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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の基板および第２の基板、接着層および電気光学材料の層を備え、ここで、該接着層
および該電気光学材料の層が該第１の基板と第２の基板との間に配置された電気光学アセ
ンブリであって、該接着層が、ポリマー接着材料と塩との混合物を含み、ここで、該接着
層がポリマー接着材料の１ｇあたり１０－７～１０－４モルの範囲の塩を含む、電気光学
アセンブリ。
【請求項２】
前記塩が、酢酸カリウムを含む、請求項１に記載の電気光学アセンブリ。
【請求項３】
前記塩が、第４級アンモニウム塩を含む、請求項１に記載の電気光学アセンブリ。
【請求項４】
前記塩が、テトラアルキルアンモニウム塩を含む、請求項３に記載の電気光学アセンブリ
。
【請求項５】
前記塩が、塩化テトラブチルアンモニウムまたはテトラブチルアンモニウムヘキサフルオ
ロホスフェートを含む、請求項４に記載の電気光学アセンブリ。
【請求項６】
前記添加物を含む接着層に、異なる色の領域が提供され、そしてカラーフィルターとして
供される、請求項１に記載の電気光学アセンブリ。
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【請求項７】
前記接着層が、ポリマー接着材料１ｇあたり１０－６～１０－４モルの塩を含む、請求項
１に記載の電気光学アセンブリ。
【請求項８】
前記接着層が、ポリマー接着材料１ｇあたり１０－５～１０－４モルの塩を含む、請求項
７に記載の電気光学アセンブリ。
【請求項９】
前記接着層がポリウレタンを含む、請求項１に記載の電気光学アセンブリ。
【請求項１０】
前記第１の基板および第２の基板の少なくとも１つが、電極を備える、請求項１に記載の
電気光学アセンブリ。
【請求項１１】
前記第１の基板および第２の基板の各々が、少なくとも１つの電極を備える、請求項１０
に記載の電気光学アセンブリ。
【請求項１２】
前記第１の基板が光透過性の電気的に伝導性の電極を備え、そして前記電気光学媒体が固
形電気光学媒体である、請求項１０に記載の電気光学アセンブリ。
【請求項１３】
ポリマー接着材料と塩との混合物を含み、ここで該接着層がポリマー接着材料の１ｇあた
り１０－７～１０－４モルの範囲の塩を含む、電気光学ディスプレイにおいて接着剤とし
て使用するための組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　電気光学（ｅｌｅｃｔｒｏ－ｏｐｔｉｃ）ディスプレイの生産で有用な電気光学アセン
ブリ、およびこのようなアセンブリでの使用のための材料が開示される。より詳細には、
制御された体積抵抗率を有するバインダーおよび接着組成物、およびこのような材料を取
り込む電気光学アセンブリが開示される。本明細書で開示される材料は、電気光学ディス
プレイ以外の適用で有用であり得る。
【背景技術】
【０００２】
　電気光学ディスプレイは、電気光学材料の層を備え、本明細書では、当該技術分野にお
けるその従来の意味で用いられるその用語は、少なくとも１つの光学的性質で異なる第１
おび第２のディスプレイ状態を有する材料をいい、この材料は、この材料への電場の印加
により、その第１からその第２のディスプレイ状態に変更される。上記光学的性質は、代
表的には、ヒトの眼に対する色彩認知であるが、光学的透過、反射率、発光、または、機
械読み取りのために意図されたディスプレイの場合、可視範囲外側の電磁波長の反射率に
おける変化という意味で擬似色のような、別の光学的性質であり得る。
【０００３】
　本発明の電気光学ディスプレイは、代表的には、電気光学材料が固形の外表面を有する
という意味で固形である、電気光学材料を含むが、この材料は、このような電気光学材料
を用いるディスプレイをアセンブルするための方法に、内部の液体またはガスで充填され
たスペースを有し得、そしてしばしば有する。固形の電気光学材料を用いるこのようなデ
ィスプレイは、本明細書では、以後、便宜のために「固形電気光学ディスプレイ」と称さ
れる。従って、この用語「固形電気光学ディスプレイ」は、回転重彩度（ｂｉｃｈｒｏｍ
ａｌ）メンバーディスプレイ（以下を参照のこと）、カプセル化電気泳動ディスプレイ、
ミ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。
【０００４】
　用語「二安定」および「二安定性」は、本明細書では、当該技術分野におけるそれらの
従来意味で用いられ、少なくとも１つの光学的性質で異なる第１および第２のディスプレ
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イ状態を有するディスプレイ要素を含むディスプレイをいい、そしてそれ故、任意の所定
の要素が、有限の持続時間のアドレスパルスの手段により駆動された後、アドレスパルス
が終了した後、その第１または第２のディスプレイ状態をとり、その状態は、上記ディス
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小の持続期間の少なくも数
倍、例えば、少なくとも４倍持続する。公開された米国特許出願第２００２／０１８０６
８７号には、グレースケールし得るいくつかの粒子ベースの電気泳動ディスプレイは、そ
れらの極度の黒および白状態においてのみならず、それらの中間のグレー状態においても
安定で、そして同じことが、いくつかのその他のタイプの電気光学ディスプレイについて
も真実であることが示されている。このタイプのディスプレイは、適正に、二安定よりも
むしろ「マルチ安定」と呼ばれているが、便宜のために、本明細書では「二安定」が、二
安定およびマルチ安定ディスプレイの両方をカバーするために用いられ得る。
【０００５】
　いくつかのタイプの電気光学ディスプレイが知られている。１つのタイプの電気光学デ
ィスプレイは、例えば、米国特許第５，８０８，７８３号；同第５，７７７，７８２号；
同第５，７６０，７６１号；同第６，０５４，０７１号；同第６，０５５，０９１号；同
第６，０９７，５３１号；同第６，１２８，１２４号；同第６，１３７，４６７号；およ
び同第６，１４７，７９１号に記載のような、回転する重彩度メンバータイプである（こ
のタイプのディスプレイは、しばしば、「回転重彩度ボール」ディスプレイと称され、こ
の用語「回転重彩度メンバー」が好ましい。なぜなら、上記で述べた特許のいくつかでは
、上記回転メンバーは球ではないのでより正確であるからである）。このようなディスプ
レイは、多数の小さな本体（代表的には球形または円筒形）を用い、これらは、異なる光
学的特徴、および内部双極子をもつ２つ以上のセクションを有している。これらの本体は
、マトリックス内の液体で充填された小腔（ｖａｃｕｏｌｅ）内に懸濁され、これら小腔
は、これら本体が自由に回転するように液体で充填されている。ディスプレイの外観は、
それに電場を印加すること、従って、これら本体を種々の位置に回転すること、およびこ
れら本体のどのセクションが視表面を通じて観察されるのかを変更することに対して変更
される。このタイプの電気光学媒体は、代表的には、二安定である。
【０００６】
　別のタイプ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
も一部が半導体金属酸化物から形成される電極、およびこの電極に付着された可逆的に色
変化し得る複数の色素分子を備えるナノクロミックフィルムの形態のエレクトロクロミッ
ク媒体を用いる；例えば、Ｏ’Ｒｅｇａｎ、Ｂら、Ｎａｔｕｒｅ　１９９１、３５３、７
３７；およびＷｏｏｄ、Ｄ．、Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ、１８（３）、
２４（２００２年３月）を参照のこと。また、Ｂａｃｈ、Ｕ．ら、Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．
、２００２、１４（１１）、８４５を参照のこと。このタイプのナノクロミックフィルム
はまた、例えば、米国特許第６，３０１，０３８号、国際出願公開番号ＷＯ　０１／２７
６９０、および米国特許出願第２００３／０２１４６９５号に記載されている。このタイ
プの媒体もまた、代表的には二安定である。
