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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素の少なくとも２つの異なる色の吸収層の垂直積層体を有する減法混色ディスプレイ
において、前記少なくとも２つの層の画素解像度が異なり、当該減法混色ディスプレイの
観察側に配置された最上層がイエロー及びシアンを有し、最下層がマゼンタを有し、前記
最下層が前記最上層より高い解像度を持つ、減法混色ディスプレイ。
【請求項２】
　シアンを有する層が、マゼンタを有する層より低い解像度を持つ、請求項１に記載のデ
ィスプレイ。
【請求項３】
　イエローを有する層が、マゼンタを有する層より低い解像度を持つ、請求項１に記載の
ディスプレイ。
【請求項４】
　前記最下層が追加的に黒を有する、請求項１に記載のディスプレイ。
【請求項５】
　黒を有する追加層を更に有する、請求項１に記載のディスプレイ。
【請求項６】
　前記画素の形状が、正方形又は六角形の一方である、請求項１に記載のディスプレイ。
【請求項７】
　前記ディスプレイが、反射型又は透過型ディスプレイである、請求項１に記載のディス
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プレイ。
【請求項８】
　前記ディスプレイが、電気泳動、エレクトロウェッティング又はエレクトロクロミック
ディスプレイである、請求項１に記載のディスプレイ。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか一項に記載のディスプレイと、ビデオ信号を受信し、前記
ディスプレイ層の解像度によって前記ビデオ信号をスケーリングし、前記スケーリングさ
れた入力ビデオ信号によって前記ディスプレイを制御する制御ユニットとを有する表示シ
ステム。
【請求項１０】
　請求項１ないし８のいずれか一項に記載のディスプレイを制御する方法において、ビデ
オ信号を受信するステップと、前記ディスプレイ層の解像度によって前記ビデオ信号をス
ケーリングするステップと、前記スケーリングされたビデオ信号によって前記ディスプレ
イを制御するステップとを有する方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも２つの異なる色の吸収層の垂直スタックを有するディスプレイに
関する。
【０００２】
　本発明は、このようなディスプレイを有する表示システム及びこのようなディスプレイ
を制御する方法にも関する。
【背景技術】
【０００３】
　少なくとも２つの異なる色の吸収層の垂直スタックを有するディスプレイの例は、ＵＳ
２００２／０１７１６２０に開示されている。より正確には、ＵＳ２００２／０１７１６
２０は、バックライトと合体された透過型カラー電気泳動ディスプレイに関する。前記デ
ィスプレイは、複数の横に隣接した画素を持つ。各画素は、直接的に上下に垂直にスタッ
クされた２以上のセルからなる。スタック内の各セルは、前記ディスプレイのセルの層を
一緒に形成する横に隣接した同様のセルをも持つ。前記セルは、光透過流体と、可視スペ
クトルの一部を吸収することができる荷電色素粒子とを含み、体積内の各セルは、前記体
積内の他のセル内の粒子の色と異なる色を持つ粒子を含む。画素の色は、前記バックライ
トから発生し、前記スタック、したがって外延的減法混色ディスプレイ内の各セルを横切
る累積効果を生き残る可視スペクトル部分により決定される。ＵＳ２００２／０１７１６
２０の前記ディスプレイに対する適切なセル色は、３層ディスプレイを生じる、シアン（
Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）及びイエロー（Ｙ）を含む。ＣＭＹにおいて、マゼンタ＋イエロー
は赤を生成し、マゼンタ＋シアンは青を作り、シアン＋イエローは緑を生成する。各セル
