな方法は、余分なコントローラ・ロジック又はメモリを必要としない。
【００５１】
　光レールに触れる前の最大移行回数を制限する駆動方法において、ディスプレイの全書
き換えのための時間を大きく増加させる必要はない。例えば、白から黒へ、又はその逆へ
の移行に２００ｍ秒かかる４グレイ・レベル（２ビット）のディスプレイを考えてみる、
ちなみに、一般グレイスケール画像フロー・ドライブスキームはディスプレイの書き換え
を完了するのにこのくらい時間がかかる。このようなディスプレイにおいて、移行を変更
する必要があるのは、ピクセルが、２つの中間グレイ・レベルの間を繰り返して切り換え
られる場合である。このようなピクセルが、２つの中間グレイ・レベルをの間で規定数を
超える多くの回数切り換えられた場合、本発明の制限移行方法は、次の切り替えを光レー
ル（最端光学状態）の一つを経由して実行するよう要求する。このような場合、光レール
への移行に約７０ｍ秒かかり、その後のグレイ・レベルへの移行には約１３０ｍ秒かかる
ので、合計の移行時間は約２００ｍ秒だけであることがことが判明している。このように
、この制限移行方法は、一般グレイスケール画像フローと比較して移行時間の増加を一切
必要としない。
【００５２】
　リセット・ステップにおける不快な影響を低減する制限移行駆動方法を、図１Ａ及び１
Ｂを参照しながら説明する。この仕組みにおいて、前記同様、ピクセルを２つのグループ
に分け、第一（偶数）グループは、図１Ａに示すドライブスキームに従い、第ニ（奇数）
グループは、図１Ｂに示すドライブスキームに従う。また、この仕組みにおいて、黒と白
との中間にあるすべてのグレイ・レベルは、黒レベルに隣接する連続した濃いグレイ・レ
ベルの第一グループと、白レベルに隣接する連続した薄いグレイ・レベルの第ニグループ
とに分けられており、その分け方は、双方のピクセル・グループとも同じである。必須で
はないが望ましくは、これら２つのグループ中のグレイ・レベルは同数であり、グレイ・
レベルの数が奇数である場合、中央のレベルは、任意にいずれかのグループに割り振るこ
とができる。説明を簡略化するため、図１Ａ及び１Ｂは、８レベルグレイスケール・ディ



(13) JP 5904690 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

スプレイに応用された、本ドライブスキームを示しており、そのレベルは０（黒）から７
（白）に指定されていて、グレイ・レベル１、２及び３は濃いグレイ・レベルであり、４
、５及び６は薄いグレイ・レベルである。
【００５３】
　図１Ａ及び１Ｂのドライブスキームにおいて、グレイからグレイへの移行は、次のルー
ルに従って処理される。
【００５４】
　（ａ）第一に、ピクセル偶数グループにおいて、濃いグレイ・レベルへの移行の中で、
最後に印加されるパルスは、必ず、白方向駆動パルス（すなわち、ピクセルを黒状態から
白状態へ駆動する性質の極性を持つパルス）であり、薄いグレイ・レベルへの移行の中で
、最後に印加されるパルスは、必ず、黒方向駆動のパルスである。
【００５５】
　（ｂ）第二に、ピクセル奇数グループにおいて、濃いグレイ・レベルへの移行の中で、
最後に印加されるパルスは、必ず、黒方向駆動パルスであり、薄いグレイ・レベルへの移
行の中で、最後に印加されるパルスは、必ず、白方向駆動パルスである。
【００５６】
　（ｃ）すべての場合において、白状態に到達した後は、黒方向駆動パルスだけが白方向
駆動パルスに後続でき、黒状態に到達した後は、白方向駆動パルスだけが黒方向駆動パル
スに後続できる。
【００５７】
　（ｄ）偶数ピクセルを、一回の黒方向駆動パルスだけで、濃いグレイ・レベルから黒へ
駆動することはできず、奇数ピクセルを、一回の白方向駆動パルスを使って、薄いグレイ
・レベルから白へ駆動することもできない。
【００５８】
　（明らかに、すべての場合において、最終白方向駆動パルスを使ってだけ白状態を実現
でき、最終黒方向駆動パルスを使ってだけ黒状態を実現できる。）
　このルールを適用すると、グレイからグレイへの各々の移行は、最大で３つの連続パル
スを使用して実行できる。例えば、図１Ａは、黒（レベル０）からレベル１への移行過程
を示している。これは、１１０２で示された単一の白方向駆動パルス（当然、図１Ａでは
正の勾配で示されている）で達成される。次に、ピクセルはレベル３へと駆動される。グ
レイ・レベル３は、濃いグレイ・レベルなので、ルール（ａ）に従って、これには白方向
駆動パルスによって到達しなければならい、そこで、（レベル１／レベル３）の移行は、
単一の白方向駆動パルス１１０４によって処理することができ、これはパルス１１０２と
は異なったインパルスを持つ。
【００５９】
　ピクセルは、今度はグレイ・レベル６まで駆動される。これは薄いグレイ・レベルなの
で、ルール（ａ）により、黒方向駆動パルスによって到達しなければならない。従って、
ルール（ａ）及び（ｃ）を適用すると、この（レベル３／レベル６）の移行は、２パルス
・シーケンス、すなわち、ピクセルを白（レベル７）に駆動する第一の白方向駆動パルス
１１０６と、それに続いてピクセルをレベル７から所望のレベル６へと駆動する黒方向駆
動パルス１１０８とで達成することが必要になる。
【００６０】
　次に、ピクセルは、グレイ・レベル４に駆動される。これは薄いグレイ・レベルなので
、先に説明した（レベル１／レベル３）の移行で適用されたのと全く同様な理由によって
、（レベル６／レベル４）の移行は単一の黒方向駆動パルス１１１０で達成される。次の
移行先はレベル３である。これは濃いグレイ・レベルなので、先に説明した（レベル３／
レベル６）の移行で適用されたのと全く同様な理由によって、（レベル６／レベル４）の
移行は、２パルス・シーケンス、すなわち、ピクセルを黒（レベル０）に駆動する第一の
黒方向駆動パルス１１１２と、それに続いてピクセルをレベル０から所望のレベル３へと
駆動する白方向駆動パルス１１１４とで処理される。
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【００６１】
　図１に示す最後の移行はレベル３からレベル１である。レベル１は濃いグレイ・レベル
なので、ルール（ａ）に従って、白方向駆動パルスによってアプローチしなければならな
い。従って、ルール（ａ）及び（ｃ）を適用して、（レベル３／レベル１）の移行は、ピ
クセルを白（レベル７）へ駆動する第一の白方向駆動パルス１１１６、ピクセルを黒（レ
ベル０）へ駆動する第二の黒方向駆動パルス１１１８、及びピクセルを黒から所望のレベ
ル１へ駆動する第三の白方向駆動パルス１１２０によってこれを処理しなければならない
。
【００６２】
　図１Ｂは、奇数ピクセルが、図１Ａの偶数ピクセルと同じ０－１－３－６－４－３－１
のグレイ状態シーケンスを成就するのを示す。しかしながら、使われているパルス・シー
ケンスが大きく違っていることが見取れよう。規則（ｂ）では、濃いグレイ・レベルであ
るレベル１は黒方向駆動パルスによってアプローチすることが要求されている。そこで、
０－１の移行は、ピクセルを白（レベル７）に駆動する第一の白方向駆動パルス１１２２
と、それに続いてピクセルをレベル７から所望のレベル１へと駆動する黒方向駆動パルス
１１２４とで達成される。１－３の移行は、３パルス・シーケンス、すなわち、ピクセル
を黒（レベル０）へ駆動する第一の黒方向駆動パルス１１２６、ピクセルを白（レベル７
）へ駆動する第二の白方向駆動パルス１１２８、及びピクセルをレベル７から所望のレベ
ル３へ駆動する第三の黒方向駆動パルス１１３０が必要である。次の移行先は、薄いグレ
イ・レベルのレベル６で、ルール（ｂ）によれば、白方向駆動パルスでアプローチするこ
とになっており、（レベル３／レベル６）の移行は、ピクセルを黒（レベル０）に駆動す
る第一の黒方向駆動パルス１１３２と、ピクセルを所望のレベル６へと駆動する白方向駆
動パルス１１３４とを含む２シーケンスで達成される。（レベル６／レベル４）の移行は
、３パルス・シーケンス、すなわち、ピクセルを白（レベル０）へ駆動する第一の白方向
駆動パルス１１３６、ピクセルを黒（レベル０）へ駆動する第二の黒方向駆動パルス１１
３８、及びピクセルを所望のレベル４へ駆動する第三の白方向駆動パルス１１４０で達成
される。（レベル４／レベル３）の移行は、ピクセルを白（レベル７）に駆動する第一の
白方向駆動パルス１１４２と、ピクセルを所望のレベル３へと駆動する黒方向駆動パルス
１１４４とを含む２シーケンスで達成される。最後に、（レベル３／レベル１）の移行は
、単一の黒方向駆動パルス１１４６で達成される。
【００６３】
　図１Ａ及び１Ｂから、このドライブスキームは、各ピクセルが「鋸歯」パターンに従い
、ピクセルは、黒から白へ方向を変えずに移動し（但し、見られるように、ピクセルはそ
の中間のグレイ・レベルに短い又は長い期間留まることができる）、その後、白から黒へ
方向を変えずに移動すること、を確実にしていることを見て取れよう。これより、前記（
ｃ）及び（ｂ）のルールを、次のような単一のルール（ｅ）で置き換えることができる。
