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(57)【要約】
【課題】（ａ）ディスプレイの再描画中に全ピクセルに
適用される電圧が０でない最終期間が実質的に同時に終
了することを保証し、（ｂ）少なくとも５０Ｈｚの同一
走査周波数でディスプレイを走査することにより、エッ
ジ効果が削減される、電子光学式ディスプレイを提供す
ること。
【解決手段】本願は、各々が少なくとも３つのグレーレ
ベルで表示できる複数のピクセルを有する電子光学式デ
ィスプレイを駆動する方法であって、該ディスプレイに
第１のイメージを表示すること、ピクセルを初期グレー
レベルから最終グレーレベルに変化させるのに効果的な
波形を各ピクセルに適用することにより、ディスプレイ
に第２のイメージを表示するのにディスプレイを再描画
することを含み、非ゼロ遷移を起こす全ピクセルに対し
、ピクセルに適用される波形が、実質的に同時に終了す
る非ゼロ電圧の最終期間を有することを特徴とする、方
法を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本願明細書に記載された発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、
　（ａ）国際公報番号　ＷＯ　０３／００７０６７
　（ｂ）国際公報番号　ＷＯ　０３／００７０６６
　（ｃ）国際公報番号　ＷＯ　０３／１０４８８４
　（ｄ）国際出願番号　ＰＣＴ／ＵＳ２００４／２１０００、２００４年６月３０日出願
）に関係する。
【０００２】
　前述の出願に関する公開全体は、参照により本出願に組み入れられる。
【０００３】
　本発明は、電子光学式ディスプレイにおけるエッジ効果の削減に関する方法に関連する
。本発明は、これに限定されるものではないが、電子泳動式ディスプレイ、特に粒子ベー
スの電子泳動式ディスプレイでの使用を目的とする。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　電子光学式ディスプレイは、電子光学式材料の層、少なくとも１つの光学特性において
異なる第一及び第二のディスプレイ状態を持つ材料を指すために、本出願内でイメージ技
術における既存の意味で使用される用語、及び材料に電界を適用することにより第一のデ
ィスプレイ状態から第二のディスプレイ状態へ変更される材料から構成される。光学特性
は一般的に人間の目で捉えられるが、光の透過、反射率、発光、もしくは機械での読み取
りを目的としたディスプレイの場合、可視範囲外の電磁波長の反射における変化という意
味での擬似色など、他の光学特性であってもよい。
【０００５】
　「グレー状態」という用語は本出願内でイメージ技術における既存の意味で使用され、
ピクセルの２つの極を成す光学状態の中間状態を指し、白黒という２つの極となる状態の
間の遷移を示唆する必要はない。例えば、以下で参照されるいくつかの特許及び公報には
、極となる状態を白及び濃い青とする電子泳動式ディスプレイについての記述がある。そ
のため実際には、中間の「グレー状態」は淡い青になる。すでに述べたように、実際には
２つの極となる状態の間の遷移は全く色の変化でなくてもよい。「グレーレベル」という
用語は、異なる光学レベルの数を指すために使用され、ディスプレイのピクセルが、２つ
の極となる光学状態を含み、各ピクセルが白もしくは黒となり得る、または白及び黒の間
に２つの異なるグレー状態を前提とするディスプレイが４つのグレーレベルを持つことな
どを前提とできる。
【０００６】
　「双安定な」及び「双安定性」という用語は、本出願内でイメージ技術における既存の
意味で使用され、少なくとも１つの光学特性において異なる第一及び第二のディスプレイ
状態を持ち、有限の期間のアドレスパルスによる手法で、ある要素を駆動してその第一又
は第二のディスプレイ状態を仮定し、アドレスパルスが終了した後、その状態が少なくと
も一定の回数、例えば少なくとも４回分（ディスプレイ要素の状態を変更するために必要
なアドレスパルスの最低期間）持続するディスプレイ要素から構成されるディスプレイを
指す。米国特許出願番号２００２／０１８０６８７には、グレースケールが可能な一部の
粒子ベースの電子泳動式ディスプレイは、極の白黒状態においてだけでなく中間のグレー
状態においても安定し、その他一部の種類の電子光学式ディスプレイでも同様のことが真
であると示されている。この種類のディスプレイは、利便性のために本出願内で「双安定
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」という用語を使用して双安定かつ多安定なディスプレイを意味することがあるが、正し
くは「双安定」ではなく「多安定」と呼ばれる。　
【０００７】
　「インパルス」という用語は、本出願内でイメージ技術における、時間に対する電圧の
積という、既存の意味で使用される。しかし、一部の双安定な電子光学式メディアは充電
変換器として動作し、当該メディアを使用して、時間に対する電流の積として定義される
（適用される合計充電に等しい）、インパルスの代替定義が使用されてもよい。インパル
スの適切な定義は、メディアが電圧時間のインパルス変換器又は充電インパルス変換器と
して動作するかどうかによって使用されるべきである。
【０００８】
　本発明の方法を使用する電子光学ディスプレイは、その材料が内部に液体又は気体が充
満している空間を持ってもよく、またしばしば持つことがあるが、一般的に電子光学材料
が固形外部表面を持っているという意味において固形の電子光学材料を含む。固形電子光
学材料を使用する当該ディスプレイは、利便性のために下文で「固形電子光学ディスプレ
イ」として参照される。
【０００９】
　いくつかの種類の電子光学ディスプレイが既知である。ある種類の電子光学ディスプレ
イは、例えば米国特許番号：５，８０８，７８３、５，７７７，７８２、５，７６０，７
６１、６，０５４，０７１、６，０５５，０９１、６，０９７，５３１、６，１２８，１
２４、６，１３７，４６７、及び６，１４７，７９１において記述されている通り、回転
二色部の種類である。（この種類のディスプレイはしばしば「回転二色ボール」として参
照されるが、上記特許の一部では回転部は球体でないため、「回転二色部」という用語が
より正確なものとして好ましい。）当該ディスプレイは、異なる光学特性を持つ２つ以上
のセクション及び内部双極子を持つ、多数の小体（一般的に球体又は円筒形）を使用する
。これら小体は基盤内の液体で満たされた小胞内に浮遊している。小胞は招待が自由に回
転するように液体で満たされている。ディスプレイの外観はディスプレイへ電場を適用す
ることによって変化し、それにより小体が様々な位置へ回転し、表面の表示を通して小体
のどのセクションを見せるかを変化させる。この種類の電子光学メディアは一般的に双安
定である。
【００１０】
　別の種類の電子光学ディスプレイは、少なくとも部分的に半導体の金属酸化物から形成
される電極、及び電極に付着する色変化を反転可能な多数の色素分子から構成されるナノ
クロミックフィルムの形式におけるエレクトロクロミックメディアなどを使用する。Ｏ’
Ｒｅｇａｎ，　Ｂ氏ら著のＮａｔｕｒｅ　１９９１，　３５３，　７３７及びＷｏｏｄ，
　Ｄ．氏著のＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ，　１８（３），　２４（２００
２年３月）を参照のこと。また、Ｂａｃｈ，　Ｕ氏ら著のＡｄｖ．Ｍａｔｅｒ．，　２０
０２，　１４（１１），　８４５も参照。この種類のナノクロミックフィルムも、米国特
