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(57)【要約】
電気光学ディスプレイが、複数の画素を有し、それぞれ
、２つの極限光学状態および少なくとも１つの中間グレ
ーレベルを表示することが可能である。各画素は、初期
中間グレーレベルから、１つの極限光学状態に、そこか
ら、第１の所望の中間グレーレベルに駆動され、したが
って、ディスプレイ上に第１の画像を生成する。画素は
、次いで、有限時間長の間、この第１の所望の中間グレ
ーレベルのままである。画素は、次いで、この第１の所
望の中間グレーレベルから、反対の極限光学状態に、そ
こから、第２の所望の中間グレーレベルに駆動され、し
たがって、ディスプレイ上に第２の画像を生成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を有し、それぞれ、２つの極限光学状態および少なくとも１つの中間グレー
レベルを表示することが可能である電気光学ディスプレイを駆動する方法であって、
　（ａ）少なくとも１つの画素を、初期中間グレーレベルから、１つの極限光学状態に、
そこから、第１の所望の中間グレーレベルに駆動するステップであって、前記少なくとも
１つの画素が、それによって、前記ディスプレイ上に第１の画像の一部を形成する、ステ
ップと、
　（ｂ）前記少なくとも１つの画素が、有限時間長の間、前記第１の所望の中間グレーレ
ベルのままであることを可能にするステップと、
　（ｃ）その後、前記少なくとも１つの画素を、前記第１の所望の中間グレーレベルから
、反対の極限光学状態に、そこから、第２の所望の中間グレーレベルに駆動するステップ
であって、前記少なくとも１つの画素が、それによって、前記ディスプレイ上に第２の画
像の一部を形成する、ステップと、
　を特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記有限期間は、前記少なくとも１つの画素が、前記初期中間グレーレベルから、１つ
の極限光学状態に、そこから、前記第１の所望の中間グレーレベルに駆動される期間と少
なくとも同じ長さである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記有限期間は、少なくとも約１秒である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ステップ（ａ）－（ｃ）は、前記ディスプレイの１つまたはそれを上回る画定領域内の
画素のみに適用され、異なる駆動スキームが、前記画定領域外の画素に適用される、請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ディスプレイの画素は、少なくとも第１および第２のグループに分割され、前記第
１の画素のグループは、ステップ（ａ）中に１つの極限光学状態に、ステップ（ｃ）中に
反対の極限光学状態に駆動され、前記第２の画素のグループは、ステップ（ａ）中に前記
反対の極限光学状態に、ステップ（ｃ）中に前記１つの極限光学状態に駆動される、請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
　ステップ（ａ）およびステップ（ｃ）のうちの少なくとも１つは、少なくとも１つの平
衡パルスの対および／または少なくとも１つのゼロ電圧の期間を備える、波形を使用して
実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記電気光学ディスプレイは、回転２色部材、エレクトロクロミック、またはエレクト
ロウェッティング材料を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記電気光学ディスプレイは、流体中に配置され、かつ電場の影響下で流体を通って移
動することが可能な複数の荷電粒子を備える、電気泳動材料を備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　前記荷電粒子および前記流体は、複数のカプセルまたはマイクロセル内に閉じ込められ
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記荷電粒子および前記流体は、ポリマー材料を備える連続相によって囲繞される複数
の個々の液滴として存在する、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記流体は、ガス状である、請求項８に記載の方法。
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【請求項１２】
　双安定性電気光学ディスプレイを動作させることが可能であり、請求項１に記載の方法
を実行するように配列されることを特徴とする、ディスプレイコントローラ。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法を実行するように配列されることを特徴とする、電気光学ディス
プレイ。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のディスプレイを特徴とする、電子ブックリーダ、ポータブルコンピ
ュータ、タブレットコンピュータ、セルラー電話、スマートカード、標識、腕時計、棚ラ
ベル、可変伝送窓、またはフラッシュドライブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、米国特許第５，９３０，０２６；６，４４５，４８９；６，５０４，５２４；
６，５１２，３５４；６，５３１，９９７；６，７５３，９９９；６，８２５，９７０；
６，９００，８５１；６，９９５，５５０；７，０１２，６００；７，０２３，４２０；
７，０３４，７８３；７，１１６，４６６；７，１１９，７７２；７，１９３，６２５；
７，２０２，８４７；７，２５９，７４４；７，３０４，７８７；７，３１２，７９４；
７，３２７，５１１；７，４５３，４４５；７，４９２，３３９；７，５２８，８２２；
７，５４５，３５８；７，５８３，２５１；７，６０２，３７４；７，６１２，７６０；
７，６７９，５９９；７，６８８，２９７；７，７２９，０３９；７，７３３，３１１；
７，７３３，３３５；７，７８７，１６９；７，９５２，５５７；７，９５６，８４１；
