
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の画素がマトリクス状に配列された表示部を有し、供給される画像信号に応じた映
像を表示させるディスプレイの駆動装置において、
　少なくとも１行単位に画素を選択する第１の駆動回路と、選択行に対してＯＮ信号とＯ
ＦＦ信号からなる表示用情報を出力する第２の駆動回路と、第１及び第２の駆動回路を制
御する信号制御回路とを具備し、
　前記信号制御回路は、少なくとも時間変調方式を用いて、１枚の画像の表示期間を１フ
ィールドとしたとき、当該画素におけるＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を１フィールド
に１回のみとし、当該画素のＯＮ／ＯＦＦ状態を画素のメモリ効果を利用して維持し、当
該画素に記憶されたＯＮ状態の消去を１フィールドに１回のみとするように制御すること
を特徴とするディスプレイの駆動装置。
【請求項２】
　請求項１記載のディスプレイの駆動装置において、
　前記１フィールドを複数の表示サイクルに分割し、
　前記表示サイクルは、ＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を制御する表示サイクルと、Ｏ
Ｎ状態の消去を制御する表示サイクルから構成され、
　前記ＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を制御する表示サイクルのいずれか１つにおいて
、当該画素のＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を行い、
　前記ＯＮ状態の消去を制御する表示サイクルのいずれか１つにおいて、当該画素に記憶
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されたＯＮ状態の消去を行うことを特徴とするディスプレイの駆動装置。
【請求項３】
　請求項 記載のディスプレイの駆動装置において、
　前記表示サイクルは、当該画素に対して、ＯＦＦ状態の維持／ＯＮ状態への遷移、もし
くは当該画素に記憶されたＯＮ状態の維持／消去を制御する信号を入力する為の行選択が
行われる行走査期間を有し、
　当該画素のＯＮ／ＯＦＦ状態は、前記行走査期間における当該画素を含む行の非選択期
間で維持されることを特徴とするディスプレイの駆動装置。
【請求項４】
　多数の画素がマトリクス状に配列された表示部を有し、供給される画像信号に応じた映
像を表示させるディスプレイの駆動方法において、
　少なくとも１行単位に画素を選択し、
　選択行に対してＯＮ信号とＯＦＦ信号からなる表示用情報を出力し、
　少なくとも時間変調方式で階調制御するものであって、
　１枚の画像の表示期間を１フィールドとしたとき、当該画素におけるＯＦＦ状態からＯ
Ｎ状態への遷移を１フィールドに１回のみとし、当該画素のＯＮ／ＯＦＦ状態を画素のメ
モリ効果を利用して維持し、当該画素に記憶されたＯＮ状態の消去を１フィールドに１回
のみとするように制御することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【請求項５】
　請求項 記載のディスプレイの駆動方法において、
　前記１フィールドを複数の表示サイクルに分割し、
　前記表示サイクルは、ＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を制御する表示サイクルと、Ｏ
Ｎ状態の消去を制御する表示サイクルから構成され、
　前記ＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を制御する表示サイクルのいずれか１つにおいて
、当該画素のＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を行い、
　前記ＯＮ状態の消去を制御する表示サイクルのいずれか１つにおいて、当該画素に記憶
されたＯＮ状態の消去を行うことを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【請求項６】
　請求項 記載のディスプレイの駆動方法において、
　前記表示サイクルは、当該画素に対して、ＯＦＦ状態の維持／ＯＮ状態への遷移、もし
くは当該画素に記憶されたＯＮ状態の維持／消去を制御する信号を入力する為の行選択が
行われる行走査期間を有し、
　当該画素のＯＮ／ＯＦＦ状態は、前記行走査期間における当該画素を含む行の非選択期
間で維持されることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ、あるいは入力される画像信号の属
性に応じて光導波板に対するアクチュエータ部の接触・離隔方向の変位動作を制御して、
光導波板の所定部位の漏れ光を制御することにより、光導波板に画像信号に応じた映像を
表示させるディスプレイ（便宜的に電歪型ディスプレイと記す）等のパネル型のディスプ
レイを駆動するためのディスプレイの駆動装置及びディスプレイの駆動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、ディスプレイとして、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ、プラズマディ
スプレイ等の表示装置が知られている。
【０００３】
陰極線管としては、通常のテレビジョン受像機やコンピュータ用のモニタ装置等が知られ
ているが、画面は明るいものの、消費電力が大きく、また、画面の大きさに比較して表示
装置全体の奥行きが大きくなるという問題がある。また、表示画像の周辺部で分解能が低
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下し、像又は図形が歪む。記憶作用がない。大型表示ができないなどの難点もある。
【０００４】
この理由は、電子銃から放射された電子ビームを大きく偏向させることから、電子ビーム
がブラウン管の蛍光面に斜めに到達する箇所では発光点（ビームスポット）が広がり、像
が斜めに表示されるようになる。これにより、表示画像に歪みが生じることになる。また
、ブラウン管内部の大きな空間を真空に保つには限度があるからである。
【０００５】
一方、パネル型のディスプレイ、例えば液晶ディスプレイは、装置全体を小型化でき、消
費電力が少ないという利点がある。プラズマディスプレイ及び電歪型ディスプレイは、前
記液晶ディスプレイと同様に、表示部自体が体積をとらないため、小型化が可能であり、
平板な表示面であるため、見やすいという長所があり、特に、交流型プラズマディスプレ
イ及び電歪型ディスプレイにおいては、セルの記憶作用により、リフレッシュメモリが不
要であるという長所も有する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、このようなパネル型のディスプレイにおいて、消費電力を有効に低減させるこ
とができ、高輝度化を達成させることができるディスプレイの駆動装置及びディスプレイ
の駆動方法を提供することを目的とする。
【０００７】
また、本発明の他の目的は、サブフィールド駆動による階調制御において、消費電力を有
効に低減させることができ、高輝度化を達成させることができるディスプレイの駆動装置
及びディスプレイの駆動方法を提供することにある。
【０００８】
また、本発明の他の目的は、サブフィールド駆動による階調制御において、サブフィール
ド総数の低減を図ることができ、消費電力を有効に低減させることができるディスプレイ
の駆動装置及びディスプレイの駆動方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明 は、多数の画素がマトリクス状に配列された表示
部を有し、供給される画像信号に応じた映像を表示させるディスプレイの駆動装置におい
て、少なくとも１行単位に画素を選択する第１の駆動回路と、選択行に対してＯＮ信号と
ＯＦＦ信号からなる表示用情報を出力する第２の駆動回路と、第１及び第２の駆動回路を
制御する信号制御回路とを具備し、前記信号制御回路は、少なくとも時間変調方式

、１枚の画像の表示期間を１フィールドとしたとき、

。
　

【００１０】
　

【００１１】
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を用い
て 当該画素におけるＯＦＦ状態から
ＯＮ状態への遷移を１フィールドに１回のみとし、当該画素のＯＮ／ＯＦＦ状態を画素の
メモリ効果を利用して維持し、当該画素に記憶されたＯＮ状態の消去を１フィールドに１
回のみとするように制御することを特徴とする

また、本発明に係るディスプレイの駆動方法は、多数の画素がマトリクス状に配列され
た表示部を有し、供給される画像信号に応じた映像を表示させるディスプレイの駆動方法
において、少なくとも１行単位に画素を選択し、選択行に対してＯＮ信号とＯＦＦ信号か
らなる表示用情報を出力し、少なくとも時間変調方式で階調制御するものであって、１枚
の画像の表示期間を１フィールドとしたとき、当該画素におけるＯＦＦ状態からＯＮ状態
への遷移を１フィールドに１回のみとし、当該画素のＯＮ／ＯＦＦ状態を画素のメモリ効
果を利用して維持し、当該画素に記憶されたＯＮ状態の消去を１フィールドに１回のみと
するように制御することを特徴とする。

これにより、消費電力を有効に低減させることができ、高輝度化を達成させることがで
きる。また、サブフィールド駆動による階調制御において、消費電力を有効に低減させる
ことができ、高輝度化を達成させることができる。



　この場合、１フィールドを複数のサブフィールドに分けて、各サブフィールド毎に強制
リセットする駆動方式（プラズマディスプレイ等で採用）と比べ、消費電力を有効に低減
させることができる。しかも 度の向上も実現させることが可能となる。
【００１６】
　また、前記構成において、

してもよい。
【００１７】
　

。
【００６９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るディスプレイの駆動装置及びディスプレイの駆動方法の実施の形態例
（以下、単に実施の形態に係る駆動装置と記す）を図１～図４８Ｂを参照しながら説明す
るが、その前に、本実施の形態に係る駆動装置が適用されるディスプレイの構成について
図１～図２８を参照しながら説明する。
【００７０】

このディスプレイＤは、図１に示すように、光源（図示せず）からの光１０が導入される
光導波板１２と、該光導波板１２の背面に対向して設けられ、かつ多数のアクチュエータ
部１４が画素に対応して配列された駆動部１６を有して構成されている。
【００７１】
駆動部１６は、例えばセラミックスにて構成されたアクチュエータ基板１８を有し、該ア
クチュエータ基板１８の各画素に応じた位置にアクチュエータ部１４が配設されている。
前記アクチュエータ基板１８は、一主面が光導波板１２の背面に対向するように配置され
ており、該一主面は連続した面（面一）とされている。アクチュエータ基板１８の内部に
は、各画素に対応した位置にそれぞれ後述する振動部を形成するための空所２０が設けら
れている。各空所２０は、アクチュエータ基板１８の他 面に設けられた径の小さい貫通
孔１８ａを通じて外部と連通されている。
【００７２】
前記アクチュエータ基板１８のうち、空所２０の形成されている部分が薄肉とされ、それ
以外の部分が厚肉とされている。薄肉の部分は、外部応力に対して振動を受けやすい構造
となって振動部２２として機能し、空所２０以外の部分は厚肉とされて前記振動部２２を
支持する固定部２４として機能するようになっている。
【００７３】
つまり、アクチュエータ基板１８は、最下層である基板層１８Ａと中間層であるスペーサ
層１８Ｂと最上層である薄板層１８Ｃの積層体であって、スペーサ層１８Ｂのうち、画素
に対応する箇所に空所２０が形成された一体構造体として把握することができる。基板層
１８Ａは、補強用基板として機能するほか、配線用の基板としても機能するようになって
いる。なお、前記アクチュエータ基板１８は、一体焼成であっても、後付けであってもよ
い。
【００７４】
各アクチュエータ部１４は、図示するように、前記振動部２２と固定部２４のほか、該振
動部２２上に直接形成された圧電／電歪層や反強誘電体層等の形状保持層２６と、該形状
保持層２６の上面に形成された一対の電極２８（ロー電極２８ａ及びカラム電極２８ｂ）
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前記１フィールドを複数の表示サイクルに分割し、前記表示
サイクルは、ＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を制御する表示サイクルと、ＯＮ状態の消
去を制御する表示サイクルから構成され、前記ＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を制御す
る表示サイクルのいずれか１つにおいて、当該画素のＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移を
行い、前記ＯＮ状態の消去を制御する表示サイクルのいずれか１つにおいて、当該画素に
記憶されたＯＮ状態の消去を行うように

また、前記構成において、前記表示サイクルは、当該画素に対して、ＯＦＦ状態の維持
／ＯＮ状態への遷移、もしくは当該画素に記憶されたＯＮ状態の維持／消去を制御する信
号を入力する為の行選択が行われる行走査期間を有し、当該画素のＯＮ／ＯＦＦ状態は、
前記行走査期間における当該画素を含む行の非選択期間で維持されるようにしてもよい

ディスプレイの全体構成

主



とを有するアクチュエータ部本体３０と、図１に示すように、該アクチュエータ部本体３
０上に接続され、かつ光導波板１２との接触面積を大きくして画素に応じた面積にする変
位伝達部３２とを有して構成されている。
【００７５】
即ち、このディスプレイＤは、アクチュエータ基板１８上に、形状保持層２６及び一対の
電極２８からなるアクチュエータ部本体３０を形成した構造を有する。一対の電極２８は
、形状保持層２６に対して上下に形成した構造や片側だけに形成した構造でもかまわない
が、アクチュエータ基板１８と形状保持層２６との接合性を有利にするには、このディス
プレイＤのように、アクチュエータ基板１８と形状保持層２６とが段差のない状態で直接
接するように、形状保持層２６の上部（アクチュエータ基板１８とは反対側）のみに一対
の電極２８を形成した方が好ましい。
【００７６】

各部材の形状については、特開平１０－７８５４９号公報に詳細に説明されているため、
ここでは簡単に説明する。
【００７７】
まず、振動部２２及び形状保持層２６の平面形状は、円形状、長円形状（トラック形状）
、楕円形状、矩形状（コーナー部が角のとれた形状を含む）、多角形状（例えば八角形状
で各頂角部分が丸みを帯びた形状を含む）などである。
【００７８】
この場合、振動部２２の大きさが最も大きく、次いで一対の電極２８の外周形状とされ、
形状保持層２６の平面形状が最も小さく設定されている。なお、一対の電極２８ａ及び２
８ｂの外周形状が最も大きくなるように設定してもよい。
【００７９】
一対の電極２８（ロー電極２８ａ及びカラム電極２８ｂ）の平面形状は、図２に示すよう
に、多数のくし歯が相補的に対峙した形状としてもよく、その他、特開平１０－７８５４
９号公報にも示されているように、渦巻き状や多枝形状などを採用することができる。
【００８０】
形状保持層２６の平面形状を例えば楕円形状とし、一対の電極２８をくし歯状に形成した
場合は、図３Ａ及び図３Ｂに示すように、形状保持層２６の長軸に沿って一対の電極２８
のくし歯が配列される形態や、図４Ａ及び図４Ｂに示すように、形状保持層２６の短軸に
沿って一対の電極２８のくし歯が配列される形態などがある。
【００８１】
そして、図３Ａ及び図４Ａに示すように、一対の電極２８のくし歯の部分が形状保持層２
６の平面形状内に含まれる形態や、図３Ｂ及び図４Ｂに示すように、一対の電極２８のく
し歯の部分が形状保持層２８の平面形状からはみ出した形態などがある。図３Ｂ及び図４
Ｂに示す形態の方がアクチュエータ部１４の屈曲変位において有利である。
【００８２】
一対の電極２８としては、例えば図５に示すように、形状保持層２６の下面に例えばロー
電極２８ａを形成し、形状保持層２６の上面にカラム電極２８ｂを形成するようにしても
よい。
【００８３】
この場合、図１に示すように、アクチュエータ部１４を光導波板１２側に凸となるように
、一方向に屈曲変位させることが可能であるほか、アクチュエータ部１４を空所２０側に
凸となるように、他方向に屈曲変位させることも可能である。
【００８４】
そして、各電極２８ａ及び２８ｂに通じる配線は、図６の例に基づいて説明すると、多数
の画素の行数に応じた本数の垂直選択線４０と、多数の画素の列数に応じた本数の信号線
４２とを有する。
【００８５】
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各垂直選択線４０は、各画素（アクチュエータ部１４：図１参照）におけるロー電極２８
ａに電気的に接続され、各信号線４２は、各画素１４のカラム電極２８ｂに電気的に接続
されている。また、前記各垂直選択線４０は、前列の画素に関するロー電極２８ａから導
出されて当該画素に関するロー電極２８ａに接続されて、１つの行に関し、シリーズに配
線された形となっている。信号線４２は、列方向に延びる本線４２ａと該本線４２ａから
分岐して各画素１４のカラム電極２８ｂに接続される支線４２ｂからなる。
【００８６】
各垂直選択線４０への電圧信号の供給は、図示しない配線基板（アクチュエータ基板１８
の他主面に貼り合わされている）からスルーホール４４を通じて行われ、各信号線４２へ
の電圧信号の供給も、図示しない前記配線基板からスルーホール４６を通じて行われるよ
うになっている。
【００８７】
垂直選択線４０のスルーホール４４は、信号線４２の場合と異なって、垂直選択線４０上
に形成されないため、スルーホールと一方の電極２８ａ間にそれらの電気的導通を図るた
めの中継導体４８が形成される。
【００８８】
なお、各垂直選択線４０と各信号線４２とが交差する部分には、互いの配線４０及び４２
間の絶縁をとるためにシリコン酸化膜、ガラス膜、樹脂膜等からなる絶縁膜５０（二点鎖
線で示す）が介在されている。
【００８９】
また、振動部２２の形状、形状保持層２６の平面形状、一対の電極２８にて形づくられる
外周形状は、円と楕円の組み合わせでもよいし、矩形状と楕円の組み合わせでもよく、特
に限定されるものではない。また、形状保持層２６の平面形状は、ここでは図示しないが
、リング状とすることも好ましく採用される。この場合も、外周形状として、円、楕円、
矩形状など種々のものが挙げられる。形状保持層２６の平面形状をリング状とすることに
より、中空部分に電極を形成する必要がないため、変位量を小さくすることなく静電容量
を小さくすることができる。
【００９０】
図６の例では、アクチュエータ基板１８上での各アクチュエータ部１４（画素）の配置を
マトリクス状とした例を示したが、その他、各行に対して画素（アクチュエータ部１４）
を千鳥状に配置するようにしてもよい。
【００９１】