許番号：６，３０１，０３８、国際公報番号：ＷＯ　０１／２７６９０、及び米国特許出
願：２００３／０２１４６９５などに記述されている。この種類のメディアも一般的に双
安定である。
【００１１】
　長年熱心な調査及び開発の主題だった別の種類の電気工学式ディスプレイは、複数の帯
電粒子が電場の影響の下で浮遊する流体を通して移動する粒子ベースの電子泳動式ディス
プレイである。電子泳動式ディスプレイは、液晶ディスプレイと比較する場合、優れた明
るさ及びコントラスト、幅広い閲覧角度、状態双安定性、及び低い電力消費という属性を
持つことができる。それにもかかわらず、これらディスプレイの長期イメージ品質での問
題により、幅広い使用は遮られてきた。例えば、電子泳動式ディスプレイを形成する粒子
は安定する傾向にあり、それによりこれらディスプレイに対する不十分なサービス寿命と
いう結果になる。
【００１２】
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　マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）及びＥ　Ｉｎｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社に割
り当てられている、またはそれらの名における多数の特許及び出願が近年出版され、カプ
セル化電子泳動式メディアについて記述している。当該カプセル化メディアは多数の小さ
なカプセルから構成され、それぞれは、液体浮遊メディア内に浮遊する電子泳動的に可動
式の粒子を含む内相及び内相を取り囲むカプセル壁から構成される。一般的にカプセルは
高分子結合剤内に保持され、２つの電極間に位置する干渉層を形成する。この種類のカプ
セル化メディアは次の中で記述されている。米国特許番号：５，９３０，０２６、５，９
６１，８０４、６，０１７，５８４、６，０６７，１８５、６，１１８，４２６、６，１
２０，５８８、６，１２０，８３９、６，１２４，８５１、６，１３０，７７３、６，１
３０，７７４、６，１７２，７９８、６，１７７，９２１、６，２３２，９５０、６，２
４９，７２１、６，２５２，５６４、６，２６２，７０６、６，２６２，８３３、６，３
００，９３２、６，３１２，３０４、６，３１２，９７１、６，３２３，９８９、６，３
２７，０７２、６，３７６，８２８、６，３７７，３８７、６，３９２，７８５、６，３
９２，７８６、６，４１３，７９０、６，４２２，６８７、６，４４５，３７４、６，４
４５，４８９、６，４５９，４１８、６，４７３，０７２、６，４８０，１８２、６，４
９８，１１４、６，５０４，５２４、６，５０６，４３８、６，５１２，３５４、６，５
１５，６４９、６，５１８，９４９、６，５２１，４８９、６，５３１，９９７、６，５
３５，１９７、６，５３８，８０１、６，５４５，２９１、６，５８０，５４５、６，６
３９，５７８、６，６５２，０７５、６，６５７，７７２、６，６６４，９４４、６，６
８０，７２５、６，６８３，３３３、６，７０４，１３３、６，７１０，５４０、６，７
２１，０８３、６，７２７，８８１、６，７３８，０５０、６，７５０，４７３、６，７
５３，９９、及び米国特許公報番号：２００２／００１９０８１、２００２／００２１２
７０、２００２／００６０３２１、２００２／００６０３２１、２００２／００６３６６
１、２００２／００９０９８０、２００２／０１１３７７０、２００２／０１３０８３２
、２００２／０１３１１４７、２００２／０１７１９１０、２００２／０１８０６８７、
２００２／０１８０６８８、２００２／０１８５３７８、２００３／００１１５６０、２
００３／００２０８４４、２００３／００２５８５５、２００３／００３８７５５、２０
０３／００５３１８９、２００３／０１０２８５８、２００３／０１３２９０８、２００
３／０１３７５２１、２００３／０１３７７１７、２００３／０１５１７０２、２００３
／０２１４６９５、２００３／０２１４６９７、２００３／０２２２３１５、２００４／
０００８３９８、２００４／００１２８３９、２００４／００１４２６５、２００４／０
０２７３２７、２００４／００７５６３４、２００４／００９４４２２、２００４／０１
０５０３６、２００４／０１１２７５０、２００４／０１１９６８１、及び国際公報番号
：ＷＯ　９９／６７６７８、ＷＯ　００／０５７０４、ＷＯ　００／３８０００、ＷＯ　
００／３８００１、Ｗ０００／３６５６０、ＷＯ　００／６７１１０、ＷＯ　００／６７
３２７、ＷＯ　０１／０７９６１、ＷＯ　０１／０８２４１、ＷＯ　０３／１０７，３１
５、ＷＯ　２００４／０２３１９５、ＷＯ　２００４／０４９０４５。
【００１３】
　前述の特許及び出願の多くは、カプセル化電子泳動式メディア内の別個のマイクロカプ
セルを取り囲む壁は連続的な位相によって置き換え可能であると認識している。そのため
、電子泳動式メディアが電子泳動式流体の複数の個別液滴ならびに高分子材料の連続的位
相から構成される、いわゆる高分子分散型の電子泳動式ディスプレイを生産し、どの個別
カプセル膜も個々の液滴に関連はないが、当該高分子分散型の電子泳動式ディスプレイ内
にある電子泳動式流体の個別液滴はカプセル又はマイクロカプセルとして考えてもよいこ
とを特徴とする。例えば前述の２００２／０１３１１４７を参照のこと。従って本発明の
目的に関して、当該高分子分散型の電子泳動式メディアは、カプセル化電子泳動式メディ
アの亜種として考えられる。
【００１４】
　カプセル化電子泳動式ディスプレイは、一般的に従来の電子泳動式デバイスのクラスタ
リング及び安定障害モードにより損害を受けることはなく、柔軟な基質や硬い基質など幅
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広い多様性を持つディスプレイの印刷又はコーティングの能力などさらなる利点を提供す
る。（「印刷」という単語の使用は、次のものを含むがそれらに制限されない、すべての
形式の印刷及びコーティングを含むことを目的とする。パッチダイコーティング、スロッ
ト又は押し出しコーティング、スライド又はカスケードコーティング、カーテンコーティ
ングなどの測定済みコーティング、ナイフオーバーロールコーティング、フォーワード及
びリバースロールコーティングなどのロールコーティング、グラビアコーティング、ディ
ップコーティング、スプレイコーティング、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工程、静電気
印刷工程、熱印刷工程、インクジェット印刷工程、及びその他類似技術）従って、結果の
ディスプレイは柔軟にすることもできる。さらに、ディスプレイメディアは（様々な方法
で）印刷できるため、ディスプレイそのものは安価に作ることができる。
【００１５】
　電子泳動式ディスプレイの関連種類は、いわゆる「マイクロセル電子泳動式ディスプレ
イ」です。マイクロセル電子泳動式ディスプレイでは、帯電粒子及び浮遊液滴はマイクロ
カプセル内にカプセル化されず、代わりに一般的に高分子フィルムである運搬メディア内
に形成される複数の空洞内に維持される。Ｓｉｐｉｘ　Ｉｍａｇｉｎｇ，　Ｉｎｃ社に割
り当てられている、国際公報番号：ＷＯ　０２／０１２８１、及び公開済み米国出願番号
：２００２／００７５５５６などを参照のこと。
【００１６】
　別の種類の電子光学材料が、本発明のディスプレイにおいて使用されてもよい。
【００１７】
　電子泳動式メディアはしばしば不透明（多くの電子泳動式メディアにおいて、粒子はデ
ィスプレイを通る可視光の伝達を実質的に妨害するため）で、反射モードにて機能するが