７，９９９，７８７；および８，０７７，１４１；ならびに米国特許出願公開第２００３
／０１０２８５８；２００５／０１２２２８４；２００５／０１７９６４２；２００５／
０２５３７７７；２００６／０１３９３０８；２００７／００１３６８３；２００７／０
０９１４１８；２００７／０１０３４２７；２００７／０２００８７４；２００８／００
２４４２９；２００８／００２４４８２；２００８／００４８９６９；２００８／０１２
９６６７；２００８／０１３６７７４；２００８／０１５０８８８；２００８／０２９１
１２９；２００９／０１７４６５１；２００９／０１７９９２３；２００９／０１９５５
６８；２００９／０２５６７９９；２００９／０３２２７２１；２０１０／００４５５９
２；２０１０／０２２０１２１；２０１０／０２２０１２２；２０１０／０２６５５６１
；２０１１／０２８５７５４および２０１３／０１９４２５０に関している。
【０００２】
　前述の特許および出願は、便宜上、以降では集合的に「ＭＥＤＥＯＤ」（電気光学ディ
スプレイを駆動するための方法）出願と称され得る。
【０００３】
　本発明は、電気光学ディスプレイ、特に、双安定性電気光学ディスプレイを駆動するた
めの方法、およびそのような方法で使用するための装置に関する。より具体的には、本発
明は、そのようなディスプレイにおいて「残影」およびエッジ効果の低減、ならびに点滅
の低減を可能にし得る、駆動方法に関する。本発明は、排他的ではないが、特に、１つま
たはそれを上回る種類の荷電粒子が流体中に存在し、ディスプレイの外観を変化させるよ
うに電場の影響下で流体を通して移動させられる、粒子ベースの電気泳動ディスプレイと
ともに使用することを目的としている。
【背景技術】
【０００４】
　材料またはディスプレイに適用されるような「電気光学」という用語は、画像技術にお
けるその従来の意味において、少なくとも１つの光学特性が異なる第１および第２の表示
状態を有する材料であって、材料への電場の印加によって、その第１の表示状態からその
第２の表示状態に変化させられる材料を指すために、本明細書で使用される。光学特性は
、典型的には、人間の眼に知覚可能な色であるが、光の透過率、反射率、発光率、または
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機械読取を対象としたディスプレイの場合は、可視領域外の電磁波長の反射率の変化とい
う意味での疑似色等の別の光学特性であり得る。
【０００５】
　「グレー状態」という用語は、画像技術におけるその従来の意味において、画素の２つ
の極限光学状態の中間の状態を指すために、本明細書で使用され、必ずしもこれら２つの
極限状態の間の黒白遷移を暗示するわけではない。例えば、以下で参照されるＥ　Ｉｎｋ
特許および公開出願のうちのいくつかは、中間の「グレー状態」が実際には淡い青色とな
るように、極限状態が白色および濃い青色である、電気泳動ディスプレイを説明する。実
際には、既述のように、光学状態の変化は、全く色の変化ではなくてもよい。「黒色」お
よび「白色」という用語は、ディスプレイの２つの極限状態を指すために以降で使用され
得、通常、厳密には黒色および白色ではない極限光学状態、例えば、前述の白色および青
色状態を含むと理解されるべきである。「モノクロ」という用語は、画素を介在グレー状
態のないそれらの２つの極限光学状態に駆動するのみである、駆動スキームを表すために
以降で使用され得る。
【０００６】
　「双安定」および「双安定性」という用語は、当技術分野におけるそれらの従来の意味
において、少なくとも１つの光学特性が異なる第１および第２の表示状態を有する表示要
素を備えるディスプレイであって、その第１または第２の表示状態のうちのいずれか一方
を呈するように、有限持続時間のアドレス指定パルスを用いて、所与の要素が駆動されて
から、アドレス指定パルスが終了した後に、表示要素の状態を変化させるために必要とさ
れるアドレス指定パルスの最小持続時間の少なくとも数倍、例えば、少なくとも４倍、そ
の状態が続くようなディスプレイを指すために、本明細書で使用される。米国特許第７，
１７０，６７０号では、グレースケール対応のいくつかの粒子ベースの電気泳動ディスプ
レイが、その極限の黒色および白色状態においてだけではなく、また、それらの中間グレ
ー状態においても、安定しており、同じことがいくつかの他の種類の電気光学ディスプレ
イにも当てはまることが示されている。本種類のディスプレイは、双安定性よりもむしろ
「多安定性」と正しくは呼ばれるが、便宜上、「双安定性」という用語が、双安定性およ
び多安定性ディスプレイの両方を網羅するために本明細書で使用され得る。
【０００７】
　「インパルス」という用語は、時間に対する電圧の積分というその従来の意味において
、本明細書で使用される。しかしながら、いくつかの双安定性電気光学媒体は、電荷変換
器の役割を果たし、そのような媒体では、インパルスの代替的な定義、すなわち、経時的
な電流の積分（印加される全電荷に等しい）が使用され得る。媒体が電圧時間インパルス
変換器または電荷インパルス変換器の役割を果たすかどうかに応じて、インパルスの適切
な定義が使用されるべきである。
【０００８】
　以下の論議の大部分は、初期グレーレベルから最終グレーレベル（初期グレーレベルと
は異なる場合もあり、異ならない場合もある）までの遷移を通して、電気光学ディスプレ
イの１つまたはそれを上回る画素を駆動するための方法に焦点を合わせるであろう。「波
形」という用語は、１つの特定の初期グレーレベルから特定の最終グレーレベルまでの遷
移を達成するために使用される、電圧対時間曲線全体を表すために使用されるであろう。
典型的には、そのような波形は、複数の波形要素を備え、その場合、これらの要素は、本
質的に長方形であり（すなわち、所与の要素が、ある期間にわたる定電圧の印加を備える
）、要素は、「パルス」または「駆動パルス」と呼ばれ得る。「駆動スキーム」という用
語は、特定のディスプレイのグレーレベルの間で全ての可能な遷移を達成するために十分
な一式の波形を表す。ディスプレイは、１つより多くの駆動スキームを利用してもよい。
例えば、前述の米国特許第７，０１２，６００号は、ディスプレイの温度、またはその寿