ところで、形状保持層２６として、圧電／電歪層を用いる場合、該圧電／電歪層としては
、例えば、ジルコン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛、ニッケルニオブ酸鉛、亜鉛ニオブ酸
鉛、マンガンニオブ酸鉛、マグネシウムタンタル酸鉛、ニッケルタンタル酸鉛、アンチモ
ンスズ酸鉛、チタン酸鉛、チタン酸バリウム、マグネシウムタングステン酸鉛、コバルト
ニオブ酸鉛等、又はこれらの何れかの組合せを含有するセラミックスが挙げられる。これ
らの化合物が５０重量％以上を占める主成分であってもよいことはいうまでもない。また
、上記セラミックスのうち、ジルコン酸鉛を含有するセラミックスは、本実施の形態の圧
電／電歪層の構成材料として最も使用頻度が高い。
【００９２】
また、圧電／電歪層をセラミックスにて構成する場合、上記セラミックスに、更に、ラン
タン、カルシウム、ストロンチウム、モリブデン、タングステン、バリウム、ニオブ、亜
鉛、ニッケル、マンガン等の酸化物、若しくはこれらの何れかの組合せ、又は他の化合物
を、適宜、添加したセラミックスを用いてもよい。
【００９３】
例えば、マグネシウムニオブ酸鉛とジルコン酸鉛及びチタン酸鉛とからなる成分を主成分
とし、更にランタンやストロンチウムを含有するセラミックスを用いることが好ましい。
【００９４】
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圧電／電歪層は、緻密であっても、多孔質であってもよく、多孔質の場合、その気孔率は
４０％以下であることが好ましい。
【００９５】
形状保持層２６として、反強誘電体層を用いる場合、該反強誘電体層としては、ジルコン
酸鉛を主成分とするもの、ジルコン酸鉛とスズ酸鉛とからなる成分を主成分とするもの、
更にはジルコン酸鉛に酸化ランタンを添加したもの、ジルコン酸鉛とスズ酸鉛とからなる
成分に対してジルコン酸鉛やニオブ酸鉛を添加したものが望ましい。
【００９６】
特に下記の組成のようにジルコン酸鉛とスズ酸鉛からなる成分を含む反強誘電体膜をアク
チュエータ部１４のような膜型素子として適用する場合、比較的低電圧で駆動することが
できるため、特に好ましい。
【００９７】
Ｐｂ 0 . 9 9Ｎｂ 0 . 0 2［（Ｚｒ x  Ｓｎ 1 - x  ） 1 - y  Ｔｉ y  ］ 0 . 9 8Ｏ 3  

但し、 0.5 ＜ｘ＜  0.6， 0.05＜ｙ＜  0.063， 0.01＜Ｎｂ＜  0.03
また、この反強誘電体層は、多孔質であっても良く、多孔質の場合には気孔率３０％以下
であることが望ましい。
【００９８】
そして、振動部２２の上に形状保持層２６を形成する方法としては、スクリーン印刷法、
ディッピング法、塗布法、電気泳動法等の各種厚膜形成法や、イオンビーム法、スパッタ
リング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法、化学気相蒸着法（ＣＶＤ）、めっき等
の各種薄膜形成法を用いることができる。
【００９９】
この実施の形態においては、振動部２２上に前記形状保持層２６を形成するにあたっては
、スクリーン印刷法やディッピング法、塗布法、電気泳動法等による厚膜形成法が好適に
採用される。
【０１００】
これらの手法は、平均粒径０．０１～５μｍ、好ましくは０．０５～３μｍの圧電セラミ
ックスの粒子を主成分とするペーストやスラリー、又はサスペンション、エマルジョン、
ゾル等を用いて形成することができ、良好な圧電作動特性が得られるからである。
【０１０１】
特に、電気泳動法は、膜を高い密度で、かつ、高い形状精度で形成することができること
をはじめ、「電気化学および工業物理化学　Ｖｏｌ．５３，Ｎｏ．１（１９８５），ｐ６
３～６８　安斎和夫著」あるいは「第１回電気泳動法によるセラミックスの高次成形法　
研究討論会　予稿集（１９９８），ｐ５～６，ｐ２３～２４」等の技術文献に記載される
ような特徴を有する。従って、要求精度や信頼性等を考慮して、適宜、手法を選択して用
いるとよい。
【０１０２】

次に、前記構成を有するディスプレイＤの動作を図１を参照しながら簡単に説明する。ま
ず、光導波板１２の例えば端部から光１０が導入される。この場合、光導波板１２の屈折
率の大きさを調節することにより、全ての光１０が光導波板１２の前面及び背面において
透過することなく内部で全反射する。この状態において、あるアクチュエータ部１４が選
択状態とされて、光導波板 の背面に前記アクチュエータ部１４に対応する変位伝達部
３２が光の波長以下の距離で接触すると、それまで全反射していた光１０は、光導波板１
２の背面に接触している変位伝達部３２の表面まで透過する。
【０１０３】
一旦、変位伝達部３２の表面に到達した光１０は、変位伝達部３２の表面で反射して散乱
光５２として、一部は再度光導波板１２の中で反射するが、散乱光５２の大部分は光導波
板１２で反射されることなく、光導波板１２の前面を透過することになる。
【０１０４】
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つまり、光導波板１２の背面にある変位伝達部３２の接触の有無により、光導波板１２の
前面における光の発光（漏れ光）の有無を制御することができる。特に、本実施例に係る
ディスプレイでは、光導波板１２に対して変位伝達部３２を接触・離隔方向に変位動作さ
せる１つの単位を１画素とし、更にこの画素を多数マトリクス状、あるいは各行に関し千
鳥状に配列するようにしているため、入力される画像信号の属性に応じて各画素での変位
動作を制御することにより、陰極線管や液晶ディスプレイ並びにプラズマディスプレイと
同様に、光導波板の前面に画像信号に応じた映像（文字や図形等）を表示させることがで
きる。
【０１０５】

次に、形状保持層２６として圧電層を用いた場合の各アクチュエータ部１４での動作原理
を図７の屈曲変位特性と図８の電荷－印加電圧特性に基づいて説明する。
【０１０６】
図７に示す屈曲変位特性は、アクチュエータ部１４に加えられる電圧を連続的に変化させ
たときのアクチュエータ部１４の屈曲変位をみたものである。この例では、図１に示すよ
うに、アクチュエータ部１４が一方向（光導波板１２に接近する方向）に屈曲変位する場
合を正方向としている。
【０１０７】
図８に示す電荷－印加電圧特性は、同じくアクチュエータ部１４に加えられる電圧を連続
的に変化させた場合に、アクチュエータ部１４における一対の電極２８ａ及び２８ｂ間に
蓄積される電荷量Ｑの変化をみたものである。図１に示すディスプレイＤにおいては、図
６に基づいて説明したように、一対の電極２８ａ及び２８ｂのうち、ロー電極２８ａに垂
直選択線４０が接続され、カラム電極２８ｂに信号線４２が接続されていることから、図
７及び図８の横軸に示す印加電圧は、当該アクチュエータ部１４に関する垂直選択線４０
と信号線４２との間の電圧を示すことになる。
【０１０８】
具体的に前記屈曲変位特性の測定について一例をあげて説明する。まず、アクチュエータ
部１４の一対の電極２８ａ及び２８ｂ間に周波数が１ｋＨｚ、正側ピーク電圧が１８０Ｖ
、負側ピーク電圧が－６０Ｖのｓｉｎ波を印加し、そのときの各ポイント（点Ａ～点Ｈ）
での変位量を連続してレーザ変位計で測定する。そのときの測定結果を電圧－屈曲変位グ
ラフにプロットしたものが図７の屈曲変位特性である。図７の矢印に示されるように、屈
曲変位の変位量は、印加電圧の連続的な増減によってある程度のヒステリシスをもって連
続的に変化している。また、図８に示すように、一対の電極２８ａ及び２８ｂに蓄積され
る電荷量Ｑも、図７の特性と同様に、印加電圧の連続的な増減によってある程度のヒステ
リシスをもって連続的に変化している。
【０１０９】
具体的に、まず、測定を点Ｂで示す電圧無負荷状態（印加電圧＝０Ｖ）から開始したとす
ると、この点Ｂにおいては、形状保持層２６に伸びは生じず、変位伝達部３２と光導波板
１２とは離隔された状態、即ち、消光状態にある。電荷量Ｑも最低のレベルにある。
【０１１０】
次に、アクチュエータ部１４の一対の電極２８ａ及び２８ｂ間に正側ピーク値（＝１８０
Ｖ）が印加されると、点Ｅに示すように、電荷量Ｑの増加に伴って、形状保持層２６が伸
びることとなり、アクチュエータ部１４は、一方向（光導波板１２に接近する方向）に屈
曲変位する。このとき、電荷量Ｑは最大レベルとなる。このアクチュエータ部１４の凸状
変形によって変位伝達部３２が光導波板１２側に変位し、該変位伝達部３２は光導波板１
２に接触することとなる。
【０１１１】
変位伝達部３２は、アクチュエータ部１４の屈曲変位に対応して光導波板１２の背面に接
触するものであるが、変位伝達部３２が光導波板１２の背面に接触すると、例えば光導波
板１２内で全反射されていた光１０が、光導波板１２の背面を透過して変位伝達部３２の
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表面まで透過し、変位伝達部３２の表面で反射する。これによって、当該アクチュエータ
部１４に対応する画素が発光状態となる。
【０１１２】
なお、変位伝達部３２は、光導波板１２の背面を透過した光を反射するため、更には光導
波板１２との接触面積を所定以上に大きくするために設けられるものである。即ち、変位
伝達部３２と光導波板１２との接触面積により、発光面積が規定される。
【０１１３】
そして、前記ディスプレイＤでは、変位伝達部３２は、実質的な発光面積を規定する板部
材３２ａとアクチュエータ部本体３０の変位を板部材３２ａに伝達するための変位伝達部
材３２ｂを有する。
【０１１４】
なお、変位伝達部３２と光導波板１２との接触とは、変位伝達部３２と光導波板１２とが
光１０（光導波板１２に導入される光１０）の波長以下の距離に位置することを意味する
。
【０１１５】
また、光導波板１２に接触する板部材３２ａ以外のところを金属膜や、カーボンブラック
、黒顔料、黒染料を含んだ膜で形成されたブラックマトリクスで覆うことが好ましい。中
でも、Ｃｒ、Ａｌ、Ｎｉ、Ａｇ等の金属膜をブラックマトリクスとして使うと光の吸収が
小さいため、光導波板１２を伝搬する光の減衰、散乱を抑制することができ、特に好まし
く用いられる。また、カーボンブラック、黒顔料、黒染料を含んだ膜をブラックマトリク
スとして使うと、光の吸収性がよく、コントラストを向上させることができる。
【０１１６】
次に、アクチュエータ部１４の一対の電極２８ａ及び２８ｂ間への電圧印加を停止して、
電圧無負荷状態とした場合、アクチュエータ部１４は、凸の状態から元の状態（点Ｂの状
態）に戻ろうとするが、ヒステリシス特性の関係から、完全に点Ｂの状態までは戻らず、
点Ｂよりも僅かに一方向に変位した状態（点Ｈの状態）となる。この状態においては、変
位伝達部３２と光導波板１２とは隔離された状態、即ち、消光状態となっている。
【０１１７】
次に、アクチュエータ部１４の一対の電極２８ａ及び２８ｂ間に負側ピーク電圧（－６０
Ｖ）が印加されると、点Ａに示すように、形状保持層２６は縮むこととなる。これによっ
て、前記電圧無負荷状態での僅かな一方向への変位が打ち消されて、完全に元の状態に復
元することになる。
【０１１８】
そして、図７及び図８の特性図からもわかるように、前記一対の電極２８ａ及び２８ｂ間
に正側ピーク電圧（＋１８０Ｖ）を印加して発光状態とした後に、印加電圧を例えば＋２
０Ｖ～＋１００Ｖにまで低下させても、形状保持層２６の記憶作用（ヒステリシス特性）
によって、前記発光状態を維持する。この記憶作用は、消光状態でも同じであり、一対の
電極２８ａ及び２８ｂ間に例えば０Ｖもしくは負側ピーク電圧（－６０Ｖ）を印加して消
光状態とした後に、印加電圧を例えば＋２０Ｖ～＋１００Ｖにまで上昇させても、形状保
持層２６の記憶作用（ヒステリシス特性）によって、前記消光状態を維持する。
【０１１９】
つまり、形状保持層２６を有するアクチュエータ部１４は、同じ電圧レベルにおいて、２
つ乃至それ以上の変位状態を少なくとも有するアクチュエータ部１４として定義すること
ができる。
【０１２０】
前記形状保持層２６を有するアクチュエータ部１４による特徴は以下の通りである。
（１）　消光状態から発光状態へのしきい値特性が形状保持層２６が存在しない場合と比
して急峻になるため、電圧の振れ幅を狭くでき、回路側の負担を軽減することができる。
（２）　発光状態及び消光状態の差が明確になり、コントラストの向上につながる。
（３）　しきい値のばらつきが小さくなり、電圧の設定範囲に余裕が生まれる。
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【０１２１】
なお、アクチュエータ部１４としては、制御の容易性から、例えば上向きに変位するアク
チュエータ部１４（電圧無負荷で離隔状態、電圧印加時に接触するもの）であることが望
ましい。特に、表面に一対の電極２８ａ及び２８ｂをもつ構造であることが望ましい。
【０１２２】