、多くの電子泳動式ディスプレイは、１つのディスプレイ状態は実質的に不透明で１つは
光の伝達が可能である、いわゆる「シャッターモード」で機能するように作ることができ
る。前述の米国特許番号：６，１３０，７７４及び６，１７２，７９８、米国特許番号：
５，３７２，５５２、６，１４４，３６１、６，２７１，８２３、６，２２５，９７１、
６，１８４，８５６を参照のこと。電子泳動式ディスプレイに似ているが、電場の強さの
変化を当てにするニ電子泳動式ディスプレイは同様のモードで機能できる。米国特許番号
：４，４１８，３４６を参照のこと。他の種類の電子光学式ディスプレイも、シャッター
モードにて機能できてもよい。
【００１８】
　電子光学材料の層に加え、電子光学ディスプレイは通常、電子光学材料の反対側に配置
された少なくとも２つのその他の層から構成され、これら２つの層の１つは電極層である
。当該ディスプレイのほとんどでは、両方の層が電極層であり、１つ又は両方の電極層は
ディスプレイのピクセルを定義するためのパターンを持つ。例えば、１つの電極層は引き
伸ばした行電極となり、もう一方は放浪電極に対して右隅に伸びる引き伸ばした列電極と
なるパターンでもよく、ピクセルは行と列電極の交差により定義される。またより一般的
には、１つの電極層が単一の連続電極の形式を取り、もう一方の電極層はピクセル電極の
マトリクスのパターンとなり、それぞれはディスプレイの１つのピクセルを定義する。デ
ィスプレイとは別のスタイラス、印字ヘッド、又は類似の移動可能な電極との使用を目的
とする別の種類の電子光学式ディスプレイでは、電子光学層に隣接した層の１つのみは、
電極及び、一般的に移動可能な電極が電子光学層を傷つけることを防止するための保護層
である、電子光学層の反対側にある層から構成される。
【００１９】
　３層電子光学式ディスプレイの製造は通常、少なくとも１つのラミネート工程を含む。
例えば、前述のＭＩＴ及びＥ　Ｉｎｋ社の特許及び出願のいくつかには、結合剤の中にあ
るカプセルから構成されるカプセル化電子泳動式メディアは、プラスチックフィルム上の
インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）又は（最終ディスプレイの１つの電極として動作する）
類似の導電性コーティングから構成され、カプセル結合剤コーティングが基質に固く付着
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する電子泳動式メディアの干渉層を形成するために乾燥させられる柔軟な基質の上にコー
ティングされる、カプセル化電子泳動式ディスプレイを製造する工程についての記述があ
る。別に、ピクセル電極を駆動回路へ接続するためにピクセル電極の配列及び伝導体の適
切な配置を含むバックプレーンが準備される。最終ディスプレイを形成するために、ディ
スプレイ上にカプセル結合剤層を持つ基質は、ラミネート接着剤を使用するバックプレー
ンへラミネートされる。（とても類似した工程が、バックプレーンをスタイラスやその他
移動可能な電極が滑らかに動くことができるプラスチックフィルムなどの単純な保護層で
置き換えることによって、スタイラス又は類似した移動可能な電極を使用可能な電子泳動
式ディスプレイを準備するために使用できる。）当該工程の好まれる形式では、バックプ
レーンそのものは柔軟で、プラスチックフィルム又はその他柔軟な基質上のピクセル電極
及び伝導体を印刷することによって準備される。この工程によるディスプレイの大量生産
のための明白なラミネート技術は、ラミネート接着剤を使用したロールラミネートである
。類似の製造技術は別の種類の電子光学式ディスプレイで使用できる。例えば、マイクロ
セル電子泳動式メディア又は回転二色部は、実質的に同一の方法でカプセル化電子泳動式
メディアとしてバックプレーンにラミネートしてもよい。
【００２０】
　上記の工程では、電子光学層をバックプレーンへ運ぶ基質のラミネートはバキュームラ
ミネートによって有利に切り出してもよい。バキュームラミネートはラミネートされる２
つの材料間から空気を吐き出すのに効果的である。それにより最終ディスプレイに不要な
気泡を除くことができる。当該気泡はディスプレイ上に生成されるイメージに好ましくな
い影響を及ぼすことがある。（以下に記述の通り、複数のコンポーネントを混ぜることで
最終ラミネート接着剤を生産ことが望ましいかもしれない。これが行われると、混合物が
使用前にいくらかの時間を我慢し、混合中に生成された泡が分散することを可能にするこ
とは有利であるかもしれない。）しかし、この方法での電子光学式ディスプレイの２つの
部分のバキュームラミネートは、前述の２００３／００１１８６７及び２００３／００２
５８５５に記述がある通り、使用されるラミネート接着剤に厳しい要件を課す。
【００２１】
　これら公開済みの出願にも記述がある通り、電子光学式ディスプレイで使用されるラミ
ネート接着剤は様々な電気的基準を満たす必要があり、これによりラミネート接着剤の選
択において重要な問題が発生することも分かってきた。ラミネート接着剤の商業的な製造
は自然と相当な努力を投入して、接着剤が一般的にラミネート高分子及び類似のフィルム
に関わる主要な適用において正常に機能するように、接着の強度及びラミネート温度など
当該接着剤の特性の調整を保証する。しかし、当該適用において、ラミネート接着剤の電
気的特性は関連がなく、結果として商業的な製造は電気的特性に注意を払わない。実際に
は、（最大いくつかの層の）実質的な変化は同一の商業ラミネート接着剤の異なるバッチ
間で特定の電気的特性について監視される。それは、恐らくメーカーがラミネート接着剤
の非電気的特性を最適化する試みを行い（例えば、細菌の成長に対する抵抗など）、電気
的特性に関する結果の変化について考慮していなかったためである。
【００２２】
　電子光学式メディアの電気的状態を変化させるために必要な電場に適用される電極の間
に通常ラミネート接着剤が位置する電子光学式ディスプレイでは、接着剤の電気的特性は
重要となる。電気技術者に明白である通り、ラミネート接着剤の体積抵抗率は重要となる
。電子光学式メディア全体に渡る電圧低下は、本質的にラミネート接着剤全体に渡る電圧
低下を引いた電極をまたがる電圧低下に等しい。接着層の抵抗が高すぎる場合、実質的な
電圧低下は接着層内で発生する。それにより、電子光学式メディア全体に渡る電圧低下そ
のものが抑えられ、ディスプレイの切換速度の低下（すなわち、ディスプレイのいずれか
２つの光学状態の間の遷移にかかる時間が増加する）又は電極全体に渡る電圧の増加の要
求のいずれかが起こる。この方法での電極全体に渡る電圧の増加は望ましいことではない
。それは、ディスプレイの電力消費を増やし、増加した電圧に関連してより複雑で高価な
制御回路を必要とする可能性があるからである。一方で、ディスプレイ全体に渡って連続
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的に拡張する接着層がアクティブマトリクスディスプレイにある電極のマトリクスに接触
している場合、接着層の電圧抵抗は低過ぎるべきではなく、さもなければ側面の電圧漏出
が隣接するピクセル間で発生する。当該側面の電圧漏出はディスプレイ上に表示されるイ
メージに望ましくない視覚効果を引き起こすことがある。漏出は、直前に切り替えられた
ディスプレイの範囲のエッジ周辺にイメージが残る「エッジゴースト」として現れること
がある。漏出は、切り替えられた範囲が切り替えられたピクセルの境界を越えて拡張する