【０００７】
　多年の間熱心な研究および開発の主題である別のタイプの電気光学ディスプレイは、粒
子ベースの電気泳動ディスプレイであり、そこでは、複数の荷電粒子が電場の影響下で懸
濁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したとき、
良好な輝度およびコントラスト、広い視角、状態二安定性、および低電力消費の属性を有
し得る。それにもかかわらず、これらディスプレイの長期間イメージ性質にともなう問題
が、それらの広範囲の使用法を妨げている。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、これらディスプレイの不適切な耐用年数を生じる。
【０００８】
　Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｍ
ＩＴ）およびＥ　Ｉｎｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎに譲渡されたか、またはその名の多く
の特許および出願は、最近公開され、カプセル化電気泳動媒体を記載している。このよう
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なカプセル化媒体は、多くの小さなカプセルを含み、その各々はそれ自身、液体懸濁媒体
中に懸濁された電気泳動により可動な粒子を含む内部相、および内部相を取り囲むカプセ
ル壁を含む。代表的には、これらカプセルは、それら自身ポリマーバイダー内に保持され
、２つの電極間に位置する干渉層を形成する。このタイプのカプセル化媒体は、例えば、
以下に記載されている；米国特許第５，９３０，０２６号；同第５，９６１，８０４号；
同第６，０１７，５８４号；同第６，０６７，１８５号；同第６，１１８，４２６号；同
第６，１２０，５８８号；同第６，１２０，８３９号；同第６，１２４，８５１号；同第
６，１３０，７７３号；同第６，１３０，７７４号；同第６，１７２，７９８号；同第６
，１７７，９２１号；同第６，２３２，９５０号；同第６，２４９，７２１号；同第６，
２５２，５６４号；同第６，２６２，７０６号；同第６，２６２，８３３号；同第６，３
００，９３２号；同第６，３１２，３０４号；同第６，３１２，９７１号；同第６，３２
３，９８９号；同第６，３２７，０７２号；同第６，３７６，８２８号；同第６，３７７
，３８７号；同第６，３９２，７８５号；同第６，３９２，７８６号；同第６，４１３，
７９０号；同第６，４２２，６８７号；同第６，４４５，３７４号；同第６，４４５，４
８９号；同第６，４５９，４１８号；同第６，４７３，０７２号；同第６，４８０，１８
２号；同第６，４９８，１１４号；同第６，５０４，５２４号；同第６，５０６，４３８
号；同第６，５１２，３５４号；同第６，５１５，６４９号；同第６，５１８，９４９号
；同第６，５２１，４８９号；同第６，５３１，９９７号；同第６，５３５，１９７号；
同第６，５３８，８０１号；同第６，５４５，２９１号；同第６，５８０，５４５号；同
第６，６３９，５７８号；同第６，６５２，０７５号；同第６，６５７，７７２号；同第
６，６６４，９４４号；同第６，６８０，７２５号；同第６，６８３，３３３号；および
同第６，７０４，１３３号；および米国特許出願公開番号２００２／００１９０８１；２
００２／００２１２７０；２００２／００５３９００；２００２／００６０３２１；２０
０２／００６３６６１；２００２／００６３６７７；２００２／００９０９８０；２００
２／０１０６８４７；２００２／０１１３７７０；２００２／０１３０８３２；２００２
／０１３１１４７；２００２／０１４５７９２；２００２／０１７１９１０；２００２／
０１８０６８７；２００２／０１８０６８８；２００２／０１８５３７８；２００３／０
０１１５６０；２００３／００１１８６８；２００３／００２０８４４；２００３／００
２５８５５；２００３／００３４９４９；２００３／００３８７５５；２００３／００５
３１８９；２００３／００９６１１３；２００３／０１０２８５８；２００３／０１３２
９０８；２００３／０１３７５２１；２００３／０１３７７１７；２００３／０１５１７
０２；２００３／０１８９７４９；２００３／０２１４６９５；２００３／０２１４６９
７；２００３／０２２２３１５；２００４／０００８３９８；２００４／００１２８３９
；２００４／００１４２６５；２００４／００２７３２７；および国際出願公開番号ＷＯ
　９９／６７６７８；ＷＯ　００／０５７０４；ＷＯ　００／３８０００；ＷＯ　００／
３８００１；ＷＯ　００／３６５６０；ＷＯ　００／６７１１０；ＷＯ　００／６７３２
７；ＷＯ　０１／０７９６１；ＷＯ　０１／０８２４１；ＷＯ　０３／０９２０７７；お
よびＷＯ　０３／１０７，３１５。
【０００９】
　前記の特許および出願の多くは、カプセル化電気泳動媒体中の別個のマイクロカプセル
を取り囲む壁が、連続相によって置換され得、それ故、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、そこでは、電気泳動媒体は、電気泳動流体の別個の複数の液
滴、およびポリマー材料の連続相を含み、しかも、こ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別個の液滴が、たとえ別個のカプセル膜が各個々の液滴に
ともなわなくてもカプセルまたはマイクロカプセルとみなされ得ることを認識している；
例えば、前記の２００２／０１３１１４７を参照のこと。従って、本出願の目的には、こ
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みなされる。
【００１０】
　カプセル化電気泳動ディスプレイは、代表的には、伝統的な電気泳動デバイスの凝集お
よび沈降欠陥モードを受けず、そして広範な種類の可撓性および剛直性基板上のディスプ
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レイにプリントまたはコートする能力のような、さらなる利点を提供する。（語「プリン
ト」は、プリントおよびコーティングのすべての形態を含むことが意図され、制限されず
に：パッチダイコーティング、スロットまたは押出しコーティング、スライドまたはカス
ケードコーティグ、カーテンコーティングのようなプレメートル（ｐｒｅ－ｍｅｔｅｒｅ
ｄ）コーティング；ナイフオーバーロールコーティング、前方および後方ロールコーティ
ングのような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；ブラッシュコーティング
；エアナイフコーティング；シルクスクリーンプリンティングプロセス；静電気プリンテ
ィングプロセス；熱プリンティングプロセス；インクジェットプリンティングプロセス；
およびその他の類似の技法を含む。）従って、得られるディスプレイは可撓性であり得る
。さらに、上記ディスプレイ媒体は（種々の方法を用いて）プリントされ得るので、この
ディスプレイ自身は、安価に作製され得る。
【００１１】
　関連するタイプの電気泳動ディスプレイは、いわゆる「ミクロセル電気泳動ディスプレ
イ」である。ミクロセル電気泳動ディスプレイでは、荷電粒子および懸濁流体は、カプセ
ル内にカプセル化されず、その代わりに、代表的にはポリマーフィルムであるキャリア媒
体内に形成される複数の腔内に保持される。例えば、国際出願公開番号ＷＯ０２／０１２
８１、および米国特許出願公開番号第２００２／００７５５５６（両者はＳｉｐｉｘ　Ｉ
ｍａｇｉｎｇ，Ｉｎｃ．に譲渡された）を参照のこと。
【００１２】
　その他のタイプの電気光学材料、例えば、ポリマー分散液晶もまた、本発明のディスプ
レイで用いられ得る。
【００１３】
　電気泳動媒体は、しばしば、不透明であり（なぜなら、例えば、多くの電気泳動媒体で
は、粒子は、ディスプレイを通る可視光の透過を実質的にブロックするからである）、そ
して反射モードで作動するけれども、多くの電気泳動ディスプレイは、いわゆる「シャッ
ターモード」で作動するように作製され得、そこでは、１つのディスプレイ状態は、実質
的に不透明であり、そして１つは、光透過性である。例えば、前記の米国特許第６，１３
０，７７４号および同第６，１７２，７９８号、および米国特許出願第５，８７２，５５
