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(57)【要約】
エレクトロウェッティング素子は、ディスプレイ領域を
有する表面と、第１の流体及び第１の流体と不混和性の
第２の流体と、ディスプレイ効果をさらに決定するため
の切換不可能なカラーフィルタとを含む。第１及び第２
の流体の配置は切換可能であり、印加される電圧を使用
して、第１及び第２の流体がディスプレイ領域に隣接す
る領域のサイズを決定し、それによって、エレクトロウ
ェッティング素子によって提供されるディスプレイ効果
を決定する。ディスプレイ領域の平面に平行な平面にお
ける切換不可能なカラーフィルタの広がりは、ディスプ
レイ領域よりも小さい
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロウェッティング素子が、
　ディスプレイ領域を有する表面と、
　第１の流体及び前記第１の流体と不混和性の第２の流体であって、前記第１及び第２の
流体の配置が切換可能であり、印加される電圧を使用して、前記第１及び第２の流体が前
記ディスプレイ領域に隣接する領域のサイズを決定し、それによって、前記エレクトロウ
ェッティング素子によって提供されるディスプレイ効果を決定する、第１の流体及び前記
第１の流体と不混和性の第２の流体と、
　前記ディスプレイ効果をさらに決定するための切換不可能なカラーフィルタであって、
前記ディスプレイ領域の平面に平行な平面における前記切換不可能なカラーフィルタの広
がりが前記ディスプレイ領域よりも小さい、切換不可能なカラーフィルタと
を備える、
エレクトロウェッティング素子を備えるディスプレイデバイス。
【請求項２】
　前記第１及び第２の流体が、複数の配置に構成可能であり、前記第１の流体及び前記第
２の流体が前記ディスプレイ領域に隣接する領域の前記サイズが、前記複数の配置の違い
によって異なり、前記ディスプレイ効果を提供するための前記切換不可能なカラーフィル
タを通過する光の比率及び前記切換不可能なカラーフィルタを通過しない光の比率を制御
する、
請求項１に記載のディスプレイデバイス。
【請求項３】
　前記エレクトロウェッティング素子が第１の区域及び第２の区域を有するカラーフィル
タ層を備え、
前記第１の区域が前記切換不可能なカラーフィルタを備え、前記第２の区域が前記切換不
可能なカラーフィルタによって吸収される光の少なくとも１つの波長を透過する、
請求項１に記載のディスプレイデバイス。
【請求項４】
　前記第２の区域が、前記カラーフィルタ層の開口、または、前記切換不可能なカラーフ
ィルタによって吸収される光の少なくとも１つの波長を透過する材料のうちの１つまたは
複数を備える、
請求項３に記載のディスプレイデバイス。
【請求項５】
　前記第１及び第２の流体が、前記ディスプレイ効果を提供するための前記第１の区域を
通過する光の比率及び前記ディスプレイ効果を提供するための前記第２の区域を通過する
光の比率を制御するように構成可能である、
請求項３に記載のディスプレイデバイス。
【請求項６】
　前記ディスプレイ領域の第１の部分が、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行な平面
にある前記第１の区域の広がりによって重ねられ、前記ディスプレイ領域の第２の部分が
、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行な平面にある前記第２の区域の広がりによって
重ねられ、前記第１の流体が、前記第２の部分には隣接せず前記第１の部分に部分的に隣
接する前記第１の流体による第１の配置と、前記第１の部分には部分的に隣接せず前記第
２の部分に少なくとも部分的に隣接する前記第１の流体による第２の配置との間で切換可
能である、
請求項３に記載のディスプレイデバイス。
【請求項７】
　前記第１の流体が、前記可視光のスペクトルにおける、前記第１の流体に入射する９０
％以上の光を吸収するように構成される、
請求項１に記載のディスプレイデバイス。
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【請求項８】
　多数がディスプレイ効果を提供するための画素を定義する複数の前記エレクトロウェッ
ティング素子を備え、前記多数の各エレクトロウェッティング素子が、サブ画素ディスプ
レイ効果を提供するための前記画素のサブ画素である、
請求項１に記載のディスプレイデバイス。
【請求項９】
　一列に隣接して配置される複数の前記エレクトロウェッティング素子を備え、前記多数
の各エレクトロウェッティング素子の前記第２の区域が互いに実質的に整列している、
請求項１に記載のディスプレイデバイス。
【請求項１０】
　第１の支持板と第２の支持板とを備え、前記第１の流体及び前記第２の流体が前記第１
の支持板と前記第２の支持板との間に位置づけられ、前記ディスプレイ領域を有する前記
表面が前記第２の支持板に面する前記第１の支持板の表面であり、前記第２の支持板が前
記切換不可能なカラーフィルタを備える、
請求項１に記載のディスプレイデバイス。
【請求項１１】
　エレクトロウェッティング素子が、
　ディスプレイ領域を有する表面と、
　第１の流体及び前記第１の流体と不混和性の第２の流体であって、前記第１及び第２の
流体の配置が切換可能であり、印加される電圧を使用して、前記第１及び第２の流体が前
記ディスプレイ領域に隣接する領域のサイズを決定し、それによって、前記エレクトロウ
ェッティング素子によって提供されるディスプレイ効果を決定する、第１の流体及び前記
第１の流体と不混和性の第２の流体と、
　前記ディスプレイ効果をさらに決定するための切換不可能なカラーフィルタであって、
前記ディスプレイ領域の平面に平行な平面における前記切換不可能なカラーフィルタの広
がりが前記ディスプレイ領域よりも小さい、切換不可能なカラーフィルタと
を含み、
　前記ディスプレイ効果を提供するために、前記切換不可能なカラーフィルタを通過する
光の比率及び前記切換不可能なカラーフィルタを通過しない前記光の比率を制御するため
に、所定の配置に前記第１及び第２の流体を切り換えるために前記印加される電圧の大き
さを設定することと、
　前記印加される電圧を使用して前記エレクトロウェッティング素子を駆動し、前記第１
及び第２の流体を前記第１及び第２の流体の前記所定の配置に構成して、ディスプレイ効
果を提供することと
を含む、
エレクトロウェッティング素子を有するディスプレイデバイスの駆動方法。
【請求項１２】
　前記エレクトロウェッティング素子が第１の区域及び第２の区域を有するカラーフィル
タ層を含み、前記切換不可能なカラーフィルタを含む前記第１の区域及び前記第２の区域
が前記切換不可能なカラーフィルタによって吸収される光の少なくとも１つの波長を透過
し、
　前記所定の配置が、前記ディスプレイ効果を提供するために、前記第１の区域を通過す
る光の比率及び前記第２の区域を通過する光の比率を制御するためのものである、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ディスプレイ領域の第１の部分が、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行な平面
にある前記第１の区域の広がりによって重ねられ、前記ディスプレイ領域の第２の部分が
、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行な平面にある前記第２の区域の広がりによって
重ねられ、前記第１の流体が、前記第２の部分には隣接せず前記第１の部分に部分的に隣
接する前記第１の流体による第１の配置と、前記第１の部分には部分的に隣接せず前記第
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２の部分に少なくとも部分的に隣接する前記第１の流体による第２の配置との間で切換可
能であり、
提供するディスプレイ効果の所定の色のために、前記エレクトロウェッティング素子を、
前記第１の配置と比較してより高い彩度のディスプレイ効果を提供する前記第２の配置、
または、前記第２の配置と比較してより高い明るさのディスプレイ効果を提供する前記第
１の配置に選択的に切り換えること
をさらに含む、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記エレクトロウェッティング素子が、前記ディスプレイ領域の前記第１の部分によっ
て少なくとも部分的に重ねられる第１の電極と、前記ディスプレイ領域の前記第２の部分
によって少なくとも部分的に重ねられる第２の電極とを含み、前記第１及び第２の電極が
前記ディスプレイ領域を有する前記表面を提供する支持板に位置づけられ、
　前記第１の配置に前記エレクトロウェッティング素子を切り換えることが、前記第２の
電極に前記第１の電極より大きい電位を印加することを含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ディスプレイデバイスが複数の前記エレクトロウェッティング素子を含み、前記多
数がディスプレイ効果を提供するための画素を定義し、前記多数の各エレクトロウェッテ
ィング素子が、サブ画素ディスプレイ効果を提供するための前記画素のサブ画素であり、
前記多数の各エレクトロウェッティング素子の前記第１の流体が、前記それぞれのエレク
トロウェッティング素子の前記第２の区域を通過する光のために、前記それぞれのエレク
トロウェッティング素子の少なくとも１つの経路から切換可能であって、前記画素の白色
ディスプレイ効果を提供し、
　前記多数の各エレクトロウェッティング素子の前記第１の流体を切り換え、前記それぞ
れのエレクトロウェッティング素子の前記少なくとも１つの経路から、前記それぞれのエ
レクトロウェッティング素子の前記第１の流体を少なくとも部分的に移動させ、前記白色
ディスプレイ効果を提供することをさらに含む、
請求項１１に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロウェッティング素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロウェッティングディスプレイデバイスは既知である。そのようなデバイスの
画素のオフ状態において、油層は、ディスプレイ領域を覆う。オン状態において、油層は
、ディスプレイ領域をあまり覆わないように後退する。画素をオン状態に切り換えるため
に、電圧が、油とは不混和性の電気伝導性流体を介して印加される。画素をオフ状態に切
