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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なるレベル範囲の電圧に応答する第１乃至第３の多数のパーティクルを含む電
子インク層；前記電子インク層の一面と対面する第１電極が形成された第１基板；及び前
記電子インク層の他面と対面する画素領域の大きさの多数の第２電極パターンが形成され
た第２基板を含み、
　前記第１、第２及び第３パーティクルが赤色、緑色及び青色をそれぞれ現わし、
　第１パーティクルは第１電圧が前記第１及び第２電極パターン間に印加される時前記第
１電極側で集中されるように泳動してその電圧に該当する階調の赤色を表示させ、
　第２パーティクルは前記第１電圧よりも高い第２電圧が前記第１及び第２電極パターン
間に印加される時前記第１電極側で集中されるように泳動してその電圧に該当する階調の
緑色を表示させ、
　第３パーティクルは前記第２電圧よりも高い第３電圧が前記第１及び第２電極パターン
間に印加される時前記第１電極側で集中されるように泳動してその電圧に該当する階調の
青色を表示させる
電子インクパネル。
【請求項２】
　前記電子インク層は前記第１乃至第３パーティクルが注入された多数のカプセルを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の電子インクパネル。
【請求項３】
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　前記カプセルが前記第１乃至第３パーティクルの自由な泳動ができるようにすることと
同時に前記第１乃至第３パーティクルの泳動位置を維持する流体を含むことを特徴とする
請求項２に記載の電子インクパネル。
【請求項４】
　前記電子インク層は前記第１乃至第３パーティクルの自由な泳動ができるようにするこ
とと同時に前記第１乃至第３パーティクルの泳動位置を維持する流体を含むことを特徴と
する請求項１に記載の電子インクパネル。
【請求項５】
　前記電子インク層は前記流体が前記第２電極パターンの大きさで区分するバインダーフ
ィルムを含むことを特徴とする請求項４に記載の電子インクパネル。
【請求項６】
　第２基板は、前記第２電極パターンを行別に選択するゲートライン；前記第２電極パタ
ーンに列別にデータ電圧を供給するデータライン；前記ゲートラインと前記データライン
の間の交差部それぞれに位置して、対応するゲートライン上の信号に応答して対応するデ
ータラインから対応する第２電極パターンに供給される前記データ電圧を切換するスィッ
チ素子を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の電子インクパネル。
【請求項７】
　互いに異なるレベル範囲の電圧によって泳動する赤色、緑色及び青色のパーティクルを
含む電子インク層及びこの電子インク層がサーブ画素領域の大きさで区分－駆動されるよ
うにする配線パターンが形成された電子インクパネル；前記赤色、緑色及び青色パーティ
クルそれぞれに対応するレベル範囲に属する少なくとも２以上の階調電圧を有する第１乃
至第３ガンマ電圧セットを発生するガンマ電圧生成部；及び赤色、緑色及び青色のサーブ
画素データを含むデータストリームに応答して、前記第１乃至３ガンマ電圧セットを利用
して前記サーブ画素領域別に前記赤色、緑色及び青色のパーティクルの中で何れか一つが
泳動するように前記電子インクパネル上の配線パターンを駆動する駆動部を含み、
　第１パーティクルは第１電圧が前記第１及び第２電極パターン間に印加される時前記第
１電極側で集中されるように泳動してその電圧に該当する階調の赤色を表示させ、
　第２パーティクルは前記第１電圧よりも高い第２電圧が前記第１及び第２電極パターン
間に印加される時前記第１電極側で集中されるように泳動してその電圧に該当する階調の
緑色を表示させ、
　第３パーティクルは前記第２電圧よりも高い第３電圧が前記第１及び第２電極パターン
間に印加される時前記第１電極側で集中されるように泳動してその電圧に該当する階調の
青色を表示させ、
　前記第１ガンマ電圧セットは低いレベル範囲の少なくとも二つの電圧を含み、前記第２
ガンマ電圧セットは中間のレベル範囲の少なくとも二つの電圧を含み、前記第３ガンマ電
圧セットは高いレベル範囲の少なくとも二つの電圧を含む
ことを特徴とする電子インク表示装置。
【請求項８】
　前記第１乃至第３ガンマ電圧セットの中で中間レベル範囲を占有するガンマ電圧セット
が他のセットと重畳される階調のガンマ電圧を含むことを特徴とする請求項７に記載の電
子インク表示装置。
【請求項９】
　互いに異なるレベル範囲の電圧によって泳動する赤色、緑色及び青色のパーティクルを
含む電子インク層及びこの電子インク層がサーブ画素領域の大きさで区分－駆動されるよ
うにする配線パターンが形成された電子インクパネルを含む電子インク表示装置を駆動す
る方法において、前記赤色、緑色及び青色パーティクルそれぞれに対応するレベル範囲に
