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(57)【要約】
　ディスプレイを駆動する装置及び方法である。ディス
プレイのラインが更新される順序は、ラインに対して更
新されるデータ間の潜在的な類似点を利用できるように
変更される。ラインは一つまたは複数の共通特性に従っ
てグループ化され、一つまたは複数のグループは順に更
新される。



(2) JP 2013-516658 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイを更新する方法であって、
　前記ディスプレイが、複数のラインとして配置された複数のディスプレイ素子を備え、
それぞれの前記ラインが関連づけられた色及び極性を有し、
　前記方法が、前記ディスプレイの一つまたは複数の更新区域を更新する段階を備え、
　一つまたは複数の前記更新区域のうち一つの更新区域が、一つまたは複数のラインを備
え、
　前記更新区域の一つまたは複数の前記ラインが、一つまたは複数の更新グループとして
グループ化され、
　それぞれの前記更新グループが、一つまたは複数の共通の特性を有する一つまたは複数
の前記ラインのサブセットを備え、
　前記更新区域を更新する段階が、前記更新区域内の一つまたは複数の前記更新グループ
のそれぞれの更新グループを更新する段階を備え、
　それぞれの前記更新グループを更新する段階が、前記更新グループ内の一つまたは複数
の前記ラインの前記サブセット内のそれぞれのラインを更新する段階を備える、ディスプ
レイを更新する方法。
【請求項２】
　一つまたは複数の前記共通の特性が、関連する色を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　一つまたは複数の前記共通の特性が、関連する極性を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記更新区域が、約３０のラインを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記更新グループのそれぞれが、約５のラインを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記更新区域内の一つまたは複数の前記ラインが、隣接している、請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　それぞれの前記更新グループ内の一つまたは複数の前記ラインの前記サブセットが、少
なくとも部分的に隣接していない、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　複数の前記ラインのうちのそれぞれのラインが、行または列を備える、請求項１に記載
の方法。
【請求項９】
　前記ディスプレイ素子が、２状態安定デバイスを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ディスプレイ素子が、干渉変調器を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　複数のラインとして配置された複数のディスプレイ素子と、
　複数の前記ディスプレイ素子に接続されたプロセッサと、を備え、
　前記プロセッサが、複数の前記ディスプレイ素子の一つまたは複数の更新区域を更新す
るように構成され、
　一つまたは複数の前記更新区域のうち一つの更新区域が、一つまたは複数の前記ライン
を備え、
　前記更新区域の一つまたは複数の前記ラインが、一つまたは複数の更新グループとして
グループ化され、
　それぞれの前記更新グループが、一つまたは複数の共通の特性を有する一つまたは複数
の前記ラインのサブセットを備え、
　前記更新区域の更新が、前記更新区域内の一つまたは複数の前記更新グループのそれぞ
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れの前記更新グループの更新を備え、
　それぞれの前記更新グループの更新が、前記更新グループ内の一つまたは複数の前記ラ
インの前記サブセット内のそれぞれの前記ラインの更新を備える、ディスプレイ装置。
【請求項１２】
　一つまたは複数の前記共通の特性が、関連する色を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　一つまたは複数の前記共通の特性が、関連する極性を備える、請求項１１に記載の装置
。
【請求項１４】
　前記更新区域が、約３０のラインを備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記更新グループのそれぞれが、約５のラインを備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記更新区域内の一つまたは複数の前記ラインが、隣接している、請求項１１に記載の
装置。
【請求項１７】
　それぞれの前記更新グループ内の一つまたは複数の前記ラインの前記サブセットが、少
なくとも部分的に隣接していない、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　複数の前記ラインのうちのそれぞれのラインが、行または列を備える、請求項１１に記
載の装置。
【請求項１９】
　前記ディスプレイ素子が、２状態安定デバイスを備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ディスプレイ素子が、干渉変調器を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項２１】
　データを表示する手段と、
　前記表示する手段の一つまたは複数の更新区域を更新する手段と、を備えるディスプレ
イ装置であって、
　一つまたは複数の前記更新区域のうち一つの更新区域が、一つまたは複数のラインを備
え、
　前記更新区域の一つまたは複数の前記ラインが、一つまたは複数の更新グループとして
グループ化され、
　それぞれの前記更新グループが、一つまたは複数の共通の特性を有する一つまたは複数
の前記ラインのサブセットを備え、
　前記更新区域を更新する手段が、前記更新区域内の一つまたは複数の前記更新グループ
のそれぞれの前記更新グループを更新する手段を備え、
　それぞれの前記更新グループを更新する手段が、前記更新グループ内の一つまたは複数
の前記ラインの前記サブセット内のそれぞれの前記ラインを更新する手段を備える、ディ
スプレイ装置。
【請求項２２】
　装置によって実行されると、装置に方法を動作させる、コンピュータが実行可能な命令
が格納された、コンピュータが読み取り可能な媒体であって、
　前記方法が、ディスプレイの一つまたは複数の更新区域の更新を備え、
　一つまたは複数の前記更新区域のうち一つの更新区域が、一つまたは複数のラインを備
え、
　前記更新区域の一つまたは複数の前記ラインが、一つまたは複数の更新グループとして
グループ化され、
　それぞれの更新グループが、一つまたは複数の共通の特性を有する一つまたは複数の前
記ラインのサブセットを備え、
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　前記更新区域の更新が、前記更新区域内の一つまたは複数の前記更新グループのそれぞ
れの前記更新グループの更新を備え、
　それぞれの前記更新グループの更新が、前記更新グループ内の一つまたは複数の前記ラ
インの前記サブセット内のそれぞれの前記ラインの更新を備える、コンピュータが読み取
り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ装置の更新方式に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気機械システム（Ｅｌｅｃｔｒｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｓｙｓｔｅｍｓ：ＥＭＳ）
は、機械素子、アクチュエータ及び電子部品を含む。機械素子は、電気及び電気機械装置
を形成するために、成膜、エッチング及び／または、基板及び／または成膜された材料層
から部品を除去しまたは層を付加するその他のマシニングプロセスを用いて作り出しうる
。あるタイプのＥＭＳ装置は、干渉変調器と呼ばれる。本明細書で用いられるように、干
渉変調器または干渉光変調器という語句は、光学的な干渉の原理を用いて光を選択的に吸
収及び／または反射する装置を指し示す。特定の実施形態において、干渉変調器は一対の
導電性平板を備えてもよく、そのうち一方または両方は全体または一部が透明及び／また
は反射性であり、適切な電気信号の印加によって相対的に動作することができるものであ
りうる。ある特定の実施形態において、一つの平板は基板上に成膜された固定された層か
らなってもよく、他方の平板はギャップによって、固定された層から離隔された金属から
なるメンブレンを備えていてもよい。本明細書でより詳細に説明するように、一方の平板
のもう一方に対する位置関係は、干渉変調器に入射する光の光学的な干渉を変化させるこ
とができる。そのような装置は幅広い領域で応用することができ、既存の製品を改良し、
これまで開発されていない新しい製品の創出にその特徴が利用できるように、これらのタ
イプの装置の特性を利用可能とし及び／または改良することは、当技術分野にとって有益
であろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＥＭＳディスプレイ装置の電力消費を低減する従来の手法は、様々な技術が含まれてい
るが、それら様々な技術のそれぞれは使用者に対して表示する画質を低下させることによ
り、使用者の体験を妥協させる傾向にあった。これらの手法は、表示される画像の解像度
や複雑さを減少させる、ある時間周期においてシーケンス内の画像の数を減少させる、画
像の階調や色強度の深さを減少させる、という手法を含んでいる。他には、ディスプレイ
を位置指定する異なる方法により電力消費を低減するという示唆がなされているが、これ
らは複雑すぎ、ディスプレイの位置指定から低減される電力よりも計算を解くためにより
多くの電力を必要とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書では、画像データの属性に基づく行位置指定順序の決定及びディスプレイへ画
像を書き込むのに必要な列充電遷移の回数の低減によって電力消費を低減するように構成
された方法及び装置を説明する。一実施形態は、ディスプレイ装置の行位置指定順序を効
率的に計算しディスプレイを位置指定する方法を提供する。
【０００５】