り換えるために、電圧はオフにされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　エレクトロウェッティング画素でカラーフィルタを使用することは既知である。しかし
、エレクトロウェッティング素子によって提供される有色ディスプレイ効果は、特定の用
途のために非常に低い明るさを有してもよい。
【０００４】
　エレクトロウェッティング素子に提供されるディスプレイ効果を改善することが望まし
い。
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【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】例示的なエレクトロウェッティング素子を概略的に示す。
【図２】例示的なエレクトロウェッティング素子を概略的に示す。
【図３Ａ】ディスプレイ効果を提供するための流体配置の例を概略的に示す。
【図３Ｂ】ディスプレイ効果を提供するための流体配置の例を概略的に示す。
【図３Ｃ】ディスプレイ効果を提供するための流体配置の例を概略的に示す。
【図３Ｄ】ディスプレイ効果を提供するための流体配置の例を概略的に示す。
【図４】例示的なエレクトロウェッティング素子を概略的に示す。
【図５】エレクトロウェッティング素子を制御するための制御装置の例を示す。
【図６】エレクトロウェッティング素子を駆動する例示的な方法の流れ図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　図１は、エレクトロウェッティングデバイスの例の一部の断面図を示す。この例におい
て、デバイスは、複数のエレクトロウェッティング素子を含むエレクトロウェッティング
ディスプレイデバイス１であり、その素子は画素２である、そのうちの１つが図に示され
る。例において、複数のエレクトロウェッティング素子は、ディスプレイ効果を提供する
ための画素を定義してもよく、複数のうちの各エレクトロウェッティング素子は、サブ画
素ディスプレイ効果を提供するためのサブ画素である。画素の横方向寸法は、２本の点線
３、４によって図に示される。画素は、第１の支持板５と、第２の支持板６とを備える。
支持板は、各画素の独立した部分でもよいが、支持板は、複数の画素で共有されてもよい
。支持板は、ガラスまたはポリマー基板６、７を含んでもよく、固くても柔らかくてもよ
い。
【０００７】
　記載される例において、エレクトロウェッティング素子は、切換不可能なカラーフィル
タを含み、それは以下でカラーフィルタとも呼ばれる。換言すれば、カラーフィルタは一
定の形状を有し、したがって、切換不可能なカラーフィルタの空間配置は、変更可能、す
なわち切換可能ではない。したがって、切換不可能なカラーフィルタは、非流体カラーフ
ィルタでもよい。これは、たとえば下記の第１の流体と対比されてもよく、それは染料ま
たは顔料を含んでもよく、したがって、異なる第１の流体配置の間で切換可能であるカラ
ーフィルタの働きをする。以下で説明されるように、カラーフィルタは、第１及び第２の
流体の配置に加えて、エレクトロウェッティング素子によって提供されるディスプレイ効
果をさらに決定する。図１の例において、カラーフィルタ層、換言すれば、カラーフィル
タを含む層があり、この例においては、第２の支持板６の表面上にあり、表面は下記の空
間に向く。さらなる例において、カラーフィルタ層が、ディスプレイ効果を提供する素子
を通過する光がカラーフィルタ層を通過するように位置づけられる場合、カラーフィルタ
層は、エレクトロウェッティング素子の異なる位置に、たとえば、空間から外方を向く第
２の支持板の表面上、または、第１の支持板の一部として、位置づけられてもよいことが
理解されるべきである。
【０００８】
　図１に示される例において、カラーフィルタ層は、第１の区域と、第１の区域と異なる
第２の区域とを有する。第１の区域は、切換不可能なカラーフィルタＣＦを備える。カラ
ーフィルタは、光の少なくとも１つの波長、たとえば、可視スペクトルにおける波長を吸
収し、したがって、カラーフィルタを通過する光をフィルタリングする。カラーフィルタ
は、カラーフィルタリング特性を有する材料から形成されてもよく、または、光の実質的
にすべての波長、たとえば可視スペクトルにおける波長を透過する、カラーフィルタの働
きをするコーティングを有する材料の層を備えてもよい。第２の区域は、たとえば、カラ
ーフィルタによって吸収される光の少なくとも１つの波長に関して透過である透過区域Ｔ
であり、たとえば、第２の区域上に入射する実質的にすべての光、たとえば可視光のスペ
クトルにおける光の実質的にすべての波長に関して透過である。本明細書で使用される用
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語「実質的に」は、第２の区域によって透過される光の量にある程度の許容値があること
を意味する。それゆえに、透過区域がすべての光を透過しないこともあるが、エレクトロ
ウェッティング素子の性能が阻害されないだけ十分な光を透過することができる。たとえ
ば、第２の区域は、第２の区域上に入射する光の９０％、９５％、またはそれ以上を透過
させることができる。第２の区域はたとえば、第１の区域より３倍多い光、またはそれ以
上の光を透過してもよい。第２の区域はたとえば、好適な材料から形成されてもよく、ま
たは、カラーフィルタ層における、光が貫通する開口、換言すれば、アパーチャまたはホ
ールまたはスペースでもよい。カラーフィルタを形成するための材料の例は、ＪＳＲ　Ｏ
ＰＴＭＥＲ　ＴＭ　ＣＲシリーズなどのレジスト材料を含む。これらは、顔料分散フォト
レジストである。第２の区域が材料から形成される場合、第２の区域を形成するための例
示的な材料は、ＪＳＲ　ＯＰＴＭＥＲ　ＳＳシリーズから選択される。これらは、カラー
フィルタ区域のための保護上塗として使用できる熱硬化性材料であるが、第２の区域を形
成するためにも使用することができる。それらは、主にアクリルポリマーからなる。カラ
ーフィルタ及び透過区域は、境界Ｂで互いに接合する。カラーフィルタ及び透過区域は、
ディスプレイ領域と平行な平面に沿って、互いに隣接する。
【０００９】
　ディスプレイデバイスは、ディスプレイデバイスで形成される画像またはディスプレイ
を閲覧できる視認側８と、後側９とを有する。図において、第１の支持板５は後側９を定
義し、第２の支持板６は視認側を定義する。あるいは、第１の支持板が視認側を定義して
もよい。ディスプレイデバイスは、反射、透過、または半透過タイプでもよい。ディスプ
レイデバイスは、画像がセグメントから組み立てられ、各セグメントがいくつかの画素を
含む、セグメント化ディスプレイタイプでもよい。ディスプレイデバイスは、アクティブ
マトリクス駆動ディスプレイデバイス、ダイレクト駆動ディスプレイデバイス、またはパ
ッシブ駆動ディスプレイデバイスでもよい。複数の画素が白黒でもよい。カラーディスプ
レイデバイスに関して、画素は、グループに分けられ、各グループ異なる色を有してもよ
い。あるいは、個々の画素が、異なる色を示すことができてもよい。
【００１０】
　支持板間のスペース１０は、２つの流体、第１の流体１１及び第２の流体１２で満たさ
れ、そのうちの少なくとも１つは液体でもよい。第２の流体は、第１の流体と不混和性で
ある。第２の流体は、電気伝導性または極性があり、水または、水に塩化カリウムが入っ
た溶液などの塩溶液でもよい。第２の流体は、透過的でもよいが、その代わりに、有色、
白色、吸収性、または反射性でもよい。第１の流体は、電気的に非伝導性であり、たとえ
ばヘキサデカンのようなアルカンでもよく、または、シリコンオイルなどのオイルでもよ
い。
【００１１】
　第１の流体は、光スペクトルの少なくとも一部を吸収する。第１の流体は、光スペクト
ルの一部について透過で、カラーフィルタを形成してもよい。この目的のために、第１の
流体は、顔料粒子または染料の添加によって色をつけられてもよい。あるいは、第１の流
体は、黒色、すなわち光スペクトルの実質的にすべて部分を吸収、または反射してもよい
。反射性の第１の流体は、すべての可視スペクトルを反射し、層が白色に見えるようにし
てもよく、または、その一部を吸収し、層が色を有するようにしてもよい。下で説明され
る例において、第１の流体は黒色であり、したがって、たとえば可視光のスペクトルにお
いて、光スペクトルの実質的にすべての部分を吸収する。「実質的に吸収」という用語は
、ある程度の変形例を含み、したがって、第１の流体が、素子の第１の流体の機能を実行
するように、すべての波長ではなく、可視スペクトルなどの所定のスペクトル内の波長の
大部分を吸収してもよい。それゆえに、第１の流体は、第１の流体に入射する実質的にす
べての光を吸収するように構成される。たとえば、第１の流体は、可視スペクトルにおけ
る、及び第１の流体に入射する光の９０％以上を吸収してもよい。
【００１２】
　支持板５は、絶縁層１３を含む。絶縁層は、透過型または反射型でもよい。絶縁層１３
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は、画素の壁の間で延在してもよい。第２の流体１２と絶縁層の下に配置される電極との
間の短絡を避けるために、絶縁層の層は、図に示されるように、複数の画素２上に連続的
に延在してもよい。絶縁層は、画素２のスペース１０に面する表面１４を有する。この例
において、表面１４は疎水性である。絶縁層の厚さは、２マイクロメートルより小さくて
もよく、１マイクロメートルより小さくてもよい。
【００１３】
　絶縁層は、疎水性層でもよい。あるいは、疎水性層１５と、所定の誘電性を有するバリ
ア層１６とを含んでもよく、疎水性層１５、図に示されるように、スペース１０に面する
。疎水性層は、図１に概略的に示され、テフロン（登録商標）ＡＦ１６００から形成され
てもよい。バリア層１６は、基板の平面に垂直な方向にとられる、５０ナノメートル～５
００ナノメートルの間の厚さを有してもよく、酸化シリコン若しくは窒化シリコン若しく
はこれらのスタック（たとえば、酸化シリコン－窒化シリコン－酸化シリコン）などの無
機材料、または、ポリイミド若しくはパリレンなどの有機物質から作製されてもよい。バ
リア層は、異なる誘電率を有する複数の層を備えてもよい。
【００１４】
　第１の流体は、絶縁層１３の表面に対して、第２の流体１２より高い湿潤性を有するた
め、表面１４の疎水特性は、第１の流体１１を絶縁層１３に優先して付着させる。湿潤性
は、固体の表面に対する流体の相対的親和性に関するものである。湿潤性は、流体と固体
の表面との間の接触角によって計測されてもよい。接触角は、流体固体境界での流体と固
体との間の表面張力で差によって決定される。たとえば、表面張力の大きい差は、疎水性
を示す可能性がある。
【００１５】