、フリンジ効果、ブルーミング、又はギャップ充填として現れることもある。この効果は
、隣接したピクセル（図１の右）が駆動していない間に１つのピクセル（図１の左）が駆
動する場合に発生する等ポテンシャル面を示す、添付の図面の図１に図示されている。図
１で印が付いている等ポテンシャル面は以下の通り。
【００２３】
【表１】

　等ポテンシャル面が実質的に駆動ピクセルの境界を越えて拡張することが見られる。一
方で両方のピクセルが同時に、しかし逆方向へ駆動する場合（図２参照）、ブルーミング
は現れない。図２で印が付いている等ポテンシャル面は以下の通り。
【００２４】

【表２】

　これらの効果が可視になる元での正確な条件は、使用する電子光学式メディアの種類、
電子光学式メディア、及び接着層の厚さによる。また、可視効果は連続体に沿って発生し
、効果が受け入れられない設定ポイントは基本的に任意であり、酸は遅い切り替え又は領
域拡大／ぶれのいずれかに対するディスプレイの目的とする適用の耐性により様々である
。例えば、静的イメージの表示のみを目的とした電子本リーダーなどのディスプレイは明
らかに、時として動画イメージの表示を必要とすることのある携帯電話のディスプレイな
どのディスプレイよりずっと遅い切り替え速度を許容できる。
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【００２５】
　当該イメージ問題を避ける範囲内でラミネート接着剤の伝導性を維持することは通常望
ましい一方、特に大幅に室温より低い温度での切り替え速度の向上を図るために接着剤の
伝導性を当該イメージ不具合を生じる傾向にある値へ増加することが必要であってもよく
、当該高い伝導性の接着剤はピクセルのブルーミング及びエッジゴーストの量を増加する
結果となる。さらに、前述の適用において述べた通り、ラミネート接着剤の選択における
その他化学的制約及び機械的制約すべての場合、少なくともディスプレイに対する特定の
標準化駆動計画の使用時に、すべての運用条件下で上で触れたイメージの問題を完全に回
避できるラミネート接着剤を見つけることが合理的に可能ではない特定のディスプレイが
あってもよい。それ故に、前述の問題を軽減するために駆動計画を変化させることができ
ることが望ましく（すなわち、電子光学式ディスプレイのピクセルの様々な光学状態間の
効果遷移に使用される電圧の順序及び様々なパルスの回数）、本発明は適切に修正された
駆動計画を使用する方法に関連する。
【００２６】
　従ってある側面では、本発明は、各ピクセルが少なくとも３つのグレーレベルを表示で
きる、複数のピクセルを持つ電子光学式ディスプレイを駆動する方法を提供し、その方法
は、
　ディスプレイ上に第一のイメージを表示し、
　ピクセルを初期グレーレベルから最終グレーレベルへ変化させるのに効果的な波形を各
ピクセルへ適用することで、ディスプレイ上に第二のイメージを表示するためにディスプ
レイを再描画し、
　非ゼロ遷移を生じるすべてのピクセルに関して、ピクセルに適用される波形は、実質的
に同時に終了する非ゼロ電圧の最後の期間を持つことを特徴とする。
【００２７】
　発明のこの側面は、今後本発明の「同期遮断」方法として参照されてもよい。また、利
便性のために、「電圧遮断」という用語は波形における非ゼロ電圧の最後の期間の終了を
意味するために使用されてもよい。
【００２８】
　「実質的に同時に終了」という言い回しは、本出願において、使用する器具及び駆動方
法によって与えられるラミネート内で実質的に同時に終了する非ゼロ電圧の最後の期間を
意味するために使用される。例えば同期遮断方法が、ディスプレイの行がスキャンフレー
ム周期中に順にスキャンされる使用中のマトリクスディスプレイに適用される時に、波形
が同一スキャンフレーム周期にて終了する場合、波形は実質的に同時に終了するように考
慮される。それは、スキャン方法は波形のより正確な同期を可能にしないためである。
【００２９】
　「ゼロ遷移」及び「非ゼロ遷移」という用語は、本出願において前述のＰＣＴＮＳ２０
０４／２１０００におけるものと同じ方法で使用される。ゼロ遷移はピクセルの初期グレ
ーレベルと最終グレーレベルが同じものであり、非ゼロ遷移はピクセルの初期グレーレベ
ル及び最終グレーレベルが異なるものである。双安定ディスプレイのピクセルに関するゼ
ロ遷移は関連するピクセルを全く駆動しないことによって効果があってもよく、前述のＰ
ＣＴ／ＵＳ２００４／２１０００及び上記で参照されるその他関連する適用において説明
があった理由により、ゼロ遷移中でもピクセルの駆動を生じることがしばしば望ましい。
ゼロ遷移を起こすピクセルの当該駆動が生じる場合、ゼロ遷移の波形の電圧遮断が、非ゼ
ロ遷移を起こすピクセルに対しての電圧遮断と実質的に同時に生じることが一般的に望ま
しい。従って、少なくとも非ゼロ電圧のある期間にピクセルに適用がある最中に、少なく
とも１ピクセルがゼロ遷移を起こす本発明の同期遮断方法のある形式では、ゼロ遷移を起
こすピクセルに適用された非ゼロ電圧の最後の期間は、非ゼロ遷移を起こすピクセルに適
用された非ゼロ電圧の最後の期間と実質的に同時に終了する。
【００３０】
　本発明の同期遮断方法のある形式では、ピクセルに適用される波形は同一期間の非ゼロ
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電圧の最後の期間を持つ。特に望ましい形式では、ピクセルに適用される波形は複数のパ
ルスから構成され、パルス間の遷移は実質的にすべての波形と同時に発生する。
【００３１】
　すでに示された通り、本発明の同期遮断方法は予め双安定電子光学式ディスプレイでの
使用を目的とする。当該ディスプレイは前もって述べた他の種類であってもよい。従って
、例えばこの方法では電子光学式ディスプレイがエレクトロクラミック又は回転二色部電
子光学式メディア、カプセル化電子泳動式メディア又はマイクロセル電子泳動式メディア
から構成されてもよい。
【００３２】
　エッジ効果の重大性は、電子光学層の厚さ（電極間の距離により測定）及び隣接するピ
クセル間の空間との比率に関係することが分かってきた。本発明の同期遮断方法は、電子
光学式ディスプレイが電子光学式ディスプレイの向かい合った側面に第一の電極及び第二
の電極を持つ電子光学材料の層により構成され、第一の電極及び第二の電極間の空間が、
少なくともディスプレイの隣接するピクセル間の空間の２倍である場合に特に有用である
。当該方法では、それぞれがディスプレイの１ピクセルを定義し、第二のピクセルが２次
元配列に配置される複数の第二の電極が提供されてもよい一方、第一の電極は複数のピク
セルを超えて（そして一般的にディスプレイ全体に）拡張してもよい。
【００３３】
　本発明の高いスキャン速度方法への参照と共に以下で述べる通り、エッジ効果も高いス
キャン速度を使用することで軽減することができる。２つの手法は同時に使用してもよい
。それ故に、本発明の同期遮断方法では、ディスプレイの再描画は、少なくとも５０Ｈｚ
の速度でディスプレイをスキャンすることで生じてもよい。
【００３４】
　本発明の同期遮断方法は、ディスプレイの再描画が、－Ｖ、０、及び＋Ｖの電圧（Ｖは
任意の電圧）いずれか１つ又はそれ以上を各ピクセルへ適用することによって生じるパル
ス幅調節駆動計画において使用されてもよい。また、前述のＰＣＴ／ＵＳ２００４／２１
０００において説明した理由により、安定したＤＣにより使用される駆動計画が望ましい
多くの電子光学式メディアでは、ピクセルにより起こる遷移のあらゆる連続に対してディ
スプレイの再描画が生じる面において、適用される電圧と時間との積は抑制される。さら