命の間に動作している時間等のパラメータに応じて、駆動スキームが修正される必要があ
り得、したがって、ディスプレイには、異なる温度等で使用される複数の異なる駆動スキ
ームが提供され得ることを教示する。このようにして使用される一式の駆動スキームは、
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「一式の関連駆動スキーム」と称され得る。また、前述のＭＥＤＥＯＤ出願のうちのいく
つかで説明されるように、同一のディスプレイの異なる領域中で同時に１つより多くの駆
動スキームを使用することも可能であり、このようにして使用される一式の駆動スキーム
は、「一式の同時駆動スキーム」と称され得る。
【０００９】
　いくつかの種類の電気光学ディスプレイが、知られている。電気光学ディスプレイの一
種類は、例えば、米国特許第５，８０８，７８３号、第５，７７７，７８２号、第５，７
６０，７６１号、第６，０５４，０７１号、第６，０５５，０９１号、第６，０９７，５
３１号、第６，１２８，１２４号、第６，１３７，４６７号、および第６，１４７，７９
１号に説明されるような、回転２色部材種類である（本種類のディスプレイは、多くの場
合、「回転２色球」ディスプレイと称されるが、前述のいくつかの特許では、回転部材は
球形ではないため、「回転２色部材」という用語が、より正確なものとして好ましい）。
そのようなディスプレイは、異なる光学特性を伴う２つまたはそれを上回る区分と、内部
双極子とを有する、多数の小型の本体（典型的には、球形または円筒形）を使用する。こ
れらの本体は、マトリクス内の液体が充填された液胞内に懸濁され、液胞は、本体が回転
自在であるように、液体で充填される。ディスプレイの外観は、それに電場を印加するこ
とによって変化され、したがって、種々の位置に本体を回転し、本体のどの区分が視認表
面を通して見られるかを変動させる。本種類の電気光学媒体は、典型的には、双安定性で
ある。
【００１０】
　別の種類の電気光学ディスプレイは、エレクトロクロミック媒体、例えば、少なくとも
部分的に半導電性金属酸化物から形成される電極と、電極に取り付けられる、可逆変色が
可能な複数の色素分子とを備える、ナノクロミックフィルムの形態のエレクトロクロミッ
ク媒体を使用し、例えば、Ｏ'Ｒｅｇａｎ，　Ｂ．，　ｅｔ　ａｌ．による「Ｎａｔｕｒ
ｅ」（１９９１年、３５３、７３７）およびＷｏｏｄ，　Ｄ．による「Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ」（１８（３）、２４、２００２年３月）を参照されたい。また
、Ｂａｃｈ，　Ｕ．，　ｅｔ　ａｌ．による「Ａｄｖ．　Ｍａｔｅｒ」（２００２年、１
４（１１）、８４５）も参照されたい。本種類のナノクロミックフィルムはまた、例えば
、米国特許第６，３０１，０３８号、第６，８７０，６５７号、および第６，９５０，２
２０号にも説明される。本種類の媒体はまた、典型的には、双安定性である。
【００１１】
　別の種類の電気光学ディスプレイは、Ｐｈｉｌｉｐｓによって開発され、Ｈａｙｅｓ，
　Ｒ．Ａ．，　ｅｔ　ａｌ．による「Ｖｉｄｅｏ－Ｓｐｅｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　
Ｐａｐｅｒ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｗｅｔｔｉｎｇ」（Ｎａｔｕｒｅ、４２
５、３８３－３８５、２００３年）に説明される、エレクトロウェッティングディスプレ
イである。米国特許第７，４２０，５４９号において、そのようなエレクトロウェッティ
ングディスプレイが、双安定性に作製され得ることが示されている。
【００１２】
　長年にわたって集中的な研究および開発の対象とされてきた、電気光学ディスプレイの
一種類は、粒子ベースの電気泳動ディスプレイであり、複数の荷電粒子は、電場の影響下
で流体を通って移動する。電気泳動ディスプレイは、液晶ディスプレイと比較されるとき
、良好な輝度およびコントラスト、広視野角、状態の双安定性、ならびに低電力消費の属
性を有し得る。それにもかかわらず、これらのディスプレイの長期間の画像品質に伴う問
題が、それらの広範囲の使用を妨げている。例えば、電気泳動ディスプレイを構成する粒
子は、沈降する傾向にあり、これらのディスプレイに対して不十分な運用寿命をもたらす
。
【００１３】
　前述のように、電気泳動媒体は、流体の存在を必要とする。従来技術の電気泳動媒体の
ほとんどにおいて、本流体は、液体であるが、電気泳動媒体は、ガス状流体を使用して生
成され得、例えば、Ｋｉｔａｍｕｒａ，　Ｔ．，　ｅｔ　ａｌによる「Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
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ａｌ　ｔｏｎｅｒ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｐａｐｅｒ－ｌ
ｉｋｅ　ｄｉｓｐｌａｙ」（ＩＤＷ　Ｊａｐａｎ、２００１年、Ｐａｐｅｒ　ＨＣＳ１－
１）およびＹａｍａｇｕｃｈｉ，　Ｙ．，　ｅｔ　ａｌ．による「Ｔｏｎｅｒ　ｄｉｓｐ
ｌａｙ　ｕｓｉｎｇ　ｉｎｓｕｌａｔｉｖｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｃｈａｒｇｅｄ　ｔ
ｒｉｂｏｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ」（ＩＤＷ　Ｊａｐａｎ、２００１年、Ｐａｐｅｒ　
ＡＭＤ４－４）を参照されたい。また、米国特許第７，３２１，４５９号および第７，２
３６，２９１号も参照されたい。そのような気体ベースの電気泳動媒体は、例えば、媒体
が垂直面に配置される標識等、媒体が、そのような沈降を可能にする配向において使用さ
れるとき、液体ベースの電気泳動媒体として沈降する粒子に起因する、同じ種類の問題を
起こしやすいと考えられる。実際には、沈降する粒子は、液体のものと比較するとガス状
の懸濁流体のより低い粘性は、電気泳動粒子のより速い沈降を可能にするため、液体ベー
スのものにおいてよりも、気体ベースの電気泳動媒体においてより深刻な問題になると考
えられる。
【００１４】
　Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｍ
ＩＴ）およびＥ　Ｉｎｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎに譲渡された、またはそれらの名義で
ある多数の特許および出願は、カプセル化電気泳動および他の電気光学媒体において使用
される種々の技術を説明する。そのようなカプセル化媒体は、多数の小カプセルを備え、
それぞれそれ自体が、流体媒体内に電気泳動的可動粒子を含有する内相と、内相を囲繞す
るカプセル壁とを備える。典型的には、カプセル自体は、２つの電極間に位置付けられる
コヒーレント層を形成するために、ポリマーバインダ内に保持される。これらの特許およ
び出願において説明される技術は、以下を含む。
（ａ）電気泳動粒子、流体、および流体添加剤。例えば、米国特許第７，００２，７２８
号および第７，６７９，８１４号を参照されたい。
（ｂ）カプセル、バインダ、およびカプセル化プロセス。例えば、米国特許第６，９２２
，２７６号および第７，４１１，７１９号を参照されたい。
（ｃ）電気光学材料を含有するフィルムおよびサブ部材。例えば、米国特許第６，９８２
，１７８号および第７，８３９，５６４号を参照されたい。
（ｄ）バックプレーン、接着層、および他の補助層、ならびにディスプレイにおいて使用
される方法。例えば、米国特許第７，１１６，３１８号および第７，５３５，６２４号を
参照されたい。
（ｅ）色形成および色調節。例えば、米国特許第７，０７５，５０２号および米国特許出
願公開第２００７／０１０９２１９号を参照されたい。
（ｆ）ディスプレイを駆動するための方法。前述のＭＥＤＥＯＤ出願を参照されたい。
（ｇ）ディスプレイの適用。例えば、米国特許第７，３１２，７８４号および米国特許出
願公開第２００６／０２７９５２７号を参照されたい。
（ｈ）米国特許第６，２４１，９２１号、第６，９５０，２２０号、および第７，４２０
，５４９号、ならびに米国特許出願公開第２００９／００４６０８２号に説明されるよう
な非電気泳動ディスプレイ。
【００１５】
　前述の特許および出願の多くは、カプセル化電気泳動媒体内の個々のマイクロカプセル
を囲繞する壁が、連続相によって取って代わられ得、したがって、いわゆるポリマー分散
型電気泳動ディスプレイを生成し、電気泳動媒体が、複数の個々の電気泳動流体の液滴と
、ポリマー材料の連続相とを備えることと、そのようなポリマー分散型電気泳動ディスプ
レイ内の電気泳動流体の個々の液滴が、個々のカプセル膜がそれぞれの個々の液滴と関連
付けられないにもかかわらず、カプセルまたはマイクロカプセルとして見なされ得ること
とを認識し、例えば、前述の米国特許第６，８６６，７６０号を参照されたい。故に、本
出願の目的のために、そのようなポリマー分散型電気泳動媒体は、カプセル化電気泳動媒
体の亜種として見なされる。
【００１６】
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　関連する種類の電気泳動ディスプレイは、いわゆる「マイクロセル電気泳動ディスプレ
イ」である。マイクロセル電気泳動ディスプレイでは、荷電粒子および流体は、マイクロ
カプセル内にカプセル化されず、代わりに、典型的にはポリマーフィルムである、伝搬媒
体内に形成された複数の空洞内に保持される。例えば、両方ともがＳｉｐｉｘ　Ｉｍａｇ
ｉｎｇ，　Ｉｎｃに譲渡された、米国特許第６，６７２，９２１号および第６，７８８，
４４９号を参照されたい。
【００１７】
　電気泳動媒体は、多くの場合、不透明であり（例えば、多くの電気泳動媒体では、粒子
は、実質的にディスプレイを通しての可視光線の伝送を遮るため）、反射モードで動作す
るが、多くの電気泳動ディスプレイは、いわゆる「シャッターモード」で動作するように
作製され得、１つのディスプレイ状態は、実質的に不透明であり、１つは光透過性である
。例えば、米国特許第５，８７２，５５２号、第６，１３０，７７４号、第６，１４４，
３６１号、第６，１７２，７９８号、第６，２７１，８２３号、第６，２２５，９７１号
、および第６，１８４，８５６号を参照されたい。電気泳動ディスプレイと類似するが、
電場強度における変動に依拠する、誘電泳動ディスプレイは、類似モードで動作し得る。
米国特許第４，４１８，３４６号を参照されたい。他の種類の電気光学ディスプレイもま
た、シャッターモードで動作することも可能であり得る。シャッターモードで動作する電
気光学媒体は、フルカラーディスプレイのための多層構造において有用であり得、そのよ
うな構造では、ディスプレイの視認表面に隣接する少なくとも１つの層は、視認表面から
より遠い第２の層を暴露または隠蔽するために、シャッターモードで動作する。
【００１８】
　カプセル化電気泳動ディスプレイは、典型的には、従来の電気泳動デバイスの集塊化お
よび沈降失敗モードを被らず、多種多様の可撓性および剛性基板上にディスプレイを印刷
または被覆する能力等のさらなる利点を提供する。（「印刷」という言葉の使用は、制限
ではないが、パッチダイコーティング、スロットまたは押出コーティング、スライドまた
はカスケードコーティング、カーテンコーティング等の事前計量コーティング、ナイフオ
ーバーロールコーティング、フォワード・リバースロールコーティング等のロールコーテ
ィング、グラビアコーティング、浸漬コーティング、スプレーコーティング、メニスカス
コーティング、スピンコーティング、ブラシコーティング、エアナイフコーティング、シ
ルクスクリーン印刷プロセス、静電印刷プロセス、感熱印刷プロセス、インクジェット印
刷プロセス、電気泳動堆積（米国特許第７，３３９，７１５号参照）、および他の類似技
法を含む、あらゆる形態の印刷およびコーティングを含むことを目的としている。）した
がって、結果として生じるディスプレイは、可撓性であり得る。さらに、ディスプレイ媒
体を（種々の方法を使用して）印刷することができるため、ディスプレイ自体を安価に作
製することができる。
【００１９】
　他の種類の電気光学媒体もまた、本発明のディスプレイで使用されてもよい。
【００２０】
　粒子ベースの電気泳動ディスプレイ、および類似挙動を表示する他の電気光学ディスプ
レイ（そのようなディスプレイは、便宜上、以降で「インパルス駆動型ディスプレイ」と
