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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のピクセル電極を有するバックプレーンと、
　該バックプレーンに隣接して配置された接着層と、
　該接着層に隣接する固体電気光学媒体の層と
　を備える電気光学ディスプレイであって、
　該接着層が、該バックプレーンの該ピクセル電極に隣接して配置された複数のピクセル
領域と、該バックプレーンの２つのピクセル間に配置された少なくとも１つのピクセル間
領域とを備え、該少なくとも１つのピクセル間領域が、該接着層の該ピクセル領域よりも
低い誘電率および高い体積抵抗率のうちの少なくとも１つを有し、該少なくとも１つのピ
クセル間領域が、該ピクセル領域を形成する材料とは異なる材料から形成される少なくと
も１つのリブを備え、該少なくとも１つのリブが、該バックプレーンから離れた該少なく
とも１つのリブの端部が該接着層に覆われるように、該接着層を完全に貫通しては延びな
いことを特徴とする、電気光学ディスプレイ。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのリブが、３未満の誘電率を有する、請求項１に記載の電気光学デ
ィスプレイ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのリブが、１０１２ｏｈｍ　ｃｍよりも大きな体積抵抗率を有する
、請求項１に記載の電気光学ディスプレイ。
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【請求項４】
　前記少なくとも１つのリブが、少なくとも０．５のアスペクト比を有する、請求項１に
記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのリブが、少なくとも１．０のアスペクト比を有する、請求項４に
記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのリブが、少なくとも２．０のアスペクト比を有する、請求項５に
記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項７】
　前記電気光学媒体が、複数の荷電粒子を備えた電気泳動電気光学媒体を備え、該粒子は
、懸濁流体内にあり、該懸濁流体に電場を印加することによって該懸濁流体を介して移動
が可能である、請求項１に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項８】
　前記懸濁流体が気体である、請求項７に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項９】
　前記荷電粒子と前記懸濁流体が、複数のカプセルまたはマイクロセルに閉じ込められて
いる、請求項７に記載の電気光学ディスプレイ。
【請求項１０】
　前記電気光学媒体が、回転二色部材または電気泳動媒体を含む、請求項１に記載の電気
光学ディスプレイ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、同時継続の米国出願公開第２００４／０２５２３６０号および米国特許第６
，８３１，７６９号と関連する。本出願はまた、（ａ）米国出願公開第２００３／０１１
２４９１号；（ｂ）米国特許第６，７２７，８８１号；（ｃ）米国特許第６，１２４，８
５１号；（ｄ）国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ９６／１２０００号；（ｅ）米国特許第６，１２
０，５５８号；（ｆ）米国特許第６，６５７，７７２号；（ｇ）米国出願公開第２００４
／００２７３２７号；（ｈ）米国出願公開第２００４／０１５５８５７号；（ｉ）米国特
許第６，３１２，３０４号；（ｊ）米国出願公開第２００４／０２６３９４７号；および
（ｋ）米国出願公開第２００２／０１８０６８８号に関連する。読者は、本発明に関する
背景情報のために、上記の特許および出願の全てを引用する。
【０００２】
　本発明は、そのようなディスプレイにおいて使用するための電気光学ディスプレイおよ
びバックプレーンに関する。より具体的には、一側面において本発明は、隣接するピクセ
ル間に低誘電率および／または高体積抵抗率の区域が与えられたそのようなバックプレー
ンに関する。本発明は、そのようなバックプレーンを組み込んだ電気光学ディスプレイに
も関する。別の側面において、本発明は、電気光学ディスプレイおよびその構成要素に関
し、これらはバックプレーンを製造するために使用される低誘電率によって生じた隣接す
るピクセル間の非結像区域を削除するよう設計される。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　電気光学ディスプレイは、電気光学材料の層を備えている。本明細書において電気光学
材料という用語は撮像技術での従来の意味で使用されており、少なくとも１つの光学特性
が異なる第一と第二の状態を有する材料であって、電場を材料に適用することにより第一
から第二のディスプレイ状態に変化する材料を指す。光学特性は、通常、人間の目には見
える色であるが、光学伝送、反射、発光、また、機械読み取りを目的とするディスプレイ
の場合は、可視範囲外の電磁波長の反射率の変化という意味において擬似色のような別の
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光学特性を持つことがある。
【０００４】
　本発明の電気光学ディスプレイは一般的に、液体または気体で充填された内部空洞を有
する場合があり、またしばしば有するものの、固体の外部表面を有するという意味で、固
体である電気光学材料を含む。およびそのような電気光学材料を使用してディスプレイを
組み立てるための方法の、以下、固体電気光学材料を使用したそのようなディスプレイを
、便宜上「固体の電気光学ディスプレイ」と称することがある。したがって、「固体の電
気光学ディスプレイ」という用語は、回転二色部材ディスプレイ（以下参照）、気体ベー
スの電気泳動ディスプレイ、カプセル型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、およびカプセル型液晶ディスプレイを含む。
【０００５】
　「双安定の」や「双安定」の用語は、本明細書では当該技術の従来の意味で使用されて
おり、少なくとも１つの光学特性が異なる第一と第二のディスプレイ状態を有するディス
プレイ要素を備えるディスプレイを指し、限定継続時間のアドレス指定波動の手段により
、任意の指定要素が第一または第二のディスプレイ状態のいずれかになるように作用した
後、アドレス指定波動が終了した後など、その状態は、例えば少なくとも４回など少なく
とも何回かの間、ディスプレイ要素の状態の変更に必要なアドレス指定波動の最低継続時