次に、図９を参照しながら本実施の形態に係る駆動装置２００について説明する。この駆
動装置２００は、多数のアクチュエータ部１４がマトリクス状、あるいは千鳥状に配列さ
れた駆動部１６における垂直選択線４０（各行毎のアクチュエータ部１４におけるロー電
極２８ａにシリーズに接続されている）に選択的にロー信号ＳＲを供給して、１行単位に
アクチュエータ部１４を順次選択するロー電極駆動回路２０２と、前記駆動部１６の信号
線４２にパラレルにデータ信号ＳＤを出力して、ロー電極駆動回路２０２にて選択された
行（選択行）の各アクチュエータ部１４のカラム電極２８ｂにそれぞれデータ信号ＳＤを
供給するカラム電極駆動回路２０４と、入力される映像信号Ｓｖ及び同期信号Ｓｓに基づ
いてロー電極駆動回路２０２及びカラム電極駆動回路２０４を制御する信号制御回路２０
６とを有して構成されている。
【０１２３】
ロー電極駆動回路２０２には、内部のロジック回路での論理演算のためのロジック電源電
圧（例えば±５Ｖ）と、ロー信号ＳＲを生成するための３種類のロー側電源電圧（例えば
－１００Ｖ、－２０Ｖ及び＋６０Ｖ）が図示しない電源回路を通じて供給され、カラム電
極駆動回路２０４には、前記ロジック電源電圧と、データ信号ＳＤを生成するための２種
類のカラム側電源電圧（例えば８０Ｖ、０Ｖ）が図示しない電源回路を通じて供給されて
いる。
【０１２４】
ここで、３種類のロー側電源電圧のうち、－１００Ｖは後述する選択パルスＰｓのピーク
電圧として使用され、－２０Ｖは非選択信号Ｓｕのピーク電圧として使用され、６０Ｖは
リセットパルスＰｒのピーク電圧として使用される。また、２種類のカラム側電源電圧の
うち、８０Ｖは後述するＯＮ信号のピーク電圧として使用され、０ＶはＯＦＦ信号のピー
ク電圧として使用される。
【０１２５】
信号制御回路２０６は、その内部にタイミングコントローラ、フレームメモリ及びＩ／Ｏ
バッファを有し、ロー側電極駆動回路２０２に通じるロー側制御線２０８並びにカラム側
電極駆動回路２０４に通じるカラム側制御線２１０を通じてこれらロー電極駆動回路２０
２及びカラム電極駆動回路２０４を時間変調方式で階調制御するように構成されている。
【０１２６】
前記ロー電極駆動回路２０２及びカラム電極駆動回路２０４は、次の点を特徴とすること
が望ましい。
（１）　アクチュエータ部１４が容量性負荷となるため、該容量性負荷を駆動することを
考慮に入れて、例えばアクチュエータ部１４を屈曲変位させる電圧（オン電圧）の印加終
了時に容量性負荷に加わる分圧比が５０％以上であることが望ましい。
（２）　画素の発光状態及び消光状態が表現できるだけのアクチュエータ部１４の変位量
を得るために、２０Ｖ以上の電圧出力が可能であることが望ましい。
（３）　出力電流の向きが双方向にとられることを考慮に入れる。
（４）　行方向及び列方向の２電極構造の負荷を駆動することができるものとすることが
望ましい。
【０１２７】