により透過された光の量及び色は、前記セル内の前記色素粒子の位置及び色により制御さ
れる。前記位置は、前記セルの電極に対する適切な電圧の印加により管理される。前記色
素粒子が前記セルに入る光の経路内に位置する場合、前記粒子は、この光の選択された部
分を吸収し、残りの光が前記セルを透過する。前記色素粒子が前記セルに入る光の経路か
ら実質的に取り除かれている場合、前記光は、前記セルを通過し、大きな見える変化無し
で現れることができる。したがって、観察者により見られる前記光の色／スペクトルは、
前記垂直スタック内の前記セルの各々における粒子の分布に依存する。前記スタック内の
前記セルの各々は、画素自体と同じ横面積を占めるので、透過効率は、色を生成するのに
サブ画素の隣り合った配置に依存する解決法のものより大幅に高いことが可能である。
【０００４】
　しかしながら、ＵＳ２００２／０１７１６２０に開示されたディスプレイの問題は、そ
れぞれのセル層における個別の画素を正確に垂直に位置合わせする必要性、及び画素間の
カラークロストークを防止するために中間光透過窓の厚さを最小化する必要性のため、製
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造するのが難しい可能性があることである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、この問題を克服又は少なくとも軽減し、改良された減法混色ディスプ
レイを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下の記載から明らかになるこの目的及び他の目的は、添付の請求項に記載のディスプ
レイ、このようなディスプレイを有する表示システム及びこのようなディスプレイを制御
する方法により達成される。
【０００７】
　第１の態様によると、画素の少なくとも２つの異なる色の吸収層の垂直スタックを有す
るディスプレイが提供され、前記少なくとも２つの層の画素解像度が異なることを特徴と
する。
【０００８】
　本発明は、人間の視覚がクロミナンス細部より輝度細部に対して高感度であるので、幾
つかの層の解像度が観察者により知覚されるディスプレイ出力に大きく作用することなく
減少されることができるという理解に基づく。したがって、クロミナンスを決定する色を
有する層は、輝度を決定する色を有する層より低い解像度を持つことができる。例えば、
シアン及び／又はイエローを有する層は、マゼンタを有する層より低い解像度を持つこと
ができる。人間の目は、緑より、それぞれイエロー及びシアンにより支配される青及び赤
に対して低い解像度感度（少ない錐体視細胞）を持つのに対し、人間の目（特に桿体視細
胞）は、マゼンタにより主に支配される輝度に対して高い解像度を知覚することができる
。より低い画素解像度の層を使用することができることは、前記ディスプレイの製造を非
常に容易化する。マゼンタ画素に対するシアン画素の面積比は、例えば４：１である（す
なわちシアン画素の面積がマゼンタ画素の面積の４倍である、又は換言すると、シアン画
素解像度がマゼンタ画素解像度の１／４である）ことができるのに対し、マゼンタ画素に
対するイエロー画素の面積比は、実験により確認されるように、１６：１に至ることがで
きる（すなわちイエロー画素の面積がマゼンタ画素の面積の１６倍に至る、又は換言する
とイエロー画素解像度がマゼンタ画素解像度の１／１６に至る）。すなわち、１つのイエ
ロー画素に対して、例えば、４つのシアン画素及び１６のマゼンタ画素が存在する。
【０００９】
　好ましくは、最低解像度を持つ層は、前記ディスプレイの観察側に配置される最上層で
あり、より高い解像度を持つ層は、前記スタックにおいて徐々により下に配置される。し
たがって、最高解像度を持つ層は、最下層になる。これは、画素間のクロストーク及び視
差効果を低減する。
【００１０】
　前記ディスプレイの好適な実施例において、最上層はイエローを有し、中間層はシアン
