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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】バックプレートの内面側に電子回路を含むイン
ターフェロメトリックモジュレータベースディスプレイ
を提供する。
【解決手段】ディスプレイを、透明基板１０４と、透明
基板を通して光を反射するよう構成されたる反射素子を
含むインターフェロメトリックモジュレータのアレイ１
０２と、インターフェロメトリックモジュレータのアレ
イに隣接する第１の面を含み、第１の面上に、上記反射
素子の変位を制御するよう構成された電子回路１１４が
製作された、バックプレーン１０８と、バックプレーン
上の電子回路とインターフェロメトリックモジュレータ
のアレイとの間に電子通信を提供する複数の電気的接続
と、を具備するように構成する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、
　前記透明基板を通して光を反射するよう構成されたる反射素子を含むインターフェロメ
トリックモジュレータのアレイと、
　上記インターフェロメトリックモジュレータのアレイに隣接する第１の面を含み、該第
１の面上に、上記反射素子の変位を制御するよう構成された電子回路が製作された、バッ
クプレーンと、
　上記バックプレーン上の上記電子回路と上記インターフェロメトリックモジュレータの
アレイとの間に電子通信を提供する複数の電気的接続と、
　を具備するディスプレイ。
【請求項２】
　上記電気的な接続は、前記電子回路と電子的に通信している第１の導電性材料と、前記
インターフェロメトリックモジュレータのアレイと電子的に通信している第２の導電性材
料とを含む請求項１のディスプレイ。
【請求項３】
　上記第１の導電性材料は、異方性導電性フィルムを介して上記第２の導電性材料と電気
的に通信している請求項２のディスプレイ。
【請求項４】
　前記第１の導電性材料は、導電性材料のバンプを含む請求項２のディスプレイ。
【請求項５】
　前記第２の導電性材料は、導電性材料のバンプを含む請求項４のディスプレイ。
【請求項６】
　上記第２の導電性材料は、導電性支持ポストを含む請求項２のディスプレイ。
【請求項７】
　上記第１の導電性材料は、上記バックプレートの上記第１の面上に配された導電性トレ
ースを含む請求項６のディスプレイ。
【請求項８】
　上記第１の導電性材料は、導電性材料のバンプを含む請求項６のディスプレイ。
【請求項９】
　上記バックプレートの上記第１の面上に製作された上記電子回路は、上記バックプレー
トの上記第１の面上に製作されたシリコン層を含む請求項１のディスプレイ。
【請求項１０】
　上記シリコン層と上記バックプレートの上記第１の面との間には、接着剤が提供されな
い請求項９のディスプレイ。
【請求項１１】
　前記インターフェロメトリックモジュレータのアレイと電気的に通信しており、イメー
ジデータを処理するよう構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサと電気的に通信しているメモリデバイスと、
　を更に具備する請求項１のディスプレイ。
【請求項１２】
　前記イメージデータの少なくとも一部を前記電子回路に送信するよう構成されたコント
ローラを更に具備する請求項１１のディスプレイ。
【請求項１３】
　前記プロセッサに前記イメージデータを送信するよう構成されたイメージソースモジュ
ールを更に具備する請求項１１のディスプレイ。
【請求項１４】
　前記イメージソースモジュールは、受信機、トランシーバ及び送信機のうちの少なくと
も一つから成る請求項１３のディスプレイ。
【請求項１５】
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　入力データを受信し、前記入力データを前記プロセッサに伝達するよう構成された入力
デバイスを更に具備する請求項１１のディスプレイ。
【請求項１６】
　その第１の面上に、反射素子を含むインターフェロメトリックモジュレータのアレイを
含む透明基板を提供することと、
　第１の面を有するバックプレートを提供することと、
　上記バックプレートの上記第１の面上に、前記反射素子の状態を制御するよう構成され
た電子回路を形成することと、
　上記透明基板の上記第１の面が上記バックプレートの第１の面に隣接して配置され、且
つ、上記電子回路が上記インターフェロメトリックモジュレータのアレイと電気的に接続
した状態となるように、上記透明基板と上記バックプレートとを配置することと、
　を含む電子ディスプレイを製作する方法。
【請求項１７】
　上記電子回路は、薄膜成膜によって形成される請求項１６の方法。
【請求項１８】
　上記インターフェロメトリックモジュレータのアレイと電気的に接続している第１の導
電性材料を成膜することと、上記電子回路と電気的に接続している第２の導電性材料を成
膜することとを更に含み、前記第１及び第２の導電性材料を成膜することは、上記透明基
板及び上記バックプレートの互いに関する配置に先立ってなされる請求項１６の方法。
【請求項１９】
　前記第１の導電性材料は前記インターフェロメトリックモジュレータのアレイ上に成膜
され、前記第２の導電性材料は前記バックプレートの第１の面上に成膜される請求項１８
の上記方法。
【請求項２０】
　前記第１及び第２の導電性材料は、導電性材料のバンプを含む請求項１８の方法。
【請求項２１】
　前記導電性材料のバンプが互いに接触するように、前記透明基板及び前記バックプレー
トを配置することと、
　前記透明基板及び前記バックプレートを一緒に熱圧縮し、それによって、上記バンプを
平坦にすることと、
　を更に含む請求項２０の方法。
【請求項２２】
　上記第１又は第２の導電性材料の何れかと接触するように異方性導電性フィルムの層を
成膜することと、
　前記第１及び第２の導電性材料の両方ともが、上記異方性導電性フィルムの層と電気的
に接触しているように、前記透明基板及び前記バックプレートを配置することと、
　前記透明基板及び前記バックプレートを一緒に熱圧縮することと、
　を更に含む請求項２０の方法。
【請求項２３】
　上記バックプレートの第１の面上に電子回路を形成することは、
　シリコンベース層を前記バックプレートの第１の面上に成膜することと、
　複数の金属層を前記シリコンベース層上に成膜することと、
　を含む請求項１７の方法。
【請求項２４】
　前記シリコンベース層及び前記複数の金属層の成膜は、フォトリソグラフィにより行わ
れる請求項２３の方法。
【請求項２５】
　上記バックプレートの第１の面上に電子回路を形成することは、
　上記バックプレートの第１の面上に複数のトランジスタを形成することと、
　上記トランジスタ間に金属による相互接続を形成することと、



(4) JP 2010-191440 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

　を含む請求項１７の方法。
【請求項２６】
　上記バックプレートの第１の面上に電子回路を形成することは、
　上記複数のトランジスタと外部の電子回路との間に金属による接続を形成することと、
　上記複数のトランジスタと上記インターフェロメトリックモジュレータのアレイとの間
に金属による接続を形成することと、
　を更に含む請求項２５の方法。
【請求項２７】
　上記バックプレートの第１の面上に複数のトランジスタを形成することは、
　ドープド非結晶シリコン層を上記透明基板上に成膜することと、
　上記ドープド非結晶シリコン層内に反対極性のドープドシリコンを埋め込んで、ウェル
を形成することと、
　上記非結晶シリコン層及び上記ウェルの上に、第１の絶縁材料層を成膜することと、
　上記第１の絶縁材料層の上に、導電性材料から成るゲートを成膜することと、
　を含む請求項２５の方法。
【請求項２８】
　上記バックプレートの第１の面上に複数のトランジスタを形成することは、
　上記ゲート及び上記第１の絶縁材料層の上に、第２の絶縁材料層を成膜することと、
　上記第１及び第２の絶縁材料層をエッチングして、上記絶縁材料層を通して上記ウェル
及びゲートへの導電性経路を形成することと、
　上記第２の絶縁材料層の上に、上記導電性経路を通して延在する第１の金属の相互接続
層を成膜することと、
　を更に含む請求項２７の方法。
【請求項２９】
　上記複数のトランジスタと外部の回路との間に金属の接続を形成することを更に含み、
上記複数のトランジスタと外部の回路との間に金属の接続を形成することは、
　上記第１の金属の相互接続層の上に、上面金属層を成膜することと、
　上記上面金属層にフォトリソグラフィエッチングを行って、上記接続を形成することと
、
　を含む請求項２８の方法。
【請求項３０】
　請求項１６の方法によって製作された電子ディスプレイ。
【請求項３１】
　それを通じて光を送信するための送信手段と、
　上記送信手段を通して送信された光を変調するための変調手段と、
　上記変調手段に隣接する第１の面と、前記第１の面上に製作された上記変調手段の変位
を制御するための電子手段とを含む、前記変調手段を覆うためのカバーリング手段と、上
記電子手段と上記変調手段との間に電子通信を提供するための提供手段と、
　を具備する電子ディスプレイ。
【請求項３２】
　前記送信手段は、透明基板を含む請求項３１の電子ディスプレイ。
【請求項３３】
　前記変調手段は、インターフェロメトリックモジュレータのアレイを含む請求項３１の
電子ディスプレイ。
【請求項３４】
　前記カバーリング手段は、バックプレーンを含む請求項３１の電子ディスプレイ。
【請求項３５】
　前記提供手段は、複数の電気的な接続を含む請求項３１の電子ディスプレイ。
【請求項３６】
　前記電子手段は、電子回路を含む請求項３１の電子ディスプレイ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）に関する。特に、本発明は、インターフ
ェロメトリックモジュレータベースディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＣＤのようなディスプレイデバイスにおいては、一般に、表示素子を囲む保護パッケ
ージの外部に、電子制御回路を配することが必要である。例えば、ＬＣＤは、液晶素子を
囲む２枚のガラスのシートを備える。一般的には、ＬＣＤの制御は、上記２枚のガラスの
シートによって形成されたパッケージの外部に回路を必要とする。この保護パッケージの
外部にそのような制御回路を配置することは、当然、装置の設置面積もしくは高さを増加
させる。
【０００３】
　他の種類のディスプレイとして、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）に基づくものがあ
る。これらのＭＥＭＳは、微小機械素子、アクチュエータ及び電子回路を含むことができ