称され得る）の双安定性または多安定性挙動は、従来の液晶（「ＬＣ」）ディスプレイの
挙動と好対照である。ねじれネマチック液晶は、双安定性または多安定性ではないが、電
圧変換器の役割を果たすため、そのようなディスプレイの画素に所与の電場を印加するこ
とにより、画素に以前存在していたグレーレベルにかかわらず、画素において特定のグレ
ーレベルを生成する。さらに、ＬＣディスプレイは、１つの方向（非透過性または「暗」
から透過性または「明」）にしか駆動されず、電場を低減または排除することによって、
より明るい状態からより暗い状態への逆遷移が達成される。最終的に、ＬＣディスプレイ
の画素のグレーレベルは、電場の極性ではなく、その大きさのみに対して感受性があり、
実際に技術的理由により、市販のＬＣディスプレイは、通常、頻繁な間隔で駆動場の極性
を逆転させる。対照的に、双安定性電気光学ディスプレイは、第１近似に対して、インパ
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ルス変換器の役割を果たすため、画素の最終状態は、印加される電場およびこの電場が印
加される時間だけでなく、電場の印加に先立った画素の状態にも依存する。
【００２１】
　高解像度ディスプレイを得るために、使用される電気化学媒体が双安定性であるかどう
かにかかわらず、ディスプレイの個々の画素は、隣接する画素からの干渉を伴わずにアド
レス可能でなければならない。本目的を達成する１つの方法は、「アクティブマトリクス
」ディスプレイを生成するように、少なくとも１つの非線形要素が各画素に関連付けられ
ている、トランジスタまたはダイオード等の非線形要素のアレイを提供することである。
１つの画素をアドレス指定する、アドレス指定または画素電極が、関連非線形要素を通し
て適切な電圧源に接続される。典型的には、非線形要素がトランジスタであるとき、画素
電極は、トランジスタのドレーンに接続され、本配列は、以下の説明で仮定されるであろ
うが、本質的に任意であり、画素電極がトランジスタの電源に接続されることができる。
従来、高解像度アレイでは、画素は、行および列の２次元アレイで配列されるため、任意
の特定の画素は、１つの特定行および１つの特定列の交差点によって一意的に画定される
。各列における全てのトランジスタの電源が、単一の列電極に接続される一方で、各行に
おける全てのトランジスタのゲートは、単一の行電極に接続され、再度、行への電源の割
当および列へのゲートの割当は、従来的であるが、本質的に任意であり、所望であれば逆
転させることができる。行電極は、所与の瞬間に１つの行のみが選択されること、すなわ
ち、選択された行における全てのトランジスタが伝導性であることを確実にする等のため
に、選択された行電極に電圧が印加されている一方で、全ての他の行における全てのトラ
ンジスタが非伝導性のままであることを確実にする等のために、これらの選択されていな
い行に電圧が印加されていることを事実上確実にする、行ドライバに接続される。列電極
は、選択された行における画素を所望の光学状態に駆動するように選択される電圧を種々
の列電極に印加する、列ドライバに接続される。（前述の電圧は、従来、非線形アレイか
ら電気光学媒体の反対側に提供され、ディスプレイ全体を横断して延在する、一般的な前
面電極に対するものである。）「ラインアドレス時間」として知られている事前選択され
た間隔後、選択された行が選択解除され、次の行が選択され、列ドライバ上の電圧は、デ
ィスプレイの次のラインが書かれるように変化させられる。本プロセスは、ディスプレイ
全体が行ごとに書かれるように繰り返される。
【００２２】
　最初に、そのようなインパルス駆動型電気光学ディスプレイに対処するための理想的な
方法は、各画素が、その初期グレーレベルからその最終グレーレベルまで直接遷移するよ
うに、コントローラが画像の各書き込みを編成する、いわゆる「一般グレースケール画像
フロー」になるであろうと考えられ得る。しかしながら、必然的に、インパルス駆動型デ
ィスプレイ上に画像を書き込む際に、何らかの誤差がある。実践において遭遇するいくつ
かのそのような誤差として、以下が挙げられる。
（ａ）以前の状態依存性。少なくともいくつかの電気光学媒体では、画素を新規の光学状
態に切り替えるため必要とされるインパルスは、現在および所望の光学状態だけでなく、
画素の以前の光学状態にも依存する。
（ｂ）滞留時間依存性。少なくともいくつかの電気光学媒体では、画素を新規の光学状態
に切り替えるために必要とされるインパルスは、画素がその種々の光学状態において費や
した時間に依存する。本依存性の正確な性質は、よく理解されていないが、一般に、画素
がより長くその現在の光学状態であるほど、より多くのインパルスが必要とされる。
（ｃ）温度依存性。画素を新規の光学状態に切り替えるために必要とされるインパルスは
、温度に大きく依存する。
（ｄ）湿度依存性。画素を新規の光学状態に切り替えるために必要とされるインパルスは
、少なくともいくつかの種類の電気光学媒体では、周囲湿度に依存する。
（ｅ）機械的均一性。画素を新規の光学状態に切り替えるために必要とされるインパルス
は、ディスプレイの機械的変動、例えば、電気光学媒体または関連積層接着剤の厚さの変
動の影響を受け得る。他の種類の機械的不均一性が、媒体の異なる製造バッチ間の必然的
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変動、製造公差、および材料変動から生じ得る。
（ｆ）電圧誤差。画素に印加される実際のインパルスは、ドライバによって送達される電
圧の回避不可能なわずかな誤差のため、理論的に印加されるインパルスとは必然的にわず
かに異なる。
【００２３】
　一般的なグレースケール画像フローは、「誤差の蓄積」現象を被る。例えば、温度依存
性が、各遷移上で正の方向において、０．２Ｌ＊（ここでは、Ｌ＊は、通常のＣＩＥ定義
：
Ｌ＊＝１１６（Ｒ／Ｒ０）１／３－１６
を有し、ここでは、Ｒは、反射率であり、Ｒ０は、標準反射率値である）誤差をもたらす
と想像されたい。５０回の遷移の後、本誤差は、１０Ｌ＊まで蓄積するであろう。おそら
く、より現実的には、ディスプレイの理論的反射率と実際の反射率との間の差異の観点か
ら表される、各遷移上の平均誤差が、±０．２Ｌ＊であると仮定されたい。１００回の連