　本発明のシステム、方法、及びデバイスはそれぞれ、いくつかの側面を備えており、そ
れらのどれも単独では、好ましい特性に寄与するものではない。これから、本発明の範囲
に限定することなく、そのさらに顕著な特徴を端的に議論する。本議論を踏まえ、特に発
明を実施するための形態を参照すれば、本発明の特徴がいかに他のディスプレイデバイス
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に対して優位であるかを理解することができる。
【０００６】
　本発明の一側面は、ディスプレイを更新する方法を含む。前記ディスプレイは複数のラ
インとして配置された複数のディスプレイ素子を有し、それぞれの前記ラインは関連する
色及び極性を有する。前記方法は、前記ディスプレイの一つまたは複数の更新区域を更新
する段階を含む。一つまたは複数の前記更新区域のうち一つの更新区域は、一つまたは複
数のラインを含む。前記更新区域の一つまたは複数の前記ラインは、一つまたは複数の更
新グループとしてグループ化される。それぞれの前記更新グループは、一つまた複数の共
通の特性を有する一つまたは複数のラインのサブセットを備える。更新区域を更新する段
階は、前記更新区域内の一つまたは複数の更新グループのそれぞれの更新グループを更新
する段階を備える。それぞれの更新グループを更新する段階は、前記更新グループ内の一
つまたは複数のラインのサブセット内のそれぞれのラインを更新する段階を備える。
【０００７】
　本発明の他の一側面は、ディスプレイ装置を含む。前記ディスプレイ装置は、複数のラ
インとして配置された複数のディスプレイ素子を含む。前記ディスプレイ装置はまた、複
数の前記ディスプレイ素子に接続されたプロセッサを含む。前記プロセッサは、前記ディ
スプレイの一つまたは複数の更新区域を更新するように構成される。一つまたは複数の前
記更新区域のうち一つの更新区域は、一つまたは複数のラインを備える。前記更新区域の
一つまたは複数の前記ラインは、一つまたは複数の更新グループとしてグループ化される
。それぞれの更新グループは、一つまたは複数の共通の特性を有する一つまたは複数のラ
インのサブセットを備える。更新区域を更新する段階は、更新区域内の一つまたは複数の
更新グループのそれぞれの更新グループを更新する段階を備える。それぞれの更新グルー
プを更新する段階は、更新グループ内の一つまたは複数のラインのサブセット内のそれぞ
れのラインを更新する段階を備える。
【０００８】
　本発明の他の一側面は、ディスプレイ装置を含む。前記ディスプレイ装置はデータを表
示する手段を含む。前記ディスプレイはまた、ディスプレイ手段の一つまたは複数の更新
区域を更新する手段を含む。一つまたは複数の更新区域のうち一つの更新区域は、一つま
たは複数のラインを含む。前記更新区域の一つまたは複数の前記ラインは、一つまたは複
数の更新グループとしてグループ化される。それぞれの更新グループは、一つまたは複数
の共通の特性を有する一つまたは複数のラインのサブセットを備える。前記更新区域を更
新する手段は、前記更新区域内の一つまたは複数の更新グループのそれぞれの更新グルー
プを更新する手段を備える。それぞれの前記更新グループを更新する手段は、前記更新グ
ループ内の一つまたは複数の前記ラインの前記サブセット内のそれぞれのラインを更新す
る手段を備える。
【０００９】
　本発明の他の一側面は、装置によって実行されるときには、装置に方法を動作させる、
コンピュータが実行可能な命令を格納したコンピュータが読み取り可能な媒体を含む。前
記方法は、ディスプレイの一つまたは複数の更新区域を更新する段階を含む。一つまたは
複数の前記更新区域のうち一つの更新区域は、一つまたは複数のラインを備える。前記更
新区域の一つまたは複数の前記ラインは、一つまたは複数の更新グループとしてグループ
化される。それぞれの前記更新グループは、一つまたは複数の共通の特定を有する一つま
たは複数の前記ラインのサブセットを備える。前記更新区域を更新する段階は、前記更新
区域内の一つまたは複数の前記更新グループのそれぞれの更新グループを更新する段階を
備える。それぞれの更新グループを更新する段階は、前記更新グループ内の一つまたは複
数の前記ラインのサブセット内のそれぞれのラインを更新する段階を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第一の干渉変調器の可動反射層が緩和位置にあり、第二の干渉変調器の可動反射
層が作動位置にある干渉変調器ディスプレイの一実施形態の一部を示す等角図である。
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【図２】３×３干渉変調器ディスプレイを組み込んだ電子デバイスの一実施形態を示すシ
ステムブロック図である。
【図３】図１の干渉変調器の例示的な一実施形態における印加電圧に対する可動鏡の位置
の図である。
【図４】干渉変調器ディスプレイを駆動するのに用いうる行および列の電圧の組み合わせ
を示す。
【図５Ａ】図２の３×３干渉変調器ディスプレイに表示データのフレームを書き込むのに
用いうる行および列の信号の例示的な一タイミング図を示す。
【図５Ｂ】図２の３×３干渉変調器ディスプレイに表示データのフレームを書き込むのに
用いることができる行および列の信号の例示的な一タイミング図を示す。
【図６Ａ】複数の干渉変調器を備える視覚ディスプレイデバイスの実施形態を示すシステ
ムブロック図である。
【図６Ｂ】複数の干渉変調器を備える視覚ディスプレイデバイスの実施形態を示すシステ
ムブロック図である。
【図７Ａ】図１の装置の断面図である。
【図７Ｂ】干渉変調器の代替的な一実施形態の断面図である。
【図７Ｃ】干渉変調器の他の代替的な一実施形態の断面図である。
【図７Ｄ】干渉変調器のさらに他の代替的な一実施形態の断面図である。
【図７Ｅ】干渉変調器の追加的な代替的な一実施形態の断面図である。
【図８】ディスプレイシステムの実施形態を示すシステムブロック図である。
【図９】コモンラインの電圧波形を示す例示的なタイミング図である。
【図１０】図８のディスプレイ素子の一部を示すシステムブロック図である。
【図１１Ａ】図８のディスプレイ素子の例示的な更新スケジュールを示す。
【図１１Ｂ】図８のディスプレイ素子の例示的な更新スケジュールを示す。
【図１２Ａ】図８のディスプレイ素子の他の一例示的な更新スケジュールを示す。
【図１２Ｂ】図８のディスプレイ素子の他の一例示的な更新スケジュールを示す。
【図１３Ａ】図８のディスプレイ素子の他の一例示的な更新スケジュールである。
【図１３Ｂ】図８のディスプレイ素子の他の一例示的な更新スケジュールである。
【図１４】図８のディスプレイ素子を更新するプロセスの一実施形態のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の詳細な説明は特定の具体的な実施形態に向けられたものである。しかしながら、
本明細書で示される内容は多数の異なる方法で応用することができる。この説明において
、図面において類似した部品は類似した符号で一貫して参照される。実施形態は動画（例
えばビデオ）、静止画（例えば写真画像）及び文字または図表のどちらかのような画像を
表示するように構成されたどのような装置にも実装されうる。より具体的には、実施形態
は様々な電子装置の内部にあるいは関連して実装されてもよく、携帯電話、無線装置、個
人データ端末（ＰＤＡ）、携帯型コンピュータ、ＧＰＳ受信機／ナビゲータ、カメラ、Ｍ
Ｐ３プレイヤー、カムコーダ、ゲーム機、腕時計、置時計、計算機、テレビモニタ、フラ
ットパネルディスプレイ、コンピュータ用モニタ、自動車の表示（例えば距離計表示など
）、コックピット制御装置及び／またはディスプレイデバイス、カメラビューディスプレ
イデバイス（例えば自動車における後方視界カメラのディスプレイ）、電子写真、電子掲
示板または電子看板、プロジェクタ、建築構造物、パッケージ、美的構造物（例えば、宝
石片上への画像の表示）に実装されてもよいが、これに限定されるものではない。本明細
書で説明したものに類似した構造のＥＭＳ装置を、電子スイッチデバイスのようなディス
プレイ以外の応用にも用いることができる。
【００１２】
　干渉ＥＭＳ表示素子を備える干渉変調器ディスプレイの一実施形態は、図１に示される
。このような装置では、画素は明状態または暗状態のいずれかにある。明状態（「緩和状
態」または「開状態」）では、表示素子は使用者に対して入射可視光の大部分を反射する
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。暗状態（「作動状態」または「閉状態」）では、表示素子は使用者に対して入射可視光
をほとんど反射しない。実施形態に応じて、「オン状態」と「オフ状態」の光の反射率特
性は反対でありうる。ＥＭＳ画素は黒及び白に加えて、カラーディスプレイが実現できる
ように選択された色を主に反射するように構成することもできる。
【００１３】
　図１は視覚ディスプレイの一連の画素のうち二つの隣接した画素を示す等角図であり、
それぞれの画素はＥＭＳ干渉変調器を備える。ある実施形態において、干渉変調器ディス
プレイは、これらの干渉変調器の行／列アレイを備える。それぞれの干渉変調器は、少な
くとも一つの可変な大きさを有する光学共振ギャップを形成するようにたがいに対して可
変かつ制御可能な距離に位置させられる一対の反射層を含む。一実施形態において、反射
層のうち一つは二つの位置の間を動くものでありうる。本明細書では緩和位置として称さ
れる第一の位置において、可動反射層は固定された部分的に反射性の層から相対的に大き
な距離を取って位置させられる。本明細書では作動位置として称される第二の位置におい
て、可動反射層は部分的に反射性の層とより近接して位置される。二つの層から反射され
た入射光は可動反射層の位置によって強めあいまたは弱めあって干渉し、それぞれの画素
に対して全反射または非反射のいずれかの状態となる。
【００１４】
　図１の画素アレイの示された部分は、二つの隣接した干渉変調器１２ａ、１２ｂを含む
。左側に位置する干渉変調器１２ａでは、可動反射層１４ａが部分的に反射性の層を含む
光学積層体１６ａから所定の距離で緩和位置にある状態が示されている。右側に位置する
干渉変調器１２ｂでは、可動反射層１４ｂが光学積層体１６ｂに対して近接した作動位置
にある状態が示されている。
【００１５】
　光学積層体１６ａ、１６ｂ（まとめて光学積層体１６と称する）は、本明細書に示すよ
うに、典型的にはいくつかの融合した層を備え、融合した層はインジウムスズ酸化物（Ｉ
ＴＯ）のような電極層と、クロムのような部分的に反射性の層と、透明の誘電体と、を含