２号；同第６，１４４，３６１号；同第６，２７１，８２３号；同第６，２２５，９７１
号；および同第６，１８４，８５６号を参照のこと。双電気泳動（ｄｉｅｌｅｃｔｒｏｐ
ｈｏｒｅｔｉｃ）ディスプレイは、電気泳動ディスプレイに類似しているが電場強度にお
ける変動に依存し、類似のモードで作動し得る；米国特許第４，４１８，３４６号を参照
のこと。
【００１４】
　電気光学材料の層に加え、電気光学ディスプレイは、通常、電気光学材料の対向する面
上に配置された少なくとも２つのその他の層を備え、これら２つの層の１つは、電極層で
ある。大部分のこのようなディスプレイでは、両方の層が電極層であり、そして１つまた
は両方の電極層は、パターン化されディスプレイの画素を規定する。例えば、１つの電極
層は、細長い行電極に、そして他方は、この行電極に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点によって規定される。あるいは、そしてより一
般的には、１つの電極層は、単一の連続的電極の形態を有し、そして他方の電極層は、画
素電極のマトリックスにパターン化され、その各々は、ディスプレイの１つの画素を規定
する。スタイラス、プリントヘッドまたは類似のディスプレイから離れて移動可能な電極
との使用に意図されている別のタイプの電気光学ディスプレイでは、電気光学層に隣接す
る層の１つのみが電極を備え、この電気光学層の反対の面上の層は、代表的には、上記移
動可能な電極が電気光学層を損傷することを防ぐことが意図されている保護層である。
【００１５】
　三層の電気光学ディスプレイの製造は、通常、少なくとも１つの積層操作を含む。例え
ば、前記のＭＩＴおよびＥ　Ｉｎｋの特許および出願のいくつかでは、カプセル化電気泳
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動ディスプレイを製造するためのプロセスが記載され、そこでは、バインダー中にカプセ
ルを含むカプセル化電気泳動媒体が、プラスチックフィルム上のインジウム－錫－酸化物
（ＩＴＯ）または類似の伝導性コーティング（これは、最終のディスプレイの１つの電極
として作用する）を含む可撓性基板上にコートされ、このカプセル／バインダーコーティ
ングは乾燥されて、この基板に強固に接着された電気泳動媒体の干渉層を形成する。別個
に、画素電極のアレイ、および回路を駆動するためにこの画素電極を連結するコンダクタ
ーの適切な配列を含むバックプレーンが調製される。最終ディスプレイを形成するために
、上記カプセル／バインダー層をその上に有する基板が、積層接着剤を用いて上記バック
プレーンに積層される。（非常に類似したプロセスを用いて、スタイラスまたは類似の移
動可能な電極と使用可能である電気泳動ディスプレイが、上記バックプレーンを、スタイ
ラスまたはその他の移動可能な電極がその上をスライドし得る、プラスチックフィルムの
ような単純な保護層で置換することにより調製され得る。）このようなプロセスの１つの
好ましい形態では、上記バックプレーンは、それ自身可撓性であり、そして画素電極およ
びコンダクターをプラスチックフィルムまたはその他の可撓性基板上にプリントすること
により調製される。このプロセスよるディスプレイの大量生産のための自明な積層技法は
、積層接着剤を用いるロール積層である。類似の製造技法が、その他のタイプの電気光学
ディスプレイとともに用いられ得る。例えば、ミクロセル電気泳動媒体または回転する重
彩度メバー媒体を、カプセル化電気泳動媒体と実質的に同じ様式でバックプレーンに積層
し得る。
【００１６】
　上記に記載のプロセスにおいて、上記電気光学層を保持する基板のバックプレーンへの
積層は、有利には、減圧積層により実施され得る。減圧積層は、積層されている２つの材
料の間から空気を駆逐する際に有効であり、それ故、最終ディスプレイ中の所望されない
気泡を避け；このような気泡は、このディスプレイ上に生成されるイメージ中の所望され
ないアーチファクトを導入し得る。しかし、この様式の電気光学ディスプレイの２つの部
分の減圧積層は、用いられる積層接着剤に対し緊縮な要求を課し、特にカプセル化電気泳
動媒体を用いるディスプレイの場合がそうである。この積層接着剤は、上記電気光学層を
これが積層される層（代表的には電極層）に結合するに十分な接着強度を有するべきであ
り、そしてカプセル化電気泳動媒体の場合、この接着剤はまた、十分な接着強度を有し、
カプセルを一緒に機械的に保持するべきである。電気光学ディスプレイが、可撓性タイプ
であるとき（そして回転重彩度メンバーおよびカプセル化電気泳動ディスプレイの重要な
利点の１つは、それらが可撓性にされ得ることである）、この接着剤は、ディスプレイが
曲げられるとき、ディスプレイ中に欠陥を導入しないように十分可撓性を有するべきであ
る。この積層接着剤は、積層温度で適切な流れ性質を有するべきであり、高品質積層を確
実にし、そしてこの観点から、カプセル化電気泳動およびいくつかのその他のタイプの電
気光学媒体を積層する要求は、非常に困難である；この積層は、約１３０℃を超えない温
度で実施されるべきである。なぜなら、上記媒体は損傷なくして実質的により高い温度ま
でさらすことはできず、接着剤の流れは、その表面が下にあるカプセルより不規則にされ
るカプセル含有層の比較的不均一な表面に即応しなければならない。この積層温度は、実
際、可能な限り低く維持されるべきであり、そして室温積層が理想的であり得るが、この
ような室温積層を許容する市販され利用可能な接着剤はない。この積層接着剤は、ディス
プレイ中のすべてのその他の材料と化学的に適合するべきである。
【００１７】
　前記の２００３／００２５８５５で詳細に論議されるように、電気光学ディスプレイで
用いられる積層接着剤は、特定の電気的規準に合致すべきであり、そして、これは、積層
接着剤の選択でかなりの問題を導入する。積層接着剤の商業的製造者は、接着および積層
温度の強度のような性質が、このような接着剤がそれらの主要な適用で良好に実施するこ
とを確実にすることに対するかなりの努力を当然つくし、これは、代表的には、ポリマー
および類似のフィルムを積層することを含む。しかし、このような適用では、積層接着剤
の電気的性質は、当面関係がなく、そしてその結果、商業的製造者は、このような電気的
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性質に注意を払わない。実際、特定の電気的性質における実質的変動（数倍まで）が、同
じ市販の積層接着剤の異なるバッチ間で存在し得、恐らく、製造業者は、積層接着剤の非
電気的性質（例えば、細菌増殖に対する抵抗性）を最適化することを試みていたからであ
り、そして電気的性質における生じる変化について全く関心がなかったからである。
【００１８】
　しかし、電気光学ディスプレイでは、その中には、積層接着剤が、通常、電気光学媒体
の電気的状態を変更するために必要な電場を印加する電極間に配置され、この接着剤の電
気的性質は、重要になり得る。電気技術者に明らかなように、この積層接着の体積抵抗率
は重要になる。なぜなら、電気光学媒体を横切る電圧低下は、電極を横切る電圧低下から
積層接着剤を横切る電圧低下を引いたものに基本的に等しいからである。この接着層の抵
抗率が高すぎる場合、実質的な電圧低下が接着層内で生じ、電極を横切る電圧の増加が必
要である。このような電極を横切る電圧を増加することは所望されない。なぜなら、それ
は、ディスプレイの電力消費を増加し、そして含まれる増加電圧を取り扱うためにより複
雑かつ高価な制御回路の使用を必要とし得るからである。その一方、ディスプレイを連続
的に横切って延びる接着層が、アクティブマトリックスディスプレイにおけるように、電
極のマトリックスと接触している場合、この接着層の体積抵抗率は低すぎるべきではなく
、または、この連続的接着層を通る電流の側方伝導は、隣接する電極間の所望されないク
ロストークを引き起こし得る。また、大部分の材料の体積抵抗率は、温度が増加すると急
激に減少するので、接着剤の体積抵抗率が低すぎる場合、室温を実質的に超える温度にお
けるディスプレイの性能は、不利に影響される。これらの理由により、任意の所定の電気
光学媒体との使用には、積層接着剤抵抗率の値の最適範囲が存在し、この範囲は、電気光
学媒体の抵抗率とともに変動する。カプセル化電気泳動媒体の体積抵抗率は、代表的には
