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(57)【要約】
【課題】本発明は、電子ペーパーディスプレイ装置に関
する。
【解決手段】本発明は、表示側に配置された透明な材質
から成る表示側電極と、上記表示側電極と対向するよう
に配置された背面電極と、上記表示側電極と上記背面電
極との間に配置された単一層であり、異なるカップを取
り囲むように２次元で密に配列された（ｃｌｏｓｅ－ｐ
ａｃｋｅｄ）複数の第１及び第２マイクロカップを有す
る基板と、上記複数の第１及び第２マイクロカップに夫
々配置され、電磁気的変化に反応して光学的特性が変更
し、且つ上記光学的特性を変更するための駆動電圧が異
なる第１及び第２光学的異方性要素を含む電子ペーパー
ディスプレイ装置を提供する。好ましくは、上記第１及
び第２光学的異方性要素は異なるサイズを有し、これに
より第１及び第２マイクロカップは異なるサイズを有す
ることができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示側に配置された透明な材質から成る表示側電極と、
　前記表示側電極と対向するように配置された背面電極と、
　前記表示側電極と前記背面電極との間に配置された単一層であり、異なるカップを取り
囲むように２次元で密に配列された（ｃｌｏｓｅ－ｐａｃｋｅｄ）複数の第１及び第２マ
イクロカップを有する基板と、
　前記複数の第１及び第２マイクロカップに夫々配置され、電磁気的変化に反応して光学
的特性が変更し、且つ前記光学的特性を変更するための駆動電圧が異なる第１及び第２光
学的異方性要素を含むことを特徴とする電子ペーパーディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記複数の第１及び第２マイクロカップは同じサイズを有し、
　前記複数の第１及び第２マイクロカップは夫々一定の間隔を有する複数の行で配列され
、前記第１及び第２マイクロカップの行の配列は交互に位置し、互いが各行の半カップ間
隔でオフセットされたことを特徴とする請求項１に記載の電子ペーパーディスプレイ装置
。
【請求項３】
　前記複数の第１及び第２マイクロカップは、夫々正方形格子の周期的な配列を有し、異
なるマイクロカップの正方形格子のほぼ中央に位置することを特徴とする請求項１に記載
の電子ペーパーディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記第２光学的異方性要素は、前記第１光学的異方性要素より小さいことを特徴とする
請求項３に記載の電子ペーパーディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記第２マイクロカップは、前記第１マイクロカップより小さいことを特徴とする請求
項４に記載の電子ペーパーディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記第２マイクロカップの深さは、前記第１マイクロカップの深さより小さいことを特
徴とする請求項５に記載の電子ペーパーディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記第２マイクロカップは、前記第１光学的異方性要素を収容することができない小さ
いサイズを有することを特徴とする請求項４から６の何れか１項に記載の電子ペーパーデ
ィスプレイ装置。
【請求項８】
　表示側に配置された透明な材質から成る表示側電極と、
　前記表示側電極と対向するように配置された背面電極と、
　前記表示側電極と前記背面電極との間に配置された単一層で配列され、２次元で密に配
列され規則的に反復される第１及び第２収容空間が提供されるように形成された複数の陽
刻パターンと、
　前記複数の第１及び第２収容空間に夫々配置され、電磁気的変化に反応して光学的特性
が変更し、且つ前記光学的特性を変更するための駆動電圧が異なる第１及び第２光学的異
方性要素を含むことを特徴とする電子ペーパーディスプレイ装置。
【請求項９】
　ベース部材上に背面電極を形成する段階と、
　前記背面電極上に単一層構造を有する基板を設ける段階と、
　前記基板の上面に異なるカップを取り囲むように２次元で密に配列された（ｃｌｏｓｅ
－ｐａｃｋｅｄ）複数の第１及び第２マイクロカップを形成する段階と、
　前記複数の第１及び第２マイクロカップの夫々に、夫々電磁気的変化に反応して光学的
特性が変更し、且つ前記光学的特性を変更するための駆動電圧が異なる第１及び第２光学
的異方性要素を配置する段階と、
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　前記背面電極と対向するように前記基板上に透明な材質から成る表示側電極を形成する
