
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

上位の重みを持つ表示期間を複数に分割するとともに、
該分割した表示期間をフィールドの前半部と後半部とに均等に配置して、走査を行う制御
手段によって走査され、互いに交差する複数の信号線と走査線との交差部に設けられてお
り、光学変調素子とアクティブ素子とを備えた表示素子において、
　上位の重みを持つ表示期間に対応する階調信号情報を記憶する第１記憶手段と、上記以
外の階調信号情報を記憶する第２記憶手段と、
　

とを備えていることを特徴とする表示素子。
【請求項２】
　上記表示期間は、均等に２分割されていることを特徴とする請求項１に記載の表示素子
。
【請求項３】
　全ライン走査に要する時間をＴｓ、１フィールド期間をＴｆ、

全階調表示ビット数をＮ（ ）、上記第１記憶手段の記憶ビット数をＭとすると
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適当な重みを持たせたＫ個の表示期間を組み合わせて時分割階調表示のための走査を行
う際、上記Ｋ個の表示期間のうち

上記第１記憶手段に記憶されている階調信号情報を、上記分割された表示期間の前半部
として、上記光学変調素子に出力して表示を行い、次に、上記第２記憶手段に記憶されて
いる階調信号情報を上記光学変調素子に出力して表示を行い、次に、上記第１記憶手段に
記憶されている階調信号情報を、上記分割された表示期間の後半部として、上記光学変調
素子に出力して表示を行う手段

上記時分割階調表示にお
ける Ｎ≦Ｋ



、
　Ｔｓ／Ｔｆ≦２ｋ ／（２Ｎ －１）（ｋは、Ｍまたは（Ｎ－１）／２の何れか小さい方の
整数値）の関係式を満たしていることを特徴とする請求項 に記載の表示素子。
【請求項４】
　
　

ことを特徴とする請求項 に記載の表示素子。
【請求項５】
　互いに交差する信号線および走査線の交差部に設けられており、光学変調素子とアクテ
ィブ素子とを備えた表示素子の階調駆動方法において、
　

、入力された階調信号情報のうち、上位ビットの階調信号情報を走査する表示期間を
複数に分割するとともに、該分割された表示期間をフィールドの前半部と後半部とに均等
に配置する第１のステップと、
　上記分割された上位ビットの階調信号情報を、 第１記憶
手段に記憶させ、それ以外の下位ビットの階調信号情報を、

第２記憶手段に記憶させる第２のステップと、
　

　上記 上記光学変調素子に出力し
て表示を行う と、
　上記第１記憶手段に記憶させた上位ビットの階調信号情報を、

上記光学変調素子に出力して表示を行う第５のステップとを有すること
を特徴とする表示素子の階調駆動方法。
【請求項６】
　全階調ビット数をＮ、 に記憶された出力すべき階調信号情報ビットが
Ｊビット目であり、上記 でｋビット目の階調信号情報ビットを出力する際
、上記第３のステップ によって出力される階調信号情報ビット
番号Ｊは、ｋ＋Ｊ＝Ｎ－１の関係を満たすことを特徴とする請求項 に記載の表示素子の
階調駆動方法。
【請求項７】
　 で出力される階調信号情報が同一の階調
信号情報ビット番号であるとき、上記 の
表示期間よりも長くなることを特徴とする請求項 に記載の表示素子の階調駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、液晶表示パネル等の表示装置に備えられた光学変調素子等の表示素子および
その階調駆動方法に関するものであり、特に、ドライバの負担を軽減するとともに、良好
な多階調表示が可能な表示素子およびその階調駆動方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、光学変調素子等の表示素子の階調駆動方法について、多階調表示を行うため
のデバイス構成あるいは多階調駆動方法が、多くの表示装置に採用されている。
【０００３】
　例えば、従来のエレクトロルミネッセンス表示装置における表示素子の階調表示手段が
、例えば、特開２０００－３４７２６４号公報、特開２０００－２８４７５１号公報およ
び特開平８－１２９３５９号公報に開示されている。
【０００４】
　上記公報では、表示素子駆動用ＴＦＴを並列に連結し、各ＴＦＴの導電率を制御するこ
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１

上記Ｔｓ、上記Ｔｆ、上記Ｍ、および上記Ｎが、
Ｔｓ／Ｔｆ＝２ｋ ／（２Ｎ －１）（ｋは、Ｍまたは（Ｎ－１）／２の何れか小さい方の

整数値）の関係式を満たしている ３

適当な重みを持たせたＫ個の表示期間を組み合わせて時分割階調表示のための走査を行
う際

上記表示素子に備えられている
上記表示素子に備えられてい

る
上記第１記憶手段に記憶させた上位ビットの階調信号情報を、上記分割された表示期間

の前半部として、上記光学変調素子に出力して表示を行う第３のステップと、
第２記憶手段に記憶させた下位ビットの階調信号情報を

第４のステップ
上記分割された表示期間

の後半部として、

上記第１記憶手段
第４のステップ

または上記第５のステップ
５

上記第３のステップおよび上記第５のステップ
第５のステップの表示期間が上記第３のステップ

６



とで多階調表示を行っている。
【０００５】
　また、特開２０００－３１０９８０号公報に、駆動ＴＦＴの入力ゲート電圧を多値化す
るとともに、時分割階調駆動を行うことによってフル階調を実現する手法が開示されてい
る。
【０００６】
　この時分割階調駆動方法を採用した手法では、光学変調素子自体が精度の良いアナログ
階調駆動を行っている。
【０００７】
　しかし、上記アナログ階調駆動を行う従来の多階調駆動方法では、電流制御による素子
発光を伴うため、駆動ＴＦＴのゲート入力電位の揺らぎによる出力電流の揺らぎが表示に
おいて無視できないレベルの輝度変化を生じてしまうという問題がある。
【０００８】
　このため、近年、上記輝度変化を生じるといった問題を解決するために、出力輝度制御
の安定性の面で問題が少ない２値駆動を行い、２値表示を時分割することにより多階調表
示を実現している。
【０００９】
　ところが、上述のような従来の２値表示を時分割する多階調駆動方法を採用した場合に
は、素子自体が２値表示しか行えないプラズマディスプレイ等の表示装置は、時分割の方
式により各階調信号情報のビット重みに対応した表示期間を制御するため、動画偽輪郭が
発生し、良好な多階調表示を行うことができない。
【００１０】
　この動画偽輪郭は、表示フィールドのフィールド期間内での発光重心の移動量が最大重
みのフィールド期間で最も大きくなること、および発光重心の移動量と併せて、観視者の
視線が画像の動きに併せて移動することの相乗効果で視認されるようになり、画質低下を
招く。
【００１１】
　このような動画偽輪郭の発生による画質低下の問題を解決するために、例えば、特開平
９－８３９１１号公報および特開平１０－１２４００１号公報に、プラズマディスプレイ
等の２値表示の時分割階調駆動を行う表示装置が開示されている。
【００１２】
　上記公報の表示装置では、表示素子単体において、２～４ビット程度の階調表示は精度
良く行うことができる。しかし、フル階調表示を実現するためには、時分割表示を行いつ
つ、動画偽輪郭の発生を許容値以下にする必要があるため、この表示装置では、表示ビッ
ト数以上の複数のサブフィールドに時分割期間を設定することにより、動画偽輪郭の発生
を低減している。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記公報に開示された階調駆動方法を採用した表示装置では、各ビット
の階調信号を一走査毎に画素へ転送する必要があるため、表示装置の階調駆動用ドライバ
が駆動する回数が増加し、階調駆動用ドライバに負担がかかってしまう。
【００１４】
　さらに、階調駆動用ドライバの駆動回数の増加に伴って、表示装置の消費電力が増加し
てしまう。
【００１５】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、表示装置の階調駆
動用ドライバの負担を軽減し、消費電力を抑えることができるとともに、良好な多階調表
示が可能な表示素子およびその階調駆動方法を提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
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　本発明の表示素子は、上記の課題を解決するために、

互いに交差
する複数の信号線と走査線との交差部に設けられており、光学変調素子とアクティブ素子
とを備えた表示素子において、上位の重みを持つ表示期間に対応する階調信号情報を記憶
する第１記憶手段と、上記以外の階調信号情報を記憶する第２記憶手段と

を備えていることを特徴としている。
【００１７】
　上記の構成によれば、制御手段が、動画偽輪郭の発生に影響を与える上位ビットの階調
信号情報を走査する表示期間を複数に分割することで、動画偽輪郭の発生を低減すること
ができる。
【００１８】
　また、第１および第２記憶手段が上位ビットおよびそれ以外の下位ビットの階調信号情
報をそれぞれ記憶しているため、画素走査後のデータの保持状態を減衰させることなく、
上記各記憶手段から光学変調素子へ信号を伝達し、表示状態を維持することができる。よ
って、階調駆動用ドライバの出力回数を軽減し、階調駆動用ドライバの負担を軽減すると
ともに、消費電力を削減できる。
【００１９】
　さらに、１フィールド期間内に再度走査が行われる上記分割した表示期間の上位ビット
の階調信号情報を第１記憶手段が記憶しているため、再走査が行われる際には、第１記憶
手段に記憶された階調信号情報を上記光学変調素子へ出力することにより、さらに階調駆
動用ドライバの出力回数を減らすことができ、階調駆動用ドライバの負担を軽減するとと
もに、消費電力を抑えることができる。
【００２０】
　また、上記表示期間は、均等に２分割されていることがより好ましく、これにより、動
画偽輪郭の低減効果を最大にすることができる。
【００２１】
　また、全ライン走査に要する時間をＴｓ、１フィールド期間をＴｆ、

全階調表示ビット数をＮ（ ）、上記第１記憶手段の記憶ビット数をＭと
すると、Ｔｓ／Ｔｆ≦２ｋ ／（２Ｎ －１）（ｋは、Ｍまたは（Ｎ－１）／２の何れか小さ
い方の整数値）の関係式を満たすことが好ましい。
【００２２】
　これにより、上記関係式を満たすように全ライン走査に要する時間を設定することで、
走査の回数をできるだけ少なくすることができ、かつ動画偽輪郭が小さくなるように上記
分割された表示期間を配置することが可能になる。
【００２３】
　なお、上記関係式は、上記のように走査の回数を軽減し、かつ動画偽輪郭を小さくでき
るという効果を得られるパターンと条件が一致するように作成された関係式である。
【００２４】
　

【００２５】
　本発明の表示素子の階調駆動方法は、上記の課題を解決するために、互いに交差する信
号線および走査線の交差部に設けられており、光学変調素子とアクティブ素子とを備えた
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適当な重みを持たせたＫ個の表示
期間を組み合わせて時分割階調表示のための走査を行う際、上記Ｋ個の表示期間のうち上
位の重みを持つ表示期間を複数に分割するとともに、該分割した表示期間をフィールドの
前半部と後半部とに均等に配置して、走査を行う制御手段によって走査され、

、上記第１記憶
手段に記憶されている階調信号情報を、上記分割された表示期間の前半部として、上記光
学変調素子に出力して表示を行い、次に、上記第２記憶手段に記憶されている階調信号情
報を上記光学変調素子に出力して表示を行い、次に、上記第１記憶手段に記憶されている
階調信号情報を、上記分割された表示期間の後半部として、上記光学変調素子に出力して
表示を行う手段と

上記時分割階調表
示における Ｎ≦Ｋ

また、本発明に係る表示素子では、上記Ｔｓ、上記Ｔｆ、上記Ｍ、および上記Ｎが、Ｔ
ｓ／Ｔｆ＝２ｋ ／（２Ｎ －１）（ｋは、Ｍまたは（Ｎ－１）／２の何れか小さい方の整数
値）の関係式を満たしていることが好ましい。