　各素子２は、支持板５の一部として電極１７を含む。示される例においては、そのよう
な電極１７が素子ごとに１つ存在する。電極１７は、絶縁層１３によって流体から切り離
される。隣接する画素の電極は、非導電層によって切り離される。
【００１６】
　いくつかの例において、絶縁層１３と電極１７との間に、さらなる層が配置されてもよ
い。電極１７は、任意の所望の形状または形態とすることができる。画素の電極１７には
、図に概略的に示される信号線１８によって、電圧信号が供給される。第２の信号線１９
は、導電性の第２の流体１２と接触する電極に接続される。この電極は、流体的に相互接
続され、壁によってさえぎられない第２の流体を共用するとき、すべての素子に共通でも
よい。画素２は、信号線１８と１９との間に印加される電圧Ｖによって制御することがで
きる。基板７上の電極１７は、ディスプレイ制御装置に結合される。マトリクス状に配置
される画素を有するディスプレイデバイスにおいて、電極は、基板７上の制御線のマトリ
クスに結合することができる。
【００１７】
　第１の流体１１はこの例において、画素の断面に従う少なくとも１枚の壁、この例にお
いては壁２０によって１つの画素に制限される。画素の断面は、任意の形状を有してもよ
い。画素がマトリクス状に配置されるとき、断面は通常、正方形または長方形である。壁
は、絶縁層１３から突出する構造として示されているが、その代わりに、親水性層または
より小さい疎水性層などの、第１の流体を押し戻す支持板の表面層でもよい。壁は、第１
の支持板から第２の支持板まで延在してもよいが、その代わりに図１に示されるように、
第１の支持板から第２の支持板まで部分的に延在してもよい。点線３及び４によって示さ
れる画素の寸法は、壁２０の中心で定義される。点線２１及び２２によって示される画素
の壁の間の表面１４の領域は、ディスプレイ効果が発生するディスプレイ領域２３と呼ば
れている。ディスプレイ効果は、第１及び第２の流体がディスプレイ領域によって定義さ
れる表面に隣接する領域のサイズに基づき、上記の印加される電圧Ｖの大きさに従う。そ
れゆえに、印加される電圧Ｖの大きさは、エレクトロウェッティング素子内の第１及び第
２の流体の配置を決定する。エレクトロウェッティング素子を１つの流体配置から異なる
流体配置に切り換えるとき、ディスプレイ領域表面に隣接する第２の流体の領域のサイズ
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は、ディスプレイ領域表面に隣接する第１の流体の領域のサイズの増減により、それぞれ
増減してもよい。したがって、複数の流体配置に関して、第１の流体及び第２の流体がデ
ィスプレイ領域に隣接する領域のサイズは、複数の配置の違いによって異なってもよい。
【００１８】
　図２は、第１の支持板の疎水性層の平面図における、長方形の画素のマトリクスを示す
。図２の中央画素の寸法は、図１の点線３及び４に対応し、点線２５によって示される。
線２６は壁の内側縁を示し、ディスプレイ領域２３の端部、すなわち周辺でもある。
【００１９】
　以下でさらに記載されるように、本明細書に記載される例において、ディスプレイ領域
の平面に平行な平面におけるカラーフィルタＣＦの広がりは、ディスプレイ領域より小さ
い、すなわち少ない。カラーフィルタの広がりは、ディスプレイ領域と重なる、すなわち
覆う、そして、光がディスプレイ効果を提供するために通過するカラーフィルタの広がり
、たとえば領域である。たとえば、広がりは、スペースに面するカラーフィルタの表面の
領域でもよい。既知の素子において、カラーフィルタは、ディスプレイ領域と同じまたは
それより大きい広がりを有する。それゆえに、ディスプレイ領域を通過するすべての光は
また、カラーフィルタを（素子の構造に応じて）通過する、かつ／または、通過した。現
在の例においては、ディスプレイ領域より小さいカラーフィルタの広がりにより、ディス
プレイ領域を通過するまたは通過した一部は、カラーフィルタを通過していなくもまたは
通過しなくてもよい。以下で説明されるように、これは、たとえば、より明るい有色ディ
スプレイ効果または白色ディスプレイ効果が提供されてもよいことを意味する。切換不可
能なカラーフィルタは、たとえば、少なくとも１枚の壁に部分的に重なってもよいことに
留意されたい。
【００２０】
　電圧が電極間に印加されていないとき、すなわち、エレクトロウェッティング素子がオ
フ状態であるとき、図１に示されるように、第１の流体１１は壁２０の間に層を形成する
。電圧印加は、図１の点線形状２４で示されるように、第１の流体をたとえば壁に対して
収縮させる。第１の流体の制御可能な形状は、印加される電圧の大きさに基づいて、画素
を光弁として作動させるために使用され、ディスプレイ領域２３上にディスプレイ効果を
提供する。たとえば、流体を切り換えて、第２の流体のディスプレイ領域との接合を増加
させることによって、素子によって提供されるディスプレイ効果の明るさを増加させても
よい。
【００２１】
　図１及び２に示されるように、ディスプレイ領域は、２つの部分、第１の区域すなわち
カラーフィルタの広がりによって重ねられるディスプレイ領域の第１の部分Ｐ１と、第２
の区域すなわち透過区域の広がりによって重ねられるディスプレイ領域の第２の部分Ｐ２
とに分けられてもよい。第１及び第２の部分Ｐ１、Ｐ２は、カラーフィルタ層の第１の区
域と第２の区域との間の境界と対応する、点線Ｂで図２に示される境界Ｂによって分割さ
れる。第１の部分に関して、ディスプレイ領域の第１の部分の周辺は、ディスプレイ領域
の平面に垂直な軸に沿って照射される場合、実質的に整列する、または、カラーフィルタ
の広がりの周辺によって重ねられる。第２の部分に関して、ディスプレイ領域の第２の部
分の周辺は、ディスプレイ領域の平面に垂直な軸に沿って照射される場合、実質的に整列
する、または、透過区域の広がりの周辺によって重ねられる。「実質的に整列」という用
語は、ディスプレイ領域の平面に垂直な軸に沿った厳密な位置合わせからのある程度の変
形を含む。換言すれば、エレクトロウェッティング素子の機能を阻害しないように、第１
の部分は第１の区域の広がりと十分に整列されてもよく、第２の部分は第２の区域の広が
りと十分に整列されてもよい。図２から分かるように、カラーフィルタの広がりと透過区
域の広がりとの合計は、ディスプレイ領域に平行な平面に含まれ、ディスプレイ領域に等
しい。たとえば、カラーフィルタの広がりは、ディスプレイ領域の６０％と対応してもよ
く、透過区域の広がりは、ディスプレイ領域の４０％と対応してもよい。
【００２２】
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　第１及び第２の部分が、それぞれ、第１及び第２の区域の広がりと実質的に整列される
ことによって、ディスプレイ領域及びカラーフィルタＣＦは、この例において、ディスプ
レイ効果を提供するための光の第１の部分が、ディスプレイ領域（すなわち、第１の部分
）及びカラーフィルタを通過し、その一方で、光の第２の部分が、カラーフィルタ領域で
はなくディスプレイ領域（すなわち、第２の部分）を通過するように配置される。その代
わりに、光の第２の部分は、透過区域Ｔを通過する。
【００２３】
　透過型のディスプレイにおいては、バックライトの光は、たとえば、後側９から視認側
８に進むことに留意されたい。反射型のディスプレイにおいては、光は、視認側８を通っ
て素子２に入り、ディスプレイ領域を通過し、反射器（示されない）によって視認側の方
へ反射される。透過型ディスプレイ及び反射型ディスプレイの両方において、カラーフィ
ルタ層は、ディスプレイ効果を提供するための光の経路に、適切に位置づけられる。
【００２４】
　記載される例は、白色光を発するバックライトを使用する透過型ディスプレイに関する
ものであるが、記載される原理は、異なる色のバックライトからの光を使用する反射型及
び／または透過型のディスプレイに適用可能であることが理解されるべきである。
【００２５】
　視認側で提供されるディスプレイ効果は、流体の配置に基づいて決定される。ディスプ
レイ領域に隣接する第１の流体の領域のサイズ、及び第１の流体がディスプレイ領域に隣
接する位置に応じて、後側に入る光は、カラーフィルタ及び透過区域の両方の少なくとも
一部を通過するように、または、その代わりに、カラーフィルタ及び透過区域のうちの一
方を通過し、他方を通過しないように、修正することができる。ここで、例が図３Ａ～３
Ｄを参照して記載される。
【００２６】
　図３Ａ～３Ｄは、図２と同じ図を示すが、３つの一列に隣接するエレクトロウェッティ
ング素子２Ｒ、２Ｇ、２Ｂが示される。この例において、素子２Ｒのカラーフィルタは、
赤色光を提供するための赤色カラーフィルタであり、素子２Ｇのカラーフィルタは、緑色
光を提供するための緑色カラーフィルタであり、素子２Ｂのカラーフィルタは、青色光を
提供するための青色カラーフィルタである。したがって、素子２Ｒ、２Ｇ、２Ｂのそれぞ
れが、フルカラー画素を一緒に形成するサブ画素と考えることができ、ディスプレイ効果
の色は、各素子によって提供される赤色、緑色、及び青色の光の量に依存する。さらなる
例において、カラーフィルタの異なる色が、異なる組合せで使用されてもよいことが理解
されるべきである。たとえば、３つの隣接するサブ画素のカラーフィルタは、それぞれ、
シアンカラーフィルタ、マゼンタカラーフィルタ、及び黄色カラーフィルタでもよい。こ
の例において、図３Ａ～３Ｄは、各エレクトロウェッティング素子の第１及び第２の部分
が、エレクトロウェッティング素子の機能を阻害しないために必要な位置合わせの程度に
、実質的に互いに整列されていることを示す。
【００２７】
　ここで、現在の例の例示的なディスプレイ効果が、図３Ａ～３Ｄを参照して記載される
。これらの例は、後側から視認側に進む光は、点線３、４に平行な方向、すなわちディス
プレイ領域平面に垂直な方向に進むと仮定している。さらなる例において、光が異なる方
向に進んでもよいことが理解される。それゆえ、さらなる例において、第１の流体による
ディスプレイ領域と隣接する領域のサイズは、光の異なる進行方向を考慮する所望のディ
スプレイ効果を提供するために選択されることが想定される。
【００２８】
　図３Ａ～３Ｄは、第１の流体配置が各素子で同じである例を示す。第１の流体がディス
プレイ領域に隣接する領域のサイズは、各素子によって異なる可能性があり、第１の流体
は、各素子によって独立して切換可能でもよいことが理解されるべきである。したがって
、画素ディスプレイ効果は、異なるサブ画素でディスプレイ領域に隣接する第１の流体の
領域の異なるサイズからのサブ画素ディスプレイ効果の組合せによって形成されてもよい