、約１０１０オームｃｍであり、そしてその他の電気光学媒体の抵抗率は、通常、同じオ
ーダーの大きさである。従って、この積層接着剤の体積抵抗率は、ディスプレイの作動温
度、代表的には約２０℃で、通常１０８～１０１２オームｃｍ、または約１０９～１０１

１オームｃｍである。この積層接着剤はまた、電気光学媒体それ自身のそれと類似である
温度にともなう体積抵抗率の変動を有するべきである。
【００１９】
　電気光学ディスプレイにおける使用ための積層接着剤に対する先に論議したものの大部
分で、むしろ共通点のない要求に合致し得る市販の材料の数は少なく、そして実際、小数
の水分散ウレタンエマルジョンがこの目的のために用いられている。類似のグループの材
料が、カプセル化電気泳動媒体のためのバインダーとして用いられている。
【００２０】
　しかし、このようなポリエステルを基礎にしたウレタンエマルジョンの積層接着剤とし
ての使用は、なお、所望の機械的性質と電気的性質との間を完全には満足して妥協しない
。アクリルポリマーおよび感圧接着剤のよう積層接着剤は、かなりより良好な機械的性質
とともに利用可能であるが、これら材料の電気的性質は、電気光学ディスプレイにおける
使用には不適正である。さらに、これまで、特定の電気光学媒体の電気的性質にそれらを
「微調節」し適合させるウレタンエマルジョンの電気的性質を変更する満足な方法はない
。従って、各セットの性質が別個に最適化され得るように、積層接着剤の機械的性質およ
び電気的性質を「脱共役（ｄｅｃｏｕｐｌｅ）」するために特定の方法が見出されれば高
度に有利であり得る。
【００２１】
　さらに、電気光学ディスプレイにおける使用のために積層接着剤の選択を考慮すること
で、ディスプレイがアセンブルされるべきプロセスに注意が払われなければならない。電
気泳動ディスプレイの最終的積層のための大部分の先行技術の方法は、本質的に回分（ｂ
ａｔｃｈ）方法であり、そこでは、電気光学媒体、積層接着剤およびバックプレーンは、
最終アセンブリの直前に一緒にされるのみであり、そして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所望される。しかし、前述の２００４／００２７３２７は
、固形電気光学ディスプレイ（粒子ベースの電気泳動ディスプレイを含む）をアセンブル
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する方法を記載し、それは、大量生産に良好に適合されている。本質的に、この同時係属
中の出願は、いわゆる「フロントプレーン積層体」（「ＦＰＬ」）を記載し、これは、順
に、光透過性の電気伝導層；この電気伝導層に電気的に接触している固形電気光学媒体の
層；接着層；および剥離シートを備える。代表的には、この光透過性の電気伝導層は、光
透過性基板上に保持され、これは、好ましくは、この基板が、永久的な変形なくして直径
（例えば）１０インチ（２５４ｍｍ）ドラムの周りに手でくるめられ得るという意味で可
撓性である。この同時係属中の出願および本明細書で用いられる用語「光透過性」は、こ
のように指定された層が、この層を通して見る観察者が、上記電気光学媒体のディスプレ
イ状態における変化を観察することを可能にするに十分な光を透過することを意味するた
めに用いられ、これは、通常、上記電気伝導層および隣接する基板（もし存在すれば）を
通じて見られる。この基板は、代表的には、ポリマーフィルムであり、そして、通常、約
１～約２５ミル（２５～６３４μｍ）、好ましくは約２～約１０ミル（５１～２５４μｍ
）の範囲の厚みを有する。上記電気伝導層は、簡便には、例えば、アルミニウムまたはイ
ンジウム－錫－酸化物の薄い金属層であるか、または伝導性ポリマーであり得る。アルミ
ニウムまたはＩＴＯでコートされたポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムが、
例えば、Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ＆Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｗｉｌｍｉ
ｎｇｔｏｎ　ＤＥから「アルミ化Ｍｙｌａｒ」（「Ｍｙｌａｒ」は登録商標である）とし
て市販され利用可能であり、そしてこのような市販の材料は、このフロントプレーン積層
体で良好な結果とともに用いられ得る。
【００２２】
　このようなフロントプレーン積層体を用いる電気光学ディスプレイのアセンブリは、こ
のフロントプレーン積層体から剥離シートを除去すること、および上記接着層をバックプ
レーンと、この接着層がバックプレーンに接着させるに有効な条件下で接触することによ
り行われ得、それによって、この接着層、電気光学媒体層および電気伝導層をバックプレ
ーンに固定する。このプロセスは、大量生産に良好に適応されている。なぜなら、このフ
ロントプレーン積層体は、代表的には、ロールツーロール（ｒｏｌｌ－ｔｏ－ｒｏｌｌ）
コーティング技法を用いて大量生産され得、そして次に、特定のバックプレーンとの使用
に必要な任意のサイズの片に切断されるからである。
【００２３】
　前記の２００４／００２７３２７はまた、上記フロントプレーン積層体のディスプレイ
への取り込みの前に、フロントプレーン積層体中の電気光学媒体を試験する方法を記載す
る。この試験方法では、上記剥離シートには、電気伝導層が提供され、そして上記電気光
学媒体の光学的状態を変更するに十分な電圧がこの電気伝導層と、上記電気光学媒体の反
対面上の電気伝導層との間に印加される。この電気光学媒体の観察は、次いで、媒体中の
任意の欠陥を示し得、従って、欠陥のある電気光学媒体をディスプレイ中に積層すること
を避け、欠陥のあるフロントプレーン積層体のみではなく、全体のディスプレイをスクラ
ップにする結果コストを避ける。
【００２４】
　前記の２００４／００２７３２７はまた、剥離シート上に静電荷を配置し、従って、こ
の電気光学媒体上にイメージを形成することにより、フロントプレーン積層体中の電気光
学媒体を試験するための第２の方法を記載する。このイメージは、次いで、以前と同じ方
法で観察され、この電気光学媒体中の任意の欠陥を検出する。
【００２５】
　国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ０３／２７６８６は、本質的に、先に記載されたフロントプ
レーン積層体の簡略バージョンである、いわゆる、「ダブル剥離フィルム」を記載してい
る。このダブル剥離シートの１つの形態は、２つの接着層の間に挟まれた固形電気光学媒
体の層を備え、この接着層の両方または１つは、剥離シートによって覆われている。この
ダブル剥離シートの別の形態は、２つの剥離シート間に挟まれた固形電気光学媒体の層を
備える。このダブル剥離フィルムの両方の形態は、既に記載されたフロントプレーン積層
体から電気光学ディスプレイをアセンブルするためのプロセスにほぼ類似のプロセスでの
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使用のために意図されているが、２つの別個の積層体を含み；代表的には、第１の積層体
において、ダブル剥離シートは、フロント電極に積層され、フロントサブアセンブリを形
成し、そして次に、第２の積層体では、この第１のサブアセンブリが、バックプレーンに
積層され、最終のディスプレイを形成する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　前記の２００４／００２７３２７に記載されるフロントプレーン積層体を用いるアセン
ブリ方法の利点を考慮すると、積層接着剤がこのようなフロントプレーン積層体に取り込
まれ得ることが所望される。積層接着剤が先に記載のダブル剥離フィルムに取り込まれ得
ることもまた所望される。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　従って、１つの局面では、第１の基板および第２の基板、ならびにこの第１の基板と第
２の基板との間に配置された接着層および電気光学材料の層を備える、電気光学アセンブ
リが提供され、この接着層は、ポリマー接着材料と、塩、高分子電解質、ポリマー電解質
、固体電解質、およびそれらの組み合わせから選択される添加物との混合物を含む。上記
添加物を含む接着層は、ポリマー接着材料１ｇあたり約１０－６～約１０－４モルの添加