る。微小機械素子は、基板及び／又は成膜させた材料層の一部をエッチングによって除去
するか又は材料層を追加することによって電気デバイス及び電気機械デバイスを形成する
、成膜、エッチング、及び／又はその他のマイクロマシニングプロセスを用いて製造する
ことができる。ＭＥＭＳデバイスの１つの型は、インターフェロメトリックモジュレータ
と呼ばれている。インターフェロメトリックモジュレータは、一対の導電性プレートを備
えており、これらのプレートの一方又は両方は、全体又は一部が透明及び／又は反射性で
あり、適切な電気信号を加えると相対的に変位する。一方のプレートは、基板上に成膜し
た静止層を備えており、他方のプレートは、エアギャップによって該静止層から分離され
た金属膜を備えている。そのようなデバイスは用途が非常に広範囲であり、当業者におい
ては、既存製品の品質を向上させる及びまだ開発されていない新製品を製造するに当たっ
て、この種のデバイスの特長を活用できるように、この種のデバイスの特性を利用するこ
と及び／又は修正変更すること、が有益になる。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明のシステム、方法、及びデバイスは各々がいくつかの側面を有しており、いずれ
の単一の側面も、望ましい属性を確保する役割を単独で果たしているわけではない。以下
では、本発明の適用範囲を限定することなしに、本発明のより顕著な特長について概説す
る。当業者は、該説明を検討後に、そして特に「発明を実施するための最良の形態」とい
う題名の部分を読んだ後に、本発明の特長がその他のディスプレイデバイスよりもいかに
優れているかを理解することになる。
【０００５】
　本発明の一実施形態は、透明基板と、前記透明基板を通して光を反射するよう構成され
た反射素子を含むインターフェロメトリックモジュレータのアレイと、上記インターフェ
ロメトリックモジュレータのアレイに隣接する第１の面を含み、該第１の面上に、上記反
射素子の変位を制御するよう構成された電子回路が製作された、バックプレーンと、上記
バックプレーン上の上記電子回路と上記インターフェロメトリックモジュレータのアレイ
との間に電子通信を提供する複数の電気的接続と、を具備するディスプレイである。
【０００６】
　本発明の別の実施形態は、その第１の面上に、反射素子を含むインターフェロメトリッ
クモジュレータのアレイを含む透明基板を提供することと、第１の面を有するバックプレ
ートを提供することと、上記バックプレートの上記第１の面上に、前記反射素子の状態を
制御するよう構成された電子回路を形成することと、上記透明基板の上記第１の面が上記
バックプレートの第１の面に隣接して配され、且つ、上記電子回路が上記インターフェロ
メトリックモジュレータのアレイと電気的に接続した状態となるように、上記透明基板と
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上記バックプレートとを配置することと、を含むディスプレイの製作方法である。
【０００７】
　本発明の更に別の実施形態は、その第１の面上に、反射素子を含むインターフェロメト
リックモジュレータのアレイを含む透明基板を提供することと、第１の面を有するバック
プレートを提供することと、上記バックプレートの上記第１の面上に、前記反射素子の状
態を制御するよう構成された電子回路を形成することと、上記透明基板の上記第１の面が
上記バックプレートの第１の面に隣接して配され、且つ、上記電子回路が上記インターフ
ェロメトリックモジュレータのアレイと電気的に接続した状態となるように、上記透明基
板と上記バックプレートとを配置することと、の方法によって製作されたディスプレイで
ある。
【０００８】
　本発明のもう一つの実施形態は、それを通じて光を送信するための送信手段と、上記送
信手段を通して送信された光を変調するための変調手段と、上記変調手段に隣接する第１
の面を含み、該第１の面上に、上記変調手段の変位を制御するよう構成された電子手段が
製作されたカバーリング手段と、上記電子手段と上記変調手段との間に電子通信を提供す
るための提供手段と、を具備する電子ディスプレイである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】インターフェロメトリックモジュレータディスプレイの一実施形態の一部分を描
いた等角投影図であり、第１のインターフェロメトリックモジュレータの移動可能な反射
層が解放位置にあり、第２のインターフェロメトリックモジュレータの移動可能な反射層
が作動位置にある。
【図２】３×３インターフェロメトリックモジュレータディスプレイを組み込んだ電子デ
バイスの一実施形態を示すシステムブロック図である。
【図３】図１のインターフェロメトリックモジュレータの一実施形態に関する印加電圧に
対する変位可能な鏡の位置の関係を示す図である。
【図４】インターフェロメトリックモジュレータディスプレイを駆動するために使用する
ロー電圧とコラム電圧のセットを示した図である。
【図５Ａ】図２に示した３×３インターフェロメトリックモジュレータディスプレイに表
示データフレームを書くために使用するロー信号及びコラム信号に関する１つの典型的な
タイミング図である（その１）。
【図５Ｂ】図２に示した３×３インターフェロメトリックモジュレータディスプレイに表
示データフレームを書くために使用するロー信号及びコラム信号に関する１つの典型的な
タイミング図である（その２）。
【図６Ａ】図１のデバイスの横断面を示す図である。
【図６Ｂ】インターフェロメトリックモジュレータの他の実施形態の横断面を示す図であ
る。
【図６Ｃ】インターフェロメトリックモジュレータの更に別の実施形態の横断面を示す図
である。
【図７】インターフェロメトリックモジュレータベースディスプレイの基本パッケージ構
造の横断面図である。
【図８】電子的な構成部材がバックプレートの裏面に設置されるインターフェロメトリッ
クモジュレータベースディスプレイのパッケージ構造の横断面図である。
【図９】様々な電子的な構成部材の物理的なサポートを提供するバックプレートの裏面を
示す図である。
【図１０】薄膜電子回路が製作されたバックプレートの横断面図である。
【図１１】バックプレートの裏面に製作された電子回路を有するインターフェロメトリッ
クモジュレータベースディスプレイのパッケージ構造の横断面図である。
【図１２Ａ】熱圧着前を示す、バックプレートの裏面の窪み領域に製作した電子回路を有
するインターフェロメトリックモジュレータベースディスプレイの未組立のパッケージ構
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造の横断面図である。
【図１２Ｂ】熱圧着後の組み立てられた図１２Ａのパッケージ構造の横断面図である。
【図１３Ａ】複数のインターフェロメトリックモジュレータを含むビジュアルディスプレ
イデバイスの一実施形態を示しているシステムブロック図である（その１）。
【図１３Ｂ】複数のインターフェロメトリックモジュレータを含むビジュアルディスプレ
イデバイスの一実施形態を示しているシステムブロック図である（その２）。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の一実施形態は、より詳細に後述するように、バックプレートが当該バックプレ
ートの内面側に製作した電子回路を含むインターフェロメトリックモジュレータベースデ
ィスプレイである。この電子回路は、特に、インターフェロメトリックモジュレータのア
レイの状態を制御することが可能である。これは、例えば、ディスプレイパッケージ内部
にディスプレイドライバ回路を提供するために有用である。ディスプレイパッケージ内で
且つバックプレートの内面側へのドライバチップの製作は、電子回路の設計における柔軟
性をより大きなものとするのに有効である。更に、そのような製作は、ディスプレイ内部
のスペースを最適に使用すること、デバイスをより薄く作成できるようにすること、及び
／または従来のデバイスよりも小さい設置面積を持つこと、に有効である。上記電子回路
の製作はまた、既存のドライバチップを使用した場合よりも、多大なコスト節減を行うこ
とができる。
【００１１】
　以下の詳細な説明は、本発明のいくつかの具体的な実施形態を対象にしたものである。
しかしながら、本発明は、数多くの異なった形で具体化することが可能である。本説明で
は図面を参照しており、同一のものについては図面全体に渡って同一の参照番号を付して
ある。以下の説明から明らかになるように、本発明は、動画（映像、等）又は静止画（静
止画像、等）の何れであるかにかかわらず、さらに、テキスト又は絵の何れであるかにか
かわらず、画像を表示するように構成されているあらゆる装置において実装することがで
きる。さらに、これよりも重要なことであるが、本発明は、非常に様々な電子機器、例え
ば、移動電話機、無線装置、パーソナルデータアシスタント（ＰＤＡ）、ハンドヘルドコ
ンピュータやポータブルコンピュータ、ＧＰＳ受信装置／ナビゲータ、カメラ、ＭＰ３プ
レーヤ、カメラ一体型ＶＴＲ、ゲームコンソール、腕時計、時計、計算機、テレビモニタ
、フラットパネルディスプレイ、コンピュータモニタ、自動車の表示盤（オドメータの表
示盤、等）、コックピットの制御盤及び／又は表示盤、カメラのディスプレイ(車両内の
リアビューカメラのディスプレイ、等)、電子写真、電子広告掲示板又は看板、プロジェ
クタ、建築構造物、梱包、美的構造物（宝石上におけるイメージの表示、等）（但し、こ
れらの電子機器に限定するものではない）の内部に又はこれらの電子機器と関連させて実
装することができる。本明細書において説明しているＭＥＭＳデバイスと同様の構造を有
するＭＥＭＳデバイスは、電子切換装置等の表示以外の用途においても使用することがで
きる。
【００１２】
　インターフェロメトリックＭＥＭＳ表示素子を具備するインターフェロメトリックモジ
ュレータディスプレイの一実施形態が、図１に示されている。これらのデバイスにおいて
、画素は、明るい状態か暗い状態の何れかである。明るい（「オン」即ち「開」）状態で
は、該表示素子は、入射可視光の大部分をユーザに対して反射させる。暗い（「オフ」、
あるいは、「閉」）状態にある時には、該表示素子は、ユーザに対して入射可視光をほと
んどまったく反射させない。該「オン」状態及び「オフ」状態の光反射特性は反転させる
ことができ、実施形態に依存する。ＭＥＭＳ画素は、白黒に加えてカラーディスプレイを
考慮して、主に選択された色において反射するように構成させることができる。
【００１３】
　図１は、ビジュアルディスプレイの一連の画素内の２個の隣接する画素を描いた等角投
影図であり、各画素は、ＭＥＭＳインターフェロメトリックモジュレータを備えている。
