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(57)【要約】
【課題】それぞれの総容量値（蓄積容量と表示容量との
容量総和）が等しい複数のサブ画素ユニットを備え、カ
ラー画面を表示することができる電子インク表示パネル
を提供する。
【解決手段】電子インク表示パネル１００は、アクティ
ブデバイスアレイ基板２００、前面板３００及び電子イ
ンク層４００を備える。アクティブデバイスアレイ基板
２００は、蓄積容量Ｃｓをそれぞれ有する複数のサブ画
素ユニットＰｘをそれぞれ含む複数の画素ユニット２１
０を有し、同一の画素ユニット２１０の中にある少なく
とも１つのサブ画素ユニットＰｘとその他のサブ画素ユ
ニットＰｘとは蓄積容量Ｃｓの容量値が異なる。前面板
３００は、アクティブデバイスアレイ基板２００の上方
に配置され、電子インク層４００は、アクティブデバイ
スアレイ基板２００と前面板３００との間に配置されて
いる。
【選択図】図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクティブデバイスアレイ基板、前面板及び電子インク層を備える電子インク表示パネ
ルであって、
　前記アクティブデバイスアレイ基板は、蓄積容量をそれぞれ有する複数のサブ画素ユニ
ットをそれぞれ含む複数の画素ユニットを有し、同一の前記画素ユニットの中にある少な
くとも１つのサブ画素ユニットとその他のサブ画素ユニットとは蓄積容量の容量値が異な
り、
　前記前面板は、前記アクティブデバイスアレイ基板の上方に配置され、
　前記電子インク層は、前記アクティブデバイスアレイ基板と前記前面板との間に配置さ
れていることを特徴とする電子インク表示パネル。
【請求項２】
　前記アクティブデバイスアレイ基板は、
　基板と、
　前記基板上に配置された複数の走査線と、
　前記基板上に配置された複数のデータ線と、をさらに有し、
　前記データ線及び前記走査線により前記基板上が複数の画素領域に画成されていること
を特徴とする請求項１に記載の電子インク表示パネル。
【請求項３】
　前記画素ユニットの各々は、
　第１の蓄積容量を有する第１のサブ画素ユニットと、
　第２の蓄積容量を有する第２のサブ画素ユニットと、
　第３の蓄積容量を有する第３のサブ画素ユニットと、を有し、
　前記画素ユニットの前記第１のサブ画素ユニット、前記第２のサブ画素ユニット及び前
記第３のサブ画素ユニットは、それぞれ同一の前記走査線と電気的に接続され、互いに隣
接した３つの前記画素領域の中にそれぞれ配置されていることを特徴とする請求項２に記
載の電子インク表示パネル。
【請求項４】
　前記前面板は、
　前記電子インク層上に配置された共通電極と、
　前記共通電極上に配置された保護膜と、を有することを特徴とする請求項３に記載の電
子インク表示パネル。
【請求項５】
　前記第１のサブ画素ユニットは、第１のアクティブデバイスと、該第１のアクティブデ
バイスに電気的に接続された第１の画素電極と、を有し、
　前記第２のサブ画素ユニットは、第２のアクティブデバイスと、該第２のアクティブデ
バイスに電気的に接続された第２の画素電極と、を有し、
　前記第３のサブ画素ユニットは、第３のアクティブデバイスと、該第３のアクティブデ
バイスに電気的に接続された第３の画素電極と、を有することを特徴とする請求項４に記
載の電子インク表示パネル。
【請求項６】
　前記電子インク層は、
　前記第１の画素電極上に配置された複数の第１のインク材料パターンと、
　前記第２の画素電極上に配置された複数の第２のインク材料パターンと、
　前記第３の画素電極上に配置された複数の第３のインク材料パターンと、を有すること
を特徴とする請求項５に記載の電子インク表示パネル。
【請求項７】
　前記第１の蓄積容量の容量値はＣ１であり、
　前記第２の蓄積容量の容量値はＣ２であり、
　前記第３の蓄積容量の容量値はＣ３であり、
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　Ｃ１≠Ｃ２≠Ｃ３であることを特徴とする請求項６に記載の電子インク表示パネル。
【請求項８】
　前記共通電極、前記第１のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記第１の画
素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ１であり、
　前記共通電極、前記第２のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記第２の画
素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ２であり、
　前記共通電極、前記第３のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記第３の画
素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ３であり、
　Ｃｅ１≠Ｃｅ２≠Ｃｅ３、Ｃ１＋Ｃｅ１＝Ｃ２＋Ｃｅ２＝Ｃ３＋Ｃｅ３であることを特
徴とする請求項７に記載の電子インク表示パネル。
【請求項９】
　前記第１の蓄積容量が占める面積がＡ１であり、前記第２の蓄積容量が占める面積がＡ
２であり、前記第３の蓄積容量が占める面積がＡ３であり、Ａ１≠Ａ２≠Ａ３であること
を特徴とする請求項８に記載の電子インク表示パネル。
【請求項１０】
　前記第１のインク材料パターンの厚さがｄ１であり、前記第２のインク材料パターンの
厚さがｄ２であり、前記第３のインク材料パターンの厚さがｄ３であり、ｄ１≠ｄ２≠ｄ
３であることを特徴とする請求項９に記載の電子インク表示パネル。
【請求項１１】
　前記第１のインク材料パターン、前記第２のインク材料パターン及び前記第３のインク
材料パターンは、それぞれ異なる材料からなることを特徴とする請求項９に記載の電子イ
ンク表示パネル。
【請求項１２】
　前記共通電極と各前記第１の画素電極との重畳面積がＢ１であり、前記共通電極と各前
記第２の画素電極との重畳面積がＢ２であり、前記共通電極と各前記第３の画素電極との
重畳面積がＢ３であり、Ｂ１≠Ｂ２≠Ｂ３であることを特徴とする請求項９に記載の電子
インク表示パネル。
【請求項１３】
　前記第１の蓄積容量の容量値はＣ１であり、
　前記第２の蓄積容量の容量値はＣ２であり、
　前記第３の蓄積容量の容量値はＣ３であり、
　Ｃ１≠Ｃ２、Ｃ２＝Ｃ３であることを特徴とする請求項６に記載の電子インク表示パネ
ル。
【請求項１４】
　前記共通電極、前記第１のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記第１の画
素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ１であり、