物を含む。代表的には、この層は、ポリマー接着材料１ｇあたり約１０－５～約１０－４

モルの添加物を含み得る。この層は、ポリウレタン、酢酸ビニル、酢酸ビニルエチレン、
エポキシ、またはポリアクリル酸をベースにした接着剤を含み得る。
【００２８】
　１つの実施形態では、この電気光学アセンブリで用いられる接着層は、ポリマー接着材
料および塩の混合物を含み得る。この塩は、例えば、無機塩、有機塩、またはそれらの組
み合わせであり得る。１つの特定の実施形態では、この塩は、酢酸カリウムを含む。代替
の実施形態では、この塩は、例えば、塩化テトラブチルアンモニウムまたはテトラブチル
アンモニウムヘキサフルオロホスフェートのようなテトラアルキルアンモニウム塩である
、第４級アンモニウム塩を含み得る。
【００２９】
　上記添加物が高分子電解質である実施形態では、この高分子電解質は、制限されないで
、例えば、ポリアクリル酸のアルカリ金属塩のような、ポリ酸の塩を含み得る。
【００３０】
　上記添加物を含む接着層は、接着機能の他にその他の機能を提供し得る。例えば、この
層は、異なる色の領域が提供され、そしてカラーフィルターとして供され得る。あるいは
、この層は、光学的バイアス要素をさらに備え得る。
【００３１】
　電気光学アセンブリでは、上記第１の基板および第２の基板の少なくとも１つは、電極
を備え得る。１つの特定の実施形態では、この第１の基板および第２の基板の各々は、少
なくとも１つの電極を備える。別の特定の実施形態では、上記第１の基板は光透過性の電
気伝導層（これは、電極として作用し得る）を備え得、上記第２の基板は剥離シートを備
え得、そして上記電気光学媒体は固形電気光学媒体であり得；従って、この全体の電気光
学アセンブリは、前記２００４／００２７３２７に記載のようなフロントプレーン積層体
の形態を有し得る。
【００３２】
　本発明のさらなる局面では、以下：第１の表面および第２の表面をその対向する面に有
する固形電気光学媒体の層；この固形電気光学媒体の層の第１の表面上の第１の接着層；
この固形電気光学媒体の層から第１の接着層の対向する面上に配置された剥離シート；お
よび固形電気光学媒体の層の第２の表面上の第２の接着層を備え、この第１の接着層およ
び第２の接着層の少なくとも１つが、ポリマー接着材料と、塩、高分子電解質、ポリマー
電解質、固体電解質、およびそれらの組み合わせから選択される添加物との混合物を含む
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製造品（ダブル剥離シート）が提供される。
【００３３】
　本発明の別の局面では、第１の基板および第２の基板、ならびにこの第１の基板と第２
の基板との間に配置された接着層および電気光学材料の層を備える電気光学アセンブリで
あって、上記接着層が、ポリマー接着材料と伝導性金属粉末、強磁性流体、非反応性溶媒
、伝導性有機化合物、およびそれらの組み合わせから選択される添加物との混合物を含む
、電気光学アセンブリが提供される。前記伝導性金属粉末は、例えば、ニッケルであり得
る。
【００３４】
　本発明のなおさらなる局面では、以下：第１の表面および第２の表面をその対向する面
に有する固形電気光学媒体の層；この固形電気光学媒体の層の第１の表面上の第１の接着
層；この固形電気光学媒体の層から第１の接着層の対向する面上に配置された剥離シート
；およびこの固形電気光学媒体の層の第２の表面上の第２の接着層を備え、この第１の接
着層および第２の接着層の少なくとも１つは、ポリマー接着材料と、伝導性金属粉末、強
磁性流体、非反応性溶媒、伝導性有機化合物、およびそれらの組み合わせから選択される
添加物との混合物を含む製造品（ダブル剥離シート）が提供される。
【００３５】
　別の局面では、複数のカプセルを含む電気泳動媒体であって、このカプセルの各々が、
カプセル壁、このカプセル壁内にカプセル化された懸濁流体、およびこの懸濁流体中に懸
濁された複数の荷電した粒子を含み、そしてこの媒体への電場の印加に際しそれを通じて
移動し得、この媒体が該カプセルを取り囲むバインダーをさらに含み、このバインダーが
、ポリマー接着材料と、塩、高分子電解質、ポリマー電解質、固体電解質、およびそれら
の組み合わせから選択される添加物との混合物を含む電気泳動媒体が提供される。この添
加物を含むバインダーは、バインダー１ｇあたり約１０－６～約１０－４モルの添加物を
含み得る。代表的には、このバインダーは、バインダー１ｇあたり約１０－５～約１０－

４モルの添加物を含み得る。このバインダーは、ポリウレタン、酢酸ビニル、酢酸ビニル
エチレン、エポキシ、またはポリアクリル酸をベースにした接着剤を含み得る。
【００３６】
　１つの実施形態では、この電気泳動媒体で用いられるバインダーは、ポリマー接着材料
および塩の混合物を含み得る。この塩は、例えば、無機塩、有機塩、またはそれらの組み
合わせであり得る。１つの特定の実施形態では、この塩は、酢酸カリウムを含む。代替の
実施形態では、この塩は、例えば、塩化テトラブチルアンモニウムまたはテトラブチルア
ンモニウムヘキサフルオロホスフェートのようなテトラアルキルアンモニウム塩である、
第４級アンモニウム塩を含み得る。
【００３７】
　上記バインダー内の添加物が高分子電解質である実施形態では、この高分子電解質は、
例えば、ポリアクリル酸のアルカリ金属塩のような、ポリ酸の塩を含み得る。
【００３８】
　上記添加物を含むバインダーは、接着機能の他にその他の機能を提供し得る。例えば、
このバインダーは、光学的バイアス要素を備え得る。
【００３９】
　なお別の局面では、複数のカプセルを含む電気泳動媒体が提供され、このカプセルの各
々は、カプセル壁、このカプセル壁内にカプセル化された懸濁流体、およびこの懸濁流体
中に懸濁された複数の荷電した粒子を含み、そしてこの媒体への電場の印加に際しそれを
通じて移動し得、この媒体は上記カプセルを取り囲むバインダーをさらに含み、このバイ
ンダーは、ポリマー接着材料と、伝導性金属粉末、強磁性流体、非反応性溶媒、伝導性有
機化合物、およびそれらの組み合わせから選択される添加物との混合物を含む。
【００４０】
　別の局面では、ポリマー接着材料と、塩、高分子電解質、ポリマー電解質、固形電解質
、およびそれらの組み合わせから選択される添加物との混合物を含む接着剤が提供される
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。この接着剤では、上記ポリマー接着材料は、ポリウレタン、酢酸ビニル、酢酸ビニルエ
チレン、エポキシ、ポリアクリル酸をベースにした接着剤、およびそれらの組み合わせか
ら選択され得る。
【００４１】
　最後に、ポリマー接着材料と、伝導性金属粉末、強磁性流体、非反応性溶媒、伝導性有
機化合物、およびそれらの組み合わせから選択される添加物との混合物を含む接着剤が提
供される。この接着剤では、上記ポリマー接着材料は、ポリウレタン、酢酸ビニル、酢酸
ビニルエチレン、エポキシ、ポリアクリル酸をベースにした接着剤、およびそれらの組み
合わせから選択され得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　既に示されたように、例えば、電気光学アセンブリの接着層およびディスプレイにおい
て、およびカプセル化電気泳動媒体のカプセルを取り囲むバインダーにおいて用いられる
接着材料の体積抵抗率を制御するための特定の接着剤が、本明細書中に開示される。本明
細書中に開示される接着層およびバインダーは、この接着層またはバインダーの機械的性
質を実質的に変えることなく、上記体積抵抗率が変動されることを可能にする。この接着
層およびバインダーは、１つ以上の添加物の添加により、所望の機械的性質を有している
が、それらの体積抵抗率が不適正なためそうでなければ用いることができないであろう接
着材料の選択を拡張する。従って、接着層またはバインダーの体積抵抗率を「微調節」し
得、すなわち、この材料の体積抵抗率を特定のディスプレイまたは電気泳動媒体のための
最適値に調節する。
【００４３】
　本発明の電気光学アセンブリは、完全な電気光学ディスプレイまたはこのようなディス
プレイのサブアセンブリのみを構成し得る。既に示したように、そして前記のＥ　Ｉｎｋ
およびＭＩＴ特許および出願で詳細に論議したように、完全な電気光学ディスプレイは、
