
JP 6388956 B2 2018.9.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの電極層を備えているバックプレーンであって、第１の電極層が、第１
の寸法を有する少なくとも１行の駆動電極を備え、第２の電極層が、前記第１の寸法より
大きい第２の寸法を有する少なくとも１行のディスプレイ電極を備え、各ディスプレイ電
極は、２つ以上の駆動電極に電気的に接続され、前記２つ以上の駆動電極によって駆動さ
れる、バックプレーン。
【請求項２】
　前記第１の電極層と第２の電極層との間に配置されている少なくとも１つのインターポ
ーザ層をさらに備えている、請求項１に記載のバックプレーン。
【請求項３】
　前記インターポーザ層は、前記駆動電極と前記ディスプレイ電極との間の電気接続を形
成している伝導性ビアを備えている、請求項２に記載のバックプレーン。
【請求項４】
　複数の平行な行の駆動電極と、複数の平行な行のディスプレイ電極とを有する、請求項
１に記載のバックプレーン。
【請求項５】
　前記第２の電極層は、前記第１の電極層の上に積み重ねられている、請求項１に記載の
バックプレーン。
【請求項６】
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　前記第１の電極層および前記第２の電極層は、共通基板の単一の主要表面の個別の領域
上に配置されている、請求項２に記載のバックプレーン。
【請求項７】
　前記共通基板は、前記第２の電極層が前記第１の電極層の上に横たわるように折り畳ま
れる、請求項６に記載のバックプレーン。
【請求項８】
　前記第１の電極層は、ＴＦＴアレイである、請求項１に記載のバックプレーン。
【請求項９】
　請求項１に記載のバックプレーンと、前記バックプレーンに隣接して配置されている電
気光学材料の層とを備えている電気光学ディスプレイ。
【請求項１０】
　前記電気光学材料は、回転２色部材、エレクトロクロミック材料、またはエレクトロウ
ェッティング材料を備えている、請求項９に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項１１】
　前記電気光学材料は、流体中に配置され、電場の影響下で前記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ている電気泳動材料を備えている、請求項９に記載の電
気光学ディスプレイ。
【請求項１２】
　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
ている、請求項１１に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項１３】
　前記荷電粒子および前記流体は、ポリマー材料を備えている連続相によって包囲された
複数の個別の液滴として存在する、請求項１１に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項１４】
　前記流体は、ガス状である、請求項１１に記載の電気光学ディスプレイ。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願の参照）
　本願は、同時係属の米国出願第１４／６１５，６１７号（２０１５年２月６日出願）に
関連する。
【０００２】
　個々の電気光学ディスプレイが、より大型のディスプレイを作成するように一緒にタイ
ル状に張り付けられる用途では、表示領域が完全にアクティブであることが最適である。
したがって、本発明は、少なくとも２つの電極層と、２つの電極層の間に配置される少な
くとも１つのインターポーザ層とを伴うバックプレーンアセンブリを有する、電気光学デ
ィスプレイを提供し、第１の寸法の第１の電極層は、第２の寸法の第２の電極層に電気的
に接続され、それを駆動し、第２の寸法は、第２の電極層の表示面積が光学活性であり得
るように、第１の寸法より大きい。
【０００３】
　材料またはディスプレイに適用され場合、「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本明細書で使用され、少なくとも１つの光学特性において異な
る第１および第２の表示状態を有する材料を指し、材料は、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。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、それは、光の透過率、反射率、発光率、または、
機械読取を対象としたディスプレイの場合、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、別の光学特性であり得る。
【０００４】
　いくつかの電気光学材料は、材料が固体外面を有するという意味で固体であるが、材料
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は、内部液体またはガス充填空間を有し得、多くの場合、それらを有する。固体電気光学
材料を使用する、そのようなディスプレイは、以降では便宜上、「固体電気光学ディスプ
レイ」と称され得る。したがって、「固体電気光学ディスプレイ」という用語は、回転２
色部材ディスプレイ、カプセル化電気泳動ディスプレイ、マイクロセル電気泳動ディスプ
レイ、およびカプセル化液晶ディスプレイを含む。
【０００５】
　「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
において本明細書で使用され、少なくとも１つの光学特性において異なる第１および第２
の表示状態を有する表示要素を備えているディスプレイを指し、有限持続時間のアドレッ
シングパルスを用いて所与の要素が駆動された後、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し、アドレッシングパルスが終了した後、その状態は、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ッシング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、続く。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、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。こ
の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対象と
するために本明細書で使用され得る。
【０００６】
　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（特許文献１）、第５，７７７，７８
２号、第５，７６０，７６１号、第６，０５４，０７１号、第６，０５５，０９１号、第
６，０９７，５３１号、第６，１２８，１２４号、第６，１３７，４６７号、および第６
，１４７，７９１号に説明されるような、回転２色部材種類である（この種類のディスプ
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つ以上の区分と、
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せられ、したがって、種々の位置に本体を回転し、本体のどの区分
が表示面を通して見られるかを変動させる。この種類の電気光学媒体は、典型的には、双
安定性である。
【０００７】
　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てい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．，他による「Ｎａｔｕｒｅ」（１９９
１年、３５３、７３７）およびＷｏｏｄ，Ｄ．による「Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ」（１８（３）、２４、２００２年３月）を参照されたい。また、Ｂａｃｈ，Ｕ
．，他による「Ａｄｖ．　Ｍａｔｅｒ」（２００２年、１４（１１）、８４５）も参照さ
れたい。この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６，３０１，０
３８号（特許文献２）、第６，８７０，６５７号、および第６，９５０，２２０号にも説
明される。この種類の媒体はまた、典型的には、双安定性である。
【０００８】
　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．，他による「Ｖｉｄｅｏ－Ｓｐｅｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐａｐｅｒ　Ｂ
ａｓｅｄ　ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｗｅｔｔｉｎｇ」（Ｎａｔｕｒｅ、４２５、３８３－３
８５、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
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特許第７，４２０，５４９号（特許文献３）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。
【０００９】
　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、複数の荷電粒子が、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た場合
、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
。