んでもよい。従って光学積層体１６は導電性であり、部分的に透明かつ部分的に反射性で
ある。また光学積層体１６は例えば、透明な基板２０上に上述の層の一つまたは複数を成
膜することにより形成されうる。部分的に反射性の層は、様々な金属や半導体や誘電体の
ような部分的に反射性である様々な材料から形成することができる。部分的に反射性の層
は、一つまたは複数の材料の層から形成することができ、層のそれぞれは単一の材料また
は複数の材料の組み合わせで形成されてもよい。
【００１６】
　ある実施形態において、光学積層体１６の層は、平行な帯状にパターニングされ、さら
に後述するようにディスプレイデバイスにおいて列電極を形成しうる。可動反射層１４ａ
、１４ｂは成膜された金属の単一または複数の層の平行な一連の帯状（列電極１６ａ、１
６ｂと直交する）として形成され、ポスト１８の頂部及びポスト１８の間に成膜された中
間犠牲材料の上に成膜されて行を形成しうる。犠牲材料が除去されると、可動反射層１４
ａ、１４ｂは光学積層体１６ａ、１６ｂから所定のギャップ１９だけ離隔される。アルミ
ニウムのような導電性及び反射性の高い材料が反射層１４として用いられてもよく、この
ような帯状パターンはディスプレイデバイスの行電極を形成しうる。図１は必ずしも正し
いスケールではないことに注意しなければならない。ある実施形態において、ポスト１８
の間の間隔は１０～１００μｍのオーダーであってよく、一方ギャップ１９は１０００Å
よりも小さなオーダーでありうる。
【００１７】
　電圧が印加されていない状態では、図１の画素１２ａに示されるように、ギャップ１９
は可動反射層１４ａ及び光学積層体１６ａの間に存在し、可動反射層１４ａは機械的に緩
和状態にある。しかしながら、電位差（電圧）が選択された行および列に印加されると、
対応する画素の行電極と列電極との交差位置に形成されるキャパシタは充電され、静電引
力が電極を互いに引き付ける。電圧が十分高いと、可動反射層１４は変形し、光学積層体
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１６に押し付けられる。図１の右側に位置する作動した画素１２ｂによって示されるよう
に、光学積層体１６に含まれる誘電体層（この図には図示されない）は、層１４と１６の
間のショートを防ぎ、層の間の離隔距離を制御しうる。印加された電位差の極性に係わら
ず、動作は同一である。
【００１８】
　図２から図５は、ディスプレイへの応用における干渉変調器アレイを用いるための例示
的な一プロセス及びシステムを示す。
【００１９】
　図２は、干渉変調器を組み込みうる電子デバイスの一実施形態を示すシステムブロック
図である。電子デバイスは、ＡＲＭ（登録商標）、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）、８０５
１、ＭＩＰＳ（登録商標）、Ｐｏｗｅｒ　ＰＣ（登録商標）またはＡＬＰＨＡ（登録商標
）のようなどのような汎用の単一またはマルチチップマイクロプロセッサでもありうるプ
ロセッサ２１、またはデジタル信号プロセッサ、マイクロコントローラやプログラマブル
ゲートアレイのようなどのような特殊用途のマイクロプロセッサでもありうるプロセッサ
を含む。当技術分野で従来用いられるように、プロセッサ２１は一つまたは複数のソフト
ウェアモジュールを実行するように構成されうる。オペレーティングシステムの実行に加
えて、プロセッサはウェブブラウザ、電話アプリケーション、電子メールプログラム、ま
たはその他どのようなソフトウェアアプリケーションであっても含む一つまたは複数のソ
フトウェアアプリケーションを実行するように構成されうる。
【００２０】
　一実施形態において、プロセッサ２１はまたアレイドライバ２２と通信するように構成
される。一実施形態において、アレイドライバ２２はディスプレイアレイまたはパネル３
０へ信号を提供する行駆動回路２４及び列駆動回路２６を含む。図１に示されるアレイの
断面図は、図２の１－１線で示される。図２は明瞭化のために、干渉変調器の３×３アレ
イを示しているが、ディスプレイアレイ３０は非常に多数の干渉変調器を備えていてもよ
く、列と比べて行が異なる数の干渉変調器を有しうる（例えば、行あたり３００画素、列
あたり１９０画素）ことに注意しなければならない。
【００２１】
　図３は、図１の干渉変調器の例示的な一実施形態において、印加される電圧に対する可
動鏡の位置の図である。ＥＭＳ干渉変調器において、行／列作動プロトコルは、図３に示
すようなこれらのデバイスのヒステリシス特性を利用しうる。干渉変調器は例えば、可動
層を緩和状態から作動状態に変形させるために１０ボルトの電位差を必要としうる。しか
しながら、その値から電圧を下げると、電圧が１０ボルト以下に落ちても可動層はその状
態を保つ。図３の例示的な実施形態においては、可動層は電圧が２ボルト以下に下がるま
で完全には緩和しない。従って図３に示された例においては約３Ｖから７Ｖの電圧範囲が
あり、そこではデバイスが緩和状態または作動状態のいずれかで安定であるような印加電
圧のウィンドウが存在する。これを本明細書では、「ヒステリシスウィンドウ」または「
安定ウィンドウ」と呼ぶ。図３のヒステリシス特性を有するディスプレイアレイにおいて
、行／列作動プロトコルは、行のストローブの間、作動させるべきストローブされる行の
画素に約１０ボルトの電圧が印加され、緩和させるべき画素に０ボルト近い電圧が印加さ
れるように設計することができる。ストローブ後、画素には、画素が行ストローブによっ
て置かれたどのような状態であれ維持するような、安定状態または約５ボルトのバイアス
電圧が印加される。書き込み後、画素のそれぞれは、この例では３から７ボルトの「安定
ウィンドウ」内の電位差におかれる。この特徴により、図１に示す画素の設計を、作動ま
たは緩和の既存状態のいずれかの状態で、同一の印加電圧状態で安定であるようにする。
干渉変調器の画素それぞれは、作動状態であれ緩和状態であれ、本質的には固定反射層及
び可動反射層によって形成されるキャパシタなので、この安定な状態はほとんど電力を散
逸することなく、ヒステリシスウィンドウの範囲内の電圧において保持することができる
。印加された電位が固定されていれば、本質的に画素へ電流が流入することはない。
【００２２】
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　さらに後述するように、典型的な応用例においては、画像のフレームは（それぞれ特定
の電圧レベルを有する）データ信号のセットを、第一の行の作動される画素の所定のセッ
トに従って列電極のセットに渡って送信することにより生成されうる。次いで、行パルス
が第一の行電極に印加され、データ信号のセットに対応する画素を作動させる。次いで、
データ信号のセットは第二の行の作動される画素の所定のセットに対応するように変更さ
れる。次いで、パルスが第二の行電極に印加され、データ信号に従って第二の行の適切な
画素を作動する。画素の第一の行は第二の行パルスには影響されず、第一の行パルスで設
定された状態を保つ。これが順に一連の行全体に対して繰り返され、フレームを生成しう
る。一般に、毎秒ある所定のフレーム数についてこのプロセスを連続的に繰り返すことに
より、フレームは新しい画像データに更新及び／または上書きされる。画像フレームを生
成するために、画素アレイの行および列電極を駆動する幅広い様々なプロトコルが使用さ
れうる。
【００２３】
　図４及び図５は、干渉変調器アレイのような電気機械デバイスのアレイを駆動するのに
用いることができる一つの作動プロトコルを示す。図４は、図３に示されるヒステリシス
特性を示す変調器に対して用いられうる列及び行電圧レベルの利用可能な組み合わせを示
す。図４（図５Ａも参照のこと）の実施形態において、５つあるいはそれより多くの可能
な電圧が、特定のコモンラインを位置指定できるように、あるコモンライン（様々な実施
形態において行または列のラインのどちらかでありうる）に沿って印加されてもよく、少
なくとも二つの可能な電圧が、現時点で位置指定されたコモンラインへデータを書き込む
セグメントラインに沿って印加されうる。
【００２４】
　解放電圧ＶＣＲＥＬがコモンラインに沿って印加されると、セグメントラインに沿って
印加される電圧に関わらず、コモンラインに沿った全ての干渉変調器素子が緩和状態、言
い換えると解放状態または非作動状態に置かれる。従って、解放電圧ＶＣＲＥＬ、高いセ
グメント電圧ＶＳＨ及び低いセグメント電圧ＶＳＬが選択される。特に、解放電圧ＶＣＲ

ＥＬがコモンラインに沿って印加されると、高いセグメント電圧ＶＳＨ及び低いセグメン
ト電圧ＶＳＬが対応するセグメントラインに沿って印加されるときは共に、変調器に印加
される電圧（言い換えれば、画素電圧）は緩和ウィンドウ（図３を参照、またリリースウ
ィンドウとも呼ぶ）の範囲内にある。セグメント電圧範囲としても呼ばれる、高いセグメ
ント電圧と低いセグメント電圧との間の差は、緩和ウィンドウの幅よりも小さい。
【００２５】
　高い保持電圧ＶＣＨＯＬＤ＿Ｈあるいは低い保持電圧ＶＣＨＯＬＤ＿Ｌのような保持電
圧がコモンラインに印加されると、干渉変調器の状態は一定状態を保つ。ＶＣＨＯＬＤ＿

Ｈ及びＶＣＨＯＬＤ＿Ｌはまた、それぞれ正及び負のホールド電圧とも呼ばれうる。緩和
された変調器は緩和位置にとどまり、作動された変調器は作動位置にとどまる。高いセグ
メント電圧ＶＳＨ及び低いセグメント電圧ＶＳＬが対応するセグメントラインに沿って印
加されるときはともに、画素電圧が干渉変調器の安定ウィンドウの範囲内にとどまるよう
に、保持電圧が選択される。従ってセグメント電圧範囲は正の安定ウィンドウまたは負の
安定ウィンドウのいずれかの幅よりも小さい。
【００２６】
　高い位置指定電圧ＶＣＡＤＤ＿Ｈまたは低い位置指定電圧ＶＣＡＤＤ＿Ｌのような位置
指定電圧がコモンラインに印加されると、それぞれのセグメントラインに沿ったセグメン
ト電圧の印加によって、データをそのラインに沿った変調器へ選択的に書き込むことがで
きる。ＶＣＡＤＤ＿Ｈ及びＶＣＡＤＤ＿Ｌはまた、それぞれ正及び負の位置指定電圧とも
呼ばれうる。コモンラインに位置指定電圧が印加されるときに、セグメントラインに沿っ
てセグメント電圧の一つが印加されると画素電圧が安定ウィンドウの範囲内にあり、他の
電圧が印加されると画素電圧が安定ウィンドウを超えて画素の作動を引き起こすように、
位置指定電圧が選択される。作動を引き起こす具体的なセグメント電圧は、どの位置指定
電圧が用いられるかによって変化する。高い位置指定電圧ＶＣＡＤＤ＿Ｈがコモンライン
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に沿って印加されると、高いセグメント電圧ＶＳＨが印加されれば変調器は現在の位置を