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いくつかの実施形態においては、インターフェロメトリックモジュレータディスプレイは
、これらのインターフェロメトリックモジュレータのロー／コラムアレイを具備している
。これらの一対の反射層は、可変で且つ制御可能な距離に互いに配置されており、少なく
とも一つの可変寸法を有する光学的空洞共振器を形成している。一実施形態においては、
該反射層のうちの一方は、二つの位置の間を変位させることができる。本明細書において
解放状態と称する第１の位置においては、該変位可能な反射層は、固定された部分的反射
層から相対的に遠く離れた距離に配置される。第２の位置においては、該変位可能な層は
、上記部分的反射層のほうにより近づけて配置される。これらの２つの反射層から反射さ
れた入射光は、該変位可能な層の位置に依存して積極的に又は破壊的に干渉し、各画素に
関して全体的な反射状態又は非反射状態を作り出す。
【００１４】
　図１に示す画素アレイの部分は、２つの隣接するインターフェロメトリックモジュレー
タ１２ａ及び１２ｂを含んでいる。左側のインターフェロメトリックモジュレータ１２ａ
においては、変位可能で反射能力が非常に高い層１４ａが、固定された部分的反射層１６
ａから予め決められた距離にある位置において解放された状態になっている。右側のイン
ターフェロメトリックモジュレータ１２ｂにおいては、変位可能で反射能力が非常に高い
層１４ｂが、固定された部分的反射層１６ｂに隣接した位置において作動された状態にな
っている。
【００１５】
　上記の固定層１６ａ及び１６ｂは、導電性で、部分的に透明でさらに部分的反射性であ
り、例えば、各々がクロム及びインジウム－スズ酸化物から成る１つ以上の層を透明な基
板２０上に成膜することによって製作することができる。これらの層は、平行なストリッ
プから成るパターンが付けられており、後述するように、ディスプレイデバイス内におい
てロー電極を形成することができる。変位可能層１４ａ及び１４ｂは、ポスト１８の頂部
に成膜した（ロー電極１６ａ及び１６ｂと直交の）成膜金属層の一連の平行ストリップ及
びそれらポスト１８間に成膜した介在犠牲材料として形成することができる。上記犠牲材
料をエッチングによって取り除くと、上記変形可能な金属層が、所定のエアギャップ１９
よって固定金属層から分離される。上記変形可能な層には、アルミニウム等の導電性が高
い反射性材料を用いることができ、これらのストリップは、ディスプレイデバイス内にお
いてコラム電極を形成する。
【００１６】
　図１における画素１２ａによって示すように、電圧が印加されていない状態では、層１
４ａと層１６ａとの間に空洞１９が残っており、変形可能層は、機械的に緩和された状態
になっている。しかしながら、選択したロー及びコラムに電位差を印加すると、対応する
画素におけるロー電極及びコラム電極の交差部において形成されているコンデンサが荷電
され、静電力がこれらの電極を引き寄せる。図１内の右側の画素１２ｂによって示すよう
に、電圧が十分に高い場合は、変位可能層が変形されて固定層に対して押し付けられる（
図示していない誘電材料を固定層に成膜することによって、短絡を防止すると共に分離距
離を制御することができる）。この挙動は、印加した電位差の極性にかかわらず同じであ
る。このように、反射性対非反射性画素状態を制御することができるロー／コラム作動は
、従来のＬＣＤ及びその他の表示技術において用いられている作動と多くの点で類似して
いる。
【００１７】
図２乃至図５は、表示用途においてインターフェロメトリックモジュレータのアレイを用
いるための一つの典型的なプロセス及びシステムを例示した図である。　図２は、本発明
のいくつかの態様を組み入れることができる電子デバイスの一実施形態を示すシステムブ
ロック図である。この典型的実施形態においては、該電子デバイスはプロセッサ２１を含
んでおり、該プロセッサ２１は、ＡＲＭ、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）、Ｐｅｎｔｉｕｍ
　II（登録商標）、Ｐｅｎｔｉｕｍ　III（登録商標）、Ｐｅｎｔｉｕｍ　IV（登録商標
）、Ｐｅｎｔｉｕｍ　Ｐｒｏ（登録商標）、８０５１、ＭＩＰＳ（登録商標）、Ｐｏｗｅ
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ｒ　ＰＣ（登録商標）、ＡＬＰＨＡ（登録商標）、等の、どのような汎用のシングルチッ
プ又はマルチチップのマイクロプロセッサでも、また、デジタル信号プロセッサ、マイク
ロコントローラ、プログラマブルゲートアレイ、等のどのような専用マイクロプロセッサ
であっても良い。当該分野において一般的であるように、上記プロセッサ２１は、一つ以
上のソフトウェアモジュールを実行するように構成することができる。上記プロセッサは
、オペレーティングシステムを実行することに加えて、ウェブブラウザ、電話に関するア
プリケーション、電子メールプログラム、又はその他のあらゆるソフトウエアアプリケー
ションを含む、一つ以上のソフトウエアアプリケーションを実行するように構成すること
ができる。
【００１８】
　一実施形態においては、プロセッサ２１は、また、アレイコントローラ２２と通信する
ように構成されている。一実施形態においては、アレイコントローラ２２は、画素アレイ
３０に信号を供給するロードライバ回路２４及びコラムドライバ回路２６を含む。上記ア
レイの図１に示した横断面は、図２では線１－１によって示してある。ＭＥＭＳインター
フェロメトリックモジュレータにおいては、ロー／コラム作動プロトコルは、図３に示し
たこれらのデバイスのヒステリシス特性を利用することができる。例えば、移動可能層を
解放状態から作動状態に変形させるためには、１０Ｖの電位差が必要である。しかしなが
ら、電圧をその値から減じたときには、電圧が１０Ｖより低下して戻ったとしても、上記
変位可能層はその状態を維持する。図３の例示的な実施形態においては、変位可能層は、
電圧が２Ｖよりも低くなるまで、完全には解放されない。従って、図３に示した例におい
ては約３乃至７Ｖである、デバイスが解放された状態又は作動された状態で安定している
印加電圧のウィンドが存在している電圧範囲がある。本明細書においては、これを「ヒス
テリシスウィンド」又は「安定ウィンド」と称する。図３に示したヒステリシス特性を有
するディスプレイアレイの場合は、ローストローブの間、そのストローブされたロー内の
作動対象画素が約１０Ｖの電圧差にさらされ、且つ、解放対象画素が約０Ｖの電圧差にさ
らされることになるように、ロー／コラム作動プロトコルを設計することができる。その
ストローブ後は、画素は、約５Ｖの定常状態電圧差にさらされ、このため、上記ロースト
ローブによって置かれたあらゆる状態にとどまる。本例においては、各画素は、書かれた
後には、３乃至７Ｖの「安定ウィンド」内の電位差にさらされる。この特長は、図１に示
した画素設計を、作動状態又は先在する解放状態の何れであるかにかかわらず同じ印加電
圧状態の下で安定させることになる。インターフェロメトリックモジュレータの各画素は
、作動状態又は解放状態の何れであるかにかかわらず、本質的には、固定反射層と変位可
能反射層とによって形成されたコンデンサであるため、この安定状態は、電力をほとんど
浪費せずにヒステレシスウインド内の電圧で維持することができる。本質的に、印加電位
が固定されている場合は、画素内には電流は流れ込まない。
【００１９】
　典型的な用途においては、第１のロー内の希望する作動画素の組に従ってコラム電極の
組をアサートすることによって表示フレームを作ることができる。次に、ローパルスをロ
ー１電極に加え、アサートされたコラムラインに対応する画素を作動させる。次に、アサ
ートされたコラム電極の組を変更し、第２ロー内の所望の作動画素の組に対応させる。次
に、ロー２電極にパルスを加え、アサートされたコラム電極に従ってロー２内の該当画素
を作動させる。この際、ロー１の画素は、ロー２のパルスによる影響を受けず、ロー１の
パルス中に設定された状態にとどまる。このプロセスを一連のロー全体に関して逐次的に
繰り返すことによって表示フレームを生成する。一般的には、これらの表示フレームは、
秒当たり所望数のフレーム数で、該プロセスを連続的に繰り返すことによって、リフレッ
シュされ及び／又は新しい表示データによって更新される。画素アレイのロー電極及びコ
ラム電極を駆動して表示フレームを生成するための多種多様なプロトコルもまた周知であ
り、これらのプロトコルを本発明と関連させて使用することができる。
【００２０】
　図４及び図５は、図２の３×３のアレイ上において表示フレームを作るための１つの可



(10) JP 2010-191440 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

能な作動プロトコルを例示した図である。図４は、図３のヒステリシス曲線を示している
画素に関して使用することができる一組のコラム電圧レベルとロー電圧レベルとを示した
図である。図４の実施形態においては、画素を作動させることは、該当するコラムを－Ｖ

biasに設定し且つ該当するローを＋ΔＶに設定することを含むもので、これらの電圧は、
－５Ｖ及び＋５Ｖにそれぞれ該当する。画素の解放は、該当するコラムを＋Ｖbiasに設定
し且つ該当するローを同じ＋ΔＶに設定して、該画素において０Ｖの電位差を作り出すこ
とによって達成される。ロー電圧が０Ｖに維持されているローにおいては、画素は、コラ
ムが＋Ｖbias又は－Ｖbiasの何れであるかにかかわらず、最初に置かれていた状態で安定
している。
【００２１】
　図５Ｂは、図２の３×３のアレイに印加した一連のロー信号及びコラム信号を示したタ
イミング図であり、結果的には、図５Ａに示した表示配置になる（同図における作動画素
は非反射性である）。図５Ａに示したフレームを書く前においては、画素はどのような状
態であることも可能であり、本例では、すべてのローが０Ｖ、すべてのコラムが＋５Ｖと
なっている。これらの電圧を印加した状態では、すべての画素は、印加以前における作動
状態又は解放状態で安定している。
【００２２】
　図５Ａのフレームにおいては、画素（１、１）、（１、２）、（２、２）、（３、２）
及び（３、３）が作動されている。該作動させるためには、ロー１に関する「ラインタイ
ム」の間は、コラム１及び２を－５Ｖに設定し、コラム３を＋５Ｖに設定する。この場合
、すべての画素が３Ｖ乃至７Ｖの安定ウィンド内にとどまっているため、何れの画素の状
態も変化しない。次に、ロー１が、０から最高５Ｖまで上昇させて０に戻るパルスでスト
ローブされる。これは、画素（１、１）及び（１、２）を作動させ、画素（１、３）を解
放する。画素アレイ内のその他の画素は影響を受けない。ロー２を希望どおりに設定する
ためには、コラム２を－５Ｖに設定し、コラム１及び３を＋５Ｖに設定する。これで、ロ