【００６４】
　（ｅ）　ピクセルが、一つの極性のパルスにより、一つの最端光学状態（すなわち白又
は黒）から、反対の最端光学状態に向けて駆動されたならば、そのパルスは、前記反対の
最端光学状態に到達するまでは、反対極性のパルスを感受しない。
【００６５】
　前記のように、このドライブスキームは「レール安定化グレイスケール（ｒａｉｌ－ｓ
ｔａｂｉｌｉｚｅｄ　ｇｒａｙ　ｓｃａｌｅ）」すなわち「ＲＳＧＳ」ドライブスキーム
である。このようなＲＳＧＳドライブスキームは、制限移行ドライブスキームの特殊ケー
スであって、光レールを経由する移行実施を必要とせずには、多くともＮ／２（さらに正
確には（Ｎ－１）／２）に等しい移行回数（Ｎは表示可能なグレイ・レベルの合計数）し
か経過できないことを確実にする。このようなドライブスキームは、個別の移行中の微小
誤差（例えば、ドライバの印加電圧の避けられない微小な変動によるもの）が限度なく累
積されて、観察者が見て分かるようなグレイスケール画像の大きな歪みに至るのを防止す
る。さらに、このドライブスキームは、偶数及び奇数のピクセルが、常に反対方向から、
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所定の中間グレイ・レベルにアプローチするように、すなわち、一つのケースにおいては
最終パルスは白方向駆動パルスとなり、他方のケースでは黒方向駆動パルスとなるように
設計されている。実質的に同数の偶数及び奇数ピクセルを包含するディスプレイの大きな
領域が単一のグレイ・レベルに書き込まれている場合、この「反対方向」特質により、そ
の領域におけるフラッシュが大幅に軽減される。
【００６６】
　ピクセルを２つの別個のグループに分ける他のドライブスキームに関して前記で説明し
たのと同様な理由で、図１Ａ及び１Ｂの鋸歯ドライブスキームを実行する場合には、偶数
及び奇数グループ中のピクセルの配置に注意を払う必要がある。この配置によって、望ま
しくは、実質的に連なっているディスプレイのどの面積も、実質的に等しい数の奇数及び
偶数のピクセルを含んでいること、同一グループのピクセルの連なりのブロックの最大サ
イズが、十分に小さく、一般の観察者には容易に識別できないことを確実にする。すでに
論じたように、ピクセルの２つのグループをチェッカー盤パターンに配置することは、こ
のような要求事項を満たす。また、確率論的スクリーニング技法を用いて、２つのグルー
プのピクセルを配置することもできる。
【００６７】
　しかしながら、鋸歯ドライブスキームで、チェッカー盤パターンを使用すると、ディス
プレイのエネルギー消費が加する傾向がある。このようなパターンのどのコラムにおいて
も、隣接するピクセルは反対グループに属することになり、すべてのピクセルが同じグレ
イ・レベル移行をたどっている大きなサイズの連続した領域（珍しくない状況）において
、隣接するピクセルが、常時、反対極性のインパルスを必要とすることになる。新しい各
ラインが書き込まれるのに応じ、反対極性のインパルスをどのコラムの連続したピクセル
に印加するためにも、ディスプレイのコラム（ソース）電極を放電して再充電する必要が
ある。コラム電極の放電と再充電とは、ディスプレイのエネルギー消費の主要要因である
ことは、アクティブ・マトリクス・ディスプレイ駆動の当業者には周知のことであろう。
こういったことにより、チェッカー盤配置はディスプレイのエネルギー消費を増加させる
傾向がある。
【００６８】
　エネルギー消費と、同じグループのピクセルによる大きな連続した領域を避けたいとい
う要求との間の合理的な妥協法は、各グループのピクセルを矩形状に割当て、そのピクセ
ルはすべて同一のコラム内に置くが、矩形の長さをコラム方向に数ピクセルに留めること
である。このような配置により、同じグレイ・レベルを持つ領域を書き換えをする場合、
コラム電極の放電及び再充電は、一つの矩形から他の矩形にシフトするときだけに必要と
なる。これら矩形は１ｘ４ピクセルであり、隣接するコラム中の矩形の終端が同一のロー
とならないよう、すなわち、隣接するコラムの矩形が異なった「位相」を持つように配置
される。
【００６９】
　図１Ａ及び１Ｂに示す鋸歯ドライブスキームの一つの利点は、ディスプレイの全体的な
更新の一部として、どの白黒単画像の領域も単一のパルスで、黒から白、白から黒、いず
れも簡単に更新されることである。このような白黒領域の書き換えのための最大時間は、
グレイからグレイへの移行を必要とする領域の書き換えの最大時間の半分だけであり、こ
の特質を、ユーザの入力する文字、ドロップダウン・メニュー等といった類の画像機能を
素早く更新する利点として生かすことができる。コントローラは、画像更新にグレイから
グレイへの移行が必要かどうかを点検すことができ、グレイの必要がない場合、その書き
換え必要な領域を、迅速な白黒更新モードを使って書き換えることができる。このように
、ユーザは、一般グレイスケール画像の比較的遅い更新作業の上に、切れ目なく重ね合わ
せられたディスプレイの入力文字、ドロップダウン・メニュー及び他のユーザ対話機能を
より迅速に更新するとができる。
【００７０】
　制限移行ドライブスキームでは、必ずしも、カウンタを使って、ディスプレイの各ピク
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セルが経過する移行の回数を測定する必要はなく、また、規定回数に達しなくとも光レー
ル経由による特定の移行実施を必要とするドライブスキーム（図１Ａ及び１Ｂを参照して
すでに説明したサイクリックＲＳＧＳドライブスキームなど）の使用を禁ずるものではな
い、但し、移行の実施方法決定に用いられているアルゴリズムによって、どのピクセルも
、光レールに触れることなく規定された移行回数を超えた移行はできないということが条
件である。さらに、あるピクセルが光レールに触れることなく経過した移行回数の点検を
ディスプレイ上の画像の書き換えのたびに行う必要は、特に頻繁な間隔で更新されている
ディスプレイの場合（例えば腕時計）、ないことはよく理解できるであろう。例えば、規
定された移行回数を超えたか、あるいは次回更新後この回数を超える可能性のあるすべて
のピクセルを光レールに駆動したという前提で、一回おきの更新時だけに点検をすること
ができよう。
【００７１】
　説明目的のためだけであるが、本発明の別の好適な制限移行方法を説明する。この好適
な方法は、これから実施する移行の初期と最終達成グレイ・レベル（それぞれ「Ｒ２」及
び「Ｒ１」で表す）とだけを考慮した移行マトリクスを用いる４グレイ・レベル（２ビッ
ト）のアクチブ・マトリクス・ディスプレイを作動するため使われ、それ以前の状態は考
慮されていない。ディスプレイのコントローラは、０に維持された共通のフロント電極に
対して、－Ｖ、０又は＋Ｖを各ピクセルの電極に印加する機能を持つ３レベル・パルス幅
変調（ＰＷＭ）コントローラである。
【００７２】
　このディスプレイ・コントローラは、ＲＡＭ画像バッファを含む。一つのバッファ（「
Ａ」）は現在のディスプレイ上の画像を格納する。通常、このコントローラは、データを
ＲＡＭに保存し、ディスプレイ・ドライバを休止させて、自分はスリープ・モードになっ
ている。双安定電気光学媒体は、ディスプレイ上に同じ画像を保持している。画像更新コ
マンドを受信すると、コントローラは、新しい画像を第二バッファ（「Ｂ」）にロードす
る。そこで、ディスプレイの各ピクセルに対し、コントローラは、所望のピクセルの最終
状態Ｒ１（バッファ「Ｂ」から）、及び、現在の各ピクセルの初期状態Ｒ２（バッファ「
Ａ」から）に基づいて、（フラッシュ・メモリ中の）多重フレーム駆動波形を参照する。
【００７３】
　フラッシュ・メモリ中のデータは電圧値の三次元アレイＶ（Ｒ１，Ｒ２、フレーム）に
編成され、すでに示したように、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ１から４（４つの利用可能グレ
イ・レベルに対応する）の整数であり、「フレーム」はフレーム番号、すなわち、各移行
のため使われるスーパーフレーム内の対応フレームの番号である。通常、スーパーフレー
ムの長さは１秒のことが多く、各フレームは２０ｍ秒を占めるので、フレーム番号を１か
ら５０まで間でとすることができる。これから、アレイは、４ｘ４ｘ５０＝８００エント
リとなる。アレイ中の各エントリは、－Ｖ、０、＋Ｖのどれをも表すことができなければ
ならないので、通常、各電圧値（アレイ値）を格納するために２ビットが使われる。
【００７４】
　これら８００アレイの各々が、可能性ある３つの電圧のいずれか一つをとりうるので、
それらのアレイ（波形）の数は巨大なものとなり、とても全部を調べられないことは直ぐ
分かるであろう。理論的には３８００すなわち約５ｘ１０３８１のアレイがあり得る。宇
宙には、約１０７８の原子があり、人間の平均寿命は１０９なので、実際能力は、全体調
査のためには、少なくとも２００桁は不足している。幸いなことに、電気光学ディスプレ