続的遷移の後、画素は、それらの予期される２Ｌ＊の状態から、平均偏差を表示するであ
ろうし、そのような偏差は、ある種類の画像上において、平均観察者に明白となる。
【００２４】
　この誤差の蓄積現象は、温度に起因する誤差だけでなく、前述の列挙された全ての種類
の誤差にも適用される。前述の米国特許第７，０１２，６００号に説明されるように、そ
のような誤差を補償することは可能であるが、制限された精度のみしかない。例えば、温
度誤差は、温度センサおよびルックアップテーブルを使用して補償され得るが、温度セン
サは、制限された解像度を有し、電気光学媒体のものとはわずかに異なる温度を読み取り
得る。同様に、以前の状態依存性は、以前の状態を記憶し、多次元遷移マトリクスを使用
することによって補償され得るが、コントローラメモリは、記録され得る状態の数と、記
憶され得る遷移マトリクスのサイズとを制限し、本種類の補償の精度に制限をもたらす。
【００２５】
　したがって、一般的なグレースケール画像フローは、良好な結果を生じるために、印加
されたインパルスの非常に正確な制御を必要とし、経験的に、電気光学ディスプレイの技
術の現状では、一般的なグレースケール画像フローは、市販のディスプレイで実行不可能
であることが分かっている。
【００２６】
　ある状況下では、単一のディスプレイが複数の駆動スキームを利用することが望ましく
あり得る。例えば、２つより多くのグレーレベルが可能なディスプレイは、全ての可能な
グレーレベルの間で遷移を達成することができる、グレースケール駆動スキーム（「ＧＳ
ＤＳ」）、および２つのグレーレベルの間のみで遷移を達成するモノクロ駆動スキーム（
「ＭＤＳ」）であって、ＧＳＤＳよりも迅速なディスプレイの書換を提供するＭＤＳを利
用してもよい。ＭＤＳは、ディスプレイの書換中に変更されている全ての画素が、ＭＤＳ
によって使用される２つのグレーレベルの間のみで遷移を達成しているときに使用される
。例えば、前述の米国特許第７，１１９，７７２号は、グレースケール画像を表示するこ
とが可能であり、また、表示された画像に関するテキストをユーザが入力することを可能
にするモノクロダイアログボックスを表示することも可能である、電子ブックまたは類似
デバイスの形態のディスプレイを説明する。ユーザがテキストを入力しているとき、ダイ
アログボックスの迅速な更新のために、高速ＭＤＳが使用され、したがって、入力されて
いるテキストの迅速確認をユーザに提供する。一方で、ディスプレイ上に示されたグレー
スケール画像全体が変更されているときには、より低速のＧＳＤＳが使用される。
【００２７】
　代替として、ディスプレイは、ＧＳＤＳの使用を駆動スキーム（「ＤＵＤＳ」）の「直
接更新」と同時に行ってもよい。ＤＵＤＳは、２つまたは２つより多い、典型的には、Ｇ
ＳＤＳより少ないグレーレベルを有してもよいが、ＤＵＤＳの最も重要な特性は、少なく
ともいくつかの遷移では、画素が初期グレーレベルから１つの極限光学状態に駆動され、
次いで、逆方向で最終グレーレベルに駆動される、ＧＳＤＳで多くの場合に使用される「
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間接的」遷移とは対照的に、遷移が初期グレーレベルから最終グレーレベルへの単純な一
方向性駆動によって取り扱われることである（本種類の波形は、便宜上、「単線バウンス
」波形と称され得る）。場合によっては、遷移は、初期グレーレベルから１つの極限光学
状態に駆動し、そこから反対の極限光学状態に、そしてようやく最終極限光学状態に駆動
することによって達成されてもよい（本種類の波形は、便宜上、「複線バウンス」波形と
称され得る）。例えば、前述の米国特許第７，０１２，６００号の図１１Ａおよび１１Ｂ
で図示される駆動スキームを参照されたい。本電気泳動ディスプレイが、飽和パルスの長
さの約２倍から３倍（「飽和パルスの長さ」が期間として定義される場合、特定の電圧に
おいて、それは１つの極限光学状態から他方の極限光学状態にディスプレイの画素を駆動
するのに十分である）、または約７００～９００ミリ秒のグレースケールモードでの更新
時間を有してもよい一方で、ＤＵＤＳは、飽和パルスの長さに等しい、または約２００～
３００ミリ秒の最大更新時間を有する。
【００２８】
　複線バウンス波形または駆動スキーム（すなわち、少なくとも１つの複線バウンス波形
を含む駆動スキーム）は、インパルス電位（ＩＰ）を、それぞれの所望のグレーレベルに
割り当てることによって、完全に定義され得、ＩＰは、理想的には、典型的には白色極限
光学状態であると仮定される、１つの極限光学状態から開始するグレーレベルに到達する
ために必要とされる正味のインパルスである。複線バウンス駆動スキームは、ディスプレ
イが任意の一連の遷移を通して向上するため、ＤＣバランスの維持を可能にし、以前の履
歴依存を減少させることに役立つはずであるリミットサイクル（所望のグレーレベルにお
ける滞留を無視する）でディスプレイを動作させる。しかしながら、複線バウンス波形の
中間ステップ（黒色から白色または白色から黒色）は、それぞれ、「鮮明白色」および「
鮮明黒色」遷移を生成し、これは、視認者の気を散らし得る。加えて、この付加的中間ス
テップは、より長い更新時間をもたらし、典型的には（今日の市販のディスプレイでは）
、１６グレーレベルにおけるアニメーション駆動スキームのために使用され得ない。
【００２９】
　既述のように、単線バウンス駆動スキームは、複線バウンス駆動スキームの代わりに使
用され得る。単線バウンス駆動スキームは、複線バウンス波形の鮮明な中間黒色－白色ま
たは白色－黒色ステップを排除し、その遷移は、持続時間において、複線バウンス駆動ス
キームのものよりも短くなる傾向がある。しかしながら、異なるグレーレベルへの一連の
更新中、単線バウンス駆動スキームの適用された信号は、明確に周期的ではないであろう
。さらに、電気泳動および類似電気光学媒体の非線形挙動と、そのような媒体における駆
動電圧の印加と光学応答との間のヒステリシスとに起因して、著しい数の同調要素（前述
のＭＥＤＥＯＤ出願のいくつかに説明されるような、付加的波形構成要素）が、ＤＣバラ
ンス様式で、全ての所望のグレーレベルに到達するために、波形内に含まれなくてはなら
ない。これらの同調要素は、最大波形長および可視点滅の量を増大し、したがって、複線