を有し、最下層はマゼンタを有し、前記最下層は前記中間層より高い解像度を持ち、前記
中間層は、前記最上層より高い解像度を持つ。このようなディスプレイは、上で論じられ
たように単純化された製造及び減少されたクロストークの両方から利益を得る。代替的に
は、前記最上層は、イエロー及びシアンの両方を有することができ、これにより前記中間
層が省略されることができ、これは、ずれ（３つの代わりに２つの層）及び前記ディスプ
レイの厚さの両方を減少する。純粋な黒は、前記マゼンタ層又は専用の追加層に加えられ
ることができる。
【００１１】
　更に、少なくとも１つの層は、前記少なくとも１つの層の画素内のコレクタ領域を覆う
遮光体を備えることができる。前記コレクタ領域は、前記画素が透明状態である場合に色
粒子が収容される画素の領域である。それに加えて、前記遮光体は、前記コレクタ領域の
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色が前記画素の状態に依存して変更しないことを保証するために使用される。前記遮光体
は、前記コレクタ領域のコレクタ電極により分離又は形成されることができる。好ましく
は、マゼンタ、シアン及びイエロー層を持つディスプレイに対して、前記マゼンタ層は最
高解像度を持つべきであるので、前記遮光体は、前記マゼンタ層にのみ備えられる。そう
でなければ、遮光体は、３つ全ての層に備えられることができる。
【００１２】
　更に、前記画素の形状は、正方形及び六角形の一方であることができる。正方形の画素
は、直接的なアプローチである。しかしながら、ハニカムパターンに配置された六角形の
画素を持つレイアウトは、斜めの線を表示することを容易にし、特にマゼンタ画素が各シ
アン及びイエロー画素の中央に厳密に配置されることができるので、スケーリングが見え
にくくなることができ、異なる層の前記コレクタ領域が正方形の画素を用いるアプローチ
と同程度に垂直に位置合わせされていないので、遮光体が見えにくくなりうる。
【００１３】
　本発明による前記ディスプレイは、反射型又は透過型ディスプレイであることができる
。後者の場合、前記ディスプレイは、好ましくは、バックライトと一体化される。更に、
本発明によるディスプレイは、電気泳動、エレクトロウェッティング又はエレクトロクロ
ミックディスプレイであることができる。
【００１４】
　他の態様によると、上の記載によるディスプレイと、ビデオ信号を受信し、ディスプレ
イ層の解像度によって前記ビデオ信号をスケーリングし、前記スケーリングされた画像信
号により前記ディスプレイを制御する制御ユニットとを有する表示システムが提供される
。この態様は、本発明の前に論じられた態様と同様の利点を示す。
【００１５】
　前記スケーリングは、全ての色が同じ解像度を持つ典型的なソースビデオ（例えばＲＧ
Ｂ）信号を、異なる解像度の色吸収層を持つ本発明のディスプレイに適合する。前記スケ
ーリングは、例えば、より高い解像度画素（例えばマゼンタ画素）のグループにわたり、
１以上のより低い解像度画素（例えばシアン又はイエロー）のスケーリング特性を平均す
ることにより実行されることができる。前記スケーリング特性は、光学密度、輝度、ビッ
トレベル等であることができる。
【００１６】
　他の態様によると、上の記載によるディスプレイを制御する方法が提供され、前記方法
は、ビデオ信号を受信するステップと、前記ディスプレイ層の解像度によって前記ビデオ
信号をスケーリングするステップと、前記スケーリングされたビデオ信号によって前記デ
ィスプレイを制御するステップとを有する。この態様は、本発明の前述の態様と同様の利
点を示す。
【００１７】
　本発明の例は、添付の図面を参照してここに詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１ａ】本発明の一実施例による３つの色吸収層を持つディスプレイの側面図である。
【図１ｂ】図１ａのディスプレイの上面図である。