(10) JP 2017-510857 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

。さらなる流体配置は、以下の記載内容と比較して想定される。
【００２９】
　図３Ａは、第１の部分Ｐ１内のディスプレイ領域の領域に隣接し、第１の部分Ｐ１の領
域より小さい第１の流体１１の配置を示す。それゆえ、第１の流体は第２の部分に隣接し
ない。したがって、後側から視認側に進む光は、第１の流体がその一部を通過する光の経
路でないカラーフィルタＣＦの一部を通過する。さらに、後側から視認側に進む光は、透
過区域Ｔを通過する。したがって、視認側で提供されるディスプレイ効果は、カラーフィ
ルタの部分によって色づけされる光と透過区域によって透過される光との組合せである。
【００３０】
　図３Ｂは、第１の部分Ｐ１内のディスプレイ領域の領域に隣接し、第１の部分Ｐ１の領
域に等しい第１の流体１１の配置を示す。それゆえ、第１の流体は第２の部分の一部に隣
接しない。したがって、後側から視認側に進む光は、第１の流体が光の経路にあるため、
カラーフィルタＣＦを通過しない。さらに、後側から視認側に進む光は、透過区域Ｔを通
過する。したがって、視認側で提供されるディスプレイ効果は、透過区域によって透過さ
れる光であり、カラーフィルタを通過する光を含まない。バックライトが発する白色光に
よる、ディスプレイ効果は、白色ディスプレイ効果である。それゆえ、複数のエレクトロ
ウェッティング素子を備えるエレクトロウェッティングディスプレイデバイスの画素は、
光がそれぞれの素子の第２の区域を通過することを可能にするそれぞれのエレクトロウェ
ッティング素子の少なくとも１つの光路から各エレクトロウェッティング素子の第１の流
体を切り換えることによって、白色ディスプレイモードに切り換えられてもよい。
【００３１】
　既知のエレクトロウェッティングディスプレイデバイスは、それぞれが赤色（Ｒ）、緑
色（Ｇ）、青色（Ｂ）、及び白色（Ｗ）のディスプレイ効果をそれぞれ提供するためのサ
ブ画素である４つのエレクトロウェッティング素子を備える画素を含む。そのような画素
は、ＲＧＢＷ画素と呼ばれることがある。本明細書に記載される例のエレクトロウェッテ
ィング素子を使用する場合、白色ディスプレイ効果を提供するための独立したエレクトロ
ウェッティング素子が、必要ないことがある。その代わりに、図３Ｂを使用して説明され
るように、白色ディスプレイ効果は、カラーフィルタではなく透過区域を通過する光を使
用して提供されてもよい。３つの素子２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの第２の区域を互いに整列させる
ことによって、連続的な区域が、全体に白色ディスプレイ効果を提供するために、第２の
区域から形成される３つの素子にわたって定義されてもよい。したがって、ＲＧＢＷ画素
は、白色ディスプレイ効果のための独立したエレクトロウェッティング素子を必要とする
ことなく設けられる。ＲＧＢＷ画素のために４つではなく３つのサブ画素を使用する場合
、そのようなＲＧＢＷ画素を含むディスプレイデバイスは、既知のＲＧＢＷディスプレイ
デバイスより高い解像度の画像を有することができる。実質的に、白色のサブ画素は、Ｒ
ＧＢ画素のアーキテクチャ内で提供される。その上、ＲＧＢ画素アーキテクチャは一般的
なアーキテクチャであるため、本明細書の例は、ＲＧＢアーキテクチャをＲＧＢＷ画素ア
ーキテクチャに簡単に修正することを可能にする。
【００３２】
　図３Ｃは、ディスプレイ領域の全域に隣接する第１の流体１１の配置を示す。換言すれ
ば、第１の流体は、ディスプレイ領域の第１の部分及び第２の部分、Ｐ１及びＰ２に隣接
する。したがって、第１の流体は、後側から進む光を実質的にすべて吸収する。それゆえ
、ディスプレイ効果は、黒色ディスプレイ状態を考慮することができる。
【００３３】
　ここまで図３Ａ～３Ｃで順番に記載された例は、第１の部分に収縮され、ディスプレイ
領域のさらに全体に第１の部分から第２の部分への方向で広がる第１の流体を有する。印
加される電圧の大きさに応じて、図３Ａ～３Ｃに示される以外の、さらなる流体配置が想
定される。図３Ａ～３Ｃの配置を含むそのような例において、図１に示されるように、左
手側の壁に隣接する位置で、第１の流体は動かないようにされる、すなわち固定または設
置され、流体配置を変えるときに、その位置から、第１の流体が広がるまたは収縮される
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。
【００３４】
　図３Ａ～３Ｃを使用して示される以外の代替の例において、第１の流体は代わりに、た
とえば、第２の部分の収縮された配置から、第２の部分から第１の部分への方向でディス
プレイ領域全体へ広がるような、異なる動きをしてもよい。このような例においては、第
１の流体は、代わりに、図１に示されるような右手側の壁に隣接する位置で動かないよう
にされてもよく、第１の流体は第２の部分から第１の部分の方向へ、すなわちその位置か
ら広がる、または、第１の部分から第２の部分の方向へ、すなわち、第１の流体が動かな
いようにされる位置の方へ収縮される。たとえば、図３Ｄは、第１の流体が第２の部分Ｐ
２の領域に隣接するが、第１の部分には隣接しないような例を示す。したがって、視認側
で提供されるディスプレイ効果は、各素子のカラーフィルタＣＦによって色づけされる光
からなり、透過区域Ｔを通過した光を含まない。それゆえに、赤色、緑色、及び青色カラ
ーフィルタによる画素のディスプレイ効果は、白色ディスプレイ効果である。さらなる例
は、図３Ｄを使用して示される以外で想定され、第１の流体は示されるような右手側の壁
で動かないようにされている。たとえば、電圧は、第１の流体は、第２の部分の領域及び
第１の部分の領域の一部に隣接するように印加されてもよい。これは、図３Ｄのものと同
様のディスプレイ効果を提供するが、カラーフィルタＣＦを通過する光がより少ないため
、強度は低い。別の例において、電圧は、第１の流体が第２の部分の領域の一部に隣接す
る、すなわち、第１の流体が図３Ｄより小さい第２の部分の合計領域に隣接するように印
加されてもよい。この例は、光が透過区域の一部も通過するため、図３Ｄよりも明るいデ
ィスプレイ効果を提供する。このような例において、図３Ｄに示される各素子の第１の流
体は、第２の部分の領域の一部、すなわち、第２の部分の合計領域より少ない部分に隣接
するように構成されてもよい。このような例において、白色ディスプレイ効果は、赤色、
緑色、及び青色カラーフィルタ、さらに各素子の透過区域の一部を通過する光の組合せに
よって提供される。したがって、３つの素子が、ＲＧＢＷ画素として機能してもよい。本
例の白色ディスプレイ効果は、第１の流体が第１の部分に隣接しないため、図３Ｂによっ
て示される白色ディスプレイ効果と比較して、より大きい色純度であり、それは、図３Ｂ
の例よりも多い光がカラーフィルタを通過することを意味することに留意されたい。
【００３５】
　さらなる例において、ディスプレイデバイスは、図３Ａ～３Ｃによって示される流体配
置及び／または（たとえば図１に示される左手側の壁に隣接する）第１の位置で動かない
ようにされる第１の流体による別の流体配置が、図３Ｄの流体配置及び／または（たとえ
ば図１に示される右手側の壁に隣接する）第２の異なる位置で動かないようにされる第１
の流体による別の流体配置に加えて得られてもよいように構成されてもよい。したがって
、汎用的なエレクトロウェッティングディスプレイデバイスが設けられてもよく。流体配
置は、ディスプレイ効果を提供するための光が、たとえば、カラーフィルタの少なくとも
一部のみ、透過区域の少なくとも一部のみ、または、カラーフィルタ及び透過区域のそれ
ぞれの少なくとも一部を通過してもよいように、切換可能である。
【００３６】
　上で説明されたように、１つの素子の第１の流体の配置は、別の素子と独立して変えて
もよい。したがって、たとえば図３Ａを参照すると、第１の赤色ディスプレイ効果は、示
されるような素子２Ｒの第１の流体配置で提供されてもよく、それは部分的に第１の部分
に隣接するが、第２の部分には隣接しない第１の流体による配置である。第１の赤色ディ
スプレイ効果に関して、素子２Ｇ、２Ｂの第１の流体は、図３Ｃに示されるように構成さ
れてもよい。同様に、図３Ｄを参照すると、第２の赤色ディスプレイ効果は、示されるよ
うな素子２Ｒの第２の流体配置を使用して提供されてもよく、それは、少なくとも部分的
に第２の部分に隣接するが、第１の部分に隣接しないまたは部分的に隣接する第１の流体
による配置である。第２の赤色ディスプレイ効果に関して、素子２Ｇ、２Ｂは、図３Ｃに
示されるように構成されてもよい。これらの２つの赤色ディスプレイ効果は対比すること
ができる。第１の赤色ディスプレイ効果においては、第１の流体が透過区域を通る経路に