に、同一適用において述べた理由により、ディスプレイの再描画は、遷移中にピクセルに
適用されるインパルスがその遷移の初期グレーレベル及び最終グレーレベルにのみ左右さ
れるほど生じることが望ましい。
【００３５】
　以下でさらに詳細が説明される理由により、同期遮断方法では、少なくとも１つの波形
が交互両極性のパルスの連続を非ゼロ電圧の最後の期間として持つ。交互両極性のこれら
パルス中に適用される電圧は波形中に使用される最大電圧と等しくてもよい。また、交互
両極性の各パルスの期間は、１つの極となる光学状態からもう一方へピクセルを駆動する
ために必要なパルスの期間の約１０分の１より大きくなくてもよい。
【００３６】
　他の側面では、本発明は、本発明の同期遮断方法を生じるように配置された電子光学式
ディスプレイを提供する。この電子光学式ディスプレイは複数のピクセルを持ち、各ピク
セルは少なくとも３つのグレーレベルを表示でき、少なくとも１つのピクセル電極は各ピ
クセルに関連し、ピクセルへ電場を適用できる。ディスプレイはさらに、ピクセル電極へ
波形を適用するための駆動手段から構成され、駆動手段は、非ゼロ遷移を起こすすべての
ピクセルに関して、ピクセルへ適用される波形が実質的に同時に終了する非ゼロ電圧の最
後の期間を持つように配置される。
【００３７】
　すでに示した通り、他の側面では本発明は、従来からディスプレイ駆動の「高スキャン
速度方法」として参照される方法を提供する。それぞれが少なくとも２つのグレーレベル
で表示できる、複数のピクセルを持つ電子光学式ディスプレイを駆動するこの方法は、
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　ディスプレイ上へ第一のイメージを表示、及び
　ピクセルを初期グレーレベルから最終グレーレベルへ変化させるために効果的な波形を
各ピクセルへ適用することで、ディスプレイ上へ第二のイメージを表示するためにディス
プレイを再描画から構成され、
　ディスプレイの再描画が少なくとも５０Ｈｚの速度でディスプレイをスキャンすること
で生じることを特徴とする。
【００３８】
　本発明のこの高スキャン速度方法では、ディスプレイの再描画は、少なくとも６０Ｈｚ
、望ましくは少なくとも７０Ｈｚの速度でディスプレイをスキャンすることで生じてもよ
い。
【００３９】
　本発明の高スキャン速度方法は、予め双安定電子光学式ディスプレイでの使用を目的と
している。当該ディスプレイは前もって述べた他の種類であってもよい。従って、例えば
この方法では電子光学式ディスプレイはエレクトロクロミック又は回転二色部電子光学式
メディア、カプセル化電子泳動式メディア、又はマイクロセル電子泳動式メディアから構
成されてもよい。
【００４０】
　すでに記述があった通り、エッジ効果の重大性は電子光学層の厚さ（電極間の距離によ
り測定）及び隣接するピクセル間の空間との比率に関係することが分かってきた。本発明
の高スキャン速度方法は、電子光学式ディスプレイが電子光学式ディスプレイの向かい合
った側面に第一の電極及び第二の電極を持つ電子光学材料の層から構成され、第一の電極
及び第二の電極間の空間が少なくともディスプレイの隣接するピクセル間の空間の約２倍
である場合、特に有用である。そのような方法では、それぞれがディスプレイの１ピクセ
ルを定義し、第二のピクセルが２次元配列に配置される複数の第二の電極が提供されても
よい一方、第一の電極は複数のピクセルを超えて（一般的にはディスプレイ全体へ）拡張
してもよい。
【００４１】
　本発明の高スキャン速度方法のある形態では、電子光学式ディスプレイが電子光学式デ
ィスプレイの向かい合った側面に第一の電極及び第二の電極を持つ電子光学式材料の層に
より構成される。第一の電極は複数のピクセルを超えて拡張し、それぞれがディスプレイ
の１ピクセルを定義して第二の電極が複数行に配置される複数の第二の電極が提供され、
ディスプレイのスキャンが各行を連続して選択することで生じ、ディスプレイの完全なス
キャン１回が、ディスプレイの全行を選択するために必要となる期間である。
【００４２】
　本発明の高スキャン速度方法は、ディスプレイの再描画が－Ｖ、０、及び＋Ｖの電圧の
いずれか１つ又はそれ以上を各ピクセルへ適用することで生じる、パルス幅調節駆動計画
において使用される。また、前述のＰＣＴ／ＵＳ２００４／２１０００において説明され
た理由により、安定したＤＣにより使用される駆動計画が望ましい多くの電子光学式メデ
ィアでは、ピクセルにより起こる遷移のあらゆる連続に対してディスプレイの再描画が生
じる面において、適用される電圧と時間との積は抑制される。さらに、同一適用において
説明された理由により、ディスプレイの再描画が、遷移中にピクセルに適用されるインパ
ルスがその遷移の初期グレーレベル及び最終グレーレベルに左右されるほど生じることが
望ましい。
【００４３】
　以下でさらに詳細が説明される理由により、高スキャン速度方法では、少なくとも１つ
の波形が交互両極性の一連のパルスを非ゼロ電圧の最後の期間として持つ。交互両極性の
これらのパルス中に適用される電圧は、波形中に使用される最大電圧に等しくてもよい。
また、交互両極性の各パルスの期間は、ピクセルを１つの極となる光学状態からもう一方
へ駆動するために必要なパルスの期間の約１０分の１より大きくなくてもよい。
【００４４】
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　別の側面では、本発明は、本発明の高スキャン速度方法を生じるように配置された電子
光学式ディスプレイを提供する。この電子光学式ディスプレイは、それぞれが少なくとも
２つのグレーレベルで表示でき、ピクセルが複数のグループへ分割され、そして少なくと
も１つのピクセル電極が各ピクセルに関連してピクセルへ電場を適用できる複数のピクセ
ルを持つ。ディスプレイはさらに、波形をピクセル電極へ適用する駆動手段、順にピクセ
ルの各グループを選択するように準備された駆動手段から構成され、ピクセルのすべての
グループが約２０ミリ秒を超えない期間内で選択されることを特徴とする。
例えば、本発明は、以下を提供する。
（項目１）
　各々が少なくとも３つのグレーレベルにて表示できる複数のピクセルを有する電子光学
式ディスプレイを駆動する方法であって、
　該ディスプレイ上に第１のイメージを表示することと、
　該ピクセルを初期グレーレベルから最終グレーレベルへと変化させるのに効果的な波形
を各ピクセルに適用することによって、該ディスプレイ上に第２のイメージを表示するた
めに該ディスプレイを再描画することと
　を包含し、
　該方法は、非ゼロ遷移を起こす全ピクセルに対して、該ピクセルに適用される波形が、
実質的に同時に終了する非ゼロ電圧の最後の期間を有することを特徴とする、方法。
（項目２）
　少なくとも１つのピクセルが、該ピクセルに少なくとも１つの期間の非ゼロ電圧の印加
があるゼロ遷移を起こし、該ゼロ遷移を起こす該ピクセルに印加される非ゼロ電圧の最後
の期間が、非ゼロ遷移を起こすピクセルに適用される非ゼロ電圧の最後の期間と実質的に
同時に終了する、項目１に記載の方法。
（項目３）
　上記ピクセルに適用される波形が、同一持続期間の非ゼロ電圧の最後の期間を有する、
項目１に記載の方法。
（項目４）
　上記ピクセルに適用される波形が複数のパルスを含み、パルス間の遷移が全ての波形に
おいて実質的に同時に発生する、項目３に記載の方法。
（項目５）
　上記電子光学式ディスプレイが双安定である、項目１に記載の方法。
（項目６）
　上記電子光学式ディスプレイが、エレクトロクロミックもしくは回転二色部電子光学式