【図２ａ】図１ａ－１ｂのディスプレイ内の典型的な画素の側面図である。
【図２ｂ】図１ａ－１ｂのディスプレイ内の典型的な画素の側面図である。
【図３ａ】本発明の他の実施例による２つの色吸収層を持つディスプレイの側面図である
。
【図３ｂ】図３ａのディスプレイの上面図である。
【図４ａ】図３ａ－３ｂのディスプレイ内の典型的な画素の側面図である。
【図４ｂ】図３ａ－３ｂのディスプレイ内の典型的な画素の側面図である。
【図４ｃ】図３ａ－３ｂのディスプレイ内の典型的な画素の側面図である。
【図４ｄ】図３ａ－３ｂのディスプレイ内の典型的な画素の側面図である。
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【図５】本発明の一実施例による表示システムの概略的なブロック図である。
【図６ａ】本発明の実施例によるディスプレイ制御方法のフローチャートである。
【図６ｂ】本発明の実施例によるディスプレイ制御方法のフローチャートである。
【図７】代替的な画素形状及びレイアウトを示す上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　これらの図が概略的であり、正しい縮尺比で描かれていないことに注意すべきである。
これらの図の部分の相対的な寸法及び比は、図面の明確性及び利便性のため、大きさを誇
張又は減少して示している。
【００２０】
　図１ａ－１ｂは、本発明の一実施例による減法混色電気泳動ディスプレイ１０を示す。
ディスプレイ１０は、３つの垂直にスタックされた層１４ａ、１４ｂ及び１４ｃを有する
。要素１６は、前記スタックの裏に設けられる。反射型ディスプレイの場合、要素１６は
、好ましくはリフレクタである。透過型ディスプレイの場合、要素１６は、好ましくは、
バックライトのような光源である。
【００２１】
　前記スタックの各層１４は、前記層内に隣接して配置された複数の画素１８を有する。
典型的な画素１８は、図２ａ－２ｂにより詳細に図示される。画素１８は、ここではコレ
クタ電極２０により示される少なくとも１つのアドレス可能な電極を有する。電極２０は
、例えば図２ａ－２ｂのように画素１８の上側の角に配置されることができる。代替的に
は、前記画素の側壁に沿って配置されることができる。画素１８は、画素１８内で移動可
能な荷電色吸収粒子２４の懸濁液を更に持つ。電極２０の電圧を適切に変更することによ
り、画素１８は、分散又は吸収状態（図２ａ）と集合又は透明状態（図２ｂ）との間で及
び複数の中間状態に切り替わることができる。前記分散状態において、電圧は電極２０に
印加されず、粒子２４は、一般に、画素１８の水平領域のほとんどを覆う観察領域２６に
おいて画素１８の全体に一様に分散されることができる。この状態における画素１８を横
切る光の一部は、画素１８内の粒子２４の色に依存して吸収されうる。例えばマゼンタ粒
子及び入射白色光の場合、前記白色光の波長は、画素１８からの光が観察者に対してマゼ
ンタに見えるように吸収される。他方で、前記集合状態において、電圧が電極２０に印加
され（例えば正の粒子２４に対して負の電圧又は負の粒子２４に対して正の電圧）、これ
により粒子２４は、電極２０により画素１８の水平領域の制限された部分を覆うコレクタ
領域２８に引き付けられる。この状態において、画素１８は本質的に透明であり、画素１
８に進む光は、実質的に変化されずに画素１８を通過する。電極２０は、ここで、コレク
タ領域２８の知覚される色が前記画素状態に依存して変化しないようにコレクタ領域２８
を覆う遮光体として機能することができる。このため、電極２０は好ましくは黒い。代替
的には、専用遮光体が設けられることができる。中間状態（図示されない）において、粒
子２４の一部が集められ、粒子２４の一部は分散される。画素に印加される電圧が他の画
素の電気力線の妨害を引き起こさないことを防止するために、前記画素の基板、電極、懸
濁液又は他の要素の誘電率及び導電率は、適切に選択されるべきである。また、追加の電