段階と、を含むことを特徴とする電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記複数の第１及び第２マイクロカップは同じサイズを有し、
　前記複数の第１及び第２マイクロカップは夫々一定の間隔を有する複数の行で配列され
、前記第１及び第２マイクロカップの行の配列は交互に位置し、互いが各行の半カップ間
隔でオフセットされたことを特徴とする請求項９に記載の電子ペーパーディスプレイ装置
の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１及び第２光学的異方性要素を配置する段階は、
　前記第１マイクロカップのみを開放する第１マスクを利用して前記第１マイクロカップ
に前記第１光学的異方性要素を配置する段階と、
　前記第２マイクロカップのみを開放する第２マスクを利用して前記第２マイクロカップ
に前記第２光学的異方性要素を配置する段階を含むことを特徴とする請求項９または１１
に記載の電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記複数の第１及び第２マイクロカップは夫々正方形格子の周期的な配列を有し、異な
るマイクロカップの正方形格子のほぼ中央に位置することを特徴とする請求項９に記載の
電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記第２光学的異方性要素は、前記第１光学的異方性要素より小さいことを特徴とする
請求項１２に記載の電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記第２マイクロカップは、前記第１マイクロカップより小さいことを特徴とする請求
項１３に記載の電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記第２マイクロカップの深さは、前記第１マイクロカップの深さより小さいことを特
徴とする請求項１３または請求項１４に記載の電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法
。
【請求項１６】
　前記第２マイクロカップは、前記第１光学的異方性要素を収容することができない小さ
いサイズを有することを特徴とする請求項１４または１５に記載の電子ペーパーディスプ
レイ装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記第１及び第２光学的異方性要素を配置する段階は、
　前記基板上に前記第１光学的異方性要素を提供して前記第１マイクロカップに配置する
段階と、
　前記第１マイクロカップに配置する段階後に、前記基板上に前記第２光学的異方性要素
を提供して前記第２マイクロカップの夫々に配置する段階を含むことを特徴とする請求項
１６に記載の電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子ペーパーディスプレイ装置に関し、特に高い対照比を有しながら低い駆
動電圧を補償することができる単一層構造の電子ペーパーディスプレイ装置及びその製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、携帯情報端末機や情報通信網等が発達するにつれ、携帯性及び取り扱いに優れた
装置の開発が求められており、このような要求を満たすディスプレイ装置として"電子ペ
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ーパー（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｐａｐｅｒ）ディスプレイ装置"が脚光を浴びている。
【０００３】
　"電子ペーパーディスプレイ装置"は柔軟性を有することができるため、携帯と取り扱い
が容易である上、低い電圧で駆動可能でありながら電源が遮断された後にも、鮮明な画質
を持続させることができ、高い解像度と広い視野角を提供することができるというメリッ
トがある。
【０００４】
　"電子ペーパーディスプレイ素子"を具現するための技術的接近法案としては、大きく液
晶を利用した方法、有機ＥＬディスプレイ、反射フィルム反射型ディスプレイ、電気泳動
ディスプレイ、電気変色ディスプレイ（ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　ｄｉｓｐｌａｙ
）等がある。
【０００５】
　最近、電気泳動型カプセルまたはツイストボールを使用する方式では、さらに高い対照
比を具現するために、単一層構造を多層配列構造に変えてより密な配列を実現しようとす