(12) JP 2017-510857 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

沿って通過する光を吸収するように構成されないため、光は透過区域を通過し、第２の赤
色ディスプレイ効果より高い明るさ、すなわち輝度を有する赤色ディスプレイ効果の提供
に寄与する。しかし、透過区域を通過する光がこの例では白色であるため、第１の赤色デ
ィスプレイ効果の彩度は弱められる、すなわち、第１の赤色ディスプレイ効果は、第２の
赤色ディスプレイ効果より色が薄い。対照的に、第２の赤色ディスプレイ効果においては
、第１の流体は、透過区域を通過する経路の光を実質的にすべて吸収するように構成され
る。したがって、この例において、第２の赤色ディスプレイ効果は、カラーフィルタを通
過し、透過区域を通過していない光から形成される。したがって、第２の赤色ディスプレ
イ効果は、透過区域を通過し彩度を弱める光がないため、第１の赤色ディスプレイ効果よ
り高い彩度を有する。結果として、第２の赤色ディスプレイ効果は、第１の赤色ディスプ
レイ効果より低い明るさを有する。より高い彩度のディスプレイ効果はたとえば、ディス
プレイが明るいすなわち強く照らされた環境で見られるときに望ましく、その一方で、よ
り高い明るさディスプレイ効果はたとえば、ディスプレイが薄暗いすなわちより低い照度
の環境で見られるときに望ましい。
【００３７】
　いくつかの例において、ディスプレイデバイスは、第２の赤色ディスプレイ効果などの
より高い彩度を有するディスプレイ効果ではなく、第１の赤色ディスプレイ効果などのよ
り高い明るさを有する有色ディスプレイ効果のみを提供するように構成されてもよい。他
の例において、ディスプレイデバイスは、第１の赤色ディスプレイ効果などのより高い明
るさを有するディスプレイ効果ではなく、第２の赤色ディスプレイ効果などのより高い彩
度を有する有色ディスプレイ効果のみを提供するように構成されてもよい。さらなる例に
おいて、ディスプレイデバイスは、第１の赤色ディスプレイ効果などのより高い明るさを
有するディスプレイ効果、及び、第２の赤色ディスプレイ効果などのより高い彩度を有す
るさらなるディスプレイ効果を提供するように構成されてもよい。そのようなデバイスの
例は、図４を使用して以下に記載される。
【００３８】
　説明されるように、第１の流体は、例において異なるように切り換えて、より高い彩度
またはより高い明るさを有する所望の色のディスプレイ効果を提供してもよい。第１及び
第２の赤色ディスプレイ効果のための上記以外にさらなる第１の流体配置が想定され、こ
こで、第１の流体はたとえば、より大きいまたはより小さいディスプレイ領域の領域に隣
接する。さらに、赤色ディスプレイ効果に関してここで記載される原理は、緑色及び青色
の素子に適用してもよく、さらなる例において、異なる色のディスプレイ効果を提供する
ための素子に適用してもよい。
【００３９】
　第１及び第２の流体の切換を制御して、所望のディスプレイ効果を得るために、さまざ
まな技術を使用することができる。たとえば、図３Ａ、３Ｂ、及び３Ｃの第１の流体配置
は、たとえば図１の素子を使用して得られてもよく、ここで、第１の流体は、図の左手側
の壁に隣接する位置から収縮し、かつ広がる。しかし、さらなる例において、たとえば、
図３Ｄの第１の流体配置も提供されるべきである場合、したがって、ディスプレイ領域の
１つより多い位置で流体の動きを開始する必要がある場合、複数の電極が使用されてもよ
い。そのような素子の例が、図４に示される。図４の素子の特徴は、図１の素子の特徴と
同じであり、同じ参照番号で示される。この例において、２つの電極、すなわち、第１の
電極１７Ａ及び第２の電極１７Ｂが、第１の支持板５の電極層にある。電極１７Ａ、１７
Ｂは非導電素子Ｉによって切り離される。第１の電極１７Ａは本例において、ディスプレ
イ領域の電極に隣接して、それに平行な平面で同様または同一の寸法で、ディスプレイ領
域の第１の部分として位置づけられる。第１の電極は、ディスプレイ領域の第１の部分に
よって、少なくとも部分的に重ねられる。第２の電極１７Ｂは本例において、ディスプレ
イ領域の電極に隣接して、それに平行な平面で同様または同一の寸法で、ディスプレイ領
域の第２の部分として位置づけられる。第２の電極は、ディスプレイ領域の第２の部分に
よって、少なくとも部分的に重ねられる。電位は、第１及び第２の信号線１８Ａ、１８Ｂ
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を介して、それぞれ第１及び第２の電極に印加されてもよい。素子を駆動させ、図３Ａ、
３Ｂ、及び３Ｃの流体配置を得るために、第１及び第２の電極１７Ａ、１７Ｂが一緒に単
一の電極として働くように、同一の電位が、第１及び第２の電極１７Ａ、１７Ｂに印加さ
れてもよい。または、別の例において、第２の電極１７Ｂに第１の電極１７Ａより大きい
電位を印加し、第２の電極１７Ｂ上での第１の流体の動きを開始させ、第１の流体を第１
の電極１７Ａの方向に移動させてもよい。素子を駆動させ、図３Ｄの流体配置を得るため
に、第１の電極１７Ａに第２の電極１７Ｂより大きい電位を印加し、代わりに、第１の電
極１７Ａでの第１の流体の動きを開始させ、第１の流体を第２の電極１７Ｂの方向に移動
させてもよい。このように、第１の流体配置は、所望のディスプレイ効果に応じて、異な
るように切り換えることができる。ことが理解されるであろう。第１及び／または第２の
電極１７Ａ、１７Ｂへの適切な電位の印加は、ディスプレイ領域に対する第１の流体の隣
接の領域のサイズ及びその位置を制御することを可能にする。
【００４０】
　再び図１を参照すると、第１の流体の動きが発生する場所、及びそれゆえに第１の流体
の配置を制御するために使用されてもよい別の技術は、たとえば、電圧が信号線１８、１
９の間で印加される率である。たとえば、図３Ａ、３Ｂ、及び３Ｃを使用して示されるデ
ィスプレイ効果を得るために、段階的な電圧印加が、第１の流体を図１に示されるような
素子の右手側で開始させてもよい。対照的に、迅速かつ即時に、そして所望のディスプレ
イ効果に必要とされるよりもできる限り大きく、電圧を信号線１８、１９に印加すること
によって、第１の流体を、異なる位置、たとえば、図１に示されるような素子の左手側へ
移動させ始めてもよい。したがって、たとえば、図３Ｄによる第１の流体配置を得ること
ができる。そのような技術が、流体動きを制御するための他の技術と組み合わせて使用さ
れてもよい。
【００４１】
　流体動きを制御するための他の既知の技術は、カットアウトによって図１の電極１７を
形づくることを含み、信号線１８、１９の間に電圧を印加するとき、電圧はディスプレイ
領域の一部では印加されない。これは、第１の流体をその部分に集中させることを促進す
る。ディスプレイ領域表面ではなく第１の流体に対する異なる湿潤性を有する表面、たと
えば親水性の表面を使用し、電圧を印加するときに第１の流体の動きを開始するところを
決定することも可能である。
【００４２】
　図５は、図１のようなエレクトロウェッティング素子を制御するための、たとえば、エ
レクトロウェッティングディスプレイデバイスのマトリクスとして配置される複数のエレ
クトロウェッティング素子を制御するための制御装置の例を概略的に示す。この例におけ
る制御装置は、エレクトロウェッティング素子（単数または複数）のいわゆる直接駆動の
ためのものであり、支持板６に付着する集積回路の形態でもよい。既知のアクティブマト
リクス型ディスプレイも、そのような制御装置を使用してもよい。制御装置２８は、制御
ロジック及び切換ロジックを含む。装置は、信号線３０及び一般的な信号線３２によって
、各エレクトロウェッティング素子に接続される。各電極信号線３０は、制御装置２８か
らの出力をそれぞれ異なる電極１７に接続する。一般的な信号線は、電極を介して第２の
流体１２に接続される。１つまたは複数の入力データ線３４も含まれ、それによって、制
御装置は、エレクトロウェッティング素子のそれぞれに所望のディスプレイ効果を示すデ
ータで指示することができる。たとえば、この入力データはビデオデータでもよい。
【００４３】
　制御装置の例は、表示される画像に関する入力データ線３４からの入力データを受信す
る、示されるディスプレイ制御部３６などの制御部、たとえばマイクロコントローラを含
む。
【００４４】
　ディスプレイ制御部は、信号線３０、３２を介して、電極１７と第２の流体との間に印