少なくとも１つ、そして通常は２つの電極の存在を必要とし、電気光学材料の光学的状態
を変動するために必要な電場を生成するが、いくつかの場合には、この２つの電極の１つ
のみがディスプレイの常設部分であり得、他方の電極は、移動可能なスタイラス、または
ディスプレイ上に書き込むためにディスプレイの上を移動され得る類似の器具の形態にあ
る。本発明の電気光学アセンブリが２つ以上の常設電極をもつ完全ディスプレイの形態で
あるとき、上記第１および第２の基板の各々が、少なくとも１つの電極を備える。例えば
、上記アセンブリは、アクティブマトリックスディスプレイの形態を有し得、第１の基板
は、複数の画素を横切って延びる単一の連続的光透過電極、および、代表的には、ディス
プレイの全体（実際、この第１の基板はまた、通常、ポリマーフィルムまたは類似の支持
層を備え、これは、比較的薄い光透過性電極を支持し、そしてこの比較的壊れ易い電極を
機械的損傷から保護する）を備え、その一方、第２の基板は、支持体部分および複数の画
素電極を備えるバックプレーンの形態を有し、これらは、ディスプレイの個々の画素を規
定する。明らかなことには、このようなバックプレーンは、非直線状デバイス（代表的に
は薄膜トランジスター）、および上記画素電極上でディスプレイを駆動する（すなわち、
種々の画素を、ディスプレイ上に所望のイメージを提供するために必要な光学的状態にス
イッチする）ために必要な電位を生成するために用いられるその他の回路をさらに備え得
る。
【００４４】
　あるいは、本発明の電気光学アセンブリは、このような完全なディスプレイのサブアセ
ンブリを構成し得る。特に、この電気光学アセンブリは、前記の２００４／００２７３２
７に記載されるようなフロントプレーン積層体の形態を有し得る。このようなフロントプ
レーン積層体では、基板の１つ（便宜のために第１の基板という）は、最終のディスプレ
イでフロント電極を形成することが意図される光透過性の電気伝導層を備え（再び、この
第１の基板はまた、通常、ポリマーフィルム、または比較的薄い電気伝導性層を支持する
類似の支持層を備え、そしてそれを機械的損傷から保護する）、その一方、上記第２の基
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板は、剥離シートを備え、これは、上記フロントプレーン積層体がバックプレーンに積層
されて最終のディスプレイを形成する前に除去される。
【００４５】
　実際、本発明のダブル剥離シートは、本発明の電気光学アセンブリの特有のタイプと見
なされ得る。実施において、このようなダブル剥離シートは、代表的には、その両方の面
上に接着層を有する電気光学材料の層を備え、接着層の両方は剥離シートによって覆われ
ている。このようなダブル剥離シートは、本発明の電気光学アセンブリを備え、ここで、
両方の基板は、剥離シートである。
【００４６】
　上記接着層またはバインダーは、（ａ）塩、高分子電解質、ポリマー電解質、固体電解
質、およびそれらの組み合わせ；または（ｂ）伝導性金属粉末、強磁性流体、非反応性溶
媒、伝導性有機化合物、およびそれらの組み合わせから選択される１つ以上の接着剤を含
む。
【００４７】
　特定の実施形態では、上記添加物は、無機塩、有機塩、またはそれらの組み合わせのよ
うな塩であり得る。例示の塩は、酢酸カリウム、およびテトラアルキルアンモニウム塩、
特に、塩化物などのテトラブチルアンモニウム塩を含む。塩のさらなる例は、ＬｉＣＦ３

ＳＯＦ３、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＡｓＦ６、およびＬｉＮ（ＣＦ

３ＳＯ２）３のようなリチウム塩を含む。現在好ましい塩は、テトラブチルアンモニウム
ヘキサフルオロホスフェートであり、主として、この塩の安定性および不活性度のためで
ある。
【００４８】
　その他の実施形態では、上記ポリマー電解質は、高分子電解質である。高分子電解質は
、代表的には、分子の約１０％以上がイオン化し得、荷電種を形成する官能基から構成さ
れるポリマーである。高分子電解質内の特定の官能基の例は、制限されないで、カルボン
酸、スルホン酸、リン酸および第４級アンモニウム化合物を含む。これらのポリマーは、
有機または無機塩と組み合わせられ得るか、または単独で用いられる。高分子電解質の例
は、制限されないで、ポリアクリル酸、ポリスチレンスルホネート、ポリ（２－ビニルピ
リジン）、ポリ（４－ビニルピリジン）、ポリ（ジメチルアンモニウムクロライド）、ポ
リ（ジメチルアミノエチルメタクリレート）、ポリ（ジエチルアミノエチルメタクリレー
ト）を含む。好ましい高分子電解質は、ポリアクリル酸のナトリウム塩である。
【００４９】
　本発明のさらなる実施形態では、上記添加物は、ポリマー電解質である。本明細書で用
いられるとき、用語「ポリマー電解質」は、塩を可溶化し得るポリマーを記載する。これ
らポリマー中の塩の溶解度は、エーテル、カルボニル、カルボン酸、１級、２級、３級お
よび４級アミノ基、スルホン酸など形成するポリマー内の酸素および／または窒素原子の
存在によって増大され得る。ポリマー電解質の例は、ポリエチレンオキシド、ポリプロピ
リンオキシド、ポリテトラメチレンオキシドなどのポリエーテル化合物、ポリエチレイン
イミン、ポリビニルピロリジノン、Ｎ＋Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４のような第４級アンモニウム基
を含むポリマー（ここで、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、それぞれ独立に、Ｈまたは
直鎖、分岐、または環状の１～２５の炭素原子を有するアルキル基であるり、そしてここ
で、対イオンは、任意の有機または無機アニオンから選択されるいずれかであり得るポリ
アミンを含む。
【００５０】
　なおその他の添加物は、伝導性金属粉末、強磁性流体、および／または溶液中のイオン
の移動度を改善、または、あるいは、妨げ得る非反応性溶媒を含み得る。適切な非反応性
溶媒の例は、水、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジエチレングリコール、グリ
ム（ｇｌｙｍｅ）、ジグリム、Ｎ－メチルピロリドンなどを含む。なお別の実施形態では
、伝導性有機化合物が上記添加物として用いられ得る。これら化合物のいくつかの非制限
的な例は、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリ－３，４－ジオキシエチ
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レンチオフェン、およびこれら材料のｎ－ドープ状態またはｐ－ドープ状態にある誘導体
を含む。
【００５１】
　上記接着層またはバインダーで用いられるポリマー接着材料は、エンドユース適用の特
定の必要性を満たす任意のポリマー材料であり得る。適切なポリマー接着材料の例は、ポ
リウレタン、酢酸ビニル、酢酸ビニルエチレン、エポキシ、ポリアクリル酸を基礎にした
接着剤、またはそれらの組み合わせを含む。これらの接着材料は、溶媒ベースまたは水ベ
ースであり得る。用いられ得る特定のポリウレタンの例は、２００３年１１月１８日に出
願され、Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．に譲渡され
た同時係属中の米国特許出願番号第１０／７１５，９１６号に記載されている。
【００５２】
　ポリマー接着材料中に取り込まれ添加物は、インサイチュで形成され得る；換言すれば
、１つ以上の前駆体材料がポリマー接着材料またはバインダー中に取り込まれ得、ここで
、この前駆体材料（単数または複数）は、互いに、またはポリマー接着剤もしくはバイン
ダーと反応し得るか、あるいは、この接着材料またはバインダーを、この前駆体材料内に
変化を引き起し最終の接着剤を形成する条件に曝すことにより（例えば、熱、光、または
磁場もしくは電場への曝露）変化を受け得る。
【００５３】
　上記接着材料またはバインダーは、その体積抵抗率を調節するために用いられる添加物
（またはその他のドーパント）以外の成分を含み得る；例えば、この接着材料またはバイ
ンダーはまた、色素またはその他の着色剤を含み得る。ディスプレイの視表面（観察者が
それを通じてディスプレイを見る表面）上に別個の層としてカラーフィルターを提供する