ー２に加えられた同じストローブが、画素（２、２）を作動させ、画素（２，１）及び（
２、３）を解放する。この場合も、画素アレイ内のその他の画素は影響を受けない。同様
に、コラム２及び３を－５Ｖに設定し、コラム１を＋５Ｖに設定することによってロー３
は設定される。ロー３のストローブは、ロー３の画素を図５Ａに示したように設定する。
表示フレームを書いた後は、ロー電位は０であり、コラム電位は、＋５Ｖ又は－５Ｖの何
れかにとどまることができ、従って、図５Ａに示した配置において表示が安定する。この
手順は、何十ものローとコラムのアレイさらには何百ものローとコラムのアレイに関して
も採用できるという点が高く評価されることになる。さらに、ロー及びコラムの作動を実
施するために用いるタイミング、順序、及び電圧レベルは、上述した一般原理内において
大きく変化させることが可能である点、及び、上例は典型的な例であるにすぎず、本発明
の適用範囲内においてあらゆる作動電圧方法を用いることができる点、も高く評価される
ことになる。
【００２３】
　上記の原理に従って動作するインターフェロメトリックモジュレータの構造の細部は、
大きく変更することができる。例えば、図６Ａ乃至図６Ｃは、変位式鏡構造物の３つの異
なった実施形態を示した図である。図６Ａは、図１の実施形態の横断面であり、金属材料
１４のストリップが、直交する方向に延びている支持物１８の上に、蒸着されている。図
６Ｂにおいては、変位可能な反射材料１４が、支持物に、その角でのみ、つなぎ材３２で
取り付けられている。図６Ｃにおいては、変位可能な反射材料１４は、変形可能層３４か
ら吊り下げられている。この実施形態においては、反射材料１４に関して用いられる構造
設計及び材料を光学的性質に関して最適化することができ、さらに、変形可能層３４に関
して用いられる構造設計及び材料を希望する機械的性質に関して最適化することができる
ため、いくつかの利点を有している。様々な文献、例えば、米国公開第２００４／００５
１９２９号、において様々な型のインターフェロメトリックデバイスの生産に関する説明
が行われている。材料成膜、パターニング、及びエッチングの一連の手順が関わる上記の
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構造物は、非常に様々な良く知られた技術を用いて生成することができる。
【００２４】
　インターフェロメトリックモジュレータアレイのようなＭＥＭＳデバイスの変位部分は
、変動する保護空間を持つことが好ましい。ＭＥＭＳデバイスのパッケージング技術が、
以下に、より詳細に説明される。インターフェロメトリックモジュレータアレイのような
ＭＥＭＳデバイスの基本パッケージ構造が、図７に図示されている。図７に示されるよう
に、基本パッケージ構造７０は、基板７２と、バックプレーンカバー即ち「キャップ」７
４とを含もので、インターフェロメトリックモジュレータアレイ７６はその基板７２上に
形成される。このキャップ７４は、「バックプレート」とも称される。
【００２５】
　インターフェロメトリックモジュレータアレイ７６が、基板７２、バックプレーン７４
及びシール７８によって封入されるように、基板７２とバックプレーン７４とがシール７
８によって接合されて、パッケージ構造７０を形成する。これによって、バックプレーン
７４と基板７２との間に空洞７９が形成される。上記シール７８は、従来のエポキシベー
スの接着剤のような非機密シールであることができる。他の実施形態においては、上記シ
ール７８は、それは、約０．２～４．７ｇ　ｍｍ／ｍ2ｋＰａ　ｄａｙの水蒸気の通気性
範囲を持つことができる数ある他のタイプのシールの中で、ポリイソブチレン（時にブチ
ルゴムやＰＩＢと称される）、オーリング、ポリウレタン、薄膜金属溶接、液体塗布ガラ
スか、ハンダ、ポリマ、或いはプラスチックであることができる。さらに他の実施形態で
は、上記シール７８は、気密シールであることができる。
【００２６】
　いくつかの実施形態においては、パッケージ構造７０は、上記空洞７９内の湿気を減ら
すよう構成された乾燥剤８０を含む。当業者であれば、気密シールされたパッケージのた
めに乾燥剤が必ずしも必要なものではないが、パッケージ内に在る湿気を制御することが
好ましいということを認識しているはずである。一実施形態においては、乾燥剤８０は、
インターフェロメトリックモジュレータアレイ７６とバックプレーン７４との間に配置さ
れる。気密シール、非気密シールの何れを持つパッケージであっても、乾燥剤が使用され
ることができる。気密シールを持ったパッケージにおいては、乾燥剤は一般に、パッケー
ジ内部に在る湿気を制御するために使用される。非気密シールを持ったパッケージでは、
乾燥剤は、環境からパッケージ内に移動する湿気を制御するために使用されることができ
る。一般に、インターフェロメトリックモジュレータアレイの光学特性に干渉することな
く湿気を取ることができるものであれば、いかなる物質も乾燥剤８０として使用できる。
乾燥剤の適当な材料としては、ゼオライト、モレキュラーシーブ、表面吸着剤、バルク吸
着剤、化学反応物があるが、それに限定されるものではない。
【００２７】
　乾燥剤８０は、異なる形態、形状、サイズであることができる。乾燥剤８０は、固体形
態であっても良いし、粉末形態であっても良い。乾燥剤の粉末は、直接パッケージ内に挿
入されることもできるし、用途により接着剤に混ぜ合わせられることもできる。他の実施
形態においては、乾燥剤８０は、パッケージ内側に適用される前に、シリンダやシートの
ような異なる形状に形成されることができる。
【００２８】
　当業者であれば、乾燥剤８０は、異なる手段で適用されることができると理解するだろ
う。一実施形態では、乾燥剤８０は、インターフェロメトリックモジュレータアレイ７６
の一部として成膜される。別の実施形態では、乾燥剤８０は、パッケージ７０内側にスプ
レイや浸漬被覆として適用されている。
【００２９】
　基板７２は、ＭＥＭＳデバイスがその上に製造される薄膜を持つことができる半透明又
は透明の物質であることができる。そのような透明物質としては、ガラス、プラスチック
、透明ポリマを含むが、それに限定されるものではない。インターフェロメトリックモジ
ュレータアレイ７６は、メンブレンモジュレータもしくは分離可能型のモジュレータから
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成っても良い。当業者であれば、バックプレーン７４は、ガラス、金属、箔、ポリマ、プ
ラスチック、セラミック、半導体材料（例えば、シリコン）のような、適当な材料で形成
されることができることを理解するだろう。
【００３０】
　パッケージングプロセスは、真空中でも、真空より高く周囲圧力までの間の圧力中でも
、あるいは、周囲の圧力より高い圧力中でも、達成されることができる。パッケージング
プロセスはまた、シーリングプロセスの間の様々且つ制御された高圧力又は低圧力の環境
中で、達成されることができる。完全に乾燥した環境中でインターフェロメトリックモジ
ュレータアレイ７６をパッケージングすることが効果的であるが、それは必須のことでは
ない。同様に、パッケージング環境は、不活性ガスの周囲状態にあっても良い。周囲状態
でのパッケージングは、当該デバイスが、該デバイスの動作に影響を及ぼすことなく周囲
状態を通して搬送されることができるので、より低いコストでの処理及び機器選択におけ
る融通性のより大きなポテンシャルを許す。
【００３１】
　一般に、パッケージ構造中への水蒸気の透過を最小にし、従ってパッケージ構造７０内
の環境を制御して、それを気密シールすることは、環境が一定に維持されることを確実に
するために、好ましいものである。気密シールプロセスの一例は、米国特許第６，５８９
，６２５号明細書に開示されている。パッケージ内の湿度が、その湿気からの表面緊張が
インターフェロメトリックモジュレータ１０における変位可能素子（図示せず）の復元力
よりも高くなるレベルを超えてしまうと、変位可能素子は、その表面に永久に張り付いて
しまう。湿度レベルが非常に低い場合には、そのコーティングされた表面と変位可能素子
が接触した時、湿気は、変位可能素子と同じ極性まで充電する。
【００３２】
　上述したように、パッケージ構造７０内に在る湿気を制御するために乾燥剤が使用され
ることができる。しかしながら、パッケージ構造７０の内部に雰囲気から湿気が伝わるの
を妨げる気密シール７８を作成することで、乾燥剤の必要性は減らされる、もしくは無く
すことができる。
【００３３】
　表示デバイスの寸法を小さくすることが続けられており、それは、パッケージ構造７０
内に乾燥剤８０を設定する領域をより小さくしていくので、パッケージ構造７０内で環境
を管理するために入手可能な方法を限定してしまう。乾燥剤の必要性を無くすことは、ま
た、パッケージ構造７０を薄くすることを許し、それはいくつかの実施形態では好ましい
ものである。一般に、乾燥剤を含むパッケージにおいては、そのパッケージされたデバイ
スの寿命予測は、乾燥剤の寿命に依存すると言ってもさしつかえない。乾燥剤が完全に消
費されると、十分な湿気がパッケージ構造に入って、インターフェロメトリックモジュレ
ータアレイに損害を与えるので、該インターフェロメトリックモジュレータデバイスは故
障してしまう。いくつかの実施形態においては、ＭＥＭＳ構成部材、この実施形態のため
にはインターフェロメトリックモジュレータベースディスプレイ、のパッケージングは、
通常は電子回路基板を使用して、ドライバ、プロセッサ、メモリ、その他を含む電子的な
構成部材が搭載され且つ相互接続された媒体を提供する。インターフェロメトリックモジ
ュレータマトリックスのバックプレートが、一般的には、当該アレイの機能に干渉するこ
とができる、分子及びガスに対する障壁を提供する以外の目的のためには働かないとはい
え、それは、他の機能を持つことができる。その代わりに多層のラミネートバックプレー
トに頼ることによって、バックプレートは、前述の部品及び構成部材を支持し相互接続す
る機能と共に、インターフェロメトリックモジュレータを保護するために機能することが
できる。ラミネートバックプレーンは、また、ドライバ構成部材とディスプレイ間の相互
接続としても動作することができる。
【００３４】
　図８は、バックプレート１０８が様々な電子的な構成部材を支持するよう機能するパッ
ケージ構造１００の実施形態を示している。同図に示すように、インターフェロメトリッ
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クモジュレータのアレイ１０２が透明基板１０４上に設けられる。従って、上記アレイ１
０２は、光を変調して、基板１０４を通して観察者の方へそれを反射するための手段を提
供し、上記基板１０４は、上記アレイ１０２を支持するための手段を提供する。シール材