　前記共通電極、前記第２のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記第２の画
素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ２であり、
　前記共通電極、前記第３のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記第３の画
素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ３であり、
　Ｃｅ１≠Ｃｅ２、Ｃｅ２＝Ｃｅ３であることを特徴とする請求項１３に記載の電子イン
ク表示パネル。
【請求項１５】
　前記第１の蓄積容量が占める面積がＡ１であり、前記第２の蓄積容量が占める面積がＡ
２であり、前記第３の蓄積容量が占める面積がＡ３であり、Ａ１≠Ａ２、Ａ２＝Ａ３であ
ることを特徴とする請求項１４に記載の電子インク表示パネル。
【請求項１６】
　前記第１のインク材料パターンの厚さがｄ１であり、前記第２のインク材料パターンの
厚さがｄ２であり、前記第３のインク材料パターンの厚さがｄ３であり、ｄ１≠ｄ２、ｄ
２＝ｄ３であることを特徴とする請求項１５に記載の電子インク表示パネル。
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【請求項１７】
　前記第１のインク材料パターンと前記第２のインク材料パターンとは異なる材料からな
り、
　前記第２のインク材料パターンと前記第３のインク材料パターンとは同じ材料からなる
ことを特徴とする請求項１５に記載の電子インク表示パネル。
【請求項１８】
　前記共通電極と各前記第１の画素電極との重畳面積がＢ１であり、前記共通電極と各前
記第２の画素電極との重畳面積がＢ２であり、前記共通電極と各前記第３の画素電極との
重畳面積がＢ３であり、Ｂ１≠Ｂ２、Ｂ２＝Ｂ３であることを特徴とする請求項１５に記
載の電子インク表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示パネルに関し、特に電子インク表示パネル（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ－ｉ
ｎｋ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、従来の電子インク表示パネルには、前面板（Ｆｒｏｎｔ　Ｐｌａｎｅ　Ｌａｍ
ｉｎａｔｅ：ＦＰＬ）、電子インク層及び薄膜トランジスタアレイ基板（ｔｈｉｎ　ｆｉ
ｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ　ａｒｒａｙ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）が含まれる。前面板は
、透明電極層を有し、電子インク層は、荷電粒子により駆動され、双安定性（ｂｉ－ｓｔ
ａｂｌｅ）の表示材料（すなわち電子インク）を含む。
【０００３】
　従来の電子インク層を例にすると、荷電粒子は、異なる色で正の電荷及び負の電荷であ
り（例えば、黒色及び白色）、透明流体とともにマイクロカプセルの中に含まれる。薄膜
トランジスタアレイ基板の各々の画素電極と透明電極層との間の電界が変化すると、異な
る色の正の電荷及び負の電荷は、電界方向に応じて上方又は下方に移動し、マイクロカプ
セルの各々が黒色又は白色を表示する。またマイクロカプセルには、異なる色で単一の電
荷及び不透明流体（例えば、黒色及び白色）が含まれてもよい。薄膜トランジスタアレイ
基板の各画素電極と透明電極層との間の電界が変化すると、荷電粒子の中の単一電荷は、
電界方向に応じて上方又は下方に移動し、マイクロカプセルの一面に集中され、マイクロ
カプセルの各々は黒色又は白色を表示することができる。
【０００４】
　さらに従来の電子インク層を例にすると、荷電粒子は、表面が２種類の異なる色（例え
ば、黒色及び白色）である二色の荷電粒子である。二色の荷電粒子の表面は、表面の色に
応じて異なる電荷を有する。薄膜トランジスタアレイ基板は、それぞれの画素電極と透明
電極層との間の電界が変化すると、二色の荷電粒子が電界の方向に応じて回転移動し、荷
電粒子の各々が黒色又は白色を表示する。
【０００５】
　図１Ａ及び図１Ｂを参照する。図１Ａは、従来の電子インク表示パネルの構造を示す断
面図である。図１Ｂは、図１Ａの電子インク表示パネルの薄膜トランジスタアレイ基板を
示す平面図である。図１Ａは、図１Ｂの線Ａ－Ａ’に沿った断面図である。図１Ａ及び図
１Ｂに示すように、電子インク表示パネル１０は、薄膜トランジスタアレイ基板２０、前
面板３０及び電子インク層４０を含む。前面板３０は、薄膜トランジスタアレイ基板２０
の上方に配置され、電子インク層４０は、前面板３０と薄膜トランジスタアレイ基板２０
との間に配置されている。
【０００６】
　薄膜トランジスタアレイ基板２０は、基板２１、複数の走査線２２、複数のデータ線２
３及び複数のサブ画素ユニット２４を含む。基板２１上には、走査線２２及びデータ線２
３が配置され、複数の画素領域２１ａが画成されている。サブ画素ユニット２４の各々は
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、蓄積容量２４ａを有し、基板２１上の画素領域２１ａの中に配置されている。また、サ
ブ画素ユニット２４の各々は、薄膜トランジスタ２４ｂ及び画素電極２４ｃをさらに有す
る。薄膜トランジスタ２４ｂは、走査線２２のうちの１つと、データ線２３のうちの１つ
と電気的に接続されている。画素電極２４ｃは、薄膜トランジスタ２４ｂと電気的に接続
されている。前面板３０には、保護膜３２及び透明電極層３４が含まれている。透明電極
層３４は、保護膜３２上に配置されている。
【０００７】
　続いて、走査線２２、データ線２３及び透明電極層３４に適当な電圧信号を印加するこ
とにより、画素電極２４ｃの充放電を行う。そして、電子インク層４０の中のマイクロカ
プセル４１の色を有する電荷を駆動させ、電子インク表示パネル１０に画面を表示させる
。しかし、上述の電子インク表示パネル１０では、白黒画面しか表示できなかった。その
ため、カラー化が求められている現在、白黒画面しか表示できない電子インク表示パネル
１０の応用は限定されたものであった。
【０００８】
　図１Ｃを参照する。図１Ｃは、従来の電子インク表示パネル４２の構造を示す断面図で
ある。図１Ｃに示すように、電子インク表示パネル４２は、電子インク表示パネル１０に
類似し、図１Ａのマイクロカプセル４１の代わりに、二色の荷電粒子４４が電子インク層
４０に用いられている点のみが異なる。
【０００９】
　図１Ｄを参照する。図１Ｄは、従来の電子インク表示パネル４５の構造を示す断面図で
ある。図１Ｄに示すように、電子インク表示パネル４５は、電子インク表示パネル１０に