表示素子の階調駆動方法において、
、入力された階調信号情報のうち、上位ビットの階

調信号情報を走査する表示期間を複数に分割するとともに、該分割された表示期間をフィ
ールドの前半部と後半部とに均等に配置する第１のステップと、上記分割された上位ビッ
トの階調信号情報を、 第１記憶手段に記憶させ、それ以外
の下位ビットの階調信号情報を、 第２記憶手段に記憶させ
る第２のステップと、

上記 上記光学変調素子に
出力して表示を行う と、上記第１記憶手段に記憶させた上位ビットの階調
信号情報を、 上記光学変調素子に出力して表示
を行う第５のステップとを有することを特徴としている。
【００２６】
　上記の階調駆動方法によれば、動画偽輪郭の発生に影響を与える上位ビットの階調信号
情報を走査する表示期間を複数に分割することで、動画偽輪郭の発生を低減することがで
きる。
【００２７】
　また、第１および第２記憶手段が上位ビットおよびそれ以外の下位ビットの階調信号情
報をそれぞれ記憶しているため、画素走査後のデータの保持状態を減衰させることなく、
上記各記憶手段から光学変調素子へ信号を伝達し、表示状態を維持することができる。よ
って、階調駆動用ドライバの出力回数を軽減し、階調駆動用ドライバの負担を軽減すると
ともに、消費電力を削減できる。
【００２８】
　さらに、１フィールド期間内に再度走査が行われる上記分割した表示期間の上位ビット
の階調信号情報を第１記憶手段が記憶しているため、再走査が行われる際には、第１記憶
手段に記憶された階調信号情報を上記光学変調素子へ出力することにより、さらに階調駆
動用ドライバの出力回数を減らすことができ、階調駆動用ドライバの負担を軽減するとと
もに、消費電力を抑えることができる。
【００２９】
　また、全階調ビット数をＮ、上記 に記憶された出力すべき階調信号情報ビ
ットがＪビット目であり、上記 でｋビット目の階調信号情報ビットを出力
する際、上記第３のステップまたは上記 によって出力される階調信号情報
ビット番号Ｊは、ｋ＋Ｊ＝Ｎ－１の関係を満たすことがより好ましい。
【００３０】
　これにより、動画偽輪郭の発生をできるだけ小さくすることが可能になる。
【００３１】
　すなわち、上記関係式は、２ビット以上で記憶した階調信号情報ビットデータをどうい
うタイミングで出力すべきかを規定したものであり、例えば、メモリビットＭが２ビット
、すなわちＭ＝２であり、それぞれのビット、Ｍ 1 ビットには階調信号情報Ｚの下位ビッ
ト目（Ｍ 1 ＝Ｚ 6 ）、Ｍ 2ビットには階調信号情報Ｚの下位５ビット目（Ｍ 2＝Ｚ 4 ）のデ
ータを指定したとする。仮に、Ｎ＝６の階調ビット数の階調信号情報Ｚが入力されたとす
ると、上記第３のステップによって光学変調素子は上位ビットから下位ビットへの順番に
ｋ＝５，４，・・・，０のＺ k の情報が出力される。
【００３２】
　ここで、 のステップによって出力されるビット番号がｋ＝５であったとすると、こ
の場合は のステップは行われず、表示が終わった後で再度 のステップでｋ＝４の
ビット番号の情報を出力する。
【００３３】
　メモリビットＭの情報を出力する場合には、ｋ＜Ｎ－Ｍ＝４となるビット番号を出力し
た後の何れかになるが、この構成では最短フィールド期間でのＺ 0 の表示タイミングとメ
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適当な重みを持たせたＫ個の表示期間を組み合わせて
時分割階調表示のための走査を行う際

上記表示素子に備えられている
上記表示素子に備えられている

上記第１記憶手段に記憶させた上位ビットの階調信号情報を、上記
分割された表示期間の前半部として、上記光学変調素子に出力して表示を行う第３のステ
ップと、 第２記憶手段に記憶させた下位ビットの階調信号情報を

第４のステップ
上記分割された表示期間の後半部として、

第１記憶手段
第４のステップ

第５のステップ

第４
第５ 第４



モリＭ 1 で出力すべき最長サブフィールド期間の後半部でのＺ 5 の表示タイミングが隣接
し、また、２番目に短いサブフィールド期間でのＺ 1の表示タイミングとメモリＭ 2 で出
力すべき２番目に長いサブフィールド期間の後半でのＺ 4 の表示タイミングとが隣接して
いる場合に、各サブフィールドの発光重心がフィールド内でより近接するために動画偽輪
郭を小さくすることができるという効果を得ることができる。
【００３４】
　以上のように、この表示タイミングの近接条件を数式化した場合、 のステップで表
示すべきＺ k の直前の または直後に設定される のステップによる表示
Ｚ J （上記の例では、Ｍ 1 ＝Ｚ 5，Ｍ 2 ＝Ｚ 4 ）の添え字の関係が、ｋ＋Ｊ＝Ｎ－１の関
係を満たすことが望ましいことが分かる。
【００３５】
　また、上記 で出力される階調信号情報が同一
の階調信号情報ビット番号であるとき、それぞれの表示期間は上記 の表示
期間が、上記 の表示期間よりも長くなることがより好ましい。
【００３６】
　これにより、第４のステップの表示Ｚ K の直前の および直後における

のステップによる表示情報Ｚ J が同一となる場合があるが、その際にはＺ K 表示直後の
表示期間を直前の表示期間よりも長くなるように表示タイミングを設定することで、上記
と同様に各サブフィールドの発光重心がフィールド内でより近接するため動画偽輪郭が小
さくなるという効果を得ることができる。
【００３７】

【００３８】

【００３９】

【００４０】

【００４１】

【００４２】

【００４３】
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第４
第３のステップ 第５

第３のステップおよび上記第５のステップ
第５のステップ

第３のステップ

第３のステップ 第
５

　なお、本発明の参考例は、以下のように表現することができる。

　本発明の表示素子は、上記の課題を解決するために、互いに交差する複数の信号線と走
査線との交差部に設けられており、光学変調素子とアクティブ素子とを備えた表示素子に
おいて、１フィールド期間内に所定の時間間隔比で１回以上の走査を行う場合には、各走
査毎に、最大でＭビット（Ｍ≧１）の情報を記憶する記憶手段と、次の走査が行われるま
で、上記記憶手段の記憶した階調信号情報に基づいて、上記光学変調素子が２ M  階調表示
での点灯を維持する階調表示点灯維持手段とを備えていることを特徴としている。

　上記の構成によれば、Ｍビットの情報を記憶する記憶手段を備えているため、画素走査
後の表示データの保持状態が減衰することのないように、上記階調表示点灯維持手段が表
示状態を維持することができる。

　すなわち、動画表示等の走査を行う場合には、各走査毎に表示を行うとともに、その走
査における階調信号情報を記憶手段に記憶させることで、走査後も上記記憶手段から階調
信号情報を光学変調素子へ送ることができるため、光学変調素子の点灯状態を２ M  階調表
示のまま維持できる。

　よって、走査後に光学変調素子の点灯状態を維持するために階調信号情報を再送信する
必要がないため、階調駆動用ドライバを非動作状態にでき、階調駆動用ドライバの負担を
軽減することができる。さらに、階調信号データの転送回数、走査信号の出力回数を減ら
せるため、表示装置の消費電力を削減できる。

　また、上記１フィールド期間内に所定の時間間隔比で複数回の走査を行う場合には、最
上位の重みを持つ表示期間を複数の表示期間に分割して、該分割された表示期間をフィー
ルドの前半部と後半部とにそれぞれ配置して走査を行うことがより好ましい。

　これにより、２のべき乗の重みを持った複数フィールドでの表示を行う際、最大重みを
持つフィールドの点灯および非点灯の表示パターンにより発生する動画偽輪郭の発生を軽



【００４４】

【００４５】

【００４６】

【００４７】

【００４８】

【００４９】

【００５０】

【００５１】

【００５２】

【００５３】
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減できる。

　すなわち、動画偽輪郭は、表示フィールドのフィールド期間内での発光重心の移動量が
最大重みのフィールド期間で最も大きくなること、および発光重心の移動量に併せて観視
者の視線が移動することの相乗効果で視認されるようになる。そこで、最大重みのフィー
ルド期間を少なくとも２分割し、分割されたフィールド期間をフィールド期間の前半部分
と後半部分とに配置表示することで、発光重心が最大重みの点灯状態によらずほぼ一定と
なり、動画偽輪郭の発生を低減できる。

　なお、２のべき乗のフィールド期間を有する表示の場合は、最大重みを持つフィールド
以外にも、２番目、３番目の重みを持つフィールドを、最大重みを持つフィールドと同様
に分割し、発光重心が変動しないように配置することで、より効果的に動画偽輪郭の発生
を防止できる。

　特に、Ｍビットの画素メモリを持つ表示素子の場合には、最大重みのフィールドを２分
割するだけで、上述した上位Ｍ番目までの重みのフィールドに対応するフィールドを分割
したことに相当するため、より大きな動画偽輪郭低減効果を得ることができる。

　また、全フィールド期間が非走査となる場合には、非走査となる直前の走査において、
上位Ｍビットの階調信号情報を上記記憶手段が記憶し、上記光学変調素子が２ M  階調表示
での点灯を維持することがより好ましい。

　これにより、全フィールド期間が非走査となる場合であっても、画像更新を行わなくて
も多階調表示状態を維持することができ、複数フィールド表示を行う場合と比較して、デ
ータ転送や走査信号を出力する必要がない。よって、ドライバの負担を軽減できるととも
に、データ転送回数、走査信号出力回数を軽減できるため、表示装置の消費電力を抑える
ことができる。

　また、全階調信号情報ビット数をＮ、メモリビット数をＭ、１フィールド内の走査回数
をＫとした場合に、Ｆ＝Ｍ×Ｋ－Ｎの関係を満たす付加情報ビットＦを上記階調信号情報
に付与して出力することがより好ましい。

　これにより、上記関係式を満たす付加情報ビットを画像情報に加えた場合には
、画像の表示状態に応じて、表示輝度を調整した出力を行うことが可能になる。

　すなわち、記憶手段がＭビットの情報を記憶できるということは、上記分割された表示
期間で最大２ M  階調数の表示が可能であり、適当な重みを持たせたＫ個の分割表示期間の
組み合わせにより、実質的に、Ｍ×Ｋビットの表現が可能である。よって、Ｆ＝Ｍ×Ｋ－
Ｎの関係を満たす付加情報ビットＦを設定し、画像情報に加えることで、階調信号データ
を記憶する際に必要な信号電極線の範囲内で、例えば、画面の平均輝度レベルが低く、全
体に暗い印象を与えるような画像の場合でも、明階調レベルをより明るくなるようにして
キラメキ感のある画質を表現することができる。さらに、画像に対して輪郭部分を強調す
る場合や、画像に文字情報等を上書きするような場合にも、付加情報ビットを用いること
ができる。

　ただし、階調表示のビット数によっては、最小のフィールド数では冗長性が生じないた
め、付加情報ビットを設けることができないが、このような場合には、サブフィールドを
もう一つ増やす、つまりＫの値を１増やすことで、付加情報ビットを付けることができる
。