保ち、一方低いセグメント電圧ＶＳＬが印加されれば変調器は作動する。低い位置指定電
圧ＶＣＡＤＤ＿Ｌが印加されるときにはセグメント電圧の効果は反対となり、高いセグメ
ント電圧ＶＳＨで変調器は作動し、低いセグメント電圧ＶＳＬは変調器の状態に影響を及
ぼさない。
【００２７】
　特定の実施形態において、高い保持電圧または低い保持電圧及び高い位置指定電圧また
は低い位置指定電圧のいずれか一方だけが用いられうる。しかしながら、正及び負の保持
電圧および位置指定電圧の両方を用いると、書き込み処理の極性を入れ替えることができ
、単一の極性のみの書き込み動作の後に生じる可能性のある電荷蓄積を抑制することがで
きる。
【００２８】
　図５Ｂは、図２の３×３アレイへ印加され、図５Ａに示す配列表示となる一連のコモン
電圧およびセグメント電圧信号を示すタイミング図である。ここでは、作動した変調器は
非反射性であり、暗色として示されている。図５Ａに示されるフレームの書き込みに先立
って、画素はどのような状態でもよいが、コモンラインの位置指定に先立って、図５Ｂの
タイミング図に示される書き込み処理によって、コモンラインのそれぞれの変調器は解放
される。
【００２９】
　第一のライン時間６０ａにおいて、コモンライン１、２、３のいずれも位置指定されて
いない。解放電圧７０がコモンライン１に印加される。コモンライン２に印加される電圧
は初めは高い保持電圧７２であり、その後解放電圧７０に変化する。低い保持電圧７６が
コモンライン３に沿って印加される。従って、コモンライン１に沿った変調器（１，１）
、（１，２）、（１，３）は第一のライン時間６０ａが続く間緩和状態を維持し、コモン
ライン２に沿った変調器（２，１）、（２，２）、（２，３）は緩和状態に移行し、コモ
ンライン３に沿った変調器（３，１）、（３，２）、（３，３）は以前の状態を保つ。コ
モンライン１、２、３、のどれもライン時間６０ａの間位置指定されないので、セグメン
トライン１、２、３に沿って印加されるセグメント電圧は干渉変調器の状態に影響を及ぼ
さない。
【００３０】
　第二のライン時間６０ｂの間、コモンライン１の電圧は高い保持電圧７２に移行し、コ
モンライン１に沿った変調器は全て、印加されるセグメント電圧に関わらず緩和状態を保
つ。コモンライン２に沿った変調器は緩和状態を保ち、コモンライン３の電圧が解放電圧
７０に移行するとコモンライン３に沿った変調器（３，１）、（３，２）、（３，３）は
緩和する。
【００３１】
　第三のライン時間６０ｃの間、コモンライン１に高い位置指定電圧７４が印加されてコ
モンライン１が位置指定される。低いセグメント電圧６４がこの位置指定電圧の印加の間
セグメントライン１、２に印加されるため、変調器（１，１）、（１，２）にかかる画素
電圧は変調器の正の安定ウィンドウよりも大きく、変調器（１，１）、（１，２）は作動
する。高いセグメント電圧６２がセグメントライン３に沿って印加されているので、変調
器（１，３）の画素電圧は変調器（１，１）、（１，２）の画素電圧よりも低く、変調器
の正の安定ウィンドウ内にある。従って変調器（１，３）は緩和状態を保つ。またライン
時間６０ｃの間、コモンライン２の電圧は低い保持電圧７６に低下し、コモンライン３の
電圧は解放電圧を維持して、コモンライン２、３に沿った変調器は緩和位置のままである
。
【００３２】
　第四のライン時間６０ｄの間、コモンライン１の電圧は高い保持電圧７２であり、コモ
ンライン１に沿った変調器はそれぞれ位置指定された状態のままである。ここで、コモン
ライン２は、コモンライン２の電圧を低い位置指定電圧７８に下げることによって位置指
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定される。高いセグメント電圧６２がセグメントライン２に沿って印加されるので、変調
器（２，２）の画素電圧は変調器の負の安定ウィンドウより低くなり、変調器（２，２）
は作動する。低いセグメント電圧６４がセグメントライン１、３に沿って印加されるので
、変調器（２，１）、（２，３）は緩和位置を維持する。コモンライン３の電圧は高い保
持電圧７２に上昇し、コモンライン３に沿った変調器は緩和状態のままである。
【００３３】
　最後に、第五のライン時間６０ｅの間、コモンライン１の電圧は高い保持電圧７２を維
持し、コモンライン２の電圧は低い保持電圧を維持し、コモンライン１、２に沿った変調
器はそれぞれの位置指定された状態のままである。コモンライン３の電圧は、コモンライ
ン３に沿った変調器を位置指定するために高い位置指定電圧に上昇する。低いセグメント
電圧６４がセグメントライン２、３に印加されているので、変調器（３，２）、（３，３
）は作動し、その一方セグメントライン１に沿って印加される高いセグメント電圧６２に
よって変調器（３，１）は緩和位置を維持する。従って、第５の保持時間６０ｅの終了時
には、３×３画素アレイは図５Ａに示す状態となり、（図示されない）他のコモンライン
に沿った変調器が位置指定される際に発生しうるセグメント電圧の変化に関わらず、保持
電圧がコモンラインに沿って印加されている限りはその状態を保つ。
【００３４】
　図５Ｂのタイミング図において、ある書き込み手順は高い保持電圧及び高い位置指定電
圧、または低い保持電圧及び低い位置指定電圧のいずれかを使用することを含むことがわ
かる。高いまたは低い保持電圧が印加されると、画素電圧はある安定ウィンドウの範囲内
または超えた領域の状態を維持し、解放電圧が印加されるまでは緩和ウィンドウを通過し
ない。さらに、それぞれの変調器が変調器の位置指定に先立って書き込み手順の一部とし
て解放されるので、変調器の解放時間よりむしろ作動時間の方が必要なライン時間を決定
する。変調器の解放時間が作動時間よりも長いような実施形態においては、図５Ｂに示さ
れるように、解放電圧は単一のライン時間よりも長く印加され得る。さらなる実施形態に
おいては、コモンラインまたはセグメントラインに沿って印加される電圧は、異なる色の
変調器のような、異なる変調器の作動電圧及び解放電圧における差異を考慮して変更され
うる。
【００３５】
　図６Ａ及び図６Ｂはディスプレイデバイス４０の実施形態を示すシステムブロック図で
ある。ディスプレイデバイス４０は、例えば、携帯電話であってよい。しかしながら、デ
ィスプレイデバイス４０の同一の部品又はそのわずかに変更されたものが、テレビや携帯
メディアプレイヤーのような様々な型のディスプレイデバイスの例とすることもできる。
【００３６】
　ディスプレイデバイス４０は筐体４１と、ディスプレイ３０と、アンテナ４３と、スピ
ーカー４５と、入力装置４８と、マイク４６とを含む。筐体４１は一般に、射出成型や真
空成型を含む様々などのような製造方法によって形成されてもよい。加えて、筐体４１は
プラスチック、金属、ガラス、ゴム、セラミック、またはそれらを組み合わせた材料を含
む様々などのような材料からも形成されうるが、上記の材料に限定されることはない。一
実施形態において、筐体４１は種々の色や種々のロゴ、絵又はシンボルを含む他の取り外
し可能な部品と交換しうる（図示しない）取り外し可能な部品を含む。
【００３７】
　例示的なディスプレイデバイス４０のディスプレイ３０は、本明細書で説明するように
、２状態安定ディスプレイを含む様々などのようなディスプレイでもありうる。他の実施
形態において、ディスプレイ３０は上述したようなプラズマ、ＥＬ、ＯＬＥＤ，ＳＴＮ液
晶またはＴＦＴ液晶のようなフラットパネルディスプレイを含み、またはＣＲＴやその他
のブラウン管装置のような非平面パネルディスプレイを含む。しかしながら、本実施形態
を説明する目的のため、ディスプレイ３０は本明細書で説明するように、干渉変調器ディ
スプレイを含む。
【００３８】
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　例示的なディスプレイデバイス４０の一実施形態の構成要素が、図６Ｂに概略的に示さ
れる。本明細書に示された例示的なディスプレイデバイス４０は筐体４１を含み、少なく
とも部分的にその中に格納された追加的な部品を含んでもよい。例えば、一実施形態にお
いて、例示的なディスプレイデバイス４０は送受信部４７と結合されたアンテナ４３を含
むネットワークインターフェース２７を含む。送受信部４７はプロセッサ２１に接続され
、プロセッサ２１は調整用ハードウェア５２に接続される。調整用ハードウェア５２は信
号を調整する（例えば、信号をフィルタリングする）ように構成されうる。調整用ハード
ウェア５２はスピーカー４５及びマイク４６に接続される。プロセッサ２１はまた入力装
置４８およびドライバコントローラ２９に接続される。ドライバコントローラ２９はフレ
ームバッファ２８及びアレイドライバ２２に接続され、アレイドライバ２２は次にはディ
スプレイアレイ３０に結合される。電源部５０は特定の例示的なディスプレイデバイス４
０の設計によって要求される全ての部品へ電力を供給する。
【００３９】
　ネットワークインターフェース２７は例示的なディスプレイデバイス４０がネットワー
クを介して一つまたは複数の装置と通信できるように、アンテナ４３及び送受信部４７を
含む。一実施形態において、ネットワークインターフェース２７はまたプロセッサ２１の
要求を補助する何らかの処理能力を有しうる。アンテナ４３は信号を送信し、受信するど
のようなアンテナでもよい。一実施形態において、アンテナはＩＥＥＥ８０２．１１（ａ
）、（ｂ）、（ｇ）を含むＩＥＥＥ８０２．１１規格に従ったＲＦ信号を送受信する。他
の一実施形態において、アンテナはブルートゥース規格に従ったＲＦ信号を送受信する。
携帯電話の場合、アンテナはＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＡＭＰＳ、Ｗ－ＣＤＭＡまたは無線携帯
電話ネットワーク内で通信するために用いられるその他の既知の信号を受信するように設
計される。送受信部４７はアンテナ４３から受け取った信号を、プロセッサ２１が受け取
り、さらに取り扱いうるように事前処理する。送受信部４７はまたアンテナ４３を介して
例示的なディスプレイデバイス４０から送信しうるように、プロセッサ２１から受け取っ
た信号を処理する。
【００４０】
　代替的な一実施形態において、送受信部４７は受信部によって置き換えることもできる
。またさらに他の代替的な一実施形態において、ネットワークインターフェース２７はプ
ロセッサ２１に送信する画像データを蓄積し、または生成することができる画像供給源に
よって置き換えることができる。例えば、画像供給源は画像データまたは画像データを生