【００１０】
　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
殆どにおいて、この流体は、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．，他による「Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｔｏｎｅ
ｒ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｐａｐｅｒ－ｌｉｋｅ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ」（ＩＤＷ　Ｊａｐａｎ、２００１年、Ｐａｐｅｒ　ＨＣＳ１－１）およびＹａ
ｍａｇｕｃｈｉ，Ｙ．，他による「Ｔｏｎｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎｇ　ｉｎｓｕ
ｌａｔｉｖｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｃｈａｒｇｅｄ　ｔｒｉｂｏｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ
ｌｙ」（ＩＤＷ　Ｊａｐａｎ、２００１年、Ｐａｐｅｒ　ＡＭＤ４－４）を参照されたい
。米国特許第７，３２１，４５９号および第７，２３６，２９１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向きにおいて使用される場合、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。
【００１１】
　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、
それらの各々自体が、流体媒体内に電気泳動的可動粒子を含む内相と、内相を包囲するカ
プセル壁とを備えている。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）電気光学材料を含むフィルムおよびサブ部材。例えば、米国特許第６，９８２，１
７８号および第７，８３９，５６４号を参照されたい。
（ｄ）バックプレーンアセンブリ、接着層、および他の補助層、ならびにディスプレイで
使用される方法。例えば、米国特許第Ｄ４８５，２９４号、第６，１２４，８５１号、第
６，１３０，７７３号、第６，１７７，９２１号、第６，２３２，９５０号、第６，２５
２，５６４号、第６，３１２，３０４号、第６，３１２，９７１号、第６，３７６，８２
８号、第６，３９２，７８６号、第６，４１３，７９０号、第６，４２２，６８７号、第
６，４４５，３７４号、第６，４８０，１８２号、第６，４９８，１１４号、第６，５０
６，４３８号、第６，５１８，９４９号、第６，５２１，４８９号、第６，５３５，１９
７号、第６，５４５，２９１号、第６，６３９，５７８号、第６，６５７，７７２号、第
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６，６６４，９４４号、第６，６８０，７２５号、第６，６８３，３３３号、第６，７２
４，５１９号、第６，７５０，４７３号、第６，８１６，１４７号、第６，８１９，４７
１号、第６，８２５，０６８号、第６，８３１，７６９号、第６，８４２，１６７号、第
６，８４２，２７９号、第６，８４２，６５７号、第６，８６５，０１０号、第６，９６
７，６４０号、第６，９８０，１９６号、第７，０１２，７３５号、第７，０３０，４１
２号、第７，０７５，７０３号、第７，１０６，２９６号、第７，１１０，１６３号、第
７，１１６，３１８号、第７，１４８，１２８号、第７，１６７，１５５号、第７，１７
３，７５２号、第７，１７６，８８０号、第７，１９０，００８号、第７，２０６，１１
９号、第７，２２３，６７２号、第７，２３０，７５１号、第７，２５６，７６６号、第
７，２５９，７４４号、第７，２８０，０９４号、第７，３２７，５１１号、第７，３４
９，１４８号、第７，３５２，３５３号、第７，３６５，３９４号、第７，３６５，７３
３号、第７，３８２，３６３号、第７，３８８，５７２号、第７，４４２，５８７号、第
７，４９２，４９７号、第７，５３５，６２４号、第７，５５１，３４６号、第７，５５
４，７１２号、第７，５８３，４２７号、第７，５９８，１７３号、第７，６０５，７９
９号、第７，６３６，１９１号、第７，６４９，６７４号、第７，６６７，８８６号、第
７，６７２，０４０号、第７，６８８，４９７号、第７，７３３，３３５号、第７，７８
５，９８８号、第７，８４３，６２６号、第７，８５９，６３７号、第７，８９３，４３
５号、第７，８９８，７１７号、第７，９５７，０５３号、第７，９８６，４５０号、第
８，００９，３４４号、第８，０２７，０８１号、第８，０４９，９４７号、第８，０７
７，１４１号、第８，０８９，４５３号、第８，２０８，１９３号、および第８，３７３
，２１１号、ならびに米国特許出願公開第２００２／００６０３２１号、第２００４／０
１０５０３６号、第２００５／０１２２３０６号、第２００５／０１２２５６３号、第２
００７／００５２７５７号、第２００７／００９７４８９号、第２００７／０１０９２１
９号、第２００７／０２１１００２号、第２００９／０１２２３８９号、第２００９／０
３１５０４４号、第２０１０／０２６５２３９号、第２０１１／００２６１０１号、第２
０１１／０１４０７４４号、第２０１１／０１８７６８３号、第２０１１／０１８７６８
９号、第２０１１／０２８６０８２号、第２０１１／０２８６０８６号、第２０１１／０
２９２３１９号、第２０１１／０２９２４９３号、第２０１１／０２９２４９４号、第２
０１１／０２９７３０９号、第２０１１／０３１０４５９号、および第２０１２／０１８
２５９９、ならびに国際出願公開第ＷＯ　００／３８０００号、欧州特許第１，０９９，
２０７　Ｂ１号および第１，１４５，０７２　Ｂ１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方法。例えば、米国特許第７，０１２，６００号および第
７，４５３，４４５号を参照されたい。
（ｇ）ディスプレイの用途。例えば、米国特許第７，３１２，７８４号および第８，００
９，３４８号を参照されたい。
（ｈ）米国特許第６，２４１，９２１号、第６，９５０，２２０号、第７，４２０，５４
９号、および第８，３１９，７５９号、ならびに米国特許出願公開第２０１２／０２９３
８５８号に説明されるような非電気泳動ディスプレイ。
【００１２】
　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別のマイクロカプセル
を包囲する壁は、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ポリマー分散型電気泳動ディスプレイにおいて、電気泳
動媒体は、複数の個別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ていると
認識し、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別の液滴
は、個別のカプセル膜が各個々の液滴に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と認識している。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。
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【００１３】
　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キャリア
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　Ｉｍａ
ｇｉｎｇ，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。
【００１４】
　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６，１４４，３
６１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、
シャッタモードで動作することも可能であり得る。シャッタ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、ディスプレイの表示面に隣接する少なくとも１つの層は、表示面からより遠い第２
の層を露出または隠蔽するためにシャッタモードで動作する。
【００１５】
　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積およ
び沈降失敗モードを被らず、多種多様のフレキシブル基板および剛体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、電気泳動体積（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、フレキシブルであり得る。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。
【００１６】
　他のタイプの電気光学材料もまた、本発明で使用され得る。特に興味深いことに、双安
定強誘電体液晶（ＦＬＣ）およびコレステリック液晶ディスプレイが、当技術分野で公知
である。
【００１７】
　電気泳動ディスプレイは、通常、電気泳動材料の層と、電気泳動材料の反対側に配置さ
れる少なくとも２つの他の層とを備え、これら２つの層のうちの１つは、電極層である。
殆どのそのようなディスプレイでは、両方の層は、電極層であり、電極層の一方または両
方は、ディスプレイの画素を画定するようにパターン化される。例えば、一方の電極層は