る方案が考えられている。
【０００６】
　しかし、このような多層配列構造は、電極同士の間隔が広くなるという結果を誘発する
ため、カプセルまたはボールを駆動させるのに必要な電圧が相対的に大きくなるという問
題がある。また、各カプセルまたはボールを均一な駆動電圧で制御することが困難である
ため、各画素に対する駆動電圧の散布が大きくなるというデメリットがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の一目的は、上記の技術的課題を解決するためのもので、駆動電圧を低めるため
に、単一層（ｍｏｎｏｌａｙｅｒ）構造を用いながらも密な配列を実現し、高い対照比を
有することができる電子ペーパーディスプレイ装置を提供ことにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、駆動電圧を低めながら密な配列パターンを通じて高い対照比を具
現すると共に、その製造工程を単純化することができる電子ペーパーディスプレイ装置の
製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の技術的課題を解決すべく、本発明の一側面は、表示側に配置された透明な材質か
ら成る表示側電極と、上記表示側電極と対向するように配置された背面電極と、上記表示
側電極と上記背面電極との間に配置された単一層であり、異なるカップを取り囲むように
２次元で密に配列された（ｃｌｏｓｅ－ｐａｃｋｅｄ）複数の第１及び第２マイクロカッ
プを有する基板と、上記複数の第１及び第２マイクロカップに夫々配置され、電磁気的変
化に反応して光学的特性が変更し、且つ上記光学的特性を変更するための駆動電圧が異な
る第１及び第２光学的異方性要素を含む電子ペーパーディスプレイ装置を提供する。
【００１０】
　一実施形態では、上記複数の第１及び第２マイクロカップは、同じサイズを有すること
ができる。この場合、密な配列パターン（ｃｌｏｓｅ－ｐａｃｋｅｄ　ｐａｔｔｅｒｎ）
のために、上記複数の第１及び第２マイクロカップは夫々一定の間隔を有する複数の行で
配列され、上記第１及び第２マイクロカップの行の配列は交互に位置し、互いが各行の半
カップ間隔でオフセットされることができる。
【００１１】
　他の実施形態において、上記複数の第１及び第２マイクロカップは夫々正方形格子の周
期的な配列を有し、異なるマイクロカップの正方形格子のほぼ中央に位置することができ
る。
【００１２】



(5) JP 2011-65126 A 2011.3.31

10

20

30

40

50

　好ましく、上記第２光学的異方性要素は、上記第１光学的異方性要素より小さいことが
できる。本実施形態における上記第２マイクロカップは上記第１マイクロカップより小さ
いことが好ましい。
【００１３】
　上記第２マイクロカップの深さは、上記第１マイクロカップの深さより小さいことがで
きる。
【００１４】
　本発明の特定実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置は、表示側に配置された透
明な材質から成る表示側電極と、上記表示側電極と対向するように配置された背面電極と
、上記表示側電極と上記背面電極との間に配置された単一層で配列され、２次元で密に配
列され規則的に反復される第１及び第２収容空間が提供されるように形成された複数の陽
刻パターンと、上記複数の第１及び第２収容空間に夫々配置され、電磁気的変化に反応し
て光学的特性が変更し、且つ上記光学的特性を変更するための駆動電圧が異なる第１及び
第２光学的異方性要素を含む。
【００１５】
　本発明の他の側面は、ベース部材上に背面電極を形成する段階と、上記背面電極上に単
一層の構造を有する基板を設ける段階と、上記基板上面を互いに異なるカップを取り囲む
ように２次元で密に配列された（ｃｌｏｓｅ－ｐａｃｋｅｄ）複数の第１及び第２マイク
ロカップを形成する段階と、上記複数の第１及び第２マイクロカップの夫々に、夫々電磁
気的変化に反応し光学的特性が変更し、且つ上記光学的特性を変更するための駆動電圧が
異なる第１及び第２光学的異方性要素を配置する段階と、上記背面電極と対向するように
上記基板上に透明な材質から成る表示側電極を形成する段階と、を含む電子ペーパーディ
スプレイ装置の製造方法を提供する。
【００１６】
　一例においては、上記第１及び第２光学的異方性要素を配置する段階は、上記第１マイ
クロカップのみを開放する第１マスクを利用して上記第１マイクロカップに上記第１光学
的異方性要素を配置する段階と、上記第２マイクロカップのみを開放する第２マスクを利
用して上記第２マイクロカップに上記第２光学的異方性要素を配置する段階と、を含むこ