１０６は、上記透明基板１０４をバックプレート１０８に接合し、アレイ１０２のまわり
に保護空洞１１０を形成する。この実施形態においては、インターフェロメトリックモジ
ュレータのアレイ１０２の範囲内に、バックプレート１０８を更に支持するポスト１１２
が設けられており、バックプレートが上記アレイ１０２と接触することを防止している。
バックプレート１０８は、当該バックプレート１０８の裏面に設けられる、より詳細に後
述される種々の電子的構成部材１１４Ａ，１１４Ｂを物理的に支持するものとなる。
【００３５】
　ある実施形態では、あるポスト１１２Ａ～１１２Ｃは導電性であり、電子的構成部材１
１４Ａ，１１４Ｂとアレイ１０２との間の電気的接続は、上記導電性ポスト１１２Ａ～１
１２Ｃを、上記構成部材１１４Ａ，１１４Ｂと電気的に接続されている、上記バックプレ
ート１０８上に設けられた導電性トレース１１６と接触させることによってなされること
ができる。従って、そのような導電性ポスト及びトレースは、上記電子的構成部材１１４
Ａ，１１４Ｂを上記アレイ１０２と電気的に通信させるための手段を提供する。
【００３６】
　上記バックプレートが電子的構成部材のために物理的な支持を提供する別の実施形態に
おいては、一例では、上記基板上に配された導電性バンブと上記バックプレート上に配さ
れた導電性バンブとに接触をもたらすことによって、上記電子的構成部材と上記アレイの
電気的な接続がなされることができる。他の例としては、導電性バンブと上記バックプレ
ート上に設けられた導電性ポストとに接触をもたらすことによって、上記バックプレート
と上記インターフェロメトリックアレイの電気的な接続がなされることができる。異方性
導電性フィルム（ＡＣＦ）又は他の導電性材料の層が、これらの電気的接続を作る際に使
用されることができ、もしくは、これらの接続は、例えば２つの導電性バンプ間の金属－
金属接続であっても良い。そのような別の実施形態は、また、電子的構成部材に上記アレ
イとの電気的な通信をもたらすための手段を提供する。
【００３７】
　更に別の実施形態では、フレックスケーブル又は同様のコネクタが、バックプレートの
表面とインターフェロメトリックモジュレータの表面との間の電気的接続を提供するため
に使用されることができる。図８の実施形態で記載したように、電子的構成部材がバック
プレートの裏面に設けられる必要はないこともまた理解されるだろう。電子的構成部材の
いくつか又は全てが、バックプレートの上面上に設けられることができ、電気的な接続は
、ビア即ち電気的なフィードスルーを使用してバックプレートを通してなされることがで
きる。
【００３８】
　図９は、種々の電子的構成部材が製作されたバックプレート１２０の裏面を示す図であ
る。ロードライバ回路１２２及びコラムドライバ回路１２４がバックプレート１２０上に
配され、該ドライバ回路１２２，１２４への及びそれらの間の電気的な接続は、導電性ト
レース１２６によって提供されている。上記ドライバ回路１２２，１２４は、上記トレー
ス１２６介して電圧発生器１２７に電気的に接続されている。上記ドライバ回路１２２，
１２４はまた、導電性バンプ１３４を含む、パッド１３２ａ及び１３２ｂと電気的に通信
している。グラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）１２８が、トレース１２６を介して上記
ドライバ回路１２２，１２４と電気的に接続している。更に、低電力回路１３０が、ＧＰ
Ｕ１２８と電気的に接続している。
【００３９】
　パッド１３２ａ，１３２ｂは、インターフェロメトリックモジュレータのアレイがその
上に提供される透明基板の上面上に設けられた対応するパッドと整列するように構成され
ている。上記透明基板上の上記対応するパッドは、導電性バンプを持ち、上記対応するパ
ッドが、上記透明基板上のインターフェロメトリックモジュレータのアレイのコラム及び
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ローそれぞれと電気的に接続している。従って、上述した種類のバンプ－バンプ接続は、
上記ドライバ回路１２２，１２４の出力と上記アレイのロー及びコラムとの間の電気的な
接続を提供する。上述したように、上記アレイのローが一つずつ、各コラムに情報を提供
するために上記コラムドライバ回路１２４を使用して一つずつアドレスされ、上記ロード
ライバ回路１２２介してアドレスされるべきローをストローブすることができる。従って
、上記ドライバ回路のような電子的構成部材は、インターフェロメトリック素子の上記ア
レイの状態を制御するための手段を提供し、上記バックプレート１２０は、上記電子回路
を支持するための手段を提供する。
【００４０】
　上記電圧発生器は、例えばマキシムＭＡＸ１６０５、ＭＡＸ６８６、ＭＡＸ１９５５、
ＭＡＸ１５６１のような市販のユニットや所望の電圧調整を行うことができるいかなる回
路であっても構わない。別の好ましい実施形態においては、上記電圧発生器は、使用され
ている特定の用途のために開発されることができる。上記電圧発生器１２７は、２つの入
力１３６ａ，１３６ｂを有して提供される。図９の実施形態においては、第１の入力１３
６ａが電源電圧（例えば３．３Ｖ）であり、第２の入力１３４ｂがグラウンドである。上
記電圧発生器は、上記電源電圧より大きい又は小さい電位差がロー又はコラムに印加され
ることができるように、導電性トレース１２６介して上記ロー及びコラムドライバ１２２
，１２４に変更された電圧を供給する。従って、上記電圧発生器１２７は、ステップアッ
プ回路（ブースト回路とも称される）又はステップダウン回路とすることができる。
【００４１】
　上記ＧＰＵ１２８は、例えば、Ｃｈｉｐｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　６９０３
０のような市販のユニットであることができる。別の好ましい実施形態にあっては、上記
ＧＰＵ回路は、使用される特定の用途のために開発されることができる。図９に示された
実施形態においては、上記ＧＰＵ１２８は、三つの入力１３８Ａ，１３８Ｂ，１３８Ｃ（
それぞれ、クロック、データ及び制御）を受け、特定のロー及びコラムドライバ回路１２
２，１２４（例えば、ＴＦＴ、ＳＴＮ、ＣＳＴＮフォーマット）に必要とされるフォーマ
ットに、データを変換するように構成されている。図９の実施形態では、上記ＧＰＵは、
上記コラムドライバ１２４には三つの信号（クロック、データ及び制御）を、また上記ロ
ードライバ１２２には二つの信号（クロック及び制御）だけを与える。
【００４２】
　上記低電力回路１３０は、表示された画像を比較的低電力入力で維持することができる
低電力モードに入ることをディスプレイに許すために使用される。例えば、これは、上記
ＧＰＵ１２８から上記ロー及びコラムドライバ回路１２２，１２４へのクロック及びデー
タ信号を停止することによって行われることができる。上述したように、アレイの中の個
々のモジュレータが解放状態又は作動状態の何れかに動かされたならば、上記モジュレー
タをその位置に維持するのに非常に小さいバイアス電圧で十分であるので、そのような低
電力回路１３０の使用は、インターフェロメトリックモジュレータのアレイを使用するデ
ィスプレイに関して特に有益である。さらに、上述のように、このプロセスの間は、ほと
んど電力は浪費されない。
【００４３】
　図９に示された電気的構成部材は例示的なものであることは、理解されるだろう。他の
実施形態は、より多くの又はより少ない電気的構成部材を含んでも良いし、多数の機能が
一つの構成部材によって得られるものであっても良い。更に、上記パッケージが組立てら
れた際に、それらが上記シール材によって形成された上記保護空洞内に配されるように、
図９の上記構成部材が上記バックプレートの裏面上に全てあるかのように記載されている
が、上記構成部材が上記保護空洞の外側にあるように、上記構成部材のうちの一部が、上
記バックプレート上や、上記シール材を越えて延在する上記透明基板の張り出し部上のよ
うな、どこかほかに配しても構わない。
【００４４】
　上記パッケージの外部と上記パッケージの内部との間の電気的な接続は、種々の手法で
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行われることができる。例えば、バックプレーンがガラス、あるいは、予め製作された何
か他の材料の層であるとき、上記電気的な接続は、導電性トレースが上記シールの下を通
過するように上記バックプレートの表面に沿って走っている導電性トレースを備えること
ができる。上記バックプレートがバックプレートとして使用されるために製作されるとき
、上記バックプレートは、好ましくは、上記バックプレートの上面と下面の間の電気的な
接続を提供する電気的なビア、即ちフィードスルーを含むように製作されても良い。その
ようなビアは、更に、ガラスあるいは他の予め製作したバックプレート材料を通して提供
されても良いが、そのようなビアの追加は、より難しく、時間がかかり、高価となるだろ
う。
【００４５】
　更に別の実施形態においては、上記電子回路は、上記バックプレートとして機能する基
板上に薄膜層を成膜し、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を製作することによって形成
されることができる。図１０の断面図に、そのようなＡＳＩＣ１４０の例が示されている
。上記ＡＳＩＣ１４０は、例えばガラス層である薄膜成膜ＡＳＩＣ台１４２上に、複数の
層を成膜することによって形成される。上記台１４２は、上述したそれらと同様のディス
プレイパッケージのためのバックプレートとして機能するガラス層から成っていても良い
。ＡＳＩＣ台１４０として、どのような適当な材料を使用しても構わない。
【００４６】
　そして、非結晶シリコンが、上記ＡＳＩＣ台１４２上に成膜される。図１０の実施形態
においては、非結晶ｐ型シリコン層１４４が上記台１４２上に成膜され、ウェルとも称さ
れる領域１４５ａ，１４５ｂにｎ型非結晶シリコンが埋め込まれる。そのようなウェル１
４５ａ，１４５ｂは、特定のトランジスタのドレイン又はソースとなるだろう。上記ＡＳ
ＩＣ１４０においては、上記ウェル１４５ａはトランジスタのソースとして機能し、上記
ウェル１４５ｂはドレインとして機能する。例えば、上記シリコンは、フォトリソグラフ
ィ法によって、または当業者に知られている他の適当な技術によって、成膜されることが
できる。上記層１４４の基材と上記ウェル１４５ａ，１４５ｂとの間のｐｎ接合は、急速
熱アニーリング（ＲＴＡ）のような又はレーザの使用を通しての技術を使用して形成され
ることができる。図１０にはｐ型トランジスタが示されているが、層１４４のｎ型シリコ
ンを成膜し、上記ウェル１４５ａ，１４５ｂのｐ型シリコンを埋め込むことによって、ｎ