類似し、電子インク層４０のマイクロカプセル４１が不透明流体４６（例えば、白色）及
び単一の荷電粒子４７（例えば、黒色）を含む点が異なる。荷電粒子４７は、電界方向に
応じて上下に移動する。電子インク表示パネル４５は、荷電粒子４７が上に移動すると黒
色を表示し、下に移動すると白色を表示する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、それぞれの総容量値（蓄積容量と表示容量との容量総和）が等しい複
数のサブ画素ユニットを備え、カラー画面を表示することができる電子インク表示パネル
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
（１）　アクティブデバイスアレイ基板、前面板及び電子インク層を備える電子インク表
示パネルであって、前記アクティブデバイスアレイ基板は、蓄積容量をそれぞれ有する複
数のサブ画素ユニットをそれぞれ含む複数の画素ユニットを有し、同一の前記画素ユニッ
トの中にある少なくとも１つのサブ画素ユニットとその他のサブ画素ユニットとは蓄積容
量の容量値が異なり、前記前面板は、前記アクティブデバイスアレイ基板の上方に配置さ
れ、前記電子インク層は、前記アクティブデバイスアレイ基板と前記前面板との間に配置
されていることを特徴とする電子インク表示パネルを提供する。
【００１２】
（２）　前記アクティブデバイスアレイ基板は、基板と、前記基板上に配置された複数の
走査線と、前記基板上に配置された複数のデータ線と、をさらに有し、前記データ線及び
前記走査線により前記基板上が複数の画素領域に画成されていることを特徴とする（１）
に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００１３】
（３）　前記画素ユニットの各々は、第１の蓄積容量を有する第１のサブ画素ユニットと
、第２の蓄積容量を有する第２のサブ画素ユニットと、第３の蓄積容量を有する第３のサ
ブ画素ユニットと、を有し、前記画素ユニットの前記第１のサブ画素ユニット、前記第２
のサブ画素ユニット及び前記第３のサブ画素ユニットは、それぞれ同一の前記走査線と電
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気的に接続され、互いに隣接した３つの前記画素領域の中にそれぞれ配置されていること
を特徴とする（２）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００１４】
（４）　前記前面板は、前記電子インク層上に配置された共通電極と、前記共通電極上に
配置された保護膜と、を有することを特徴とする（３）に記載の電子インク表示パネルを
提供する。
【００１５】
（５）　前記第１のサブ画素ユニットは、第１のアクティブデバイスと、該第１のアクテ
ィブデバイスに電気的に接続された第１の画素電極と、を有し、前記第２のサブ画素ユニ
ットは、第２のアクティブデバイスと、該第２のアクティブデバイスに電気的に接続され
た第２の画素電極と、を有し、前記第３のサブ画素ユニットは、第３のアクティブデバイ
スと、該第３のアクティブデバイスに電気的に接続された第３の画素電極と、を有するこ
とを特徴とする（４）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００１６】
（６）　前記電子インク層は、前記第１の画素電極上に配置された複数の第１のインク材
料パターンと、前記第２の画素電極上に配置された複数の第２のインク材料パターンと、
前記第３の画素電極上に配置された複数の第３のインク材料パターンと、を有することを
特徴とする（５）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００１７】
（７）　前記第１の蓄積容量の容量値はＣ１であり、前記第２の蓄積容量の容量値はＣ２
であり、前記第３の蓄積容量の容量値はＣ３であり、Ｃ１≠Ｃ２≠Ｃ３であることを特徴
とする（６）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００１８】
（８）　前記共通電極、前記第１のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記第
１の画素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ１であり、前記共通電極、前記第
２のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記第２の画素電極から構成されるキ
ャパシタの容量値がＣｅ２であり、前記共通電極、前記第３のインク材料パターンのうち
の１つ及び対応した前記第３の画素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ３であ
り、Ｃｅ１≠Ｃｅ２≠Ｃｅ３、Ｃ１＋Ｃｅ１＝Ｃ２＋Ｃｅ２＝Ｃ３＋Ｃｅ３であることを
特徴とする（７）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００１９】
（９）　前記第１の蓄積容量が占める面積がＡ１であり、前記第２の蓄積容量が占める面
積がＡ２であり、前記第３の蓄積容量が占める面積がＡ３であり、Ａ１≠Ａ２≠Ａ３であ
ることを特徴とする（８）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００２０】
（１０）　前記第１のインク材料パターンの厚さがｄ１であり、前記第２のインク材料パ
ターンの厚さがｄ２であり、前記第３のインク材料パターンの厚さがｄ３であり、ｄ１≠
ｄ２≠ｄ３であることを特徴とする（９）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００２１】
（１１）　前記第１のインク材料パターン、前記第２のインク材料パターン及び前記第３
のインク材料パターンは、それぞれ異なる材料からなることを特徴とする（９）に記載の
電子インク表示パネルを提供する。
【００２２】
（１２）　前記共通電極と各前記第１の画素電極との重畳面積がＢ１であり、前記共通電
極と各前記第２の画素電極との重畳面積がＢ２であり、前記共通電極と各前記第３の画素
電極との重畳面積がＢ３であり、Ｂ１≠Ｂ２≠Ｂ３であることを特徴とする（９）に記載
の電子インク表示パネルを提供する。
【００２３】
（１３）　前記第１の蓄積容量の容量値はＣ１であり、前記第２の蓄積容量の容量値はＣ
２であり、前記第３の蓄積容量の容量値はＣ３であり、Ｃ１≠Ｃ２、Ｃ２＝Ｃ３であるこ
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とを特徴とする（６）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００２４】