間を持続する。公開米国特許出願番号２００２／０１８０６８７には、グレイスケール機
能のある一部の粒子ベースの電気泳動ディスプレイは、極端な白黒状態で安定しないばか
りか中間のグレー状態でも安定しておらず、またその他一部の種類の電気光学ディスプレ
イでも同様であることが示されている。本明細書では便宜上、双安定と複安定両方のディ
スプレイを言及するために「双安定」という用語を使用することがあるが、この種類のデ
ィスプレイは、双安定ではなく、正しくは「複安定」と呼ばれる。
【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１種
類は例えば、米国特許番号５，８０８，７８３、５，７７７，７８２、５，７６０，７６
１、６，０５４，０７１、６，０５５，０９１、６，０９７，５３１、６，１２８，１２
４、６，１３７，４６７、６，１４７，７９１に記述されているように回転二色部材の種
類である（この種類のディスプレイは「回転二色球」ディスプレイとしばしば呼ばれるが
、上記の一部の特許では回転員は球ではないので「回転二色部材」の用語がより正確であ
り、好ましい）。このようなディスプレイは、異なる光学特性のある２つ以上のセクショ
ンを有する多数の小さな物体（典型的には球状または円筒型）、および内部双極子を使用
する。これらの物体は、充填材内の液体入り液胞内に懸濁されるが、液胞は液体が入れら
れているので、物体は自由に回転する。ディスプレイの形状は電場をそこへ適用すること
により変化するので、様々な位置に物体を回転させて、物体のどの部分が表示表面から見
えるかが変わる。この種類の電気光学媒体は一般的に双安定性である。
【０００７】
　別の種類の電気光学ディスプレイは、例えば、電極に付着した色の変化を反転できる半
導電性酸化金属と複数の色素分子から少なくとも一部が形成される電極を備えるナノクロ
ミックフィルムの形の電気泳動媒体など電気泳動媒体を使用する。例えば、Ｏ’Ｒｅｇａ
ｎ，Ｂ．ら、Ｎａｔｕｒｅ　１９９１，３５３，７３７およびＷｏｏｄ，Ｄ．，Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　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も参
照のこと。この種類のナノクロミックフィルムは、例えば、米国特許番号６，３０１，０
３８、国際出願公表番号ＷＯ０１／２７６９０、米国特許出願２００３／０２１４６９５
にも説明されている。この種類の媒体も通常は双安定である。
【０００８】
　何年間も研究や開発が重点的に行われてきた別の種類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、複数の荷電粒子が電場の影響の下で懸濁流体内を
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すると、優れた輝度とコン
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トラスト、広視野角、状態の双安定性、低消費電力の属性を有することができる。それに
もかかわらず、これらのディスプレイの長期的な画質の問題により、広範囲に及ぶ使用が
妨げられてきた。例えば、電気泳動ディスプレイを構成する粒子は沈殿する傾向があり、
その結果、これらのディスプレイの使用寿命は不十分である。
【０００９】
　上記のように、電気泳動媒体には懸濁流体の存在が必要である。ほとんどの先行技術の
電気泳動媒体では、この懸濁流体は液体であるが、電気泳動媒体は気体の懸濁流体を使用
して製造することができる。例えば、Ｋｉｔａｍｕｒａ，Ｔ．，らの「Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ａｌ　ｔｏｎｅｒ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｐａｐｅｒ－ｌ
ｉｋｅ　ｄｉｓｐｌａｙ」，ＩＤＷ　Ｊａｐａｎ，２００１，Ｐａｐｅｒ　ＨＣＳＩ－ｌ
，およびＹａｍａｇｕｃｈｉ，Ｙ．ら「Ｔｏｎｅｒ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎｇ　ｉｎ
ｓｕｌａｔｉｖｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｃｈａｒｇｅｄ　ｔｒｉｂｏｅｌｅｃｔｒｉｃ
ａｌｌｙ」，ＩＤＷ　Ｊａｐａｎ，２００１，Ｐａｐｅｒ　ＡＭＤ４－４）を参照のこと
。また、欧州特許出願１，４２９，１７８；１，４６２，８４７；１，４８２，３５４；
および１，４８４，６２５；および国際出願ＷＯ２００４／０９０６２６；ＷＯ２００４
／０７９４４２；ＷＯ２００４／０７７１４０；ＷＯ２００４／０５９３７９；ＷＯ２０
０４／０５５５８６；ＷＯ２００４／００８２３９；ＷＯ２００４／００６００６；ＷＯ
２００４／００１４９８；ＷＯ０３／０９１７９９；およびＷＯ０３／０８８４９５も参
照のこと。このような気体ベースの電気泳動媒体は、その媒体を、例えば媒体が縦方向の
平面に配置される看板など、粒子の沈殿が起こりえる方向で使用する場合には、液体ベー
スの電気泳動媒体と同様の、粒子の沈殿から生じる問題の影響を受けやすいと思われる。
実際、液体の懸濁流体に比較すると気体の懸濁流体の粘性は低いために電気泳動粒子の沈
殿が速くなるので、粒子の沈殿は流体ベースよりも気体ベースの電気泳動媒体でより深刻
な問題となるようである。
【００１０】
　最近では、マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）およびＥ　Ｉｎｋ社に移譲するか、ま
たはその名義である、カプセル化媒体電気泳動媒体を開示した数多くの特許および出願が
公開されている。このようなカプセル型の媒体は多数の小型カプセルを含んでおり、その
それぞれは液体の懸濁媒体に懸濁された電気泳動移動型粒子を含有する内部の位相、およ
び内部の位相を囲むカプセル壁を備える。典型的に、２つの電極の間に配置されるコヒー
レントな層を形成するために、カプセルはそれ自体高分子接着剤内に保持される。この種
類のカプセル型媒体は、例えば、米国特許番号５，９３０，０２６；５，９６１，８０４
；６，０１７，５８４；６，０６７，１８５；６，１１８，４２６；６，１２０，５８８
；６，１２０，８３９；６，１２４，８５１；６，１３０，７７３；６，１３０，７７４
；６，１７２，７９８；６，１７７，９２１；６，２３２，９５０；６，２４９，２７１
；６，２５２，５６４；６，２６２，７０６；６，２６２，８３３；６，３００，９３２
；６，３１２，３０４；６，３１２，９７１；６，３２３，９８９；６，３２７，０７２
；６，３７６，８２８；６，３７７，３８７；６，３９２，７８５；６，３９２，７８６
；６，４１３，７９０；６，４２２，６８７；６，４４５，３７４；６，４４５，４８９