極は、前記粒子の制御可能性を高めるために設けられることができる。
【００２２】
　図１ａ－１ｂに戻ると、ディスプレイ１０の最下層１４ａはマゼンタを有し、すなわち
層１４ａ内の画素１８ａはマゼンタ粒子を有する。更に、中間層１４ｂはシアンを有し、
ディスプレイ１０の観察側における最上層１４ｃはイエローを有する。異なる層１４ａ、
１４ｂ及び１４ｃ内の画素２０の状態を適切に切り替えることにより、観察者により知覚
される様々な出力色が達成されることができる。すなわち、画素１８の特定のスタックの
色は、各層１４を横切る累積効果を生き残る入力光の可視スペクトル部分により決定され
る（減法混色ディスプレイ）。
【００２３】
　白色光の入力に基づき、層１４ａ、１４ｂ及び１４ｃの異なる状態に依存する様々な出
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力色は、以下に表１にリストされる。表１において、"－"は透明状態を示し、"Ｘ"は吸収
状態を示し、"Ｗ"は白を示し、"Ｍ"はマゼンタを示し、"Ｃ"はシアンを示し、"Ｙ"はイエ
ローを示し、"Ｂ"は青を示し、"Ｒ"は赤を示し、"Ｇ"は緑を示し、"Ｋ"は黒を示す。表１
にリストされた方式は、通常、ＣＭＹＫ色モデルと称され、Ｃはシアン、Ｍはマゼンタ、
Ｙはイエロー、Ｋは黒を示す。
【表１】

【００２４】
　本発明によると、異なる層１４ａ、１４ｂ及び１４ｃは、異なる画素解像度を持つ。図
１の実施例において、マゼンタ画素１８ａに対するシアン画素１８ｂの面積比は４：１で
あり、マゼンタ画素１８ａに対するイエロー画素１８ｃの面積比は１６：１である。すな
わち、１つのイエロー画素１８ｃに対して、４つのシアン画素１８ｂ及び１６のマゼンタ
画素１８ａが存在する。図１ｂにおいて、マゼンタ画素１８ａは点線で示され、シアン画
素１８ｂは破線で示され、イエロー画素１８ｃは実線で示される。
【００２５】
　シアン及びイエローの低い解像度にもかかわらず、ディスプレイ１０は、上で論じられ
たように、全ての層が同じ解像度を持つ従来のディスプレイと同様の性能を持つ。より低
い画素解像度の層を使用することができることは、ディスプレイ１０の製造を非常に容易
化する。
【００２６】
　追加の利益は、解像度によって前記スタック内の層１４を、最低解像度（ここではイエ
ロー層１４ｃ）を上に最高解像度を持つ層（ここではマゼンタ層１４ａ）を下に、ソート
することにより実現される。これは、画素間のクロストーク及び視差効果を減少する。特
に、全ての層が同じ解像度を持つ従来のディスプレイにおいて、"斜めの"光ビームが（反
射型ディスプレイに）出入りする途中に異なる画素を通る確率が高く、これは視差効果及
び画素クロストークを引き起こす。しかしながら、本発明のディスプレイにおいて、上の
画素は下の画素より大きいので、出入りする途中に異なる画素を通る光ビームの確率は減
少される。これは、出入りする途中に同じイエロー画素１８ｃを通る典型的な光線追跡３
２により図示される。
【００２７】
　マゼンタ層１４ａが最高解像度を持つので、上述の専用遮光体は、好ましくは、マゼン
タ層１４ａのみに設けられる。そうでなければ、遮光体は、３つ全ての層１４ａ－ｃに設
けられることができる。
【００２８】
　図３ａ－３ｂは、本発明の他の実施例による減法混色電気泳動ディスプレイ１０を図示
する。図１ａ－１ｂのディスプレイとは対照的に、このディスプレイは、２つの層１４の
みを有し、上層１４ｂｃはイエロー及びシアンの両方を有し、下層１４ａはマゼンタを有
する。これは、層１４ｂｃにおいて異なる画素設計を生じる。典型的な画素１８ｂｃは、
図４ａ－４ｄにより詳細に描かれる。画素１８ｂｃは、２つのアドレス可能なコレクタ電
極２０ｂ及び２０ｃを有する。電極２０ｂ及び２０ｃは、好ましくは、画素１８ｂｃの上
側の対向する角に配置される。代替的には、これらは、画素１８ｂｃの対向する側壁２２