【００５４】

【００５５】

【００５６】

【００５７】
【発明の実施の形態】
　〔参考例〕
　本発明の表示素子およびその階調駆動方法 について、図１
～図１１に基づいて説明すれば以下のとおりである。
【００５８】
　本 の表示素子は、図１に示すように、エレクトロルミネッセンスディスプレイや
液晶パネルディスプレイ等の表示装置のマトリクス内における各画素の基本的なブロック
概念図に基づいて階調駆動が行われる。
【００５９】
　表示装置の画面内（ｎ、ｍ）座標における表示素子１は、図１に示すように、画素を選
択する際のアクティブ素子２、メモリ素子（記憶手段）３およびブロック６を備えており
、さらにブロック６は、駆動素子４および光学変調素子５を備えている。
【００６０】
　表示素子１では、走査信号Ｓｎが選択状態のときに階調信号データＤｍにおいてＮビッ
トのデータが出力され、メモリ素子３にデータが記憶される。
【００６１】
　アクティブ素子２は、走査信号Ｓｎと階調信号データＤｍとが入力され、メモリ素子３
に対して、画像情報を出力する。
【００６２】
　メモリ素子３は、アクティブ素子２から階調信号データＤｍを入力され、その階調信号
データＤｍを記憶するとともに、駆動素子４に対して階調信号データＤｍを出力する。
【００６３】
　駆動素子４は、走査信号Ｓｎが非選択状態の場合に、メモリ素子３の設定状態に応じて
図示しないドライブＴＦＴ負荷が調整され、光学変調素子５の出力を調整する。
【００６４】
　光学変調素子５は、駆動素子４からの出力を受け、階調信号データＤｍに応じた光を出
力する。
【００６５】
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　本発明の表示素子の階調駆動方法は、上記の課題を解決するために、互いに交差する信
号線および走査線の交差部に設けられており、光学変調素子とアクティブ素子とを備えた
表示素子の階調駆動方法において、１フィールド期間内に定まった時間間隔比にて、Ｋ回
（Ｋ≧１）の走査を行う場合には、Ｍビット（Ｍ≧１）の情報を記憶する記憶手段に、各
走査において画像情報のうち、最大でＭビットの階調信号情報を記憶させ、次の走査が行
われるまで、上記記憶手段の記憶した階調信号情報に基づいて、上記光学変調素子がＭビ
ット階調表示での点灯を維持することを特徴としている。

　上記の階調駆動方法によれば、記憶手段がＭビットの情報を記憶するため、画素走査後
の表示データの保持状態が減衰することのないように、表示状態を維持することができる
。

　すなわち、動画表示等の走査を行う場合には、各走査毎に表示を行うとともに、その走
査における階調信号情報を記憶手段に記憶させることで、走査後も上記記憶手段から階調
信号情報を光学変調素子へ送ることができるため、光学変調素子の点灯状態を２ M  階調表
示のまま維持できる。

　よって、走査後に光学変調素子の点灯状態を維持するために階調信号情報を再送信する
必要がないため、階調駆動用ドライバを非動作状態にでき、階調駆動用ドライバの負担を
軽減することができる。さらに、階調信号データの転送回数、走査信号の出力回数を減ら
せるため、表示装置の消費電力を削減できる。