、細長い行電極にパターン化され、他方は、その行電極と直角に走る細長い列電極にパタ
ーン化され得、画素は、行および列電極の交差点によって画定される。代替として、より
一般的に、一方の電極層は、単一の連続電極の形態を有し、他方の電極層は、それらの各
々がディスプレイの１つの画素を画定する、画素電極の行列にパターン化される。スタイ
ラスとともに使用するために意図される、別のタイプの電気泳動ディスプレイでは、プリ
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ントヘッドまたは類似可動電極が、ディスプレイから離れ、電気泳動層に隣接する層のう
ちの１つのみが、電極を備え、電気泳動層の反対側は、典型的には、可動電極が電気泳動
層を損傷することを防止することを意図している保護層である。
【００１８】
　３層電気泳動ディスプレイの製造は、通常、少なくとも１つの積層動作を伴う。例えば
、前述のＭＩＴおよびＥ　Ｉｎｋ特許ならびに出願では、カプセル化電気泳動ディスプレ
イを製造するためのプロセスが説明されており、プロセスは、結合剤中にカプセルを備え
ているカプセル化電気泳動媒体が、プラスチックフィルム上にインジウムスズ酸化物（Ｉ
ＴＯ）または類似伝導性コーティング（最終ディスプレイの１つの電極の役割を果たす）
を備えているフレキシブル基板上にコーティングされ、カプセル／結合剤コーティングが
、基板にしっかりと接着された電気泳動媒体のコヒーレント層を形成するように乾燥させ
られる。別個に、画素電極のアレイと、回路を駆動するための画素電極を接続する導体の
適切な配置とを含むバックプレーンアセンブリが調製される。最終ディスプレイを形成す
るために、その上にカプセル／結合剤層を有する基板が、積層接着剤を使用してバックプ
レーンアセンブリに積層される。（その上でスタイラスまたは他の可動電極がスライドす
ることができる、プラスチックフィルム等の単純な保護層とバックプレーンアセンブリを
置換することによって、スタイラスまたは類似可動電極とともに使用可能な電気泳動ディ
スプレイを調製するために、非常に類似するプロセスが使用されることができる。）その
ようなプロセスの１つの好ましい形態では、バックプレーンアセンブリは、それ自体がフ
レキシブルであり、プラスチックフィルムまたは他のフレキシブル基板上に画素電極およ
び導体を印刷することによって調製される。このプロセスによる、ディスプレイの大量生
産のための明白な積層技法は、積層接着剤を使用するロール積層である。
【００１９】
　前述の米国特許第６，９８２，１７８号（第３欄の第６３行から第５欄の第４６行を参
照）で議論されるように、電気泳動ディスプレイで使用される構成要素の多く、およびそ
のようなディスプレイを製造するために使用される方法は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
で使用される技法から導出される。例えば、電気泳動ディスプレイは、トランジスタまた
はダイオードのアレイと、画素電極の対応するアレイとを備えている、バックプレーンア
センブリ、および（複数の画素および典型的にはディスプレイ全体を覆って延びる電極と
いう意味で）透明基板上の「連続」前面電極を利用し得、これらの構成要素は、ＬＣＤに
おけるものと本質的に同一である。しかしながら、ＬＣＤを組み立てるために使用される
方法は、カプセル化電気泳動ディスプレイとともに使用されることができない。ＬＣＤは
、通常、別個のガラス基板上にバックプレーンアセンブリおよび前面電極を形成し、次い
で、これらの構成要素の間に小さい開口を残して、それらを一緒に接着して固定し、結果
として生じたアセンブリを真空下に置き、液晶がバックプレーンと前面電極との間の隙間
を通って流動するように、液晶槽中にアセンブリを浸漬することによって、組み立てられ
る。最終的に、液晶が定位置に来ると、隙間は、密閉され、最終ディスプレイを提供する
。
【００２０】
　このＬＣＤ組立プロセスは、カプセル化ディスプレイに容易に移されることができない
。電気泳動材料は、固体であるため、これら２つの完全体が互いに固定される前に、バッ
クプレーンと前面電極との間に存在しなければならない。さらに、いずれか一方に取り付
けられることなく前面電極とバックプレーンとの間に単純に配置される液晶材料と対照的
に、カプセル化電気泳動媒体は、通常、両方に固定される必要があり、概して、回路を含
むバックプレーンアセンブリ上に媒体を形成するよりも容易であるため、殆どの場合、電
気泳動媒体は、前面電極上に形成され、次いで、前面電極／電気泳動媒体の組み合わせは
、典型的には、接着剤で電気泳動媒体の表面全体を覆い、熱、圧力、およびおそらく真空
下で積層することによって、バックプレーンアセンブリに積層される。したがって、固体
電気泳動ディスプレイの最終積層のための殆どの従来技術の方法は、本質的に、（典型的
には）電気光学媒体、積層接着剤、およびバックプレーンが、最終組立の直前に結集させ
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られる、バッチ方法であり、大量生産のためにより良好に適合された方法を提供すること
が望ましい。
【００２１】
　電気泳動ディスプレイを含む、電気光学ディスプレイは、高価であり得る。例えば、携
帯用コンピュータで見出されるカラーＬＣＤの費用は、典型的には、コンピュータの費用
全体のかなりの割合である。そのようなディスプレイの使用が、携帯用コンピュータより
もはるかに安価な携帯電話および携帯情報端末（ＰＤＡ）等のデバイスに広まるにつれて
、そのようなディスプレイの費用を削減する圧力が高まっている。上で議論されるように
、フレキシブル基板上に印刷技法によって電気泳動媒体の層を形成する能力は、コート紙
、ポリマーフィルム、および類似媒体の生産に使用される業務用機器を使用する、ロール
ツーロールコーティング等の大量生産技法を使用することによって、ディスプレイの電気
泳動構成要素の費用を削減する可能性を広げる。
【００２２】
　ディスプレイが反射性であるか透過性であるか、および使用される電気光学媒体が双安
定であるかどうかにかかわらず、高解像度ディスプレイを得るために、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。この
目的を達成する１つの方法は、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し、「アクティブマトリ
クス」ディスプレイを生成することである。１つの画素をアドレスする、アドレッシング
または画素電極が、関連付けられた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場合、画素電極は、トランジスタのドレインに
接続され、この配置は、以下の説明で仮定されるであろうが、本質的に恣意的であり、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次元アレイで配置されるため、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、行への電源の割り当ておよび列へのゲートの割
り当ては、従来的であるが、本質的に恣意的であり、所望でアレイは逆転させることがで
きる。行電極は、行ドライバに接続され、行ドライバは、
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ような電圧が選択された行電極に印加されて
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
実にするような電圧がこれらの選択されていない行に印加されていることを事実上確実に
する。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びる、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。このプロセスは、デ
ィスプレイ全体が行毎に書き込まれるように繰り返される。
【００２３】
　アクティブマトリクスディスプレイを製造するためのプロセスも確立されている。例え
ば、薄膜トランジスタが、種々の堆積およびフォトリソグラフィ技法を使用して製造され
ることができる。トランジスタは、ゲート電極と、絶縁誘電体層と、半導体層と、ソース
およびドレイン電極とを含む。ゲート電極への電圧の印加は、誘電体層を横断して電場を
提供し、半導体層のソース・ドレイン伝導性を劇的に増加させる。これは、ソースおよび
ドレイン電極の間の電気伝導を可能にする。典型的には、ゲート電極、ソース電極、およ
びドレイン電極は、パターン化される。一般に、半導体層もまた、隣接回路要素の間の漂
遊伝導（すなわち、クロストーク）を最小化するためにパターン化される。
【００２４】
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　電気光学ディスプレイは、多くの場合、例えば、大型の看板または広告板の形態で、大
面積ディスプレイを形成するために使用される。そのような大面積ディスプレイは、頻繁
に、フォトリソグラフィによって生産されるバックプレーンアセンブリのサイズへの制限
等の技術的理由により、個々の電気光学ディスプレイが経済的にあるサイズを超えること
ができないため、個別の電気光学ディスプレイの２次元アレイを一緒に「タイル状に張り
付ける」（すなわち、並置する）ことによって形成される。単一の大面積ディスプレイの
錯覚を作成するために、隣接ディスプレイの間に最小限の非アクティブ領域を伴って、デ
ィスプレイの可視領域全体がアクティブであることが重要である。残念ながら、従来の電
気光学ディスプレイは、通常、ディスプレイの周辺に配置される、ドライバ電子機器を必
要とする。そのような周辺ドライバ電子機器は、ディスプレイのアクティブ領域が、通常