に沿って配置されることができる。画素１８ｂｃの懸濁液は、色以外に少なくとも１つの
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他の性質が異なるシアン及びイエローの粒子２４ｂ及び２４ｃの両方を更に有する。この
例において、シアン粒子２４ｂは正の電荷及び高い可動性を持ち、イエロー粒子２４ｃは
負の電荷及び低い可動性を持つ。電極２０ｂ及び２０ｃの電圧Ｖｂ、Ｖｃ（電圧レベル、
継続時間等）を適切に変更することにより、画素１８ｂｃは、少なくとも４つの状態間で
切り替わることができる。第１の状態（図４ａ）において、Ｖｂ＝－ＶかつＶｃ＝＋Ｖで
あり、これによりシアン粒子２４ｂは、電極２０ｂによりコレクタ領域２８ｂに引き付け
られ、イエロー粒子２４ｃは、電極２０ｃによりコレクタ領域２８ｃに引き付けられる。
この状態において、画素１８ｂｃは、本質的に透明であり、画素１８ｂｃに衝突する光は
、実質的に変化されずに画素１８ｂｃを通過する。この後に、電界が逆転される。パルス
が短い場合、観察領域２６は、電極２０ｃに向かう面内方向に移動する迅速なシアン粒子
２４ｂのみによって占められ（図４ｂ）、より遅いイエロー粒子２４ｃはコレクタ領域２
４ｃに又はその近くに残る。この第２の状態において、白色光の入力に対して、画素１８
ｂｃは、観察者に対してシアンに見える（上の表１を参照）。他方で、パルスが長い場合
、迅速なシアン粒子２４ｂはコレクタ領域２４ｃに集められ（図４ｃ）、観察領域２６は
、より遅いイエロー粒子２４ｂのみにより占められる。したがって、この第３の状態にお
いて、画素１８ｂｃは、観察者に対してイエローに見える。最後に、（粘着を防ぐ）前記
粒子のブラウン運動を促進するＡＣ"振動"又は他の手段と一緒に、中間パルスを印加する
ことにより、混合状態が達成されることができ、全ての粒子２４ｂ及び２４ｃが、観察領
域２６内の画素１８ｂｃ全体に分散される。この第４の状態において、画素１８ｂｃは、
観察者に対して緑に見える。オプションとして、各電極２０は、上で論じられたように、
遮光体（図示されない）を設けられることができる。画素に印加された電圧が他の画素内
の電気力線の妨害を引き起こさないことを防ぐために、前記画素の基板、前記電極、前記
懸濁液又は他の要素の誘電率及び導電率は、適切に選択されるべきである。また、各セル
内の異なる色粒子を制御するのに使用されることができる極性及び可動性に加えて他の性
質は、電荷強度、閾値電界、双安定性又はこれらの組み合わせを含む。また、追加の電極
が、前記異なる色粒子の制御可能性を高めるために設けられることもできる。
【００２９】
　図３ａ－３ｂに戻ると、上のシアン及びイエロー層１４ｂｃは、本発明によって、マゼ
ンタ層１４ａより低い画素解像度を持つ。典型的なディスプレイにおいて、マゼンタ画素
１８ａに対するシアン及びイエロー画素１８ｂｃの面積比は４：１である。換言すると、
１つのシアン及びイエロー画素１８ｂｃに対して、４つのマゼンタ画素１８ａが存在する
。したがって、図３ａ－３ｂのマゼンタ画素に対するイエロー画素の面積比は、図２ａ－
２ｂより低い（１６：１と比較して４：１）。図３ｂにおいて、マゼンタ画素１８ａは点
線で示され、シアン及びイエロー画素１８ｂｃは実線で示される。上述のように、減少さ
れた解像度にもかかわらず、表示性能は十分に適切である。
【００３０】
　図３ａ－３ｂのディスプレイは、更に、上で論じられた図１ａ－１ｂのディスプレイと
同様の利点、すなわち単純化された製造、減少された視差及び減少されたクロストークを
示す。加えて、図３ａ－３ｂのディスプレイは、１つの層が省略されるので、薄くされる
ことができる。また、３層の代わりに２層のみがスタックされ、位置合わせされなければ
ならず、これは、ずれに対するリスクを減少させる。
【００３１】
　上に示された両方のディスプレイ実施例において、純粋な黒が加えられることができる
。純粋な黒を加えることが望ましい１つの理由は、シアン、マゼンタ及びイエロー色素の