次に、ディスプレイＤのいくつかの変形例について、図１０～図２８を参照しながら説明
する。なお、図１と対応するものについては同符号を付してその重複説明を省略する。
【０１２８】
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まず、第１の変形例に係るディスプレイＤａは、図１０に示すように、図１に示すディス
プレイＤとほぼ同じ構成を有するが、形状保持層２６の上面に上部電極２８ａが形成され
、形状保持層２６の下面に下部電極２８ｂが形成されている点と、図１１に示すように、
アクチュエータ基板１８（図１０参照）上における各アクチュエータ部１４の近傍にスイ
ッチング用のＴＦＴ（薄膜トランジスタ）６０が形成されている点で異なる。この場合、
各アクチュエータ部１４の上部電極２８ａは、対応するＴＦＴ６０のソース／ドレイン領
域６２にコンタクト６４を通じて電気的に接続されている。
【０１２９】
また、図１１に示すように、上部電極２８ａの平面形状（実線参照）、形状保持層２６の
平面形状（一点鎖線参照）及び下部電極２８ｂの外周形状（破線参照）はいずれも矩形状
とされ、この場合、上部電極２８ａの大きさが最も大きく、次いで形状保持層２６の平面
形状とされ、下部電極２８ｂの平面形状が最も小さく設定されている。
【０１３０】
また、図１１及び図１２に示すように、各垂直選択線４０は、各画素（アクチュエータ部
１４）に対応して形成されたＴＦＴ６０のゲート電極にコンタクト６６を通じて電気的に
接続され、各信号線４２は、各画素１４に対応して形成されたＴＦＴ６０のソース／ドレ
イン領域６８にコンタクト７０を通じて電気的に接続されている。
【０１３１】
なお、各垂直選択線４０と各信号線４２とが交差する部分には、互いの配線４０及び４２
間の絶縁をとるためにシリコン酸化膜、ガラス膜、樹脂膜等からなる絶縁膜７２が介在さ
れている。
【０１３２】
各アクチュエータ部１４における下部電極２８ｂは、アクチュエータ基板１８に形成され
たスルーホール７４を通じてアクチュエータ基板１８の背面側に導出され、該アクチュエ
ータ基板１８の背面に形成された接地線７６（図１０参照）に電気的に接続されるように
なっている。
【０１３３】
従って、前記ロー電極駆動回路２０２にて１つの行が選択されると、当該選択行に関する
ＴＦＴ６０がすべてオンとなり、これにより、カラム電極駆動回路２０４を通じて供給さ
れたデータ信号は、ＴＦＴ６０のチャネル領域を通じてアクチュエータ部１４の上部電極
２８ａに供給されることになる。
【０１３４】
この第１の変形例に係るディスプレイＤａにおいては、各アクチュエータ部１４への電圧
印加をオンオフ制御するためのスイッチング素子であるＴＦＴ６０を各アクチュエータ部
１４に対応して設けるようにしたので、非選択行に関するアクチュエータ部１４に対応す
るＴＦＴ６０をオフにさせることによって、非選択行へのデータ信号（動作電圧及びリセ
ット電圧）の供給を防止することができ、非選択行に関する画素（アクチュエータ部）１
４を駆動させる必要がなくなり、消費電力の削減化を有効に図ることができる。
【０１３５】
また、ＴＦＴ６０がオフになっても、アクチュエータ部１４に対するデータ信号の供給（
動作電圧又はリセット電圧の印加）が維持されることになるため、当該アクチュエータ部
１４は、一定以上の変位量を保持し続け、当該画素のオン状態あるいはオフ状態が維持さ
れることになる。
【０１３６】
このように、非選択行に関するアクチュエータ部１４は、充電されたまま開放状態として
維持され、行選択時に与えられた変位量を信号無印加状態で一定時間維持させることがで
きるため、非選択期間の画素発光が可能となる。このため、高輝度化を実現させることが
できる。
【０１３７】
また、この第１の変形例に係るディスプレイＤａでは、アクチュエータ基板１８上であっ
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て、各アクチュエータ部１４の近傍にそれぞれＴＦＴ６０を形成するようにしたので、ア
クチュエータ基板１８上での大規模な配線パターンの形成を行う必要がなくなり、配線の
簡略化を図ることができる。
【０１３８】
この第１の変形例に係るディスプレイＤａにおいては、アクチュエータ基板１８上に、ア
クチュエータ部１４、ＴＦＴ６０、垂直選択線４０及び信号線４２を形成し、アクチュエ
ータ基板１８の背面側に接地線７６を形成するようにしたが、その他、アクチュエータ基
板１８上に、アクチュエータ部１４及び接地線７４を形成し、アクチュエータ基板１８の
背面側にＴＦＴ６０、垂直選択線４０及び信号線４２を形成するようにしてもよい。
【０１３９】
また、この第１の変形例に係るディスプレイＤａにおいては、形状保持層２６の上面及び
下面に上部電極２８ａ及び下部電極２８ｂを形成するようにしたが、その他、図１に示す
ように、振動部２２上に直接形状保持層２６を形成し、該形状保持層２６の上面に一対の
電極２８を形成するようにしてもよい。
【０１４０】
この場合、図１３Ａに示すように、一対の電極２８ａ及び２８ｂが互い違いに配列された
くし歯形状であってもよく、図１３Ｂに示すように、一対の電極２８ａ及び２８ｂが互い
に並行に、かつ相互に離間された渦巻き状としてもよい。また、図１４に示すように、一
対の電極２８ａ及び２８ｂが、相互に離間されて相補形に配列された形状（多枝形状）で
あってもよい。この図１４では、アクチュエータ基板１８（図１参照）の裏面にスイッチ
ング素子（図示せず）が形成され、一方の電極２８ａが中継導体７８及びスルーホール７
４を通じて前記スイッチング素子に電気的に接続された例を示す。
【０１４１】
ところで、図１及び図１０に示すディスプレイＤ、Ｄａでは、変位伝達部３２における変
位伝達部材３２ｂをフィルム状に全面に形成した例を示したが、その他、図１５及び図１
６に示す第２及び第３の変形例に係るディスプレイＤｂ及びＤｃのように、前記変位伝達
部３２を画素単位に分離して形成するようにしてもよい。この場合、変位伝達部３２の構
成として、板部材３２ａ及び変位伝達部材３２ｂを一体化させた構造にすることが好まし
い。また、これらの変形例においては、変位伝達部３２上に色フィルタ１００と透明層１
０２を積層させるようにしている。
【０１４２】
これにより、変位伝達部３２の軽量化を図ることができ、各アクチュエータ部１４での応
答速度の向上を図ることができ、しかも、周辺画素の駆動（変位）の影響を受けにくいた
め、コントラストをより高めることができる。
【０１４３】
そして、第２の変形例に係るディスプレイＤｂは、図１５に示すように、光導波板１２と
アクチュエータ基板１８とを桟１０４にて固定し、桟１０４の先端と光導波板１２間にブ
ラックマトリクス層１０６を設けることにより、該ブラックマトリクス層１０６にて上層
の透明層１０２と光導波板１２との間のギャップを調整するようにしている。これにより
、全体の画素のギャップを更に均一化できるという効果を有する。
【０１４４】
ここで、前記桟１０４の材質は、熱、圧力に対して変形しないものが好ましい。また、透
明層１０２の上面と桟１０４の上面（ブラックマトリクス層１０６と接触する面）の位置
を揃えておくと、前記ギャップを調整しやすいという利点がある。これを実現する方法と
しては、例えば、平坦なガラス面を用いて透明層１０２と桟１０４を同時に形成する方法
や、透明層１０２と桟１０４を形成した後、研磨して面出しを行う方法などがある。
【０１４５】
一方、第３の変形例に係るディスプレイＤｃは、図１６に示すように、変位伝達部３２の
アクチュエータ基板１８側に光反射層１０８を形成している点で特徴がある。図のように
、光反射層１０８を変位伝達部３２の直下に形成する場合においては、光反射層１０８を
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金属等の導電層にて構成すると、アクチュエータ部１４における一対の電極２８ａ及び２
８ｂ間が短絡するおそれがあるため、前記光反射層１０８とアクチュエータ部１４との間
に絶縁層１１０を形成することが望ましい。
【０１４６】
通常、光１０の一部が変位伝達部３２を透過する場合（例えば、変位伝達部３２の層厚が
薄い、同材質として有機樹脂中のセラミック粉末の含有量が低い場合等）においては、光
導波板１２により導入した光１０の一部が変位伝達部３２を通してアクチュエータ基板１
８側に透過してしまい、輝度が低下するおそれがある。
【０１４７】
しかし、この第３の変形例に係るディスプレイＤｃにおいては、上述したように変位伝達
部３２のアクチュエータ基板１８側に光反射層１１０を形成するようにしているため、前
記変位伝達部３２を透過する光１０（光路ｂで示す）を光導波板１２側に反射させること
ができ、輝度の向上を図ることが可能となる。
【０１４８】
特に、変位伝達部３２に光１０の透過性があり、かつ、光１０の吸収性もある場合、輝度
向上のためには、変位伝達部３２の厚みを厚くするよりも、この第３の変形例に係るディ
スプレイＤｃのように、光反射層１０８を形成する方がより効果的である。
【０１４９】
ところで、変位伝達部３２を構成する色フィルタ１００等の着色層とは、特定の波長領域
の光だけを取り出すために用いられる層であり、例えば特定の波長の光を吸収、透過、反
射、散乱させることで発色させるものや、入射した光を別の波長のものに変換させるもの
などがある。透明体、半透明体及び不透明体を単独、もしくは組み合わせて用いることが
できる。
【０１５０】
構成は、例えば染料、顔料、イオンなどの色素や蛍光体を、ゴム、有機樹脂、透光性セラ
ミックス、ガラス、液体等の内部に分散、溶解したものや、それらの表面に塗布したもの
、更には上述の色素や蛍光体等の粉末を焼結させたり、プレスして固めたものなどがある
。材質及び構造については、これらを単独で用いてもよいし、これらを組み合わせて用い
てもよい。
【０１５１】
前記着色層の膜形成法としては、特に制限はなく、公知の各種の膜形成法を適用すること
ができる。例えば光導波板１２やアクチュエータ部１４の面上に、チップ状、フィルム状
の着色層を直接貼り付けるフィルム貼着法のほか、着色層の原材料となる粉末、ペースト
、液体、気体、イオン等を、スクリーン印刷、フォトリソグラフィ法、スプレー・ディッ
ピング、塗布等の厚膜形成手法や、イオンビーム、スパッタリング、真空蒸着、イオンプ
レーティング、ＣＶＤ、めっき等の薄膜形成手法により成膜し、着色層を形成する方法が
ある。
【０１５２】
また、前記変位伝達部３２としてその全部あるいは一部に発光層を設けるようにしてもよ
い。この発光層としては蛍光体層が挙げられる。この蛍光体層は、不可視光（紫外線や赤
外線）によって励起され、可視光を発光するものや、可視光によって励起されて可視光を
発光するものがあるが、いずれでもよい。
【０１５３】
また、前記発光層として、蛍光顔料も用いることができる。この蛍光顔料を用いると、顔
料自体の色、即ち、反射色にほぼ一致する波長の蛍光が加わるものは、それだけ色刺激が
大きく、鮮やかに発光するため、表示素子やディスプレイの高輝度化に対してより好まし
く用いられ、一般的な昼光蛍光顔料が好ましく用いられる。
【０１５４】
また、発光層として、輝尽性蛍光体や、燐光体、あるいは蓄光顔料も用いられる。これら
の材料は、有機材料、無機材料のいずれでもよい。
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【０１５５】
そして、上述した発光材料を単独で用いて発光層を形成したもの、これらの発光材料を樹
脂に分散させたものを用いて発光層を形成したもの、あるいはこれらの発光材料を樹脂に
溶解させたもので発光層を形成したものが好ましく用いられる。
【０１５６】
発光材料の残光時間としては、１秒以下が好ましく、より好ましくは３０ｍ秒がよい。更
に好ましくは数ｍ秒以下がよい。
【０１５７】
そして、前記変位伝達部３２の全部あるいはその一部として前記発光層を用いた場合は、
光源（図示せず）として、前記発光層を励起する波長の光を含み、励起に十分なエネルギ
ー密度を有していれば、特に制限はない。例えば、冷陰極管、熱陰極管、メタルハライド
ランプ、キセノンランプ、赤外線レーザを含むレーザ、ブラックライト、ハロゲンランプ
、白熱電球、重水素放電ランプ、蛍光ランプ、水銀ランプ、トリチウムランプ、発光ダイ
オード、プラズマ光源などが用いられる。
【０１５８】
次に、第４の変形例に係るディスプレイＤｄは、図１７に示すように、アクチュエータ部
１４のカラム電極２８ｂと信号線４２との間にバリスタ１２０が挿入接続され、１行の画
素群に対して共通の垂直選択線４０が接続され、信号線４２がアクチュエータ基板１８の
背面側に形成されている点で異なる。
【０１５９】
図１８に示すように、垂直選択線４０は、前列の画素に関するロー電極２８ａから導出さ
れて当該画素に関するロー電極２８ａに接続されて、１つの行に関し、シリーズに配線さ
れた形となっている。また、カラム電極２８ｂと信号線４２とは基板１８に形成されたス
ルーホール１２２を通じて電気的に接続される。
【０１６０】
バリスタ１２０は、印加電圧の変化に応じて抵抗値が非線形的に変わる抵抗素子であり、
例えばＳｉＣバリスタやＳｉのｐｎｐバリスタ、または、ＺｎＯを主体としたバリスタに
て構成され、両端電圧が高くなると抵抗値が減少する負特性を有する。
【０１６１】
図１９及び図２０に、この第４の変形例に係るディスプレイにおけるアクチュエータ部の
屈曲変位特性と電荷－印加電圧特性を示す。図１９及び図２０において、各横軸に示され
た印加電圧は、当該アクチュエータ部１４の一対の電極２８ａ及び２８ｂに直接印加され
る電圧ではなく、垂直選択線４０と信号線４２との間の電圧を示す。
【０１６２】
ここで、第４の変形例に係るディスプレイＤｄの動作について簡単に説明すると、まず、
例えば１行１列の画素に関し、該画素が選択されて、その垂直選択線４０と信号線４２と
の間の電圧（印加電圧）が最も高いレベルＶ１となった場合、バリスタ１２０はオン状態
となり、そのときの抵抗は非常に小さいものとなる（以下、オン状態でのバリスタ１２０
の抵抗をオン抵抗と記す）。従って、このオン抵抗とバリスタ１２０の静電容量による時
定数も小さくなり、前記印加電圧の変化に対する応答が速くなる。これにより、アクチュ
エータ部１４に印加される電圧は、急峻に規定の高電圧（例えば１８０Ｖ）まで立ち上が
ることになり、電荷量Ｑも急峻に増加することになる。その結果、図１９の屈曲変位特性
から、前記画素はオン状態とされて発光することになり、このときの電荷量Ｑは最大レベ
ルとなる。
【０１６３】
当該画素が非選択状態となって、その垂直選択線４０と信号線４２との間の電圧（印加電
圧）が中位レベル（Ｖ２～Ｖ３）となった場合、バリスタ１２０はオフ状態となり、その
ときの抵抗は非常に大きいものとなる（以下、オフ状態でのバリスタ１２０の抵抗をオフ
抵抗と記す）。従って、このオフ抵抗とバリスタ１２０の静電容量による時定数も大きく
なり、前記印加電圧に対する応答が遅くなる。これにより、アクチュエータ部１４に印加
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される電圧は、選択時に印加された電圧レベル（１８０Ｖ）をほぼ維持した状態となるた
め、電荷量Ｑもほぼ最大レベルを維持し、該画素での発光は維持される。
【０１６４】
当該画素がリセットされて、その垂直選択線４０と信号線４２との間の電圧（印加電圧）
が最も低いレベルＶ４となった場合、バリスタ１２０は再びオン状態となり、そのときの
オン抵抗は非常に小さいものとなる。これにより、アクチュエータ部１４に印加される電
圧は、急峻に規定の低電圧（例えば－６０Ｖ）まで立ち下がることになり、図１９の屈曲
変位特性から、前記画素はオフ状態とされて消光することになる。このときの電荷量Ｑは
最小レベルとなる。
【０１６５】
その後、当該画素が非選択状態となって、垂直選択線４０と信号線４２との間の電圧（印
加電圧）が中位レベル（Ｖ２～Ｖ３）となった場合、バリスタ１２０は再びオフ状態とな
ってそのときの抵抗が非常に大きいものとなることから、該オフ抵抗とバリスタ１２０の
静電容量による時定数も大きくなり、前記印加電圧に対する応答が遅くなる。これにより
、アクチュエータ部１４に印加される電圧は、リセット時に印加された電圧レベル（－６
０Ｖ）をほぼ維持した状態となるため、該画素での消光は維持される。
【０１６６】
この第４の変形例に係るディスプレイＤｄにおいては、図１９の電圧－屈曲変位特性及び
図２０の電荷－印加電圧特性からもわかるように、選択時での高電圧レベルＶ１から非選
択時での中位レベル（Ｖ２～Ｖ３）までにわたって、変位量及び電荷量Ｑ共にほとんど変
化がなくほぼ平坦な特性を示し、リセット時での低電圧レベルから非選択時での中位レベ
ルまでにわたって、変位量及び電荷量共にほとんど変化がなくほぼ平坦な特性を示してい
る。
【０１６７】
つまり、第４の変形例に係るディスプレイＤｄにおいては、アクチュエータ部１４として
動作させる場合に、非常に良好なヒステリシス特性を有しており、ほぼ完全な形状保持と
してのメモリ効果を有している。
【０１６８】
このように、第４の変形例に係るディスプレイＤｄにおいては、バリスタ１２０自体にア
クチュエータ部１４への印加電圧のメモリ作用を有することから、アクチュエータ部１４
における形状保持層２６の構成材料として、図２１に示すように、屈曲変位特性にヒステ
リシスを持たない材料を用いることも可能となり、材料の選択の幅を広げることができる
。
【０１６９】
この第４の変形例に係るディスプレイＤｄにおいては、アクチュエータ基板１８上に、ア
クチュエータ部１４、バリスタ１２０及び垂直選択線４０を形成し、アクチュエータ基板
１８の背面側に信号線４２を形成するようにしたが、その他、図２２Ａ及び図２２Ｂに示
すように、アクチュエータ基板１８上に、アクチュエータ部１４及び垂直選択線４０を形
成し、アクチュエータ基板１８の背面側にバリスタ１２０及び信号線４２を形成するよう
にしてもよい。
【０１７０】
この場合、図２３に示すように、一主面に多数のアクチュエータ部１４（図示せず）が形
成されたアクチュエータ基板１８のほかに、両面に電極３００及び３０２が形成されたバ
リスタ基板３０４を用意する。アクチュエータ基板１８の一主面から他主面につながるス
ルーホール７４（図１参照）を各アクチュエータ部１４に対応して多数設け、該スルーホ
ール７４におけるアクチュエータ基板１８の他主面側に電極パッド３０６を形成する。即
ち、これら電極パッド３０６は、一主面に設けられたアクチュエータ部１４に対応した位
置に設けられることになる。
【０１７１】
一方、バリスタ基板３０４は、図２３に示すように、アクチュエータ基板１８の裏面に貼
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り合わせたときに、各アクチュエータ部１４（正確には、各電極パッド３０６）に対応し
た位置にそれぞれ電極３００、３０２が形成されている。この両面の電極３００及び３０
２とこれら電極３００及び３０２間に存在する基板材料によって各アクチュエータ部１４
に対応したバリスタ１２０として機能することになる。
【０１７２】
そして、バリスタ基板３０４の裏面（アクチュエータ基板１８とは反対側の面）に形成さ
れた電極３０２、３０２同士を接続することによって信号線４２が構成されることになる
。バリスタ機能を必要としない電極３０８（例えば垂直選択線４０の取り出し電極）は、
例えばスルーホール３１０を用いてアクチュエータ基板１８の他主面に形成されたゲート
線取り出し用の電極パッド３１２に電気的に接続される。
【０１７３】
これらアクチュエータ基板１８とバリスタ基板３０４との貼り合わせは、アクチュエータ
基板１８の他主面（多数の電極パッド３０６が形成された面）とバリスタ基板３０４の一
主面とを互いに合わせ、アクチュエータ基板１８における電極パッド３０６とバリスタ基
板３０４における電極３００とを例えば半田や導電性樹脂などで貼り合わせる。この貼り
合わせによって、アクチュエータ部１４の一方の電極（例えばカラム電極２８ｂ）と信号
線４２とがバリスタ１２０を介して電気的に接続されることになる。
【０１７４】
ここで、バリスタ基板３０４の厚みは、要求されるバリスタ電圧から決定され、バリスタ
１２０の電極面積は要求される静電容量と電流容量から決定される。
【０１７５】
また、バリスタ基板３０４の一主面において近接する電極３００、３００間やバリスタ基
板３０４の他主面において近接する電極３０２、３０２間でのリーク電流を低減し、かつ
、これら電極３００及び３０２の配置についての自由度を高める方法としては、例えば、
以下のような２つの方法が考えられる。
（１）　近接する電極３００、３００間並びに近接する電極３０２、３０２間に溝を切る
。この場合、電極３００、３００間並びに電極３０２、３０２間の距離が実質的に増大し
、バリスタ電圧が高くなる。
（２）　バリスタ基板３０４の構成材料の粒径を細かくし、バリスタ基板３０４の厚みを
薄くする。この場合、対向電極３００及び３０２間のバリスタ電圧を維持しながら近接す
る電極３００、３００間並びに電極３０２、３０２間のバリスタ電圧が高くなる。
【０１７６】
このように、アクチュエータ基板１８とは別に、バリスタ１２０を構成するためのバリス
タ基板３０４を用意し、該バリスタ基板３０４をアクチュエータ基板１８に貼り合わせる
ようにしたので、各アクチュエータ部１４と信号線４２との間にバリスタ１２０を接続す
るための配線構造が非常に簡単になり、ディスプレイＤｄのサイズを小型化できると共に
、ディスプレイＤｄの歩留まりの向上、製造コストの低廉化等で非常に有利となる。
【０１７７】
また、この第４の変形例に係るディスプレイＤｄにおいては、形状保持層２６の上面及び
下面に上部電極２８ａ及び下部電極２８ｂを形成するようにしたが、その他、振動部２２
上に直接形状保持層２６を形成し、該形状保持層２６の上面に一対の電極２８を形成する
ようにしてもよい。
【０１７８】
この場合、図２４Ａに示すように、一対の電極２８ａ及び２８ｂが互い違いに配列された
くし歯形状であってもよく、図２４Ｂに示すように、一対の電極２８ａ及び２８ｂが互い
に並行に、かつ相互に離間された渦巻き状であってもよい。また、図１４に示す場合と同
様に、一対の電極２８ａ及び２８ｂを多枝形状としてもよい。この場合も第４の変形例に
係るディスプレイＤｄと同様に、バリスタ１２０をアクチュエータ基板１８（図１参照）
の主面にも裏面にも形成することができる。図１４に沿った構成では、アクチュエータ基
板１８の裏面にバリスタ（図示せず）が形成され、一方の電極２８ａが中継導体７８及び
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スルーホール７４を通じて前記バリスタに電気的に接続される形態とされたものとなる。
【０１７９】
次に、図２５～図２８を参照しながら第５の変形例に係るディスプレイＤｅについて説明
する。なお、本実施の形態に係るディスプレイＤと対応するものについては同符号を付し
てその重複説明を省略する。
【０１８０】
この第５の に係るディスプレイＤｅは、図２５に示すように、基本的には、本実施
の形態に係るディスプレイＤとほぼ同様の構成を有するが、アクチュエータ部１４の上部
電極２８ａと接地線７６との間に圧電リレー４００が挿入接続されている点で異なり、こ
の圧電リレー４００を設ける関係から、構造的にも本実施の形態に係るディスプレイＤと
異なる。
【０１８１】
具体的に説明すると、図２６及び図２７に示すように、この第５の変形例に係るディスプ
レイＤｅは、アクチュエータ基板１８の各アクチュエータ部１４に隣接した位置にそれぞ
れ圧電リレー４００が配設される。アクチュエータ基板１８の内部には、前記アクチュエ
ータ部１４を構成するための空所２０のほかに、圧電リレー４００を構成するための空所
４０２が設けられている。該空所４０２も、アクチュエータ基板１８の背面側に設けられ
た径の小さい貫通孔（図示せず）を通じて外部と連通されている。
【０１８２】
従って、この場合も、前記アクチュエータ基板１８のうち、前記空所４０２の形成されて
いる部分が薄肉とされ、それ以外の部分が厚肉とされている。薄肉の部分は、外部応力に
対して振動を受けやすい構造となって圧電リレー用の振動部４０４として機能し、空所４
０２以外の部分は厚肉とされて前記振動部４０４を支持する圧電リレー用の固定部４０６
として機能するようになっている。
【０１８３】
各圧電リレー４００は、図示するように、前記振動部４０４と固定部４０６のほか、該振
動部４０４上に形成された圧電／電歪層や反強誘電体層等の形状保持層４０８と、該形状
保持層４０８の下面に形成された下部電極２８ｂと、前記形状保持層４０８の上面に形成
された中間電極４１０（垂直選択線４０につながる電極）と、該中間電極４１０上に形成
された絶縁層４１２と、該絶縁層４１２上に形成された上部電極２８ａとを有するリレー
本体４１４と、光導波板１２における駆動部側の面のうち、各圧電リレー４００に対応し
た位置に設けられたブラックマトリクス層４１６と、該ブラックマトリクス層４１６の前
記圧電リレー４００と対向する面に形成された接地電極４１８とを有して構成されている
。ブラックマトリクス層４１６としては、例えばＣｒ、Ａｌ、Ｎｉ、Ａｇ等の金属膜を用
いることが好ましい。光の吸収が小さいため、光導波板１２を伝搬する光の減衰、散乱を
抑制することができるからである。また、コントラスト向上のためには、カーボンブラッ
ク、黒顔料、黒染料を含んだ膜も好ましくは用いられる。この例では、ブラックマトリク
ス層４１６を形成した例を示しているが、その他、前記ブラックマトリクス層４１６を形
成せずに、透明電極を接地電極４１８として使用する場合もある。
【０１８４】
前記各種電極のうち、下部電極２８ｂは、アクチュエータ部１４の下部電極（信号線４２
につながる電極）２８ｂと共通とされ、上部電極２８ａは、アクチュエータ部１４の上部
電極２８ａと共通とされている。
【０１８５】
この第５の変形例に係るディスプレイＤｅにおいては、１つの垂直選択線４０に対して例
えば選択信号（例えば正の高レベル電位）を印加することによって当該垂直選択線４０が
選択されるようになっている。
【０１８６】
この第５の変形例に係るディスプレイＤｅにおいても、本実施の形態に係るディスプレイ
Ｄと同様に、非選択行へのデータ信号の供給を防止することができ、非選択行に関する画
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素（アクチュエータ部）１４を駆動させる必要がなくなり、消費電力の削減化を有効に図
ることができる。また、非選択期間Ｔｕの画素発光が可能となるため、高輝度化を実現さ
せることができる。また、アクチュエータ基板１８上での大規模な配線パターンの形成を
行う必要がなくなり、配線の簡略化を図ることができる。
【０１８７】
この第５の変形例に係るディスプレイＤｅにおいては、アクチュエータ基板１８上に、ア
クチュエータ部１４、圧電リレー４００及び接地電極４１８を形成したが、その他、図２
８に示すように、アクチュエータ基板１８上にアクチュエータ部１４を形成し、アクチュ
エータ基板１８の背面側に圧電リレー４００及び接地電極４１８を形成するようにしても
よい。
【０１８８】
例えば、図２８に示すように、アクチュエータ基板１８のうち、アクチュエータ部１４を
構成するための空所２０の下方に圧電リレー４００を構成するための空所４０２を設けて
、該空所４０２の下方にリレー本体４１４を形成することにより達成できる。
【０１８９】
この場合、信号線４２を共通化することができないため、新たにスイッチング専用の垂直
選択線４２０をアクチュエータ基板１８の背面側に配線する。また、圧電リレー４００上
に形成される上部電極２８ａをアクチュエータ部１４からアクチュエータ基板１８に設け
られたスルーホール４２２を通じて配線し、上部電極２８ａと選択的に接触される接地電
極４１８をアクチュエータ基板１８の下方に配置されたプリント配線基板４２４に形成す
ればよい。
【０１９０】
なお、電極２８ａ及び２８ｂを形状保持層２６上に形成し、くし歯形状、渦巻き状又は多
枝形状に一対の電極として形成してもよいのは、本実施の形態に係るディスプレイＤ並び
に第１～第４の変形例に係るディスプレイＤａ～Ｄｄと同様である。
【０１９１】