（１４）　前記共通電極、前記第１のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記
第１の画素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ１であり、前記共通電極、前記
第２のインク材料パターンのうちの１つ及び対応した前記第２の画素電極から構成される
キャパシタの容量値がＣｅ２であり、前記共通電極、前記第３のインク材料パターンのう
ちの１つ及び対応した前記第３の画素電極から構成されるキャパシタの容量値がＣｅ３で
あり、Ｃｅ１≠Ｃｅ２、Ｃｅ２＝Ｃｅ３であることを特徴とする（１３）に記載の電子イ
ンク表示パネルを提供する。
【００２５】
（１５）　前記第１の蓄積容量が占める面積がＡ１であり、前記第２の蓄積容量が占める
面積がＡ２であり、前記第３の蓄積容量が占める面積がＡ３であり、Ａ１≠Ａ２、Ａ２＝
Ａ３であることを特徴とする（１４）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００２６】
（１６）　前記第１のインク材料パターンの厚さがｄ１であり、前記第２のインク材料パ
ターンの厚さがｄ２であり、前記第３のインク材料パターンの厚さがｄ３であり、ｄ１≠
ｄ２、ｄ２＝ｄ３であることを特徴とする（１５）に記載の電子インク表示パネルを提供
する。
【００２７】
（１７）　前記第１のインク材料パターンと前記第２のインク材料パターンとは異なる材
料からなり、前記第２のインク材料パターンと前記第３のインク材料パターンとは同じ材
料からなることを特徴とする（１５）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【００２８】
（１８）　前記共通電極と各前記第１の画素電極との重畳面積がＢ１であり、前記共通電
極と各前記第２の画素電極との重畳面積がＢ２であり、前記共通電極と各前記第３の画素
電極との重畳面積がＢ３であり、Ｂ１≠Ｂ２、Ｂ２＝Ｂ３であることを特徴とする（１５
）に記載の電子インク表示パネルを提供する。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の電子インク表示パネルは、蓄積容量の容量値と、共通電極、インク材料パター
ンのうちの１つ及び対応した画素電極から構成された表示容量の容量値とが互いに補償し
あうことにより、蓄積容量と対応した表示容量との総容量値を等しくさせることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　従来、白黒画面しか表示することができなかった欠点を解決するために、カラー画面を
表示する電子インク表示パネルが提供されていた。しかし、カラー画面を表示する電子イ
ンク表示パネルには、別の問題が発生することがあった。
【００３１】
　図２Ａ及び図２Ｂを参照する。図２Ａは、電子インク表示パネルの構造を示す断面図で
ある。図２Ｂは、図２Ａの電子インク表示パネルの薄膜トランジスタアレイ基板を示す平
面図である。図２Ａは、図２Ｂの線Ｂ－Ｂ’に沿った断面図である。図２Ａ及び図２Ｂに
示すように、電子インク表示パネル５０は、薄膜トランジスタアレイ基板２０、前面板３
０及び電子インク層４００を含む。前面板３０は、薄膜トランジスタアレイ基板２０の上
方に配置され、電子インク層４００は、前面板３０と薄膜トランジスタアレイ基板２０と
の間に配置されている。
【００３２】
　薄膜トランジスタアレイ基板２０は、基板２１、複数の走査線２２、複数のデータ線２
３及び複数のサブ画素ユニット２４を含む。基板２１上には、走査線２２及びデータ線２
３が配置され、複数の画素領域２１ａが画成されている。サブ画素ユニット２４の各々は
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、蓄積容量２４ａを有し、基板２１上の画素領域２１ａの中に配置されている。また、サ
ブ画素ユニット２４の各々は、薄膜トランジスタ２４ｂ及び画素電極２４ｃをさらに有す
る。薄膜トランジスタ２４ｂは、走査線２２のうちの１つと、データ線２３のうちの１つ
と電気的に接続されている。画素電極２４ｃは、薄膜トランジスタ２４ｂと電気的に接続
されている。前面板３０は、保護膜３２及び透明電極層３４を含む。透明電極層３４は、
保護膜３２上に配置されている。
【００３３】
　電子インク層４００は、複数の第１のインク材料パターン４１０、第２のインク材料パ
ターン４２０及び第３のインク材料パターン４３０を有する。第１のインク材料パターン
４１０、第２のインク材料パターン４２０及び第３のインク材料パターン４３０の各々は
、基板２１の画素領域２１ａの上方に配置されている。これにより、同一の走査線２２と
電気的に接続され、互いに隣接した３つのサブ画素ユニット２４の上方には、それぞれ第
１のインク材料パターン４１０、第２のインク材料パターン４２０及び第３のインク材料
パターン４３０が配置されている。
【００３４】
　上述の電子インク表示パネル５０は、第１のインク材料パターン４１０、第２のインク
材料パターン４２０及び第３のインク材料パターン４３０の中のマイクロカプセルに異な
る色の荷電染料が含まれている。例えば、第１のインク材料パターン４１０の中のマイク
ロカプセル４１２には、赤色及び赤色以外の荷電染料が含まれ、第２のインク材料パター
ン４２０の中のマイクロカプセル４２２には、緑色及び緑色以外の荷電染料が含まれ、第
３のインク材料パターン４３０の中のマイクロカプセル４３２には、青色及び青色以外の
荷電染料が含まれている。
【００３５】
　また走査線２２、データ線２３及び透明電極層３４に適当な電圧信号が印加されると、
第１のインク材料パターン４１０、第２のインク材料パターン４２０及び第３のインク材
料パターン４３０の中の荷電染料が駆動され、電子インク表示パネル５０がカラー画面を
表示する。
【００３６】
　図２Ａ及び図２Ｃを参照する。図２Ｃは、図２Ａの電子インク表示パネルの等価回路の
一部を示す回路図である。図２Ａ及び図２Ｃに示すように、第１の表示容量６２ａは、透
明電極層３４、第１のインク材料パターン４１０及び画素電極２４ｃから構成され、その
容量値はＣｐ１である。第２の表示容量６４ａは、透明電極層３４、第２のインク材料パ
ターン４２０及び画素電極２４ｃから構成され、その容量値はＣｐ２である。第３の表示
容量６６ａは、透明電極層３４、第３のインク材料パターン４３０及び画素電極２４ｃか
ら構成され、その容量値はＣｐ３である。ここで、異なる色の荷電染料を含む第１のイン
ク材料パターン４１０、第２のインク材料パターン４２０及び第３のインク材料パターン
４３０は、一般に異なる誘電率を有するため、それぞれの容量値であるＣｐ１、Ｃｐ２及
びＣｐ３は互いに異なる。
【００３７】
　サブ画素ユニット２４の各々は、蓄積容量２４ａの容量値Ｃｔがすべて等しい。そのた