とができる。
【００１７】
　上記第２光学的異方性要素は上記第１光学的異方性要素より小さく、上記第２マイクロ
カップは上記第１マイクロカップより小さい形態において、上記第２マイクロカップを上
記第１光学的異方性要素が収容されない小さいサイズで形成されることができる。
【００１８】
　この場合、上記第１及び第２光学的異方性要素を配置する段階は、マイクロカップを選
択的に開放するマスクを使用しなくとも具現することができる。即ち、上記基板上に上記
第１光学的異方性要素を提供し上記第１マイクロカップに配置する段階と、上記第１マイ
クロカップに配置する段階後に、上記基板上に上記第２光学的異方性要素を提供し上記第
２マイクロカップの夫々に配置する段階で具現されることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ツイストボールまたは電気泳動型カプセルのような光学的異方性要素
を密に２次元的に配列した単一層構造の基板を有する電子ペーパーディスプレイ装置を製
造することで、高い対照（ｃｏｎｔｒａｓｔ）比と低い駆動電圧を実現することができる
。各光学的異方性要素であるボールまたはカプセルをマイクロカップで分離することで、
各ボールまたはカプセル間の相互作用を低減させ、独立的で円滑な駆動が期待できる。
【００２０】
　さらに、異なるサイズの光学的異方性要素を配置することで製造工程を単純化すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１】本発明の一実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置に採用可能な基板の上
部平面図である。
【図２】（ａ）から図（ｃ）は本発明の一実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置
を夫々異なる方向に切開した側断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置において、印加電圧に
よる光学的異方性要素の駆動特性を示すグラフである。
【図４】本発明の好ましい実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置に採用可能な基
板の上部平面図である。
【図５】本発明の好ましい実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置をＢ－Ｂ'線に
沿って切開した側断面図である。
【図６】本発明の好ましい実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置において、印加
電圧による光学的異方性要素の駆動特性を示すグラフである。
【図７ａ】本発明の好ましい実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法を
説明するための工程別断面図である。
【図７ｂ】本発明の好ましい実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法を
説明するための工程別断面図である。
【図７ｃ】本発明の好ましい実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法を
説明するための工程別断面図である。
【図７ｄ】本発明の好ましい実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法を
説明するための工程別断面図である。
【図８】本発明の他の実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置に採用可能な基板の
上部平面図である。
【図９】本発明の他の実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置をＣ－Ｃ'線に沿っ
て切開した側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態をより詳細に説明する。
【００２３】
　図１は本発明の一実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置に採用可能な基板の上
部平面図である。図２（ａ）から図２（ｃ）は本発明の一実施形態による電子ペーパーデ
ィスプレイ装置を夫々異なる方向に切開した側断面図である。
【００２４】
　図１と図２を参照すると、本実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置は、透明な
伝導性物質から成る表示側電極１４と、上記表示側電極１４と対向する背面電極１２と、