を説明する上で参考となる例

参考例



　例えば、メモリ素子がＭビットである場合には、駆動素子４と光学変調素子５を備えた
ブロック６は、２ M  の階調レベルで光出力をすることができる。
【００６６】
　ここで、２ビットのメモリ素子３を用いて、１フィールド期間で１６階調表示させる表
示素子の走査タイミングについて、図２を用いて説明すれば、以下の通りである。
【００６７】
　すなわち、まず、走査７と走査８との時間間隔を１：４としてラインを順次走査する。
各ラインの選択時には、走査７のときにビットｂ０・ｂ１の信号情報をメモリ素子３が記
憶すると同時に、表示を行う。また、走査８のときに、ビットｂ２・ｂ３の信号情報をメ
モリ素子３が記憶すると同時に、表示を行う。この時の表示素子による光出力は、２ビッ
トのメモリ素子３を用いているため、０，１，２，３の光学レベルとなる。
【００６８】
　このように、メモリ素子３が各走査毎に階調信号データＤｍを記憶するとともに、表示
を行うことで、画素走査後のデータの保持状態を減衰させることなく、光学変調素子５へ
階調信号データＤｍを伝達し、表示状態を維持することができる。さらに、メモリ情報に
応じて階調表示を維持することで、各時分割表示期間内での光度をメモリビット数に応じ
た階調で表示することができる。
【００６９】
　さらに、非走査出力により階調表示を行う場合には、図３に示すような走査タイミング
となる。
【００７０】
　すなわち、動画表示等で図２に示すような走査が行われ、ある時点のフィールドからは
走査を行わない場合には、最後の走査９においてメモリ素子３が画像情報の上位ビットを
記憶する。
【００７１】
　ここでは、メモリ素子３が２ビットであり、表示が４ビット階調であるため、メモリ素
子３は上位２ビットの情報であるｂ２・ｂ３を記憶する。
【００７２】
　これ以降のフィールドにおいては、走査が行われないので、メモリ素子３が記憶してい
るビット情報に応じた階調レベルで光出力を維持することができる。よって、光出力が維
持されている間は、外部ドライバから新たに信号を入力する必要がないため、ドライバを
非動作にすることができ、ドライバの負担を軽減するとともに表示装置の消費電力の低減
を図ることができる。
【００７３】
　例えば、図１に示す表示素子１の構成において、図４に示すように、光学変調素子とし
てＯＬＥＤ（ Organic Light EmissionDiode）を用い、例えば、スタティックメモリＳＲ
ＡＭ０、ＳＲＡＭ１およびＳＲＡＭ２を用いて、３ビットの情報を記憶できるメモリ素子
３を備えた表示素子を例に挙げて説明すれば、以下のとおりである。
【００７４】
　図４に示す駆動ＴＦＴは、ゲート端ｇ０、ｇ１およびｇ２がそれぞれ選択された際に、
Ｉ OLEDがその選択に応じて８段階の出力となるようにゲート電極幅や厚み等を調節して導
電率を決定する。通常の動画表示においては、スキャンラインｎが選択されているときに
、対応するサブフィールドの付加情報を含んだ３ビットの信号がデータラインｍ０，ｍ１
，ｍ２にそれぞれ入力されることにより、各スタティックメモリＳＲＡＭ０～２にデータ
が設定され、次のサブフィールドの走査までデータが出力維持される。
【００７５】
　駆動ＴＦＴのソース・ドレイン間の導電率は、ＳＲＡＭの出力状態に応じて決定され、
導電率に応じた電流がＯＬＥＤ素子に流れ、階調表示を行う。
【００７６】
　一方、前回の走査から次の走査までの期間が長時間になる場合には、最後の走査におい
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て画像情報の上位３ビットをメモリに設定し、これを出力保持する。このときの表示は８
階調表示であるので、３原色の画素を用いた場合には、５１２色表示が可能となる。
【００７７】
　つまり、この状態での表示が持続される間は、ドライバ等からの信号入力を必要としな
い。これにより、表示装置に備えられた階調駆動用ドライバの負担を軽減するとともに、
消費電力を低く保つことができる。
【００７８】
　また、本 の表示素子１は、図１に示すような構成を採用しつつ、図５に示すよう
に、時分割期間比率が４である期間をさらに２分割する階調駆動方法を採用している。さ
らに、対応するビット情報がフィールド期間内に２回、メモリ素子３に設定されて表示さ
れるように駆動しており、時分割期間比率の小さいサブフィールドを時分割期間比率のよ
り大きなサブフィールドで挟むように時間順序が設定されている。
【００７９】
　つまり、図２に示す階調駆動を行う表示素子が、フィールド期間の比率が１である走査
７をフィールドの先頭から開始し、その後により大きな比率である４の期間の走査８を開
始しているのに対して、図５に示す階調駆動方法は、２分割された最長フィールド期間の
走査８’と走査８ ''との間に、最小フィールド期間比率が１である期間の走査７を配置し
ている。
【００８０】
　このように、動画偽輪郭の発生に影響する最長フィールド期間を２分割し、２分割され
た最長フィールド期間の間に、最小フィールド期間が配置されるように階調駆動を行うこ
とで、動画偽輪郭の発生を低減できる。
【００８１】
　すなわち、通常、２のべき乗の重みを持った複数フィールドでの表示を行う際、最大重
みを有するフィールドの点灯および非点灯の表示パターンにより動画偽輪郭が発生する。
つまり、動画偽輪郭は、表示フィールドのフィールド期間内での発光重心の移動量が最大
重みのフィールド期間で最も大きくなること、および発光重心の移動量と併せて、観視者
の視線が画像の動きに併せて移動することの相乗効果で視認されるようになる。
【００８２】
　そこで、本 の表示素子１は、最大重みのフィールド期間を少なくとも２分割し、
分割されたサブフィールドをフィールド内の前半部分と後半部分とに配置表示している。
これにより、発光重心が最大重みの点灯状態によらずほぼ一定となるため、動画偽輪郭の
発生を効果的に防止できる。
【００８３】
　なお、２のべき乗のフィールド期間を有する表示の場合には、最大重みを持つサブフィ
ールドに加えて、さらに２番目、３番目の重みを持つサブフィールドを少なくとも２分割
し、発光重心が変動しないようにすることで、より確実に動画偽輪郭の発生を防止できる
。
【００８４】
　ここで、図５に示す時分割階調駆動方式を採用した表示素子が、図２に示す階調駆動方
式を採用した表示素子と比較して、動画偽輪郭の発生をどの程度低減されることができる
かについて、以下に説明する。
【００８５】
　なお、ここでは、画面内に０から１５階調レベル中の７階調レベルＡと８階調レベルＢ
との２領域があり、１フィールド毎に右方向へ１画素ずつ移動表示していく場合を示して
いる。
【００８６】
　図２に示す階調駆動駆動方式を採用した表示素子は、図６に示すように、横軸がある画
素ラインでの水平位置ｘ、縦軸が時間軸をそれぞれ示しているグラフにおいて、フィール
ドＮ期間では、例えば、ｘ－１の位置より左側の画素では０から１５階調レベル中の７階
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調レベルを表示している。つまり、サブフィールドの分割比率１：４のそれぞれの期間で
３および１の輝度レベルを表示する。
【００８７】
　一方、図５に示す時分割階調駆動方式を採用した表示素子は、図７に示すように、サブ
フィールドの分割比率を２：１：２とし、それぞれの期間で３，１，３の輝度レベルを表
示する。
【００８８】
　このように、ｘ－１の位置における表示は、フィールド期間全体で積算すると７階調レ
ベルとなる。
【００８９】
　一方、隣接する画素位置ｘでは、８階調レベルが表示されており、各サブフィールドで
の輝度レベルは、０および２である。
【００９０】
　ここで、上記の表示がフィールドＮ＋１期間においては、１画素分右にシフトした表示
となり、以降のフィールドでは同様な表示が繰り返される。このとき、表示画面を観視し
た場合、画面中の７階調レベルと８階調レベルの境界（図中の濃い実線で示した部分）を
視線が追うため、観視者にとっては図中の斜め線の方向に平行四辺形内の表示レベルの積
分値を読み取ってしまう。このときの観視者が感じる見かけの表示は、境界付近（ｘ’－
１）で実際の表示とは異なったものとして認知される。これが動画偽輪郭の発生原理であ
り、時分割表示方式を採用する場合には、この動画偽輪郭の低減を検討する必要がある。
【００９１】
　図６および図７に示す表示素子の走査について同様な表示を行い、２領域の階調レベル
ＡおよびＢが、０から１５階調レベルにおいて１階調の差がある場合、つまりＢ＝Ａ＋１
とした場合に、ＡとＢとの境界に対応する位置、すなわち見かけのｘ’－１の位置におい
て認知され得るそれぞれの時分割比率における輝度レベルは、図８に示すようになる。
【００９２】
　よって、ＡおよびＢの入力階調レベルの平均値を基準にすれば、見かけのｘ’－１の位
置において得られる階調誤差の最大の絶対値は、１：４の時分割比率で１．６階調レベル
、２：１：２の時分割比率では０となる。
【００９３】
　つまり、図５および図７に示す本 の表示素子では、最長サブフィールドを２分割
することにより、動画偽輪郭が原理上発生しなくなったことを示している。よって、図５
に示すように、最長サブフィールドを２分割して表示期間の前半部、後半部にそれぞれ配
置した時分割階調駆動方式を採用することによって、動画偽輪郭の発生を抑え、良好な多
階調表示を行うことができる。
【００９４】
　なお、上記４ビット階調表示の駆動例では、動画偽輪郭は発生しなくなったが、より多
ビットの階調表示においても同様に時分割駆動方法を採用することで、良好な画像が得ら
れる許容範囲内のレベル、例えば、階調誤差が１階調以内のレベルにまで抑えることが可
能となる。
【００９５】
　ここでさらに、以上のような構成の表示素子において、画像情報に付加情報ビットを加
える例について、図９および図１０を用いて説明すれば以下の通りである。
【００９６】
　例えば、８ビット階調表示を行う場合には、図９に示すように、画素領域で３ビットの
メモリ素子を用いて、走査１２、走査１１、走査１０および走査１２’の時分割比率を１
６：８：１：１６にすれば、走査１２および１２’において、付加情報ビットをａ０およ
びａ１の２ビット分設けることができる。
【００９７】
　これらの付加情報ビットは、画像情報と合わせて制御することができ、例えば、画面全
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体の輝度レベルに合わせてａ０およびａ１を点灯している。
【００９８】
　この付加情報ビットを画像情報に加える処理は、図１０に示すように、入力画像データ
１３、外部入力データ１３’、情報計算処理１４、時分割ビットデータ生成部１５、階調
信号データライン１８を用い、画像データ転送の前段階での演算処理によって付加情報ビ
ットのデータを決定すれば良い。
【００９９】
　なお、時分割ビットデータ生成部１５は、画像ビットデータ処理１７と付加ビットデー
タ処理１６とを行う。
【０１００】
　本 の表示素子において、付加情報ビットを画像情報に加える処理は、図１０に示
すように、入力画像データ１３または外部入力データ１３’に対し、情報計算処理１４の
結果を元に、時分割ビットデータ生成部１５において各画素位置での付加情報ビットデー
タ１６の出力を決定している。
【０１０１】
　なお、情報計算処理１４における演算対象は、輝度レベルを求めるものであっても良い
し、画面が明るいか暗いかの判断、あるいは画像のエッジ等の補正に必要な情報処理であ
ってもよい。
【０１０２】
　画像ビットデータ処理１７は、通常の各画素位置における画像のビット情報を時分割に
する際の出力データを決定する処理を行う。時分割ビットデータ１５の出力は、これらの
画像情報ビットデータと付加情報ビットを合成した結果の信号となり、各階調信号データ
ライン１８に出力される。
【０１０３】
　これにより、画像情報に付加情報ビットを加えることで、全体が暗い画面ではより明る
い輝点を表示したり、エッジを強調したりすることができる。
【０１０４】
　例えば、図９に示す表示素子の階調駆動方法のように、６ビット階調表示を行う場合に
は、２ビットの付加情報ビットを設けることができる。
【０１０５】
　本 の表示素子では、図１１に示すように、付加情報ビットａ０およびａ１の選択
表示を行うことで、実質的に１６階調レベル単位のオフセットをかけることが可能になり
、最大３２階調レベルを画像に付与することができる。ダイナミックレンジは、６３階調
レベルの１．５倍の階調レベルでの範囲内で輝度調節が可能となる。
【０１０６】
　これにより、例えば、画面の平均輝度レベルが低く、全体に暗い印象を与えるような画
像のときには、付加情報ビットの選択により明階調レベルをより明るくなるようにしてキ
ラメキ感のある画質を表現することができる。また、画像に対して輪郭部分を強調するこ
とに用いたり、画像に文字情報等を上書きするような場合にも用いることができる。
【０１０７】
　なお、付加情報ビットの制御内容は、図１０に示すように、入力画像に対する処理であ
っても良いし、外部からの情報であっても良い。
【０１０８】
　また、本 の表示素子は、全階調信号情報ビット数をＮ、メモリビット数をＭ、１
フィールド内の画素選択回数をＫとすれば、ビット数Ｆ＝Ｍ×Ｋ－Ｎとなる付加情報ビッ
トを画像情報に付与することが可能である。
【０１０９】
　すなわち、メモリビット数がＭビットということは、サブフィールド期間内で最大２ M  
階調数の表示が可能であり、適当な重みを持たせたＫ個のサブフィールドの組み合わせに
より、実質的な表示状態は、Ｍ×Ｋビットの表現ができる。
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【０１１０】
　ここで、重みが２のべき乗で構成される階調表現を行った場合、最大２ M * K  階調数が表
示できるが、動画偽輪郭低減のために最大重みのサブフィールドを２分割し、かつ最大重
みのサブフィールドをできるだけ短くし、最終的には２ N  （Ｎ≦Ｍ×Ｋ）の階調表示が行
えるように設定する。
【０１１１】
　例えば、Ｎ＝８、Ｍ＝３の場合には、
　第１サブフィールド：６４、表示階調レベル：６４，１２８，２５６
　第２サブフィールド：１、表示階調レベル：１，２，４
　第３サブフィールド：８、表示階調レベル：８，１６，３２
　この時、Ｋ＝３、表示階調数＝２ 9  であり、２ 8  階調表示に対して冗長性が大きく、最
長サブフィールドが長いので強い動画偽輪郭が発生してしまう。
【０１１２】
　ここで、以下に示すように、上記第１サブフィールドを２分割して第４サブフィールド
を設けた。
【０１１３】
　第１サブフィールド：１６、表示階調レベル：１６，３２，１２８
　第２サブフィールド：１、表示階調レベル：１，２，４
　第３サブフィールド：８、表示階調レベル：８，１６，３２
　第４サブフィールド：１６、表示階調レベル：１６，３２，１２８
　この時、Ｋ＝４であり、第１サブフィールドと第４サブフィールドとで同じ信号を用い
た場合には、それぞれの階調レベル３２および６４で２８階調の内の上位２ビットの階調
レベル１２８と６４とを表現する。また、同じサブフィールド内で表示可能な１６階調レ
ベルは、全体の階調表現には依存しない独立した画像表示ビットとすることができ、この
場合は、１ビットで０，３２を表現できる。
【０１１４】
　また、第１サブフィールドおよび第４サブフィールドのそれぞれの付加情報ビットを独
立して制御する場合には、２ビットにて、０，１６，３２の３値を表現することができる
。
【０１１５】
　同様の表現で６ビット階調表現をする際には、Ｍ＝２およびＭ＝３であっても付加情報
ビットを設けることができないが、Ｍ＞３であれば冗長性が生じるので付加情報ビットを
設けることが可能になる。
【０１１６】
　以上により、Ｆ＝Ｍ×Ｋ－Ｎを満たす付加情報ビットを画像情報に加えることで、階調
信号データを記憶する際に必要な信号電極線の範囲内で、例えば、平均的な輝度レベル等
の画像の表示状態に応じて、表示輝度を調整した出力を行うことができる。
【０１１７】
　以上のような構成の表示素子による動画偽輪郭の低減効果について、より具体的にする
ために、表１～表４を用いて以下に説明する。
【０１１８】
　ここで説明する表示素子は、図１に示すメモリ素子３が３ビット（または２ビット）の
情報を記憶でき、ブロック６において３ビット（２ビット）階調表示が可能な表示素子で
ある。
【０１１９】
　この表示素子において、階調表示ビット数がＮビットである場合の時分割比率、および
階調誤差の絶対値は、表１に示すようになる。この時、最長のサブフィールドは、図５に
示す時分割階調駆動方式と同様に２分割し、より短いサブフィールドを間に配置している
。
【０１２０】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１２１】
　なお、表１においては、Ｎ階調ビットのときにメモリビットにＭビットを用いる場合を
Ｎ（Ｍ）と示している。
【０１２２】
　各サブフィールドに対応する画像情報ビット番号ｂ n および付加情報ビット番号ａ n は
、分割比率と共に併記した。また、表１の階調誤差を算出するための階調信号パターンは
、重みの大きなサブフィールドの表示状態が２階調領域間でスイッチングするようなパタ
ーンについて比較している。
【０１２３】
　上記表１において、画素１について上位ｍビット目のみオン、画素２については上位ｍ
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－１ビット以下が全てオンである場合には、１２ビット階調（Ｎ＝１２）であり、かつｍ
＝１であれば、画素１において４０９６階調中の２０４８の階調レベルを表示しており、
画素２において２０４７階調レベルを表示していることを示している。
【０１２４】
　また、ｍ＝２であれば、画素１は１０２４階調レベルであり、画素２は１０２３階調レ
ベルを表示している。つまり、画素１と画素２との階調差は１であり、かつ大きなレベル
でビット遷移が起こる階調レベル同士を比較している。
【０１２５】
　また、表１には、メモリビットが３ビットの場合であって、かつ階調ビットＮが１２ビ
ットから６ビットの場合の時分割パターンと、メモリビットが２ビットの場合であって、
かつ階調ビットＮが８ビットと６ビットの場合の時分割パターンによる階調誤差が示され
ている。
【０１２６】
　階調誤差の算出は、上段にて図６および図７を用いて説明した方法により行われ、表１
においては、３ビットのメモリを用いた構成では、階調ビットが９ビット、８ビットある
いは６ビットを用いた構成であれば、階調誤差を１階調以下にできる。
【０１２７】
　また、７ビット階調の場合には、階調誤差が１階調以上発生しているため、階調反転の
可能性はあるが、発生の程度を許容範囲内に抑えることができれば問題はない。
【０１２８】
　上記と同様に、２ビットのメモリを用いた構成の場合、画素自体の表現階調は２ビット
階調となり、表現階調数に合わせてサブフィールドの数が３ビットのメモリをとした場合
よりも増加する。その場合、６ビット階調表示では、階調誤差が１階調以下であるため、
動画偽輪郭を無視できるくらいまで低減される。しかしながら、８ビット階調表示では最
大約２階調レベルの階調誤差が発生しているため、表示上は問題があるが、３ビットのメ
モリであれば問題がないことが分かる。
【０１２９】
　また、以下に示す動画偽輪郭発生に対する対策を施さない場合と比べて、著しい動画偽
輪郭の低減効果があることがわかる。
【０１３０】
　すなわち、図１においてメモリ素子３が３ビット（または２ビット）情報を記憶でき、
ブロック６において３ビット（２ビット）階調表示可能な素子において、階調表示ビット
数がＮビットである場合に最長のサブフィールドを分割表示しない表示素子の階調誤差の
絶対値は、表２に示すようになる。
【０１３１】
【表２】
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【０１３２】
　表２に示すように、いずれの時分割方式においても、階調誤差を全ての階調ビット遷移
で１階調以下とすることができないため、動画偽輪郭が発生して表示が適切で無いことが
分かる。
【０１３３】
　しかし、上記のように、画素にメモリビットを設けて多階調画素とすることにより、以
下に示すメモリを持たない構成の表示素子と比較して動画偽輪郭の低減効果があることが
認められる。
【０１３４】
　図１において、メモリ素子３が１ビット情報を記憶でき、ブロック６において２値階調
表示が可能な表示素子であって、最大重みのビット情報を走査する最長サブフィールドを
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２分割しない表示素子、上記最長サブフィールドのみを２分割した表示素子の階調誤差の
絶対値を表３および表４に示す。
【０１３５】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３６】
【表４】