成するソフトウェアモジュールを格納するデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）またはハー
ドディスクドライブであってよい。
【００４１】
　プロセッサ２１は一般に例示的なディスプレイデバイス４０の全ての動作を制御する。
プロセッサ２１はネットワークインターフェース２７や画像供給源からの圧縮された画像
データのようなデータを受け取り、データを元画像データまたは元画像データに事前に処
理されたフォーマットに処理する。次いでプロセッサ２１は処理されたデータをドライバ
コントローラ２９または蓄積のためのフレームバッファ２８に送信する。典型的には元画
像データは画像内のそれぞれの位置における画像特性を特定する情報を参照する。例えば
、そのような画像特性は色、彩度、階調を含むことができる。
【００４２】
　一実施形態において、プロセッサ２１は例示的なディスプレイデバイス４０の動作を制
御するマイクロコントローラ、ＣＰＵ、又は論理ユニットを含む。調整用ハードウェア５
２は一般にスピーカー４５へ送信する信号及びマイク４６から受信する信号の増幅及びフ
ィルタを含む。調整用ハードウェア５２は例示的なディスプレイデバイス４０に内蔵され
る独立した部品でありえ、または、プロセッサ２１またはその他の部品内に組み込まれう
る。
【００４３】
　ドライバコントローラ２９はプロセッサ２１によって生成された元画像データをプロセ
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ッサ２１から直接またはフレームバッファ２８のどちらかから取得し、元画像データをア
レイドライバ２２への高速転送に適するように再変換する。具体的に、ドライバコントロ
ーラ２９は元画像データをディスプレイアレイ３０に渡って走査するのに適した時間順を
有するようなラスター状フォーマットを有するデータフローに変換する。次いで、ドライ
バコントローラ２９は変換された情報をアレイドライバ２２に送信する。ＬＣＤコントロ
ーラのようなドライバコントローラ２９は、しばしば独立した集積回路（ＩＣ）としてシ
ステムプロセッサ２１と協働し、そのようなコントローラは様々な方法で実装されうる。
それらはプロセッサ２１内にハードウェアとして埋め込まれてもよく、プロセッサ２１内
にソフトウェアとして埋め込まれてもよい。またアレイドライバ２２とともにハードウェ
ア内に完全に統合されてもよい。
【００４４】
　典型的には、アレイドライバ２２はフォーマットされた情報をドライバコントローラ２
９から受け取り、ビデオデータを波形の並列なセットに変換する。この波形のセットはデ
ィスプレイのｘｙ画素行列から延びる何百の、時には何千のリード線に一秒あたり何度も
適用される。
【００４５】
　一実施形態において、ドライバコントローラ２９、アレイドライバ２２およびディスプ
レイアレイ３０は本明細書に示されるどのようなタイプのディスプレイにも適用可能であ
る。例えば、一実施形態において、ドライバコントローラ２９は従来のディスプレイコン
トローラであるか、又は２状態安定ディスプレイのコントローラ（例えば、干渉変調器コ
ントローラ）である。他の一実施形態において、アレイドライバ２２は従来のドライバで
あるか、又は２状態安定ディスプレイのドライバ（例えば、干渉変調器ディスプレイ）で
ある。一実施形態において、ドライバコントローラ２９はアレイドライバ２２に統合され
る。そのような実施形態は、携帯電話、腕時計及びその他の面積の小さなディスプレイの
ような高度に統合されたシステムでは一般的である。また他の一実施形態において、ディ
スプレイアレイ３０は典型的なディスプレイアレイであるか、又は２状態安定ディスプレ
イアレイ（例えば、干渉変調器アレイを含むディスプレイ）である。
【００４６】
　入力装置４８によって、使用者は例示的なディスプレイデバイス４０の操作を制御する
ことができる。一実施形態において、入力装置４８はＱＷＥＲＴＹキーボードや電話のキ
ーパッドのようなキーパッド、ボタン、スイッチ、タッチパネル、感圧または感熱メンブ
レンを含む。一実施形態において、マイク４６は例示的なディスプレイデバイス４０に対
する入力装置である。マイク４６が装置に対してデータを入力するように用いられるとき
には、声による命令が例示的なディスプレイデバイス４０の操作を制御するために使用者
から提供されうる。
【００４７】
　電源部５０は当技術分野でよく知られた様々なエネルギー貯蔵装置を含むことができる
。例えば、一実施形態において、電源部５０はニッケルカドミウム電池やリチウムイオン
電池のような充電池である。他の一実施形態において、電源部５０は再生可能エネルギー
源、キャパシタ、またはプラスチック太陽電池及び塗布型太陽電池を含む太陽電池である
。他の一実施形態において、電源部５０はコンセントから電力を受電するように構成され
る。
【００４８】
　ある実装において、上述のように、電子ディスプレイシステムのいくつかの場所に位置
させることができるドライバコントローラ内に、制御プログラミング機能が存在する。あ
る場合には、制御プログラミング機能はアレイドライバ２２内に存在する。上述した最適
化は、どのような数のハードウェア及び／またはソフトウェア部品に実装されてもよく、
様々な構成で実装されうる。
【００４９】
　上述した原理に従って動作する干渉変調器の構造の詳細は、幅広く変形しうる。例えば
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、図７Ａから図７Ｅは、可動反射層１４及びその支持構造の５つの異なる実施形態を示す
。図７Ａは図１の実施形態の断面図であり、帯状の金属材料１４は支持部１８の延長線と
直交して成膜される。図７Ｂにおいて、干渉変調器それぞれの可動反射層１４は正方形ま
たは長方形であり、頂点の部分のみで、テザー３２で支持されて取り付けられる。図７Ｃ
において、可動反射層１４は正方形または長方形であり、柔軟な金属からなりうるような
変形層３４から吊り下げられる。変形層３４はその辺縁部において基板２０と直接または
間接に接続する。これらの接続は本明細書では支持ポストとして参照される。図７Ｄに示
された実施形態は、支持ポストプラグ４２を有し、その上に変形層３４が載せられる。可
動反射層１４は図７Ａから図７Ｃに示すようにギャップ上に吊り下げられて保持されるが
、変形層３４は、変形層３４と光学積層体１６の間の穴を埋めることによって支持ポスト
を形成することはない。むしろ、支持ポストは支持ポストプラグ４２を形成するのに用い
られる平面状の材料から形成される。図７Ｅに示される実施形態は、図７Ｄに示される実
施形態に基づいているが、図示されない追加的な実施形態と同様に図７Ａから図７Ｃに示
された実施形態のどれとも協働するように適用しうる。図７Ｅに示された実施形態におい
て、金属またはその他の導電性材料からなる追加的な層が、バス構造４４を形成するのに
用いられる。これにより、信号は干渉変調器の背後に沿って引き回され、そうでなければ
基板２０上に形成されなければならなかったような電極の数を低減することができる。
【００５０】
　図７に示されるような実施形態において、干渉変調器は直視デバイスとして機能する。
そこでは変調器が配置されるのとは反対の側である、透明の基板２０の前面から画像を見
る。これらの実施形態において、反射層１４は、変形層３４を含む基板２０と反対の反射
層の側において干渉変調器の一部を光学的に遮蔽する。これによって、遮蔽された領域を
画質に悪影響を与えることなく構成し、動作することができる。例えば、このような遮蔽
により図７Ｅに示すようなバス構造４４が可能となり、位置指定と位置指定の結果生じる
動作のような、変調器の電気機械的な特性から変調器の光学特性を分離することができる
ようになる。この変調器の構成の分離により、変調器の電気機械的側面と光学側面のため
に用いられる構造設計及び材料を互いに独立して選択し、機能させることができるように
なる。さらには、図７Ｃから図７Ｅに示される実施形態は、変形層３４によってもたらさ
れる機械的な特性から反射層１４の光学的な特性を切り離すことにより引き出すことので
きる追加的な利点を有する。このことにより、反射層１４に用いられる構造設計及び材料
を光学的な特性に関して最適化し、変形層３４に用いられる構造設計及び材料を所望の機
械的な特性に関して最適化することができるようになる。
【００５１】
　本発明の実施形態のうちいくつかは、コモンラインに対する更新スケジュールまたは順
序を選択する装置及び方法に関する。ディスプレイを更新する際には、消費電力のかなり
の量が、セグメントラインの電圧レベルを変更するために費やされうる。そのため、電力
の消費を低減するために、セグメントラインの電圧切り替えの量を減少させることが望ま
しいものでありうる。後述するように、コモンラインの更新順序の操作によって、セグメ
ントラインの電圧切り替えの量を減少させることが可能でありうる。
【００５２】
　図８は、ディスプレイ装置８００の実施形態を示すシステムブロック図である。図８の
特定の要素は、図６Ｂの対応する素子と類似している。特に、ホスト８１０は、プロセッ
サ２１、ドライバコントローラ２９及び調整用ハードウェア５２の機能を含みうる。さら
に、バッファ８２０はフレームバッファ２８と、機能の点で類似し、ドライバ８３０はア
レイドライバ２２と類似し、ディスプレイ素子８７０はディスプレイアレイ３０に類似し
ている。機能の点で、ホスト８１０は表示データを受け取り、バッファ８２０に表示デー
タを送信する。ドライバ８３０が表示データを表示する準備ができるまで、バッファ８２
０はホスト８１０からの表示データを蓄積する。ドライバ８３０は、バッファ８２０から
表示データを回収し、ディスプレイ素子８７０に、表示データを表示させる。一実施形態
において、ディスプレイ素子８７０は、行および列に整列された複数のＥＭＳデバイスで
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ある。この配置は、図２及びそれに関する説明に示された行および列に類似している。上
述のように、行はコモンラインとして参照され、列はセグメントラインとして参照されう
る。ドライバ８３０は、プロセッサ８４０、メモリ８５０、更新スケジューラ８６０を備
える。一実施形態において、更新スケジューラ８６０は、プロセッサ８４０及びメモリ８
５０と共に動作してバッファ８２０から表示データを回収し、表示データでディスプレイ
素子８７０を更新させる。後述するように、更新スケジューラ８６０は、ディスプレイ素
子８７０の行が更新される順序を再配置しうる。例えば、ホスト８１０は、表示データを
バッファ８２０に、順に表示データの最初の行から最後の行までのような特定の順序で配