上記表示側電極１４と背面電極１２との間に配置された基板１１を含む。
【００２５】
　上記基板１１は、図１に図示されたように異なる駆動特性を有する光学的異方性粒子１
５ａ、１５ｂを収容するための複数の第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２を有する。
上記第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２には夫々異なる駆動特性を有する第１及び第
２光学的異方性要素１５ａ、１５ｂが配置される（図２（ａ）から図２（ｃ）参照）。
【００２６】
　本実施形態に使用される基板１１は、単一層構造を有し、このような単一層で２次元で
密な配列パターン（ｃｌｏｓｅ－ｐａｃｋｅｄ　ｐａｔｔｅｒｎ）を有するように上記第
１マイクロカップＨ１と第２マイクロカップＨ２が配置される。
【００２７】
　このような密な配列パターンを具現するために、一マイクロカップ（例えば、第１マイ
クロカップ）は他のマイクロカップ（例えば、第２マイクロカップ）が隣接し、且つその
隣接した他のマイクロカップにより取り囲まれるように配列されることができる。
【００２８】



(7) JP 2011-65126 A 2011.3.31

10

20

30

40

50

　本実施形態のように、上記第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２が同じサイズである
場合、上記複数の第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２は夫々一定の間隔を有するよう
に複数の行で配列される。従って、図１におけるＡ１－Ａ１'とＡ２－Ａ２'方向に沿って
位置した第１及び第２マイクロカップには図２（ａ）及び図２（ｂ）に図示されたように
第１及び第２光学的異方性要素が配列されることができる。
【００２９】
　また、上記第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２の行の配列は、図１に図示されたよ
うに、交互に反復して配列されながら半カップ間隔でオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）になる
ように位置する。このような配列を通じて、Ｂ－Ｂ'方向による第１及び第２マイクロカ
ップにおける配列は第１及び第２光学的異方性要素が交互に配列された形態を有すること
ができる。
【００３０】
　このような配列では、図１に図示されたように、特定の第２マイクロカップＣは隣接し
た他の第１マイクロカップＨ１により構成された直方形格子Ｌ内に配置された形態を有す
ることができる。
【００３１】
　本実施形態による第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２の配列は第１及び第２光学的
異方性要素が一定のパターンで反復的に配列されることができる。このような配列は六方
形の密なパターン（ｈｅｘａｇｏｎａｌ　ｃｌｏｓｅ－ｐａｃｋｅｄ　ｐａｔｔｅｒｎ：
Ｈ）を有する配列が反復された形態と理解することができる。
【００３２】
　このように、各マイクロカップ１５ａ、１５ｂの密な配列は一定でありながらも薄い隔
壁を介して具現されることができるため、対照比（ｃｏｎｔｒａｓｔ）を向上させること
ができる。また、基板を単一層で具現するため、電極１２、１４間の間隔を小さく具現す
ることができ、相対的に低い駆動電圧を期待することができる。
【００３３】
　また、本実施形態において、上記第１及び第２光学的異方性要素１５ａ、１５ｂは夫々
電磁気的変化に反応して光学的特性が変更する要素のことを言う。例えば、光学的異方性
要素としては、電気泳動型マイクロカプセルまたはツイストボールを使用することができ
る。
【００３４】
　本実施形態に採用された第１及び第２光学的異方性要素１５ａ、１５ｂは、上記光学的
特性を変更させるための駆動電圧が異なる。このように、異なる駆動特性は多様な方法に
より得られる。例えば、光学的異方性要素に関わる電解質成分及び／または表面電荷処理
を異なるようにし駆動特性が異なる光学的異方性粒子を得ることができる。また、このよ
うな方式とは別個に、またはこのような方式と結合してマイクロカプセルまたはツイスト
ボールのサイズ（即ち、直径）が異なるようにする方案を活用することができる（図５参
照）。
【００３５】
　従って、上記電極１２、１４から印加される電圧によって選択的な駆動が可能である。
【００３６】
　特定例において、第１光学的異方性要素１５ａが第２光学的異方性要素１５ｂの駆動電
圧Ｖ１より高い駆動電圧Ｖ２を有するように設計された場合、図３に図示されたグラフの