混合物が純粋な黒を生成せず、濃暗色を生成することである。純粋な黒を加える直接的な
アプローチは、黒い粒子を有する画素を持つ追加の層を含むことである。他のアプローチ
において、異なる電荷を持つマゼンタ及び黒の粒子の両方が、図４ａ－４ｄに関連して開
示されるタイプの画素に導入される。このような画素の層は、上で示された両方のディス
プレイ実施例において使用されることができる。黒は輝度を決定するので、黒は、高い解
像度、好ましくは上のマゼンタと同じ解像度を持つべきである。
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【００３２】
　図５に示されるように、本発明のディスプレイ１０は、有利には、ディスプレイ１０に
加えて前記ディスプレイに結合されたディスプレイ制御ユニット５２を更に有する表示シ
ステム５０に含まれる。ＣＭＹディスプレイ１０に対する制御ユニット５２の典型的な動
作は、図６ａ及び６ｂに関連して記載される。
【００３３】
　図６ａは、ディスプレイ１０を制御する第１の方法のフローチャートであり、前記方法
は、有利には、ディスプレイ制御ユニット５２により実行される。ステップ５４ａにおい
て、従来のデジタル赤、緑、青（ＲＧＢ）ビデオ信号が受信され、前記ビデオ信号は、デ
ィスプレイ１０に表示されるべき画像を表す。前記従来のデジタルＲＧＢビデオ信号にお
いて、全ての色は、典型的には、同じ解像度を持つ。ステップ５６ａにおいて、ガンマ機
能が、前記受信されたＲＧＢ信号に適用され、輝度領域のＲ、Ｇ及びＢ成分を生じる。前
記Ｒ、Ｇ及びＢ成分は、次いで、ステップ５８ａにおいてＣ、Ｍ及びＹ信号に変換される
。前記変換は、例えば、Ｃ＝１－Ｒ、Ｍ＝１－Ｇ、Ｙ＝１－Ｂであることができる。代替
的には、ルックアップテーブル又は他の既知の変換方法が使用されることができる。次い
で、スケーリング機能が、ステップ６０ａにおいて適用され、ここで前記Ｃ、Ｍ及びＹ信
号は、対応する層の解像度によってスケーリングされ、信号Ｃ'、Ｍ'、Ｙ'を生じる。マ
ゼンタは一般に最高解像度を持つので、したがって、マゼンタは通常は前記スケーリング
により変更されず、この場合、Ｍ'＝Ｍであることに注意すべきである。スケーリングに
対して、いかなる既知の適切な方法、例えば平均化、低域通過フィルタリング又はラグラ
ンジュ補間が使用されることができる。また、前記適切な方法は、ビデオ画像全体のより
小さな又はより大きなサブセットを使用することができる。駆動信号ＶＣ、ＶＭ、ＶＹは
、この場合、前記Ｃ'、Ｍ'及びＹ'信号に基づく計算された信号である（ステップ６２ａ
）。駆動信号を計算する様々な方法が既知であり、本発明において使用されることができ
る。前記駆動信号は、例えば、前記ディスプレイの駆動方法に依存して、（電圧又は電流
）パルス高、パルス持続時間、デューティサイクル、周波数又はこれらの組み合わせによ
り表わされることができる。最後に、ステップ６４ａにおいて、ディスプレイ１０は、計
算された駆動信号ＶＣ、ＶＭ、ＶＹによって制御される。
【００３４】
　図６ｂは、ディスプレイ１０を制御する第２の方法のフローチャートであり、前記方法
は、有利には、ディスプレイ制御ユニット５２により実行される。ステップ５４ｂにおい
て、従来のデジタル赤、緑、青（ＲＧＢ）ビデオ信号が受信される。ステップ５６ｂにお
いて、ガンマ機能が適用され、線形輝度領域においてＲ、Ｇ及びＢ成分を生じる。前記Ｒ
、Ｇ及びＢ成分は、次いで、ステップ５７ｂにおいて光学密度領域に変換される。光学密
度ＯＤは、典型的には、ＯＤＸ＝－ｌｏｇ（Ｘ）により与えられ、ここでＸは前記線形輝
度領域における値である。Ｒ、Ｇ及びＢに対する光学密度は、次いで、例えばマトリクス
演算又はルックアップテーブルを用いて、Ｃ、Ｍ及びＹに対する光学密度（ＯＤＣ、ＯＤ
Ｍ、ＯＤＹ）に変換される。次いで、スケーリング機能がステップ６０ｂにおいて使用さ
れ、前記Ｃ、Ｍ及びＹに対する光学密度が、対応する層の解像度によってスケーリングさ