置しうるが、更新スケジューラ８６０は表示データがディスプレイ素子８７０上に表示さ
れる順序を入れ替えうる。一実施形態において、更新スケジューラは、表示データの更新
スケジュールを動的に再配置しうる。他の一実施形態において、更新順序は予め定められ
、ディスプレイ装置の複数のまたはすべての更新に対して用いられうる。好適には、選択
的な順序の再配置は、ディスプレイ装置８００の電力消費を低減することになりうる。
【００５３】
　ディスプレイ装置８００の構成要素は機能的に分離して示されたが、一つまたは複数の
ホスト８１０、バッファ８２０及びドライバ８３０は、処理能力やメモリ能力のような共
通の物理的資源を共有しうる。さらに、更新スケジューラ８６０はドライバ８３０の部品
として示されたが、更新スケジューラの機能も同様にホスト８１０の内部に実装されうる
。例えば、バッファ８２０から回収された表示データに対して、ドライバ８３０によって
順序の再配置がなされるよりも、ホスト８１０がバッファ８２０に表示データを蓄積する
のに先立って表示データの順序を再配置しうる。
【００５４】
　図９は、コモンラインの電圧波形９１０を、時間とともに変化する波形９１０として示
した例示的なタイミング図である。コモンラインは、図８のディスプレイ素子８７０の行
に対応しうる。図５Ｂに関して上述したように、コモンラインの電圧レベルは、複数の電
圧レベルの間で変化しうる。これらの電圧は、負の位置指定電圧、負のホールド電圧、グ
ランド電圧、正のホールド電圧、及び正の位置指定電圧を含みうる。波形９１０が電圧レ
ベルの間で変化する時刻Ｔ１とＴ２の間の期間は、第一の更新期間９１１として参照され
うる。同様に、波形が電圧レベルの間で変化する時刻Ｔ３とＴ４の間の期間は、第二の更
新期間９１２として参照されうる。第一の更新期間９１１の間、波形９１０は波形区間９
１４によって示される負のホールド電圧で始まる。しかしながら、第一の更新期間９１１
の間に用いられる位置指定電圧レベルは、波形区間９１５に示されるように、正の位置指
定電圧である。コモンラインのそれぞれは、更新期間の間、特定の極性を有するとして参
照されうる。正の位置指定電圧が、更新期間の間コモンラインにおいて用いられる場合、
コモンラインの極性は、本明細書において正であるとして説明される。さらに、負の位置
指定電圧レベルが更新期間の間コモンにおいて用いられる場合、コモンラインの極性は、
本明細書において負であるとして説明される。そのため、第一の更新期間９１１の間、コ
モンラインは正の極性を有するとして説明されうる。同様に、第二の更新期間９１２の間
、波形９１０は波形区間９１６によって示されるように正のホールド電圧レベルで始まる
。第二の更新期間の間、波形区間９１７によって示されるように、負の位置指定電圧レベ
ルが用いられる。従って、第二の更新期間９１２の間、コモンラインは負の極性を有する
として参照されうる。極性に加えて、コモンラインのそれぞれはまた、赤、緑または青の
ような色と関連付けられうる。例えば、特定の行の干渉変調器は、赤色に対応する波長の
ような特定の波長の光を反射または吸収するように形成され、制御されうる。一実施形態
において、後述するように、ディスプレイ装置の行が更新される順序は、極性及び色のよ
うな、ディスプレイ装置のコモンラインの特性に基づいて決定されうる。好適には、修正
された更新順序は、セグメントラインの電圧変更の量を減少させることによって電力消費
を低減しうる。
【００５５】
　図１０は、図８のディスプレイ素子の一部を示すシステムブロック図１０００である。
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本明細書で説明されるように、改善された更新順序は、更新区域および更新区域に含まれ
る更新グループを利用しうる。図１０は更新区域を示す。図１１から１３は、更新区域に
含まれる更新グループを示す。更新区域は、視覚的アーティファクト現象の量及び重大度
を限定する一方で、改善された更新順序を簡素化する助けとなる。図８に関連して上述し
たように、表示される表示データは、ディスプレイ素子８７０に書き込まれる前にバッフ
ァ８２０に蓄積される。バッファ８２０は有限な容量を有しており、同時にメモリ内に更
新に要する全てのデータを蓄積できないこともある。むしろ、表示データの限られた量の
みが、バッファ８２０においてどの与えられた時間でも利用可能でありうる。そのため、
例えコモンラインの特定のペアにデータを順に書き込むのが有益であるとしても、もし特
定の一対のコモンラインそれぞれに対するデータがバッファ８２０内になければ、そのよ
うにすることは視覚的アーティファクト現象やティアリング現象を引き起こしうる。特に
、ドライバ８３０がバッファ８２０から表示データを取り込もうとするときにコモンライ
ンに対して更新された表示データが利用できない場合、正しくない表示データが回収され
、コモンラインに表示されうる。視覚的には、これは観察者に対して表示された画像がテ
ィアリングのように見えうる。好適には、後述するように、更新区域はティアリング現象
のような視覚的アーティファクト現象を避けるために用いられうる。模式図１０００は、
複数のセグメントライン１００５を示す。楕円括弧によって示されるように、セグメント
ライン１００５はディスプレイ装置全体のセグメントラインの単に一部分を構成するのみ
でありうる。模式図１０００はまた、コモンライン１０３０、１０３５、１０４０、１０
４５、１０５０及び１０５５のような複数のコモンラインを示す。図に示すように、それ
ぞれのコモンラインは色及び極性と関連付けられうる。例えば、コモンライン１０３０は
、赤色及び特定の更新期間において正の極性に関連付けられうる。同様に、コモンライン
１０３５は緑色及び同じ更新期間において正の極性に関連付けられうる。コモンラインに
おいて他の極性パターンが可能である。例えば、３つのコモンライン、つまり正のライン
１０３０、１０３５、１０４０及び負の１０４５、１５０、１５５の全ての極性を切り替
えるよりも、コモンラインの極性は全てのコモンライン、全ての他のコモンライン、ライ
ン間で無作為に、あるいはその他の方式に従って切り替えることが可能である。
【００５６】
　コモンラインは、第一の更新区域１０１０及び第２の更新区域１０１５のような更新区
域にグループ化されうる。それぞれの更新区域は、複数のコモンラインを含みうる。一実
施形態において、それぞれの更新区域は、約３０のコモンラインを備える。他の一実施形
態において、それぞれの更新区域は、コモンラインに関連付けられうる赤、緑及び青の三
色のような色の数の倍数であるような数のコモンラインを備える。他の一実施形態におい
て、一更新区域内のコモンラインの数は、コモンラインに関連付けられうる上述した正及
び負の二つの極性のような極性の数の倍数でありうる。他の一実施形態において、一更新
区域内のコモンラインの数は、色の数及び極性の数の両方の倍数でありうる。他の一実施
形態において、一更新区域内のコモンラインの数は、区域内のコモンラインの数が、更新
される表示データがバッファ内で利用可能であるようなラインの数に比例するように選択
されうる。
【００５７】
　一実施形態において、一更新区域のコモンラインは順番に並んだものでありうる。例え
ば、図示されるように、更新区域は、コモンライン１０３０、１０３５、１０４０、など
順に並んだ最後のコモンラインまでを備えうる。代替的な一実施形態において、更新区域
は順番に並ばないコモンラインを備えうる。例えば、更新はディスプレイ装置内のコモン
ラインのある所定の一部について、他の全てのコモンラインを備えうる。他のグループ化
も可能である。しかしながら、説明のため、更新区域は順番に並べられたコモンラインを
備えるものとして説明される。後述するように、一実施形態において、コモンラインの順
序の再配置は、一更新区域内のコモンラインのそれぞれが他の一更新区域のコモンライン
の前に更新されるように配置される。例えば、第一の更新区域１０１０内のそれぞれのコ
モンライン、例えば１０３０、１０３５、１０４０などは、第二の更新区域１０１５のど
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のコモンラインが更新されるよりも前に更新されうる。好適には、順序再配置を現在の更
新区域内のコモンラインに限定すること及び適切な更新区域の大きさを選択することによ
り、古く間違った表示データを取り出すという問題を減少させることができる。例えば、
更新される表示データのうち３０よりも多いラインがバッファ内に保存され、一更新区域
が約３０のラインを備える場合には、ティアリング現象やその他のアーティファクト現象
なく更新区域内のどの対のコモンラインも更新することができうる。第一の更新区域１０
１０内のそれぞれのコモンラインを更新したのち、第二の更新区域１０１５のような後続
の更新区域内のそれぞれのコモンラインが更新されうる。このように、更新区域ごとに、
ディスプレイ装置全体が更新されうる。
【００５８】
　図１１Ａ及び１１Ｂは、図８のディスプレイ素子の一部に対する、例示的な更新スケジ
ュールを示す。図１１Ａ及び図１１Ｂは、複数のコモンラインを有する更新区域１１１０
を示す。複数のセグメントライン１１１５も示されている。上述のように、ディスプレイ
素子装置のコモンラインは、更新区域１１１０のような複数の更新区域に論理的に分離さ
れうる。更新区域のそれぞれは、さらに複数の更新グループに論理的に分離されうる。更
新グループは、類似した特性を有する更新区域内の一つまたは複数のコモンラインを備え
る。図１１Ａには、第一の更新グループ１１２５が示されている。図に示されるように、
第一の更新グループ１１２５は、更新区域１１１０内の、同一の、正の極性を有する全て
のコモンラインを備える。図１１Ｂには、第二の更新グループ１１３５が示されている。
第二の更新グループ１１３５は、更新区域内の同一の、負の極性を有する全てのコモンラ
インを備える。一実施形態において、更新区域１１１０内のコモンラインに対する更新順
序は、第二の更新グループ１１３５のコモンラインのどれよりも前に第一の更新グループ
１１２５内のコモンラインのそれぞれが更新されるように配置される。上述のように、セ
グメントライン１１１５に印加される電圧を切り替える際にかなりのエネルギー量が消費
される。従って、コモンラインの更新の間、セグメントラインになされる電圧の切り替え
の量を最小化するような順序でコモンラインを更新することは好適である。特に、最後の
コモンラインの更新が次のコモンラインの更新と類似したセグメントライン電圧を用いる
可能性を増大させるようなコモンラインの更新の順序を選択することは好適である。一実