ように、電圧Ｖ１が印加されるときには、第２光学的異方性要素１５ｂの光学的特性が変
更し、次いで電圧Ｖ２が印加されるときに、第２光学的異方性要素１５ｂと共に第１光学
的異方性要素１５ａまで光学的特性が変更する。
【００３７】
　このような選択的駆動は付加的な機能を具現するのに活用することができる。例えば、
異なる駆動特性を有する光学的異方性要素グループを異なる色特性を有するように具現す
ることで電圧の選択により色特性を調節することができる機能をさらに具現することがで
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きる。
【００３８】
　上述の実施形態は第１及び第２光学的異方性粒子が同じサイズを有する形態を例示して
説明したが、図４及び図５に例示された実施形態は異なるサイズを有する光学的異方性粒
子（例えば、カプセルまたはツイストボール）を有する電子ペーパーディスプレイ装置で
ある。
【００３９】
　図４と図５を参照すると、本実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置は、透明な
伝導性物質から成る表示側電極４４と、上記表示側電極４４と対向する背面電極４２と、
上記表示側電極４４と背面電極４２との間に配置された基板４１を含む。
【００４０】
　上記基板４１は、第１及び第２光学的異方性粒子４５ａ、４５ｂを収容するための複数
の第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２を有する。本実施形態において採用した第１及
び第２光学的異方性粒子４５ａ、４５ｂは異なるサイズを有し、これにより相違なる駆動
特性を有することができる。
【００４１】
　本実施形態に使用される基板４１に形成された第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２
は、図１に図示された形態とは違って異なるサイズの第１及び第２光学的異方性粒子４５
ａ、４５ｂを収容するために、異なるサイズを有することができる。
【００４２】
　即ち、大きいサイズの第１光学的異方性要素４５ａを収容する第１マイクロカップＨ１
は、小さいサイズの第２光学的異方性要素４５ｂを収容する第２マイクロカップＨ２の直
径ｄ２より大きい直径ｄ１を有する。
【００４３】
　本実施形態の基板４１も前の実施形態と類似して単一層構造に形成されるが、第１及び
第２光学的異方性要素４５ａ、４５ｂがより密な配列ができるように第１及び第２マイク
ロカップＨ１、Ｈ２の配列は３次元的な配列と類似する形態を有することができる。
【００４４】
　より具体的に、図５に図示されたように相対的に小さい第２マイクロカップＨ２の深さ
は相対的に大きい第１マイクロカップＨ１の深さより小さいことができる。
【００４５】
　このように、本実施形態に採用された第１及び第２光学的異方性粒子は、異なるサイズ
を有するため、所望する異なる駆動特性を有することができる上、大きな粒子の隙間（ｉ
ｎｔｅｒｓｔｉｔｉａｌ）を効果的に活用してより密な配列を実現することができる。
【００４６】
　即ち、相対的に大きな粒子の間の隙間（ｉｎｔｅｒｓｔｉｔｉａｌ）を活用して小さな
粒子が位置することができるカップを配置して、図４に図示されたように、より密な配列
を実現することができる。
【００４７】
　本実施形態では、上記複数の第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２は夫々正方形格子
の周期的な配列を有し、異なるマイクロカップＨ１、Ｈ２の正方形格子Ｌのほぼ中央に位
置する配列を有することと例示されているが、これに限定されない。
【００４８】
　例えば、第１マイクロカップを六方形の密なパターン（ｈｅｘａｇｏｎａｌ　ｃｌｏｓ
ｅ－ｐａｃｋｅｄ　ｐａｔｔｅｒｎ、図１に図示された第１及び第２マイクロカップ全体
の配列参照）で具現し、夫々の三角格子の間の隙間に第２マイクロカップを配置する配列
で具現されることもできる。
【００４９】
　本実施形態は、通常の第１マイクロカップ４５ａによる第１光学的異方性要素４５ａの
配列よりも１０％以上に充填密度を高めることができるという効果があるため、対照比を
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より効果的に向上させることができる。また、単一層の基本構造をそのまま維持しており
、相対的に低い駆動電圧を期待することができる。
【００５０】
　さらに、本実施形態によれば、第１及び第２光学的異方性要素４５ａ、４５ｂは、異な
るカップにより空間が分離されているため、粒子同士の接触により互いがくっつくか、ま