め、蓄積容量２４ａと第１の表示容量６２ａとの総容量値（Ｃｔ＋Ｃｐ１）と、蓄積容量
２４ａと第２の表示容量６４ａとの総容量値（Ｃｔ＋Ｃｐ２）と、蓄積容量２４ａと第３
の表示容量６６ａとの総容量値（Ｃｔ＋Ｃｐ３）とはそれぞれ異なる（すなわち、Ｃｔ＋
Ｃｐ１≠Ｃｔ＋Ｃｐ２≠Ｃｔ＋Ｃｐ３）。
【００３８】
　図２Ｄを参照する。図２Ｄは、もう一つの電子インク表示パネル６０の構造を示す断面
図である。図２Ｄに示すように、電子インク表示パネル６０は、電子インク表示パネル５
０と類似し、電子インク表示パネル５０のマイクロカプセル４１２、４２２、４３２の代
わりに、二色の荷電粒子４１３、４２３、４３３が電子インク層４００に用いられている
点が異なる。
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【００３９】
　図２Ｅを参照する。図２Ｅは、さらにもう一つの電子インク表示パネル６１の構造を示
す断面図である。図２Ｅに示すように、電子インク表示パネル６１は、電子インク表示パ
ネル５０と類似し、マイクロカプセル４１２、４２２、４３２が不透明流体４６及び荷電
粒子４７を含む点が異なる。
【００４０】
　上述したことから分かるように、電子インク表示パネル５０、６０は、異なる色の荷電
染料の電子インク層４００を有し、従来の薄膜トランジスタアレイ基板２０及び前面板３
０を用いている。そのため、電子インク表示パネル５０は、カラー画面を表示することが
できたが、各サブ画素ユニットの総容量値が異なってしまうという問題が発生した。
【００４１】
　上述の問題を解決するために、本発明は、電子インク表示パネルを提供する。以下、本
発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００４２】
（第１実施形態）
　図３Ａ及び図３Ｂを参照する。図３Ａは、本発明の第１実施形態による電子インク表示
パネルの構造を示す断面図である。図３Ｂは、図３Ａの電子インク表示パネルのアクティ
ブデバイスアレイ基板を示す平面図である。図３Ａは、図３Ｂの線Ｃ－Ｃ’に沿った断面
図である。図３Ａ及び図３Ｂに示すように、電子インク表示パネル１００は、アクティブ
デバイスアレイ基板２００、前面板３００及び電子インク層４００を含む。アクティブデ
バイスアレイ基板２００は、複数の画素ユニット２１０を有する。画素ユニット２１０の
各々は、蓄積容量Ｃｓをそれぞれ有する複数のサブ画素ユニットＰｘを含む。同一の画素
ユニット２１０の中で、サブ画素ユニットＰｘのうちの少なくとも１つの蓄積容量Ｃｓの
容量値は、その他のサブ画素ユニットＰｘの蓄積容量Ｃｓの容量値と異なる。前面板３０
０は、アクティブデバイスアレイ基板２００の上方に配置され、電子インク層４００は、
アクティブデバイスアレイ基板２００と前面板３００との間に配置される。以下、それぞ
れの構成要素の細部構造を詳細に説明する。
【００４３】
　本実施形態のアクティブデバイスアレイ基板２００は、基板２２０、複数の走査線２３
０及び複数のデータ線２４０を含む。基板２２０上には、走査線２３０及びデータ線２４
０が配置され、複数の画素領域２２０ａが画成されている。
【００４４】
　アクティブデバイスアレイ基板２００の中の画素ユニット２１０の各々は、第１のサブ
画素ユニット２１２、第２のサブ画素ユニット２１４及び第３のサブ画素ユニット２１６
を含む。画素ユニット２１０の第１のサブ画素ユニット２１２、第２のサブ画素ユニット
２１４及び第３のサブ画素ユニット２１６の各々は、同一の走査線２３０と電気的に接続
され、互いに隣接した３つの画素領域２２０ａの中に配置されている。
【００４５】
　さらに詳細には、第１のサブ画素ユニット２１２は、第１の蓄積容量２１２ａ、第１の
アクティブデバイス２１２ｂ及び第１の画素電極２１２ｃを有する。第２のサブ画素ユニ
ット２１４は、第２の蓄積容量２１４ａ、第２のアクティブデバイス２１４ｂ及び第２の
画素電極２１４ｃを有する。第３のサブ画素ユニット２１６は、第３の蓄積容量２１６ａ
、第３のアクティブデバイス２１６ｂ及び第３の画素電極２１６ｃを有する。第１のアク
ティブデバイス２１２ｂ、第２のアクティブデバイス２１４ｂ及び第３のアクティブデバ
イス２１６ｂの各々は、走査線２３０のうちの１つ及びデータ線２４０のうちの１つと電
気的に接続されている。第１の画素電極２１２ｃ、第２の画素電極２１４ｃ及び第３の画
素電極２１６ｃは、それぞれ対応した第１のアクティブデバイス２１２ｂ、第２のアクテ
ィブデバイス２１４ｂ及び第３のアクティブデバイス２１６ｂと電気的に接続されている
。
【００４６】
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　前面板３００は、共通電極３１０及び保護膜３２０を含む。共通電極３１０は、電子イ
ンク層４００上に配置されている。保護膜３２０は、共通電極３１０上に配置されている
。
【００４７】
　電子インク層４００は、複数の第１のインク材料パターン４１０、複数の第２のインク
材料パターン４２０及び複数の第３のインク材料パターン４３０を含む。第１のインク材
料パターン４１０は、第１の画素電極２１２ｃ上に配置され、第２のインク材料パターン
４２０は、第２の画素電極２１４ｃ上に配置され、第３のインク材料パターン４３０は、
第３の画素電極２１６ｃ上に配置されている。
【００４８】
　また基板２２０は、例えば、ガラス基板、石英基板又はその他の適当な材料からなる基
板である。走査線２３０は、アルミニウム、アルミニウム合金又はその他の適当な導電材
料からなる。データ線２４０は、クロム、アルミニウム、合金又はその他の適当な導電材
料からなる。第１のアクティブデバイス２１２ｂ、第２のアクティブデバイス２１４ｂ及
び第３のアクティブデバイス２１６ｂは、例えば、薄膜トランジスタ、ダイオード又はそ
の他の３端子を有するスイッチデバイスである。ここで、第１のアクティブデバイス２１
２ｂ、第２のアクティブデバイス２１４ｂ及び第３のアクティブデバイス２１６ｂは、本
実施形態ではすべて薄膜トランジスタで示されている。第１の画素電極２１２ｃ、第２の
画素電極２１４ｃ及び第３の画素電極２１６ｃは、インジウム錫酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ　
Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘ
ｉｄｅ：ＩＺＯ）、金属、これらの材料の組合せのうちの１つ、又はその他の適当な材料
からなる。共通電極３１０は、インジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物又はその他の
適当な材料からなる。保護膜３２０は、例えば、プラスチック、アクリル又はその他の適
当な材料からなる。
【００４９】