、ドライバ電子機器を隠す役割を果たすベゼルによって包囲されるため、ディスプレイが
個々に使用されるときは問題ではない。しかしながら、そのような周辺ドライバ電子機器
は、周辺領域が本質的に光学非活性であるため、複数のディスプレイが大面積ディスプレ
イを形成するために使用されるときには問題を生じる。したがって、大面積ディスプレイ
を形成するために、電個々のディスプレイの周辺部分に非アクティブ領域を導入すること
なしに、気光学ディスプレイを一緒にタイル状に張り付ける方法の必要性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２５】
【特許文献１】米国特許第５，８０８，７８３号明細書
【特許文献２】米国特許第６，３０１，０３８号明細書
【特許文献３】米国特許第７，４２０，５４９号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明は、少なくとも２つの電極層と、２つの電極層の間に配置される少なくとも１つ
のインターポーザ層とを伴う、バックプレーンアセンブリを有する、電気光学ディスプレ
イを提供し、第１の寸法の第１の電極層は、電気光学ディスプレイの表示領域全体が光学
活性であり得るように、第１の寸法より大きい第２の寸法の第２の電極層に電気的に接続
され、それを駆動する。
【００２７】
　別の側面では、本発明は、少なくとも２つの電極層、すなわち、第１の解像度を有する
第１の電極層と、第１の解像度より低い第２の解像度を有する第２の電極層との間に配置
されている少なくとも１つのインターポーザ層を伴う電気光学バックプレーンアセンブリ
を提供し、第１の電極層は、第２の電極層に電気的に接続され、それを駆動する。
【００２８】
　本発明の別の代替側面では、第１の電極層およびその関連電気的構成要素は、第２の電
極層が第１の電極層およびその構成要素を完全に覆うように、第２の電極層と比較して面
積がより小さい。第２の電極層は、重層電気光学層とともに、任意の下にある構成要素を
覆い隠すように機能する。第２の電極が第１の電極よりはるかに大きく、より多くの電流
を必要とし得るため、複数の第１の電極が、単一の第２の電極を駆動し、したがって、そ
の増加した電流需要を満たすようにグループ化され得る。
【００２９】
　別の側面では、本発明は、電気的に接続される少なくとも３つの電極層を伴うバックプ
レーンアセンブリを有する、電気光学ディスプレイを提供し、第１の電極層は、他の２つ
の電極層を駆動する。第１の電極層は、バックプレーン基板の裏面上に配置される第３の
電極層に電気的に接続される、薄膜トランジスタアレイ（以降では「ＴＦＴアレイ」）で
あり得る。第３の電極層は、バックプレーン基板の表示面に最も近い表面上に配置される
第２の電極層に電気的に接続される。第１の電極層は、第２の電極層がほぼ１００％光学
活性であるように、第２および第３の電極層を駆動する。
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【００３０】
　別の側面では、本発明は、少なくとも３つの電極層を伴うバックプレーンアセンブリを
提供し、第２および第３の電極層は、フレキシブルバックプレーン基板の単一の表面上に
配置され、第１の電極層は、表示領域が完全に光学活性であり得、かつ３次元であり得る
ように、第３の電極層に取り付けられ、第２および第３の電極層を駆動する。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　少なくとも２つの電極層を備えているバックプレーンであって、第１の電極層が、第１
の寸法を有する少なくとも１行の駆動電極を備え、第２の電極層が、前記第１の寸法より
大きい第２の寸法を有する少なくとも１行のディスプレイ電極を備え、各ディスプレイ電
極は、駆動電極に電気的に接続され、それによって駆動される、バックプレーン。
（項目２）
　前記第１の電極層と第２の電極層との間に配置されている少なくとも１つのインターポ
ーザ層をさらに備えている、項目１に記載のバックプレーン。
（項目３）
　前記インターポーザ層は、前記駆動電極と前記ディスプレイ電極との間の電気接続を形
成している伝導性ビアを備えている、項目２に記載のバックプレーン。
（項目４）
　複数の平行な行の駆動電極と、複数の平行な行のディスプレイ電極とを有する、項目１
に記載のバックプレーン。
（項目５）
　各ディスプレイ電極は、２つ以上の駆動電極に電気的に接続され、それらによって駆動
される、項目１に記載のバックプレーン。
（項目６）
　前記第２の電極層は、前記第１の電極層の上に積み重ねられている、項目１に記載のバ
ックプレーン。
（項目７）
　前記第１の電極層および前記第２の電極層は、共通基板の単一の主要表面の個別の領域
上に配置されている、項目２に記載のバックプレーン。
（項目８）
　前記共通基板は、前記第２の電極層が前記第１の電極層の上に横たわるように折り畳ま
れる、項目７に記載のバックプレーン。
（項目９）
　前記第１の電極層は、ＴＦＴアレイである、項目１に記載のバックプレーン。
（項目１０）
　項目１に記載のバックプレーンと、前記バックプレーンに隣接して配置されている電気
光学材料の層とを備えている電気光学ディスプレイ。
（項目１１）
　前記電気光学材料は、回転２色部材、エレクトロクロミック材料、またはエレクトロウ
ェッティング材料を備えている、項目１０に記載の電気光学ディスプレイ。
（項目１２）
　前記電気光学材料は、流体中に配置され、電場の影響下で前記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ている電気泳動材料を備えている、項目１０に記載の電
気光学ディスプレイ。
（項目１３）
　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
ている、項目１２に記載の電気光学ディスプレイ。
（項目１４）
　前記荷電粒子および前記流体は、ポリマー材料を備えている連続相によって包囲された
複数の個別の液滴として存在する、項目１２に記載の電気光学ディスプレイ。
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（項目１５）
　前記流体は、ガス状である、項目１２に記載の電気光学ディスプレイ。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１Ａ】図１Ａ－１Ｄは、上面図、側面図、および背面図を示す、本発明のバックプレ
ーンアセンブリの概略図である。
【図１Ｂ】図１Ａ－１Ｄは、上面図、側面図、および背面図を示す、本発明のバックプレ
ーンアセンブリの概略図である。
【図１Ｃ】図１Ａ－１Ｄは、上面図、側面図、および背面図を示す、本発明のバックプレ
ーンアセンブリの概略図である。
【図１Ｄ】図１Ａ－１Ｄは、上面図、側面図、および背面図を示す、本発明のバックプレ
ーンアセンブリの概略図である。
【図２】図２は、伝導線およびビアの部分的マッピングとともにインターポーザ層を示す
、本発明の概略図の分解図である。
【図３】図３は、グループ化された電極を示す、本発明の第１の電極層の概略図である。
【図４】図４Ａ－４Ｆは、本発明のバックプレーンアセンブリの層毎の製作を描写する、
概略図である。
【図５】図５は、２つの電極層を有する、本発明のバックプレーンアセンブリを含む電気
光学ディスプレイの断面図の概略図である。
【図６】図６は、３つの電極層を有する、本発明のバックプレーンアセンブリを含む電気
光学ディスプレイの断面図の概略図である。
【図７】図７Ａおよび７Ｂは、電極層のうちの２つが折り畳み可能バックプレーン基板上
に配置される、少なくとも３つの電極層を伴うバックプレーンアセンブリを示す、本発明
の概略図である。
【図８】図８Ａおよび８Ｂは、代替的な前面電極接続とともに拡張バックプレーン基板を
示す、本発明の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　上で示されるように、本発明は、少なくとも２つの電極層と、２つの電極層の間に配置
される少なくとも１つのインターポーザ層とを伴うバックプレーンアセンブリを有する電
気光学ディスプレイを提供し、第１の寸法の第１の電極層は、表示面（ｖｉｅｗｉｎｇ　
ｓｕｒｆａｃｅ）が完全に光学活性であり得るように、第１の寸法より大きい第２の寸法
の第２の電極層に電気的に接続され、それを駆動する。
【００３３】
　別の側面では、本発明は、少なくとも３つの電極層と、第２および第３の電極層の間に
配置される少なくとも１つのインターポーザ層とを伴うバックプレーンアセンブリを有す
る電気光学ディスプレイを提供し、第１の電極層は、第３の電極層に電気的に接続され、
第３の電極層は、インターポーザ層を通して第２の電極層に電気的に接続され、第１の電
極層寸法は、第２の電極層寸法より小さく、第１の電極層は、表示面が完全に光学活性で
あり得るように、第２および第３の電極層を駆動する。
【００３４】
　本発明の一側面では、第１の電極層は、ＴＦＴアレイであり、第２の電極層は、ディス
プレイ電極のアレイであり、第３の電極層は、第１の電極層のＴＦＴ電極と整列する接触
パッドのアレイであり、インターポーザ層は、プリント回路基板である。ＴＦＴアレイは
、プリント回路基板の裏面上の第３の電極層（または接触パッド）に取り付けられ、イン
ターポーザ層を通して、表示面に最も近いプリント回路基板の表面上に配置されるディス
プレイ電極アレイに電気的に接続される。ＴＦＴ電極は、表示面全体が光学活性であるよ
うに、ディスプレイ電極を駆動する。バックプレーン基板は、少なくともＴＦＴアレイと
同じくらい大きい。インターポーザ層は、ＴＦＴ電極をディスプレイ電極に電気的に接続
する、接触パッドおよび伝導性ビアのアレイを有し得る。本実施形態では、インターポー