イの動作についての既存知識、及びＤＣバランスの必要性によって、ありうる波形に対す
る追加の制限が課され、最適又は最適に近い波形の調査を、実際的な限度に収めることが
可能である。
【００７５】
　前記の米国特許６，５０４，５２４号及び６，５３１，９９７号及び前記ＷＯ０３／０
４４７６５の中で論じられているように、すべてではないが、ほとんどの電気光学媒体は
、直流（ＤＣ）バランスされた波形を必要とし、そうでなければ有害な影響を受ける。Ｄ
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Ｃバランスされていない波形が使われた場合のこのような影響には、電極の損傷、及び数
Ｌ＊ユニットの範囲にわたる長期の（数時間にわたる）グレイ状態ドリフトが含まれる。
従って、ＤＣバランスされたドライブ波仕組みを使うよう、最大限努力をするのが賢明な
ようである。
【００７６】
　前記に述べたことから、一見、このようなＤＣバランスは実現できないように見えるか
もしれない、というのは、グレイからグレイへのいっさいの移行に必要なインパルス、及
びそれによるピクセル通過電流は実質的に一定だからである。しかしながら、このことは
、見積り計算にだけ当てはまることであって、経験的には、少なくとも粒子ベースの電気
泳動媒体（以下のことは他の電気光学媒体にも当てはまるように見える）の場合には、（
例えば）区切られた５つの５０ｍ秒のパルスをピクセルに印加するのは、同じ電圧の２５
０ｍ秒のパルス一つを印加するのと同じではない。従って、所定の移行を達成するためピ
クセルを通過する電流にはいくらかの融通性があり、ＤＣバランス達成の助力としてこの
融通性を使うことができる。例えば、ルックアップ表に、所定の移行のための複数のイン
パルスを、これらインパルスにより供給される合計電流の値とともに格納しておくことが
でき、コントローラは、各ピクセルに対して、ある過去の時点から（例えば、ピクセルが
最後に黒状態であった時点から）ピクセルに印加されたインパルスの代数和を格納するよ
う構成されたレジスタを維持することができる。ある特定のピクセルを白又はグレイから
黒に駆動する場合、コントローラは、そのピクセルに関連するレジスタを調べ、前回の黒
状態から今回の黒状態までの全体の移行シーケンスをＤＣバランスするために必要な電流
を算定し、必要な白／グレイから黒への移行のため、格納された複数のインパルスの中か
ら、関連レジスタをちょうどゼロに、又は、少なくともその残値ができるだけ小さくなる
ように（この場合、その関連レジスタはその残値を残し、それを後の移行で印加される電
流に加えることになる）低減する一つのインパルスを選択することができる。このプロセ
スを繰り返し適用することによって、各ピクセルの正確な長期的ＤＣバランスを達成でき
ることは明らかであろう。
【００７７】
　波形のＤＣバランスの正確な定義を検討することが必要である。波形がＤＣバランスさ
れているかどうかを判定するために、通常、電気光学媒体の抵抗性モデルが使われる。こ
のようなモデルは完全に正確ではないが、当面の目的のためには十分な正確性があると想
定することができる。このモデルを使って、ＤＣバランスされた波形を定義する特徴は、
印加電圧の時間積分（印加されたインパルス）が束縛されていることである。この定義は
積分が「束縛されている」ことであって「ゼロ」ではないことに注目されたい。この点を
説明するために、白から黒への移行を駆動するのに（３００ｍ秒ｘ－１５Ｖ）平方のパル
ス、及び黒から白への移行駆動に（３００ｍ秒ｘ１５Ｖ）平方のパルスを使う白黒処理波
形を考えてみる。この波形は、明らかにＤＣバランスされているが、印加電圧の積分は、
あらゆる時間点でゼロではなく、この積分は０と±４．５Ｖ－秒との間で変化する。しか
しながら、この波形のＤＣは、積分が束縛されているのと同程度にバランスされており、
例えば、９又は１８Ｖ－秒に達するようなことは決してない。
【００７８】
　ＤＣバランスされた波形をさらに検討するために、いくつか用語定義をすることが望ま
しい。「インパルス」という用語は、すでに、ある特定の時間の間印加された電圧の時間
に対する定積分（Ｖ－秒単位）を意味するものとして定義され、通常、パルス又はパルス
の要素をいう。「インパルス・ポテンシャル」という用語は、任意の開始点（通常、検討
対象の一連の移行の開始点）からディスプレイに印加されたすべてのインパルスの合計を
意味するものとして使う物とする。この開始点において、インパルス・ポテンシャルは、
任意にゼロに設定され、インパルスが印加されるにつれ、インパルス・ポテンシャルは上
下する。
【００７９】
　これらの用語を用いれば、ＤＣバランスの定義は、インパルス・ポテンシャルが束縛さ
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れている時かつその時に限り、波形はＤＣバランスされていることになる。インパルス・
ポテンシャルが束縛されているいうことは、有限数のありうるケースの各々におけるイン
パルス・ポテンシャルがどうなるかを示すことができなければならないことを意味する。
【００８０】
　時間依存性のないコントローラ（すなわち、前記のＲ１，Ｒ２コントローラのような、
そのインパルス波形が対象となる移行の初期及び最終状態だけに影響され、時間、温度、
又は他のファクターには関わらないコントローラ）について、波形がＤＣバランスされて
いることを示すためには、一切の無限長の光学状態シーケンス中の各々の移行の後で、イ
ンパルス・ポテンシャルが束縛されていることを証明できることが必要である。このよう
な証明のための一つの十分条件は、インパルス・ポテンシャルを定められた数の「前状態
」の関数で表現できることであり、これは、電気光学ディスプレイのコントローラに対す
るＤＣバランスの実際的な概念、すなわちインパルス・ポテンシャルを有限数の以前の及
び現在の光学状態の関数として表現できること、を提供する。ディスプレイのどのピクセ
ルのインパルス・ポテンシャルも、一つの画像更新の終了から、次の画像更新の開始まで
は、その期間は電圧が印加されないので、インパルス・ポテンシャルの変化がないことに
注目されたい。
【００８１】
　前状態の（有限）数の組合せ各々に対し、コントローラは、一定のインパルス（すでに
述べたフラッシュ・メモリー中のデータにより決定されたインパルス）を印加し、これら
決められたインパルスをリスト設定することができる。これらをリスト設定するためには
、前状態の組合せを、少なくともそのコントローラが使っている「前状態の数」まで遡っ
て列挙する必要がある。（すなわち、Ｒ１，Ｒ２コントローラについては、この列挙に使
われた前状態の数は、すべての前状態組合せに対し、２つ遡って定義する必要がある）。
【００８２】
　インパルス時に印加された固定のインパルスが知られており、更新終了時のインパルス
・ポテンシャルを明確化するためには、列挙されたすべての状態について更新開始点のイ
ンパルス・ポテンシャルを明確化できる必要がある。このことは、ある波形により印加さ
れた正味インパルスは、終了点のインパルス・ポテンシャルを一意的に定義するため必要
な前状態の数より一つ少ない前状態数の関数でなければならないことを意味している。こ
れをコントローラが印加する最適波形を求める問題に変換すると、このことは、波形のイ
ンパルス・ポテンシャルは、その波形を決定するために用いられた状態の数よりも一つ少
ない前状態の関数でなければならないことを意味している。例えば、コントローラが、３
つの状態、Ｒ１，Ｒ２、及びＲ３（Ｒ３は検討対象移行の初期グレイ・レベルの直前のグ
レイ・レベル）により決定されたインパルス・データをを持つ場合、Ｒ１とＲ２との各々
の組合せは、Ｒ３に関係なく、電気光学媒体を同じインパルス・ポテンシャルに保たなけ
ればならない。
【００８３】
　言い方を換えれば、コントローラは、適切な値の移行後のインパルス・ポテンシャルを
生成するため適正なインパルスを印加できるように、移行の開始時の電気光学媒体のイン
パルス・ポテンシャルを「知って」いなければならない。もし前記の例のインパルス・ポ
テンシャルが、Ｒ１，Ｒ２、及びＲ３のすべてに基づいて変化することが許されたとすれ
ば、次の移行においては、その前に使ったＲ３の情報は放棄されてしまっているので、コ
ントローラが開始インパルス・ポテンシャルを「知る」方法はないことになろう。
【００８４】
　前に示したように、本発明の制限移行方法は、望ましくは、Ｒ１，Ｒ２コントローラ（
すなわち、一切の移行において、印加されるインパルスは移行の初期及び最終グレイ・レ
ベルだけに依存する、コントローラ）を使って実施され、このようなコントローラにおい
ては、インパルス・ポテンシャルは、Ｒ１だけの関数として一意的に定義されなければな
らないことは、前記の説明から理解できるであろう。
【００８５】
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　最適波形を決定するためのさらなる厄介な問題が、「インパルス・ヒステリシス」と呼