属する少なくとも２以上の階調電圧を有する第１乃至第３ガンマ電圧セットを発生する段
階；データストリーム形態の赤色、緑色及び青色のサーブ画素データを前記第１乃至３ガ
ンマ電圧セットを利用してアナログ形態の赤色、緑色及び青色のサーブ画素データ電圧に
変換する段階；及び前記赤色、緑色及び青色のサーブ画素データ電圧を前記電子インクパ
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ネルの前記配線パターンに供給して画素領域別に前記赤色、緑色及び青色のパーティクル
の中で何れか一つが泳動するようにする段階を含み、
　第１パーティクルは第１電圧が前記第１及び第２電極パターン間に印加される時前記第
１電極側で集中されるように泳動してその電圧に該当する階調の赤色を表示させ、
　第２パーティクルは前記第１電圧よりも高い第２電圧が前記第１及び第２電極パターン
間に印加される時前記第１電極側で集中されるように泳動してその電圧に該当する階調の
緑色を表示させ、
　第３パーティクルは前記第２電圧よりも高い第３電圧が前記第１及び第２電極パターン
間に印加される時前記第１電極側で集中されるように泳動してその電圧に該当する階調の
青色を表示させ、
　前記第１ガンマ電圧セットは低いレベル範囲の少なくとも二つの電圧を含み、前記第２
ガンマ電圧セットは中間のレベル範囲の少なくとも二つの電圧を含み、前記第３ガンマ電
圧セットは高いレベル範囲の少なくとも二つの電圧を含む
ことを特徴とする電子インク表示装置の駆動方法。
【請求項１０】
前記第１乃至第３ガンマ電圧セットの中で中間レベル範囲を占有するガンマ電圧セットが
他のセットと重畳される階調のガンマ電圧を含むことを特徴とする請求項９に記載の電子
インク表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は平板表示パネルに関することで、特にカラーフィルターなしでもカラー画像の
表示可能な電子インクパネルに関することである。又は、本発明はカラー画像の表示可能
な電子インクパネルを含む電子インク表示装置及びその駆動方法に関することである。
【背景技術】
【０００２】
　情報化社会が発展することによって表示装置に対する要求も多様な形態で漸増している
。これに応じて近来には液晶表示装置（LCD）、プラズマディスプレイパネル（PDP）、Ｅ
Ｌディスプレイ（ELD）等さまざまな平板表示装置が研究されてきたし一部はもう色々な
装備で表示装置に活用されている。
【０００３】
　最近、”デジタルペーパーディスプレー(DPD)”と呼ばれる電子インク表示装置が提案
されている。この電子インク表示装置は、既存の平板表示装置と比べて、生産単価がずっ
と低価でとても少ないエネルギーによって駆動可能である。又は、前記電子インク表示装
置は別途のバックライトユニットを要求しないながらも広い視野角を有する。これに加え
て、前記電子インク表示装置は解像度及びコントラストが変化なしに反復的に曲げること
ができる特徴を有する。このような電子インク表示装置はポータブルコンピューター、電
子新聞及びスマートカード等に適用されている。又は、前記電子インク表示装置は本、新
聞及び雑誌等のような伝統的な印刷媒体を代替する次世代表示装置として期待を集めてい
る。
【０００４】
　このような電子インク表示装置に使われる電子インクはカプセル化された流体に浮遊可
能に含まれたパーティクル等を含む。パーティクル等は電場によって泳動することができ
るように陰又は陽の電荷を有する。これによって、電子インク表示装置は電場を電子イン
クに印加して電子インク内のパーティクル等の泳動を調節することで画像が表示されるよ
うにする。
【０００５】
　実際に、前記電子インク表示装置は図１に図示されたところのような断面構造を有する
電子インクパネルを使用する。図１に図示された電子インクパネルは中間の電子インク層
(10)を間に置いて互いに対面された第１及び第２基板(2,4)を具備する。
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【０００６】
　前記第2基板(4)上にはゲート電極等(3)及び図示しないゲート配線が形成される。前記
ゲート配線は前記ゲート電極等(3)と電気的に接続される。前記ゲート電極等(3)及びゲー
ト配線を有する第2基板(4)上にはゲート絶縁層(5)が形成される。前記ゲート絶縁層(5)上
に前記ゲート電極等(3)と対応される部分等それぞれにチャンネル層パターン(7)が形成さ
れる。これらチャンネル層パターン等(7)は半導体物質層がゲート絶縁層(5)上に形成した
後その半導体物質層をパターニングすることによって形成される。前記チャンネル層パタ
ーン等(7)それぞれの表面には、互いに一定間隔離隔されたソース及びドレーン電極(9A,9
B)が形成される。これらソース及びドレーン電極等(9A,9B)と一緒に図示しないデータ配
線が形成される。前記データ配線は前記ソース電極(9A)と電気的に接続される。コンタッ
クホール等を有する保護層(11)が前記ソース及びドレーン電極(9A,9B)が形成された第2基