メディア、カプセル化電子泳動式メディア、またはマイクロセル電子泳動式メディアを備
える、項目５に記載の方法。
（項目７）
　上記電子光学式ディスプレイが、その対向する面に第１の電極と第２の電極とを有する
電子光学材料の層を備え、該第１の電極と該第２の電極との間隔が、該ディスプレイの隣
接ピクセル間の間隔の少なくとも約２倍である、項目１に記載の方法。
（項目８）
　上記ディスプレイを再描画することが、少なくとも５０Ｈｚの頻度で該ディスプレイを
スキャンすることによって達成される、項目１に記載の方法。
（項目９）
　上記ディスプレイを再描画することが、－Ｖと、０と、＋Ｖとのうちの任意の１つ以上
の電圧を各ピクセルに印加することであって、Ｖは任意の電圧である、ことによって達成
される、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　上記ディスプレイを再描画することが、一ピクセルが受ける一連の遷移に対して、印加
電圧の時間による積分が束縛されるように達成される、項目１に記載の方法。
（項目１１）
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　上記ディスプレイを再描画することが、遷移中に一ピクセルに印加されるインパルスが
該遷移の初期グレーレベルと最終グレーレベルとにのみ依存するように達成される、項目
１に記載の方法。
（項目１２）
　少なくとも１つの波形が、一連の交互両極性のパルスを非ゼロ電圧の最後の期間として
有する、項目１に記載の方法。
（項目１３）
　上記交互両極性のパルス中に印加される電圧が、該交互両極性のパルスの各々の波形お
よび／または期間が、極となる１つの光学状態からもう一方の光学状態へとピクセルを駆
動するために必要なパルスの期間の約１０分の１より大きくならない間において使用され
る最大電圧に等しい、項目１２に記載の方法。
（項目１４）
　各々が少なくとも２つのグレーレベルで表示できる複数のピクセルを有する電子光学式
ディスプレイを駆動する方法であって、
　該ディスプレイ上に第１のイメージを表示することと、
　該ピクセルを初期グレーレベルから最終グレーレベルへと変化させるのに効果的な波形
を各ピクセルに適用することによって、該ディスプレイ上へ第２のイメージを表示するた
めに該ディスプレイを再描画することと、
　を包含し、
　該ディスプレイを再描画することが少なくとも５０Ｈｚの頻度で該ディスプレイをスキ
ャンするによって達成されることを特徴とする、上記方法。
（項目１５）
　上記ディスプレイを再描画することが、少なくとも６０Ｈｚの頻度で該ディスプレイを
スキャンすることによって達成される、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　上記ディスプレイを再描画することが、少なくとも７５Ｈｚの頻度で該ディスプレイを
スキャンすることによって達成される、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　上記電子光学式ディスプレイが双安定である、項目１に記載の方法。
（項目１８）
　上記電子光学式ディスプレイが、エレクトロクロミックもしくは回転二色部電子光学式
メディア、カプセル化電子泳動式メディア、またはマイクロセル電子泳動式メディアを備
える、項目１７に記載の方法。
（項目１９）
　上記電子光学式ディスプレイが、その対向する面に第１の電極と第２の電極とを有する
電子光学材料の層を備え、該第１の電極と該第２の電極との間隔が、該ディスプレイの隣
接ピクセル間の間隔の少なくとも約２倍である、項目１４に記載の方法。
（項目２０）
　上記電子光学式ディスプレイが、その対向する面に第１の電極と第２の電極とを有する
電子光学材料の層を備え、該第１の電極は複数のピクセルにわたって延び、複数の第２の
電極が提供され、各第２の電極は該ディスプレイの一ピクセルを規定し、該第２の電極が
複数行に配置され、該ディスプレイのスキャンは連続して各行を選択することによって達
成され、該ディスプレイの完全な一回のスキャンが該ディスプレイの全ての行を選択する
ために必要な期間である、項目１４に記載の方法。
（項目２１）
　上記ディスプレイを再描画することが、－Ｖと、０と、＋Ｖとのうちの任意の１つ以上
の電圧を各ピクセルに印加することであって、Ｖは任意の電圧である、ことによって達成
される、項目１４に記載の方法。
（項目２２）
　上記ディスプレイを再描画することが、一ピクセルが受ける一連の遷移に対して、印加
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電圧の時間による積分が束縛されるように達成される、項目１４に記載の方法。
（項目２３）
　上記ディスプレイを再描画することが、遷移中に一ピクセルへ印加されるインパルスが
該遷移の初期グレーレベルと最終グレーレベルとにのみ依存するように達成される、項目
１４に記載の方法。
（項目２４）
　少なくとも１つのピクセルに対して、上記ディスプレイを再描画することが、交互両極
性の一連のパルスを含む非ゼロ電圧の最後の期間を該ピクセルに適用することによって終
了する、項目１４に記載の方法。
（項目２５）
　上記交互両極性のパルス中に印加される電圧が、該交互両極性のパルスの各々の波形お
よび／または期間が、極となる１つの光学状態からもう一方の光学状態へとピクセルを駆
動するために必要なパルスの期間の約１０分の１より大きくならない間において使用され
る最大電圧に等し、項目２４に記載の方法。
（項目２６）
　各々が少なくとも３つのグレーレベルで表示できる複数のピクセルと、各ピクセルに関
連し、電場を印加し得る少なくとも１つのピクセル電極と、波形を該ピクセル電極に適用
するための駆動手段とを有する電子光学式ディスプレイであって、非ゼロ遷移を起こす全
てのピクセルに対して、該ピクセルに適用される波形が、実質的に同時に終了する非ゼロ
電圧の最後の期間を有するように、該駆動手段が設計されていることを特徴とする、電子
光学式ディスプレイ。
（項目２７）
　各々が少なくとも２つのグレーレベルで表示できる複数のピクセルであって、複数のグ
ループに分割されるピクセルと、各ピクセルに関連し、電場を印加し得る少なくとも１つ
のピクセル電極と、波形を該ピクセル電極に適用するための駆動手段であって、順にピク
セルの各グループを選択するように設計されている、駆動手段とを有する電子光学式ディ
スプレイであって、該ピクセルの全てのグループが、２０ミリ秒以下の期間内において選
択されることを特徴とする、電子光学式ディスプレイ。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】すでに示した通り、図１は、隣接するピクセル（図１右側）が駆動していない間
に１つのピクセル（図１左側）が駆動する場合に発生する等ポテンシャル面を図示する。
【００４６】
【図２】図２は、図１に示す両方のピクセルが同時に、しかし反対方向へ駆動する場合に
発生する等ポテンシャル面を示す。
【００４７】
【図３】図３、４、５は、本発明の同期遮断駆動方法において、電子光学式ディスプレイ
の異なる遷移に使用されることがある３つの波形を示す。
【図４】図３、４、５は、本発明の同期遮断駆動方法において、電子光学式ディスプレイ
の異なる遷移に使用されることがある３つの波形を示す。
【図５】図３、４、５は、本発明の同期遮断駆動方法において、電子光学式ディスプレイ