10

20

30

40

(17) JP 3767737 B2 2006.4.19



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３７】
　最長サブフィールドを２分割しない表示素子では、表３に示すように、最上位階調ビッ
トの遷移により最大表示階調レベルのおよそ２５％レベルの階調誤差が発生することが分
かる。
【０１３８】
　また、最長サブフィールドのみを２分割した表示素子では、表４に示すように、階調誤
差の著しい低減効果は最上位階調ビットの遷移のみであり、より下位の階調ビット遷移に
対しての効果はほとんどないことが分かる。
【０１３９】
　以上のように、少ないビットの階調表示を行う際には、最長サブフィールドを２分割す
ることで階調誤差を小さくでき、動画偽輪郭の発生を低減できる。また、多ビットの階調
表示を行う際には、最長サブフィールドだけでなく他のサブフィールドも２分割すること
で、下位の階調ビット遷移に対しても階調誤差を小さくでき、動画偽輪郭の発生をより確
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実に低減できる。
【０１４０】
　本 の表示素子においては、以上のような構成により、時分割数、時分割比率およ
びメモリビット数を調整して、より多様な組み合わせの階調表示出力設定を行うことで、
動画偽輪郭の発生を低減でき、かつドライバの負担も抑えた表示素子を得ることができる
。
【０１４１】
　〔 〕
　本発明の表示素子およびその階調駆動方法に関する について、図１２～図１７
に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
【０１４２】
　なお、説明の便宜上、上記 にて説明した図面と同じ機能を有する部材については
、同じ符号を付し、その説明を省略する。
【０１４３】
　本実施形態の表示素子５０は、図１２に示すように、表示画面内（ｎ、ｍ）座標に設け
られており、マトリクス内に、アクティブ素子２、選択回路２０、メモリ素子Ａ（第１記
憶手段）１９、メモリ素子Ｂ（第２記憶手段）１９’およびブロック６を備えており、２
本の走査信号Ｓ１ｎ・Ｓ２ｎが、それぞれアクティブ素子２および選択回路２０へ入力さ
れている。また、ブロック６は、駆動素子４と光学変調素子５とを備えている。
【０１４４】
　アクティブ素子２へ入力される階調信号データＤｍは、同じくアクティブ素子２へ入力
される走査信号Ｓ１ｎが選択状態であり、かつ走査信号Ｓ２ｎが選択状態である場合には
、選択回路２０により経路ａを経て出力され、メモリ素子Ａ１９に記憶保持される。そし
て、メモリ素子Ａ１９から信号経路ａ’を経てメモリ素子Ｂ１９’に記憶データが出力保
持される。
【０１４５】
　一方、走査信号Ｓ１ｎが選択状態であり、かつ走査信号Ｓ２ｎが非選択状態である場合
には、選択回路２０が経路ｂを経て階調信号データＤｍを出力し、メモリ素子Ｂ１９’が
階調信号データＤｍを保持する。
【０１４６】
　本実施形態の表示素子５０は、以上のように、メモリ素子Ｂ１９’の記憶状態に応じた
階調信号データＤｍを駆動素子４へ送信することで、光学変調素子５から上記記憶状態に
応じた光出力を得ることができる。
【０１４７】
　また、走査信号Ｓ１ｎが選択状態であり、かつ走査信号Ｓ２ｎが非選択状態であって、
メモリ素子Ｂ１９’に階調信号データＤｍが保持された後で走査信号Ｓ１ｎが非選択とな
った場合には、走査信号Ｓ２ｎが非選択状態から選択状態へ移行する。これにより、メモ
リ素子Ｂ１９’に保持された階調信号データＤｍは、経路ａ’を経てメモリ素子Ａ１９の
保持データに書き換えられる。よって、上記と同様に、メモリ素子Ｂ１９’の記憶状態に
応じた階調信号データＤｍを駆動素子４へ送信することで、光学変調素子５から上記記憶
状態に応じた光出力を得ることができる。
【０１４８】
　なお、メモリ素子Ａ１９は、長時間の記憶保持が可能なメモリであり、不揮発性メモリ
であることが好ましい。また、メモリ素子Ｂ１９’は少なくともサブフィールド期間、記
憶を維持できるメモリであり、コンデンサ等を用いた揮発性メモリであっても良いし不揮
発性のメモリであっても良い。
【０１４９】
　ここで、上記のような構成の表示素子５０において、メモリ素子Ａ１９が１ビットメモ
リであり、４ビットの階調駆動表示を行う方法について以下に説明する。
【０１５０】
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　全ライン走査に要する時間Ｔｓ（以下、走査時間Ｔｓと示す）を、最小ビットのサブフ
ィールドの比率１に対応する時間と同じにすると、図１３に示すように、各ビットｂｎの
サブフィールド期間は、
　ｂ３：ｂ２：ｂ１：ｂ０：ｂ３＝４：４：２：１：４
のように設定される。
【０１５１】
　ここで、１フィールド期間Ｔｆに対して、第１回目の走査２１においては、図１２にお
ける走査信号Ｓ１ｎおよびＳ２ｎが共に選択状態であり、階調信号データＤｍをメモリ素
子Ａ１９およびメモリ素子Ｂ１９’に保持すると共に表示を行う。第２回目以降の走査２
２～２４は、走査信号Ｓ２ｎが非選択状態であるため、メモリ素子Ａ１９を介すことなく
、メモリ素子Ｂ１９’へ信号が書き込まれて表示を行う。この段階でｂ３からｂ０のデー
タは、全て外部から入力されるが、走査２１’では、外部からｂ３のデータ信号を再入力
することなく、メモリ素子１９’から２回目のｂ３データの表示を行う。
【０１５２】
　このとき、図１２に示す走査信号Ｓ１ｎが非選択状態であり、走査信号Ｓ２ｎは選択状
態となり、メモリ素子Ａ１９に保持されたデータがメモリ素子Ｂ１９’へ転送され表示が
行われる。
【０１５３】
　データビット入力の順序については、動画偽輪郭に最も影響を及ぼす最上位ビットに対
応する期間を時分割表示する必要があるため、上位のビットを先に入力し、メモリ素子Ａ
１９に記憶させる必要がある。また、ｂ３に対応するサブフィールドの分割比率を４：４
とし、分割されたサブフィールドの長さを均等にすると、動画偽輪郭の低減効果を最大に
することができる。
【０１５４】
　また、走査時間Ｔｓが、最下位ビットサブフィールドの２倍の時間になるように設定し
た表示素子の階調駆動方法が、図１４に示されている。この場合も図１３と同様に、各ビ
ットｂｎのサブフィールド期間を、
　ｂ３：ｂ２：ｂ１：ｂ０：ｂ３＝４：４：２：１：４
のように設定することができる。
【０１５５】
　ここで、図１３に示す走査と図１４に示す走査とは、図１３では、走査２４が全ライン
を走査し終わってから走査２１’が開始されているのに対し、図１４では、走査２４が全
ラインを走査し終わらないうちに走査２１’を開始する点で異なっている。
【０１５６】
　図１２に示す走査信号Ｓ１ｎとＳ２ｎとは、独立した走査が可能であるため、図１４に
示すように、走査時間Ｔｓの設定を長くすることもでき、各ライン当たりの選択時間を長
くすることが可能になる。
【０１５７】
　その結果、データの転送時の時間的なマージンを作ることができるとともに、駆動周波
数を低く抑えることができるため、実施形態１の表示素子１と比較して、ドライバの負担
をより小さくできるとともに、ドライバの消費電力を低くすることが可能になる。
【０１５８】
　さらに、図１５に示すように、走査時間Ｔｓが最下位ビットサブフィールドの３倍の時
間になるように設定した場合には、走査２１～２４の走査は、それぞれの走査が終わるま
では次の走査を行うことができないため、走査２３の後の走査２４までの走査時刻までビ
ットに対応するサブフィールド期間以上の時間的な余裕ができる。
【０１５９】
　本実施形態の表示素子５０は、このような余裕期間において、走査２１ ''を行い、メモ
リ素子Ａ１９のデータを出力表示する。
【０１６０】
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　このようにして、時分割表示比率は、
　ｂ３：ｂ３：ｂ２：ｂ３：ｂ０：ｂ３＝４：４：２：１：１：３
となる。このとき、走査２１’および走査２１ ''の走査開始タイミングを変えれば他の時
分割比率での走査も可能になる。
【０１６１】
　例えば、走査２４の開始タイミングを遅らせ、走査２１’を行わない設定にした場合に
は、時分割表示比率を、
　ｂ３：ｂ３：ｂ２：ｂ３：ｂ０＝４：４：２：４：１
と設定することができる。
【０１６２】
　また、走査２１ ''と走査２４との間の時間間隔を変更した場合には、
　ｂ３：ｂ３：ｂ２：ｂ３：ｂ０：ｂ３＝４：４：２：３：１：１
と設定することも可能である。
【０１６３】
　ただし、時分割パターンにより動画偽輪郭の発生度合いが変化するため、走査２１’に
よるサブフィールド期間が走査２１ ''によるサブフィールド期間よりも長くなるような、
時分割パターンを採用することがより好ましい。
【０１６４】
　それゆえ、図１５の設定においては、
　ｂ３：ｂ２：ｂ１：ｂ０：ｂ０：ｂ３＝４：４：２：１：１：３
が最適となる。
【０１６５】
　上記の走査開始条件の制約から、最も動画偽輪郭を小さくする時分割比率にするための
走査時間Ｔｓは、１フィールド期間をＴｆ、全階調表示ビット数をＮ、メモリ素子の記憶
ビット数をＭとすれば、
　Ｔｓ／Ｔｆ≦２ k  ／（２ N  －１）
となる関係を満たすことで実現できる。
【０１６６】
　なお、ｋは、Ｍまたは（Ｎ－１）／２の何れか小さい方の整数値である。
【０１６７】
　線順次走査で全行を走査する場合には、全行の走査が終ってから同一機構で次の走査を
開始するときに、その一走査に要する時間Ｔｓは、Ｔｓ≦Ｔｆ／（２ N－１）の条件式を
満足する必要がある。ここで、上記関係式の右辺の値は最小サブフィールドの長さに対応
する時間である。実質的に一走査時間が最小サブフィールド期間よりも短ければ、全行の
走査が終った後に同一の走査機構によって再度走査を始めることができる。本発明におい
ては、時間の重みが大きいサブフィールドを分割し、かつフィールド期間の重みの大きい
順に走査を行っている。例えば、６ビット階調表示であれば、３２（ｂ５）：１６（ｂ４
）：８（ｂ３）：４（ｂ２）：２（ｂ１）：１（ｂ０）のサブフィールド分割比率に対し
て、最長サブフィールドを２分割し、  フィールド前後に配置するため、１６（ｂ５）：
１６（ｂ４）：８（ｂ３）：４（ｂ２）：２（ｂ１）：１（ｂ０）：１６（Ｍｂ５）ｂの
ように配置される。なお、Ｍｂ５はメモリされたビット情報ｂ５を意味する。メモリビッ
トの出力走査（第４のステップ）は、メモリを用いない場合の通常走査（第３のステップ
）とは独立した機構により行うことができる。このため、１（ｂ０）：１６（Ｍｂ５）の
期間における走査で第３のステップの走査後に最小サブフィールド期間の遅延を持って第
４のステップの走査が行われることになる。このとき、２（ｂ１）：１（ｂ０）の期間に
おいて、第３のステップの走査時間を最長にするための条件は、Ｔｓ＝Ｔｆ・２／（２ N  
－１）の関係式を満たすことである。つまり、Ｔｓがｂ１ビットのサブフィールド期間に
対応する時間になることが条件となる。
【０１６８】
　同様に、メモリビットを２つ用いる場合には、各サブフィールド配置は、１６（ｂ５）
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：８（ｂ４）：８（ｂ３）：４（ｂ２）：２（ｂ１）：８（Ｍｂ４）：１（ｂ０）：１６
（Ｍｂ５）であり、２（ｂ１）：８（Ｍｂ４）の期間において、  第３のステップの走査
にｂ１ビットのサブフィールド期間の遅延を持ってＭｂ４ビットを出力する第４のステッ
プの走査が行われる。１（ｂ０）：１６（Ｍｂ５）の期間に対しては上記と同様である。
ここで、第３のステップの走査を最長にするための条件は、Ｔｓ＝Ｔｆ・２ 2  （２ N  －１
）の関係式を満たすことである。つまり、Ｔｓがｂ２ビットのサブフィールド期間に対応
する時間になることが条件となる。
【０１６９】
　以上のように、上記関係式を一般化すれば、走査に要する最長時間Ｔｓは、対応するメ
モリビットの数Ｍに応じて、Ｔｓ＝Ｔｆ・２ M  ／（２ N  －１）と表現することができる。
しかしながら、重みの大きい順に従ってサブフィールドをフィールドの前後に分割配置し
、かつ第３のステップによる走査の後に第４のステップを行うため、  メモリビットの数
が大きくなってもメモリ出力のサブフィールド配置ができなくなり、最大の走査時間は、
Ｔｓ＝Ｔｆ・２ ( N - 1 ) /  2／（２ N  －１）となる。
【０１７０】
　例えば、  Ｎ＝６、  Ｍ＝３の場合、各サブフィールドの配置は、１６（ｂ５）：８（ｂ
４）：４（ｂ３）：４（ｂ２）：４（Ｍｂ３）：２（ｂ１）：８（Ｍｂ４）：１（ｂ０）
：１６（Ｍｂ５）となり、４（ｂ３）：４（ｂ２）：４（Ｍｂ３）のフィールドにおいて
、Ｔｓ＝Ｔｆ・２ 2  ／（２ N  －１）であれば、第３のステップの走査時間が最長になる。
つまり、期間の長さが同じｂ３およびｂ２ビットの表示サブフィールドが隣接して配置さ
れるようになるためである。
【０１７１】
　なお、Ｎ＝６、  Ｍ＝３の場合の各サブフィールドの配置は、他にも、１６（ｂ５）：
８（ｂ４）：４（ｂ３）：４（ｂ２）：２（ｂ１）：４（Ｍｂ３）：８（Ｍｂ４）：１（
ｂ０）：１６（Ｍｂ５）、あるいは１６（ｂ５）：８（ｂ４）：４（ｂ３）：４（ｂ２）
：２（ｂ１）：１（ｂ０）：４（Ｍｂ３）：８（Ｍｂ４）：１６（Ｍｂ５）のように配置
することも可能である。前者の配置では、Ｔｓが最大比率４（ｂ２）の期間、  後者の配
置では、最大比率２（ｂ１）の期間となり走査期間が２倍変化する。このように、配置に
よってはＴｓの最大設定値は変化するものの、上記関係式は満たすことは可能である。
【０１７２】
　このように、メモリビットを増やすことによって走査時間を、Ｔｓ＝Ｔｆ・２ ( N - 1 ) / 2  