ことにより総カラー電気光学ディスプレイを形成することが知られており、このカラーフ
ィルターは、異なる色、例えば、赤、緑および青の画素を含む。しかし、カラーフィルタ
ーがこのように上記電気光学材料から間隔を置かれるとき、カラーイメージを視表面に垂
直方向に対し実質的な角度で見るとき、イメージの歪みの可能性が存在する。このような
問題を避けるため、カラーフィルターを上記電気光学材料自身に直ぐ隣接して配置するこ
とが原則的に所望される。しかし、これは、カラーフィルターをディスプレイの電極の間
に配置することを必要とし、その結果、このカラーフィルターの電気的性質が、ディスプ
レイの性能に影響する。これは、カラーフィルターにともなう特有の問題である。なぜな
ら、このようなフィルターは、通常、赤、緑および青またはその他の着色部分を形成する
ために、３つの異なる色素、または色素の混合物をもつポリマーベースの材料を乾燥する
（ｄｙｉｎｇ）ことによって形成されるからであり、そしてこれら３つの異なる色素が同
じ様式でカラーフィルターの電気的性質に影響することはありそうにない。本明細書に記
載される接着層およびバインダーは、これら異なる色素の影響を相殺するために用いられ
得、そしてこのカラーフィルターの電気的性質を実質的に均一にし、それによって、この
カラーフィルター内の非均一な電気的性質に起因するイメージ上のアーチファクトを避け
る。
【００５４】
　「光学的バイアス要素」がディスプレイの外観を調節するためにカプセル化電気泳動デ
ィスプレイのバインダーまたは積層接着剤中に提供され得ることもまた公知である（前記
の２００３／００１１５６０を参照のこと）。このような光学的バイアス要素の提供は、
上記接着剤またはバインダーの電気的性質に影響し得、そしてこのような光学的バイアス
要素を含む接着剤またはバインダーの電気的性質は、本明細書記載の添加物の使用により
最適化され得る。
【００５５】
　添加物の最適量は、勿論、用いられる正確なポリマーバインダーまたは接着材料および
正確な添加物、および最終混合物の所望の体積抵抗率とともに広く変動する。しかし、一
般的な指針により、バインダーまたは接着剤の１グラムあたり約１０－５～約１０－４モ
ルの添加物の濃度が、有用な結果を与えることが見出されていることが示され得る。添加
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物か塩であるとき、この範囲は、テトラブチルアンモニウムクロライド、テトラブチルア
ンモニウムヘキサフルオロホスフェートおよび酢酸カリウムのような１：１塩に対しであ
り；炭酸ナトリウムまたは塩化カルシウムのような１：２が用いられる場合、バインダー
または接着剤の塩１グラムあたり１０－６モルのオーダーのより低い濃度が十分であり得
る。以下の実施例で示されるように、接着材料の体積抵抗率は、代表的には、添加物の濃
度とともに予測可能な様式で変動し、そしてそれ故、所望の体積抵抗率を達成するために
いくらの量の添加物が添加されるべきであるかの最終選択は、経験的に容易に決定され得
る。
【００５６】
　少量の塩が、先行技術電気光学ディスプレイにおいて、例えば、延長された貯蔵の間の
生物学的分解からポリマーを保護するための殺菌剤として、バインダーおよび積層接着剤
として用いられるポリマーに添加されているけれども、このような塩は、代表的には、そ
れらの殺菌機能または類似の機能を実施するとき、貯蔵の間に消耗される。対照的に、本
発明で用いられる添加物は、ポリマーバインダーまたは積層接着剤の永久的成分であるこ
とが意図される。なぜなら、それらは、その伝導性において永久的な調節を行うことが意
図されるからである。また、用いられる添加物の最適量は、代表的には、殺菌剤などとし
て用いられる塩の量より実質的により多い。
【００５７】
　代表的には、上記添加物を接着材料中に取り込むために特別な手順は必要ではない。代
表的な場合であるように、上記接着層が、ラテックスのフィルムまたは接着材料の溶液を
基板または電気光学材料の上にコーティングすること、および接着層を形成するために乾
燥することによって形成される場合、この接着剤は、通常、コーティングの前に、ラテッ
クスまたは接着材料の溶液に単に溶解または分散され得る。この添加物は、ラテックスま
たは溶液ニートに添加され得るか、または水溶液、非水溶液、またはその組合せに溶解さ
れ得る。同様に、代表的な場合であるように、電気泳動媒体が、液体中のカプセル中のス
ラリーをラテックスまたはポリマーバインダーの溶液と混合すること、および得られる混
合物を基板上にコーティングすること、およびこの電気泳動媒体を形成するために乾燥す
ることにより形成される場合、上記添加物は、通常、このラテックスまたは溶液がカプセ
ルと混合される前に、ラテックスまたはポリマーバインダーの溶液中に単に溶解または分
散され得る。勿論、最終の接着層またはバインダー層内の伝導度における変動を防ぐため
に、この添加物が、上記接着材料の全体に均一に分散されることを確実にすることが必要
であるが、コーティング技法の当業者は、このような均一な分散を確実にするためのロー
ルミル上の長時間の撹拌のような慣用の技法を熟知している。
【００５８】
　用いられるべき特定の接着剤の選択は、大部分は、上記接着層のその他の成分との適合
性、および上記添加物が添加され得る接着材料中の溶解度の考慮によって支配される。代
表的な場合であるように、添加物が、接着材料の水性ラテックスに添加されるべき場合、
この添加物は、良好な水溶解性を有するように選択されるべきであり、その結果、塩の中
で、アルカリ金属および置換されたアンモニウム塩が一般に好まれる。この添加物がラテ
ックス粒子の凝集を引き起こさないことを確実にするよう注意を払うべきである。また、
上記添加物は、望ましくは、上記接着材料のｐＨにおいて大きな変化を引き起こすべきで
はなく、そして接着材料、またはそれが最終的に接触するようになる最終ディスプレイの
その他のパーツ、例えばバックプレーンと化学的に反応するべきではない。
【００５９】
　１つ以上の添加物の添加は、電気光学ディスプレイでバインダーおよび積層接着剤とし
て用いられ得る、ポリマー材料の範囲を大いに拡張する。特に、１つ以上の添加物の添加
は、電気光学ディスプレイで高度に所望される機械的性質を有するが、それらの純粋状態
で有用であるには高すぎる体積抵抗率を有するポリマー材料の使用を可能にする。また、
いくつかの電気光学ディスプレイ、特にカプセル化電気泳動ディスプレイおよび、エレク
トロクロミックディスプレイは、湿度に感受性であるので、１つ以上の添加物の添加は、
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このようなディスプレイでこれまで用いられた水ベースのポリウレタン分散物を、非吸湿
性および／または疎水性ポリマー材料で置き換えるために用いられ得る。
【００６０】
　本明細書で開示される改変された接着剤およびバインダーは、電気光学ディスプレイ以
外の適用で有用であり得るということは理解されるであろう。
【００６１】
　本発明の電気光学アセンブリの特に好ましい実施形態を、添付の図面の図１を参照して
、例示のみであるが、ここで説明し、これは、フロントプレーン積層体の形態を有する１
つのこのようなアセンブリを通る概略断面である。この電気光学アセンブリは、基板、伝
導層、電気光学層、接着層、および剥離シートの形態である第２の基板を備え；このアセ
ンブリは、サブアセンブリが第２のアセンブリ、すなわち、バックプレーンに積層される
前の、電気光学ディスプレイのための製造プロセスの中間ステージで示されている。
【００６２】
　図１に示されるフロントプレーン積層体（一般に１００で示される）は、光透過性基板
１１０、光透過性電極層１２０、電気光学層１３０、積層接着層１８０および剥離シート
１９０を備え；この剥離シートは、ＦＰＬ１００のバックプレーンへの積層に先立って、
積層接着層１８０から除去されるプロセスで示されている。
【００６３】
　基板１１０は、代表的には、７ミル（１７７μｍ）ポリエチレンテレフタレートシート
のような、透明プラスチックフィルムである。最終ディスプレイの視表面を形成する、基
板１１０の（図１中）下面は、１つ以上のさらなる層（示さず）、例えば、紫外線照射を
吸収するための保護層、最終ディスプレイ中に酸素または湿度の進入を防ぐためのバリア