ここで、時間変調方式による階調制御について、図２９～図４１を参照しながら説明する
。まず、図２９に示すように、１枚の画像の表示期間を１フィールドとし、該１フィール
ドを複数に等分割した際の１つの分割期間をサブフィールドとしたとき、各サブフィール
ド毎に表示サイクルＴｄが設定される。例えば１フィールドを７つに等分割した場合の最
大階調レベルは８となる。
【０１９２】
そして、ロー電極駆動回路２０２は、各サブフィールド内においてすべての行選択を終了
するように信号制御回路２０６によってタイミング制御される。従って、ロー電極駆動回
路２０２にて１つの行を選択する時間（選択期間）は、１つのサブフィールドの時間幅を
駆動部１６の行数で除算することにより得られる時間幅で規制され、該時間幅か、もしく
は該時間幅よりも短い時間幅が選ばれる。好ましくは、前記時間幅の１／ｍ（ｍは１～５
の任意の実数、好ましくは１～３の実数）が選ばれる。
【０１９３】
そして、本実施の形態に係る駆動装置２００は、信号制御回路２０６において、前記１フ
ィールド内に、選択された画素の階調レベルに応じて、その発光開始タイミングと、当該
画素の選択／非選択状態によらない可変長の発光維持期間を決定するように制御する。
【０１９４】
以下、本実施の形態に係る階調制御の具体例について図３０Ａ～図４１を参照しながら説
明する。なお、図３０Ａ～図４１の例は、図面の複雑化を避けるために、１フィールドを
７つのサブフィールドＳＦ１～ＳＦ７に分け、行数を４とした場合の簡略化したフォーマ
ットを示す。
【０１９５】
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第１の具体例は、図３０Ａに示すように、１フィールド内に、１つの選択期間Ｓと最大階
調レベルに応じた数の表示サイクルＴｄを割り当てる方式である。この場合、表示サイク
ルＴｄは非選択期間Ｕとリセット期間Ｒとで構成される。
【０１９６】
非選択期間Ｕは、基本的には、ロー電極駆動回路２０２を通じて当該画素の行以外の行を
すべて選択するために使用されるもので、非選択期間Ｕ≧選択期間Ｓ×（行数－１）に設
定される。リセット期間Ｒは、前記選択期間Ｓと同様に当該画素の行を選択するために使
用されるもので、選択期間Ｓとほぼ同等の時間が設定される。
【０１９７】
更に、図３０Ｂに示すように、ロー電極駆動回路２０２を通じて、前記選択期間Ｓに選択
パルスＰｓが出力され、表示サイクルＴｄにおける非選択期間Ｕに非選択信号Ｓｕが出力
され、リセット期間ＲにリセットパルスＰｒが出力される。
【０１９８】
カラム電極駆動回路２０４に対する信号制御回路２０６での制御は、発光維持期間におい
てＯＮ信号が出力され、発光維持期間以外の期間のうち、少なくとも発光維持期間の終了
タイミングにおいてＯＦＦ信号が出力されるように制御する。
【０１９９】
例えば１行１列の画素について、当該画素の階調レベルが例えば５であった場合は、選択
期間Ｓ並びに第１の表示サイクルＴｄ１から第４の表示サイクルＴｄ４における各リセッ
ト期間Ｒに同期してＯＮ信号が出力され、第５の表示サイクルＴｄ５から第７の表示サイ
クルＴｄ７における各リセット期間Ｒのうち、少なくとも発光維持期間の終了を示す最初
の第５の表示サイクルＴｄ５におけるリセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号が出力される
ように制御する。残りの第６及び第７の表示サイクルＴｄ６及びＴｄ７における各リセッ
ト期間Ｒに出力させる信号としては、ＯＮ信号又はＯＦＦ信号のどちらでもよい。この第
１の具体例ではＯＦＦ信号を出力させた例を示している。
【０２００】
同様に、２行１列の画素について、図３０Ｃに示すように、該画素の階調レベルが例えば
３であった場合は、選択期間Ｓ並びに第１及び第２の表示サイクルＴｄ１及びＴｄ２にお
ける各リセット期間Ｒに同期してＯＮ信号が出力され、第３の表示サイクルＴｄ３から第
７の表示サイクルＴｄ７における各リセット期間Ｒのうち、少なくとも発光維持期間の終
了を示す最初の第３の表示サイクルＴｄ３におけるリセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号
が出力されるように制御する。残りの第４～第７の表示サイクルＴｄ４～Ｔｄ７における
各リセット期間Ｒに出力させる信号としては、ＯＮ信号又はＯＦＦ信号のどちらでもよい
。本実施の形態ではＯＦＦ信号を出力させた例を示している。
【０２０１】
具体的に電圧の変化で見てみると、まず、１行１列の画素については、図３０Ｂに示すよ
うに、選択期間Ｓにおいてピーク電圧が－１００Ｖの選択パルスＰｓが出力され、このと
き、ピーク電圧８０ＶのＯＮ信号が信号線４２に供給されているため、アクチュエータ部
１４には８０－（－１００）Ｖ＝１８０Ｖが印加されることになり、図７の屈曲変位特性
から、アクチュエータ部１４は点Ｅまで一方向に変位することになる。即ち、当該画素は
発光状態となる。
【０２０２】
その後の第１の表示サイクルＴｄ１における非選択期間Ｕでは、ピーク電圧－２０Ｖの非
選択信号Ｓｕが出力される。この期間においてはロー電極駆動回路２０２を通じて２行目
以降の行が選択されて、１列目の信号線４２にはＯＮ信号あるいはＯＦＦ信号がランダム
に供給されることになる。つまり、１行１列のアクチュエータ部１４には８０－（－２０
）Ｖ＝１００Ｖあるいは０－（－２０）Ｖ＝２０Ｖが印加されることになる。
【０２０３】
従って、当該アクチュエータ部１４は、図７の屈曲変位特性からもわかるように、点Ｆあ
るいは点Ｇの屈曲変位となり、アクチュエータ部１４は当初の変位状態がほぼ維持される
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ことになる。即ち、当該画素の発光状態は維持される。
【０２０４】
第１の表示サイクルＴｄ１におけるリセット期間Ｒでは、ピーク電圧６０Ｖのリセットパ
ルスＰｒが出力される。このとき、１列目の信号線４２にはＯＮ信号が供給されているた
め、アクチュエータ部１４には８０－６０Ｖ＝２０Ｖが印加されることになり、当該画素
の発光状態は維持される。
【０２０５】
この第１の表示サイクルＴｄ１での動作は、第５の表示サイクルＴｄ５における非選択期
間Ｕまで同様に行われる。次の第５の表示サイクルＴｄ５におけるリセット期間Ｒ以降に
おいては、１列目にＯＦＦ信号が供給される。これにより、第５の表示サイクルＴｄ５の
リセット期間Ｒにおいては、ピーク電圧６０ＶのリセットパルスＰｒが出力され、このと
き、ピーク電圧０ＶのＯＦＦ信号が信号線４２に供給されているため、当該アクチュエー
タ部１４には０－６０Ｖ＝－６０Ｖが印加されることになり、図７の屈曲変位特性から、
アクチュエータ部１４は点Ａまで復元（リセット）し、当該画素は消光状態となる。
【０２０６】
その後の第６の表示サイクルＴｄ６における非選択期間Ｕでは、ピーク電圧－２０Ｖの非
選択信号が出力される。この期間においてはロー電極駆動回路２０２を通じて２行目以降
の行が選択されて、１列目の信号線にはＯＮ信号あるいはＯＦＦ信号がランダムに供給さ
れることになり、１行１列のアクチュエータ部１４には８０－（－２０）Ｖ＝１００Ｖあ
るいは０－（－２０）Ｖ＝２０Ｖが印加されることになる。
【０２０７】
従って、当該アクチュエータ部１４は、図７の屈曲変位特性からもわかるように、点Ｃあ
るいは点Ｄの変位状態となり、当該画素の消光状態は維持される。
【０２０８】
第６の表示サイクルＴｄ６におけるリセット期間Ｒでは、ピーク電圧６０Ｖのリセットパ
ルスＰｒが出力される。このとき、１列目の信号線４２にはＯＦＦ信号が供給されている
ため、アクチュエータ部１４には０－６０Ｖ＝－６０Ｖが印加されることになり、当該画
素の消光状態は維持される。この第６の表示サイクルＴｄ６での動作は、第７の表示サイ
クルＴｄ７においても同様に行われる。
【０２０９】
このように、階調レベルが５である１行１列の画素においては、１フィールドの先頭から
第５の表示サイクルＴｄ５におけるリセット期間Ｒの開始時点まで発光状態とされ、第５
の表示サイクルＴｄ５におけるリセット期間Ｒの開始時点から１フィールドの終端まで消
光状態とされる。
【０２１０】
同様に、階調レベルが３である２行１列の画素においては、図３０Ｃに示すように、１フ
ィールドの先頭から第３の表示サイクルＴｄ３におけるリセット期間Ｒの開始時点まで発
光状態とされ、第３の表示サイクルＴｄ３におけるリセット期間Ｒの開始時点から１フィ
ールドの終端まで消光状態とされる。
【０２１１】
この第１の具体例によれば、図３０Ａに示すように、選択期間Ｓを１フィールドの先頭に
割り当てた場合を想定したとき、当該画素の階調レベルに応じて、１フィールドの先頭か
ら１つの表示サイクルＴｄあるいは複数の表示サイクルＴｄが連続して選択され、先頭の
選択期間Ｓ並びに選択された表示サイクルＴｄのリセット期間に同期してＯＮ信号が出力
され、残りの表示サイクルＴｄにおける各リセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号が出力さ
れることになる。
【０２１２】
この場合、１フィールド内での当該画素に対する発光と消光のサイクルが１回のみとなり
、１フィールドを複数のサブフィールドに分けて、各サブフィールド毎に強制リセットす
る駆動方式（プラズマディスプレイ等で採用）と比べ、消費電力を有効に低減させること
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ができる。
【０２１３】
ここで、１つの実験例を示す。この実験例は、本実施の形態に係るディスプレイＤにおい
て、第１の具体例に係る駆動方式と、比較例（プラズマディスプレイで使用されている一
般的な駆動方式）でのアクチュエータ部１４への印加電圧波形を計測しながら、当該画素
から散乱される光の強度変化（Ｌｄ）をフォトダイオードで測定したものである。第１の
具体例の測定結果を図３１に示し、比較例の測定結果を図３２に示す。
【０２１４】
第１の具体例においては、図３１に示すように、ＯＮ信号の出力期間中での選択パルスＰ
ｓの出力に基づいて高レベルのパルス状の電圧Ｖ H  がアクチュエータ部１４に印加され、
その後の表示サイクルでは２０Ｖの電圧波形と１００Ｖの電圧波形がランダムに印加され
、ＯＦＦ信号の出力期間でのリセットパルスＰｒの出力に基づいて低レベルのパルス状の
電圧Ｖ L  がアクチュエータ部１４に印加されていることがわかる。
【０２１５】
このことから、第１の具体例では、図８の電荷－印加電圧特性からもわかるように、－×
－で囲まれた面積に相当する電力は１フィールド内に１回のみの消費で済む。このことは
、第１～第５の変形例に係るディスプレイＤａ～Ｄｅでも同様である。特に、バリスタ１
２０を用いた第４の変形例に係るディスプレイＤｄにおいては、図２０の電荷－印加電圧
特性において－×－で囲まれた面積に相当する電力が１フィールド内に１回のみの消費で
済むことになる。
【０２１６】
一方、比較例では、図３２に示すように、１つの表示サイクルＴｄで印加電圧が高レベル
Ｖ H  （１８０Ｖ）から低レベルＶ L  （－６０Ｖ）まで変化することから、図８の電荷－印
加電圧特性からもわかるように、－×－で囲まれた面積に相当する電力が１つの表示サイ
クルＴｄで消費されることとなる。つまり、１フィールド内で－×－で囲まれた面積に相
当する電力は、表示サイクルＴｄの回数分だけ消費され、第１の具体例と比して消費電力
が大きくなっていることがわかる。
【０２１７】
このように、第１の具体例を採用することによって、パネル型ディスプレイの消費電力を
有効に低減することができることとなる。
【０２１８】
しかも、第１の具体例では、当該画素の階調レベルに応じて選択された表示サイクルにわ
たって発光状態が維持されることから輝度の向上も実現させることが可能となる。また、
階調と輝度の線形性が良好となり、高精度な階調表現が可能となる。更に、発光時間の効
率も高くなる。特に、第４の変形例に係るディスプレイにおいては、電圧－変位特性上、
良好なヒステリシス特性を有することから、発光輝度を十分に維持させることができ、表
示画像の高輝度化を実現させることができる。
【０２１９】