／（２ N  －１）にできる。
【０１７３】
　先の条件に合わせて、これを定式化すれば、走査時間の設定条件は、Ｔｓ≦Ｔｆ・２ k  
／（２ N  －１）であり、ｋはＭと（Ｎ－１）／２との何れか小さい方の整数値になる。よ
って、上記の関係式Ｔｓ／Ｔｆ≦２ k  ／（２ N  －１）を得ることができる。
【０１７４】
　以上の関係式を満たすようにＴｓを設定する本発明により、動画偽輪郭を効果的に低減
するとともに、走査に要する時間を長く取ることができるため、素子の駆動周波数を低く
することができ、消費電力を低減できる。
【０１７５】
　また、上述の説明では、メモリ素子Ａ１９が１ビットであるときの例を示したが、より
多ビットのデータがメモリできる場合においても、同様の手法を用いることにより、動画
偽輪郭をより効果的に低減し、良好な多階調表示を行うことができる。
【０１７６】
　ここで、図１２に示す表示素子５０の構成において、２ビットを記憶できるメモリ素子
Ａ１９と１ビットを記憶できるメモリ素子Ｂ１９’とを備えた表示素子を例に挙げて、そ
の階調駆動方法について以下に説明する。
【０１７７】
　この表示素子は、表示階調が６ビットであり、全ラインを１回走査するのに要する時間
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が最小サブフィールドの長さと同じであるとする。
【０１７８】
　まず、上述した表示素子の階調駆動方法について、サブフィールドの選択方法をルール
化すると以下のようになる。
【０１７９】
　１．１フィールド期間内に階調ビットの数だけＳ１ｎラインを走査する。
【０１８０】
　２．上位のビット情報をメモリ素子Ａ１９で記憶する。
【０１８１】
　３．Ｓ１ｎラインの走査の後、次の走査までの時間にＳ２ｎラインの走査を行っても良
い。
【０１８２】
　４．メモリ素子Ａ１９に記憶すべきビット情報を先に走査し、記憶すると共に表示し、
メモリデータをＳ２ｎラインの走査によって出力する。
【０１８３】
　５．分割した各サブフィールドを、１フィールド期間の前半および後半にできるだけ均
等に分布させる。
【０１８４】
　以上のような手順にしたがって、各サブフィールドの走査開始時刻を決定すると、図１
６に示すように、それぞれのビットの走査は、まず表示と共にメモリ素子Ａ１９に記憶さ
れる情報ビットｂ５およびｂ４が、それぞれ走査２５および２６で行われる。これ以降、
情報ビットｂ３からｂ０は、走査２７から走査３０によってメモリ素子Ｂ１９’に記憶さ
れ、それぞれ次の走査の時刻まで維持される。
【０１８５】
　走査３０の後、１階調に相当する表示期間（Ｔｓに等しい）経過後、Ｓ２ｎラインによ
る走査２６’が行われる。さらに８Ｔｓ期間の後、Ｓ２ｎラインによる走査２５’が行わ
れる。このようにして１フィールド期間内の各ビットサブフィールドの比率および対応ビ
ットは、
　ｂ５：ｂ４：ｂ３：ｂ２：ｂ１：ｂ０：ｂ４：ｂ５＝１６：８：８：４：２：１：８：
１６
となる。
【０１８６】
　この表示素子を備えた表示装置に発生する階調誤差の絶対値は、表５に示すように、０
．８９階調となる。よって、この駆動方式では動画偽輪郭による階調反転は起こらず、良
好な画像を提供できる。
【０１８７】
【表５】
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【０１８８】
　以上のような階調駆動方法を採用した表示素子に対し、走査時間Ｔｓを１フィールド期
間Ｔｆの６分の１、すなわち、Ｔｆ＝６×Ｔｓとした場合には、図１７に示すように、６
ビット階調駆動において、Ｓ１ｎラインを走査するために要する時間が最も長くなってい
る。この条件の場合には、上記表示素子の場合と比較して、１ラインを走査に要する期間
が１０．５倍であり、長いため、表示装置のドライブ周波数を低くすることができる。
【０１８９】
　しかし、このような構成の表示素子の場合には、表示上の時分割数が増加し、サブフィ
ールドの数が１１個必要になる。
【０１９０】
　この表示素子では、先ず、走査２５および走査２６において、メモリ素子Ａ１９にｂ５
およびｂ４のビット情報を記憶するとともに表示が行われる。次に、走査２７によって、
ｂ３のビット情報がメモリ素子Ｂ１９’に記憶され、サブフィールドの比率が８の期間表
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示される。続いて、Ｓ２ｎラインによる走査２５’によってメモリ素子Ａ１９に記憶され
たビット情報ｂ５が、メモリ素子Ｂ１９’に記憶され、表示が行われる。サブフィールド
の比率が２．５の時間を経過した後、走査２７に連続してＳ１ｎによる走査２８が開始さ
れ、情報ビットｂ３の表示が行われる。
【０１９１】
　このように、Ｓ１ｎラインの走査２５～３０が、走査時間Ｔｓの周期で連続して走査さ
れ、情報ビットｂｎに必要なサブフィールド期間が走査時間Ｔｓに満たない場合に、Ｓ２
ｎラインの走査２５’、２５ ''、２５ ''' 、２５ ''''および２６ ' により情報ビットｂ５
およびｂ４が分割表示される。
【０１９２】
　この結果、サブフィールドと対応する表示ビットは、
　ｂ５：ｂ４：ｂ３：ｂ５：ｂ２：ｂ５：ｂ１：ｂ４：ｂ５：ｂ０：ｂ５＝１０．５：１
０．５：８：２．５：４：６．５：２：５．５：３：１：９．５
となり、情報ビットｂ５が５分割、ｂ４が２分割された形となる。
【０１９３】
　このときの階調誤差の絶対値は、表５に示すように、２．５７階調となる。このように
、走査時間Ｔｓを１フィールド期間Ｔｆの６分の１、すなわち、Ｔｆ＝６×Ｔｓとした表
示素子では、上述した表示素子よりも階調誤差が大きくなり、動画偽輪郭の発生を低減す
ることができない。
【０１９４】
　これにより、走査時間Ｔｓを、最小サブフィールドの長さと同じにした本実施形態の表
示素子５０は、動画偽輪郭の発生をより効果的に低減できることが分かる。
【０１９５】
　ここでさらに、全ライン走査に要する時間をＴｓ、１フィールド期間をＴｆ、メモリ素
子Ａ１９のメモリビット数をＭ、全階調表示ビット数をＮとしたとき、上記のようなサブ
フィールドの表示ルールに従って時分割数を決定した場合の階調誤差について、表６を用
いて以下に説明する。
【０１９６】
【表６】
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【０１９７】
　表６に示すように、Ｔｆ／（Ｔｓ（２ N  －１））の欄の数値は最小ビットを表示するサ
ブフィールド期間を基準にしたときの走査時間Ｔｓの比率を表しており、例えば、駆動形
態♯１では、走査時間Ｔｓが最小サブフィールドと同じ走査時間であり、駆動形態♯２で
は２倍の走査時間であることを示している。
【０１９８】
　それぞれの駆動形態における階調誤差の最大値（ここでは、隣接する２領域の階調が１
だけ異なり、１フィールド当たり１画素の速度で移動する場合の視認階調誤差を指す）は
、それぞれのメモリビット数を用いた範囲内では、ほぼ同等な値を示している。そして、
走査時間Ｔｓの比率を相対的に増加させた場合、階調誤差が増加する傾向にある。これは
、走査時間Ｔｓ期間の比率が大きくなることによってメモリに記憶された上位ビットのデ
ータをより細分化したフィールドで分割して出力する必要が生じるためである。
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【０１９９】
　メモリビットの出力のためにできるだけサブフィールドの数を増やさないで、動画偽輪
郭による最大階調誤差が最も小さくなるように条件を設定する場合、走査時間Ｔｓをでき
るだけ短くすることが望ましいが、少なくとも、
　　　Ｔｓ／Ｔｆ≦２ k  ／（２ N  －１）
を満していれば、階調誤差を最小にすることができる。
【０２００】
　ここで、ｋは、Ｍまたは（Ｎ－１）／２の何れか小さい方の整数値である。
【０２０１】
　表６においては、上記関係式を満たすか否か（肯、否）により区別した。例えば、駆動
形態♯６～♯８において、最も階調誤差が小さくなる条件は、表６に示すように、駆動形
態♯６である。
【０２０２】
　このとき、走査時間Ｔｓの比率は２であるが、２より小さい値としても時分割の比率に
は変更がないため同じ表示結果が得られる。また、走査時間Ｔｓの比率が４の場合にはメ
モリビットに記憶されたｂ４情報の出力タイミングにより階調誤差が異なる。駆動形態♯
８は、ｂ０のサブフィールドより前に８期間のｂ４のサブフィールドがあるため、駆動形
態♯７と比較すると大きな値となる。このときは階調誤差が小さい駆動形態♯７を選べば
良い。
【０２０３】
　なお、表６において、Ｔｓ／Ｔｆ≦２ k  ／（２ N  －１）の関係式を満たさない場合、す
なわち判断結果が「否」である駆動形態においては、上記関係式を満たす場合、すなわち
判断結果が「肯」である場合よりもサブフィールドの数が多くなる。また、走査時間Ｔｓ
の比率を比較例３で示したように可能な限り大きくすれば、階調誤差が表５に示すように
、無視できない大きさに増大して行くことが予想される。
【０２０４】
　以上のように、本実施形態の表示素子５０は、階調誤差をできるだけ抑えるために、上
記関係式を満たすように、全ラインの１回の走査に要する時間を短く設定することで、よ
り効果的に動画偽輪郭の発生を低減し、良好な多階調表示を行うことが可能になる。
【０２０５】
　また、本発明の表示素子の階調駆動方法は、第１の電極と上記第１電極と交差する第２
の電極を持ち、上記第１電極と上記第２電極の交差部に対応して電気光学変調素子と、Ｍ
ビット（Ｍ≧１）の情報を記憶するメモリ素子と、アクティブ素子によって構成される表
示素子において、１フィールド期間内に定まった時間間隔比にてＫ回（Ｋ≧１）の走査を
行う場合には、各走査においてメモリ素子に画像情報の内多くともＭビットの記憶状態を
設定し、次の走査が行われるまで、上記メモリ情報に応じたＭビット階調表示での光学変
調素子の点灯を維持することを特徴とする表示素子の階調駆動方法であってもよい。
【０２０６】
　また、本発明の表示素子の階調駆動方法は、上記表示素子の階調駆動方法において、全
フィールド期間が非走査となる場合には、非走査となる直前の走査において画像信号の上
位Ｍビットの画像情報を上記メモリ素子に設定し、上記メモリ素子の記憶状態に応じて光
学変調素子がＭビット階調表示を持続することを特徴とする表示素子の階調駆動方法であ
ってもよい。
【０２０７】
　また、本発明の表示素子の階調駆動方法は、上記表示素子の階調駆動方法であって、１
フィールド期間内に定まった時間間隔比にて複数回の走査を行う場合には、最上位の重み
を持つ表示期間を複数の表示期間に分割し、該分割表示期間をフィールドの前半部と後半
部にそれぞれ配置し、１フィールド期間内に定まった時間間隔比にてＫ回（Ｋ≧２）の走
査を行い、上記走査においては入力された画像信号に基づき、上記メモリ素子に画像情報
の内多くともＭビットの記憶状態を設定し、上記メモリ素子の記憶状態に応じて次の走査
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が行われるまで該光学変調素子がＭビット階調表示の点灯を維持することを特徴とする表
示素子の階調駆動方法であってもよい。
【０２０８】
　また、本発明の表示素子の階調駆動方法は、上記表示素子の階調駆動方法であって、全
階調信号情報ビット数をＮ、メモリビット数をＭ、１フィールド内の走査回数をＫとする
ときにビット数Ｆ＝Ｍ×Ｋ－Ｎとなる付加情報ビットを画像情報に付与することを特徴と
する表示素子の階調駆動方法であってもよい。
【０２０９】
　また、本発明の表示素子の階調駆動方法は、第１の電極と上記第１電極と交差する第２
の電極を持ち、上記第１の電極と上記第２の電極の交差部に対応して電気光学変調素子と
、メモリ素子と、アクティブ素子によって構成される表示素子において、第１の走査にお
いては上記メモリ素子の記憶状態を設定し、第２の走査においては上記電気光学変調素子
の表示状態を設定し、上記第２の走査とは独立に第３の走査において上記メモリ素子の記
憶状態を用いて上記光学変調素子の表示状態を設定する階調駆動方法において、上記第１
の走査における次走査までの間隔はフィールド期間内の対応するビット表示期間の全期間
の略半分に対応する期間とすることを特徴とする階調駆動方法であってもよい。
【０２１０】
　また、本発明の表示素子の階調駆動方法は、上記表示素子の階調駆動方法であって、全
ラインを順次選択走査する時間をＴｓ、１フィールド期間をＴｆ、全階調表示ビット数を
Ｎ、メモリ素子の記憶ビット数をＭとするとき、Ｔｓ／Ｔｆ≦２ k  ／（２ N  －１）（ｋは
、Ｍまたは（Ｎ－１）／２のいずれか小さい方の整数値）となる関係を満たすことを特徴
とする階調駆動方法であってもよい。
【０２１１】
　また、本発明の表示素子の階調駆動方法は、上記表示素子の駆動方法であって、全階調
信号情報ビット数をＮ、メモリに記憶された出力すべき階調信号情報ビットがＪビット目
であり、上記第２の走査でｋビット目の階調信号情報ビットを出力する際、上記第２の走
査の直前、または直後の上記第３の走査によって出力される階調信号情報ビット番号Ｊは
、ｋ＋Ｊ＝Ｎ－１の関係を満たすことを特徴とする階調駆動方法であってもよい。
【０２１２】
　また、本発明の表示素子の階調駆動方法は、上記表示素子の駆動方法であって、上記第
２の走査の直前、および直後の第３の走査で出力される階調信号情報が同一の階調信号情
報ビット番号であるとき、それぞれの表示期間は上記第２の走査直後の表示期間が第２の
走査直前の表示期間よりも長くなることを特徴とする階調駆動方法であってもよい。
【０２１３】
【発明の効果】
　本発明の表示素子は、以上のように、