たは駆動時に互いが動作を妨害するという問題を根本的に解決することができる。
【００５１】
　本実施形態における上記第１光学的異方性要素４５ａは、相対的に大きいサイズである
ため、上記第２光学的異方性要素４５ｂより高い駆動電圧が求められる。従って、上記電
極４２、４４から印加される電圧により選択的な駆動が可能である。
【００５２】
　即ち、図６に図示されたグラフのように、電圧Ｖａが印加されるときには、第２光学的
異方性要素４５ｂの光学的特性が変更し、次いで電圧Ｖｂが印加されるときに、第２光学
的異方性要素４５ｂと共に第１光学的異方性要素４５ａまで光学的特性が変更する。例え
ば、第１及び第２光学的異方性要素４５ａ、４５ｂが異なる色特性を有する場合、電圧に
より色相を調節することができる。
【００５３】
　本実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置の製造方法は、ベース部材上に背面電
極を形成する段階で始まる。上記ベース部材は背面電極を有する。上記背面電極は各カッ
プの光学的異方性粒子が独立的に駆動可能な電界印加部またはマトリックスアドレス電極
で構成されることができる。
【００５４】
　上記背面電極上に単一層構造を有する基板を設け、上記基板上面に異なるカップを取り
囲むように２次元で密に配列された（ｃｌｏｓｅ－ｐａｃｋｅｄ）複数の第１及び第２マ
イクロカップを形成する。このような基板構造は図１及び図４に例示された構造であるこ
とができる。
【００５５】
　次いで、上記複数の第１及び第２マイクロカップの各々に光学的特性を変更するための
駆動電圧が異なる第１及び第２光学的異方性要素を配置し、上記背面電極と対向するよう
に上記基板上に透明な材質から成る表示側電極を形成する。
【００５６】
　上記第１及び第２光学的異方性要素を配置する段階は、上記第１マイクロカップのみを
開放する第１マスクを利用して上記第１マイクロカップに上記第１光学的異方性要素を配
置する段階と、上記第２マイクロカップのみを開放する第２マスクを利用して上記第２マ
イクロカップに上記第２光学的異方性要素を配置する段階で具現することができる。
【００５７】
　このように形成されたマイクロカップを選択的に開放するマスク、或いはフィルターを
配置しスキージのような手段で各光学的異方性粒子を選択的に供給し、所望の配列を実現
することができる。
【００５８】
　これと異なり、図４から図５で説明した実施形態（ボール及びマイクロカップのサイズ
が異なる形態）の場合は、さらに簡略化された工程により具現されることができる。この
ような工程は図７ａから図７ｄに図示された工程を通じて説明することができる。
【００５９】
　先ず、図７ａに図示されたように、背面電極７２が形成されたベース部材６１上に基板
を設ける。上記基板７１に異なるカップを取り囲むように２次元で密に配列された複数の
第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２を形成する。本実施形態に採用された基板は図４
及び図５に図示された形態のように、異なる大きなのボールを採用するために、異なるサ
イズの第１及び第２マイクロカップＨ１、Ｈ２を採用した形態である。
【００６０】
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　次いで、上記複数の第１及び第２マイクロカップの夫々に光学的特性を変更するための
駆動電圧が異なる第１及び第２光学的異方性要素を配置し、上記背面電極と対向するよう
に上記基板上に透明な材質から成る表示側電極を形成する。
【００６１】
　特定例において、上記基板は金属薄膜または金属薄膜パターンで形成された背面電極を
有するベース部材上に液状樹脂を１００～２００μｍ塗布して提供されることができる。
このような塗布工程はドクターブレード（ｄｏｃｔｏｒ　ｂｌａｄｅ）またはダイコータ
ー（ｄｉｅ　ｃｏａｔｅｒ）を活用して行うことができる。
【００６２】
　次いで、マイクロカップの形成工程は、インプリンティング、レーザドリル、リソグラ
フィまたはサンドブラスト（ｓａｎｄ　ｂｌａｓｔ）によりサイズが異なる第１及び第２
マイクロカップＨ１、Ｈ２を形成する。
【００６３】
　第１及び第２光学的異方性要素（カプセルまたはボール）を各カップに配置する工程は
、カップのサイズの差と、カプセルまたはボールのサイズの差を利用して選択的に開放す
るマスクを使用せずとも簡単に具現できる。
【００６４】
　このように工程を簡略化するために、小さいサイズの第２マイクロカップＨ２は、第２
光学的異方性要素７５ｂは収容でき、且つ上記第１光学的異方性要素７５ａは収容できな
いほどに小さいサイズであることが好ましい。さらに、上記第２光学的異方性要素７５ｂ