；６，４５９，４１８；６，４７３，０７２；６，４８０，１８２；６，４９８，１１４
；６，５０４，５２４；６，５０６，４３８；６，５１２，３５４；６，５１５，６４９
；６，５１８，９４９；６，５２１，４８９；６，５３１，９９７；６，５３５，１９７
；６，５３８，８０１；６，５４５，２９１；６，５８０，５４５；６，６３９，５７８
；６，６５２，０７５；６，６５７，７７２；６，６６４，９４４；６，６８０，７２５
；６，６８３，３３３；６，７０４，１３３；６，７１０，５４０；６，７２１，０８３
；６，７２７，８８１；６，７３８，０５０；６，７５０，４７３；６，７５３，９９９
；６，８１６，１４７；６，８１９，４７１；６，８２２，７８２；６，８２５，０６８
；６，８２５，８２９；６，８２５，９７０；６，８３１，７６９；６，８３９，１５８
；６，８４２，２７９：６，８４２，６５７；および６，８４２，１６７；および米国特
許出願公表番号ＷＯ２００２／００６０３１，２００２／００６０３２１；２００２／０
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０６３６６１；２００２／００９０９８０；２００２／０１１３７７０；２００２／０１
３０８３２；２００２／０１３１１４７；２００２／０１７１９１０；２００２／０１８
０６８７；２００２／０１８０６８８；２００３／００１１５６０；２００３／００２０
８４４；２００３／００２５８５５；２００３／０１０２８５８；２００３／０１３２９
０８；２００３／０１３７５２１；２００３／０１５１７０２；２００３／０２１４６９
５；２００３／０２１４６９７；２００３／０２２２３１５；２００４／００１２８３９
；２００４／００１４２６５；２００４／００２７３２７；２００４／００７５６３４；
２００４／００９４４２２；２００４／０１０５０３６；２００４／０１１２７５０；２
００４／０１１９６８１；および２００４／０１９６２１５；２００４／０２２６８２０
；２００４／０２３３５０９；２００４／０２３９６１４；２００４／０２５２３６０；
２００４／０２５７６３５；２００４／０２６３９４７；２００５／００００８１３；２
００５／０００１８１２；２００５／０００７３３６；２００５／０００７６５３；２０
０５／００１２９８０；２００５／００１７９４４；２００５／００１８２７３；および
２００５／００２４３５３；および国際特許公表番号ＷＯ９９／６７６７８；ＷＯ００／
０５７０４；ＷＯ００／３８０００；ＷＯ００／３８００１；Ｗ０００／３６５６０；Ｗ
Ｏ００／６７１１０；ＷＯ００／６７３２７；ＷＯ０１／０７９６１；ＷＯ０１／０８２
４１；ＷＯ０３／１０７，３１５；ＷＯ２００４／０２３１９５；ＷＯ２００４／０４９
０４５；ＷＯ２００４／０５９３７８；ＷＯ２００４／０８８００２；ＷＯ２００４／０
８８３９５；ＷＯ２００４／０９０８５７；およびＷＯ２００４／０９９８６２に説明さ
れている。
【００１１】
　前述の特許および出願の多数は、カプセル型電気泳動媒体の個別のマイクロカプセルを
囲む壁は連続位相により置換できるとしており、電気泳動媒体は電気泳動流体の複数の個
別の滴と高分子材料の連続位相を備える、いわゆる高分子分散電気泳動ディスプレイを作
ること、および、このような高分子分散電気泳動ディスプレイ内の電気泳動流体の個別の
滴は、各個々の滴に関連付けられた個別のカプセル膜がなくてもカプセルまたはマイクロ
カプセルとして考えられるともしている。例えば、前述の２００２／０１３１１４７を参
照のこと。したがって、本出願の目的として、このような高分子分散電気泳動媒体は、カ
プセル型電気泳動媒体の亜種として考えられる。
【００１２】
　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、荷電粒子と懸濁液はマイクロカプ
セル内にカプセル化されないが、その代わりに、概してポリマー薄膜のキャリア媒体内に
形成される複数の空洞内に保持される。例えば、どちらもＳｉｐｉｘ　Ｉｍａｇｉｎｇ，
Ｉｎｃに委譲された、国際出願公表番号ＷＯ０２／０１２８１および公開米国出願番号２
００２／００７５５５６を参照のこと。
【００１３】
　別の種類の電気光学ディスプレイは、Ｐｈｉｌｉｐｓにより開発され、「Ｎａｔｕｒｅ
」誌の２００３年９月２５日公表の「Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｐｉｘｅｌｓ：Ｍｏｖｉｎ
ｇ　Ｉｍａｇｅｓ　ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐａｐｅｒ」の記事に説明されている
エレクトロウェッティングディスプレイである。２００４年１０月６日に出願された同時
継続中の米国出願番号１０／７１１，８０２にはこのようなエレクトロウェッティングデ
ィスプレイは双安定にできると示されている。
【００１４】
　本発明のディスプレイには、その他の種類の電気光学材料、例えば高分子分散液晶も使
用することが可能である。
【００１５】
　電気泳動媒体は（例えば、多くの電気泳動媒体では粒子がディスプレイを通過する可視
光線の伝送を大幅にブロックするため）不透明であることが多く、反射モードで作動する
が、電気泳動ディスプレイの多くは、１つのディスプレイ状態が実質的に不透明であり、
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他のディスプレイ状態が光を透過する、いわゆる「シャッターモード」で作動するように
作ることができる。例えば、前述の米国特許番号６，１３０，７７４および６，１７２，
７９８、および米国特許番号５，８７２，５５２；６，１４４，３６１；６，２７１，８
２３；６，２２５，９７１および６，１８４，８５６を参照のこと。電気泳動ディスプレ
イに類似するが電場強度の変化に依存する誘電泳動ディスプレイは、同様なモードで作動
できる。米国特許番号４，４１８，３４６を参照のこと。その他の種類の電気光学ディス
プレイはシャッターモードで作動することが可能である場合もある。
【００１６】
　カプセル型またはマイクロセル電気泳動ディスプレイは、概して従来の電気泳動装置の
集積や沈殿の故障モードによる問題がなく、幅広く柔軟で硬い基板にディスプレイを印刷
またはコーティングする能力等、さらなる利点を提供する。（「印刷」という用語の使用
は、印刷およびコーティングの全形態を含むことを意図しており、パッチダイコーティン
グ、スロットまたは押し出しコーティング、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のような事前従量制のコーティング、ナイフオーバーロールコーティ
ングや前後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、デ
ィップコーティング、スプレーコーティング、凹凸コーティング、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処理、静電印刷処