れ、ＯＤＣ'，ＯＤＭ'，ＯＤＹ'を生じる。上述のように、ＯＤＭ'は通常はＯＤＭに等し
い。典型的なスケーリング動作において、マゼンタ画素の１６倍大きいイエロー画素の光
学密度は、元のビデオ画像内の１６画素のイエロー光学密度を平均することにより得られ
る。駆動信号ＶＣ、ＶＭ、ＶＹは、次いで、Ｃ、Ｍ及びＹに対するスケーリングされた光
学密度に基づいて計算された信号である（ステップ６２ｂ）。最後に、ステップ６４ｂに
おいて、ディスプレイ１０は、計算された駆動信号ＶＣ、ＶＭ、ＶＹによって制御される
。
【００３５】
　上記の方法の変形例は、前記ガンマ機能（ステップ５６）を省略すること、スケーリン
グ後にＲＧＢからＣＭＹに変換すること、（スケーリングの前及び／又は後に対応する変
換を用いて）ＣＩＥＬａｂ領域又は他の同様の適切な領域においてスケーリングすること



(9) JP 5654236 B2 2015.1.14

10

20

30

等を含む。他の変形例において、ソースビデオ信号は、ＲＧＢとは異なって、例えば、輝
度／クロミナンスコード（例えばＹＵＶ）に又は直接的にＣＭＹとして符号化されること
ができる。後者の場合、上のＲＧＢからＣＭＹへの変換は省略されることができ、前記ス
ケーリングは、ＣＭＹ領域の１つ（ビットレベル、線形輝度又は光学密度）に直接的に行
われることができる。
【００３６】
　図１ｂ及び３ｂに図示されるように、正方形の水平断面を持つ画素を使用する直接的な
アプローチの代わりに、ハニカムパターンに配置された六角形画素１８を持つレイアウト
が、図７に示されるように、有利に使用されることができる。正方形画素を用いるアプロ
ーチと比較して、この設計は、製造するのに幾らか要求が厳しいかもしれないが、斜めの
線を表示することを本質的に容易にする。更に、スケーリングは、特にマゼンタ画素１８
ａが各シアン画素１８ｂ及びイエロー画素１８ｃの中央に正確に配置されることができる
ので、見えにくいことが可能である。また、異なる層のコレクタ領域が正方形画素を用い
るアプローチと同程度に垂直に位置合わせされないので、遮光体が見えにくいことが可能
である。
【００３７】
　当業者は、本発明が決して上で記載された好適な実施例に限定されないことに気が付く
。それどころか、多くの修正例及び変形例が、添付の請求項の範囲内で可能である。例え
ば、電気泳動ディスプレイが記載されているとしても、異なる画素解像度を持つ異なる層
を用いる本発明の解決法は、エレクトロウェッティング又はエレクトロクロミックディス
プレイのような他のディスプレイに同等に適用されることができる。このようなディスプ
レイは既知である。また、ＣＭＹ／ＣＭＹＫディスプレイが記載されているとしても、異
なる画素解像度を持つ異なる層を用いる本発明の解決法は、シアン－イエロー－ブラック
－ディスプレイ又はシアン－オレンジ－ブラック－ディスプレイのような異なる原色を持
つディスプレイに同等に適用されることができ、前記輝度を決定する黒は、シアン及びイ
エロー／オレンジより高い解像度を持つべきである。
【００３８】
　本発明は、図面及び先の記載において詳細に図示及び記載されているが、このような図
示及び記載は、説明用又は典型的と見なされるべきであり、限定的と見なされるべきでは
なく、本発明は、開示された実施例に限定されない。開示された実施例に対する変形例は
、図面、開示及び添付の請求項の検討から請求項の発明を実施する当業者により理解及び
達成されることができる。請求項において、単語"有する"は、他の要素を除外せず、不定
冠詞"１つの"は複数を除外しない。特定の方策が相互に異なる従属請求項に列挙されると
いう単なる事実は、これらの方策の組み合わせが有利に使用されることができないことを
示さない。請求項内の参照符号は、範囲を限定すると解釈されるべきでない。
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