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ザ層（ＰＣＢ基板）は、バックプレーン基板の役割を果たし、ディスプレイ電極がバック
プレーン基板の面積全体を覆って広がるようにサイズ決定されるべきである。
【００３５】
　典型的には、バックプレーンアセンブリは、画素電極のアレイを有する。各画素電極は
、通常、トランジスタ、蓄積コンデンサ、および各画素ユニットをドライバチップに電気
的に接続する導体も含む、「画素ユニット」の一部を形成する。
【００３６】
　ＴＦＴアレイが、当技術分野で周知である。単一のＴＦＴ画素は、典型的には、画素電
極と、キャパシタ電極と、薄膜トランジスタとを含む。ＴＦＴアレイは、ソース線と、ゲ
ート線と、ドライバを電極に接続する共通（接地）線とを備えている。電極をアドレスす
るために、電圧が、適切なソース線およびゲート線に印加される。ディスプレイ要素の光
学特性の変化が、ディスプレイ要素に関連付けられる電極をアドレスすることによって達
成される。本明細書に説明されるようなＴＦＴアレイは、ＴＦＴ構成要素、ならびにガラ
ス等の基板上に搭載される線およびドライバを含む。ＴＦＴ構成要素は、電気接続を提供
し、隣接構成要素の間のクロストークを防止するために、半導体層の間で層状にされるか
、または挟まれる。画素電極層は、表示面に最も近い層である。
【００３７】
　画素電極は、技術的には画素ユニットのサブパーツであるが、「画素」、「ＴＦＴ電極
」、および「画素電極」という用語は、一般的に同義的に使用され、バックプレーンアク
ティブ領域の単位セルを指す。本明細書に説明されるように、第１の電極層の電極が、「
ＴＦＴ電極」または「駆動電極」として識別されるであろう一方で、第２の電極層の電極
は、「ディスプレイ電極」として識別されるであろう。第１の電極層の電極は、ＴＦＴ電
極として識別されるであろうが、第１の電極層は、トランジスタアレイまたはダイオード
アレイ等の当技術分野で公知であるように、任意の好適な電極アレイであり得る。
【００３８】
　本明細書で使用される場合、「電極」という用語は、それを通して電気が物体、物質、
または領域に進入し、またはそこから退出する導体のその通常の意味を有する。電極は、
アクセス可能であるか、または露出される導電性領域である。電極は、銅、伝導性インク
、または他の金属等の任意の好適な伝導性材料であり得る。電極は、正方形、長方形、六
角形、または円形等の任意の好適な形状もしくはサイズであり得る。電極は、画素電極、
または単純に伝導性領域の塊であり得る。
【００３９】
　基板は、電気的支持を提供し、電気的インターフェースのためのプラットフォームの役
割を果たし得る。第１の電極層を支持する基板は、「ＴＦＴ基板」として識別されるであ
ろう。第２の電極層を支持する基板は、バックプレーンアセンブリを支持するので、「バ
ックプレーン基板」として識別されるであろう。
【００４０】
　ＴＦＴ基板は、ガラス、ＰＥＴ、または任意の他の好適な材料で作製され得る。ＴＦＴ
アレイは、バックプレーン基板の裏面に電気的および機械的に結合され得る。ＴＦＴ電極
とバックプレーン基板との間の電気接続は、異方性導体またはパターン化された等方性導
体を用いて行われることができる。パターン化された等方性導体に対して、スクリーン印
刷、またはインクジェット印刷等の別の印刷方法が使用され得る。
【００４１】
　さらに、カプセル化電気泳動ディスプレイは、フレキシブル基板と高度に適合性がある
。これは、トランジスタが、フレキシブルガラス、プラスチック、または金属箔のような
フレキシブル基板上に堆積させられる高解像度薄膜トランジスタディスプレイを可能にす
る。但し、任意のタイプの薄膜トランジスタまたは他の非線形要素とともに使用されるフ
レキシブル基板は、ガラス、プラスチック、金属箔の１枚のシートである必要はない。代
わりに、これは、紙で構築されることができる。代替として、それは、織物材料で構築さ
れることができる。代替として、それは、これらの材料の複合または層状組み合わせであ
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り得る。同様に、バックプレーン基板は、これらのフレキシブル材料のうちのいずれかで
作製され得る。
【００４２】
　バックプレーン基板材料は、ポリエステル、ポリイミド、多層ファイバガラス、ステン
レス鋼、もしくはガラス等、１つ以上のビア開口の製作を可能にする任意の好適な材料で
あり得る。孔が、伝導性経路（必要に応じて任意の誘電体層を通ることを含む）が所望さ
れる場所を通して、開けられ、穿孔され、研磨され、または融解させられる。代替として
、開口は、組立に先立ってバックプレーン材料上に形成され、次いで、組み立てられると
きに整列させられ得る。伝導性インクが、孔を製作して充填するために使用され得る。デ
ィスプレイ電極は、当技術分野で公知であるように、伝導性インクを使用して印刷され得
る。インク粘度、ならびに開口サイズおよび配置は、インクが開口を充填するように最適
化され得る。再度、伝導性インクを使用して、裏面構造が印刷される場合、孔が再び充填
される。本方法によって、基板の前面と裏面との間の接続は、自動的に行われ得る。
【００４３】
　別の代替案では、電極層および導体は、完全に印刷層から作製され得る。伝導性および
誘電体層が、バックプレーン基板上に印刷され得る。誘電体コーティングが、ビアのため
の領域を残して印刷され得る。次いで、伝導性インクの第２の電極層が、印刷され得る。
必要であれば、最終インク構造が印刷され、孔を充填する前に、伝導性インクの追加の層
が使用されることができる。代替として、電極層が、バックプレーン基板の対向表面上に
印刷され得る。伝導性インクで充填されるビアおよび印刷されたトレースが、基板の片側
の電極を反対側の電極に接続する。
【００４４】
　伝導性インクのスクリーン印刷、はんだ付け、物理蒸着（すなわち、金属のスパッタリ
ング）、および化学蒸着を含むが、それらに限定されない、任意の好適な伝導性堆積が、
電気接続を行うために使用され得る。
【００４５】
　インターポーザは、伝導線およびビアを経路指定するために使用される中間層である。
インターポーザ層は、２つの電極層を電気的に接続するためのエッチングされた導体ネッ
トワークおよび伝導性ビアを伴うプリント回路基板であり得る。代替として、インターポ
ーザ層は、２つの表面上の回路要素および２つの表面の間の伝導性インターフェースを可
能にするＰＥＴ等の任意の好適な材料であり得、伝導線およびビアは、伝導性インクを使
用して印刷され得る。インターポーザ層を設計する場合、電気トレースのための線および
空間規則、ならびにビア寸法制約が考慮されるべきである。インターポーザ層は、２つ以
上の層であり得る。複数のインターポーザ層が、複雑なトレースおよびビアマッピングの
ために必要とされ得る。「基板」および「インターポーザ」という用語は、多くの場合、
特にインターポーザ層がインターポーザおよび基板の両方として機能する場合、同義的に
使用される。
【００４６】
　プリント回路基板がインターポーザ層として使用される場合、プリント回路基板の前面
は、ディスプレイ電極の所望の形状にエッチングされる銅パッドを有し得る。ディスプレ
イ電極は、任意の適切な形状およびサイズであり得る。（エッチングされたワイヤまたは
導体構造とともに）めっきビアは、ディスプレイ電極をＴＦＴ電極に接続する。ワイヤは
、プリント回路基板の裏面まで及び得、表面搭載コネクタ等の標準コネクタを使用して、
またはフレックスコネクタおよび異方性接着剤を使用して、接続が行われることができる
。
【００４７】
　代替として、銅被覆ポリイミド等のフレックス回路が、インターポーザ層に使用され得
る。プリント回路基板は、フレックスコネクタおよびバックプレーン基板の両方の役割を
果たすポリイミドで作製され得る。銅パッドよりもむしろ、電極は、ポリイミドプリント
回路基板を覆う銅にエッチングされ得る。めっき貫通ビアは、その上にエッチングされた
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導体ネットワーク（エッチングされた導体ネットワークは、エッチングされたワイヤ構造
に類似する）を有し得る、プリント回路基板の基板上にエッチングされる電極を接続する
。
【００４８】
　トランジスタのアレイは、多くの適切な方法のうちのいずれか１つを使用して製造され
得る。例えば、蒸着またはスパッタリング等の真空ベースの方法が、トランジスタを形成
するために必要な材料を堆積させるために使用されることができ、その後、堆積させられ
た材料は、パターン化されることができる。代替として、ウェット印刷方法または転写方
法が、トランジスタを形成するために必要な材料を堆積させるために使用されることがで
きる。薄膜トランジスタの製作に対して、基板は、例えば、シリコンウエハ、ガラス板、
鋼箔、またはプラスチックシートであり得る。ゲート電極は、例えば、金属または伝導性
ポリマー等の任意の伝導性材料であり得る。半導体層として使用するための材料は、例え
ば、アモルファスシリコンまたはポリシリコン等の無機材料であり得る。代替として、半
導体層は、ポリチオフェンおよびその誘導体、オリゴチオフェン、ならびにペンタセン等
の有機半導体で形成され得る。一般に、従来の薄膜トランジスタを作成する上で有用な任
意の半導体材料が、本実施形態で使用されることができる。ゲート誘電体層のための材料
は、有機または無機材料であり得る。好適な材料の例は、ポリイミド、二酸化ケイ素、な
らびに種々の無機コーティングおよびガラスを含むが、それらに限定されない。ソースお
よびゲート電極は、金属または伝導性ポリマー等の任意の伝導性材料で作製され得る。
【００４９】
　説明されるトランジスタのアレイは、電子ディスプレイをアドレスするために使用され
る任意のタイプのトランジスタであり得る。追加の駆動構成要素（すなわち、レジスタ）