層、およびディスプレイの光学的性質を改良するための抗反射コーティングを有し得る。
基板１１０の上面上にコートされて、好ましくはＩＴＯの薄い光透過性電気伝導層１２０
があり、これは、最終ディスプレイにおいて共通フロント電極として作用する。ＩＴＯで
コートされたＰＥＴフィルムが市販され利用可能である。
【００６４】
　電気光学層１３０は、代表的にはスロットコーティングにより、伝導層１２０上に堆積
され得、この２つの層は電気的に接触している。図１に示される電気光学層１３０は、カ
プセル化電気泳動媒体であり、そしてマイクロカプセル１４０を備え、その各々は、炭化
水素ベースの懸濁流体１６５中に懸濁された、負に荷電した白い粒子１５０、および正に
荷電した黒い粒子１６０を含む。これらマイクロカプセル１４０は、ポリマーバインダー
１７０内に維持されて保持される。電気光学層１３０を横切る電場の印加に際し、白い粒
子１５０は正極に移動し、そして黒い粒子１６０は負極に移動し、その結果、電気光学層
１３０は、基板１１０を通じてディスプレイを見る観察者に見え、白または黒は、伝導層
１２０がバックプレーン中の隣接する画素電極に対して正または負いずれかに依存する。
【００６５】
　このＦＰＬ１００は、望ましくは、便利には、スロットコーティングにより、液体形態
の積層接着剤１８０を剥離シート１９０上にコートすること、固層を形成するためにこの
接着剤を乾燥（またはそうでなければ硬化）すること、そして次にこの接着剤および剥離
シートを、伝導層１２０を保持する基板１１０上に先にコートされている、上記電気光学
層１３０に積層することにより調製され；この積層は、便利には、熱ロール積層を用いて
行われ得る。（あるいは、しかし所望度は低いが、積層接着剤が電気光学層１３０上に付
与され得、そして次に、剥離シート１９０で覆われる前に、乾燥またはそうでなければ硬
化される）。この剥離シート１９０は、便利には、７ミル（１７７μｍ）フィルムであり
；用いられる電気光学媒体の性質に依存して、このフィルムを、剥離剤、例えば、シリコ
ーンでコートすることが所望され得る。図１に示されるように、この剥離シート１９０は
、最終ディスプレイを形成するためにＦＰＬ１００がバックプレーン（示さず）に積層さ
れる前に、積層接着剤１８０から剥がされるか、または除去される。
【００６６】
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　添加物、例えば、テトラブチルアンモニウムヘキサフルオロホスフェートが、バインダ
ー１７０および／または積層接着剤１８０中に含められる。上記添加物が、バインダー１
７０中に含められるべき場合、それは、前記のＥ　ＩｎｋおよびＭＩＴ特許および出願に
記載のように、好都合なことに、基板１１０および伝導層１２０を備えるフィルム上にコ
ートされるカプセル／バインダースラリーに添加される。同様に、上記添加物が、積層接
着剤１８０中に含められるべき場合、それは、便利には、すでに記載されたように、この
層１８０を形成するためのコーティングの前に、上記積層接着剤の液体形態に添加される
。
【００６７】
　以下の実施例は、ここで、例示のみによるが、本発明で用いられる、好ましい材料、条
件および技法の詳細を示すために与えられる。
【実施例】
【００６８】
　（実施例１）
　基礎となる接着材料が、ＮｅｏＲｅｓｉｎｓ，Ｉｎｃ．，７３０　Ｍａｉｎ　Ｓｔｒｅ
ｅｔ、Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ　ＭＡ　０１８８７から市販され入手可能な２つのポリウレ
タン分散物、ＮｅｏＲｅｚ（登録商標）９６３０およびＮｅｏＲｅｚ９３３０をブレンド
することにより調製した。この材料を、各々が約５０ｇの８つのサンプルに分割し、各サ
ンプルは４０重量％の固形分、そして変化する量の酢酸カリウム、テトラブチルアンモニ
ウムクロライド、またはポリ（アクリル酸）水溶液を、以下の表に示されるように添加し
た；コントロールサンプルがまた、添加剤なしで提供された。
【００６９】
【表１】

　サンプルの各々を、完全に均一な産物を確実にするため、および添加物を固形分として
上記サンプルに添加する結果として形成された任意のゲル様固形分を再分散するために、
７～１０日の期間混合した。各混合期間の終わりに、視覚検査で、すべてのサンプルが任
意の有意な量のゲルがないことを確認した。
【００７０】
　次いで、各サンプルを剥離シート上にコートし、そして乾燥して、約４０μｍ厚みの接
着剤の層を生成した。この乾燥されたフィルムは、インジウム錫酸化物コーティングが提
供されたポリ（エチレンテレフタレート）フィルムの伝導性表面に積層され、剥離シート
が取り除かれ、そして接着剤の剥き出た表面を、グラファイトの層でコートされたポリマ
ーフィルムを含む実験的２インチ×２インチ（５１×５１ｍｍ）バックプレーンに積層し
、単一画素の試験ユニットを生成した（本質的に、単一画素ディスプレイから電気光学媒
体を引いたもの）。得られた試験ユニットは、５日間、２５℃および３０％相対湿度で調
製した。接着剤の厚みを測定かつ記録し、そして接着層の抵抗を決定した。接着剤の体積
抵抗率を、次いで、これらの測定から決定し、そしてその結果を添付の図面の図２に示す
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。図３は、接着剤濃度に対する図２からの平均の結果を示す。
【００７１】
　図２および３中の結果から、添加物は、ほぼ大きさのオーダーによって体積抵抗率が改
変され、そして体積抵抗率における変動が、添加物濃度と合理的に直線状であることが観
察される。
【００７２】
　（実施例２）
　この実施例は、前記の同時継続中の出願番号第１０／７１５，９１６号に記載のような
接着材料の体積抵抗率を低下することにおけるテトラブチルアンモニウムヘキサフロオロ
ホスフェート（ＮＢｕ４ＰＦ６）の影響を示す。
【００７３】
　溶液１ｇあたり１０～２００ｍｇのＮＢｕ４ＰＦ６を含む、この塩のストック溶液を調
製し、そして種々のアリコートのポリウレタン分散物に添加し、接着剤固形分の１ｇあた
り１０－７～１０－４モルの範囲の所望のレベルの塩を生成した（重量／重量接着剤固形
分ベースで約１００～１００，０００ｐｐｍの塩）。得られた塩溶液／分散混合物を、ロ
ーラーミル上で少なくとも３時間混合し、完全混合を確実にした。
【００７４】
　このように調製された塩含有分散物を、上記の実施例１におけるのと同じ方法でコート
し、そして空気中、６０℃で少なくとも１０分間乾燥し、１２～２０μｍの厚みを有する
乾燥した接着層を生成した。得られた接着層を、次いで、上記の実施例１におけるのと同
じ方法で単一の画素試験ユニットに変換した；少なくとも３つの試験ユニットを各塩濃度
について用いた。少しも添加物なしの同じポリウレタン添加物を含むコントロール試験ユ
ニットもまた調製した。この完成した試験ユニットを、抵抗試験に先立って、３０℃およ
び３０％の相対湿度で一週間調製した。
【００７５】
　これら試験ユニットの体積抵抗率を、次いで、１５Ｖおよび３００ｍｓｅｃ持続時間の
駆動パルスを用いて測定し、そして得られたデータを、添付の図面の図４中にプロットし
た。この図から、ＮＢｕ４ＰＦ６の添加が、この接着材料の体積抵抗率において、試験さ
れた塩濃度の範囲に亘り、約２オーダーの大きさだけ実質的な減少を生じ、しかも、この
体積抵抗率は、塩濃度と直線的に変動したことが観察される。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】図１は、フロントプレーン積層体の形態を有する本発明の電気光学アセンブリを
通る略断面図である。
【図２】図２は、上記実施例１で報告された実験で決定されるとき、種々のポリマー接着
剤／添加物混合物の体積抵抗率を示すグラフである。
【図３】図３は、図２に示される種々の混合物の平均体積抵抗率を添加物濃度とともにプ
ロットするグラフである。
【図４】図４は、図３と類似ではあるが、上記実施例２で報告された実験で決定されたと
き、ポリマー接着剤／テトラブチルアンモニウムヘキサフルオロホスフェート混合物の体
積抵抗率の変動を塩濃度とともに示すグラフである。
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