ぶことのできる現象から生じる。光レールにおける極度な加熱状況を除き、一つの極性の
電圧によって駆動される電気光学媒体は、常により黒くなり、反対極性の電圧によって駆
動される電気光学媒体は、常により白くなる。但し、ある種の電気光学媒体、特にある種
のカプセル化電気光学媒体において、インパルスによる光学状態の変化はヒステリシスを
表し、媒体が白に向かってさらに進んで駆動されるにつれ、印加するインパルス単位ごと
の光学的変化は減少する、しかし、印加電圧の極性が急に反転され、ディスプレイが逆方
向に駆動されると、インパルス単位あたりの光学的変化は急に増大する。言葉を変えれば
、インパルス単位あたりの光学的変化は、現在の光学状態だけでなく、光学状態変化の方
向にも大きく依存している。
【００８６】
　このインパルス・ヒステリシスは、電気光学媒体を中間のグレイ・レベルに向けて移動
させる性向を持つ内在的「復元力」を生成し、ＤＣバランスを維持しつつ単極性のパルス
で（一般グレイスケール画像フローのように）媒体を状態から状態へと駆動する作業を混
乱させる。パルスが印加されると、媒体は、平衡状態に達するまで、三次元のＲ１，Ｒ２
／インパルスのヒステリシス面に乗っている。この平衡は、各パルス波長に対し固定され
ており、一般に光学範囲の中央部にある。例えば、一つのカプセル化４グレイ・レベルの
電気光学媒体を、黒から濃いグレイに駆動するのに（１００ｍ秒ｘ－１５Ｖ）の単極性イ
ンパルスが必要であるが、それを濃いグレイから黒に戻し駆動するには、（３００ｍ秒ｘ
１５Ｖ）の単極性インパルスが必要であることが経験的に分かっている。分かるように、
この波形はＤＣバランスされていない。
【００８７】
　インパルス・ヒステリシス問題に対する解決策は、二極性の駆動を用いること、すなわ
ち、電気光学媒体を一つのグレイ・レベルから次のレベルへ（潜在する）間接的な経路で
駆動することであって、第一にピクセルを、ＤＣバランスを維持する必要性に応じ、どち
らかの光レール中に駆動し、次に第二インパルスを印加して所望の光学状態に到達させる
。例えば、前記の状況において、（１００ｍ秒ｘ－１５Ｖ）のインパルスを印加して黒か
ら濃いグレイに行くことはできようが、濃いグレイから白に戻るのは、まず、さらに負電
圧、次に正電圧を印加し、Ｒ１，Ｒ２のインパルス・カーブに乗って黒状態に戻ることに
なる。また、すでに説明したように、このような間接移行は、グレイスケールのレール安
定化によって誤差累積問題を防止する。
【００８８】
　本文前記、ならびに前記特許及び出願中で論じられているように、電気光学媒体のイン
パルス・ヒステリシス現象及び前状態への依存性のため、各々の移行に対する波形を、対
象ピクセルの前状態の経歴いかんによって変える必要がある。前記のＷＯ０３／０４４７
６５に記載されているように、各々の移行に対する最適波形を、波形を生成するための、
初期「推量」移行マトリクスを使って決定することができる（すなわち、前記のデータ・
アレイに対応する移行テーブルを「調整」することができる）、このマトリクスは、固定
された、通常、擬似乱数又は一連の前光学状態を通して電気光学媒体を取り扱うため用い
られる。プログラムでは、各々の前状態組合せで達成された実施の光学状態を、同じ組合
せの狙いグレイ状態から差し引いて誤差マトリクスを計算し、このマトリクスは移行マト
リクスと同一次元である。誤差マトリクスの各要素は、移行マトリクスの要素と対応する
。移行マトリクス中の要素が高すぎる場合、誤差マトリクス中の対応する要素も押し上げ
られることになる。そこで、ＰＩＤ（比例－積分－微分）制御を使って、誤差マトリクス
をゼロに向けて駆動することができる。クロス項（移行マトリクスの各要素が誤差マトリ
クスの複数の要素に影響する）が有るが、これらの影響は微小で、逐次代入を通して調整
が進み誤差マトリクスの値の大きさが減ずるにつれ縮小する性向がある。（時によって、
ＰＩＤコントローラのＩ又はＤの定数を０に設定して、ＰＩ、ＰＤ、又はＰ制御を行うこ
とができることに注目されたい。）
　調整プロセスが完了すると、所定のグレイ・レベル精度水準を達成するためには、移行



(20) JP 5904690 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

マトリクスにある特定数の前状態が存在する必要があることが分かる。例えば、ある特定
のカプセル化電気光学媒体に対しこのプロセスを使って波形が生成され、その過程で、コ
ントローラは、移行マトリクスに既存のもの以外のもう一つの前状態を記録し、演算ユニ
ットを使って波形の第一セクション中のインパルスを計算してＤＣバランスを確実にした
。この波形において、インパルス・ポテンシャルは、移行マトリクスに網羅された各前状
態の組合せに対するものとは異なったものにされた。
【００８９】
　移行マトリクスにおける次元の数（「ＴＭ次元」）と、この波形に対する最大光学誤差
との間の相関は、以下の表１に記載によることが判明した。
【００９０】
【表１】

　平均的観察者の視覚認知の限界は、大体１Ｌ＊ユニットなので、この表のデータは、移
行マトリクスに複数の次元を設定することは非常に有用であることを示し、一次元よりは
二次元が、二次元よりは三次元がよい。
【００９１】
　前記のすべての点を顧慮して、すでに述べたＲ１，Ｒ２の２ビット・グレイスケール・
コントローラに対する好適な波形が考え出された。各々の最終光学状態Ｒ１に対し固定さ
れたインパルス・ポテンシャルを維持したが、二次元移行マトリクスを用いた。これは、
累積誤差を低減するためレール安定化され、インパルス・ヒステリシスへの顧慮から、切
り替え時に低い発散になるように設計された。
【００９２】
　下記の表記中で使われている数字はインパルスを表す。負のインパルスは所定時間の間
－Ｖ（例、－１５Ｖ）を印加することにより加えられ、正のインパルスは所定時間＋Ｖを
印加することにより加えられた（すなわち波形はパルス幅変調であった）。電圧－時間の
積の大きさは、インパルスの大きさと等しかった。この代わりとして電圧変調を用いるこ
とができた。
【００９３】
　好適な波形において、各更新時に、次のインパルス・シーケンスが、左から右への時間
経緯で読みとるようにして印加された：
　－ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）ＩＰ（Ｒ１）－ＩＰ（Ｒ２）ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）
　ここで、「ＩＰ（Ｒｘ）」は、各グレイ・レベルに対し一つの値を持つインパルス・ポ
テンシャル・マトリクス（この場合ベクトル）からの対応値をあらわし、ＴＭ（Ｒ１，Ｒ
２）は、各Ｒ１，Ｒ２組合せに対し一つの値を持つ移行マトリクスからの対応値を表す。
当然、一部のＲ１及びＲ２に対してＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）は負になりえる。（すでに述べた
ように、便宜のために、この種のインパルス・シーケンスを以降「－ｘ・ΔＩＰ・ｘ」シ
ーケンスと短縮表現することがある。）
　移行マトリクスの値を、ＤＣバランスを気にすることなく、望むように調整することが
できよう、というのはこの波形の第一及び第三セクションの正味インパルスは常にゼロだ
からである。初期と最終状態との間のインパルス・ポテンシャルの差の分は波形の中間セ
クションで印加される。
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【００９４】
　経験的に、ほとんどの場合、最終駆動パルスの方が、初期パルスよりも最終グレイ・レ
ベルに対する影響が大きいことが判明しているので、この波形に対する移行マトリクスを
、前記と同じＰＩＤ取組み法で調整することができる。インパルス・ポテンシャルとして
設定された値は、確定最終グレイ・レベルへの波形の更新速度に影響する。例えば、すべ
てのインパルス・ポテンシャルをゼロにすることもできるが、その結果、更新時間は長く
なる、というのは、最終駆動パルス（第三セクション）は、等しい長さの初期パルス（第
一セクション）と相殺されているからである。このように、この場合、最終駆動パルスは
、合計更新時間の半分よりも長くはなり得ない。注意深くインパルス・ポテンシャルを選
択することによって、合計更新時間の大きな割合最終パルスのために使用することが可能
となる。例えば、最終駆動パルスが、最大合計更新時間の半分以上、事実上８０％までを
も占めるようにすることができる。
【００９５】
　望ましくは、ＰＩＤ制御のような最適化手法による勾配、差分の組合せ評価等を用いて
、各種のパルス長さをコンピュータで選択する。
【００９６】
　前記のＷＯ０３／０４４７６５及び本文前記で述べているように、電気光学媒体には、
通常、温度感受性があり、また、特定のグレイ・レベルへのすべての移行が常に同一の光
レールから来る場合、温度に対するグレイ・レベルの無補償安定性が増加することが判明