次に、第２の具体例に係る階調制御の方式を図３３Ａ～図３３Ｃを参照しながら説明する
。この第２の具体例は、図３３Ａに示すように、前記第１の具体例（図３０Ａ参照）とほ
ぼ同じ階調制御方式であるが、前記１フィールド内に、最大階調レベルに応じた数の表示
サイクルＴｄ１～Ｔｄ７と１つのリセット期間Ｒが割り当てられている点と、各表示サイ
クルＴｄ１～Ｔｄ７が選択期間Ｓと非選択期間Ｕで構成されている点で異なる。
【０２２０】
そして、カラム電極駆動回路２０４に対する信号制御回路２０６での制御は、発光維持期
間以外の期間においてＯＦＦ信号が出力され、発光維持期間のうち、少なくともその発光
開始タイミングにおいてＯＮ信号が出力されるように制御する。
【０２２１】
例えば１行１列の画素について、該画素の階調レベルが例えば５であった場合、図３３Ｂ
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に示すように、第１及び第２の表示サイクルの各選択期間Ｓに同期してＯＦＦ信号が出力
され、第３の表示サイクルＴｄ３から第７の表示サイクルＴｄ７における各選択期間Ｓの
うち、少なくとも発光開始タイミングを示す最初の第３の表示サイクルＴｄ３における選
択期間Ｓに同期してＯＮ信号が出力され、１フィールドにおける終端のリセット期間Ｒに
同期してＯＦＦ信号が出力されるように制御する。発光維持期間における第４～第７の表
示サイクルＴｄ４～Ｔｄ７の各選択期間Ｓに出力させる信号としては、ＯＮ信号又はＯＦ
Ｆ信号のどちらでもよい。この第２の具体例では、ＯＮ信号を出力させた例を示す。
【０２２２】
同様に、２行１列の画素について、該画素の階調レベルが例えば３であった場合は、図３
３Ｃに示すように、第１の表示サイクルＴｄ１から第４の表示サイクルＴｄ４における各
選択期間Ｓに同期してＯＦＦ信号が出力され、第５の表示サイクルＴｄ５から第７の表示
サイクルＴｄ７における各選択期間Ｓのうち、少なくとも発光開始タイミングを示す最初
の第５の表示サイクルＴｄ５における選択期間Ｓに同期してＯＮ信号が出力され、１フィ
ールドにおける終端のリセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号が出力されるように制御する
。発光維持期間における第６及び第７の表示サイクルＴｄ６及びＴｄ７の各選択期間Ｓに
出力させる信号としては、ＯＮ信号又はＯＦＦ信号のどちらでもよい。この第２の具体例
では、ＯＮ信号を出力させた例を示す。
【０２２３】
具体的に電圧の変化で見てみると、まず、図３３Ｂに示すように、１行１列の画素の第１
の表示サイクルＴｄ１については、その選択期間Ｓにおいてピーク電圧－１００Ｖの選択
パルスＰｓが出力され、このとき、ピーク電圧０ＶのＯＦＦ信号が信号線４２に供給され
ているため、アクチュエータ部１４には０－（－１００）Ｖ＝１００Ｖが印加されること
になる。アクチュエータ部１４は、前フィールドで屈曲変位がリセットされて復元されて
いるため、図７の屈曲変位特性から、点Ｄの変位状態となり、当該画素の消光状態は維持
される。
【０２２４】
第１の表示サイクルＴｄ１における非選択期間Ｕでは、ピーク電圧－２０Ｖの非選択信号
Ｓｕが出力される。この期間においてはロー電極駆動回路２０２を通じて２行目以降の行
が選択されて、１列目の信号線４２にはＯＮ信号あるいはＯＦＦ信号がランダムに供給さ
れることになり、１行１列のアクチュエータ部１４には８０－（－２０）Ｖ＝１００Ｖあ
るいは０－（－２０）Ｖ＝２０Ｖが印加されることになる。
【０２２５】
従って、当該アクチュエータ部１４は、図７の屈曲変位特性からもわかるように、点Ｃあ
るいは点Ｄの変位状態となり、当該画素の消光状態は維持される。
【０２２６】
この第１の表示サイクルＴｄ１での動作は、第２の表示サイクルＴｄ２でも同様に行われ
る。次の第３の表示サイクルＴｄ３における選択期間Ｓ以降においては、１列目にＯＮ信
号が供給される。これにより、第３の表示サイクルＴｄ３の選択期間Ｓは、ピーク電圧－
１００Ｖの選択パルスＰｓが出力され、このとき、ピーク電圧８０ＶのＯＮ信号が信号線
４２に供給されるため、当該アクチュエータ部１４には８０－（－１００）Ｖ＝１８０Ｖ
が印加されることになり、図７の屈曲変位特性から、アクチュエータ部１４は点Ｅまで屈
曲変位し、当該画素は発光状態となる。
【０２２７】
その後の第３の表示サイクルＴｄ３における非選択期間Ｕでは、ピーク電圧－２０Ｖの非
選択信号Ｓｕが出力される。この期間においては１列目の信号線４２にＯＮ信号あるいは
ＯＦＦ信号がランダムに供給され、当該アクチュエータ部１４への印加電圧Ｖｐは１００
Ｖあるいは２０Ｖとなり、図７の屈曲変位特性からもわかるように、点Ｆあるいは点Ｇの
屈曲変位となる。この場合、アクチュエータ部１４は当初の変位状態がほぼ維持されるこ
とになり、当該画素の発光状態は維持される。
【０２２８】
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この第３の表示サイクルＴｄ３での動作は、第４の表示サイクルＴｄ４から第７の表示サ
イクルＴｄ７まで同様に行われる。
【０２２９】
そして、終端のリセット期間Ｒにおいては、１列目にＯＦＦ信号が供給される。これによ
り、当該アクチュエータ部１４には０－６０Ｖ＝－６０Ｖが印加されることになり、図７
の屈曲変位特性から、アクチュエータ部１４は点Ａまで復元（リセット）し、当該画素は
消光状態となる。
【０２３０】
このように、階調レベルが５である１行１列の画素においては、図３３Ｂに示すように、
１フィールドの先頭から第２の表示サイクルＴｄ２にかけて消光状態とされ、第３の表示
サイクルＴｄ３から第７の表示サイクルＴｄ７まで発光状態とされ、終端のリセット期間
Ｒにおいて消光状態とされる。
【０２３１】
同様に、階調レベルが３である２行１列の画素においては、図３３Ｃに示すように、１フ
ィールドの先頭から第４の表示サイクルＴｄ４にかけて消光状態とされ、第５の表示サイ
クルＴｄ５から第７の表示サイクルＴｄ７まで発光状態とされ、終端のリセット期間Ｒに
おいて消光状態とされる。
【０２３２】
この第２の具体例によれば、図３３Ａに示すように、リセット期間Ｒを１フィールドの後
端に割り当てた場合を想定したとき、当該画素の階調レベルに応じて、１フィールドの後
端から１つの表示サイクルＴｄあるいは複数の表示サイクルＴｄが連続して選択され、そ
の選択された表示サイクルＴｄの各選択期間Ｓに同期してＯＮ信号が出力され、後端のリ
セット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号が出力されることになる。
【０２３３】
この場合も、１フィールド内での当該画素に対する発光と消光のサイクルが１回のみとな
り、消費電力の低減を有効に図ることができる。階調と輝度の線形性が良好となり、高精
度な階調表現が可能となる。更に、発光時間の効率も高くなる。特に、選択された表示サ
イクル毎に選択期間が存在するため、当該画素における発光維持期間にわたって十分に輝
度を維持させることができる。
【０２３４】

次に、第３の具体例に係る階調制御の方式を図３４を参照しながら説明する。この第３の
具体例は、図３４に示すように、前記第２の具体例（図３３Ａ参照）とほぼ同じ階調制御
方式であるが、取り扱う最大階調レベルを下げて各表示サイクルＴｄにおける非選択期間
Ｕの時間的長さを長くしたものである。この場合、選択期間Ｓの時間的長さを第２の具体
例における選択期間Ｓの時間的長さ以下としてもよい。
【０２３５】
この第３の具体例によれば、画素の発光維持期間の割合が高くなるため、更なる高輝度化
を実現させることができる。
【０２３６】

次に、第４の具体例に係る階調制御の方式を図３５Ａ～図３５Ｃを参照しながら説明する
。この第４の具体例は、図３５Ａに示すように、前記第１の具体例（図３０Ａ参照）とほ
ぼ同じ階調制御方式であるが、前記１フィールド内に、２つの選択期間Ｓの間に所定長の
単位非選択期間Ｕ（１）を有する奇偶調整サイクルＴｃと最大階調レベルに応じた数の表
示サイクルＴｄ１～Ｔｄ３が割り当てられ、各表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ３には前記所定
長の２倍の長さを有する冗長非選択期間Ｕ（２）とリセット期間Ｒが設定されている点で
異なる。
【０２３７】
そして、カラム電極駆動回路２０４に対する信号制御回路２０６での制御は、奇偶調整サ
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イクルに含まれるいずれかの選択期間ＳにおいてＯＮ信号が出力され、発光維持期間の終
了タイミングにおいてＯＦＦ信号が出力されるように制御する。
【０２３８】
例えば１行１列の画素について、図３５Ｂに示すように、該画素の階調レベルが例えば５
の奇数であった場合、発光維持期間の開始を示す奇偶調整サイクルＴｃの先頭の選択期間
Ｓに同期してＯＮ信号が出力され、発光維持期間の終了を示す第２の表示サイクルＴｄ２
のリセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号が出力されるように制御する。その他の選択期間
及びリセット期間に出力させる信号としては、ＯＮ信号又はＯＦＦ信号のどちらでもよい
。この第４の具体例では、発光維持期間に含まれる奇偶調整サイクルＴｃの後端の選択期
間Ｓと第１の表示サイクルＴｄ１のリセット期間ＲにおいてＯＮ信号を出力させ、発光維
持期間以外の期間に含まれる第３の表示サイクルＴｄ３のリセット期間ＲにＯＦＦ信号を
出力させた例を示す。
【０２３９】
これによって、１行１列の画素は、１フィールドの先頭から第２の表示サイクルＴｄ２に
おけるリセット期間Ｒの開始時点にかけて発光状態とされ、第２の表示サイクルＴｄ２に
おけるリセット期間Ｒの終了時点から１フィールドの終端にかけて消光状態とされる。
【０２４０】
また、例えば２行１列の画素について、図３５Ｃに示すように、該画素の階調レベルが例
えば６の偶数であった場合、発光維持期間の開始を示す奇偶調整サイクルＴｃの後端の選
択期間Ｓに同期してＯＮ信号が出力され、発光維持期間の終了を示す第３の表示サイクル
Ｔｄ３のリセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号が出力されるように制御する。その他の選
択期間Ｓ及びリセット期間Ｒに出力させる信号としては、ＯＮ信号又はＯＦＦ信号のどち
らでもよい。この第４の具体例では、発光維持期間に含まれる第１及び第２の表示サイク
ルＴｄ１及びＴｄ２における各リセット期間ＲにＯＮ信号を出力させ、発光維持期間以外
の期間に含まれる奇偶調整サイクルＴｃの先頭の選択期間ＳにＯＦＦ信号を出力させた例
を示す。
【０２４１】
これによって、２行１列の画素は、１フィールドの先頭から奇偶調整サイクルＴｃの単位
非選択期間Ｕ（１）の終端にかけて消光状態とされ、奇偶調整サイクルＴｃの後端の選択
期間Ｓから第３の表示サイクルＴｄ３におけるリセット期間Ｒの開始時点にかけて発光状
態とされ、第３の表示サイクルＴｄ３におけるリセット期間Ｒにおいて消光状態とされる
。
【０２４２】
この第４の具体例によれば、例えば１フィールドで８階調を表現する場合を想定したとき
、単位表示サイクルのみで構成したときは、１つの行に関し、８回の選択走査が必要にな
るが、所定長の２倍の長さを有する冗長非選択期間Ｕ（２）が設定された表示サイクルを
割り当てると、１つの行に関し、５回の選択走査で済み、１つの行を選択するためのサイ
クル（行走査サイクル）を低減させることができる。これは、図８の電荷－印加電圧特性
における－▲－で囲まれた面積に相当する電力消費回数を低減することになり、これによ
って、消費電力の低減につながり、しかも、冗長非選択期間Ｕ（２）において発光状態が
維持されることから、選択された画素の高輝度化にもつながる。
【０２４３】
なお、電荷－印加電圧特性における－▲－で囲まれた面積に相当する電力消費回数を低減
からみた場合は、第４の変形例に係るディスプレイＤｄのような良好なヒステリシス特性
をもたないディスプレイに適用して十分に効果を発揮させることができる。もちろん、第
４の変形例に係るディスプレイＤｄに適用した場合においても、行選択のための周波数の
低減を図る上で非常に有利になる。
【０２４４】

次に、第５の具体例に係る階調制御の方式を図３６Ａ～図３６Ｃを参照しながら説明する
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。この第５の具体例は、図３６Ａに示すように、前記第４の具体例（図３５Ａ参照）とほ
ぼ同じ階調制御方式であるが、前記１フィールド内に、最大階調レベルに応じた数の表示
サイクルＴｄ１～Ｔｄ３と２つのリセット期間Ｒの間に所定長の単位非選択期間Ｕ（１）
を有する奇偶調整サイクルＴｃが割り当てられ、各表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ３に選択期
間Ｓと前記所定長の２倍の長さを有する冗長非選択期間Ｕ（２）が設定されている点で異
なる。
【０２４５】
そして、カラム電極駆動回路２０４に対する信号制御回路２０６での制御は、発光維持期
間の開始タイミングにおいてＯＮ信号が出力され、奇偶調整サイクルに含まれるいずれか
のリセット期間ＲにおいてＯＦＦ信号が出力されるように制御する。
【０２４６】
例えば１行１列の画素について、図３６Ｂに示すように、該画素の階調レベルが例えば５
の奇数であった場合、発光維持期間の開始を示す第２の表示サイクルＴｄ２の選択期間Ｓ
に同期してＯＮ信号が出力され、発光維持期間の終了を示す奇偶調整サイクルＴｃの後端
のリセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号が出力されるように制御する。その他の選択期間
Ｓ及びリセット期間Ｒに出力させる信号としては、ＯＮ信号又はＯＦＦ信号のどちらでも
よい。この第５の具体例では、発光維持期間に含まれる第３の表示サイクルＴｄ３におけ
る選択期間Ｓと奇偶調整サイクルＴｃの先頭のリセット期間 においてＯＮ信号を出力さ
せ、発光維持期間以外の期間に含まれる第１の表示サイクルＴｄ１の選択期間ＳにＯＦＦ
信号を出力させた例を示す。
【０２４７】
これによって、１行１列の画素は、１フィールドの先頭から第１の表示サイクルＴｄ１に
おいて消光状態とされ、第２の表示サイクルＴｄ２から奇偶調整サイクルＴｃにおける後
端のリセット期間Ｒの開始時点にかけて発光状態とされ、終端のリセット期間Ｒにおいて
消光状態とされる。
【０２４８】
また、図３６Ｃに示すように、例えば２行１列の画素について、該画素の階調レベルが例
えば６の偶数であった場合、発光維持期間の開始を示す第１の表示サイクルＴｄ１の選択
期間Ｓに同期してＯＮ信号が出力され、発光維持期間の終了を示す奇偶調整サイクルＴｃ
の先頭のリセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号が出力されるように制御する。その他の選
択期間Ｓ及びリセット期間Ｒに出力させる信号としては、ＯＮ信号又はＯＦＦ信号のどち
らでもよい。この第５の具体例では、発光維持期間に含まれる第２及び第３の表示サイク
ルＴｄ２及びＴｄ３における各選択期間ＳにおいてＯＮ信号を出力させ、発光維持期間以
外の期間に含まれる奇偶調整サイクルＴｃの後端のリセット期間ＲにＯＦＦ信号を出力さ
せた例を示す。
【０２４９】
これによって、２行１列の画素は、１フィールドの先頭から第３の表示サイクルＴｄ３に
かけて発光状態とされ、奇偶調整サイクルＴｃから１フィールドの終端にかけて消光状態
とされる。
【０２５０】
この第５の具体例においても、前記行走査サイクルを低減させることができ、消費電力の
低減並びに高輝度化を図ることができる。
【０２５１】
上述の第１～第 の具体例は、１フィールド内に等間隔の表示サイクルＴｄを最大階調レ
ベルに応じた数分だけ割り当てた例を示したが、その他、以下に示す第６の具体例及び第
７の具体例に示すように、１フィールド内に、所定長の単位非選択期間を有する少なくと
も１つの単位表示サイクルと、少なくとも１つの冗長表示サイクルを割り当て、前記冗長
表示サイクル 前記所定長のｎ倍（ｎは２以上の整数）の長さを有する冗長非選択期間を
設けるようにしてもよい。ここで、ｎを便宜的に冗長度と定義する。
【０２５２】
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そして、最大階調レベルをＸ、単位表示サイクルの個数をＹ、冗長表示サイクルの個数を
Ｚとしたとき、
Ｚ＝Ｘ÷ｎの商－１
Ｙ＝Ｘ－Ｚ×ｎ
サブフィールド総数（Ｙ＋Ｚ）＝（Ｘ／ｎ－１）＋ｎ
を満足し、更に、１フィールドの先頭からａ個の選択期間Ｓを表示サイクル毎に割り当て
、１フィールドの後端からｂ個のリセット期間Ｒを表示サイクル毎に割り当てる。この場
合に、
ａ＋ｂ＝Ｙ＋Ｚ＋１
とする。このとき、ｂ＝ｎとした場合は、最大階調レベルに含まれるすべての階調を表現
できるが、ｂ＝ｎ－１として、１つあるいはいくつかの階調レベルを間引きするようにし
てもよい。これにより、行走査サイクルが低減されるため、低消費電力化を図ることがで
きる。
【０２５３】
以下、この階調制御方式での具体例を図３７～図３９を参照しながら説明する。
【０２５４】