加される電圧を制御するために配置され、それによって、エレクトロウェッティング素子
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に第１及び第２の流体の配置を決定する電界を提供し、それによって、エレクトロウェッ
ティング素子によって提供されるディスプレイ効果を決定する。ディスプレイ制御部は、
画素ごとの、少なくとも１つの信号レベルのタイミング及び／または信号レベルを制御す
る。
【００４５】
　ディスプレイ制御部の出力３８は、信号分配器及びデータ出力ラッチ４０のデータ入力
に接続される。信号分配器は、たとえばドライバを介して、ディスプレイデバイスに接続
される複数の出力上に、受信データを分布させる。信号分配器は、特定の画素が固有のデ
ィスプレイ効果を提供することを示すデータ入力をこの素子に接続される出力に送信する
。分配器は、シフトレジスタでもよい。入力データはシフトレジスタにクロックインされ
、ラッチパルスの受信時に、シフトレジスタの内容が出力ラッチへコピーされる。出力ラ
ッチは、ドライバアセンブリ４２に接続される、１つまたは複数の出力を有する。そして
、ラッチの出力は、制御装置内の１つまたは複数のドライバステージ４４の入力に接続さ
れる。各ドライバステージの出力は、信号線３０及び３２を通して対応する画素に接続さ
れる。入力データ３４に応じて、ドライバステージは、ディスプレイ制御部によって設定
される信号レベルの電圧を出力し、画素の１つを設定して対応するディスプレイ効果を提
供する。
【００４６】
　制御装置は、本明細書に記載される例によるエレクトロウェッティング素子を駆動する
ように構成される。例において、たとえば、図６によると、制御装置は、ディスプレイ効
果を提供するために、カラーフィルタ（たとえば第１の区域）を通過する光の比率及びカ
ラーフィルタを通過しない光の比率、たとえば第２の区域を通過する比率を制御するため
に、所定の配置に第１及び第２の流体を切り換えるために印加される電圧の大きさを設定
することによって、エレクトロウェッティング素子を駆動する。この設定は、異なる所定
の流体配置に対応する電圧振幅値のルックアップテーブルを示す、メモリに保存されたデ
ータにアクセスすることによって実行されてもよく、それによって、素子に印加するため
に設定される印加される電圧の大きさを決定する。必要な流体配置のための印加される電
圧が決定されると、制御装置は素子を駆動し、第１及び第２の流体を第１及び第２の流体
の所定の配置に構成して、ディスプレイ効果を提供する。
【００４７】
　上で説明されたように、素子によって提供される、たとえば特定のグレースケール値す
なわち強度レベルを有する所定のディスプレイ効果に関して、特定の色のために、利用可
能な２つの選択肢、より高い明るさのディスプレイ効果またはより高い彩度のディスプレ
イ効果があってもよい。それゆえに、ディスプレイ制御部は、エレクトロウェッティング
素子を駆動する方法を実行し、提供するディスプレイ効果を選択してもよい。視認環境に
応じて、たとえば視認側の照度の尺度を示す入力データを使用してこの選択を行い、どの
ディスプレイ効果を提供するか決定してもよい。たとえば、上で説明されたように、明る
い環境において、より高い彩度のディスプレイ効果が提供されてもよく、その一方で、暗
く、より薄暗い環境において、より高い輝度のディスプレイ効果が提供されてもよい。し
たがって、ディスプレイ制御部は、提供するディスプレイ効果の所定の色のために、エレ
クトロウェッティング素子をより高い彩度ディスプレイ効果のための流体配置に切り換え
るかどうか、または、エレクトロウェッティング素子をより高い明るさディスプレイ効果
のための流体配置に切り換えるかどうかを決定することを含む、エレクトロウェッティン
グ素子を駆動する方法を実行してもよい。次いで、ディスプレイ制御部は、その決定に応
じて、エレクトロウェッティング素子を適切な流体配置に切り換えてもよい。したがって
、ディスプレイ制御部は、エレクトロウェッティング素子を、第１の配置または第２の配
置に選択的に切り換える。先に説明されたように、ディスプレイ制御部は、所望のディス
プレイ効果を得るためにエレクトロウェッティング素子に印加する電圧振幅を調べるため
に、記憶データにアクセスしてもよい。そのようなデータはまた、電圧を印加する率、及
び／または、たとえば図４に従って素子を駆動するための、前に記載された第１及び第２
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の電極１７Ａ、１７Ｂなどの素子の複数の電極に印加する電圧の大きさを示してもよい。
【００４８】
　上で説明された例において、ディスプレイ制御部は、少なくとも１つのプロセッサを含
む。このプロセッサは、汎用プロセッサ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ
（ＤＳＰ）、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（
ＦＰＧＡ）または他のプログラマブルロジックデバイス、離散ゲートまたはトランジスタ
ーロジック、離散ハードウェアコンポーネント、または、本明細書に記載される機能を実
行するために設計されたそれらの任意の好適な組合せでもよい。プロセッサはまた、コン
ピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、
複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ
、あるいは、任意の他のそのような配置として実装されてもよい。プロセッサは、１つま
たは複数のメモリから情報を読み取るため、あるいは１つまたは複数のメモリに上方を書
き出すために、１つまたは複数のバスを介して、結合されてもよい。プロセッサは、追加
的にまたは択一的に、プロセッサレジスタなどのメモリを含有してもよい。これらのメモ
リはいずれも、上記のようなディスプレイ効果データを記憶してもよい。そのようなメモ
リはまた、コンピュータ可読命令を有する非一時的コンピュータ可読記憶媒体、すなわち
コンピュータソフトウェアでもよく、それは、実行されると、少なくとも１つのプロセッ
サに本明細書に記載される例による方法を実行させる。それゆえに、そのようなコンピュ
ータソフトウェアは、本明細書の例の方法を実行するように適合される。１つまたは複数
のメモリは、それぞれのレベルがそれぞれの能力及びアクセス速度を有するマルチレベル
階層キャッシュを含む、プロセッサキャッシュを含んでもよい。メモリは、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）及び他の揮発性記憶装置をさらに含んでもよい。
【００４９】
　上記の実施形態は、説明用の例示と理解すべきである。さらなる実施形態が想定される
。たとえば、上で説明された例において、ディスプレイ領域の第１及び第２の部分は、そ
れぞれ長方形で、ディスプレイ領域の両側に位置づけられる。したがって、両側の一方か
ら他方への方向で第１の流体を収縮させるまたは広げることによって第１の流体がディス
プレイ領域に隣接する領域のサイズを変えることは、ディスプレイ効果に寄与している光
量の制御を可能にする。ディスプレイ領域の第１及び第２の部分の異なる形状及び／また
はサイズ、したがってここで記載される以外の第２及び第１の区域の広がりを有する、さ
らなる例が想定される。このような例において、ディスプレイ効果を決定することが必要
とされる第１の流体配置は、図３Ａ～３Ｄに記載される第１の流体配置と異なってもよく
、適切な流体動きの制御技術、たとえば上記の技術を使用して得られてもよい。さらなる
例において、カラーフィルタ及び透過区域の広がり、したがって素子の第１及び第２の部
分の領域は、異なる色のために異なってもよく、ディスプレイ効果を提供するための成分
カラーの明るさは、異なる色の光に対する人の目の感度に従って調整されてもよい。同様
の理由のために、たとえばカラーフィルタの顔料の濃度は、異なる色のカラーフィルタの
ために異なってもよい。さらに、また同様の理由のために、素子を通して視認側へ光を透
過するためのバックライトの明るさは、カラーフィルタの異なる色のために異なってもよ
い。
【００５０】
　任意の１つの実施形態に関して説明されるあらゆる特徴は、単独で、または説明された