理、加熱印刷処理、インクジェット印刷処理、電気泳動配置、およびその他の同様な技法
を含むがこれらに限定されない。）このように、得られるディスプレイは柔軟となりうる
。さらに、ディスプレイ媒体は印刷可能であるので（様々な方法を使用して）、ディスプ
レイ自体を安価に製造することができる。
【００１７】
　電気光学材料の層に加えて、電気光学ディスプレイは、通常、電気光学材料の反対側に
配置される少なくとも２つのその他の層を備える。これら２層のうち１つは電極層である
。このようなほとんどのディスプレイでは、両方の層が電極層で、その電極層のうち１つ
または両方はディスプレイのピクセルを規定するためにパターン化される。例えば、１つ
の電極層は細長い列の電極に、もう１つは列の電極に対して正しい角度で伸びる細長い縦
列の電極にパターン化されることがある。あるいは、そして、より一般的には、１つの電
極層が単独の連続電極の形を有し、もう１つの電極層がピクセル電極の行列にパターン化
されて、それぞれがディスプレイの１つのピクセルを画定する。スタイラスと一緒に使用
することを意図する別の種類の電気光学ディスプレイでは、プリントヘッドまたは同様な
可動式の電極はディスプレイから分離しており、電気光学層に隣接する層のうち１つだけ
が電極を備え、電気光学層の反対側にある層は典型的に可動型電極が電気光学層を損傷す
ることを防ぐことを目的とする保護層である。
【００１８】
　３層の電気光学ディスプレイの製造は、通常、少なくとも１つの積層工程を伴う。例え
ば、前述のいくつかのＭＩＴおよびＥ　Ｉｎｋ特許および出願では、カプセル型電気泳動
ディスプレイの製造プロセスが説明されている。このプロセスでは、結合剤内にカプセル
を備えるカプセル型電気泳動媒体を、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）を備える柔軟な基
板、またはプラスチック膜上の同様な導電性コーティング（最終ディスプレイの１つの電
極として機能）上にコーティングし、カプセル／結合剤コーティングを乾燥させて基板に
確実に付着した電気泳動媒体の接着層を形成する。別に、ピクセル電極の配列とピクセル
電極を駆動回路に接続する導電体の適切な配置を含むバックプレーンを作成する。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は、積層接着剤
を使用してバックプレーンに積層される。（このバックプレーンをスタイラスまたはその
他の可動型電極がスライドできるプラスチック膜のような単純な保護膜で置換することに
より、非常に類似するプロセスを、スタイラスまたは同様な可動型電極と一緒に使用可能
な電気泳動ディスプレイの作成に使用することができる。）このようなプロセスのある好
ましい形では、バックプレーンはそれ自体柔軟で、ピクセル電極と導電体をプラスチック
膜またはその他の柔軟な基板に印刷することにより準備する。このプロセスによるディス
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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。
同様な製造技法は、その他の種類の電気光学ディスプレイで使用可能である。例えば、マ
イクロセル電気泳動媒体または回転二色部材媒体は、カプセル型電気泳動媒体とほとんど
同じ手法でバックプレーンに積層されてよい。
【００１９】
　上記のプロセスでは、電気光学層を担持する基板のバックプレーンへの積層は、真空積
層により好都合に実行されることができる。真空積層は、積層される２つの物質の間から
空気を除くと効果的であり、最終ディスプレイの不必要な空泡を防ぐ。このような空泡は
、ディスプレイに作られる画像に望ましくない不自然な結果を生み出すことがある。しか
しながら、この手法での電気光学ディスプレイの２つの部分の真空積層は、特にカプセル
型電気泳動媒体を使用するディスプレイの場合に、使用される積層接着剤に厳しい要件を
課す。積層接着剤は、電気光学層が積層される層（典型的には電極層）に結合するために
十分な接着強度を有する必要があり、カプセル型電気泳動媒体の場合には、接着剤はカプ
セルを機械的につなぎ合わせるために十分な接着強度も有する必要がある。電気光学ディ
スプレイが柔軟な種類であれば（そして、回転二色部材とカプセル型電気泳動ディスプレ
イの重要な利点の１つは柔軟に作ることができることである）、ディスプレイを撓ませた
際にディスプレイに欠陥をもたらさないように接着剤が十分な柔軟性を有する必要がある
。高品質の積層を保証するために、積層接着剤は、最低温度で適切な流量特性を有する必
要があり、さらに、この点において、カプセル型電気泳動およびその他の種類の電気光学
媒体の積層に関する要求は非常に困難である。媒体は非常に高温にさらされると損傷を受
けるので、積層は約１１０℃未満の温度で行われるが、接着剤の流量はカプセル含有層の
比較的不均一な表面、基底のカプセルにより不規則に描かれている表面に対処する必要が
ある。積層温度は確かに可能な限り低く保たれなければならず、室温での積層が理想的で
あろうが、そのような室温での積層が可能な市販の接着剤は見つかっていない。積層接着
剤は、ディスプレイのその他すべての材料と化学的に適合する必要がある。溶剤型積層接
着剤は回避すべきである。（文献には記されていないようであるが）積層後に残った溶剤
はいずれも、電気光学媒体に望ましくない汚染物質を導入する強い傾向を有することがわ
かっている。
【００２０】
　上記の米国特許番号６，８３１，７６９で詳しく論じられているように、電気光学ディ
スプレイに使用される積層接着剤はある一定の電気的基準を満たさねばならず、これが積
層接着剤の選択において重要な問題をもたらす。当然ながら積層接着剤の商業メーカーは
、接着剤が主用途においてうまく機能するよう、接着の強度および積層温度等、そのよう
な接着剤の特性を確実にするために相当な努力を注いでおり、これには通常、高分子およ
び同様のフィルムを含む。しかしながら、そのような用途において、積層接着剤の電気的
特性は関係なく、したがって商業メーカーはそのような電気的特性に注意を払う必要がな
い。実際、Ｅ　Ｉｎｋ社の研究者たちは、おそらくメーカーが積層接着剤の非電気的特性
（例えば、細菌増殖に対する抵抗）を最適化しようと試みており、電気的特性において結
果的に起こる変化についてはまったく考慮していなかったため、同じ市販の積層接着剤の
異なるバッチ間での一定の電気的特性において相当な変化（最大数倍）を観測した。
【００２１】
　しかしながら、積層接着剤が通常電気光学媒体の電気状態を変化させるために必要な電
場を適用する電極間に位置している電気光学ディスプレイにおいて、接着剤の電気的特性
は決定的となる。電気技術者には明らかなように、電気光学媒体全体にわたる電圧降下は
、電極全体にわたる電圧降下から積層接着剤全体にわたる電圧降下を引いたものと基本的