第６の具体例は、図３７に示すように、冗長度ｎを４、最大階調レベルＸを１６としたも
ので、この場合、冗長表示サイクルＴＤの個数Ｚは１６÷４の商－１＝３となり、単位表
示サイクルＴｄの個数Ｙは１６－３×４＝４となる。
【０２５５】
そして、この第６の具体例では、１フィールドの先頭から３つの冗長表示サイクルＴＤ１
～ＴＤ３を連続して割り当て、その後に４つの単位表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ４を連続し
て割り当てる。更に、１フィールドの先頭から４つの選択期間Ｓを表示サイクル毎に割り
当て、１フィールドの後端から４つのリセット期間Ｒを表示サイクル毎に割り当てるよう
にしている。
【０２５６】
この第６の具体例において、階調レベル１～４を表現する場合は、第１の単位表示サイク
ルＴｄ１の前段に割り当てられた４番目の選択期間Ｓに同期してＯＮ信号を出力し、当該
画素の階調レベルに応じた個数の単位表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ４におけるリセット期間
に同期してＯＮ信号とＯＦＦ信号を出力する。
【０２５７】
階調レベル５～８を表現する場合は、第３の冗長表示サイクルＴＤ３の前段に割り当てら
れた３番目の選択期間Ｓ及び前記４番目の選択期間Ｓに同期してＯＮ信号を出力し、当該
画素の階調レベルに応じた個数の単位表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ４におけるリセット期間
に同期してＯＮ信号とＯＦＦ信号を出力する。
【０２５８】
また、階調レベル９～１２を表現する場合は、第２の冗長表示サイクルＴＤ２の前段に割
り当てられた２番目の選択期間Ｓ、前記３番目及び４番目の選択期間Ｓに同期してＯＮ信
号 出力し、当該画素の階調レベルに応じた個数の単位表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ４にお
けるリセット期間Ｒに同期してＯＮ信号とＯＦＦ信号を出力する。
【０２５９】
階調レベル１３～１６を表現する場合は、先頭の選択期間Ｓ～４番目の選択期間Ｓに同期
してＯＮ信号の出力し、当該画素の階調レベルに応じた個数の単位表示サイクルＴｄ１～
Ｔｄ４におけるリセット期間Ｒに同期してＯＮ信号とＯＦＦ信号を出力する。
【０２６０】
この第６の具体例によれば、例えば１フィールドで１６階調を表現する場合を想定したと
き、１つの行に関し、８回の選択走査で済み、行走査サイクルを大幅に低減させることが
できる。その結果、消費電力の低減並びに高輝度化を実現させることができる。
【０２６１】
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第７の具体例は、図３８に示すように、第６の具体例とほぼ同じ構成を有するが、１フィ
ールドの先頭から４つの単位表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ４を連続して割り当て、その後に
３つの冗長表示サイクルＴＤ１～ＴＤ３を連続して割り当てている点で異なる。
【０２６２】
この第７の具体例において、階調レベル１～４を表現する場合は、各リセット期間に同期
してＯＦＦ信号を出力し、単位表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ４の個数を階調レベルに応じて
増減させるように、ＯＮ信号の開始タイミングを制御する。
【０２６３】
階調レベル５～８を表現する場合は、第１の冗長表示サイクルＴＤ１の後端以降に割り当
てられた各リセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号を出力し、前記第１の冗長表示サイクル
ＴＤ１と共に含まれる単位表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ４の個数を階調レベルに応じて増減
させるように、ＯＮ信号の開始タイミングを制御する。
【０２６４】
階調レベル９～１２を表現する場合は、第２の冗長表示サイクルＴＤ２の後端以降に割り
当てられた各リセット期間Ｒに同期してＯＦＦ信号を出力し、第１及び第２の冗長表示サ
イクルＴＤ１及びＴＤ２と共に含まれる単位表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ４の個数を階調レ
ベルに応じて増減させるように、ＯＮ信号の開始タイミングを制御する。
【０２６５】
階調レベル１３～１６を表現する場合は、１フィールドの後端に割り当てられたリセット
期間Ｒに同期してＯＦＦ信号を出力するように制御し、第１～第３の冗長表示サイクルＴ
Ｄ１～ＴＤ３と共に含まれる単位表示サイクルＴｄ１～Ｔｄ４の個数を階調レベルに応じ
て増減させるように、ＯＮ信号の開始タイミングを制御する。
【０２６６】
上述の第６の具体例及び第７の具体例では、冗長度ｎを４にした場合を示しているが、そ
の他、冗長度ｎが２、３、５・・・である場合にも同様に適用可能である。
【０２６７】
この場合に、単位表示サイクルＴｄと冗長表示サイクルＴＤの任意の組み合わせで得られ
る最大階調レベルに応じたサブフィールド総数のうち、最もサブフィールド総数が少ない
組み合わせで単位表示サイクルと冗長表示サイクルを割り当てることが好ましい。
【０２６８】
即ち、図３９に示すように、単位表示サイクルＴｄと冗長表示サイクルＴＤの任意の組み
合わせで得られるサブフィールド総数は最大階調レベルによって変わる。例えば、冗長度
ｎ＝４の場合（Ｕ（１）とＵ（４）の組み合わせ）を考えると、そのサブフィールド総数
は、最大階調レベルが１６のときは７であり、最大階調レベルが２５６のときは６７とな
る。冗長度ｎ＝８の場合（Ｕ（１）とＵ（８）の組み合わせ）は、最大階調レベルが１６
のときは９であって、最大階調レベルが２５６のときは３９となる。
【０２６９】
従って、本実施の形態では、最大階調レベルが１６のときは、最もサブフィールド総数が
少ない冗長度ｎ＝４の組み合わせ（Ｕ（１）とＵ（４）の組み合わせ）を採用し、最大階
調レベルが３２のときは、冗長度ｎ＝４又は８の組み合わせ（Ｕ（１）とＵ（４）の組み
合わせ又はＵ（１）とＵ（８）の組み合わせ）を採用する。同様に、最大階調レベルが６
４のときは、冗長度ｎ＝８の組み合わせを採用し、最大階調レベルが１２８のときは、冗
長度ｎ＝８又は１６の組み合わせ（Ｕ（１）とＵ（８）の組み合わせ又はＵ（１）とＵ（
１６）の組み合わせ）を採用し、最大階調レベルが２５６のときは、冗長度ｎ＝１６の組
み合わせを採用する。
【０２７０】
こうすることにより、各最大階調レベルでのサブフィールド総数が小さくなり、消費電力
の低減化を更に有効に達成させることができ、しかも、走査回路の負担も軽減させること
ができることとなる。
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【０２７１】
第１～第７の具体例では、１フィールド内での１つの画素に対する発光と消光のサイクル
を１回のみとする階調制御を示したが、その他、以下の第８及び第９の具体例に示すよう
に、１フィールド内での１つの画素に対する発光と消光のサイクルを２回とする階調制御
を行うようにしてもよい。
【０２７２】

第８の具体例は、図４０に示すように、１フィールド内に、３つの冗長表示サイクルＴＤ
１～ＴＤ３で構成された第１のサブフィールドブロックＳＦＢ１と、４つの単位表示サイ
クルＴｄ１～Ｔｄ４で構成された第２のサブフィールドブロックＳＦＢ２を割当て、更に
、前記第１及び第２のサブフィールドブロックＳＦＢ１及びＳＦＢ２間に強制リセット期
間ＴＲを割り当てるようにしている。この第８の具体例での階調制御の方式は、第２の具
体例の方式とほぼ同様であるため、その説明は省略する。
【０２７３】
この場合、第１のサブフィールドブロックＳＦＢ１において冗長表示サイクルＴＤを使用
していることから、行走査サイクルの低減を図ることができ、消費電力の低減化を実現さ
せることができる。特に、強制リセット期間ＴＲを設けるようにしているため、該期間に
おいて画素を消光させるに十分な信号を与えることができる。
【０２７４】