他の特徴と組み合わせて用いてもよく、他の任意の実施形態の、または、他の任意の実施
形態の任意の組合せの１つまたは複数の特徴と組み合わせて用いることもできることを理
解されたい。さらに、上で説明されていない等価物及び変更形態もまた、添付の特許請求
の範囲から逸脱することなく用いることができる。
【００５１】
条項
【００５２】
　１．エレクトロウェッティング素子が、ディスプレイ領域を有する表面と、第１の流体
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及び前記第１の流体と不混和性の第２の流体であって、前記第１及び第２の流体の配置が
切換可能であり、印加される電圧を使用して、前記第１及び第２の流体が前記ディスプレ
イ領域に隣接する領域のサイズを決定し、それによって、前記エレクトロウェッティング
素子によって提供されるディスプレイ効果を決定する、第１の流体及び前記第１の流体と
不混和性の第２の流体と、前記ディスプレイ効果をさらに決定するための切換不可能なカ
ラーフィルタであって、前記ディスプレイ領域の平面に平行な平面における前記切換不可
能なカラーフィルタの広がりが前記ディスプレイ領域よりも小さい、切換不可能なカラー
フィルタとを備える、エレクトロウェッティング素子を備えるディスプレイデバイス。
【００５３】
　２．前記第１及び第２の流体が、複数の配置に構成可能であり、前記第１の流体及び前
記第２の流体が前記ディスプレイ領域に隣接する領域の前記サイズが、前記複数の配置の
違いによって異なり、前記ディスプレイ効果を提供するための前記切換不可能なカラーフ
ィルタを通過する光の比率及び前記切換不可能なカラーフィルタを通過しない光の比率を
制御する、条項１に記載のディスプレイデバイス。
【００５４】
　３．前記エレクトロウェッティング素子が第１の区域及び第２の区域を有するカラーフ
ィルタ層を備え、前記第１の区域が前記切換不可能なカラーフィルタを備え、前記第２の
区域が前記切換不可能なカラーフィルタによって吸収される光の少なくとも１つの波長を
透過する、条項１に記載のディスプレイデバイス。
【００５５】
　４．前記第２の区域が、前記カラーフィルタ層の開口、または、前記切換不可能なカラ
ーフィルタによって吸収される光の少なくとも１つの波長を透過する材料のうちの１つま
たは複数を備える、条項３に記載のディスプレイデバイス。
【００５６】
　５．前記第１及び第２の流体が、前記ディスプレイ効果を提供するための前記第１の区
域を通過する光の比率及び前記ディスプレイ効果を提供するための前記第２の区域を通過
する光の比率を制御するように構成可能である、条項３に記載のディスプレイデバイス。
【００５７】
　６．前記ディスプレイ領域の第１の部分が、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行な
平面にある前記第１の区域の広がりによって重ねられ、前記ディスプレイ領域の第２の部
分が、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行な平面にある前記第２の区域の広がりによ
って重ねられ、前記第１の流体が、前記第２の部分には隣接せず前記第１の部分に部分的
に隣接する前記第１の流体による第１の配置と、前記第１の部分には部分的に隣接せず前
記第２の部分に少なくとも部分的に隣接する前記第１の流体による第２の配置との間で切
換可能である、条項３に記載のディスプレイデバイス。
【００５８】
　７．前記ディスプレイ領域の前記第１の部分によって少なくとも部分的に重ねられる第
１の電極と、前記ディスプレイ領域の前記第２の部分によって少なくとも部分的に重ねら
れる第２の電極とを備え、前記第１及び第２の電極が前記ディスプレイ領域を有する前記
表面を提供する支持板に位置づけられ、前記第１の流体が、前記第２の電極に前記第１の
電極より大きい電位を印加することによって、前記第１の配置に切換可能である、条項６
に記載のディスプレイデバイス。
【００５９】
　８．前記第１の流体が、前記可視光のスペクトルにおける、前記第１の流体に入射する
９０％以上の光を吸収するように構成される、条項１に記載のディスプレイデバイス。
【００６０】
　９．多数がディスプレイ効果を提供するための画素を定義する複数の前記エレクトロウ
ェッティング素子を備え、前記多数の各エレクトロウェッティング素子が、サブ画素ディ
スプレイ効果を提供するための前記画素のサブ画素である、条項１に記載のディスプレイ
デバイス。
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【００６１】
　１０．一列に隣接して配置される複数の前記エレクトロウェッティング素子を備え、前
記多数の各エレクトロウェッティング素子の前記第２の区域が互いに実質的に整列してい
る、条項１に記載のディスプレイデバイス。
【００６２】
　１１．前記多数の各エレクトロウェッティング素子の前記第１の流体が、前記それぞれ
のエレクトロウェッティング素子の前記第２の区域を通過する光のために、前記それぞれ
のエレクトロウェッティング素子の少なくとも１つの経路から切換可能であり、前記画素
の白色ディスプレイ効果を提供する、条項９に記載のディスプレイデバイス。
【００６３】
　１２．前記多数が第１、第２、及び第３の前記エレクトロウェッティング素子を含み、
前記第１、第２、及び第３のエレクトロウェッティング素子の前記切換不可能なカラーフ
ィルタが、それぞれ、赤色、緑色、及び青色カラーフィルタである、条項９に記載のディ
スプレイデバイス。
【００６４】
　１３．第１の支持板と第２の支持板とを備え、前記第１の流体及び前記第２の流体が前
記第１の支持板と前記第２の支持板との間に位置づけられ、前記ディスプレイ領域を有す
る前記表面が前記第２の支持板に面する前記第１の支持板の表面であり、前記第２の支持
板が前記切換不可能なカラーフィルタを備える、条項１に記載のディスプレイデバイス。
【００６５】
　１４．前記第１の流体が、前記エレクトロウェッティング素子の前記ディスプレイ領域
の周辺を定義する少なくとも１枚の壁によって、前記エレクトロウェッティング素子内に
制限され、前記エレクトロウェッティング素子の前記切換不可能なカラーフィルタが、前
記少なくとも１枚の壁によって定義された前記ディスプレイ領域より小さい広がりによっ
て前記ディスプレイ領域に重なる、条項１３に記載のディスプレイデバイス。
【００６６】
　１５．前記エレクトロウェッティング素子の前記切換不可能なカラーフィルタが、前記
ディスプレイ領域に部分的に重なり、そして前記少なくとも１枚の壁に部分的に重なる、
条項１４に記載のディスプレイデバイス。
【００６７】
　１６．エレクトロウェッティング素子が、ディスプレイ領域を有する表面と、第１の流
体及び前記第１の流体と不混和性の第２の流体であって、前記第１及び第２の流体の配置
が切換可能であり、印加される電圧を使用して、前記第１及び第２の流体が前記ディスプ
レイ領域に隣接する領域のサイズを決定し、それによって、前記エレクトロウェッティン
グ素子によって提供されるディスプレイ効果を決定する、第１の流体及び前記第１の流体
と不混和性の第２の流体と、前記ディスプレイ効果をさらに決定するための切換不可能な
カラーフィルタであって、前記ディスプレイ領域の平面に平行な平面における前記切換不
可能なカラーフィルタの広がりが前記ディスプレイ領域よりも小さい、切換不可能なカラ
ーフィルタとを含み、前記ディスプレイ効果を提供するために、前記切換不可能なカラー
フィルタを通過する光の比率及び前記切換不可能なカラーフィルタを通過しない前記光の
比率を制御するために、所定の配置に前記第１及び第２の流体を切り換えるために前記印
加される電圧の大きさを設定することと、前記印加される電圧を使用して前記エレクトロ
ウェッティング素子を駆動し、前記第１及び第２の流体を前記第１及び第２の流体の前記
所定の配置に構成して、ディスプレイ効果を提供することとを含む、エレクトロウェッテ
ィング素子を有するディスプレイデバイスの駆動方法。
【００６８】
　１７．前記エレクトロウェッティング素子が第１の区域及び第２の区域を有するカラー
フィルタ層を含み、前記切換不可能なカラーフィルタを含む前記第１の区域及び前記第２
の区域が前記切換不可能なカラーフィルタによって吸収される光の少なくとも１つの波長
を透過し、前記所定の配置が、前記ディスプレイ効果を提供するために、前記第１の区域