または代替の駆動構成要素（すなわち、キャパシタおよびトランジスタ）も使用され得る
。別の実装では、アドレッシング電子バックプレーンアセンブリは、トランジスタよりも
むしろ非線形要素としてダイオードを組み込むことができる。本発明は、電気泳動ディス
プレイ、液晶ディスプレイ、発光ディスプレイ（有機発光材料を含む）、および回転ボー
ルディスプレイを含む、種々の電子ディスプレイに適用可能である。
【００５０】
　図１Ａ－１Ｄは、３つの電極層と、インターポーザ層とを有する、本発明のバックプレ
ーンアセンブリの複数の層を示す、概略図である。図１Ａ－１Ｄでは、第１の電極層は、
駆動電極のＴＦＴアレイであり、第２の電極層は、ディスプレイ電極のアレイであり、第
３の電極層は、接触パッドのアレイであり、インターポーザ層は、バックプレーン基板と
しても機能するプリント回路基板である。
【００５１】
　図１Ａは、ディスプレイ電極（１０２）のアレイを有する、バックプレーン基板（１０
１）の表示面に最も近い表面上の第２の電極層（１００）を示す。ディスプレイ電極は、
バックプレーン表面を覆い、バックプレーン基板の縁まで延びる。ディスプレイ電極は、
プリント回路基板の表面上に適用された印刷された伝導性インクまたは金属接触パッドで
あり得る。ディスプレイ電極の間の空間は、不要な電気接続および干渉を防止する（また
は低減させる）ために十分な空間を維持しながら、表示面全体が光学活性と考えられるよ
うに最小化される。
【００５２】
　図１Ｂは、本発明のバックプレーン基板（１０１）の背面図を示し、バックプレーン基
板（１０１）は、「嵌合」電極と称される第３の電極層（１０６）を有する。嵌合電極は
、第１の電極層の駆動電極が第２の電極層のディスプレイ電極に接続するための電気接点
を提供する。この図では、インターポーザ層は、両方の表面上の電極層、すなわち、表示
面（図示せず）に最も近い表面上のディスプレイ電極（１０２）および裏面上の「嵌合」
電極（１０６）と、２つの電極層を接続する伝導線とを伴うバックプレーン基板（１０１
）として機能する。
【００５３】
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　図１Ｃは、バックプレーン基板（１０１）の裏面に取り付けられた第１の電極層（１０
７）を有する、本発明のバックプレーンアセンブリの背面図を図示する。この図では、第
１の電極層（１０７）は、ＴＦＴ基板（１０３）上の駆動（すなわち、ＴＦＴ）電極（１
０４）およびドライバ（１０５）のアレイである。（簡単にするために、他のＴＦＴ電子
構成要素および接続は示されていない。）ＴＦＴアレイ（１０７）のアクティブ表面は、
バックプレーン基板の裏面に留められ、第３の電極層と接触している。ＴＦＴ電極および
ドライバの鎖線および明るい色は、それらが覆い隠されていること、すなわち、バックプ
レーン基板の裏面に接触して位置することを示す。
【００５４】
　図１Ｄは、どのようにして複数の電極層が一緒にサンドイッチ状にされるかを示す、本
発明のバックプレーンアセンブリの側面図を図示する。バックプレーン基板（１０１）は
、表示面に最も近い表面上のディスプレイ電極（１００）のアレイと、裏面上の嵌合電極
（１０６）のアレイと、電気接続を形成するように嵌合電極と整列するＴＦＴ電極（１０
７）のアレイとを有する。暗い色によって示されるようなＴＦＴ電極（１０４）およびド
ライバ（１０５）は、ＴＦＴ基板の前面上にある。描写されるように、バックプレーン基
板は、インターポーザ層として使用される。インターポーザ層上の電気接続は、示されて
いない。
【００５５】
　図２は、バックプレーン基板（１０１）の裏面上の嵌合電極（１０６）の第３の電極層
と整列して接触する第１の電極層（１０７）と、表示面に最も近いバックプレーン表面に
取り付けられた第２の電極層（１００）とを有する本発明のバックプレーンアセンブリの
分解図である。バックプレーン基板（１０１）は、この図ではインターポーザ層として機
能する。第３の電極層およびインターポーザ層を通して、第１の電極層を第２の電極層に
電気的に接続する、トレース（２０３）およびビア（２０４）のうちのいくつかが示され
ている。明確にするために、トレースおよびビアのうちのいくつかのみが、図面に描写さ
れている。
【００５６】
　図２では、駆動電極、嵌合電極、およびディスプレイ電極の間の１対１対１の接続があ
る。各駆動電極は、単一のディスプレイ電極に電気的に接続され（電極のうちのいくつか
のみに関して示される）、それを駆動する。図示されるように、第２の電極層は、描写さ
れるように、第２の電極層のサイズの約３分の２である第１の電極層およびその電気的構
成要素を完全に覆う。第２の電極層内のディスプレイ電極の数は、第３の電極層内の電極
（接触パッド）の数と等しくあるべきである。
【００５７】
　バックプレーン基板上の第３の電極層とＴＦＴ電極との間の間隙距離は、一様である必
要はない。間隙距離は、少なくとも１つのＴＦＴ電極の幅、かつ、プリント回路基板設計
トレースおよび空間規則内であるべきである。導体パッドが一緒に流動せず、電極が過剰
なクロストークを伴わずに機能的なままである限り、より緊密な間隙距離が使用され得る
。典型的には、異方性導体は、パターン化を必要とせず、狭い間隙距離で機能する。異方
性導体は、典型的には、単分散伝導性金属球の単層を有する。単一の球体がＴＦＴ電極と
バックプレーン基板（伝導性ビア）との間の間隙距離全体に及ぶ領域では、電気接続が球
体を通して行われ得る。間隙が正確に適切な厚さである場合、電気接続が行われる。殆ど
の通常の異方性材料は、伝導性球体を含むが、導体は、フィラメント、不連続ネットワー
ク、または任意の他の公知の導体であり得る。剛体表面（ガラスまたはＦＲ－４）をフレ
キシブル表面（Ｋａｐｔｏｎ　ＰＣＢ）に結合する場合、異方性導体が好ましい。代替と
して、パターン化された等方性接着剤が、電極層を電気的に接続するために使用され得る
。
【００５８】
　インターポーザ層は、対向する側の電子構成要素を相互接続するためのビアを形成する
ために、伝導性材料で充填された開口を有し得る。ビア開口は、例えば、表示側の電子構
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成要素を裏側の電極アレイに接続するために、バックプレーン基板のポリマー材料を通し
て、エッチングされ、穴を開けられ、穿孔され、またはレーザ穿孔され得る。ビア開口は
、印刷（例えば、インクジェット、スクリーン、またはオフセット印刷）、伝導性樹脂の
適用、シャドウマスク蒸着、または従来のフォトリソグラフィ方法を含む種々の材料およ
び技法を使用して充填され得る。
【００５９】
　ディスプレイ電極の数は、バックプレーン基板上の接点の数に等しくあるべきである。
ＴＦＴ電極の数は、ディスプレイ電極の数と等しくあり得る。代替として、ＴＦＴ電極の
数がディスプレイ電極の数を超える場合、ＴＦＴ電極は、グループ化され、複数のＴＦＴ
電極が、単一のディスプレイ電極に接続され得る。ＴＦＴ電極は、全てのＴＦＴ電極をデ
ィスプレイ電極に電気的に接続するようにグループ化され得る。好ましくは、ＴＦＴ電極
は、アクティブＴＦＴ電極が少なくとも１行および少なくとも１列の非アクティブＴＦＴ
電極によって分離され、電極の間のクロストークを低減させるようにグループ化される。
非アクティブ領域は、依然として、コントローラによって駆動されるであろうが、電気的
に接続されず、使用されないか、または本明細書で説明されるように、非アクティブであ
るであろう。
【００６０】
　図３は、本発明による、アクティブおよび非アクティブ領域への複数のＴＦＴ電極（１
０４）のグループ化を図示する。図４Ａは、９つの５×５アレイ（３０１）にグループ化
された１５×１５ＴＦＴアレイを示す。（図中の点線（３０５）は、５×５アレイを明確
に識別するために含まれている。）各５×５アレイ（３０１）の内側３×３電極（３０２
）は、単一のディスプレイ画素電極に電気的に接続されるグループ化されたＴＦＴ電極の
アクティブ領域を示す。隣接する電極の行（３０３）および列（３０４）は、クロストー
クを低減させるための緩衝材の役割を果たす周辺非アクティブ電極領域を示す。ＴＦＴ電
極は、所望のディスプレイ基準に応じて、より大きいまたは小さい数量でグループ化され
得る。ディスプレイ電極がＴＦＴ電極より有意に（すなわち、１０倍を上回って）大きい
場合、より多くのＴＦＴ電極が電流需要を満たすようにグループ化され得る。同様に、非
アクティブＴＦＴ電極の領域は、設計基準および製造能力に応じて、より多くまたは少な
くあり得る。
【００６１】
　第１の電極は、共通接触パッドによって一緒にグループ化され得る。代替として、第１
の電極は、グループ内の各トランジスタのドレインが共通電極に接続される、１つの共通
電極を用いてグループ化され得る。典型的には、第１の電極がグループ化される場合、少
なくとも１行および少なくとも１列の未使用電極の緩衝材が、干渉およびクロストークを
防止するために、グループ化された電極を包囲し得る。
【００６２】
　図４Ａ－４Ｆは、本発明の印刷されたバックプレーンアセンブリを図示する。図４Ａは
、バックプレーン基板（４０１）上に印刷されるＴＦＴ電極の４×４アレイを示す、第１
の電極層（４０２）の例証的概略図である。（電気的構成要素は示されていない。）図示
されるように、ＴＦＴ電極の面積は、バックプレーン基板の面積より小さいが、電気光学
製品／ディスプレイ要件（すなわち、構築基準）が、描写されるよりも小さくまたは大き
くあり得る全ＴＦＴ電極面積を決定するであろう。
【００６３】
　図４Ｂは、第１の電極層の上を覆う第１の誘電体層（４０３）を示し、ＴＦＴ電極（４
０２）は、露出されている。誘電体層は、ＴＦＴ電極層の縁から始まり得るか、またはＴ
ＦＴ電極層の一部（外縁）に重複し得る。
【００６４】
　図４Ｃは、ＴＦＴ電極（４０２）に電気的に接続し、外向きに拡張するように位置付け