　第１のインク材料パターン４１０は、例えば、複数の第１の粒子４１２ａ、複数の第２
の粒子４１２ｂ及び透明流体４１２ｃを含む複数のマイクロカプセル４１２を含む。例え
ば、第１の粒子４１２ａは、赤色の荷電染料であり、第２の粒子４１２ｂは、赤色以外の
荷電染料であり、第１の粒子４１２ａと第２の粒子４１２ｂとの電性は反対である。第２
のインク材料パターン４２０は、例えば、複数の第３の粒子４２２ａ、複数の第４の粒子
４２２ｂ及び透明流体４２２ｃを含む複数のマイクロカプセル４２２を含む。例えば、第
３の粒子４２２ａは、緑色の荷電染料であり、第４の粒子４２２ｂは、緑色以外の荷電染
料であり、第３の粒子４２２ａと第４の粒子４２２ｂとの電性は反対である。第３のイン
ク材料パターン４３０は、例えば、複数の第５の粒子４３２ａ、複数の第６の粒子４３２
ｂ及び透明流体４３２ｃを含む複数のマイクロカプセル４３２を含む。例えば、第５の粒
子４３２ａは、青色の荷電染料であり、第６の粒子４３２ｂは、青色以外の荷電染料であ
り、第５の粒子４３２ａと第６の粒子４３２ｂとの電性は反対である。
【００５０】
　図３Ａ及び図３Ｃを参照する。図３Ｃは、図３Ａの電子インク表示パネルの等価回路の
一部を示す回路図である。図３Ａ及び図３Ｃに示すように、電子インク表示パネル１００
の中の第１の表示容量４１０ａは、共通電極３１０と、第１のインク材料パターン４１０
のうちの１つと、対応した第１の画素電極２１２ｃとから構成され、その容量値はＣｅ１
である。第２の表示容量４２０ａは、共通電極３１０と、第２のインク材料パターン４２
０のうちの１つと、対応した第２の画素電極２１４ｃとから構成され、その容量値はＣｅ
２である。第３の表示容量４３０ａは、共通電極３１０と、第３のインク材料パターン４
３０のうちの１つと、対応した第３の画素電極２１６ｃとから構成され、その容量値はＣ
ｅ３である。
【００５１】
　本実施形態の電子インク表示パネル１００は、カラー画面を表示するために、異なる色
を有する第１のインク材料パターン４１０、第２のインク材料パターン４２０及び第３の
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インク材料パターン４３０により電子インク層４００を構成する。第１のインク材料パタ
ーン４１０、第２のインク材料パターン４２０及び第３のインク材料パターン４３０は、
異なる材料からなるため誘電率がそれぞれ異なる。このため、第１の表示容量４１０ａの
容量値Ｃｅ１と、第２の表示容量４２０ａの容量値Ｃｅ２と、第３の表示容量４３０ａの
容量値Ｃｅ３とはそれぞれ異なる（すなわち、Ｃｅ１≠Ｃｅ２≠Ｃｅ３）。また、第１の
蓄積容量２１２ａの容量値はＣ１であり、第２の蓄積容量２１４ａの容量値はＣ２であり
、第３の蓄積容量２１６ａの容量値はＣ３である。しかし、Ｃ１＋Ｃｅ１＝Ｃ２＋Ｃｅ２
＝Ｃ３＋Ｃｅ３とするためには、第１の蓄積容量２１２ａが占める面積をＡ１とし、第２
の蓄積容量２１４ａが占める面積をＡ２とし、第３の蓄積容量２１６ａが占める面積をＡ
３とし、Ａ１≠Ａ２≠Ａ３としなければならない。Ａ１、Ａ２及びＡ３の容量値はそれぞ
れ異なるため、Ｃ１≠Ｃ２≠Ｃ３となり、総容量値が等しい。同様に、第１のインク材料
パターン４１０、第２のインク材料パターン４２０及び第３のインク材料パターン４３０
の中のマイクロカプセルが、異なる色の荷電染料及び不透明液体のマイクロカプセルだけ
を含んでいても、上述の構造により電子インク表示パネル１００の総容量値を等しくする
ことができる。
【００５２】
　本実施形態では、第１の蓄積容量２１２ａ、第２の蓄積容量２１４ａ及び第３の蓄積容
量２１６ａがそれぞれ異なる容量値Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３を有しているが、第１の蓄積容量２
１２ａ、第２の蓄積容量２１４ａ及び第３の蓄積容量２１６ａの各々は、容量値が必ずし
も異なっていなくともよい。例えば他の実施形態では、第１の蓄積容量２１２ａが第２の
蓄積容量２１４ａと異なる容量値を有し、第３の蓄積容量２１６ａが第２の蓄積容量２１
４ａと等しい容量値を有してもよい（すなわち、Ｃ１≠Ｃ２、Ｃ２＝Ｃ３）。
【００５３】
　図３Ｄを参照する。図３Ｄは、本発明の第１実施形態によるもう一つの電子インク表示
パネル１１０の構造を示す断面図である。図３Ｄに示すように、電子インク表示パネル１
１０は、電子インク表示パネル１００に類似し、電子インク表示パネル１００のマイクロ
カプセル４１２、４２２、４３２の代わりに、二色の荷電粒子４１３、４２３、４３３が
電子インク表示パネル１１０の電子インク層４００に用いられている点が異なる。第１の
インク材料パターン４１０は、一方の表面側に満遍なく分布された複数の第１の粒子４１
２ａと、他方の表面側に満遍なく分布された複数の第２の粒子４１２ｂとを有する複数の
二色の荷電粒子４１３を含む。例えば、第１の粒子４１２ａが赤色の荷電染料であり、第
２の粒子４１２ｂが赤色以外の荷電染料であり、第１の粒子４１２ａと第２の粒子４１２
ｂとの電性は反対である。例えば、第２のインク材料パターン４２０が一方の表面側に満
遍なく分布された複数の第３の粒子４２２ａと、他方の表面側に満遍なく分布された複数
の第４の粒子４２２ｂとを有する複数の二色の荷電粒子４２３を含む。例えば、第３の粒
子４２２ａが緑色の荷電染料であり、第４の粒子４２２ｂが緑色以外の荷電染料であり、
第３の粒子４２２ａと第４の粒子４２２ｂとは電性が反対である。例えば、第３のインク
材料パターン４３０が一方の表面側に満遍なく分布された複数の第５の粒子４３２ａと、
他方の表面側に満遍なく分布された複数の第６の粒子４３２ｂとを有する複数の二色の荷
電粒子４３３とを含む。例えば、第５の粒子４３２ａが青色の荷電染料であり、第６の粒
子４３２ｂが青色以外の荷電染料であり、第５の粒子４３２ａと第６の粒子４３２ｂとは
電性が反対である。
【００５４】
　図３Ｅを参照する。図３Ｅは、本発明の第１実施形態によるさらにもう一つの電子イン
ク表示パネル１２０の構造を示す断面図である。図３Ｅに示すように、電子インク表示パ
ネル１２０は、電子インク表示パネル１００に類似し、マイクロカプセル４１２、４２２
、４３２が不透明流体及び荷電粒子を含む点が異なる。第１のインク材料パターン４１０
は、複数の第１の粒子４７ａ（例えば、赤色の荷電染料）及びその他の色の不透明流体４
６ａを含む複数のマイクロカプセル４１２を含む。第２のインク材料パターン４２０は、
複数の第２の粒子４７ｂ（例えば、緑色の荷電染料）及びその他の色の不透明流体４６ｂ
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を含む複数のマイクロカプセル４２２を含む。第３のインク材料パターン４３０は、複数
の第３の粒子４７ｃ（例えば、青色の荷電染料）及びその他の色の不透明流体４６ｃを含
む複数のマイクロカプセル４３２を含む。