互いに交差する複数の信号
線と走査線との交差部に設けられており、光学変調素子とアクティブ素子とを備えた表示
素子において、上位の重みを持つ表示期間に対応する階調信号情報を記憶する第１記憶手
段と、上記以外の階調信号情報を記憶する第２記憶手段と

を備えている構成である。
【０２１４】
　それゆえ、制御手段が、動画偽輪郭の発生に影響を与える上位ビットの階調信号情報を
走査する表示期間を複数に分割することで、動画偽輪郭の発生を低減することができる。
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適当な重みを持たせたＫ個の表示期間を組み合わ
せて時分割階調表示のための走査を行う際、上記Ｋ個の表示期間のうち上位の重みを持つ
表示期間を複数に分割するとともに、該分割した表示期間をフィールドの前半部と後半部
とに均等に配置して、走査を行う制御手段によって走査され、

、上記第１記憶手段に記憶され
ている階調信号情報を、上記分割された表示期間の前半部として、上記光学変調素子に出
力して表示を行い、次に、上記第２記憶手段に記憶されている階調信号情報を上記光学変
調素子に出力して表示を行い、次に、上記第１記憶手段に記憶されている階調信号情報を
、上記分割された表示期間の後半部として、上記光学変調素子に出力して表示を行う手段
と



【０２１５】
　また、第１および第２記憶手段が上位ビットおよびそれ以外の下位ビットの階調信号情
報をそれぞれ記憶しているため、画素走査後のデータの保持状態を減衰させることなく、
上記各記憶手段から光学変調素子へ信号を伝達し、表示状態を維持することができる。よ
って、階調駆動用ドライバの出力回数を軽減し、階調駆動用ドライバの負担を軽減すると
ともに、消費電力を削減できる。
【０２１６】
　さらに、１フィールド期間内に再度走査が行われる上記分割した表示期間の上位ビット
の階調信号情報を第１記憶手段が記憶しているため、再走査が行われる際には、第１記憶
手段に記憶された階調信号情報を上記光学変調素子へ出力することにより、さらに階調駆
動用ドライバの出力回数を減らすことができ、階調駆動用ドライバの負担を軽減するとと
もに、消費電力を抑えることができる。
【０２１７】
　以上のように、本発明の表示素子によれば、動画偽輪郭の発生を抑え、階調駆動用ドラ
イバの出力回数を減らして階調駆動用ドライバの負担を軽減するとともに、消費電力を削
減できるという効果を奏する。
【０２１８】
　また、上記表示期間は、均等に２分割されていることがより好ましく、動画偽輪郭の低
減効果を最大にすることができるという効果を奏する。
【０２１９】
　また、全ライン走査に要する時間をＴｓ、１フィールド期間をＴｆ、

全階調表示ビット数をＮ（ ）、上記第１記憶手段の記憶ビット数をＭ、
とすると、Ｔｓ／Ｔｆ≦２ｋ ／（２Ｎ －１）（ｋは、Ｍまたは（Ｎ－１）／２の何れか小
さい方の整数値）の関係式を満たすことがより好ましい。
【０２２０】
　それゆえ、上記関係式を満たすように全ライン走査に要する時間を設定することで、走
査の回数をできるだけ少なくすることができ、かつ動画偽輪郭が小さくなるように上記分
割された表示期間を配置することが可能になるという効果を奏する。
【０２２１】
　

【０２２２】
　本発明の表示素子の階調駆動方法は、以上のように、

、入力された階調信号情報のうち、上位ビットの階調信号情報を走
査する表示期間を複数に分割するとともに、該分割された表示期間をフィールドの前半部
と後半部とに均等に配置する第１のステップと、上記分割された上位ビットの階調信号情
報を、 第１記憶手段に記憶させ、それ以外の下位ビットの
階調信号情報を、 第２記憶手段に記憶させる第２のステッ
プと、

上記
上記光学変調素子に出力して表示を

行う と、上記第１記憶手段に記憶させた上位ビットの階調信号情報を、
上記光学変調素子に出力して表示を行う のス

テップとを有する。
【０２２３】
　それゆえ、動画偽輪郭の発生に影響を与える上位ビットの階調信号情報を走査する表示
期間を複数に分割することで、動画偽輪郭の発生を低減することができる。
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上記時分割階調表
示における Ｎ≦Ｋ

また、本発明に係る表示素子では、上記Ｔｓ、上記Ｔｆ、上記Ｍ、および上記Ｎが、Ｔ
ｓ／Ｔｆ＝２ｋ ／（２Ｎ －１）（ｋは、Ｍまたは（Ｎ－１）／２の何れか小さい方の整数
値）の関係式を満たしていることが好ましい。

互いに交差する信号線および走査
線の交差部に設けられており、光学変調素子とアクティブ素子とを備えた表示素子の階調
駆動方法において、適当な重みを持たせたＫ個の表示期間を組み合わせて時分割階調表示
のための走査を行う際

上記表示素子に備えられている
上記表示素子に備えられている

上記第１記憶手段に記憶させた上位ビットの階調信号情報を、上記分割された表示
期間の前半部として、上記光学変調素子に出力して表示を行う第３のステップと、 第
２記憶手段に記憶させた下位ビットの階調信号情報を

第４のステップ 上
記分割された表示期間の後半部として、 第５



【０２２４】
　また、第１および第２記憶手段が上位ビットおよびそれ以外の下位ビットの階調信号情
報をそれぞれ記憶しているため、画素走査後のデータの保持状態を減衰させることなく、
上記各記憶手段から光学変調素子へ信号を伝達し、表示状態を維持することができる。よ
って、階調駆動用ドライバの出力回数を軽減し、階調駆動用ドライバの負担を軽減すると
ともに、消費電力を削減できる。
【０２２５】
　さらに、１フィールド期間内に再度走査が行われる上記分割した表示期間の上位ビット
の階調信号情報を第１記憶手段が記憶しているため、再走査が行われる際には、第１記憶
手段に記憶された階調信号情報を上記光学変調素子へ出力することにより、さらに階調駆
動用ドライバの出力回数を減らすことができ、階調駆動用ドライバの負担を軽減するとと
もに、消費電力を抑えることができる。
【０２２６】
　以上のように、本発明の表示素子の階調駆動方法によれば、動画偽輪郭の発生を抑え、
より一層階調駆動用ドライバの出力回数を減らして階調駆動用ドライバの負担を軽減する
とともに、消費電力を削減できるという効果を奏する。
【０２２７】
　また、全階調ビット数をＮ、メモリに記憶された出力すべき階調信号情報ビットがＪビ
ット目であり、上記第４のステップでｋビット目の階調信号情報ビットを出力する際、上
記第３のステップ によって出力される階調信号情報ビット番号
Ｊは、ｋ＋Ｊ＝Ｎ－１の関係を満たすことがより好ましい。
【０２２８】
　それゆえ、各サブフィールドの発光重心がフィールド内でより近接するために動画偽輪
郭の発生をできるだけ小さくすることが可能になるという効果を奏する。
【０２２９】
　また、上記第３のステップ で出力される階調信号情報が同一の階
調信号情報ビット番号であるとき、それぞれの表示期間は上記第３のステップの表示期間
が の表示期間よりも長くなることがより好ましい。
【０２３０】
　それゆえ、 のステップの表示Ｚ K の直前 および直後におけ
る のステップによる表示情報Ｚ J が同一となる場合があるが、その際にはＺ K 表示直
後の表示期間を直前の表示期間よりも長くなるように表示タイミングを設定することで、
上記と同様に各サブフィールドの発光重心がフィールド内でより近接するため動画偽輪郭
を小さくすることが可能になるという効果を奏する。
【０２３１】