施形態において、このことは、本明細書において説明される特性の種類を共有する更新グ
ループにコモンラインをグルーピングすることによって達成されうる。例えば、二つのコ
モンラインが一回の更新の間、同一の極性を共有する場合、特定のセグメントラインに対
する電圧を、二つのコモンラインのそれぞれを連続的に更新する際に変更する必要がない
ような可能性が増す。そのため、更新の間消費される電力が減少しうる。それぞれの更新
グループに含まれるコモンラインは、順番に、無作為順に、またはその他の順序に従って
更新されうる。例えば、一更新グループ内のコモンラインを分析し、セグメント電圧の変
更の回数を最小化するグループ内の更新順序を決定することが可能でありうる。この動作
は、更新スケジューラによってなされうる。
【００５９】
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、図８のディスプレイ素子の一部に関する他の一例示的な更新
スケジュールを示す。図１２Ａ及び図１２Ｂは、複数のコモンラインを有する更新区域１
２１０を示す。複数のセグメントライン１２１５も示されている。図１２Ａには、第一の
更新グループ１２２５が示されている。図示されるように、第一の更新グループ１２２５
は、更新区域１２１０内の同一の赤色を有する全てのコモンラインを備える。図１２Ｂに
は、第二の更新グループ１２３５が示されている。第二の更新グループ１２３５は、更新
区域内の同一の緑色を有する全てのコモンラインを備える。図示されていないが、更新区
域１２１０はまた、更新セクション１２１０内の同一の青色を有する全てのコモンライン
を備える第三の更新グループを含みうる。上述したように、更新グループを選択する順序
及び更新グループ内のコモンラインを更新する順序は、本明細書において示され、説明さ
れた順序から変更されうる。上述した極性の例によれば、２つのコモンラインが同一の色
を共有する場合、二つのコモンラインを連続的に更新する際に特定のセグメントラインに
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おける電圧が同一のままとなる可能性が増す。そのため、更新の間消費される電力が減少
しうる。
【００６０】
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、図８のディスプレイ素子の一部に対する他の一例示的な更新
スケジュールを示す。図１３Ａ及び図１３Ｂは、複数のコモンラインを有する更新区域１
３１０を示す。複数のセグメントライン１３１５も示されている。図１３Ａには、第一の
更新グループ１３２５が示されている。図示されるように、第一の更新グループ１３２５
は、更新区域１３１０内の同一の赤色及び正の極性を有する全てのコモンラインを備える
。図１３Ｂには、第二の更新グループ１３３５が示されている。第二の更新グループ１３
３５は、更新区域１３１０内の同一の緑色及び正の極性を有する全てのコモンラインを備
える。図示されていないが、更新区域１３１０はまた、色及び極性の残りの組み合わせ（
赤色と負、緑色と負、青色と正及び負）を備える更新グループも含みうる。上述のように
、更新グループを選択する順序及び更新グループ内のコモンラインを更新する順序は、本
明細書において示され説明された順序から変更されうる。上述した単なる極性及び単なる
色の例のように、二つのコモンラインが同一の色及び極性を共有する場合、二つのコモン
ラインを連続的に更新する際に特定のセグメントラインに対する電圧が同一の状態を保つ
可能性が増大する。そのため、更新の間消費される電力が減少しうる。
【００６１】
　図１４は、図８のディスプレイ素子を更新するプロセス１４００の一実施形態のフロー
図である。初めに、段階１４０５に示すように、更新区域が更新のために選択される。選
択された更新区域は、現在の更新区域として参照されうる。上述のように、更新区域は、
例えば、約３０のコモンラインのセットのように予め規定されうる。また、更新区域は、
ホストおよびドライバの処理容量または表示データを保持するバッファの大きさ及び状態
に基づいて、動的に決定されうる。更新区域が選択された後、段階１４１０に示されるよ
うに、現在の更新区域内の更新グループが選択される。選択された更新グループはまた、
現在の更新グループとして参照されうる。上述のように、更新グループは一つまたは複数
の類似した特性を有する現在の更新区域内の一つまたは複数のコモンラインを備えうる。
例えば、同一の極性、色またはその両方を有するそれぞれのコモンラインが一つの更新グ
ループを形成しうる。現在の更新グループの選択の後、段階１４１５に示されるように、
更新グループ内のそれぞれのコモンラインが更新される。上述のように、それぞれの更新
グループ内のコモンラインは順番で、無作為の順序で、電力消費を低減するように選択さ
れた順序で、またはその他の順序で更新されうる。いくつかの駆動方式において、特定の
コモンラインは更新されるのではなく飛ばされることさえもありうる。現在の更新グルー
プのコモンラインが更新された後、段階１４２０に示されるように、現在の更新区域内で
更新されるべき追加の更新グループがあるか否かが判断される。もしあるならば、プロセ
ス１４００は段階１４１０に戻って現在の更新区域内の新しい更新グループが選択される
。もしないならば、プロセス１４００は段階１４２５に進んで、更新されるべき追加の更
新セクションが残っているか否かについて判断がなされる。もしあるならば、プロセス１
４００は段階１４０５に戻って新しい更新区域が選択される。もしないならば、ディスプ
レイ全体が更新されたことになり、図示されるようにプロセス１４００は停止する。好適
には、プロセス１４００は、コモンラインが、更新の間、セグメントラインの電圧を切り
替える回数を減少させるような順序で更新される可能性を増し、そのため更新プロセスに
おける電力消費を低減する。
【符号の説明】
【００６２】
　　１２ａ、１２ｂ　干渉変調器
　　１４ａ、１４ｂ　可動反射層
　　１６ａ、１６ｂ　光学積層体
　　１８　ポスト
　　１９　ギャップ
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　　２０　基板
　　２１　プロセッサ
　　２２　アレイドライバ
　　２４　行ドライバ回路
　　２６　列ドライバ回路
　　２７　ネットワークインターフェース
　　２８　フレームバッファ
　　２９　ドライバコントローラ
　　３０　ディスプレイアレイ
　　３２　テザー
　　３４　変形層
　　４０　ディスプレイデバイス
　　４１　筐体
　　４２　支持ポストプラグ
　　４３　アンテナ
　　４４　バス構造
　　４５　スピーカー
　　４６　マイク
　　４７　送受信部
　　４８　入力装置
　　５０　電源部
　　５２　調整用ハードウェア
　　８００　ディスプレイ装置
　　８１０　ホスト
　　８２０　バッファ
　　８３０　ドライバ
　　８４０　プロセッサ
　　８５０　メモリ
　　８６０　更新スケジューラ
　　８７０　ディスプレイ素子
　　９１０　波形
　　９１１　第一の更新期間
　　９１２　第二の更新期間
　　９１４、９１５、９１６、９１７　波形区間
　　１００５、１１１５、１３１５　セグメントライン
　　１０１０、１０１５、１１１０、１２１０、１３１０　更新区域
　　１０３０、１０３５、１０４０、１０４０、１０４５、１０５０、１０５５　コモン
ライン
　　１１２５、１１３５、１２２５、１２３５、１３２５、１３３５　更新グループ
　　１４００　プロセス
　　１４０５、１４１０、１４１５、１４２０、１４２５　段階
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図７Ｄ】

【図７Ｅ】

【図８】



(22) JP 2013-516658 A 2013.5.13
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【図１２Ｂ】
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【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成24年9月3日(2012.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイを更新する方法であって、
　前記ディスプレイが、複数のラインとして配置された複数のディスプレイ素子を備え、
それぞれの前記ラインが関連づけられた色及び極性を有し、
　前記方法が、前記ディスプレイの一つまたは複数の更新区域を更新する段階を備え、
　一つまたは複数の前記更新区域のうち少なくとも一つの更新区域が、複数のラインを備
え、
　少なくとも一つの前記更新区域の前記ラインが、一つまたは複数の更新グループとして
グループ化され、
　一つまたは複数の前記更新グループが、前記ラインの隣接しないサブセットを備え、
　どの特定の前記更新グループ内の全ての前記ラインも、同一の関連した色または同一の
関連した極性を有し、
　前記更新区域を更新する段階が、前記更新区域内のそれぞれの更新グループを更新する
段階を備え、
　それぞれの前記更新グループを更新する段階が、前記更新区域内の一つまたは複数の前
記ラインのそれぞれが特定の更新順序で更新されるように、前記更新グループ内のそれぞ
れのラインを更新する段階を備え、
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　前記特定の更新順序が、複数の画像の更新のために用いられる、ディスプレイを更新す
る方法。
【請求項２】
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する色を有するが、
同一の関連する極性を有しない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する色を有するが、
同一の関連する極性を有しない、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する色及び同一の関
連する極性を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記更新グループのそれぞれが、約５のラインを備える、請求項１から４のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項６】
　前記更新区域内の一つまたは複数の前記ラインが、隣接している、請求項１から５のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記特定の更新順序が、データに依存しない、請求項１から６のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項８】