の異なる遷移に使用されることがある３つの波形を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　本発明の方法がなぜ電子光学式ディスプレイにおいてエッジ効果を軽減するかという理
由を理解するために、まず添付図面の図１及び２に戻ることが望ましい。これら両方の図
は、電子光学式メディアからラミネート接着剤の反対側に規則的な２次元配列に配置され
たディスプレイ全体、共通前面電極に隣接する電子光学式メディアの層、前面電極に対し
て電子光学式メディアの反対側にあるラミネート接着剤の層、及び複数のピクセル電極に
渡って拡張する、従来からの共通前面電極の配置を持つ、モデル電子光学式ディスプレイ



(14) JP 2013-174927 A 2013.9.5

10

20

30

40

50

にて生成される等ポテンシャル面を示す。図１及び２はラミネート接着剤及び電子光学式
メディアの電導性に関して一般的な値を想定するが、等ポテンシャル面の主要機能は、想
定される正確な伝導性に対してそれほど敏感ではない。
【００４９】
　１つのピクセルが駆動しており（すなわち、そのピクセルに対するピクセル電極が共通
前面電極と同一のポテンシャルで保留されている）、隣接するピクセルが駆動していない
場合、実際には等ポテンシャル面は駆動ピクセル（図１左側）から曲げて遠ざけられ、隣
接する非駆動ピクセルの中へ十分な距離を広げる。電場及び電流が等ポテンシャル面に対
して垂直に走るため、等ポテンシャル面のこの曲がりの効果は、駆動ピクセルのものより
大きい範囲を超えて拡張するため駆動により生じる、電子光学式メディアの光学状態に変
化を与え、その効果は「ブルーミング」として知られる。さらに、電子光学式メディアが
、等ポテンシャル面が曲がる方法により、極となる光学状態の間の完全な遷移に関して、
顕著な期間、駆動電場の適用を必要とする（一般的に数百ミリ秒の指令）、電子泳動式メ
ディアなどの種類の場合、光学遷移は、駆動ピクセルから遠ざかるほど減少する遷移速度
で、駆動ピクセルの範囲の外に位置する電子工学式メディアの一部においてより遅くなる
。それにより、図１の状況が十分な時間持続する場合、ブルーミングの可視範囲が時間と
共に増加する結果となる。
【００５０】
　すでに述べた通り、両方のピクセルが同時に駆動する図２に示した状況において、ブル
ーミングは発生しない。（さらに、両方のピクセルが同時に同じ方向へ駆動する場合、ブ
ルーミングは明らかに問題ではない。）誰かが、十分なブルーミングがすでに存在ほど図
２の状況に対して十分な期間、図１の状況にあったディスプレイの電源を入れると、緩和
効果が発生し、ブルーミングの範囲が時間と共に減少する。従って、図１の状況について
もたらされたブルーミングは、ブルーミングが消えるほど十分な期間、図２の状況（又は
両方のピクセルが同時に同じ方向へ駆動する類似の状況）におけるディスプレイを配置す
ることによって取り除くことができる。
【００５１】
　実際には、多数のピクセル（例えば６４０×４８０のＶＧＡディスプレイ）を持つ電子
光学式ディスプレイが任意のグレースケールのイメージを表示するために使用される場合
、図１の状況がディスプレイの特定の部分の再描画中に隣接するピクセルの特定の対の間
で発生することは避けられず、それ故に一部のブルーミングが生成される。しかし、この
ブルーミングは、ディスプレイの再描画中に駆動電圧を適用する最後の期間中に、ピクセ
ルのすべての隣接する対が図２の状況、又は両方のピクセルが同時に同じ方向へ駆動する
類似の状況のいずれかであることによって取り除くことができる。従って、本発明の同期
遮断方法はブルーミングを大部分軽減、又は取り除くことさえ行う。
【００５２】
　本発明の同期遮断方法は、すべてのピクセルが各波形の最後に対して右に駆動すること
を必要とせず、各ピクセルに対する駆動電圧の遮断は実質的に同時であることだけを必要
とする。特定のピクセルのグレーレベルにおける「ドリフト」が再描画を生じる、特定の
ピクセル電極に電圧が残ることを防ぐために、電子光学式ディスプレイの再描画の最後に
、ある期間すべての駆動電圧をゼロ（すなわち、すべてのピクセル電極を共通前面電極と
同じ電圧へ設定）に減らすことが一般的な方法である。同期遮断方法は再描画の最後でゼ
ロ駆動電圧期間の使用と互換性がある。
【００５３】
　同期遮断方法では、ディスプレイのすべてのピクセルが駆動している期間が必要なため
、この方法は「グローバル更新」波形、すなわち、ディスプレイのすべてのピクセルが、
同一状態に残っているかどうかに関わらず同時に更新される波形を必要とする。すべての
ピクセルが同じ時間の長さ駆動することは必要でなく、極となる白又は黒の状態に短期間
残るピクセルを駆動することは利点であってもよい。駆動計画は、遷移の最後に一緒に駆
動するすべてのピクセルと共に駆動パルスが「結果により証明される」ように選択する。
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すでに述べた通り、当該結果証明は、遷移の早期で発生したブルーミングが駆動パルスの
最終共通部分によって少なくとも部分的に取り除かれることを保障するのに役立つ。
【００５４】
　同期遮断方法は、遷移に使用された波形の最後に１つ以上の振動パルス（一般的に利用
可能な最高電圧を利用する一連の交互両極性の短パルス）を追加することを含んでもよい
。これら振動パルスはディスプレイの名目スキャン速度で生じてもよく、より速いもしく
は遅い速度で発生してもよい。一般的に、各振動パルスの期間は、ピクセルが極となるあ
る光学状態からもう一方へ駆動するために必要となるパルスの期間の約１０分の１より大
きくなることはない。最も単純なケースでは、これら振動パルスの周波数は、＋Ｉ５／＋
１５／－１５／－１５などの２倍のフレームを使用することで半分、又は３つのフレーム
を使用することで３分の１に削減できる。ディスプレイに対してこれら振動パルスの効果
を最小化するために、振動パルスは、グレー状態にあるピクセルにではなく、白又は黒の
状態にあるピクセルにのみ任意に適用してもよい。また、振動順序の位相を、最終光学状
態を強化するために、白及び／又は明るいグレーに残るピクセルが１５Ｖ区分で終わらせ
る一方、黒及び／又は濃いグレーに残るピクセルが＋１５Ｖ区分の振動順序を終わらせる
ように、ピクセルの最終イメージ状態に基づいて調整してもよい。
【００５５】
　同期遮断方法などのグローバル更新波形は、データがキーボードを通して入力される、
又はディスプレイがマウス、タッチパッド、又はその他スクロールデバイスを通して制御
される対話的なディスプレイにおいて難点のある可能性がある。これらの場合、（例えば
、テキストボックスに新しい文字又はラジオボタンの選択を表示するために）ディスプレ
イの小さな部分の更新でさえ、ディスプレイ全体の点滅を引き起こす。この点滅効果は、
白及び黒のピクセルをさらに白及び黒に描画する強化（トップアップ）パルスを含むこと
で回避できる。当該「トップアップ」パルスは前述のＷＯ　０３／１０４８８４などで前
もって述べられている。
【００５６】
　グローバル波形問題の別の解決策は、白黒のみの更新のためにローカル文字（同一状態
に残る白黒ピクセルはトップアップパルスを受け取ってもよいが、光学状態を変えない中
間グレーレベルのピクセルに適用されるインパルスはない）で更新を行う一方、グレース
ケールのピクセルに発生する更新のためにグローバル更新を維持することである。この種
類の二重更新は、１ビット（モノクロ）値に更新される範囲においてピクセルの値を制限
することで、テキスト入力又はテキストスクロール中の点滅を回避する。例えば、テキス