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を通過する光の比率及び前記第２の区域を通過する光の比率を制御するためのものである
、条項１６に記載の方法。
【００６９】
　１８．前記ディスプレイ領域の第１の部分が、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行
な平面にある前記第１の区域の広がりによって重ねられ、前記ディスプレイ領域の第２の
部分が、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行な平面にある前記第２の区域の広がりに
よって重ねられ、前記第１の流体が、前記第２の部分には隣接せず前記第１の部分に部分
的に隣接する前記第１の流体による第１の配置と、前記第１の部分には部分的に隣接せず
前記第２の部分に少なくとも部分的に隣接する前記第１の流体による第２の配置との間で
切換可能であり、提供するディスプレイ効果の所定の色のために、前記エレクトロウェッ
ティング素子を、前記第１の配置と比較してより高い彩度のディスプレイ効果を提供する
前記第２の配置、または、前記第２の配置と比較してより高い明るさのディスプレイ効果
を提供する前記第１の配置に選択的に切り換えることをさらに含む、条項１７に記載の方
法。
【００７０】
　１９．前記エレクトロウェッティング素子が、前記ディスプレイ領域の前記第１の部分
によって少なくとも部分的に重ねられる第１の電極と、前記ディスプレイ領域の前記第２
の部分によって少なくとも部分的に重ねられる第２の電極とを含み、前記第１及び第２の
電極が前記ディスプレイ領域を有する前記表面を提供する支持板に位置づけられ、前記第
１の配置に前記エレクトロウェッティング素子を切り換えることが、前記第２の電極に前
記第１の電極より大きい電位を印加することを含む、条項１８に記載の方法。
【００７１】
　２０．前記ディスプレイデバイスが複数の前記エレクトロウェッティング素子を含み、
前記多数がディスプレイ効果を提供するための画素を定義し、前記多数の各エレクトロウ
ェッティング素子が、サブ画素ディスプレイ効果を提供するための前記画素のサブ画素で
あり、前記多数の各エレクトロウェッティング素子の前記第１の流体が、前記それぞれの
エレクトロウェッティング素子の前記第２の区域を通過する光のために、前記それぞれの
エレクトロウェッティング素子の少なくとも１つの経路から切換可能であって、前記画素
の白色ディスプレイ効果を提供し、前記多数の各エレクトロウェッティング素子の前記第
１の流体を切り換え、前記それぞれのエレクトロウェッティング素子の前記少なくとも１
つの経路から、前記それぞれのエレクトロウェッティング素子の前記第１の流体を少なく
とも部分的に移動させ、前記白色ディスプレイ効果を提供することを含む、条項１６に記
載の方法。
【００７２】
　２１．所定の構成において、前記第１の流体が前記第２の部分の一部に隣接し、前記第
１の部分に隣接しない、条項１７に記載の方法。
【００７３】
　２２．エレクトロウェッティング素子が、ディスプレイ領域を有する表面と、第１の流
体及び前記第１の流体と不混和性の第２の流体であって、前記第１及び第２の流体の配置
が切換可能であり、印加される電圧を使用して、前記第１及び第２の流体が前記ディスプ
レイ領域に隣接する領域のサイズを決定し、それによって、前記エレクトロウェッティン
グ素子によって提供されるディスプレイ効果を決定する、第１の流体及び前記第１の流体
と不混和性の第２の流体と、前記ディスプレイ効果をさらに決定するための切換不可能な
カラーフィルタであって、前記ディスプレイ領域の平面に平行な平面における前記切換不
可能なカラーフィルタの広がりが前記ディスプレイ領域よりも小さい、切換不可能なカラ
ーフィルタとを含み、少なくとも１つのプロセッサと、コンピュータプログラム命令を含
む少なくとも１枚のメモリとを備え、前記少なくとも１枚のメモリ及び前記コンピュータ
プログラム命令が、前記少なくとも１つのプロセッサで、前記装置に、前記ディスプレイ
効果を提供するために、前記切換不可能なカラーフィルタを通過する光の比率及び前記切
換不可能なカラーフィルタを通過しない前記光の比率を制御するために、所定の配置に前
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記第１及び第２の流体を切り換えるために前記印加される電圧の大きさを設定することと
、前記印加される電圧を使用して前記エレクトロウェッティング素子を駆動し、前記第１
及び第２の流体を前記第１及び第２の流体の前記所定の配置に構成して、前記ディスプレ
イ効果を提供することとを含む方法を実行させるように構成される、エレクトロウェッテ
ィング素子を有するディスプレイデバイスを制御するための装置。
【００７４】
　２３．前記エレクトロウェッティング素子が第１の区域及び第２の区域を有するカラー
フィルタ層を含み、前記切換不可能なカラーフィルタを含む前記第１の区域及び前記第２
の区域が前記切換不可能なカラーフィルタによって吸収される光の少なくとも１つの波長
を透過し、前記所定の配置が、前記ディスプレイ効果を提供するために、前記第１の区域
を通過する光の比率及び前記第２の区域を通過する光の比率を制御するためのものである
、条項２２に記載の装置。
【００７５】
　２４．前記ディスプレイ領域の第１の部分が、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行
な平面にある前記第１の区域の広がりによって重ねられ、前記ディスプレイ領域の第２の
部分が、前記ディスプレイ領域の前記平面に平行な平面にある前記第２の区域の広がりに
よって重ねられ、前記第１の流体が、前記第２の部分には隣接せず前記第１の部分に部分
的に隣接する前記第１の流体による第１の配置と、前記第１の部分には部分的に隣接せず
前記第２の部分に少なくとも部分的に隣接する前記第１の流体による第２の配置との間で
切換可能であり、前記方法が、提供するディスプレイ効果の所定の色のために、前記エレ
クトロウェッティング素子を、前記第１の配置と比較してより高い彩度のディスプレイ効
果を提供する前記第２の配置、または、前記第２の配置と比較してより高い明るさのディ
スプレイ効果を提供する前記第１の配置に選択的に切り換えること
をさらに含む、条項２３に記載の装置。
【００７６】
　２５．所定の構成において、前記第１の流体が前記第２の部分の一部に隣接し、前記第
１の部分に隣接しない、条項２２に記載の装置。
 



(20) JP 2017-510857 A 2017.4.13

【図１】 【図２】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】



(21) JP 2017-510857 A 2017.4.13

【図３Ｃ】 【図３Ｄ】

【図４】 【図５】



(22) JP 2017-510857 A 2017.4.13

【図６】



(23) JP 2017-510857 A 2017.4.13

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP 2017-510857 A 2017.4.13

10

20

30

40



(25) JP 2017-510857 A 2017.4.13

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  ジラルド　アンドレア
            アメリカ合衆国　９８１０９－５２１０　ワシントン州　シアトル　テリー　アヴェニュー　ノー
            ス　４１０
Ｆターム(参考) 2H141 MA05  MA07  MB43  MB51  MB63  MC06  MD03  MD05  MD31  MD38 
　　　　 　　        ME23  ME25  ME29  MF15  MG03  MZ27 
　　　　 　　  2K101 AA11  CA04  CB17  CB26  CB36  CB46  CC01  CC13  EA02  EA07 
　　　　 　　  5C094 AA02  BA96  CA19  CA24  ED03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