　複数の前記ラインのうちのそれぞれのラインが、行または列を備える、請求項１から７
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ディスプレイ素子が、２状態安定デバイスを備える、請求項１から８のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ディスプレイ素子が、干渉変調器を備える、請求項１から９のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１１】
　それぞれが関連する色及び極性を有する複数のラインとして配置された複数のディスプ
レイ素子と、
　複数の前記ディスプレイ素子に接続されたプロセッサと、を備え、
　前記プロセッサが、複数の前記ディスプレイ素子の一つまたは複数の更新区域を更新す
るように構成され、
　一つまたは複数の前記更新区域のうち少なくとも一つの更新区域が、複数のラインを備
え、
　少なくとも一つの前記更新区域の前記ラインが、一つまたは複数の更新グループとして
グループ化され、
　一つまたは複数の前記更新グループが、前記ラインの隣接しないサブセットを備え、
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも同一の関連する色または同一の関
連する極性を有し、
　前記更新区域の更新が、前記更新区域内のそれぞれの前記更新グループの更新を備え、
　それぞれの前記更新グループの更新が、前記更新区域内の一つまたは複数の前記ライン
のそれぞれが特定の順序で更新されるように前記更新グループ内のそれぞれのラインの更
新を備え、
　前記特定の順序が、複数の画像更新のために用いられる、ディスプレイ装置。
【請求項１２】
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する色を有するが、
同一の関連する極性を有しない、請求項１１に記載の装置。
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【請求項１３】
　どの特定のグループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する極性を有するが、同
一の関連する色を有しない、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する色及び同一の関
連する極性を有する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記更新グループのそれぞれが、約５のラインを備える、請求項１１から１４のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記更新区域内の一つまたは複数の前記ラインが、隣接している、請求項１１から１５
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記特定の更新順序が、データに依存しない、請求項１１から１６のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項１８】
　複数の前記ラインのうちのそれぞれのラインが、行または列を備える、請求項１１から
１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ディスプレイ素子が、２状態安定デバイスを備える、請求項１１から１８のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ディスプレイ素子が、干渉変調器を備える、請求項１１から１９のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項２１】
　データを表示する手段であって、それぞれが関連する色及び極性を有する複数のライン
を備える表示する手段と、
　前記表示する手段の一つまたは複数の更新区域を更新する手段と、を備えるディスプレ
イ装置であって、
　一つまたは複数の前記更新区域のうち少なくとも一つの更新区域が、複数のラインを備
え、
　少なくとも一つの前記更新区域の前記ラインが、一つまたは複数の更新グループとして
グループ化され、
　一つまたは複数の前記更新グループが、前記ラインの隣接しないサブセットを備え、
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも同一の関連する色または同一の関
連する極性を有し、
　前記更新区域を更新する手段が、前記更新区域内のそれぞれの前記更新グループを連続
して更新する手段を備え、
　それぞれの前記更新グループを更新する手段が、前記更新区域内の一つまたは複数の前
記ラインのそれぞれが特定の更新順序で更新されるように前記更新グループ内のそれぞれ
のラインを更新する手段を備え、前記特定の更新順序が、複数の画像更新のために用いら
れる、ディスプレイ装置。
【請求項２２】
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する色を有するが、
同一の関連する極性を有しない、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する極性を有するが
、同一の関連する色を有しない、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　どの特定の更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する色及び同一の関
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連する極性を有する、請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記更新グループのそれぞれが、約５のラインを備える、請求項２１から２４のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項２６】
　前記更新区域内の一つまたは複数の前記ラインが、隣接している、請求項２１から２５
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２７】
　前記特定の更新順序が、データに依存しない、請求項２１から２６のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項２８】
　複数の前記ライン内のそれぞれの前記ラインが、行または列を備える、請求項２１から
２７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２９】
　前記表示する手段が、２状態安定デバイスを備える、請求項２１から２８のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項３０】
　前記表示する手段が、干渉変調器を備える、請求項２１から２９のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項３１】
　装置によって実行されると、装置にディスプレイを更新する方法を動作させる、コンピ
ュータが実行可能な命令が格納された、コンピュータが読み取り可能な媒体であって、
　前記ディスプレイが、それぞれが関連する色及び極性を有する複数のラインとして配置
された複数のディスプレイ素子を備え、
　前記方法が、ディスプレイの一つまたは複数の更新区域の更新を備え、
　一つまたは複数の前記更新区域のうち少なくとも一つの更新区域が、複数のラインを備
え、
　少なくとも一つの前記更新区域の前記ラインが、一つまたは複数の更新グループとして
グループ化され、
　一つまたは複数の前記更新グループが、前記ラインの隣接しないサブセットを備え、
　どの特定の更新グループの全てのラインも、同一の関連する色または同一の関連する極
性を有し、
　前記更新区域の更新が、前記更新区域内のそれぞれの前記更新グループの連続的な更新
を備え、
　それぞれの前記更新グループの更新が、前記更新区域内の一つまたは複数の前記ライン
のそれぞれが特定の更新順序で更新されるような前記更新グループ内のそれぞれのライン
の更新を備え、
　前記特定の更新順序が、複数の画像の更新のために用いられる、コンピュータが読み取
り可能な媒体。
【請求項３２】
　どの特定の前記更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する色を有する
が、同一の関連する極性を有しない、請求項３１に記載のコンピュータが読み取り可能な
媒体。
【請求項３３】
　どの特定の前記更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する極性を有す
るが、同一の関連する色を有しない、請求項３１に記載のコンピュータが読み取り可能な
媒体。
【請求項３４】
　どの特定の前記更新グループにおける全ての前記ラインも、同一の関連する色及び同一
の関連する極性を有する、請求項３１に記載のコンピュータが読み取り可能な媒体。
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【請求項３５】
　前記更新グループのそれぞれが、約５のラインを備える、請求項３１から３４のいずれ
か一項に記載のコンピュータが読み取り可能な媒体。
【請求項３６】
　前記更新区域内の一つまたは複数の前記ラインが、隣接している、請求項３１から３５
のいずれか一項に記載のコンピュータが読み取り可能な媒体。
【請求項３７】
　前記特定の更新順序が、データに依存しない、請求項３１から３６のいずれか一項に記
載のコンピュータが読み取り可能な媒体。
【請求項３８】
　複数の前記ラインのそれぞれのラインが、行または列を備える、請求項３１から３７の
いずれか一項に記載のコンピュータが読み取り可能な媒体。
【請求項３９】
　前記ディスプレイ素子が、２状態安定デバイスを備える、請求項３１から３８のいずれ
か一項に記載のコンピュータが読み取り可能な媒体。
【請求項４０】
　前記ディスプレイ素子が、干渉変調器を備える、請求項３１から３９のいずれか一項に
記載のコンピュータが読み取り可能な媒体。
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【国際調査報告】
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