している。この理由は簡明である。温度が変化するにつれ、電気光学媒体ののスイッチン
グ速度は速くなったり遅くなったりする。２ビット・グレイ・レベル・ディスプレイにお
いて、濃いグレイから薄いグレイへの移行は黒レールで反射されるが、白から薄いグレイ
への移行は白レールで反射される場合を想定してみる。電気光学媒体のスイッチング速度
が遅くなると、黒から反射される薄いグレイ状態はより濃くなり、黒から反射される薄い
グレイ状態はより薄くなることになる。かくて、温度安定性のある波形のためには、所定
のグレイ・レベルには常に同じ側からアプローチすること、すなわち、最終パルスが常に
同じ極性であることが重要である。以下のシーケンス：
　－ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）ＩＰ（Ｒ１）－ＩＰ（Ｒ２）ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）
　を用いた、前記好適ドライブスキームにおいて、このために、少なくとも一部のグレイ
・レベルに対しては、各値の符号がＲ１だけに依存するように、ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）の値
を選択する必要がある。一つの好適な取組み法は、ＴＭ値に対し、黒及び白状態について
はいずれの符号でもとらせるが、薄いグレイについては正符号だけ、濃いグレイについて
は負符号だけをとらせることであり、これによって、中間グレイ・レベルは、近い方の光
レールからだけアプローチされる。
【００９７】
　この好適波形は、以下に説明するように、短い休止期間を波形に挿入してインパルスの
分解能を増大するなどといった手法と完全に両立する。
【００９８】
　すでに示したように、前記の－ｘ／ΔＩＰ／ｘパルス・シーケンスを変形して追加のパ
ルスを含めることができる。このような一つの変形に追加のパルス種類を含めることがで
き、以降、これを「ｙ」パルスという。「ｙ」パルスを［＋ｙ］［－ｙ］の形で表すもの
とし、ここでｙはインパルスの値であって、負又は正いずれかの値をとることができる（
言い換えれば、［－ｙ］［＋ｙ］は同等に有効である。ｙパルスは、「ｘ」パルス対の各
半分［－ｘ］及び［＋ｘ］がΔＩＰパルスの前と後とに配置されるのに対し、「ｙ」パル
スはパルス・シーケンス内の他の位置に配置できるという点が、前記の「ｘ」パルスと違
っている。
【００９９】
　このような第二の変形では、パルス・シーケンス内の任意の点に０Ｖ「パルス」（すな
わち、対象ピクセルに電圧が印加されていない期間）を加え、例えば、移行から得られた
グレイ・レベルを少し上下にシフトしたり、前状態情報のピクセル最終状態に対する影響
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を低減又は変更するなど、シーケンスの性能を向上する。このような０Ｖセクションを、
異なるパルス要素の間、あるいは、一つのパルス要素の中間に挿入することができる。
【０１００】
　前記のＷＯ０３／０４４７６５に記載されているような移行テーブルを使って、レール
安定型の波形を構成する好適な方法は以下による。
【０１０１】
　（ａ）各グレイ・レベルのインパルス・ポテンシャルの値（通常、経験的に導出）を設
定し、各移行に対する適切なΔＩＰを移行テーブルに記入する。
【０１０２】
　（ｂ）各移行に対し、ｘの値を選定し、－ｘをΔＩＰパルスの前に＋ｘを後に挿入する
（前述したように、ｘは負のこともあるので－ｘ及び＋ｘパルスはいずれの極性をとるこ
ともできる。
【０１０３】
　（ｃ）各移行に対し、ｙの値を選定し、－ｙ及び＋ｙをパルス・シーケンスの中に挿入
する。－ｙ／＋ｙ組合せをどのパルス境界にも、例えば、－ｘパルスの前、ΔＩＰパルス
の前、＋ｘパルスの前、又は＋ｘパルスの後に挿入することができる。
【０１０４】
　（ｄ）各移行に対し、ｎ＝０以上のｎの０Ｖフレームを、パルス・シーケンスの任意の
点に挿入する。
【０１０５】
　（ｅ）前記のステップを、波形が所望のレベルに達するまで、必要なだけの回数繰り返
す。
【０１０６】
　このプロセスを添付図面を参照して説明する。図２は、一つの移行のための波形の基本
的な－ｘ／ΔＩＰ／＋ｘ構造を示しており、説明目的のため、ｘ及びΔＩＰ双方の値を仮
に正にしている。ΔＩＰと＋ｘとの間に０Ｖ間隔を設ける必要がなければ、これら２つの
パルスのつなぎ目で印加電圧を低下させる必要はなく、ΔＩＰと＋ｘパルスとは、事実上
、一つの長い正パルスを形成する。
【０１０７】
　図３は、図２に示した基本の－ｘ／ΔＩＰ／＋ｘ波形への［－ｙ］［＋ｙ］対パルスの
挿入を象徴的に図示したものである。－ｙと＋ｙとを連続させる必要はなく、原波形の異
なる場所へ挿入することができる。特に利点のある２つの特殊ケースがある。
【０１０８】
　第一の特殊ケースにおいて、「－ｙ、＋ｙ」のパルス対は、－ｘ／ΔＩＰ／＋ｘ波形の
冒頭、－ｘパルスの前に置かれ、図４に示す波形を生成する。図４に示すように、ｙとｘ
とが反対の符号である場合、ｙ持続の調節がある程度粗であったとしても、最終の光学状
態を精度よく調整できることが判明している。このように、粗な制御状態と値のｙによっ
て、電気光学媒体の最終光学状態の最終制御のためのｘの値を調整することができる。こ
れは、ｙパルスが－ｘパルスを増強し、これにより電気光学媒体が光レールの一つに押し
込まれる度合いが変化することにより生ずると考えられている。この光レールの一つに押
し込む度合いが、光レールから離れるパルス（このケースではｘパルスが供給）後の最終
光学状態の微調整を行うことが分かっている。
【０１０９】
　図５に示した第二の特殊ケースにおいて、前記同様、－ｙパルスは－ｘ／ΔＩＰ／＋ｘ
波形の冒頭、－ｘパルスの前に置かれているが、＋ｙパルスは、この波形の最後、＋ｘの
後に配置されている。このタイプの波形においては、最終光学状態はｙの大きさに感受性
が高いので、最後のｙパルスで粗調整を提供する。通常、最終光学状態は光レールに向か
う駆動の大きさにそれほど強く依存しないのでｘパルスではより微細な調整を提供する。
【０１１０】
　すでに示したように、複数の「ｙ」パルスを、－ｘ／ΔＩＰ／＋ｘ波形に挿入して、電
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気光学媒体のグレイスケールの「微細調整」を可能にし、このような「ｙ」パルスの複数
の対を相互に違ったものとすることができる。図６は、図３と同様な方法で、第二のｙタ
イプ・パルス対（「－ｚ」、「＋ｚ」で表す）の図５の波形への挿入を象徴的に図示した
ものである。－ｚ及び＋ｚパルスを図５に示す波形のどのパルス境界にも導入できるので
、－ｚ及び＋ｚパルスの導入によって、多数の異なる波形を生成できることは容易に分か
る。好適な生成波形を図７に示す。このタイプの波形は、以下の理由により、最終光学状
態の微調整のため有用である。－ｚ及び＋ｚパルスがない状態（すなわち前に説明した図
５の波形）を考えてみる。ｘパルス要素は、微調整に使われ、ｘを増大するすることによ
って最終光学状態を低下させ、ｘを低減することによってこれを上昇させることができる
。但し、電気光学媒体が、波形の安定性のため必要なほど十分に光レールに近接されなく
なるので、所定のある点を超えてｘを低減するのは望ましくない。この問題を回避するた
めに、図７に示すように、ｘを低減する代わりに、ｚがｘと反対の符号を持つようにして
－ｚ、＋ｚのパルス対を加えることによって、（実質的に）＋ｘパルスを変えずに－ｘパ
ルスを増大させることができる。＋ｚパルスは－ｘパルスを増強し、一方、－ｚパルスは
、移行レベルを望ましい正味インパルスに維持し、かくして、ＤＣバランスされた全体的
な移行テーブルが維持される。
【０１１１】
　本発明の制限移行波形取組みにおいて、「対角線要素」（ゼロ移行に対応し、初期と最
終のグレイ・レベルが同一の移行テーブル要素であって、移行テーブルの正規マトリクス
表現において、このような要素は第一対角線に位置しているためこう呼ばれる。このよう
な対角線要素はΔＩＰ＝０である）はｘ及びｙパルスの両方を包含することができる。移
行テーブルのどの要素も、ゼロ又はそれ以上のｘ及び／又はｙパルスのセットを包含する
ことができる。
【０１１２】
　また、本発明の制限移行方法は、隣接する移行フレームの間の「休止期間」を活用する
。このような休止期間の詳細については、本発明の中断スキャン方法と関連させて後記で
説明する。通常、アクチブ・マトリクス・ディスプレイにおいて、ピクセルは一連のグル
ープ（通常、複数のロー）に分けられており、これら複数のグループの各々は連続的に選
択され（一般にマトリクスのローがスキャンされる）、選択されたグループの各々のピク
セルに対して、駆動電圧又は非駆動電圧のいずれかが印加される。すべてのピクセル・グ
ループのスキャンは、１フレーム期間内に完了する。このピクセル・グループのスキャン
は繰り返され、典型的な電気光学ディスプレイにおいては、スキャンは、ディスプレイの