られた印刷された導体（４０４、４０５）の次の層を示す。内側の４つのＴＦＴ電極（４
０５）の導体は、ディスプレイ電極に直接接続する。ＴＦＴ電極（４０４）の外側リング
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の導体は、より大型の拡張されたディスプレイ電極に接続するように、誘電体（４０３）
の縁に向かって延びるか、または扇形に広がる。
【００６５】
　図４Ｄは、内側導体（４０５）と、第２の誘電体層の縁を超えて延びる扇形に広がる導
体（４０４）とが露出されるように、ＴＦＴ電極および印刷された導体層の上を覆う第２
の誘電体層（４０７）を示す。誘電体層は、必要な電気接触を提供しながら不要な接続お
よびクロストークを防止するために、導体を覆う。図４Ｂ、４Ｃ、および４Ｄの層は、多
層インターポーザ層を構成する。
【００６６】
　図４Ｅは、バックプレーン基板（４０１）の縁まで延び、完全に第１の電極層（４０２
）およびインターポーザ層（４０３、４０４、４０５、４０７）の上を覆う、第２の電極
層（４０８）を示す。第２の電極層は、ディスプレイ電極（４０９）の４×４アレイであ
る。ディスプレイ電極は、各ＴＦＴ電極から対応するディスプレイ電極までの電気接続を
形成するように印刷される。これらの接続は、ディスプレイ電極の下に覆い隠されている
が、中空ドット（４０５）および点線（４０４）によって示される。
【００６７】
　図４Ｆは、ほぼ１００％光学活性である１６個のディスプレイ電極（４０９）から成る
、表示面に最も近い表面を示す、本発明の第２の電極層（４０８）の概略図である。
【００６８】
　電気光学ディスプレイは、表示面に最も近いバックプレーンアセンブリの表面から始ま
る順序で、第２の電極層（ディスプレイ画素電極アレイ）上に配置される電気光学材料の
層と、電気光学材料上に配置される単一の連続電極と、随意に、前保護層または他の障壁
層とを備えている前面を有し得る。保護層の上面は、ディスプレイの表示面を形成する。
縁シールが、電気光学材料への湿気の進入を防止するために、電気光学材料の周辺に延び
得る。
【００６９】
　別の側面では、本発明は、表示面が完全に光学活性であり得るように、電気光学材料が
電気接続を覆い隠す電気光学ディスプレイを提供する。電気光学層は、本質的に、表示面
全体が光学活性であるように、ディスプレイ電極層に取り付く。前面積層の電気光学材料
は、表示面からバックプレーンアセンブリ接続を見えなくするように、ディスプレイ電極
の上を覆い得る。ディスプレイ電極層は、電気光学層がバックプレーンアセンブリ上の下
にある構成要素を覆い隠すように作用する場合、光透過性であり得る。別の側面では、前
面積層の電気光学材料は、表示面からバックプレーンアセンブリ接続を見えなくするよう
に、ディスプレイ電極を越えて延び得る。
【００７０】
　図５は、図４Ａ－４Ｆで描写されるような本発明のバックプレーンアセンブリを有する
電気光学ディスプレイの断面図である。第１の層は、４つの電極（４０２）の第１の電極
層が取り付けられるバックプレーン基板（４０１）である。次の層は、第１の電極層を取
り囲む誘電体層（４０３）である。次の層は、第１の電極を第２の電極に接続する、伝導
線およびパッド（４０４、４０５）の層である。第２の誘電体層（４０７）は、垂直に延
び（４０６）、第１の電極層（４０２）の電極を第２の電極層（４０８）の電極に接続す
る電気接点を露出するように適用される。代替として、電気接点（４０６）は、第２の誘
電体層が適用された後に適用され得る。追加のインターポーザ層（すなわち、導体および
誘電体層）が含まれ得る。前面電極（４１０）を伴う電気光学材料の層（４０９）が、第
２の電極層の上を覆う。図示されるように、電気接続は、ディスプレイの表示面が完全に
アクティブであるように、単一の第１の電極を単一のより大型の第２の電極に接続する。
以前に説明されたように、第１の電極は、グループ化され得、複数の第１の電極が、単一
の第２の電極に電気的に接続され得る。
【００７１】
　図６は、３つの電極層を有する、本発明のバックプレーンアセンブリを有する電気光学
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ディスプレイの断面図である。第１の電極層は、ＴＦＴアレイ（６１２）である。図６は
、ＴＦＴ基板（６０１）、１２個のＴＦＴ電極（６０２）の第１の電極層、およびＴＦＴ
電極と並んで搭載されたＴＦＴドライバ（６０３）を伴うＴＦＴアレイ（６１２）を示す
。次の層は、３つのＴＦＴ電極（６０２）を第３の電極層内の単一の嵌合電極（６０６）
に電気的に接続する異方性フィルムの層（６０４）である。第３の電極層は、４つの嵌合
電極（６０６）を有する。描写されるように、各嵌合電極は、少なくとも３つのＴＦＴ電
極に接続されるが、ＴＦＴ電極のより大きいアレイに接続され得る。次の層は、誘電体材
料の層（６０５）と、第３の電極層（６０６）の電極を第２の電極層（６０８）の電極に
接続する伝導線およびビア（６０７）とを含むインターポーザ層（６１１）である。前面
電極（６１０）を伴う電気光学材料の層（６０９）は、第２の電極層の上を覆う。図示さ
れるように、電気接続は、ディスプレイの表示面が完全にアクティブであるように、３つ
の第１の電極を単一のより大型の第２の電極に接続する。
【００７２】
　電気光学ディスプレイサイズおよび解像度は、電気光学ディスプレイ用途、基板材料、
およびプリント回路基板設計ガイドラインに従って最適化され得る。画素サイズは、ＴＦ
Ｔ電極に対する約１００μｍ×１００μｍからディスプレイ電極に対する１０ｍｍ×１０
ｍｍを上回るまで変動し得る。個々の電気光学ディスプレイは、複数フィート平方ほども
大きいサイズから１インチ平方ほども小さいサイズに及び得る。ドライバチップの数は、
設計規則に従って最適化され得る。ＴＦＴアレイに対して、少なくとも１つのドライバチ
ップが使用され得る。好ましくは、少なくとも２つのドライバチップが使用され、１つは
ゲート線を駆動し、１つはソース線を駆動する。
【００７３】
　連続した前面電極は、バックプレーンアセンブリの非表示側に接続を有し得る。代替と
して、前面電極接続は、表示面上で行われ得る。そのような接続は、表示面上に非アクテ
ィブ領域を作成する。これらの非アクティブ領域は、通常、直径が約２ｍｍであるが、デ
ィスプレイ電圧要件および接続の総数に応じて、より大きくまたは小さくあり得る。全体
的なアクティブ表示領域と比較して、ディスプレイは、依然として１００％アクティブと
考えられ得る。本発明では、少なくとも９５％のアクティブ表示領域が好ましい。
【００７４】
　３つの電極層と、プリント回路基板インターポーザ層とを有する、本発明のバックプレ
ーンアセンブリは、以下の基準に従って製作され得る。第１の電極層は、８００×６００
画素の解像度と、約１２２ｍｍ×９０ｍｍのアクティブ面積（ＴＦＴ電極サイズは、約１
５０μｍ×１５０μｍである）とを有する、サイズが約６インチ（約１５２ｍｍ）対角で
ある、基板上のアクティブマトリクスＴＦＴ（ＴＦＴ電極）である。ＴＦＴ基板は、ガラ
スであり、ＴＦＴアクティブ領域の周囲に約１２ｍｍの境界を提供する約１３４ｍｍ×１
０２ｍｍの寸法を有する。ＴＦＴ基板の境界領域では、３つの列ドライバが、１３４ｍｍ
の側面上に取り付けられ、２つのゲートドライバが、ＴＦＴ基板の長さ１０２ｍｍの側面
上に取り付けられる。好ましくは、ドライバは、非常に薄いチップオンフレックス（ＣＯ
Ｆ）搭載ドライバである。長さが約１１ｍｍの平坦なフレキシブルケーブル（ＦＦＣ）コ
ネクタが、１３４ｍｍの側面上に位置する。ＦＦＣコネクタは、バックプレーンアセンブ
リに給電し、制御信号の接続を可能にする。
【００７５】
　ＴＦＴ電極は、約３ｍｍ×３ｍｍアレイに等しい、２０×２０アレイにグループ化され
る。ＴＦＴ電極は、ＴＦＴ電極上に約１．６ｍｍ３の熱硬化性銀充填エポキシ液滴の４０
×３０アレイを適用することによってグループ化される。液滴は、中心から中心まで３ｍ
ｍの間隔を伴って適用される。液滴アレイは、ＴＦＴアクティブ領域の約１１８ｍｍ×８
８ｍｍを覆う。圧縮されると、各液滴は、液滴間の１ｍｍ間隙（非アクティブ領域）を可
能にする、２ｍｍの接触直径まで拡張する。エポキシ接続は、完全なデバイスが組み立て
られるまで硬化させられない。
【００７６】



(19) JP 6388956 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

　インターポーザ層は、約１６０ｍｍ×１２０ｍｍの寸法を有する、多層プリント回路基
板から成る。プリント回路基板は、一方の主要表面上の第３の電極層および他方の主要表
面上の第２の電極層を伴って設計され、導体がその２つの電極層を接続する。第２の電極
層は、ディスプレイの表示面に最も近い。
【００７７】
　第３の電極層は、左右対称に、第１の電極層内のＴＦＴ電極上のエポキシ液滴アレイに
電気的に接続するように配置された銅接触パッドの４０×３０アレイである。第３の電極
層の全ての他の領域は、誘電体フィルムによって覆われる。
【００７８】
　第２の電極層は、中心から中心まで４ｍｍ離間される、３．８ｍｍ×３．８ｍｍ金めっ
き銅ディスプレイ電極の４０×３０アレイである。ディスプレイ電極の４０×３０アレイ
は、プリント回路基板の中央および底の銅層内の一連のめっきビアおよびトレース（一般
的に線とも称される）によって、嵌合電極の４０×３０アレイに接続される。ディスプレ
イ電極につき１つのみのビアが、第２の電極層に接触するように貫通して穿孔される。層
の間で信号を経路指定するために必要な全ての他のビアは、「ブラインドビア」であろう
。底銅層内の任意の露出トレースは、電気的短絡および不要な電気接続を防止するように
誘電体フィルムで覆われる。
【００７９】
　最終組立ステップは、第１の電極層を、第２の層の電極層および全ての必要な導体をす