に等しいため、積層接着剤の体積低効率が重要になってくる。接着層の低効率が高すぎる
場合、接着層内において電極全体にわたる電圧上昇を必要とする実質的な電圧降下が生じ
るであろう。この手法での電極全体にわたる電圧の上昇は、ディスプレイの消費電力を増
加させ、関連する上昇した電圧を処理するためにより複雑で高価な制御回路の使用を要求
することができるため、望ましくない。一方、連続的にディスプレイ中に拡大する接着層
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が、アクティブマトリクス駆動のディスプレイにあるように電極のマトリクスと接触して
いる場合、接着そうの体積抵抗率は低下しすぎてはならない。さもないと連続的な接着層
を介する電流の横伝導が隣接する電極間に望ましくないクロストークを引き起こすことが
ある。
【００２２】
　実際には、１０－５０μｍという均一の厚さおよび１０－１０から１０－９Ｓ／ｃｍの
階数の伝導率を有する積層接着層が電気光学ディスプレイに使用されている。この伝導率
範囲は、ディスプレイ性能のための電気モデルに基づいて選択され、様々な電気光学材料
の知られている伝導率であり、またそのようなディスプレイにおいて一般的に使用される
ピクセルサイズである。実際のところ、この目標伝導率範囲は妥協を意味する。高い伝導
性は電気光学材料層がより大きな電圧勾配を見せることを意味するため、より導電性の高
い積層接着剤が望ましい。しかしながら、積層接着剤の伝導率が一定のピクセル解像度お
よび蓄積容量で増加しているように、ピクセルに供給される電荷は近接するピクセルに漏
れ、これがインク全体にわたる電圧勾配を低下させ、積層接着剤の伝導率を上昇させる効
果を妨げる。また、既に述べたように、この横方向の電荷漏れは近接するピクセルの光学
状態における変化を引き起こすことがある。積層接着剤が優れた横電圧保持力を提供する
ようにように設計されること、インク層全体にわたる電圧の勾配が最大化されることが望
ましく、したがって、高解像度（１００～２００ｌｐｉ、４～８ｌｐｍ）アクティブマト
リクス駆動のディスプレイのための開発性能要件は、等方導電性の接着剤が上記で指定し
た範囲の伝導率を有することを要求する。
【００２３】
　電気光学ディスプレイにおける接着剤の使用に関連する別の問題、すなわち「ブルーミ
ング」があり、換言すると、ピクセル電極がそのピクセル電極自体によって占められるよ
り大きい区域上の電気光学媒体の表示状態において変化を引き起こす傾向のことである。
このブルーミング効果を、添付図面の、電気光学ディスプレイの隣接する２つのピクセル
電極のための駆動電圧の用途によって生じた等電位線を示す図１Ａにおいて概略的に説明
する。図１Ａからわかるように、外側に伸びた駆動電圧はピクセル電極からの距離のよう
に上昇し、駆動電圧がピクセル電圧に適用された区域は等電位線をたどる電気光学媒体の
表示状態において変化を引き起こすため、（例えば）ピクセル１の場合、左側のピクセル
は電気光学媒体をその黒色表示状態に変化させる駆動電圧を適用した図１Ａ（図１Ａにお
いてこの媒体を上方から見ている監視者にわかるように）であり、結果として生じたＤ１
と指定される黒色の区域は実質的にピクセル１自体よりも大きい。同様に、ピクセル２の
場合、右側のピクセルが電気光学媒体をその黒色表示状態に変化させる駆動電圧を適用し
た図１Ａであり、結果として生じたＤ２と指定される黒色の区域は実質的にピクセル２自
体よりも大きい。ピクセル１と２との間の中央区域は、駆動電圧がピクセル１または２の
いずれかに適用されれば、黒色に変わるであろう。表示された画像の品質に悪影響を及ぼ
すため、そのようなピクセルブルーミングは望ましくない。
【００２４】
　ピクセルブルーミングは接着層の厚みを減らすことで低減可能であるが、接着層が薄す
ぎると他の問題を生じさせることがある。例えば、カプセル型電気泳動媒体を形成するカ
プセルの層に堆積している接着層は、カプセルをバックプレーンに積層するだけでなく、
カプセルの層の不整地を平坦化する役割も果たしている。接着層が薄すぎると十分な接着
を提供できないことがあり、カプセル層を平坦化できないこともある。したがって、接着
層の厚みを極端に減らすことは望ましくなく、選択される厚みは、ピクセルブルーミング
を減らすために必要とされるものと平坦化および優れた接着のために必要なものとの間の
妥協であってよい。
【００２５】
　前述の２００４／０２５２３６０は、積層接着剤の層に対し垂直方向に、この層の平面
より高い電気伝導率を有する異方性積層接着剤を使用した電気光学ディスプレイについて
記載している。本発明の一側面は、そのような接着剤の形成を必要とすることなく、異方
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性積層接着剤を使用することによって提供されるものと同様の利点を提供する、接着層の
代替変更に関する。本発明のこの側面は、ピクセルブルーミングの削減も行う。
【００２６】
　ブルーミングを電気光学ディスプレイにおける問題として上述したが、制御された量の
ブルーミングが実際に有用となりうる一定の状況があり、本発明の第二の側面は、電気光
学ディスプレイにそのような制御されたブルーミングを提供することに関する。
【００２７】
　ある種類の電気光学ディスプレイ、特にいわゆる「直接駆動のディスプレイ」（中に複
数のピクセルが存在し、各ピクセルはピクセル電極およびそれに関連する別個の伝導体を
有し、ディスプレイはその関連する伝導体を介し各ピクセル電極に適用される電圧を制御
するよう配置されたコントローラを有する）が、隣接するピクセル間に大きな隙間を残す
低解像度処理を使用してしばしば製造され、そのようなディスプレイは、例えば数字を表
示するために使用される７セグメントディスプレイの形態を有する。そのようなディスプ
レイにおいて、電気光学媒体が制御された量のブルーミングを表示することは、監視者が
結果として生じたディスプレイを見る際にこれらの隙間が事実上消えているように、ピク
セル電極により変更された光学状態の電気光学媒体の区域が隣接する電極間の隙間を覆っ
ているという点で、好都合である。しかしながら、ブルーミングは表示しようとする画像
が歪曲するほど大きくてはならない。本発明の第二の主要な側面は、そのような制御され
たブルーミングを電気光学ディスプレイにおいて実現するための方法に関する。
【００２８】
　一側面において、本発明は、電気光学ディスプレイのためのバックプレーンと、複数の
ピクセル電極を備えるバックプレーンと、隣接するバックプレーンに配置された接着層と
を提供し、前記接着層は、前記バックプレーンの前記ピクセル電極に隣接して配置された
複数のピクセル領域と、前記バックプレーンの２つのピクセル間に配置された少なくとも
１つのピクセル間領域を備え、前記少なくとも１つのピクセル間領域は、前記接着層の前