全体書き換えに必要なフレームのグループ（便宜的にスーパーフレームと呼ぶ）の期間に
１回を超えて繰り返すことになる。通常、更新には、一定の、例えば５０Ｈｚのスキャン
周波数が用いられ、これでは２０ｍ秒のフレームが可能である。しかしながら、このフレ
ーム長さでは、光学波形性能のためには不十分な分解能しか得られないことになろう。多
くの場合、ｔ／２の長さのフレーム、例えば通常２０ｍ秒のフレーム長さの波形では１０
ｍ秒のフレームが望ましい。異なった遅延時間のフレームを組み合わせて、ｎ／２のパル
ス分解能を生成することが可能である。一つの特定なケースを取り上げてみると、単一の
長さ１．５＊ｔを波形の冒頭に挿入し、同様なフレームを波形の終わりに（終了０Ｖフレ
ームの直前、０Ｖフレームは普通のフレーム速度で必要なもので、通常、波形の終端に使
われ、ピクセル上の残留電圧変化による有害な影響を防止する）挿入することができよう
。２つの隣接するフレームのスキャンの間に、単に０．５＊ｔの遅延時間を加えることに
よって、２つのより長いフレームを実現することができる。この波形は以下の構造を持つ
ことになろう：
　ｔｍ秒のフレーム：ｔ／２ｍ秒の遅延：ｔｍ秒のフレーム［…］ｔｍ秒のフレーム：ｔ
／２ｍ秒の遅延：ｔｍ秒のフレーム（全体アウトプットは０Ｖに）
　２０ｍ秒長さ通常フレームに対し、最初及び最後のパルス、プラスこれら各々の遅延は
各３０ｍ秒の長さとなる。
【０１１３】
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　この波形構造を使い、最初及び最後のパルス長さを、以下のアルゴリズムを用いて、１
０ｍ秒変化させる。
【０１１４】
　（ａ）最初パルスの長さがｔで均等に割り切れるならば、冒頭のフレームは０Ｖ駆動電
圧で構成され、ｔｍ秒に相当する数のフレームは、所望のパルス長さを実現するために活
性化される、又は
　（ｂ）最初のパルスの長さをｔで除したときｔ／２の剰余が出るならば、１．５＊ｔの
冒頭フレームは活性となり、最初のフレームに引き続くｔｍ秒に対応する数のフレームは
、所望のパルス長さを実現するために活性化される。
【０１１５】
　最後のパルスも同じアルゴリズムに従う。このアルゴリズムが適切に機能するためには
、開始時点及び終了時点をそれぞれ整合させなければならないことに注意されたい。さら
に、ＤＣバランスを維持す最初及び最後のパルスを－ｘ／＋ｘ対の一部として対応させる
ことができる。
【０１１６】
　「休止期間」を採用しているかどうかに関わらず、移行を実行するために使われる波形
の効果が、その波形中のパルスの中または前にゼロボルト期間（実際は遅延時間）を置く
ことによって変化することが判明しており、本発明の制限移行方法に、波形中の連続する
パルスの中又はそれらの間にゼロ電圧期間を含めることができる。すなわち、本文書の前
記及び前述のＰＣＴ／ＵＳ２００４／０１００９１中で使われている用語でいえば、「切
れ目のある」波形にすることができる。図８から１０は、図２の基本―ｘ・ΔＩＰ・＋ｘ
波形に、このようなゼロ電圧期間を組み込んだ変形を図示したものである。図８の波形で
は、時間遅延は－ｘパルスとΔＩＰパルスとの間に挿入されている。図９の波形では、時
間遅延はΔＩＰパルスの内部に挿入されている、すなわち、ΔＩＰパルスが時間遅延によ
って２つの別個のパルスに分割されているのと同じことに帰着する。図１０の波形は、時
間遅延が＋ｘパルスの内部に挿入されていることを除けば、図９と同様である。時間遅延
を波形内に組み込んで、こういった遅延がなければ実現できないような光学状態を達成す
ることができる。また、時間遅延を最終光学状態の微調整のために用いることもできる。
この微調整機能は重要である、というのは、アクチブ・マトリクス駆動においては、各パ
ルスの時間分解能はディスプレイのスキャン周波数によって定義されるからである。スキ
ャン周波数によって与えられる時間分解能は、かなり粗になることがあり、微調整のため
の何らかの追加手段がなければ、精度ある最終光学状態を達成することができないことが
ある。
【０１１７】
　（本発明の中断スキャン方法）
　すでに述べたように、本発明は、複数のグループに分けられた複数のピクセルを持つ電
気光学ディスプレイを駆動するための「中断スキャン」方法を提供する。この方法は、複
数のピクセル・グループの各々を連続的に選定して、選定したグループ中の各ピクセルに
駆動電圧又は非駆動電圧を印加し、すべてのピクセルグループのスキャンを第一フレーム
期間内に完了することを含む。このピクセル・グループのスキャンは、第二フレーム期間
において繰り返される（どの特定のピクセルも、第一フレーム期間においては駆動電圧を
印加、第二フレーム期間には非駆動電圧を印加することができ、またその逆も可能なこと
を理解されたい）。中断スキャン方法の発明において、ピクセル・グループのスキャンは
、第一と第二フレーム期間との間の休止期間で中断され、この休止期間は、第一及び第二
フレーム各期間の長さを超えない。この方法において、第一及び第二フレーム期間の長さ
は通常等しく、休止期間の長さは、通常フレーム期間の一つの長さの約数（望ましくは、
半分又は四分の一）である。
【０１１８】
　中断スキャン方法において、隣接するフレーム期間の異なる対の間に複数の休止期間を
含めることができる。このような複数の休止期間は、望ましくは、おおよそ等しい長さで
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、複数休止期間の合計長さは一つのフレーム期間全体と等しいか、あるいは、１フレーム
期間から１休止期間をマイナスしたものに等しい。例えば、後記でさらに詳細を説明する
ように、第一方法の一つの実施形態において、複数の２０ｍ秒フレームと、３つあるいは
４つの５ｍ秒の休止期間とを用いることができよう。
【０１１９】
　この中断スキャン方法において、当然、ピクセル・グループは、通常、在来のロー／コ
ラム型アクチブ・マトリクス・ピクセル・アレイのローとなる。本中断スキャン方法には
、複数のピクセル・グループの各々を連続的に選定して、選定したグループ中の各ピクセ
ルに駆動電圧又は非駆動電圧を印加し（通常、マトリクスのローをスキャンする）、すべ
てのピクセルグループのスキャンを第一フレーム期間内に完了することが含まれる。この
ピクセル・グループのスキャンは、第二フレーム期間において繰り返され、典型的な電気
光学ディスプレイにおいて、このスキャンは、ディスプレイの完全再書き込みに必要なス
ーパーフレームの期間中に１回を超えて回繰り返されることになる。ピクセル・グループ
のスキャンは、第一と第二フレーム期間との間の休止期間の間中断され、この休止期間は
第一及び第二フレーム各期間の長さを超えない。
【０１２０】
　駆動電圧は、各スキャンにおける１ライン処理の間に個々のピクセルに印加されるだけ
であるが、その駆動電圧は、同じラインが次に選定されるまでの時間、徐々に衰えるだけ
でピクセル電極上に存続し、マトリクスの他のラインが選定されている間もピクセルを駆
動し続けており、中断スキャン方法は、「非選定」時間の間のピクセルの継続駆動に依存
している。非選定時間におけるピクセル電極電圧の緩徐な低下を暫時無視すると、休止期
間の直前のフレーム期間において駆動電圧にセットされたピクセルは、休止期間の間も継
続して駆動電圧の影響を受け、このようなピクセルにとって、前回のフレーム期間が、実
際上、休止期間の長さ分だけ延長されたことになる。一方、休止期間の直前のフレーム期
間において非駆動（通常ゼロ）電圧にセットされたピクセルは、休止期間の間継続してゼ
ロ電圧の下にある。緩徐に低下するピクセル電極電圧によって、休止期間中にピクセルに
供給される合計インパルス量が所望値となることを確実にできるように休止期間の長さを
調整するのが望ましかろう。
【０１２１】
　説明目的のため、中断スキャン方法の簡単な例として、複数（例えば１０）の２０ｍ秒
フレームで構成されているスーパーフレームを持つ簡単なパルス幅変調ドライブスキーム
を考えてみる。通常、スーパーフレームの最後のフレームは、すべてのピクセルを非駆動
電圧にセットする。双安定電気光学ディスプレイは、通常、表示する画像が変更されると
き、あるいは、表示画像をリフレッシュすることが望まれるような比較的長い間隔におい
てだけ駆動され、一般に、各スーパーフレームの後にはディスプレイが駆動されない長い
期間が続くことになる、そこで、この長い非駆動期間中に一部のピクセルが尚早な変化を
するのを防止するため、すべてのピクセルに対し、スーパーフレームの終端に非駆動電圧
を設定することが望ましい。本発明の中断スキャン方法に従ってこのようなドライブスキ
ームを変更するため、連続する２０ｍ秒フレームの間に１０ｍ秒の休止期間を挿入し、こ
の簡単な変更により、印加された電圧と、所定の移行を遂行するため必要な理想的インパ
ルスとの間の最大可能差異を半減し、これによって、実際に達成されるグレイ・レベルの
最大逸脱度を約半分にすることができる。１０ｍ秒休止期間は、各スーパーフレームの最