型トランジスタが作製されることができることは、理解されるだろう。
【００４７】
　その後、図１０の上記ＡＳＩＣ１４０ではＳｉ０２の層であるが、いかなる適当な絶縁
層も使用されることができる絶縁層１４６で、上記ドープドシリコン層１４４が覆われる
。上記成膜は、例えば化学蒸着法（ＣＶＤ）や他のどの適当な方法によってもなされるこ
とができる。例えばモリブデンであることができる導電性材料１５０が、上記ウェル１４
５ａ，１４５ｂの間の上記絶縁層１４６の上面に成膜されて、トランジスタのゲートを形
成する。上記導電性材料１５０を成膜するためには、エッチングプロセスを使用しても良
い。この実施形態ではシリコン硝酸塩のような硝酸塩であることができる追加の絶縁材料
層１４８が、上記導電性材料１５０と上記絶縁層１４６の上に成膜される。
【００４８】
　上記絶縁層１４８，１４６を通る導電性経路がエッチングされ、上記ゲート１５０及び
埋め込み領域１４５ａ，１４５ｂを露出する。金属１５２が成膜されて上記ゲート１５０
、上記ソース１４５ａ及び上記ドレイン１４５ｂへの接続が形成され、それによってトラ
ンジスタが形成される。この金属層の成膜は、適当な位置に形成するよう上記金属１５２
をエッチングするためのマスクを使用して行われることができる。層１５２の上に、追加
の金属層１５３が形成され、一連の平行ライン（図示せず）を備えることができる。一般
的には、一連の平行ラインとしてのそれらの構成のために、層１５３のようなＡＳＩＣで
使用される金属層は、一方向にだけ延在する。複数トランジスタ間の接続は、層１５３を
形成するために金属を所望のパターンでフォトグラフ法で成膜することによって形成され
る。従って、層１５３は、所望のパターンでトランジスタを接続することによって論理的
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な機能を形成する。
【００４９】
　層１５３の上に、金属層１５４が形成される。図１０に見られることができるように、
層１５４は、ページに直交する、従って層１５３の上記平行ラインに垂直な向きにされた
一連の平行ラインを備える。層１５４は、該ＡＳＩＣ１４０に電力を提供するために使用
される。層１５４の上には、別の金属相互接続層１５５が形成され、より複雑な論理接続
を完成する。相互接続層１５５の上には、グラウンド層１５６が形成される。層１５４～
１５６のそれぞれは、平行ラインを備えることができ、フォトリソグラフィ法によりパタ
ーニングされることができる。例えば上記金属層に穴を開けて金属をその穴に堆積するこ
とによって形成されることができるビアを通して、上記金属層の間の相互接続が提供され
ることができる。更に、一実施形態では、上記層１５３～１５６が平行ラインを備えると
はいえ、他の実施形態では、これらは平行ラインを作らない層を成膜することによって形
成されるようにしても良い。従って、上記金属層を成膜するかエッチングすることによっ
て及び上記層間の相互接続を形成することによって、トランジスタ間の所望の相互接続が
作製されることができる。
【００５０】
　層１５６上の上面金属層１５７は、外部相互接続層として機能するもので、該ＡＳＩＣ
の論理ゲートと入力／出力との間の接続を提供する。図１０の実施形態においては、上記
上面金属層１５７は、一連の平行ラインで形成されるものではなく、従って多数の方向に
延在し、より複雑な相互接続を可能にする。上記上面金属層をエッチングするために、当
業者に知られたいかなる適当な方法でも良いマスキング及びフォトリソグラフィ技術が使
用されることができる。ＡＳＩＣ１４０が上述したようなディスプレイパッケージ中の電
子回路を形成する実施形態においては、この用途で説明されたどの方法でも、あるいは他
のどの適当な方法でも使用して、上記金属外部結合層１４８は、上記ＡＳＩＣ１４０とイ
ンターフェロメトリックモジュレータの上記アレイ（図示せず）との間の接続を提供する
。
【００５１】
　種々の実施形態において、上記成膜台１４４はガラスから成る必要はなく、むしろ、成
膜された薄膜回路を載せるのに適当ないかなる材料から成っても良い。図９に関して上述
したように、上記成膜台１４４は、ディスプレイパッケージの内部とディスプレイパッケ
ージの外部との間に電気的な接続を可能にする様々な特長の何れを含んでも良い。これら
の特長は、それに限定するものではないが、電気的なフィードスルー即ちビア、及び、上
記成膜台１４４内部の電気的な相互接続を含むことができる。
【００５２】
　電子回路の製作は、インターフェロメトリックベースのディスプレイパッケージの製造
において多くの効果を提供することができる。製作を通して可能にされる回路のカスタム
化は、空間の効率的利用を許す。ＬＣＤのような他ディスプレイデバイスと違って、イン
ターフェロメトリックモジュレータベースのディスプレイは、画素アレイの上に直接配さ
れ且つ上記基板と上記バックプレートによって形成された「サンドイッチ」内に配される
電子回路の包含を許す。その程度の必要とされた電子回路を、上記基板の上記保護空洞外
部の張り出し部上よりはむしろ、その位置に配置することによって、上記ディスプレイの
設置面積が最小にされることができる。更に、上記ドライバ回路とインターフェロメトリ
ックモジュレータのアレイとの間の接続は、複雑であり得、一つの出力と上記アレイの各
ロー及びコラムの接続と同程度を必要とする。上記ドライバ回路を製作することによって
、これらの出力の配置及びこれらの出力と上記アレイとの間の相互接続に対するより大き
な制御量が得られる。更に、ドライバ回路や他の電子回路の積層は、予め製作された電子
回路から成るディスプレイパッケージよりも、薄く且つ安価なディスプレイパッケージの
作成を可能にすることができる。
【００５３】
　図１１は、ドライバ回路のような電子回路１６２が薄膜成膜によってバックプレート１
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６４の裏面に製作されたパッケージ１６０の実施形態を示している。金属バンプ１６６Ａ
～１６６Ｃは、金属スペーサ即ち支持ポスト１６８Ａ～１６８Ｃに合わせられて、上記電
子回路１６２と基板１７２上に設けられたインターフェロメトリックモジュレータのアレ
イ１７０との間に電気的な接続を提供する。従って、上記バンプ１６６Ａ～１６６Ｃ及び
ポスト１６８Ａ～１６８Ｃは、上記回路１６２と上記アレイ１７０とを電気的に接続する
ための手段を提供する。
【００５４】
　基板１７２及びバックプレート１６４と共に、シール材１７４は、上記アレイ１７０の
周囲に保護空洞１７６を形成する。上記パッケージの外部と上記電子回路１６２との間の
電気的な接続は、上記バックプレート１６４の裏面に沿って且つ上記シール材１７４を超
えて走る導電性トレース１７８によってなされる。上記電子アレイの動作のために必要と
される導電性トレース１７８の数は、上記バックプレート１６４の裏面に製作された電子
回路１６２の種類に依存する。上記電子回路１６２がドライバ回路を含むときには、上記
パッケージ１６０の内部と外部との間に延在するトレース１７８の必要数は、非常に減じ
られることができる。同様に、上記バックプレートの裏面にＧＰＵ回路、ブースト回路や
低電力回路を製作すれば、パッケージ１６０の内部と外部との間に必要とされる相互接続
を単純化することができる。
【００５５】
　図１１に示されたパッケージ１６０は、製作された電子回路１６２を含むが、別の実施
形態においては、上記電子回路が、マイクロチップから成ったり、当該製作された電子回
路と共に集積化された他の予め製作された回路とから成ったりすることができることは理
解されるだろう。例えば、ドライバ回路とブースト回路が、上記バックプレートの裏面に
製作され、市販のＧＰＵ及び低電力回路に接続されても良い。
【００５６】
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、熱圧縮によるパッケージ１８０の組立てを示す図である。図
１２Ａは、熱圧縮前のパッケージ１８０の断面図であり、図１２Ｂは、熱圧縮後のパッケ
ージ１８０の断面図である。
【００５７】
　図１２Ａに関しては、窪み領域１８５がより厚い足部１８４に囲まれているように、バ
ックプレート１８２が異なっている厚みを持つことが、見られることができる。電子回路
１８６は、上記窪み領域１８５内に構成され、ビア２０６を通して上記バックプレート１
８２の上面と電気的に通信している。上記電子回路１８６は、また、上記ビア２０６の裏
面に沿って走って上記足部１８４の少なくとも下面２０７に延びている導電性トレース１
８８と電気的に通信している。上記導電性トレース１８８と透明基板１９６の上面に配さ
れたパッド１９４との間に、金導電性物質１９０とＡＣＦ層１９２とが配置されている。
上記パッド１９４は、また、インターフェロメトリックモジュレータのアレイ２００と電
気的な通信を提供する、トレース、バンプ或いは他のコネクタであることができることは
、理解するべきである。上記パッド１９４は、導電性トレース１９８により、上記透明基
板１９６の上面に配されたインターフェロメトリックモジュレータのアレイ２００と電気
的に通信している。シール材２０２は、上記バックプレート１８２を上記基板１９６に接
合して、上記アレイ２００の周囲に保護空洞２０４を形成する。
【００５８】
　次に、熱圧縮の後、よりコンパクトな形状となった上記パッケージ１８０を示す図１２
Ｂに関して、金導電性物質１９０とＡＣＦ１９２とが圧縮されて、上記電子回路１８６と
上記アレイ２００との間に電気的な接続を提供し、それによって、上記アレイ２００にお
ける反射素子の状態を制御することを上記電子回路１８６に可能にさせる、ということが
見られることができる。従って、上記回路１８６を上記アレイ２００と通信している状態
にするための手段が提供される。上記電子回路１８４が製作された上記バックプレート１
８２の上記窪み領域１８５は、隙間を有して上記電子回路を提供し、上記熱圧縮プロセス
の間の損傷から上記回路を保護するということが見られることができる。
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【００５９】
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、ディスプレイデバイス２０４０の一実施形態を示すシステム
ブロック図である。上記ディスプレイデバイス２０４０は、例えば携帯電話機や移動式電
話機であることができる。しかしながら、それについて、ディスプレイデバイス２０４０
と同じ構成部材やその僅かな変形例は、テレビ受像機及びポータブルメディアプレイヤの
ようなディスプレイデバイスの種々の種類の実例ともなる。
【００６０】
　上記ディスプレイデバイス２０４０は、ハウジング２０４１、ディスプレイ２０３０、