記ピクセル領域よりも低い誘電率および高い体積抵抗率のうち少なくとも１つを有する。
【００２９】
　便宜上、本発明のこの側面を、以後本発明の「リブ付きバックプレーン」と呼ぶことが
ある。このバックプレーンの好適な形態において、ピクセル間領域は、ピクセル領域を形
成する材料と異なる材料から形成される少なくとも１つのリブを備える。そのようなリブ
は約３未満の誘電率および／または約１０１２ｏｈｍ　ｃｍの体積抵抗率を有することが
できる。前記リブは、少なくとも約０．５、望ましくは少なくとも約１．０、好ましくは
少なくとも約２．０のアスペクト比（リブの高さ÷幅）を有することができる。前記リブ
は、リブの端またはバックプレーンから離れたリブが接着剤に覆われるよう、接着層を貫
通して伸びることはできない。
【００３０】
　本発明は、本発明のリブ付きバックプレーンおよび接着層に隣接する電気光学媒体の層
を備える電気光学ディスプレイにまで及ぶ。そのようなディスプレイは、上述したいずれ
の種類の双安定電気光学媒体でも利用することができる。したがって、例えば、前記ディ
スプレイは、懸濁流体に配置された複数の荷電粒子を備え、電場を懸濁流体に適用するこ
とにより移動が可能な電気泳動電気光学媒体を備えることができる。懸濁流体は気体また
は液体であってよい。電気泳動媒体はカプセル型であってよい、すなわち、荷電粒子およ
び懸濁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よい。第一の方法は
、回転二色部材または電気泳動媒体を備えるディスプレイに使用されることもできる。
【００３１】
　既に述べたように、本発明の第二の主要な側面は、隣接するピクセル電極間の隙間を覆
うため、電気光学ディスプレイにおいて制御されたブルーミングを製造することに関する
。この目的全体の範囲内で、この本発明の第二の主要な側面は、いくつかの異なるアプロ
ーチを包含する。本発明は、互いに隔たる少なくとも２つのピクセル電極と、前記ピクセ
ル電極に隣接して配置された電気光学媒体を備える電気光学ディスプレイを提供し、前記
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電気光学媒体の層は、約２０～２５μｍの厚みと約１×１０１０～４×１０１０ｏｈｍ　
ｃｍの体積抵抗率を有する。
【００３２】
　本発明は、互いに隔たる少なくとも２つのピクセル電極と、前記ピクセル電極に隣接す
る接着層と、前記接着層の前記ピクセル電極から反対側に配置された電気光学媒体の層と
、を備える電気光学ディスプレイも提供し、前記接着層は、約４０～約６０μｍの厚みと
約３×１０９～約８×１０９ｏｈｍ　ｃｍの体積抵抗率を有する。
【００３３】
　最後に、本発明は互いに隔たる少なくとも２つのピクセル電極と、前記ピクセル電極に
隣接して配置される電気光学媒体の層と、を備える電気光学ディスプレイを駆動する方法
を提供し、この方法は、両方のピクセル電極に、電気光学媒体の飽和光学状態を実現する
ために必要とされる約１．１～約３倍の電圧および継続時間を有する電圧パルスを適用す
るステップを含む。望ましくは、電圧パルスは飽和光学状態を実現するために必要とされ
る少なくとも約１．３倍、好ましくは１．５倍の電圧および継続時間を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　既に述べたように、その第一の主要な側面において、本発明は電気光学ディスプレイの
ためのバックプレーンを提供し、前記バックプレーンは、複数のピクセル電極と、前記バ
ックプレーンに隣接して配置された接着層とを備え、前記接着層は、前記バックプレーン
の前記ピクセル電極に隣接して配置された複数のピクセル領域と、前記バックプレーンの
２つのピクセルの間に配置された少なくとも１つのピクセル間領域とを備え、前記少なく
とも１つのピクセル間領域は、前記接着層の前記ピクセル領域よりも低い誘電率および高
い体積抵抗率のうち少なくとも１つを有する。
【００３５】
　本発明は、そのようなバックプレーンを組み込んだ電気光学ディスプレイ、すなわち、
固体電気光学材料の層を備える電気光学ディスプレイと、前記電気光学材料の層に隣接し
て配置された複数のピクセル電極を備えるバックプレーンと、前記電気光学材料と前記バ
ックプレーンとの間に置かれた接着層とをも提供し、前記接着層は、前記バックプレーン
の前記ピクセル電極に隣接して配置された複数のピクセル領域と、前記バックプレーンの
２つのピクセル間に配置された少なくとも１つのピクセル間領域を備え、前記少なくとも
１つのピクセル間領域は、前記接着層の前記ピクセル領域よりも低い誘電率および高い体
積抵抗率のうち少なくとも１つを有する。
【００３６】
　理論上、接着層のピクセル間領域のより低い誘電率およびより高い体積抵抗率は、もと
もとは本質的に同質である接着層の処置によって製造可能である。例えば、接着層は、接
着層のピクセル領域よりも高い体積抵抗率を有するピクセル間領域を製造するために、像
様方式で放射硬化されることもありうる。しかしながら、現在のところ、ピクセル間領域
は、残りの接着層から離れた物体（リブ）によって形成されることが好ましい。リブは、
好ましくはきわめて低い誘電率（一般にｋ＝３未満）を有し、きわめて優れた絶縁体（体
積抵抗率は、望ましくは１０１２ｏｈｍ　ｃｍを超える）である。リブのアスペクト比（
高さ／幅）は、望ましくは約０．５を超え、好ましくは約１．０を超え、最も望ましくは
約２．０を超える。一般に、リブは１～２０μｍの階数の幅を有するであろう。市販の低
Ｋ誘電材料の例としては、ｋ＝２．２のＮａｎｏｇｌａｓｓ（登録商標）Ｅ（Ｈｏｎｅｙ
ｗｅｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｕｎ
ｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ）、ｋ＝３のＢｌａｃｋ　Ｄｉａｍｏｎ
ｄ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ，Ｃａｌｉｆｏｒｎ
ｉａ，Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ）、１．１＜ｋ＜２．５のナ
ノ多孔性シリカエアロゲル（Ｎａｎｏｐｏｒｅ　Ｉｎｃ．，Ａｌｂｕｑｕｅｒｑｕｅ，Ｎ
ｅｗ　Ｍｅｘｉｃｏ，Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ）、または当
業者に知られているそのような他の材料が挙げられる。リブは、それらを形成するために
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使用されるプロセスおよびそれらが使用される特定のディスプレイに応じて、正方形、長
方形、台形、半円形等を含む様々な断面を有することができる。リブは、フォトリソグラ
フィー法、印刷技術、または当業者に知られているその他のプロセスを使用して製造され