ト入力前に、無地（白又は黒）の有界ボックスが、グレーの色調を使用することなく表示
されるテキストと共にモノクロへのローカル更新を使用するテキスト入力が発生する後に
、ディスプレイの適切な位置に作成されてもよく（この更新はグローバル波形を使用し、
点滅を伴う）、従ってテキスト入力がディスプレイの点滅を引き起こすことは無い。同様
に、複数のチェックボックス、ボタン、又はユーザーにより選択できる類似のデバイスが
あるメニュー画面は、チェックボックスと隣接する範囲の両方が白黒のみで表示される場
合、チェックボックスなどの選択を表示するために必要な更新を点滅なく対処できる。
【００５７】
　本発明の同期遮断方法は、前述のＰＣＴＮＳ２００４／２１０００にて述べられている
様々な種類の望ましい波形と互換性がある。例えばこれらの適用は、－ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２
）　［ＩＰ（Ｒ１）－ＩＰ（Ｒ２）］　ＴＭ（Ｒ１，Ｒ２）の種類の望ましい波形を説明
する。［１Ｐ（Ｒ１）－ＩＰ（Ｒ２）］は、残る２つの用語がパルスのＤＣ安定対を表す
一方、考慮される遷移の最終及び初期の状態間のインパルスポテンシャルにおける差を示
す。利便性のために、この波形は本出願内で－ｘ／ΔＩＰ／ｘの波形として参照され、図
３に図示される。
【００５８】
　当該波形において、ΔＩＰの部分は、当然生じる特定の遷移と共に変化し、「ｘ」パル
スの期間もまた、遷移から遷移へ変化してもよい。しかし、この種類の波形は常に同期遮
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断方法と互換性があるように作ることができる。図３に示す波形は、ΔＩＰ部分が最大の
期間を持つように、極となる光学状態（例えば黒から白へ）間の遷移に適切であってもよ
い。図４は図３と同一の駆動計画から第二の波形を図示し、この第二の波形は黒からグレ
ーへの遷移に使用される。図４の波形は図３の波形と同じ－ｘ及びｘを持つが、中央部分
の間、指定「Δ’ＩＰ」は図３の波形のものより少なく、ゼロ電圧の期間は、図４のパル
スが図３の対応するパルスと同時に始まるようにΔ’ＩＰの後に挿入される。一部の場合
では、ΔＩＰは負であるため、波形の中央部分が図３及び４に示すものから反対の両極性
を持つが、両極性におけるそのような変化は波形の一般的な性質に影響を与えない。
【００５９】
　図５は図３及び４と同一の駆動計画からさらに波形について示す。図５の波形は、図３
及び４において示す対応するパルスより短い期間であるパルスの対（「－ｘ’」及び「ｘ
’」を意味する）ではなく、図４の対応する波形部分と同じである中央部分のΔ’ＩＰを
持つ。ゼロ電圧の期間は－ｘ’パルス及びΔ’ＩＰパルスの間に挿入され、Δ’ＩＰパル
ス後のゼロ電圧の期間は、ｘ’パルスが図３及び４におけるｘパルスと同時に終了するよ
うに延長される。従って、図３、４、及び５の波形が同時にディスプレイの３つの異なる
ピクセルに適用される場合、３つのピクセルすべては図５における最終ｘ’パルスの期間
、同時に駆動する。拡大解釈すれば、すべての遷移に使用される波形が波形の最後で図３
、４、及び５に図示される種類である場合、すべてのピクセルはいずれかの波形の一番短
いｘパルスに対応する期間、同時に駆動し、それ故に本発明に従う同期遮断駆動方法を達
成する。
【００６０】
　一部の場合では、ｘの値は、－ｘ及びｘのパルスが図３、４、及び５において示すもの
から反対の両極性を持つため、負であってもよい。しかしこれは、波形の最後での当該方
法内で、すべてのピクセルがいずれかの波形の一番短いｘパルスに対応する期間、同時に
駆動するという事実に影響を与えず、単に結果だけである。また、ゼロ遷移に関して、Δ
ＩＰパルスの期間は、波形が－ｘ及びｘパルスに軽減されるためにゼロとなるが、再度こ
れは駆動方法の同期遮断性質に影響を与えない。
【００６１】
　本発明の高スキャン速度方法についてここで述べる。上記図１及び２での説明の中で述
べた通り、ブルーミングはピクセルの隣接する対が図１の状況にある時間と共に増加し、
隣接するピクセルが駆動していない間にあるピクセルが駆動する。それ故にブルーミング
効果の規模はピクセル駆動パルスの長さの機能である。単一ピクセル又はディスプレイの
領域に適用されるより長い駆動パルスは隣接するピクセルへ被覆するために描かれるイメ
ージを生じる。従って、ブルーミング効果は適用する駆動パルスの長さを短くし、そして
ディスプレイのスキャン速度を増加することで軽減することができる。それは、高スキャ
ン速度は必然的に特定の駆動パルスの最大期間を低い値に制限するためである。具体的に
、白い状態の反射率及びディスプレイの対比率を最大化するために必要なより短い駆動パ
ルスの使用が望まれてもよい。
【００６２】
　すでに触れた通り、抵抗の低いラミネート接着剤は隣接するピクセル間での充電の漏え
いを可能にする傾向にある。結果として、各ピクセル及び共通前面電極に関連するピクセ
ル電極を持つ使用中のマトリクスディスプレイにおける場合、あるピクセルは駆動しない
ことを目的とし、共通前面電極に関連してゼロ電圧に保留され、駆動する隣接するピクセ
ルはそのピクセルに漏えいして共通前面電極のものとは異なるピクセル電極の電圧を作り
出す。電子光学式メディアの関連するピクセルは、名目非駆動ピクセル電極及び前面電極
間の電圧差によって生じる適用される電場に応じて切り替え始める。逆に、駆動ピクセル
は名目非駆動ピクセルへ充電を失い、駆動ピクセルの効果的な駆動電圧を減らし、それ故
におそらくこのピクセルの駆動下を生成する。（これにより、駆動ピクセルは、駆動を目
的とした極となる白の状態より明るいグレー状態のみを達成することがある。）２つのピ
クセルに対するこれら正反対の効果は、ＴＦＴのスキャン速度を増やすことで最小化でき
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て、それ故に非駆動ピクセルの電圧偏移を最小化する。同様に、駆動ピクセルから漏えい
する充電はより素早く補充され、それ故にこのピクセルの駆動下もまた最小化される。
【００６３】
　本発明の高速スキャン方法に従って、電子光学式ディスプレイの再描画は少なくとも約
５０Ｈ、好ましくは少なくとも約６０Ｈｚ、望ましくは少なくとも約７５Ｈｚのスキャン
速度を使用して行われる。一般的に、電力消費はスキャン速度増加、特に携帯性又はその
他のバッテリー駆動ディスプレイにおける制限要素となる可能性があるが、使用する特定
の駆動回路からの良い性能に互換性のある最も高速なスキャン速度を使用することが望ま
しい。
【００６４】
　ブルーミングもまた、しばしば電子光学式ディスプレイに提供されるピクセル格納キャ
パシタのサイズを増加することで軽減できる。例えば前述のＷＯ　０１／０７９６１、Ｗ
Ｏ　００／６７３２７、及び２００２／０１０６８４７に記述のある通り、ピクセルの関
連行が選択されていない場合でさえ、当該格納キャパシタは電子光学式メディアの駆動を
継続できるように提供される。ピクセル容量を増加すると、ピクセル間におけるある量の
充電漏えいの結果として、非駆動ピクセルへ適用される電圧が軽減される。それ故に当該
充電漏えいのイメージに対する望ましくない効果が減る。しかし、上記の駆動計画におけ
る変更は小さな電子的な変更又はソフトウェアによって実装可能であるのに対して、ピク
セル格納キャパシタのサイズを増加するには、使用中のマトリクスバックプレーンの再設
計が必要となる。
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