バウンス駆動スキームと比較して単線バウンス駆動スキームの利益を減少させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３０】
【特許文献１】米国特許第７，１７０，６７０号明細書
【特許文献２】米国特許第７，０１２，６００号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明は、リミットサイクルにおいてではないことに起因する駆動スキームのロバスト
性の欠如および同調要素の存在を要求する問題を回避しながら、単線バウンス駆動スキー
ムの利点（すなわち、複線バウンス駆動スキームの中間黒色－白色または白色－黒色ステ
ップの気を散らす効果を減少し、更新時間を減少し、複数のグレーレベルまたは二重波形
アプローチでのアニメーション等の用途のための駆動スキームの使用を可能にする）を達
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成することを追求する。
【００３２】
　本発明の背後の基本的な考え方は、いくつかの従来技術の電気光学ディスプレイにおい
て使用される単線バウンス駆動スキームを、各画素が、黒色線から跳ね返る単線バウンス
駆動スキームと、白色線から跳ね返る類似スキームとの間の連続的遷移において交代する
「交代性単線バウンス駆動スキーム（ＡＳＲＢＤＳ）」に取って代えることである。
【００３３】
　故に、本発明は、それぞれ、２つの極限光学状態および少なくとも１つの中間グレーレ
ベルを表示することが可能である、複数の画素を有する電気光学ディスプレイを駆動する
方法を提供する。各画素は、初期中間グレーレベルから、１つの極限光学状態に、そこか
ら、第１の所望の中間グレーレベルに駆動される。画素は、次いで、有限時間長の間、こ
の第１の所望の中間グレーレベルのままである。画素は、次いで、この第１の所望の中間
グレーレベルから、反対の極限光学状態に、そこから、第２の所望の中間グレーレベルに
駆動される。
【００３４】
　言い換えると、本発明は、それぞれ、２つの極限光学状態および少なくとも１つの中間
グレーレベルを表示することが可能である、複数の画素を有する電気光学ディスプレイを
駆動する方法を提供し、方法は、（ａ）少なくとも１つの画素を、初期中間グレーレベル
から、１つの極限光学状態に、そこから、第１の所望の中間グレーレベルに駆動するステ
ップであって、該少なくとも１つの画素が、それによって、ディスプレイ上に第１の画像
の一部を形成するステップと、（ｂ）該少なくとも１つの画素が、有限時間長の間、第１
の所望の中間グレーレベルのままであることを可能にするステップと、（ｃ）その後、該
少なくとも１つの画素を、第１の所望の中間グレーレベルから、反対の極限光学状態に、
そこから、第２の所望の中間グレーレベルに駆動するステップであって、該少なくとも１
つの画素が、それによって、ディスプレイ上に第２の画像の一部を形成するステップと、
を含む。
【００３５】
　本発明の本方法では、有限時間長は、通常、例えば、テキスト画像を読み取ることによ
って、ディスプレイのユーザがディスプレイ上の第１の画像を視認する時間を表すであろ
う。故に、この有限時間長は、通常、該少なくとも１つの画素が、初期中間グレーレベル
から、１つの極限光学状態に、そこから、第１の所望の中間グレーレベルに駆動される期
間と少なくとも同じ長さであり、したがって、通常、少なくとも約１秒であり、ほとんど
の場合では、かなり長くなる。
【００３６】
　本発明はまた、本発明の方法を実行するように配列された新規のディスプレイコントロ
ーラも提供する。
【００３７】
　前述および前述のＭＥＤＥＯＤ出願に説明されるように、特定の駆動スキームが、長方
形または任意の形状であり得る、ディスプレイのある領域のみで使用され得る。本発明は
、ＡＳＲＢＤＳがディスプレイの複数の領域のうちの１つ（または全てより少ない）のみ
で使用され、異なる駆動スキームが残りの領域に適用される、駆動方法とコントローラと
に及ぶ。
【００３８】
　本発明の方法では、ディスプレイは、前述の種類の電気光学媒体のうちのいずれかを利
用してもよい。したがって、例えば、電気光学ディスプレイは、回転２色部材またはエレ
クトロクロミックもしくはエレクトロウェッティング材料を備えてもよい。代替として、
電気光学ディスプレイは、流体中に配置され、かつ電場の影響下で流体を通って移動する
ことが可能な複数の荷電粒子を備える、電気泳動材料を備えてもよい。荷電粒子および流
体は、複数のカプセルまたはマイクロセル内に閉じ込められてもよい。代替として、荷電
粒子および流体は、ポリマー材料を備える連続相によって囲繞される複数の個々の液滴と
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して存在してもよい。流体は、液体またはガス状であってもよい。
【００３９】
　本発明のディスプレイは、従来技術の電気光学ディスプレイが使用されている任意の用
途で使用されてもよい。したがって、例えば、本ディスプレイは、電子ブックリーダ、ポ
ータブルコンピュータ、タブレットコンピュータ、セルラー電話、スマートカード、標識
、腕時計、棚ラベル、可変伝送窓、またはフラッシュドライブで使用されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】付随の図面の唯一の図は、本発明のＡＳＲＢＤＳによって駆動されるディスプレ
イの１つの画素のいくつかの連続的遷移に関する、電圧対時間曲線と、対応する画素の光
学状態とを示す。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　既述のように、本発明は、それぞれ、２つの極限光学状態および少なくとも１つの中間
グレーレベルを表示することが可能である、複数の画素を有する電気光学ディスプレイを
駆動する（ＡＳＲＢＤＳ）方法を提供する。各画素は、初期中間グレーレベルから、１つ
の極限光学状態に、そこから、第１の所望の中間グレーレベルに駆動される。画素は、次
いで、有限時間長の間、この第１の所望の中間グレーレベルのままである。画素は、次い
で、この第１の所望の中間グレーレベルから、反対の極限光学状態に、そこから、第２の
所望の中間グレーレベルに駆動される。