ることができる。含まれるピクセルのサイズに応じて、リブのセットを別個の物としてバ
ックプレーン用に加工（例えば、繊維材料を穴抜き、打抜き、または成形した後、その繊
維を裁断して個々のディスプレイ用にリブのセットを製造することによって）した後、バ
ックプレーンにリブのセットを積層または接着することも可能である。
【００３７】
　図１Ｂに示すように、リブ（またはその他のピクセル間領域）は、等電位線がブルーミ
ング型まで広がる傾向を削減することで機能する。より具体的には、リブは、バックプレ
ーン間にある接着層の厚み部分およびリブの上端（図１Ｂに図示）内の等電位線のブルー
ミングを防止し、その結果ピクセルのブルーミング全体が低減され、ピクセル３および４
によって製造される区域Ｄ３およびＤ４が、図１Ａに示される対応する区域Ｄ１およびＤ
２よりも小さくなる。また、当然ながら、区域Ｄ３とＤ４との間の重複部分は、Ｄ１とＤ
２との間のそれよりも実質的に小さい。
【００３８】
　図２は、リブ付きバックプレーンを組み込んだ本発明のカプセル型電気泳動ディスプレ
イの小断面を示す概略側面図である。このディスプレイ（一般的に２００と指定）は、ピ
クセル電極２０４および２０６を有するバックプレーン２０２と、接着層２０８と、カプ
セル型電気泳動層２１０と、共通の前面電極２１２と、監視者がディスプレイ２００を見
るのに使用する画面を形成する透明な前面基板２１４とを備える。
【００３９】
　本発明にしたがって、ディスプレイ２００はさらにリブ２１６を備えているが、そのう
ちの１つだけを図２に示す。リブ２１６の断面は長方形であり、接着層２０８の厚みを貫
通して伸びておらず、それにより、接着層２０８の厚み部分から離れている電気泳動層２
１０のカプセルと接触しない。例えば、接着層が厚さ約１５μｍの場合、リブ２１６の高
さは、フィールドスプレディングおよびブルーミングを９μｍの接着層に見られるであろ
う数値まで低減するように、高さ約６μｍであるかも知れない。
【００４０】
　本発明によるリブの使用により、そうでない場合はブルーミング効果により解像度を犠
牲にすることなく可能であろう、より厚くより導電性の高い接着層の使用が可能になる。
より導電性の高い接着層は、接着層内での電圧降下を低減し、したがって電気光学媒体そ
のものの全体にわたる電圧降下を増加させ、その結果、媒体の切り替え速度を上昇させる
。
【００４１】
　本発明のリブ付きバックプレーンは、ブルーミングが主に電極間にある層の厚みの機能
であり、また通常はピクセルのサイズを縮小するようにこれらの層の厚みを減らすことが
不可能であるため、個々のピクセルが小さい高解像度ディスプレイにおいて特に有用とな
ることができ、個々のピクセルのサイズに相対してブルーミングにより影響を受ける区域
が大きくなるという意味で、ブルーミングはピクセルが小さいほど大きな問題となる。ブ
ルーミングは、異なる色のピクセルが互いに隣接しあっている、高解像度のカラーディス
プレイ特有の問題である。例えば、ピクセルが同じ色ごとに配置され、それによって例え
ば赤のピクセルの側面には隣接する列の青または緑のピクセルが位置する、赤／緑／青の
カラーディスプレイについて考える。ディスプレイが赤一色であるのが望ましい場合、赤
のピクセルは赤を表示するように設定され、一方緑および青のピクセルは黒を表示するよ
うに設定される。ブルーミングが赤のピクセルにおいて発生した場合、隣接する緑および
青のピクセルの一部がそれぞれ緑と青を表示し、その結果、望ましい赤色をレンダリング
する飽和は少なくなるであろう。そのようなディスプレイのピクセルが小さくなればなる
ほど、所定量のブルーミングの効果は大きくなる。
【００４２】
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　このような理由のため、本発明のリブ付きバックプレーンは、カラーディスプレイにお
いて特に有用である場合がある。そのようなカラーディスプレイは、当該分野で知られて
いるいずれの種類の電気光学ディスプレイであってもよく、特に、参照することによりそ
の開示全体が本明細書に組み込まれ、読者がさらなる情報のために具体的に参照する、前
述の２００４／０２６３９４７において記載されているいかなる種類のものであってもよ
い。この公開出願に記載されたディスプレイは、
　（ａ）第一のアドレス可能なサブピクセルと、前記第一のサブピクセルから独立してア
ドレス可能な第二のサブピクセルとを備え、前記第一のサブピクセルおよび前記第二のサ
ブピクセルのそれぞれが電気泳動粒子を備え、アドレス時に、白、黒、赤、緑、青、シア
ン、マゼンタ、および黄からなるグループから選択された３色以上を表示できる、フルカ
ラーピクセルを備えるディスプレイ（特に、図１Ｄおよび本公開出願の段落［００８７］
を参照）；
　（ｂ）粒子の監視者から反対側に配置されている着色された反射体またはフィルターを
覆うかまたはさらけ出すよう、粒子が横方向に移動するディスプレイ（特に、図＠ａ‐２
Ｄおよび３Ａ～３Ｅ、ならびに段落［００８８］～［００９７］を参照）；
　（ｃ）異なる色を有する２つの異なる種類の粒子を有し、それによりディスプレイの各
ピクセルが、（ｉ）第一の種類の粒子の色；（ｉｉ）第二の種類の粒子の色；または（ｉ
ｉｉ）粒子の監視者から反対側に配置されている反射体またはフィルターの色、を表示で
きるという点を除き、上記（ｂ）にて述べたものと概して同様のディスプレイ（図３Ｆ～
３Ｉ、および段落［００９８］～［０１０１］を参照）；
　（ｄ）粒子が懸濁している懸濁流体が着色され、反射体またはフィルターが省略され、
それにより、懸濁流体の色が監視者に見える場合に第三の着色された状態が発生する、と
いう点を除き、上記（ｃ）にて述べたものと概して同様のディスプレイ（段落［０１０３
］の図３Ｌを参照）；および、
　（ｅ）異なる色を有する、異なる３種類の粒子を有するディスプレイ（図３Ｍ、５、６
Ａ～６Ｂ、７Ａ～７Ｄおよび８Ａ～８Ｃ、ならびに段落［０１０３］～［０１１３］を参
照）
　を含む。
【００４３】
　当然ながら、その他多くの種類のカラーディスプレイも、本発明のリブ付きバックプレ
ーンを使用することにより、向上することができる。
【００４４】
　リブ付きバックプレーンは、柔軟なディスプレイ、例えばバックプレーン（および存在
する任意の前面基板）が柔軟な高分子フィルム、柔軟な金属箔、または同様の柔軟な材料
から形成されたディスプレイにおいて、「クリープ」を防止するためにも有用である。そ
のようなディスプレイが屈曲した場合、バックプレーンを電気光学媒体に固定するために
使用されている接着層およびディスプレイのその他の層は流量を受ける傾向にあり、その
結果、電気光学媒体はバックプレーンに対してわずかに移動する。これは、例えばディス
プレイが、カラーフィルター配列が電気光学媒体のバックプレーンから反対側に配置され
ているカラーディスプレイである場合、そのようなディスプレイにおいて様々な色の筋ま