後から２番目のフレームの後部に便利に挿入されるが、必要に応じ、スーパーフレームの
他の点にも挿入することができる。
【０１２２】
　実際面では、この例では、１０ｍ秒の休止期間を挿入するだけでなく、各スーパーフレ
ーム中に一つの２０ｍ秒フレームを追加挿入することが望ましい。未変更のドライブスキ
ームに対し、以下のインパルスをどのピクセルにも適用することができる：
　０，２０，４０，６０…１６０．１８０ユニット
　ここで、１インパルス・ユニットは、駆動電圧を１ｍ秒間印加することによって得られ
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るインパルスとして定義される。これより、利用可能なインパルスと、任意の移行のため
必要な理想的インパルスとの間の最大差異は１０ユニットとなる。（スーパーフレームの
最後のフレームは、すべてのピクセルを非駆動電圧にセットするので、その前のスーパー
フレームの９フレームだけが駆動電圧印加のため使用可能である。）すでに述べたように
、休止期間の前のフレームにおいて駆動電圧にセットされたどのピクセルも、そのフレー
ム期間プラス休止期間の間この駆動電圧の影響を受け続け、これにより、このフレームに
対する２０ユニットに換えて３０ユニットのインパルスを受ける。従って、変更されたド
ライブスキームでは以下のインパルスをどのピクセルにも適用することができる：
　０，２０，３０，４０，５０，６０ユニット等
　スーパーフレームに追加フレームを挿入して、変更後のドライブスキームが、きっちり
１８０ユニットのインパルスを供給できるようにすることが望ましい。２０ユニットの整
数倍となる一切のインパルスにおいて、休止期間に先行するフレーム期間で関連ピクセル
を非駆動電圧にセットする必要があるので、厳密に１８０ユニットのインパルスを実現す
るためには１１フレーム構成のスーパーフレームが必要であり、１８０インパルスを受け
るどのピクセルに対しても、９フレームの間は駆動電圧にセットすることができ、休止期
間に先行するフレーム及び（例のごとく）スーパーフレームの最後のフレームの間は、非
駆動電圧にセットすることができるようにする。このように、この変更ドライブスキーム
を使用した場合、使用可能なインパルスと、任意の移行のための理想的インパルスとの間
の最大差異は５ユニットに低減される。（この変更ドライブスキームでは１０ユニットの
インパルスを印加することはできないが、実際面でこのことはさして重大ではない。合理
的に一貫したグレイスケール・レベルを生成するために、どのグレイスケール移行につい
ても１０ユニットのような小さなインパルスが必要とならないように、利用可能なインパ
ルス・レベルの数はディスプレイのグレイ・レベルの数よりも十分に多くなければならな
い。）
　当然、休止期間を、印加したインパルスを介して所望の制御を達成するため必要などの
ような数と長さにすることもできる。例えば、１０ｍ秒の休止期間を含める前記ドライブ
スキームの変更に換えて、望ましくは後ろに休止期間を伴わない３つの追加２０ｍ秒駆動
フレームをドライブスキームに加えながら、３つの５ｍ秒休止期間を、別々の２０ｍ秒駆
動フレームの後に含めるようにドライブスキームを変更することができよう。この変更ド
ライブスキームでは、以下のインパルスをどのピクセルにも適用し：
　０，２０，２５，３０，３５…１７０，１７５，１８０ユニット
　これにより、使用可能なインパルスと、任意の移行のための理想的インパルスとの間の
最大差異を２．５ユニットに低減することができ、これは元の変更前ドライブスキームの
ものと比較すると４分の一への低減となる。
【０１２３】
　中断スキャン方法についての前記説明では、印加インパルスの極性の問題を無視してき
た。本明細書の前記及び前記ＷＯ０３／０４４７６５で論じられているように、双安定電
気光学媒体は、両方の極性のインパルス印加を必要とする。スライドショウ・ドライブス
キームのような一部のドライブスキームにおいては、ディスプレイに新しい画像が書き込
まれる前にまず、ディスプレイ上のすべてのピクセルが、黒又は白のいずれかの最端光学
状態に駆動され、その後ピクセルは単一極性のインパルスによって最終グレイ状態に駆動
される。このようなドライブスキームを、中断スキャン方法に従い、前に説明した方法で
変更することができる。その他のドライブスキームでは、ピクセルを最終グレイ状態に駆
動するためには両方の極性のインパルスの印加が必要となる。２つの極性のインパルスを
別々のフレームで印加することができ、又は、２つの極性のインパルを同一のフレームで
、例えば、共通フロント電極はＶ／２の電圧に保持され、一方、個別ピクセル電極は０、
Ｖ／２又はＶに保持されている３レベル・ドライブスキームを使って印加できる。２つの
極性のインパルスが別々のフレームで印加される場合、中断スキャン方法は、望ましくは
、一つは、一方の極性のインパルスが印加されるフレームの後に、二番目は、反対極性の
インパルスが印加されるフレームの後に置かれた、少なくとも２つの別個の休止期間を設
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けて実施される。しかしながら、両方の極性が同一のフレームで印加されるドライブスキ
ームを使う場合には、中断スキャン方法では、ただ一つの休止期間を活用することができ
る、というのは、前の説明でも明らかなように、フレームの後に休止期間を含めることの
効果は、駆動電圧の極性いかんに関わらず、そのフレームにおいて駆動電圧が印加された
一切のピクセルに印加されるインパルスの強さを増加させることにあるからである。
【０１２４】
　また、前記ＷＯ０３／０４４７６５、及び本文書の前記で論じたように、多くの安定電
気光学媒体は、望ましくは、長期的な直流（ＤＣ）バランスを実現するドライブスキーム
によって駆動され、このようなＤＣバランスは、ピクセルのグレイ・レベルを実質上変化
させることのないＤＣバランス・セクションを、グレイ・レベルを変化させるメイン駆動
セクションの前に印加し、印加したインパルスの代数和をゼロ、又は少なくとも非常に小
さくなるようにこの２つのセクションを選択するようなドライブスキームを使って好都合
に実現する。メイン駆動セクションを、中断スキャン方法に従って変更する場合、休止期
間の挿入による追加インパルスが累積して有意なＤＣ不均衡をもたらすことを防止するた
め、ＤＣバランス・セクションを変更することが大変望ましい。但し、ＤＣバランス・セ
クションを、メイン駆動セクション変更の正確な鏡像となるように変更する必要はない、
というのは、ＤＣバランス・セクションはギャップ（ゼロボルト・フレーム）を持つこと
ができ、ほとんどの電気光学媒体は、短時間のＤＣ不均衡では障害を受けないからである
。このように、前記で論じた、１０の２０ｍ秒フレームの間に挿入した一つの１０ｍ秒休
止期間を用いたドライブスキームにおいて、このドライブスキームの第一フレームを３０
ｍ秒時間経過させることによってＤＣバランスを実現することができる。このフレームに
おいてピクセルに駆動電圧を印加、また印加しないことによって、全体的インパルスを２
０ユニットの倍数にして後にこのインパルスを容易にバランスできるようにする。３つの
５ｍ秒休止期間を用いたドライブスキームにおいて、ドライブスキームの最初の２つのフ
レームを、同じように２５ｍ秒及び３０ｍ秒の経過時間とし（どの順序でも）、前記と同
様に全体インパルスを２０ユニットの倍数とすることができる。
【０１２５】
　前記の説明から、本発明の中断スキャン方法は、各スーパーフレーム中に各挿入休止期
間に対して１つの追加フレームを含める必要性からくる処理時間の増加と、この方法によ
る、インパルス及びそれによる生成グレイスケールの制御改善との間でトレードオフが必
要なことが分かるであろう。しかしながら、本中断スキャン方法は、処理時間の小幅な増
加によってインパルス制御の非常に大幅な向上を提供できる。例えば、前記の、２０ｍ秒
フレームを含むスーパーフレームを３つの５ｍ秒休止期間を含むように変更したドライブ
スキームは、処理時間の４０パーセント増よりは低いコストで、インパルス精度の４倍の
向上をもたらす。
【０１２６】
　（本発明のバランス化グレイ・レベル法）
　すでに述べたように、本発明はアレイに配置された複数ピクセルを有する電気光学ディ
スプレイを駆動するための、バランス化グレイ・レベル法をも提供する。ピクセルは、異
なった複数インパルスを印加する機能を持つパルス幅変調波形によって駆動される。駆動
回路は、任意のインパルスの印加により所望のグレイ・レベルより高いか、又は低いかい
ずれのグレイ・レベルが生成されるかを示すデータを格納する。２つの隣接するピクセル
の両方が同じグレイ・レベルであることが必要な場合、これら２つのピクセルに印加され
るインパルスは、一つのピクセルは所望のグレイ・レベルより低く、他方のピクセルは所
望のグレイ・レベルを上回るように調整される。
【０１２７】
　この方法の好適な形態において、ピクセルを２つのグループに分け、以降「偶数」と「