は、上記第１光学的異方性要素７５ａが収容された第１マイクロカップＨ１の残り空間に
収容できないサイズであることが好ましい。
【００６５】
　本配置工程に対しては図７ｂ及び図７ｃを参照してより詳細に説明する。
【００６６】
　図７ｂに図示されたように、先ず大きいサイズの第１光学的異方性要素７５ａを上記第
１マイクロカップＨ１に配置する。
【００６７】
　本工程は、図示されたように、容器７６にあるマイクロカプセルまたはツイストボール
のような形態の第１光学的異方性要素７５ａの保存溶液７５を基板７１上に注ぐ過程で行
われる。このとき、小さい第２マイクロカップＨ２は第１光学的異方性要素７５ａを収容
することができないほどに小さいサイズであるため、第１光学的異方性要素７５ａは第２
マイクロカップＨ２ではない第１マイクロカップＨ１に収容される。
【００６８】
　次いで、図７ｃに図示されたように、小さいサイズの第２光学的異方性要素７５ｂを上
記第２マイクロカップＨ２に配置する。
【００６９】
　前の工程と類似に、容器７６にある第２光学的異方性要素７５ｂの保存溶液７５を基板
７１上に注ぐ。このとき、上記第２光学的異方性要素７５ｂは上記第１光学的異方性要素
７５ａが収容された第１マイクロカップＨ１の残り空間に収容されることができないサイ
ズであれば、第２光学的異方性要素７５ｂは第１マイクロカップＨ１ではない第２マイク
ロカップＨ２に効果的に収容されることができる。
【００７０】
　異なるサイズであるボールをマイクロカップに配置する工程をマスクまたはフィルター
なしにさらに簡略化された工程を通じて行うことができる。
【００７１】
　次に、各マイクロカップＨ１、Ｈ２にオイルのような流体を満たし、図７ｄに図示され
たように、透明電極である表示側電極７４を上部が覆われるように提供することで、電子
ペーパーディスプレイ装置を形成する。本実施形態により異なるサイズのボールまたはカ
プセルを利用して製造された電子ペーパーは単一層構造において充填率を約１０％以上さ
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らに向上させることができる。
【００７２】
　図８は本発明の他の実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置に採用可能な基板の
上部平面図であり、図９は本発明の他の実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置を
Ｃ－Ｃ'線に沿って切開した側断面図である。
【００７３】
　本実施形態による電子ペーパーディスプレイ装置１００は、表示側に配置された透明な
材質から成る表示側電極１０４と、上記表示側電極１０４と対向するように配置された背
面電極１０２を含む。上記表示側電極１０４と上記背面電極１０２との間に陽刻パターン
１０１を有する。
【００７４】
　また、前の実施形態に採用されたマイクロカップが形成された基板構造に代わって、光
学的異方性要素を収容するための収容空間を複数の陽刻パターン１０１の配列により形成
する。このような陽刻パターン１０１も上記表示側電極１０４と上記背面電極１０２との
間に配置された単一層で配列される。
【００７５】
　図８に図示されたように、複数の陽刻パターン１０１により定義される第１及び第２収
容空間Ｒ１、Ｒ２は２次元で密に配列され、第１及び第２光学的異方性要素１０５ａ、１
０５ｂが夫々配置される第１及び第２収容空間Ｒ１、Ｒ２は規則的に反復されるように配
置される。
【００７６】
　本実施形態に採用された陽刻パターン１０１は上部からみるとき、区画が容易になるよ
うにＹ字形で形成され、六角形の収容空間を提供する形態として例示されているが、複数
の円形、三角形、一字形、十字形等多様な形態の陽刻パターンを採用することができる。
その収容空間の平面形状も多様に具現することができる。
【００７７】
　本実施形態に採用された第１及び第２光学的異方性要素も前の実施形態と類似して異な
る駆動特性を有するため、その駆動特性に基づき独立的に駆動されることができる。この
場合、第１及び第２光学的異方性要素は別個の収容空間に配置されるため、駆動時に他の
光学的異方性要素との接触による問題を解決することができる。
【００７８】
　本発明は上述の実施形態及び添付の図面により限定されるものではなく、添付の請求範
囲により限定する。従って、請求範囲に記載の本発明の技術的思想を外れない範囲内で多
様な形態の置換、変形及び変更が可能であることは当技術分野の通常の知識を有する者に
は自明である。
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