アンテナ２０４３、スピーカ２０４５、入力デバイス２０４８及びマイクロフォン２０４
６を含む。上記ハウジング２０４１は、一般的に、射出形成法及び真空成形を含む当業者
の間でよく知られているような様々なあらゆる製造プロセスにて形成される。更に、上記
ハウジング２０４１は、それに限定されるものではないが、プラスチック、金属、ガラス
、ゴム及びセラミック、またはそれらの組み合わせを含む様々なあらゆる材料から製作さ
れることができる。一実施形態においては、上記ハウジング２０４１は、異なる色、異な
るロゴ、絵またはシンボルを含む他の除去可能な部分と交換できる除去可能な部分（図示
せず）を含む。
【００６１】
　本明細書に記載されるように、例示的なディスプレイデバイス２０４０の上記ディスプ
レイ２０３０は、双安定ディスプレイを含む様々なディスプレイの何れであっても良い。
他の実施形態においては、上記ディスプレイ２０３０は、上述したようなプラズマ、ＥＬ
、ＯＬＥＤ、ＳＴＮ　ＬＣＤ、ＴＦＴ　ＬＣＤのようなフラットパネルディスプレイや、
当業者によく知られているようなＣＲＴや他のチューブデバイスのような非フラットパネ
ルディスプレイを含む。しかしながら、本実施形態を説明するという目的に照らすと、上
記ディスプレイ２０３０は、本明細書に記載されたようなインターフェロメトリックモジ
ュレータディスプレイを含む。
【００６２】
　例示的なディスプレイデバイス２０４０の一実施形態の構成部材は、図１３Ｂに概略的
に示されている。図示された例示的なディスプレイデバイス２０４０は、ハウジング２０
４１を含み、少なくとも部分的にその中に封入された追加の構成部材を含むことができる
。例えば、一実施形態では、上記例示的なディスプレイデバイス２０４０は、トランシー
バ２０４７に連結されたアンテナ２０４３を含むネットワークインターフェース２０２７
を含む。上記トランシーバ２０４７は、コンディショニングハードウェア２０５２に接続
されているプロセッサ２０２１に接続されている。上記コンディショニングハードウェア
２０５２は、信号を調整する（例えば、信号をフィルタリングする）ように構成されてい
る。上記コンディショニングハードウェア２０５２は、スピーカ２０４５及びマイクロフ
ォン２０４６に接続されている。上記プロセッサ２０２１は、また、入力デバイス２０４
８及びドライバコントローラ２０２９に接続されている。上記ドライバコントローラ２０
２９には、フレームバッファ２０２８が接続されていると共に、ディスプレイアレイ２０
３０に更に接続されたアレイドライバ２０２２が接続されている。電源２０５０は、特定
の例示的なディスプレイデバイス２０４０の設計によって必要とされるような全ての構成
部材に電力を供給する。
【００６３】
　上記例示的なディスプレイデバイス２０４０がネットワーク上の一つ以上のデバイスと
通信することができるように、上記ネットワークインターフェース２０２７は上記アンテ
ナ２０４３及び上記トランシーバ２０４７を含む。一実施形態においては、上記ネットワ
ークインターフェース２０２７は、また、若干の処理能力を持ち、上記プロセッサ２０２
１の要求を軽減するようにしても良い。上記アンテナ２０４３は、信号の送受信に用いら
れる当業者によく知られて何れかのアンテナである。一実施形態では、上記アンテナは、
ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ），（ｂ）又は（ｇ）を含むＩＥＥＥ８０２．１１規格に従っ
てＲＦ信号の送受信を行う。他の実施形態においては、上記アンテナは、ＢＬＵＥＴＯＯ
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ＴＨ（登録商標）規格に従ってＲＦ信号を送受信する。携帯電話機の場合、上記アンテナ
は、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＡＭＰＳまたは既知の信号がワイヤレス携帯電話機ネットワーク
内で通信を行うために使用される他の既知信号を受信するよう設計されている。上記トラ
ンシーバ２０４７は、該トランシーバ２０４７によって受信され上記プロセッサ２０２１
によって更に処理されることができるように、上記アンテナ２０４３から受信された信号
を前処理する。上記トランシーバ２０４７はまた、それらが該例示的なディスプレイデバ
イス２０４０から上記アンテナ２０４３介して送信されることができるように、上記プロ
セッサ２０２１から受けた信号を処理する。
【００６４】
　別の実施形態では、上記トランシーバ２０４７は、受信機と置き換えることができる。
さらに別の実施形態では、ネットワークインターフェース２０２７は、上記プロセッサ２
０２１に送られるべきイメージデータを格納或いは生成することができるイメージソース
に置き換えられることができる。例えば、上記イメージソースは、イメージデータを含む
デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）やハードディスクドライブ、またはイメージデータを
生成するソフトウェアモジュールであることができる。
【００６５】
　プロセッサ２０２１は、一般に、上記例示的なディスプレイデバイス２０４０の全動作
を制御する。上記プロセッサ２０２１は、上記ネットワークインターフェース２０２７や
イメージソースからの圧縮したイメージデータのようなデータを受信し、ＲＡＷイメージ
データに、またはＲＡＷイメージデータに容易に処理されるフォーマットに、その受信し
たデータを処理する。その後、上記プロセッサ２０２１は、上記ドライバコントローラ２
０２９に、または記憶するためにフレームバッファ２０２８に、上記処理されたデータを
送る。ＲＡＷデータとは、一般的には、イメージ内の各位置でのイメージ特徴を識別する
情報を指す。例えば、そのようなイメージ特徴は、色、彩度及び階調レベルを含むことが
できる。
【００６６】
　一実施形態においては、上記プロセッサ２０２１は、マイクロコントローラ、ＣＰＵ、
又は論理ユニットを含み、上記例示的なディスプレイデバイス２０４０の動作を制御する
。コンディショニングハードウェア２０５２は、一般的には、上記スピーカ２０４５に信
号を送信するため及び上記マイクロフォン２０４６から信号を受信するために、増幅器及
びフィルタを含む。コンディショニングハードウェア２０５２は、上記例示的なディスプ
レイデバイス２０４０内に別個の構成部材であっても良いし、上記プロセッサ２０２１や
他の構成部材内に組み込まれていても良い。
【００６７】
　上記ドライバコントローラ２０２９は、上記プロセッサ２０２１から直接または上記フ
レームバッファ２０２８から、上記プロセッサ２０２１によって生成された上記ＲＡＷイ
メージデータを取得し、そのＲＡＷイメージデータを上記アレイドライバ２０２２へ高速
に送信できるように適切に再フォーマットする。特に、上記ドライバコントローラ２０２
９は、上記ディスプレイアレイ２０３０をスキャンするのに適したタイムオーダを持つよ
うなラスタ状フォーマットを有するデータフローに、上記ＲＡＷイメージデータを再フォ
ーマットする。そして、上記ドライバコントローラ２０２９は、上記アレイドライバ２０
２２にそのフォーマットされた情報を送る。ＬＣＤコントローラのようなドライバコント
ローラ２０２９は、多くの場合、独立型集積回路（ＩＣ）として上記システムプロセッサ
２０２１と関連させられるが、そのようなコントローラは多数の手法で実現されることが
できる。それらは、ハードウェアとして上記プロセッサ２０２１に組み込まれても良いし
、ソフトウェアとして上記プロセッサ２０２１に組み込まれても良いし、ハードウェアで
上記アレイドライバ２０２２に完全に集積化されても良い。
【００６８】
　一般的には、上記アレイドライバ２０２２は、上記ドライバコントローラ２０２９から
上記フォーマットされた情報を受信し、ディスプレイのｘ－ｙマトリックスの画素から来
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る数百及び時には数千ものリードに、一秒間に多数回印加される並列な波形の組へ、上記
ビデオデータを再フォーマットする。
【００６９】
　一実施形態においては、上記ドライバコントローラ２０２９、アレイドライバ２０２２
及びディスプレイアレイ２０３０は、本明細書において記載された何れの種類のディスプ
レイのためにも適切なものである。例えば、一実施形態では、ドライバコントローラ２０
２９は、従来のディスプレイコントローラや双安定ディスプレイコントローラ（例えば、
インターフェロメトリックモジュレータコントローラ）である。他の実施形態においては
、アレイドライバ２０２２は、従来のドライバや双安定ディスプレイドライバ（例えば、
インターフェロメトリックモジュレータディスプレイ）である。一実施形態では、ドライ
バコントローラ２０２９は、上記アレイドライバ２０２２と集積化される。そのような実
施形態は、携帯電話機、腕時計及び他の小領域ディスプレイのような非常に集積化された
システムにおいて共通である。さらに別の実施形態においては、ディスプレイアレイ２０
３０は、典型的なディスプレイアレイや双安定ディスプレイアレイ（例えば、インターフ
ェロメトリックモジュレータのアレイを含むディスプレイ）である。
【００７０】
　上記入力デバイス２０４８は、ユーザが上記例示的なディスプレイデバイス２０４０の
動作を制御すること可能にする。一実施形態では、入力デバイス２０４８は、ＱＷＥＲＴ
Ｙキーボードや電話キーパッドのようなキーパッド、ボタン、スイッチ、タッチ感知スク
リーン、圧力感知メンブレン、又は熱感知メンブレンを含む。一実施形態においては、上
記マイクロフォン２０４６は、上記例示的なディスプレイデバイス２０４０のための入力
デバイスである。上記マイクロフォン２０４６が上記デバイスへのデータ入力に使用され
る場合には、上記例示的なディスプレイデバイス２０４０の制御動作のために音声コマン
ドがユーザによって提供されることができる。
【００７１】
　電源２０５０は、当業者に良く知られているように、様々なエネルギー蓄積装置を含む
ことができる。例えば、一実施形態においては、電源２０５０は、ニッケルカドミウム電
池やリチウムイオンバッテリのような再充電可能なバッテリである。他の実施形態では、
電源２０５０は、回復可能なエネルギソース、コンデンサ、またはプラスチック太陽電池
や太陽電池塗料を含む太陽電池である。他の実施形態においては、電源２０５０は、壁面
コンセントから電力を受けるよう構成される。
【００７２】
　いくつかの実施においては、上記電子ディスプレイシステム中のいくつかの場所に配さ
れることができるドライバコントローラには、上述したように、制御プログラム化可能性
がある。いくつかの場合、制御プログラム化可能性は、上記アレイドライバ２０２２にあ
る。当業者は、上述した最適化は、あらゆるハードウェア及び／又はソフトウェア構成部