奇数」として表すことにする。この２つのグループを、各ピクセルが少なくとも一つの反
対グループの隣接ピクセルを持ち、２つのグループに対して別のドライブスキームが使わ
れることを条件として、（各ロー及びコラムのピクセルが交互に２つのグループになるよ
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うに）チェッカー盤パターン、又は前記のＷＯ０３／０４４７６５に記載されたような他
の配列に配置することができる。格納されたデータが、利用可能なインパルスの一つが実
質的に所望のグレイ・レベル移行を生成できることを示す場合、このインパルスはその移
行のため、偶数及び奇数ピクセル双方に印加される。しかしながら、格納データが、特定
のグレイ・レベル移行に必要なインパルスは利用可能な２つのインパルスのおおよそ中間
にあることを示す場合、これらインパルスの一つは偶数ピクセルの移行に使われ、他方は
奇数ピクセルの移行に使われる。このように、隣接する２つのピクセルが同一のグレイ状
態であることが意図されている場合（グレイスケールの高精度制御が最大に重要となる状
態）、これらピクセルの一つは、所望レベルをわずかに上回るグレイ・レベルを持つこと
になり、他方は所望レベルよりわずかに低いグレイ・レベルをもつことになる。目視作用
及び視覚の平均化によって２つのグレイ・レベルの平均が見取られ、これにより、利用可
能なインパルスが達成できるものよりも所望レベルにより近い見かけ上のグレイ・レベル
が生成されることになる。実際には、このバランス化グレイ・レベル法は、大信号の本来
のグレイスケールに重ね合わさせた小信号空間ディザ法（印加インパルスの誤差を修正す
るのに使われる）を用い、利用できるインパルス・レベルを２倍に増加している。各ピク
セルは、そのままおおよそ正確なグレイスケール・レベルに保持されているので、ディス
プレイの効果的分解能は損なわれていない。
【０１２８】
　ＭＡＴＨＬＡＢ擬似コード中の、必要な計算の実行方法一式を以下に記載する。フロア
ー関数は最も近い整数に切り下げ、モッド関数は、その第一独立変数を第二独立変数で除
した剰余を計算する：
　ｑｕｏｔｉｅｎｔ＝ｆｌｏｏｒ（ｄｅｓｉｒｅｄ＿ｉｍｐｕｌｓｅ）
　ｑｕｏｔｉｅｎｔ＝ｍｏｄ（ｄｅｓｉｒｅｄ＿ｉｍｐｌｓｅ，１）
　ｉｆ　ｒｅｍａｉｎｄｅｒ＜＝０．２５
　ｅｖｅｎ＿ｐａｒｉｔｙ＿ｉｍｐｕｌｕｓｅ＝ｑｕｏｔｉｅｎｔ
　ｏｄｄ＿ｐａｒｉｔｙ＿ｉｍｐｕｌｓｅ＝ｑｕｏｔｉｅｎｔ
　ｅｌｓｅ　ｉｆ　ｒｅｍａｉｎｄｅｒ＜＝０．７５
　ｅｖｅｎ＿ｐａｒｉｔｙ＿ｉｍｐｕｌｓｅ＝ｑｉｏｔｉｅｎｔ　＋１
　ｏｄｄ＿ｐａｒｉｔｙ＿ｉｍｐｕｌｓｅ＝ｑｉｏｔｉｅｎｔ
　ｅｌｓｅ
　ｅｖｅｎ＿ｐａｒｉｔｙ＿ｉｍｐｕｌｓｅ＝ｑｉｏｔｉｅｎｔ　＋１
　ｏｄｄ＿ｐａｒｉｔｙ＿ｉｍｐｕｌｓｅ＝ｑｉｏｔｉｅｎｔ　＋１
　ｅｎｄ．
　前記で説明した一部のドライブスキーム、例えば、図１Ａ及び１Ｂと関連して前記で説
明したサイクリックＲＳＧＳドライブスキームにおいて、ディスプレイのピクセルはすで
に２つのグループに分けられており、２つのグループには別のドライブスキームが使われ
ていて、所望のグレイ・レベルを達成するため必要なインパルスの大きさは２つのグルー
プで異なることになる。このような「２つのグループ」ドライブスキームをバランス化グ
レイ・レベル法によって変更することができるが、この方法の詳細な実施は、前記で説明
した単純なケースといくらか違ってくる。利用可能なインパルスを所望の移行に必要なも
のと単純に比較する代わりに、２つのグループにおけるグレイスケールの誤差を別々に計
算してそれら誤差の算術平均を出し、グループの一つを異なるインパルスにシフトするこ
とで、その算術平均が低減されるかどうかを判断する。この場合、算術平均の低減値は、
どちらのグループが異なるパルスにシフトされるかによって異なることになろうから、当
然ながら、どちらのシフトであれ、より小さな平均を生成する方を実施すべきことに注意
されたい。
【０１２９】
　前記同様に、この方法を、本来の大信号グレイスケールに重ねて実施された小信号空間
ディザ法であって、使用パルス幅変調ドライブスキームの限界によるインパルス誤差を是
正するため用いられている小信号空間ディザ法と見ることができる。この仕組みにおいて
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、各ピクセルは、そのままおおよそ正確なグレイスケール・レベルに保持されており、是
正はインパルスの丸め誤差を修正するだけなので、ディスプレイ分解能の効果は損なわれ
ていない。言い方を変えれば、この方法は大信号の本来のグレイスケールに加えて小信号
空間ディザ法を実施する。
【０１３０】
　本発明の様々な方法において、前記の出願類、特にＷＯ０３／０４４７６５及びＰＣＴ
／ＵＳ２００４／０１００９１に記載された各種の追加の変形及び手法を利用することが
できる。電気光学ディスプレイを駆動するため使われる全般的な波形について、少なくと
も一部のケースにおいては、ある種の移行を本発明の各種方法によって実現し、それ以外
の移行には、本発明の方法を使わず、以下に記載の他のタイプの移行を利用できることは
明らかである。例えば、本発明は下記のいずれか一つ以上を利用している。
【０１３１】
　非連続的処理（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ）（前記ＰＣＴ
／ＵＳ２００４／０１００９１、［０１４２］項から［０２３４］項及び図１－１２を参
照されたい）。
【０１３２】
　ＤＣバランスされた処理（ＤＣ　ｂａｒａｎｃｅｄ　ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ）、前記で
一部を説明した（但し、前記ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０１００９１、［０２３５］項から
［０２６０］項及び図１３－２１も参照されたい）。
【０１３３】
　定義領域更新（ｄｅｆｉｎｅｄ　ｒｅｇｉｏｎ　ｕｐｄａｔｉｎｇ）（前記ＰＣＴ／Ｕ
Ｓ２００４／０１００９１、［０２６１］項から［０２８０］項を参照されたい）。
【０１３４】
　補償電圧処理（ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　ｖｏｌｔａｇｅ　ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ）
（前記ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０１００９１、［０２８４］項から［０３０８］項及び図
２２を参照されたい）。
【０１３５】
　ＤＴＤ積分低減処理（ＤＴＤ　ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ａｄｄｒｅｓ
ｓｉｎｇ）（前記ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０１００９１、［０３０９］項から［０３２６
］項及び図２３を参照されたい）。
【０１３６】
　残留電圧処理（ｒｅｍｎａｎｔ　ｖｏｌｔａｇｅ　ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ））（前記Ｗ
Ｏ０３／０４４，７６５、頁５９から６２を参照されたい）。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１Ａ】図１Ａ及び１Ｂは、本発明の制限移行ドライブスキームの２つの部分を示す。
【図１Ｂ】図１Ａ及び１Ｂは、本発明の制限移行ドライブスキームの２つの部分を示す。
【図２】図２は、本発明の方法で用いるための好適な－ｘ／ΔＩＰ／ｘシーケンスを示す
。
【図３】図３は、図２に示した波形を、どのように変更して追加の駆動パルス対を含める
ことができるかを概略的に示す。
【図４】図４は、図２の波形を、図３に示した方法で変更して生成した一つの波形を示す
。
【図５】図５は、図２の波形を、図３に示した方法で変更して生成した第二の波形を示す
。
【図６】図６は、図５に示した波形を、どのように変更してさらなる追加駆動パルス対を
含めることができるかを概略的に示す。
【図７】図７は、図５の波形を、図６に示した方法で変更して生成した一つの波形を示す
。
【図８】図８－１０は、図２に示した波形を変形して電圧ゼロの期間を組み込んだものを
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示す。
【図９】図８－１０は、図２に示した波形を変形して電圧ゼロの期間を組み込んだものを
示す。
【図１０】図８－１０は、図２に示した波形を変形して電圧ゼロの期間を組み込んだもの
を示す。

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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