【００４２】
　ＡＳＲＢＤＳに関する完全かつ一意的なサイクルは、記号的に、以下のように表され得
、
「Ｒ３状態」→「白色線」→「Ｒ２状態」→「黒色線」→「Ｒ１状態」
ここでは、Ｒ３は、画素の初期状態であり、Ｒ２は、第１の所望のグレーレベルであり、
Ｒ１は、第２の所望のグレーレベルである。駆動スキームが白色線と黒色線の間で交代す
る様式は、複線バウンス駆動スキームの基本的リミットサイクル波形構造が、維持される
ことを可能にする。より重要なことには、ＡＳＲＢＤＳは、設計者が、独立して２つの異
なるインパルス電位、すなわち、白色線から跳ね返る駆動スキームのための１つと、黒色
線から跳ね返る駆動スキームのためのもう１つとを設定することを可能にするため、グレ
ー精度レベルの配置を達成し、残影をなくすことに対し、より大きな自由度を与える。
【００４３】
　付随の図面の唯一の図は、本発明のＡＳＲＢＤＳを図式的に図示する。その図に示され
るように、画素は、元々は初期中間グレーレベルＲ３である。負（白色化）駆動パルスが
、画素が白色極限光学状態（白色線）に到達するまで印加される。正（黒色化）駆動パル
スが、次いで、画素が第１の所望の中間グレーレベルＲ２に到達するまで印加される。画
素は、この画素のグレーレベルにおける変化を要求する、ディスプレイの次の更新まで、
グレーレベルＲ２のままである。さらなる正（黒色化）駆動パルスが、次いで、画素が黒
色極限光学状態（黒色線）に到達するまで印加される。最終的に、負駆動パルスが、画素
が第２の所望の中間グレーレベルＲ１に到達するまで印加される。
【００４４】
　本発明のＡＳＲＢＤＳを使用する２つの連続的遷移は、画素に、光学状態において、複
線バウンス駆動スキームを使用する単一遷移の間と同じ変化を受けさせ、２つの状況の間
の差異は、ＡＳＲＢＤＳが、画素を中間段階（図のＲ２である、第１の所望の中間グレー
レベル）で停止させることを可能にすることであることは、電気光学ディスプレイの駆動
における当業者に明白となるであろう。故に、ＡＳＲＢＤＳは、同調および使用法につい
ては、複線バウンス駆動スキームに関して既に実証されているものと同じ利点を有するは
ずである。
【００４５】
　実践では、ＡＳＲＢＤＳの両半分（黒色線および白色線バウンス部分）は、異なる駆動
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動コントローラとともに記憶され得る。ＡＳＲＢＤＳの一形態では、ディスプレイの全て
の画素は、全画素が同じ更新における同じ線から跳ね返るように、同期される。個々の波
形は、全ての画素が同じ瞬間に線に到達しないように、（例えば、ゼロ電圧の期間におい
て）頂点を整合され、パディングされ得る。そのような「同期された」ＡＳＲＢＤＳは、
特に、どの線が表示されているか認識できないほど画像が複雑化している写真の、迅速な
更新に対して有用であり得る。代替として、同期されないＡＳＲＢＤＳは、ディスプレイ
の画素が２つのグループに分割される、例えば、チェック模様状に使用され得、２つのグ
ループ上での更新は、反対のパリティであろう、すなわち、第１の更新に関して、第１の
グループは、白色線から跳ね返り、第２のグループは、黒色線から跳ね返るが、次の更新
では、第１のグループは黒色線から跳ね返り、第２のグループは白色線から跳ね返るであ
ろう。そのような駆動スキームは、空間的平均化によって、明白な鮮明さを減少させる利
益を有するであろう（前述の第ＵＳ２０１３／０１９４２５０号を参照）。本発明のＡＳ
ＲＢＤＳはまた、アニメーションを実装するためにも使用され得る。
【００４６】
　本発明の方法は、前述のＭＥＤＥＯＤ出願に説明されるいずれかの技術を使用して、正
確なグレーレベルを生成するように「同調」され得る。したがって、例えば、本発明の方
法における遷移のいずれかを達成するために使用される波形は、全体としての波形のもの
と反対の極性を有する駆動パルスを含み得る。例えば、本方法のステップ（ａ）において
、画素が暗グレーレベルから白色に駆動され、明グレーレベルに戻る場合、波形の第２の
半分（すなわち、遷移の白色－明グレー区分に対して関与する波形の部分）は、典型的に
は、全般的な黒色化極性を有するであろう。しかしながら、最終明グレーレベルの正確な
制御を確実にするために、少なくとも１つの白色化パルスを、波形のこの第２の半分内に
含むことが望ましくあり得る。さらに、類似する理由で、前述のＭＥＤＥＯＤ出願に説明
されるように、多くの場合、少なくとも１つの平衡パルスの対（実質的に絶対パルス値に
等しく、反対の極性である、駆動パルスの対）および／または少なくとも１つのゼロ電圧
の期間を、波形内に含むことが望ましい。
【００４７】
　ＡＳＲＢＤＳは、当然ながら、白色－白色遷移および黒色－黒色遷移に対する波形を含
まなくてはならない。（前述のＭＥＤＥＯＤ出願のように、「遷移」という用語は、画素
の初期および最終グレーレベルが同じである、いわゆるゼロ遷移を含むように、本明細書
で使用される。そのようなゼロ遷移は、遷移中に画素のグレーレベルの変化を伴う場合も
あり、伴わない場合もある。）最初に、ＡＳＲＢＤＳは、２つの白色－白色波形と、白色
に戻る前に黒色に対して点滅を要求するであろう黒色線バウンス波形と、空遷移（すなわ
ち、駆動パルスが印加されないであろう）であろう白色線バウンス波形とを要求するであ
ろうと考えられ得る。しかしながら、そのような空遷移は、エッジ残影アーチファクトを
出現させ得る。故に、ＡＳＲＢＤＳは、両方の遷移に対して黒色線バウンス波形を使用す
るように修正され得る。代替として、空白色線バウンス波形が、前述の第ＵＳ２０１３／
０１９４２５０号に使用されるようなその用語の意味内において、ＡＳＲＢＤＳが「包括
的制限」駆動スキームであろうように、両方の遷移に対して使用され得る。
【００４８】
　前述から、本発明のＡＳＲＢＤＳは、電気光学ディスプレイのための、点滅減少、高速
ロバストＤＣバランス駆動スキームを提供し得ることが分かるであろう。ＡＳＲＢＤＳは
、特に、写真および他の連続階調画像を表示するために有用であり、したがって、駆動ス
キームを使用するディスプレイを、ユーザにとってより魅力的にレンダリングし得る。
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