でに有しているインターポーザ層上の第３の電極層と接続させることを必要とする。第１
の電極層（ＴＦＴアレイ）の未硬化エポキシ液滴は、第３の電極層（インターポーザ層）
の銅パッドと整列させられ、一緒に加圧されて硬化させられる。エポキシ液滴は、約０．
５ｍｍまで収縮し、エポキシ液滴の間に非アクティブ領域の１ｍｍ間隙を伴って約２ｍｍ
の最終接触直径をもたらすであろう。
【００８０】
　電気光学ディスプレイの連続した前面電極は、ビアを通してＴＦＴアレイ上の前面電極
に接続され得るか、またはバックプレーンアセンブリ（７１１）の非表示面に接続され得
る。非表示面前面接続に対して、２つの前面接続電極が、ＴＦＴアクティブ領域に直接隣
接する境界領域中に搭載される。１ｍｍ３の熱硬化性銀充填エポキシ液滴が、ＴＦＴアレ
イ上の２つの前面接続電極の各々に適用される。プリント回路基板の裏面（第３の電極層
を含む表面）上で、２つの露出した５ｍｍ×１０ｍｍ銅パッドが、プリント回路基板縁の
１ｍｍ以内に配置され、銅トレースによってＴＦＴアレイ上の前面接続電極に接続される
。前面電極は、裏側の銅パッドに接触するように、プリント回路基板に巻き付けられる。
エポキシ接続は、完全なデバイスが組み立てられた後に硬化させられ得る。
【００８１】
　本発明の別の代替案では、フレキシブルバックプレーン基板は、フレキシブル基板の単
一の表面上に多層回路を作成するために、導体および誘電体パターンでパターン化され得
る。図７Ａおよび７Ｂは、少なくとも３つの電極層を伴うバックプレーンアセンブリを示
す、本発明の代替実施形態の例証的概略図であり、第２および第３の電極層が、フレキシ
ブルバックプレーン基板上に配置される。ディスプレイ電極（７０２）のアレイから成る
第２の電極層（７００）は、フレキシブル基板（７０１）の一部の上に印刷される。嵌合
電極（７０４）のアレイから成る第３の電極層（７０３）は、バックプレーン基板（７０
１）の別の部分の上に印刷される。伝導性トレース（７１５）は、単一の第２の電極（７
０２）を単一の第３の電極（７０４）に電気的に接続する。バックプレーンは、ディスプ
レイ電極領域の縁に折り目（７０９）を伴って、２つの領域、すなわち、ディスプレイ電
極領域および残りの領域（嵌合電極と、任意の他の接続とを含む）に分割される。バック
プレーン基板は、第３の電極層が第２の電極層の反対側に位置するように、折り目（７０
９）において折り畳まれる（７１０）。
【００８２】
　本実施形態では、バックプレーン基板（７０１）は、フレキシブルで耐久性があり、そ
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れ自体を折り返すように巻き付けられ、湾曲させられ、折り畳まれ、折り目をつけられ、
曲げられ、適合され、または伸長される能力を有する任意の好適な材料であり得る。折り
目（７０９）は、導体および誘電体材料が接続を維持することを可能にするほど小さい屈
曲半径を有し得る。折り目は、０～１８０度の任意の角度であり得、単一の曲がりまたは
複数の曲がりで作製され得る。ＰＥＴは、好ましいフレキシブルバックプレーン基板であ
る。
【００８３】
　第２および第３の電極層は、公知のスクリーン印刷技法を使用して、基板上に印刷され
得る。誘電体フィルムの層が、意図しない電気接続を回避するように、電極と伝導性トレ
ースとの間に配置され得る。トレースと電極との間の任意の意図された接続が、誘電体に
パターン化された孔を通して作成され得る。典型的には、伝導性トレースが、最初に印刷
されるであろう。トレースから電極までの接続を可能にするように整列した開口またはビ
アを伴う誘電体層が、次に印刷されるであろう。最終的に、電極が、伝導性インクが開口
を充填し、トレースおよび電極を電気的に接続するように印刷される。
【００８４】
　第１の電極層（７０５）は、ガラス（７０６）等の基板上のＴＦＴ電極（７０７）およ
びドライバ（７０８）のアレイから成る。（簡単にするために、他のＴＦＴ電子構成要素
および接続は示されていない。）第１の電極層のＴＦＴ電極（７０７）のアクティブ表面
は、第３の電極層の嵌合電極（７０４）と整列させられ、異方性導体または他の好適な材
料を使用して電気的に接続される。第３の電極層への第１の電極層のアクティブ領域の整
列および接続は、第３の電極層の上に第１の電極層をひっくり返すこと（７１６）によっ
て行われ得る。
【００８５】
　ＴＦＴアレイは、バックプレーン基板が折り返される前に第３の電極層に取り付けられ
得、すなわち、異方性導体がＴＦＴ電極に適用され、次いで、ＴＦＴアレイは、ＴＦＴ電
極のアクティブ領域が嵌合電極と結合するようにひっくり返される。代替として、異方性
導体は、第３の電極層の嵌合電極に適用され得、ＴＦＴアレイは、ひっくり返され、整列
させられ、取り付けられる。別の代替案では、第３の電極層は、最初に折り返され、次い
で、第１の電極層は、以前に説明されたように整列させられ、取り付けられる。
【００８６】
　図は、平坦な長方形のアレイとして本発明のバックプレーンアセンブリを描写するが、
本発明のフレキシブルバックプレーンアセンブリは、種々の形状および形態に折り畳まれ
得る。ディスプレイ電極領域は、円形またはフォーク状等の任意の形状であり得、リング
等の内部切り抜きを有し得る。加えて、ディスプレイ電極領域は、円筒形、球形、立方体
、または多面体を含む、３次元形状に湾曲され、または折り畳まれ得る。バックプレーン
基板および関連接続のフレキシビリティ、ＴＦＴアレイのサイズおよび剛性、ならびにＦ
ＰＬのフレキシビリティに応じて、複雑な曲線を有する完全アクティブ表示領域が形成さ
れ得る。
【００８７】
　代替として、より堅い副層が、支持および強度を折り畳み可能なバックプレーン基板に
提供するように追加され得る。副層は、折り畳まれたときに、残りの領域が裏面上に位置
するように、ディスプレイ電極の面積に等しくあるべきである。副層材料は、金属、厚い
ＰＥＴ、ポリカーボネート、アクリル、およびＡＢＳプラスチックを含むが、それらに限
定されない、任意の好適な材料であり得る。
【００８８】
　図７Ａおよび７Ｂはまた、非表示面の前面接続のための電気接点も示す。２つの前面接
続電極（７１４）が、第１の電極層（７０５）上のＴＦＴアレイの縁の付近に搭載される
。これらの電極（７１４）は、ドライバ、コントローラ、および／またはＴＦＴアレイの
他の電気的構成要素に接続する。（これらの接続は図に示されていない）。ＴＦＴ電極層
上の前面接続電極（７１４）は、第３の電極層上の対応する嵌合電極（７１２）と整列す
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る。伝導性接着剤、エポキシ、または他の好適な伝導性材料が、これらの電極の間で電気
接続を行うために使用され得る。伝導性トレース（７１３）は、連続した前面電極が、伝
導性ビアを使用して、または他の公知の手段によって接触する、基板の縁において、前面
嵌合電極（７１２）を対応する前面接続電極（７１１）に接続する。
【００８９】
　図８Ａは、本発明のバックプレーンアセンブリの別の代替案を示す図７Ａの複製である
。バックプレーン基板は、２００６年１２月１９日に出願された米国特許第７，６４９，
６７４号ならびに関連特許および公開で説明されるように縁シールが適用され得るように
、ディスプレイ電極（８０１）の縁を越えて延び得る。任意の余分な基板が、折り返され
て裏面に取り付けられ得る。図７Ｂのように、バックプレーン基板は、第３の電極層が第
２の電極層の反対側に位置するように、折り目（８０２）において折り畳まれ得る。障壁
フィルムが、ＦＰＬに適用され得、任意または全ての層が、バックプレーン基板に取り付
けられるように折り返され得る。加えて、障壁および縁シールが、バックプレーン基板の
裏面上に組み込まれ得る。
【００９０】
　図８Ｂに示されるような本発明の一側面では、前面積層は、前面電極が電気光学媒体お
よび接着剤層を含まずに露出され、バックプレーンに取り付けられたときに、バックプレ
ーンの非表示面と電気的に接触している、接続領域を有する。この接続領域は、伝導性イ
ンク、金属、または他の類似材料等の導電性材料の接触パッドによって形成され得る。接
触パッドは、バックプレーンの非表示面上に位置し得る。好ましくは、接触パッドは、バ
ックプレーンの裏側に位置し得る。接続領域は、前面電極をバックプレーン上の接触パッ
ドに取り付ける、伝導性接着剤を含み得る。伝導性接着剤は、銀またはカーボンブラック
で充填される感圧性接着剤、または銀充填エポキシ等の硬化させられなければならない流
体分注接着剤等の任意の好適な接着剤であり得る。代替として、接続領域は、ねじ込み端
子またはクランプ締め機構等の機械的手段を介して作製され得る。図８Ｂは、前面上の前
面電極接続を示す。前面電極接続を行うために、ディスプレイ画素（８０３）の小さい領
域または切り込みが切断され、前面電極への接触パッドが、最終的にそれをドライバに接
続する伝導性トレース（８０５）を伴って追加される（８０４）。代替として、前面電極
は、前面電極接触領域が前面上のディスプレイ画素領域を越えるように、画素領域を越え
て延び得る。前面電極領域は、電気接続を行うようにわずか１ｍｍだけ拡張され得る。
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【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図４Ｅ】 【図４Ｆ】

【図５】
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【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】
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