【００５５】
（第２実施形態）
　図４Ａ及び図４Ｂを参照する。図４Ａは、本発明の第２実施形態による電子インク表示
パネルの構造を示す断面図である。図４Ｂは、図４Ａの電子インク表示パネルのアクティ
ブデバイスアレイ基板を示す平面図である。図４Ａは、図４Ｂの線Ｄ－Ｄ’に沿った断面
図である。図４Ａ及び図４Ｂに示すように、電子インク表示パネル５００は、電子インク
表示パネル１００に類似し、電子インク層６００の中の第１のインク材料パターン６１０
の厚さｄ１と、第２のインク材料パターン６２０の厚さｄ２と、第３のインク材料パター
ン６３０の厚さｄ３とは、ｄ１≠ｄ２≠ｄ３である点が異なる。ここで、第１のインク材
料パターン６１０、第２のインク材料パターン６２０及び第３のインク材料パターン６３
０は、異なる色の荷電染料を含む。
【００５６】
　図４Ａ及び図４Ｃを参照する。図４Ｃは、図４Ａの電子インク表示パネルの等価回路の
一部を示す回路図である。図４Ａ及び図４Ｃに示すように、第２実施形態は、第１実施形
態に類似し、第１の表示容量６１０ａは、共通電極７１０、第１のインク材料パターン６
１０のうちの１つ及び対応した第１の画素電極２１２ｃから構成され、その容量値はＣｅ
１である。第２の表示容量６２０ａは、共通電極７１０、第２のインク材料パターン６２
０のうちの１つ及び対応した第２の画素電極２１４ｃから構成され、その容量値はＣｅ２
である。第３の表示容量６３０ａは、共通電極７１０、第３のインク材料パターン６３０
のうちの１つ及び対応した第３の画素電極２１６ｃから構成され、その容量値はＣｅ３で
ある。
【００５７】
　本実施形態において、第１の蓄積容量２１２ａ、第２の蓄積容量２１４ａ及び第３の蓄
積容量２１６ａが占める面積Ａ１、Ａ２、Ａ３を調整すると、総容量値を等しくすること
ができる。
【００５８】
　また、第１のインク材料パターン６１０、第２のインク材料パターン６２０及び第３の
インク材料パターン６３０のそれぞれの厚さｄ１、ｄ２、ｄ３を変えることにより、第１
の表示容量６１０ａの容量値Ｃｅ１と、第２の表示容量６２０ａの容量値Ｃｅ２と、第３
の表示容量６３０ａの容量値Ｃｅ３とを変え、総容量値を等しくすることもできる。同様
に、第１のインク材料パターン６１０、第２のインク材料パターン６２０及び第３のイン
ク材料パターン６３０の中のマイクロカプセルが、異なる色の荷電染料及び不透明液体の
マイクロカプセルのみを含んでいても、上述の構造により電子インク表示パネル５００の
総容量値を等しくさせることができる。
【００５９】
　電子インク表示パネル５００の長所は、第１実施形態の電子インク表示パネル１００と
同じであるため、ここでは繰り返して述べない。
【００６０】
　図４Ｄを参照する。図４Ｄは、本発明の第２実施形態によるもう一つの電子インク表示
パネル５１０の構造を示す断面図である。図４Ｄに示すように、電子インク表示パネル５
１０は、電子インク表示パネル５００に類似し、電子インク表示パネル５００のマイクロ
カプセル４１２、４２２、４３２の代わりに、二色の荷電粒子４１３、４２３、４３３を
電子インク表示パネル５１０の電子インク層６００に用いている点が異なる。
【００６１】
　図４Ｅを参照する。図４Ｅは、本発明の第２実施形態によるさらにもう一つの電子イン
ク表示パネル７２１の構造を示す断面図である。図４Ｅに示すように、電子インク表示パ
ネル７２１は、電子インク表示パネル５００に類似し、電子インク表示パネル７２１のマ
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イクロカプセル４１２は、不透明流体４６ａ及び第１の粒子４７ａを含み、マイクロカプ
セル４２２は、不透明流体４６ｂ及び第２の粒子４７ｂを含み、マイクロカプセル４３２
は、不透明流体４６ｃ及び第３の粒子４７ｃを含む点が異なる。
【００６２】
（第３実施形態）
　図５Ａ及び図５Ｂを参照する。図５Ａは、本発明の第３実施形態による電子インク表示
パネルの構造を示す断面図である。図５Ｂは、図５Ａの電子インク表示パネルのアクティ
ブデバイスアレイ基板を示す平面図である。図５Ｃは、図５Ａの電子インク表示パネルの
等価回路の一部を示す回路図である。図５Ａは、図５Ｂの線Ｅ－Ｅ’に沿った断面図であ
る。図５Ａから図５Ｃに示すように、電子インク表示パネル８００は、電子インク表示パ
ネル１００に類似し、共通電極３１０とアクティブデバイスアレイ基板９００の各第１の
画素電極９１２ｃとの重畳面積Ｂ１と、共通電極３１０と各第２の画素電極９１４ｃとの
重畳面積Ｂ２と、共通電極３１０と各第３の画素電極９１６ｃとの重畳面積Ｂ３とが、Ｂ
１≠Ｂ２≠Ｂ３である点が異なる。
【００６３】
　本実施形態では、第１の蓄積容量２１２ａ、第２の蓄積容量２１４ａ及び第３の蓄積容
量２１６ａが占める面積Ａ１、Ａ２、Ａ３を調整することにより、総容量値を等しくさせ
ることができる。
【００６４】
　上述の方法以外には、面積Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３を変えて第１の表示容量４１０ａ’の容量
値Ｃｅ１と、第２の表示容量４２０ａ’の容量値Ｃｅ２と、第３の表示容量４３０ａ’の
容量値Ｃｅ３とを変え、Ｃ１＋Ｃｅ１＝Ｃ２＋Ｃｅ２＝Ｃ３＋Ｃｅ３とする方法がある。
同様に、電子インク層４００の中のマイクロカプセルが異なる色の荷電染料及び不透明液
体のマイクロカプセルのみを含んでいても、上述の構造により電子インク表示パネル８０
０の総容量値を等しくさせることができる。
【００６５】
　電子インク表示パネル８００の長所は、第１実施形態の電子インク表示パネル１００と
同じであるため、ここでは繰り返して述べない。
【００６６】
　図５Ｄを参照する。図５Ｄは、本発明の第３実施形態によるもう一つの電子インク表示
パネル８１０の構造を示す断面図である。図５Ｄに示すように、電子インク表示パネル８
１０は、電子インク表示パネル８００に類似し、電子インク表示パネル８００のマイクロ
カプセル４１２、４２２、４３２の代わりに、二色の荷電粒子４１３、４２３、４３３が
電子インク表示パネル８１０の電子インク層４００に用いられている点が異なる。
【００６７】
　図５Ｅを参照する。図５Ｅは、本発明の第３実施形態によるさらにもう一つの電子イン
ク表示パネル８５０の構造を示す断面図である。図５Ｅに示すように、電子インク表示パ
ネル８５０は、電子インク表示パネル５００に類似し、電子インク表示パネル８５０のマ
イクロカプセル４１２が不透明流体４６ａ及び第１の粒子４７ａを含み、マイクロカプセ
ル４２２が不透明流体４６ｂ及び第２の粒子４７ｂを含み、マイクロカプセル４３２が不
透明流体４６ｃ及び第３の粒子４７ｃを含む点が異なる。
【００６８】
　つまり本発明の電子インク表示パネルは、蓄積容量の容量値と、共通電極、インク材料
パターンのうちの１つ及び対応した画素電極から構成された表示容量の容量値とが互いに