【０２３２】

【０２３３】

【０２３４】
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および上記第５のステップ

および第５のステップ

上記第５のステップ

第４ における第３のステップ
第５

　また、本発明の参考例に係る効果は、以下のように表現できる。

　本発明の表示素子は、以上のように、１フィールド期間内に所定の時間間隔比で１回以
上の走査を行う場合には、各走査毎に、最大でＭビット（Ｍ≧１）の情報を記憶する記憶
手段と、次の走査が行われるまで、上記記憶手段の記憶した階調信号情報に基づいて、上
記光学変調素子が２ M  階調表示での点灯を維持する階調表示点灯維持手段とを備えている
構成である。

　それゆえ、Ｍビットの情報を記憶する記憶手段を備えているため、画素走査後の表示デ
ータの保持状態が減衰することのないように、階調表示点灯維持手段が表示状態を維持す
ることができる。

　すなわち、動画表示等の走査を行う場合には、各走査毎に表示を行うとともに、その走
査における階調信号情報を記憶手段に記憶させることで、走査後も上記記憶手段から階調
信号情報を光学変調素子へ送ることができるため、光学変調素子の点灯状態を２ M  階調表



【０２３５】

【０２３６】

【０２３７】

【０２３８】

【０２３９】

【０２４０】

【０２４１】

【０２４２】

【０２４３】

【０２４４】
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示のまま維持できる。

　よって、走査後に光学変調素子の点灯状態を維持するために階調信号情報を再送信する
必要がないため、階調駆動用ドライバを非動作状態にでき、階調駆動用ドライバの負担を
軽減することができるとともに、階調信号データの転送回数、走査信号の出力回数を減ら
せるため、表示装置の消費電力を削減できるという効果を奏する。

　また、上記１フィールド期間内に所定の時間間隔比で複数回の走査を行う場合には、最
上位の重みを持つ表示期間を複数の表示期間に分割して、該分割された表示期間をフィー
ルドの前半部と後半部とにそれぞれ配置して走査を行うことがより好ましい。

　それゆえ、２のべき乗の重みを持った複数フィールドでの表示を行う際、最大重みを持
つフィールドの点灯および非点灯の表示パターンにより発生する動画偽輪郭の発生を軽減
できる。

　すなわち、動画偽輪郭は、表示フィールドのフィールド期間内での発光重心の移動量が
最大重みのフィールド期間で最も大きくなること、および発光重心の移動量に併せて観視
者の視線が移動することの相乗効果で視認されるようになる。そこで、最大重みのフィー
ルド期間を少なくとも２分割し、分割されたフィールド期間をフィールド期間の前半部分
と後半部分とに配置表示することで、発光重心が最大重みの点灯状態によらずほぼ一定と
なり、動画偽輪郭の発生を低減できるという効果を奏する。

　また、全フィールド期間が非走査となる場合には、非走査となる直前の走査において、
上位Ｍビットの階調信号情報を上記記憶手段が記憶し、上記光学変調素子が２ M  階調表示
での点灯を維持することがより好ましい。

　それゆえ、全フィールド期間が非走査となる場合であっても、画像更新を行わなくても
多階調表示状態を維持することができ、複数フィールド表示を行う場合と比較して、デー
タ転送や走査信号を出力する必要がない。よって、ドライバの負担を軽減できるとともに
、データ転送回数、走査信号出力回数を軽減できるため、表示装置の消費電力を抑えるこ
とができるという効果を奏する。

　また、全階調信号情報ビット数をＮ、メモリビット数をＭ、１フィールド内の走査回数
をＫとした場合に、Ｆ＝Ｍ×Ｋ－Ｎの関係を満たす付加情報ビットＦを上記階調信号情報
に付与して出力することがより好ましい。

　それゆえ、上記関係式を満たす付加情報ビットを画像情報に加えた場合には、画像の表
示状態に応じて、表示輝度を調整した出力を行うことが可能になるという効果を奏する。

　すなわち、記憶手段がＭビットの情報を記憶できるということは、上記分割された表示
期間で最大２ M  階調数の表示が可能であり、適当な重みを持たせたＫ個の分割表示期間の
組み合わせにより、実質的に、Ｍ×Ｋビットの表現が可能である。よって、Ｆ＝Ｍ×Ｋ－
Ｎの関係を満たす付加情報ビットＦを設定し、画像情報に加えることで、階調信号データ
を記憶する際に必要な信号電極線の範囲内で、例えば、画面の平均輝度レベルが低く、全
体に暗い印象を与えるような画像の場合でも、明階調レベルをより明るくなるようにして
キラメキ感のある画質を表現することができる。さらに、画像に対して輪郭部分を強調す
る場合や、画像に文字情報等を上書きするような場合にも、付加情報ビットを用いること
ができる。

　本発明の表示素子の階調駆動方法は、以上のように、１フィールド期間内に定まった時



【０２４５】

【０２４６】

【０２４７】

【０２４８】

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の に係る表示素子における信号経路を示す概念図である。
【図２】　図１の表示素子における２ビット階調画素により４ビット階調駆動する際の駆
動を示す走査説明図である。
【図３】　図１の表示素子における２ビット階調画素により２ビット階調画像を維持する
際の駆動を示す走査説明図である。
【図４】　３ビットのスタティックメモリを有するメモリ付き表示素子の構成を示す説明
図である。
【図５】　２ビット階調画素により動画偽輪郭を低減した４ビット階調駆動する際の走査
説明図である。
【図６】　図１の表示素子において時分割表示方式を採用した場合の動画偽輪郭の視認過
程を示す説明図である。
【図７】　図１の表示素子において、図６とは異なる時分割表示方式を採用した場合の動
画偽輪郭の視認過程を説明する図である。
【図８】　図６および図７の表示素子による見かけの階調レベルを示す説明図である。
【図９】　図１の表示素子における６ビット階調駆動する際の駆動を示す走査説明図であ
る。
【図１０】　付加情報ビットを画像情報に加える処理を示す概念図である。
【図１１】　付加情報ビットによる出力調整範囲を説明する図である。
【図１２】　本発明の にかかる表示素子の信号経路を示す概念図である。
【図１３】　図１２の表示素子において、上位ビットにメモリを用いた４ビット時分割階
調駆動する際の駆動を示す走査説明図である。
【図１４】　図１２の表示素子において、図１３の駆動とは異なる走査時間に変えた場合
の４ビット時分割階調駆動を示す走査説明図である。
【図１５】　図１２の表示素子において、図１３および図１４の駆動とは異なる走査時間
に変えた場合の４ビット時分割階調駆動を示す走査説明図である。
【図１６】　図１２の表示素子による６ビット階調駆動を示す走査説明図である。
【図１７】　走査時間を最大とした表示素子による６ビット階調駆動を示す走査説明図で
ある。
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間間隔比にて、Ｋ回（Ｋ≧１）の走査を行う場合には、Ｍビット（Ｍ≧１）の情報を記憶
する記憶手段に、各走査において画像情報のうち、最大でＭビットの階調信号情報を記憶
させ、次の走査が行われるまで、上記記憶手段の記憶した階調信号情報に基づいて、上記
光学変調素子がＭビット階調表示での点灯を維持する。

　それゆえ、記憶手段がＭビットの情報を記憶するため、画素走査後の表示デー
タの保持状態が減衰することのないように、表示状態を維持することができる。

　すなわち、動画表示等の走査を行う場合には、各走査毎に表示を行うとともに、その走
査における階調信号情報を記憶手段に記憶させることで、走査後も上記記憶手段から階調
信号情報を光学変調素子へ送ることができるため、光学変調素子の点灯状態を２ M  階調表
示のまま維持できる。

　よって、走査後に光学変調素子の点灯状態を維持するために階調信号情報を再送信する
必要がないため、階調駆動用ドライバを非動作状態にでき、階調駆動用ドライバの負担を
軽減することができる。さらに、階調信号データの転送回数、走査信号の出力回数を減ら
せるため、表示装置の消費電力を削減できる。

　以上のように、本発明の表示素子の階調駆動方法によれば、動画偽輪郭の発生を抑え、
階調駆動用ドライバの出力回数を減らして階調駆動用ドライバの負担を軽減するとともに
、消費電力を削減できるという効果を奏する。

参考例

一実施形態



【符号の説明】
　　　　　１　　　表示素子
　　　　　２　　　アクティブ素子
　　　　　３　　　メモリ素子（記憶手段）
　　　　　４　　　駆動素子
　　　　　５　　　光学変調素子
　　　　　６　　　表示動作領域
　　　　　７　　　サブフィールド期間比率が１の走査
　　　　　８　　　サブフィールド期間比率が４走査
　　　　　８’　　サブフィールド期間比率が２の走査（１回目）
　　　　　８ ''　　サブフィールド期間比率が２の走査（２回目）
　　　　　９　　　上位ビットの階調信号情報を設定するための走査
　　　　１０　　　サブフィールド期間比率が１の走査
　　　　１１　　　サブフィールド期間比率が８の走査
　　　　１２　　　サブフィールド期間比率が１６の走査（１回目）
　　　　１２’　　サブフィールド期間比率が１６の走査（２回目）
　　　　１３　　　入力画像データ
　　　　１３’　　外部入力データ
　　　　１４　　　情報計算処理
　　　　１５　　　時分割ビットデータ生成部
　　　　１６　　　付加情報ビットデータ処理
　　　　１７　　　画像ビットデータ処理
　　　　１８　　　階調信号データライン
　　　　１９　　　メモリ素子Ａ（第１記憶手段）
　　　　１９’　　メモリ素子Ｂ（第２記憶手段）
　　　　２０　　　選択回路
　　　　２１　　　ｂ３データの出力サブフィールドの走査
　　　　２１’　　ｂ３メモリデータの出力サブフィールドの走査
　　　　２１ ''　　ｂ３メモリデータの出力サブフィールドの走査
　　　　２２　　　ｂ２データの出力サブフィールドの走査
　　　　２３　　　ｂ１データの出力サブフィールドの走査
　　　　２４　　　ｂ０データの出力サブフィールドの走査
２５’～２５ ''''　ｂ５データの出力サブフィールドの走査
　　　　２６　　　ｂ４データの出力サブフィールドの走査
　　　　２６’　　ｂ４メモリデータの出力サブフィールドの走査
　　　　２７　　　ｂ３データの出力サブフィールドの走査
　　　　２８　　　ｂ２データの出力サブフィールドの走査
　　　　２９　　　ｂ１データの出力サブフィールドの走査
　　　　３０　　　ｂ０データの出力サブフィールドの走査
　　　　　ａ　　　信号経路
　　　　　ａ’　　信号経路
　　　　　ｂ　　　信号経路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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