たはカラーフィルター配列のその他の群をピクセル電極と揃えることを必要とするか、ま
たは表示された画像に深刻な色歪みが発生するため、深刻な問題を引き起こす。例えば、
２つの隣接するピクセル電極が、赤および青のカラーフィルター要素と揃えられているデ
ィスプレイについて考えよう。もともと赤の要素と揃えられているピクセル電極が、半分
は赤の要素、半分は青の要素と揃うように、カラーフィルター配列がバックプレーンに対
してクリープしている場合、表示される画像の色が意図されたものと実質的に異なること
は容易に明らかとなるであろう。
【００４５】
　本発明にしたがって接着層内にリブを提供することにより、クリープを最小化または削
除することができる。リブは、クリープを防止するためだけに使用されることができるも
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のであって、ブルーミングを低減するためのものではなく、この場合、リブの誘電率と体
積抵抗率は無関係であり、また接着剤の流量に抵抗するために必要なのは、リブが十分な
硬さであることと、バックプレーンに十分に接着されていることだけである。しかしなが
ら、より一般的には、リブはブルーミングとクリープの両方を同時に低減するために使用
されることになる。
【００４６】
　ここで、本発明の第二の主要な側面、すなわち、隣接する電極間に隙間を有するディス
プレイにおいて、制御されたブルーミングを製造することについて説明する。既に述べた
ように、本発明はそのような制御されたブルーミングを製造するための３つの異なるアプ
ローチ、すなわち（ａ）電気光学媒体の厚みと体積抵抗率を制御すること；（ｂ）接着層
の厚みと体積抵抗率を制御すること；および（ｃ）駆動パルスの長さを制御する、または
より具体的には、電気光学媒体の飽和光学状態を実現するために必要なのと同じ電圧のパ
ルスの継続時間よりも実質的に長い駆動パルスを使用することを提供する。（「飽和光学
状態を実現する」という語句は、極端に光学的な状態の１つにおける電気光学媒体をはじ
めとして、電気光学媒体をその完全な光学的範囲の９０％を他の極端に光学的な状態へ旋
回させたパルスをいう。
【００４７】
　前述のＥ　ＩｎｋおよびＭＩＴ特許および出願の一部、特に本出願の冒頭部にて述べた
「関連する出願」に記載された好適な電気泳動は、現在は制御されたブルーミングに十分
適合することがわかっている。一般に、そのような電気泳動ディスプレイの電気泳動層は
、ブルーミングがないことが望ましい高解像度アクティブマトリクスバックプレーン用に
最適化されており、約２０μｍの厚みおよび約４×１０１０ｏｈｍ　ｃｍの体積抵抗率を
有するであろうし、一方その関連する接着層は約２５μｍの厚みおよび約８×１０９ｏｈ
ｍ　ｃｍの体積抵抗率を有する。そのようなディスプレイの典型的な波形は、１５Ｖ、８
００ミリセカンドパルスを使用する全体的更新（すなわち、すべてのピクセルが書き換え
られる）である。
【００４８】
　低解像度処理によって製造するバックプレーンにおいて、隣接するピクセル間の典型的
な隙間は２００μｍ（０．２ｍｍ）であるかもしれず、上述の従来技術による電気泳動デ
ィスプレイのブルーミングはそのような隙間を「埋める」のに不十分である。２００μｍ
の隙間を埋めるのに十分な制御されたブルーミングは、電気光学媒体および／または接着
層の厚みおよび／または伝導率を増加させることにより、もしくは光学的飽和を実現する
ために必要なものよりも長いアドレス指定パルスを使用することにより実現可能であるこ
とがわかっている。
【００４９】
　より具体的には、適度に制御されたブルーミングは、厚み約２０～約２５μｍ、体積抵
抗率約１×１０１０～約４×１０１０ｏｈｍ　ｃｍの電気光学媒体を使用して実現可能で
あることがわかっている。電気光学媒体の伝導率は、前述のＥ　ＩｎｋおよびＭＩＴ特許
および出願に記載されているように、電気光学媒体が連続的な結合相に電気泳動粒子を含
む懸濁流体の複数の滴を含む場合、材料の適切な選択により制御されることができ、一般
に、結合相の選択によって電気光学媒体の伝導率を制御することが最も容易である。電気
光学媒体の伝導率は、そこにイオン添加物を含むことによって制御されることもできる。
【００５０】
　適度に制御されたブルーミングは、約４０～６０μｍの厚みと約３×１０９～約８×１
０９ｏｈｍ　ｃｍの体積抵抗率を有する接着層を使用して実現されることもできる。接着
層の伝導率は、前述の同時継続中の出願番号１０／８１０，７６１およびＷＯ２００４／
０８８３９５に記載されているように、適切な材料の選択によって、そこに添加物を含む
ことによって、または接着剤の架橋結合の程度を制御することによって制御されることが
できる。
【００５１】
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　最後に、適度に制御されたブルーミングは、電気光学媒体の光学的飽和を実現するため
に必要なものより長い駆動パルス、より具体的には、光学的飽和を実現するために必要な
ものを１０～２００％超える長さを有する駆動パルスを使用して実現されることもできる
ことがわかっている。使用される駆動スキームは、全体的更新または部分的更新のいずれ
かを伴うことができる、すなわち、すべてのピクセルが更新ごとに書き換えられるか、変
更が必要なピクセルだけが書き換えられることができる。制御されたブルーミングは、こ
れが単一の駆動パルスの利用よりも大きなブルーミングを生じさせることがわかっている
ため、アドレス指定パルスの反復利用およびアドレス指定されたピクセルに対するその逆
によって実現されることもできる。
【００５２】
　以上より、本発明の第二の側面が、前述したいかなる種類のものであってもよい電気光
学ディスプレイにおける、ピクセル間の隙間を光学的に埋めるのに効果的な方法を提供す
ることがわかるであろう。これらの方法は、低解像度の方法により形成されるディスプレ
イの外観を著しく向上させ、その結果、そのようなディスプレイの商業的魅力を増す。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１Ａ】図１Ａは、従来技術による電気光学ディスプレイの２つの隣接するピクセルに
駆動電圧が適用された際に生じた等電位線を図示している。
【図１Ｂ】図１Ｂは、リブ付きバックプレーンを組み込んだ本発明の電気光学ディスプレ
イの隣接する２つのピクセルに駆動電源が適用された際に生じた等電位線を示しているこ
とを除いて、図１Ａと同様の図である。
【図２】図２は、リブ付きバックプレーンを組み込んだ本発明のカプセル型電気泳動ディ
スプレイの小断面を示す概略側面図である。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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