補償しあうことにより、蓄積容量と対応した表示容量との総容量値を等しくさせることが
できる。また本発明には、蓄積容量が占める面積と、インク材料パターンの厚さと、共通
電極と対応した画素電極との重畳面積とを調整する方法が含まれる。
【００６９】
　当該分野の技術を熟知するものが理解できるように、本発明の好適な実施の形態を前述
の通り開示したが、これらは決して本発明を限定するものではない。本発明の主旨と範囲
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を脱しない範囲内で各種の変更や修正を加えることができる。従って、本発明の特許請求
の範囲は、このような変更や修正を含めて広く解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１Ａ】従来の電子インク表示パネルの構造を示す断面図である。
【図１Ｂ】図１Ａの電子インク表示パネルの薄膜トランジスタアレイ基板を示す平面図で
ある。
【図１Ｃ】従来のもう一つの電子インク表示パネルの構造を示す断面図である。
【図１Ｄ】従来のさらにもう一つの電子インク表示パネルの構造を示す断面図である。
【図２Ａ】電子インク表示パネルの構造を示す断面図である。
【図２Ｂ】図２Ａの電子インク表示パネルの薄膜トランジスタアレイ基板を示す平面図で
ある。
【図２Ｃ】図２Ａの電子インク表示パネルの等価回路の一部を示す回路図である。
【図２Ｄ】もう一つの電子インク表示パネルの構造を示す断面図である。
【図２Ｅ】さらにもう一つの電子インク表示パネルの構造を示す断面図である。
【図３Ａ】本発明の第１実施形態による電子インク表示パネルの構造を示す断面図である
。
【図３Ｂ】図３Ａの電子インク表示パネルのアクティブデバイスアレイ基板を示す平面図
である。
【図３Ｃ】図３Ａの電子インク表示パネルの等価回路の一部を示す回路図である。
【図３Ｄ】本発明の第１実施形態によるもう一つの電子インク表示パネルの構造を示す断
面図である。
【図３Ｅ】本発明の第１実施形態によるさらにもう一つの電子インク表示パネルの構造を
示す断面図である。
【図４Ａ】本発明の第２実施形態による電子インク表示パネルの構造を示す断面図である
。
【図４Ｂ】図４Ａの電子インク表示パネルのアクティブデバイスアレイ基板を示す平面図
である。
【図４Ｃ】図４Ａの電子インク表示パネルの等価回路の一部を示す回路図である。
【図４Ｄ】本発明の第２実施形態によるもう一つの電子インク表示パネルの構造を示す断
面図である。
【図４Ｅ】本発明の第２実施形態によるさらにもう一つの電子インク表示パネルの構造を
示す断面図である。
【図５Ａ】本発明の第３実施形態による電子インク表示パネルの構造を示す断面図である
。
【図５Ｂ】図５Ａの電子インク表示パネルのアクティブデバイスアレイ基板を示す平面図
である。
【図５Ｃ】図５Ａの電子インク表示パネルの等価回路の一部を示す回路図である。
【図５Ｄ】本発明の第３実施形態によるもう一つの電子インク表示パネルの構造を示す断
面図である。
【図５Ｅ】本発明の第３実施形態によるさらにもう一つの電子インク表示パネルの構造を
示す断面図である。
【符号の説明】
【００７１】
１０　電子インク表示パネル
２０　薄膜トランジスタアレイ基板
２１　基板
２１ａ　画素領域
２２　走査線
２３　データ線
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２４　サブ画素ユニット
２４ａ　蓄積容量
２４ｂ　薄膜トランジスタ
２４ｃ　画素電極
３０　前面板
３２　保護膜
３４　透明電極層
４０　電子インク層
４１　マイクロカプセル
４２　電子インク表示パネル
４４　二色の荷電粒子
４５　電子インク表示パネル
４６　不透明流体
４６ａ　不透明流体
４６ｂ　不透明流体
４６ｃ　不透明流体
４７　荷電粒子
４７ａ　第１の粒子
４７ｂ　第２の粒子
４７ｃ　第３の粒子
５０　電子インク表示パネル
６０　電子インク表示パネル
６１　電子インク表示パネル
６２ａ　第１の表示容量
６４ａ　第２の表示容量
６６ａ　第３の表示容量
１００　電子インク表示パネル
１１０　電子インク表示パネル
１２０　電子インク表示パネル
２００　アクティブデバイスアレイ基板
２１０　画素ユニット
２１２　第１のサブ画素ユニット
２１２ａ　第１の蓄積容量
２１２ｂ　第１のアクティブデバイス
２１２ｃ　第１の画素電極
２１４　第２のサブ画素ユニット
２１４ａ　第２の蓄積容量
２１４ｂ　第２のアクティブデバイス
２１４ｃ　第２の画素電極
２１６　第３のサブ画素ユニット
２１６ａ　第３の蓄積容量
２１６ｂ　第３のアクティブデバイス
２１６ｃ　第３の画素電極
２２０　基板
２２０ａ　画素領域
２３０　走査線
２４０　データ線
３００　前面板
３１０　共通電極
３２０　保護膜
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４００　電子インク層
４１０　第１のインク材料パターン
４１０ａ　第１の表示容量
４１０ａ’　第１の表示容量
４１２　マイクロカプセル
４１２ａ　第１の粒子
４１２ｂ　第２の粒子
４１２ｃ　透明流体
４１３　二色の荷電粒子
４２０　第２のインク材料パターン
４２０ａ　第２の表示容量
４２０ａ’　第２の表示容量
４２２　マイクロカプセル
４２２ａ　第３の粒子
４２２ｂ　第４の粒子
４２２ｃ　透明流体
４２３　二色の荷電粒子
４３０　第３のインク材料パターン
４３０ａ　第３の表示容量
４３０ａ’　第３の表示容量
４３２　マイクロカプセル
４３２ａ　第５の粒子
４３２ｂ　第６の粒子
４３２ｃ　透明流体
４３３　二色の荷電粒子
５００　電子インク表示パネル
５１０　電子インク表示パネル
６００　電子インク層
６１０　第１のインク材料パターン
６１０ａ　第１の表示容量
６２０　第２のインク材料パターン
６２０ａ　第２の表示容量
６３０　第３のインク材料パターン
６３０ａ　第３の表示容量
７００　前面板
７１０　共通電極
７２０　保護膜
８００　電子インク表示パネル
８１０　電子インク表示パネル
８５０　電子インク表示パネル
９００　アクティブデバイスアレイ基板
９１０　画素ユニット
９１２　第１のサブ画素ユニット
９１２ａ　第１の蓄積容量
９１２ｃ　第１の画素電極
９１４　第２のサブ画素ユニット
９１４ａ　第２の蓄積容量
９１４ｃ　第２の画素電極
９１６　第３のサブ画素ユニット
９１６ａ　第３の蓄積容量
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９１６ｃ　第３の画素電極
Ｐｘ　サブ画素ユニット
Ｃ１　容量値
Ｃ２　容量値
Ｃ３　容量値
Ｃｅ１　容量値
Ｃｅ２　容量値
Ｃｅ３　容量値
Ｃｔ　容量値
Ｃｓ　蓄積容量

【図１Ａ】
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