材の種々の構成において、実現されることができると認めるだろう。
【００７３】
　以上の詳細な説明は、種々の実施形態に適用されたような本発明の新規な特長を示し、
説明し、指摘したが、図示された上記デバイス又はプロセスの形状及び細部の種々の省略
、置換及び変更は、本発明の精神から逸脱することなく当業者によってなされることがで
きることは、理解されるだろう。認められるだろうように、本発明は、いくつかの特長が
使用される又は他とは別個に実践されることができるように、本明細書に示された上記特
長及び利益の全てを必ずしも提供しない形態で具体化されることができる。



(21) JP 2010-191440 A 2010.9.2

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】

【図８】



(22) JP 2010-191440 A 2010.9.2

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】



(23) JP 2010-191440 A 2010.9.2

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月9日(2010.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、
　前記透明基板を通して光を反射するよう構成されたる反射素子を含むインターフェロメ
トリックモジュレータのアレイと、
　上記インターフェロメトリックモジュレータのアレイに隣接する第１の面と、該第１の
面上に製作された特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）と、を含むバックプレーンであって
、上記ＡＩＳＣが、上記反射素子の変位を制御するよう構成されたドライバ回路と、上記
透明基板と上記バックプレーンとの間に空洞を形成するために上記バックプレーンがシー
ルを介して上記透明基板に取り付けられるシリコン層と、を含み、前記空洞が、上記イン
ターフェロメトリックモジュレータのアレイの少なくとも一部と上記バックプレーンとの
間の空の空間を含む、バックプレーンと、
　上記バックプレーン上の上記ＡＳＩＣと上記インターフェロメトリックモジュレータの
アレイとの間に電子通信を提供する複数の電気的接続と、
　を具備するディスプレイ。
【請求項２】
　上記電気的な接続は、前記ＡＳＩＣと電子的に通信している第１の導電性材料と、前記
インターフェロメトリックモジュレータのアレイと電子的に通信している第２の導電性材
料とを含む請求項１のディスプレイ。
【請求項３】
　上記第１の導電性材料は、異方性導電性フィルムを介して上記第２の導電性材料と電気
的に通信している請求項２のディスプレイ。
【請求項４】
　前記第１の導電性材料は、導電性材料のバンプを含む請求項２のディスプレイ。
【請求項５】
　前記第２の導電性材料は、導電性材料のバンプを含む請求項４のディスプレイ。
【請求項６】
　上記第２の導電性材料は、導電性支持ポストを含む請求項２のディスプレイ。
【請求項７】
　上記第１の導電性材料は、上記バックプレートの上記第１の面上に配された導電性トレ
ースを含む請求項６のディスプレイ。
【請求項８】
　上記第１の導電性材料は、導電性材料のバンプを含む請求項６のディスプレイ。
【請求項９】
　上記シリコン層と上記バックプレートの上記第１の面との間には、接着剤が提供されな
い請求項１のディスプレイ。
【請求項１０】
　前記インターフェロメトリックモジュレータのアレイと電気的に通信しており、イメー
ジデータを処理するよう構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサと電気的に通信しているメモリデバイスと、
　を更に具備する請求項１のディスプレイ。
【請求項１１】
　前記イメージデータの少なくとも一部を前記ＡＳＩＣに送信するよう構成されたコント
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ローラを更に具備する請求項１０のディスプレイ。
【請求項１２】
　前記プロセッサに前記イメージデータを送信するよう構成されたイメージソースモジュ
ールを更に具備する請求項１０のディスプレイ。
【請求項１３】
　前記イメージソースモジュールは、受信機、トランシーバ及び送信機のうちの少なくと
も一つから成る請求項１２のディスプレイ。
【請求項１４】
　入力データを受信し、前記入力データを前記プロセッサに伝達するよう構成された入力
デバイスを更に具備する請求項１０のディスプレイ。
【請求項１５】
　その第１の面上に、反射素子を含むインターフェロメトリックモジュレータのアレイを
含む透明基板を提供することと、
　第１の面を有するバックプレートを提供することと、
　上記バックプレートの上記第１の面上に、前記反射素子の状態を制御するよう構成され
、シリコン層を含む、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を形成することと、
　上記透明基板の上記第１の面が上記バックプレートの第１の面に隣接して配置され、且
つ、上記ＡＳＩＣが上記インターフェロメトリックモジュレータのアレイと電気的に接続
した状態となるように、上記透明基板と上記バックプレートとを配置することと、
　を含む電子ディスプレイを製作する方法。
【請求項１６】
　上記ＡＳＩＣは、薄膜成膜によって形成される請求項１５の方法。
【請求項１７】
　上記インターフェロメトリックモジュレータのアレイと電気的に接続している第１の導
電性材料を成膜することと、上記ＡＳＩＣと電気的に接続している第２の導電性材料を成
膜することとを更に含み、前記第１及び第２の導電性材料を成膜することは、上記透明基
板及び上記バックプレートの互いに関する配置に先立ってなされる請求項１５の方法。
【請求項１８】
　前記第１の導電性材料は前記インターフェロメトリックモジュレータのアレイ上に成膜
され、前記第２の導電性材料は前記バックプレートの第１の面上に成膜される請求項１７
の上記方法。
【請求項１９】
　前記第１及び第２の導電性材料は、導電性材料のバンプを含む請求項１７の方法。
【請求項２０】
　前記導電性材料のバンプが互いに接触するように、前記透明基板及び前記バックプレー
トを配置することと、
　前記透明基板及び前記バックプレートを一緒に熱圧縮し、それによって、上記バンプを
平坦にすることと、
　を更に含む請求項１９の方法。
【請求項２１】
　上記第１又は第２の導電性材料の何れかと接触するように異方性導電性フィルムの層を
成膜することと、
　前記第１及び第２の導電性材料の両方ともが、上記異方性導電性フィルムの層と電気的
に接触しているように、前記透明基板及び前記バックプレートを配置することと、
　前記透明基板及び前記バックプレートを一緒に熱圧縮することと、
　を更に含む請求項１９の方法。
【請求項２２】
　上記バックプレートの第１の面上に前記ＡＳＩＣを形成することは、
　シリコンベース層を前記バックプレートの第１の面上に成膜することと、
　複数の金属層を前記シリコンベース層上に成膜することと、
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　を含む請求項１６の方法。
【請求項２３】
　前記シリコンベース層及び前記複数の金属層の成膜は、フォトリソグラフィにより行わ
れる請求項２２の方法。
【請求項２４】
　上記バックプレートの第１の面上に前記ＡＳＩＣを形成することは、
　上記バックプレートの第１の面上に複数のトランジスタを形成することと、
　上記トランジスタ間に金属による相互接続を形成することと、
　を含む請求項１６の方法。
【請求項２５】
　上記バックプレートの第１の面上に前記ＡＳＩＣを形成することは、
　上記複数のトランジスタと外部の電子回路との間に金属による接続を形成することと、
　上記複数のトランジスタと上記インターフェロメトリックモジュレータのアレイとの間
に金属による接続を形成することと、
　を更に含む請求項２４の方法。
【請求項２６】
　上記バックプレートの第１の面上に複数のトランジスタを形成することは、
　ドープド非結晶シリコン層を上記透明基板上に成膜することと、
　上記ドープド非結晶シリコン層内に反対極性のドープドシリコンを埋め込んで、ウェル
を形成することと、
　上記非結晶シリコン層及び上記ウェルの上に、第１の絶縁材料層を成膜することと、
　上記第１の絶縁材料層の上に、導電性材料から成るゲートを成膜することと、
　を含む請求項２４の方法。
【請求項２７】
　上記バックプレートの第１の面上に複数のトランジスタを形成することは、
　上記ゲート及び上記第１の絶縁材料層の上に、第２の絶縁材料層を成膜することと、
　上記第１及び第２の絶縁材料層をエッチングして、上記絶縁材料層を通して上記ウェル
及びゲートへの導電性経路を形成することと、
　上記第２の絶縁材料層の上に、上記導電性経路を通して延在する第１の金属の相互接続
層を成膜することと、
　を更に含む請求項２６の方法。
【請求項２８】
　上記複数のトランジスタと外部の回路との間に金属の接続を形成することを更に含み、
上記複数のトランジスタと外部の回路との間に金属の接続を形成することは、
　上記第１の金属の相互接続層の上に、上面金属層を成膜することと、
　上記上面金属層にフォトリソグラフィエッチングを行って、上記接続を形成することと
、
　を含む請求項２７の方法。
【請求項２９】
　請求項１５の方法によって製作された電子ディスプレイ。
【請求項３０】
　それを通じて光を送信するための送信手段と、
　上記送信手段を通して送信された光を変調するための変調手段と、
　上記変調手段に隣接する第１の面と、前記第１の面上に製作された上記変調手段の変位
を制御するための電子手段とを含む、前記変調手段を覆うためのカバーリング手段と、
　上記電子手段と上記変調手段との間に電子通信を提供するための提供手段と、
　を具備し、
　前記電子手段は、シリコン層を含む特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を含む電子ディ
スプレイ。
【請求項３１】
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　前記送信手段は、透明基板を含む請求項３０の電子ディスプレイ。
【請求項３２】
　前記変調手段は、インターフェロメトリックモジュレータのアレイを含む請求項３０の
電子ディスプレイ。
【請求項３３】
　前記カバーリング手段は、バックプレーンを含む請求項３０の電子ディスプレイ。
【請求項３４】
　前記提供手段は、複数の電気的な接続を含む請求項３０の電子ディスプレイ。
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