第９の具体例は、図４１に示すように、第８の具体例とほぼ同じ構成を有するが、第２の
サブフィールドブロックＳＦＢ２に２つの冗長表示サイクルＴＤ１及びＴＤ２と１つの単
位表示サイクルＴｄが割当てられている点で異なる。この第９の具体例での階調制御の方
式は、第１のサブフィールドブロックＳＦＢ１は第２の具体例の方式とほぼ同様であり、
第２のサブフィールドブロックＳＦＢ２は第５の具体例の方式とほぼ同様であるため、そ
の説明は省略する。
【０２７５】
この場合、第２のサブフィールドブロックＳＦＢ２での行走査サイクルの低減化も図るこ
とができるため、消費電力の低減化を更に実現させることができる。
【０２７６】
以上、本実施の形態に係る駆動装置の階調制御を第１～第９の具体例に基づいて説明して
きたが、これらの駆動装置は、ディスプレイの構成として、図１に示す本実施の形態に係
るディスプレイＤや図１０に示す第１の変形例に係るディスプレイＤａに対し、図１７に
示すように、カラム電極２８ｂと信号線４２との間にバリスタ１２０が接続された構成の
ものにおいて好適となる。
【０２７７】
この場合、図４２に示すように、ロー電極駆動回路２０２から出力される選択パルスＰｓ
のピーク値として－１００Ｖ、非選択信号Ｓｕのピーク値として－２０Ｖ、リセットパル
スＰｒのピーク値として６０Ｖを使用し、また、カラム電極駆動回路２０４から出力され
るＯＮ信号として８０Ｖ、ＯＦＦ信号として０Ｖを使用することが好ましい。
【０２７８】
一方、図４３に示すような第６の変形例に係るディスプレイＤｆに対して前記第１～第９
の具体例に係る駆動装置を使用するようにしてもよい。
【０２７９】
このディスプレイＤｆは、アクチュエータ部１４が自然状態、あるいはアクチュエータ部
１４にＯＮ信号が供給されることで変位伝達部３２の板部材３２ａの端面が光導波板１２
の背面に対して光１０の波長以下の距離で接触し（発光）、アクチュエータ部１４にオフ
信号が印加されることで、当該アクチュエータ部１４が空所２０側に凸となるように屈曲
変位、即ち、他方向に屈曲変位して、板部材３２ａの端面が光導波板１２から離隔する（
消光）という構成を有する。
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【０２８０】
そして、上述した第１～第９の具体例に係る駆動装置は、図４３に示す第６の変形例に係
るディスプレイＤｆに対し、図１７に示すように、カラム電極２８ｂと信号線４２との間
にバリスタ１２０が接続された構成のものにおいて好適となる。
【０２８１】
この場合、図４４に示すように、ロー電極駆動回路２０２から出力される選択パルスＰｓ
のピーク値として９０Ｖ、非選択信号Ｓｕのピーク値として－１０Ｖ、リセットパルスＰ
ｒのピーク値として－１１０Ｖを使用し、また、カラム電極駆動回路２０４から出力され
るＯＮ信号として０Ｖ、ＯＦＦ信号として１００Ｖを使用することが好ましい。
【０２８２】
更に好ましくは、図４５に示すように、ロー電極駆動回路２０２から出力される選択パル
スＰｓのピーク値として１７０Ｖ、非選択信号Ｓｕのピーク値として０Ｖ、リセットパル
スＰｒのピーク値として－１６０Ｖを使用し、また、カラム電極駆動回路２０４から出力
されるＯＮ信号として０Ｖ、ＯＦＦ信号として８０Ｖを使用することがよい。
【０２８３】
そして、本実施の形態に係る駆動装置における第１～第９の具体例においては、電力回収
回路との併用により更なる低消費電力化を図ることができる。
【０２８４】
また、これらの駆動装置における階調制御は、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ
で用いられている階調制御にも適用可能である。
【０２８５】
例えばプラズマディスプレイにおいては、各画素（放電セル）は、容量性素子（コンデン
サ）として等価回路で表され、かつ、本実施の形態に係るディスプレイの各画素と同様に
メモリ効果を有するため、本実施の形態に係る駆動装置の階調制御を適用させることがで
きる。
【０２８６】
この場合に、
（１）　発光維持期間を長くとれるため、高輝度化を実現させることができる。
（２）　分割したサブフィールドの組み合わせで階調表現しないことから、いわゆる偽輪
郭の発生を防止することができる。
（３）　点灯放電が１フィールドに１回（第１～第７の具体例）又は２回（第８及び第９
の具体例）しかないことから、低消費電力化を図ることができる。
という効果を得ることができる。
【０２８７】
また、ＴＦＴ－ＬＣＤ（アクティブマトリクス方式の液晶ディスプレイ）についても、ス
イッチング素子と容量性画素の組み合わせであるため、本実施の形態に係る階調制御が適
用できる。この場合、高輝度化と低消費電力化を実現させることができる。
【０２８８】
また、単純マトリクス方式のＬＣＤも画素のフレーム応答を利用することにより、本実施
の形態に係る階調制御（特に、第２、第３、第５、第８及び第９の具体例）が適用可能で
ある。図４６に本実施の形態の第２の具体例（図３３Ａ～図３３Ｃ参照）を単純マトリク
ス方式のＬＣＤに適用して階調レベル＝７を表現したフレーム応答波形を示す。
【０２８９】
図４６において、Ｓ／ＯＮは選択された画素の選択期間 でＯＮ信号が出力されている場
合を示し、Ｓ／ＯＦＦは当該画素の選択期間 でＯＦＦ信号が出力されている場合を示し
、Ｒ／ＯＦＦは当該画素のリセット期間 でＯＦＦ信号が出力されている場合を示す。従
って、この図 の例では、Ｓ／ＯＮとされた時点からＲ／ＯＦＦとされる時点までが発
光維持期間となる。
【０２９０】
ところで、本実施の形態に係るディスプレイＤにおいては、例えば図１に示すように、ア
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クチュエータ部１４の自然状態で消光とし、アクチュエータ部１４のロー電極２８ａとカ
ラム電極２８ｂ間に高レベル電圧を印加したときにアクチュエータ部１４を光導波板１２
側に凸となるように屈曲変位させて発光させるようにしたが、その他、光導波板１２の背
面に変位伝達部３２を接触・離隔することにより、アクチュエータ部１４をオン動作／オ
フ動作させる際に、形状保持層２６に電圧を印加して発生する歪みに加えて、光導波板１
２の背面と変位伝達部３２の接触面（端面）との間に静電気を発生させ、この静電気によ
る引力、斥力をアクチュエータ部１４のオン動作／オフ動作に利用するようにしてもよい
。
【０２９１】
結果として、アクチュエータ部１４の駆動中に、誘電分極を発生させて静電気による引力
を利用してアクチュエータ部１４のオン特性（変位伝達部３２の接触性や接触方向への応
答性等）の向上を図る構成や、静電気による引力のみならず、斥力も利用することにより
、アクチュエータ部１４のオン特性以外にオフ特性（変位伝達部３２の離隔性や離隔方向
への応答性等）の向上をも図ることができる。
【０２９２】
例えば、アクチュエータ部１４のオン特性のみの向上を図る場合は、単に変位伝達部３２
の接触面（端面）及び光導波板１２自体又は光導波板１２の背面にコーティング材を配し
て、これらを誘電分極させればよい。
【０２９３】
更に、例えばアクチュエータ部１４のオン特性とオフ特性の両方を向上させる場合は、誘
電分極された変位伝達部３２の接触面に対して、静電気による引力、斥力のいずれも発生
するように、光導波板１２の背面に透明電極や金属薄膜を配してその電気極性を切り換え
ればよい。
【０２９４】
具体的に、前記構成について図４７Ａ～図４８Ｂを参照しながら説明する。アクチュエー
タ部１４の自然状態で発光とし、図４７Ａ及び図４７Ｂに示すように、形状保持層２６の
上面にロー電極２８ａ、下面にカラム電極２８ｂが形成されたディスプレイＤにおいて、
光導波板１２の背面のうち、アクチュエータ部１４に対応した位置にそれぞれ透明電極２
９０を形成する。
【０２９５】
そして、アクチュエータ部１４をオン動作させて発光させる場合は、例えば図４７Ａに示
すように、当該アクチュエータ部１４に対応する透明電極２９０とロー電極２８ａとの間
に電圧（Ｖｃ＞Ｖａ）を印加し、ロー電極２８ａとカラム電極２８ｂとの間の電圧はほぼ
ゼロとしておく（Ｖａ≒Ｖｂ）。
【０２９６】
これにより、透明電極２９０とロー電極２８ａとの間に働く静電引力で変位伝達部３２は
光導波板１２側に押し付けられる。この押圧力により、輝度の向上、応答速度の向上が図
られる。
【０２９７】
一方、アクチュエータ部１４をオフ動作させて消光させる場合は、図４７Ｂに示すように
、当該アクチュエータ部１４に対応する透明電極２９０とロー電極２８ａとの間の電圧を
ほぼゼロにしておき（Ｖｃ≒Ｖａ）、ロー電極２８ａとカラム電極２８ｂとの間に電圧（
Ｖａ＜Ｖｂ）を印加する。
【０２９８】
これにより、アクチュエータ部１４は空所２０側に凸となるように屈曲変位し、変位伝達
部３２は光導波板１２から離隔することになる。
【０２９９】
ところで、前記透明電極２９０を、光導波板１２の背面や、変位伝達部３２の端面のいず
れに形成してもよいが、変位伝達部３２の端面に形成する方が好ましい。これは、アクチ
ュエータ部１４上のロー電極２８ａとの距離が小さくなり、より大きな静電力を発生させ
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ることができるからである。
【０３００】
また、光導波板１２の背面に形成された透明電極２９０は、変位伝達部３２の離隔性を向
上させる効果がある。一般に、変位伝達部３２の接触、離隔によって変位伝達部３２や光
導波板１２に生ずる局所的な表面電荷を生ずるが、これは、変位伝達部３２が光導波板１
２に接触するのを助ける。しかし、この場合、変位伝達部３２が光導波板１２に貼り付い
てしまうという不都合が生じやすくなる。
【０３０１】
そこで、光導波板１２の背面に透明電極２９０を形成することで、局所的な表面電荷の発
生を緩和し、前記不都合（貼り付き）が低減され、変位伝達部３２の離隔性が向上する。
【０３０２】
前記透明電極２９０を形成して静電気を利用する構成は、図４８Ａ及び図４８Ｂに示すよ
うなディスプレイＤ、即ち、形状保持層２６の上面に一対の電極（ロー電極２８ａとカラ
ム電極２８ｂ）を形成したディスプレイＤにも適用することができる。
【０３０３】
つまり、光導波板１２の背面に透明電極２９０を形成し、この透明電極２９０とアクチュ
エータ部１４の上面に設けられた一対の電極２８ａ及び２８ｂとの間に電圧（Ｖｃ＞Ｖａ
、Ｖｃ＞Ｖｂ）を印加すると、両者の間に静電気が発生する。
【０３０４】
ここで、アクチュエータ部１４の自然状態で消光の場合を考えたとき、当該アクチュエー
タ部１４をオン動作させて発光させる場合、一対の電極２８ａ及び２８ｂ間の電圧（Ｖａ
＜Ｖｂ＜Ｖｃ）によってアクチュエータ部１４が光導波板１２に向かって屈曲変位すると
共に、前記静電気の引力によって、変位伝達部３２が光導波板１２側に急速に接近し、発
光状態となる。反対に、透明電極２９０と一対の電極２８ａ及び２８ｂとの間に電圧を印
加しない状態（Ｖａ≒Ｖｂ≒Ｖｃ）では、アクチュエータ部１４がオフ動作し、アクチュ
エータ部１４の剛性によって光導波板１２から離隔し、消光状態となる。
【０３０５】
このような静電気を利用したディスプレイＤに対しても第１～第９の具体例に係る駆動方
式を適用させることができる。
【０３０６】
なお、この発明に係るディスプレイの駆動装置及びディスプレイの駆動方法は、上述の実
施の形態に限らず、この発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはも
ちろんである。
【０３０７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係るディスプレイの駆動装置及びディスプレイの駆動方法
によれば、消費電力を有効に低減させることができ、高輝度化を達成させることができる
。また、サブフィールド駆動による階調制御において、消費電力を有効に低減させること
ができ、高輝度化を達成させることができる。サブフィールド駆動による階調制御におい
て、サブフィールド総数の低減を図ることができ、消費電力を有効に低減させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態に係る駆動装置が適用されるディスプレイの構成図である。
【図２】アクチュエータ部に形成される一対の電極の平面形状の一例を示す図である。
【図３】図３Ａは形状保持層の長軸に沿って一対の電極のくし歯を配列させた１つの例を
示す説明図であり、図３Ｂは他の例を示す説明図である。
【図４】図４Ａは形状保持層の短軸に沿って一対の電極のくし歯を配列させた１つの例を
示す説明図であり、図４Ｂは他の例を示す説明図である。
【図５】アクチュエータ部に形成される一対の電極の他の例を示す構成図である。
【図６】ディスプレイにおけるアクチュエータ部（画素）の配置を拡大して示す平面図で
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ある。
【図７】アクチュエータ部の屈曲変位特性を示す図である。
【図８】アクチュエータ部の電荷－印加電圧特性を示す図である。
【図９】本実施の形態に係る駆動装置を示す構成図である。
【図１０】第１の変形例に係るディスプレイを示す構成図である。
【図１１】第１の変形例に係るディスプレイにおけるアクチュエータ部を示す平面図であ
る。
【図１２】第１の変形例に係るディスプレイの駆動部に配置された各画素の等価回路を示
す図である。
【図１３】図１３Ａは、第１の変形例に係るディスプレイのアクチュエータ部において、
形状保持層上にくし歯状の一対の電極を形成した場合の構成を示す平面図であり、図１３
Ｂは、同じく形状保持層上に渦巻き状の一対の電極を形成した場合の構成を示す平面図で
ある。
【図１４】第１の変形例に係るディスプレイのアクチュエータ部において、形状保持層上
に多枝形状の一対の電極を形成した場合の構成を示す平面図である。
【図１５】第２の変形例に係るディスプレイを示す構成図である。
【図１６】第３の変形例に係るディスプレイを示す構成図である。
【図１７】第４の変形例に係るディスプレイの駆動部に配置された各画素の等価回路を示
す図である。
【図１８】第４の変形例に係るディスプレイにおけるアクチュエータ部を示す平面図であ
る。
【図１９】第４の変形例に係るディスプレイにおけるアクチュエータ部の電圧－屈曲変位
特性を示す図である。
【図２０】第４の変形例に係るディスプレイにおけるアクチュエータ部の電荷－印加電圧
特性を示す図である。
【図２１】ヒステリシスを持たない材料の屈曲変位特性を示す図である。
【図２２】図２２Ａは、アクチュエータ基板上にアクチュエータ部及びゲート線を形成し
た例を示す図であり、図２２Ｂは、アクチュエータ基板の背面側にバリスタ及びデータ線
を形成した例を示す図である。
【図２３】アクチュエータ基板にバリスタ基板を貼り合わせる例を示す説明図である。
【図２４】図２４Ａは、第４の変形例に係るディスプレイのアクチュエータ部において、
形状保持層上にくし歯状の一対の電極を形成した場合の構成を示す平面図であり、図２４
Ｂは、形状保持層上に渦巻き状の一対の電極を形成した場合の構成を示す平面図である。
【図２５】第５の変形例に係るディスプレイの駆動部に配置された各画素の等価回路を示
す図である。
【図２６】第５の変形例に係るディスプレイにおけるアクチュエータ部と圧電リレーを示
す断面図である。
【図２７】第５の変形例に係るディスプレイにおけるアクチュエータ部と圧電リレーを示
す平面図である。
【図２８】第５の変形例に係るディスプレイの他の例を示す構成図である。
【図２９】時間変調方式の階調制御を説明するために、特に１フィールドを複数のサブフ
ィールドに等分割した例を示す図である。
【図３０】図３０Ａは、第１の具体例に係る駆動方式での表示サイクル等の割当てを示す
説明図であり、図３０Ｂは、１行１列の画素における発光維持期間の決定処理を示す信号
波形図であり、図３０Ｃは、２行１列の画素における発光維持期間の決定処理を示す信号
波形図である。
【図３１】第１の具体例に係る駆動方式での実験結果を示す印加電圧波形と光強度分布を
示す図である。
【図３２】比較例に係る駆動方式での実験結果を示す印加電圧波形と光強度分布を示す図
である。
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【図３３】図３３Ａは、第２の具体例に係る駆動方式での表示サイクル等の割当てを示す
説明図であり、図３３Ｂは、１行１列の画素における発光維持期間の決定処理を示す信号
波形図であり、図３３Ｃは、２行１列の画素における発光維持期間の決定処理を示す信号
波形図である。
【図３４】第３の具体例に係る駆動方式での表示サイクル等の割当てを示す説明図である
。
【図３５】図３５Ａは、第４の具体例に係る駆動方式での表示サイクル等の割当てを示す
説明図であり、図３５Ｂは、１行１列の画素における発光維持期間の決定処理を示す信号
波形図であり、図３５Ｃは、２行１列の画素における発光維持期間の決定処理を示す信号
波形図である。
【図３６】図３６Ａは、第５の具体例に係る駆動方式での表示サイクル等の割当てを示す
説明図であり、図３６Ｂは、１行１列の画素における発光維持期間の決定処理を示す信号
波形図であり、図３６Ｃは、２行１列の画素における発光維持期間の決定処理を示す信号
波形図である。
【図３７】第６の具体例に係る駆動方式での表示サイクル等の割当てを示す説明図である
。
【図３８】第７の具体例に係る駆動方式での表示サイクル等の割当てを示す説明図である
。
【図３９】単位表示サイクルと冗長表示サイクルの任意の組み合わせで得られる最大階調
レベルに応じたサブフィールド総数を示す表図である。
【図４０】第８の具体例に係る駆動方式での表示サイクル等の割当てを示す説明図である
。
【図４１】第９の具体例に係る駆動方式での表示サイクル等の割当てを示す説明図である
。
【図４２】第１～第９の具体例において、ロー電極駆動回路から出力される選択パルス、
非選択信号及びリセットパルスと、カラム電極駆動回路から出力されるＯＮ信号及びＯＦ
Ｆ信号の電位並びに各画素のロー電極とカラム電極間に加わる電圧の関係を示す表図であ
る。
【図４３】第６の変形例に係るディスプレイを示す構成図である。
【図４４】第６の変形例に係るディスプレイに対し、第１～第９の具体例に係る駆動方式
を適用した場合において、ロー電極駆動回路から出力される選択パルス、非選択信号及び
リセットパルスと、カラム電極駆動回路から出力されるＯＮ信号及びＯＦＦ信号の電位並
びに各画素のロー電極とカラム電極間に加わる電圧の関係の一例を示す表図である。
【図４５】第６の変形例に係るディスプレイに対し、第１～第９の具体例に係る駆動方式
を適用した場合において、ロー電極駆動回路から出力される選択パルス、非選択信号及び
リセットパルスと、カラム電極駆動回路から出力されるＯＮ信号及びＯＦＦ信号の電位並
びに各画素のロー電極とカラム電極間に加わる電圧の関係の他の例を示す表図である。
【図４６】第２の具体例に係る駆動方式を単純マトリクス方式のＬＣＤに適用して階調レ
ベル＝７を表現した場合のフレーム応答波形を示す図である。
【図４７】図４７Ａは静電気を利用したディスプレイの一例において、その発光状態の場
合を示す断面図であり、図４７Ｂはその消光状態の場合を示す断面図である。
【図４８】図４８Ａは静電気を利用したディスプレイの他の例において、その発光状態の
場合を示す断面図であり、図４８Ｂはその消光状態の場合を示す断面図である。
【符号の説明】
Ｄ、Ｄａ～Ｄｆ…ディスプレイ　　　１４…アクチュエータ部
１６…駆動部　　　　　　　　　　　１８…アクチュエータ基板
２６…形状保持層　　　　　　　　　２８…一対の電極
２８ａ…ロー電極　　　　　　　　　２８ｂ…カラム電極
３２…変位伝達部　　　　　　　　　４０…垂直選択線
４２…信号線　　　　　　　　　　　２０２…ロー電極駆動回路
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２０４…カラム電極駆動回路　　　　２０６…信号制御回路

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

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

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】

(42) JP 3762568 B2 2006.4.5



【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】 【 図 ４ １ 】
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【 図 ４ ２ 】 【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】

【 図 ４ ５ 】

【 図 ４ ６ 】
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【 図 ４ ７ 】 【 図 ４ ８ 】
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