板(4)全面に形成される。前記コンタックホールそれぞれは対応する前記ドレーン電極(9B
)の一部表面を露出させる。 前記保護層(11)上には前記ドレーン電極等(9B)と電気的にそ
れぞれ連結される第2電極パターン等(8)が形成される。これら第2電極パターン等(8)それ
ぞれはゲート配線及びデータ配線によって区分されるサーブ-画素領域内に位置するよう
になる。
【０００７】
　前記第1基板(2)上にはブラックマトリックス(19)が形成される。このブラックマトリッ
クス(19)によって前記第1基板(2)の表面が多数のサーブ-画素領域等に区分される。前記
ブラックマトリックス(19)の間で露出される前記第1基板(2)の表面にはカラーフィルター
(18)が形成される。カラーフィルター(18)には赤色、緑色及び青色のサーブカラーフィル
ター等(18A,18B,18C)が形成される。
【０００８】
  これらサーブカラーフィルター等(18)及びブラックマトリックス(19)の表面には第1電
極(6)が形成される。
【０００９】
　これら第1及び第2基板(2,4)は、第1電極(6)及び第2電極パターン等(8)が対面されるよ
うに、電子インク層(10)の両面に配置される。言い替えれば、電子インク層(10)は前記第
1電極(6)及び前記第2電極パターン等(8)の間に位置する。このような電子インク層(10)は
マイクロカプセル化されたインクカプセル(14)が分散-含有されたバイドフィルム(12)を
含む。前記バインダーフィルム(12)はポリマーで形成される。前記インクカプセル(14)は
おおよそ数百μｍ位の直径を有する。又は、前記インクカプセル(14)は内部に充填された
有機物質及び無機物質の中で何れか一つよりなる流体(16)を含む。前記インクカプセル(1
4)内の流体には電気的に対電された少なくとも一種類以上のパーティクル等(20)が注入さ
れる。これらパーティクル等(20)は前記第1電極(6)及び前記第2電極パターン(8)間に印加
される電場に応答して泳動して前記カラーフィルター(18)が形成された第1基板(2)上にカ
ラー画像が表示されるようにする。 
【００１０】
　実際に、前記パーティクル等(20)は陽電荷を有する白色の第1パーティクル等(22)及び
陰電荷を有する黒色の第2パーティクル等(24)を含む。これら第1及び第2パーティクル等(
22,24)が第1電極(6)及び第2電極パターン(8)の間の電場によって互いに違う方向に泳動し
て白黒の階調に該当する画像が電子インク層(10)上に表示される。この電子インク層(10)
上の白黒画像がカラーフィルター(18)を有する第1基板(2)に投影されることによって電子
インクパネル(すなわち、第1基板(2))上にはカラー画像が現われる。
【００１１】
　図2A乃至図2Cは電場による図1の第1及び第2パーティクル等(22,24)の泳動 状態を説明
する。図2Aに示すように、前記第1電極(6)に負極性の電圧(-V)が供給された反面前記第2
電極パターン(8)には正極性の電圧(＋V)が供給されれば、前記陽電荷を有した白色の第1
パーティクル等(22)は前記第1電極(6)側に集中される反面陰電荷を有した黒色の第2パー
ティクル等(24)は前記第2電極(8)側に集中される。この場合、負極性の電圧(-V)と正極性
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電圧(＋V)との電圧の差は前記第1及び第2パーティクル等(22, 24)を泳動させるのに十分
な程度に大きく設定される。このように前記第1電極(6)に集中された前記第1パーティク
ル等(22)の白色によって外部からの多くの量の光が前記カラーフィルター(18)側に反射す
る。これによって、サーブカラーフィルター(18A,18B,18C)によって一番高い階調の赤色
、緑色又は青色のサーブ画素が第1基板(2)上に表示される。
【００１２】
　反対に、図2Bのように、前記第1電極(6)に正極性の電圧(＋V)がそして第2電極パターン
(8)には負極性の電圧(-V)がそれぞれ供給されれば、前記陽電荷を有した白色の第1パーテ
ィクル等(22)は前記第2電極(8)側に集中される反面陰電荷を有した黒色の第2パーティク
ル等(24)は前記第1電極(6)側に集中される。このように、前記第1電極(6)に集中された前
記第2パーティクル等(24)の黒色は外部からの大部分の光を吸収する。これによって、第1
基板(2)上にはサーブカラーフィルター(18A,18B,18C)によって一番低い階調の赤色、緑又
は青色のサーブ画素が表示される。
【００１３】
　これらとは違い、図2Cは前記第1電極(6)及び第2電極パターン(8)全部に正極性の電圧(
＋V)又は負極性の電圧(-V)が等しく供給されるか又は電圧差が非常に小さな電圧等がそれ
ぞれ供給された場合を説明する。この場合、前記第1及び第2パーティクル等(22, 24)は互
いの引力によって第1電極(6)及び第2電極パターン(8)間の中央部分に集中される。 
【００１４】
　第1パーティクル等(22)の白色と第2パーティクル等(24)の黒色によって外部からの光の
量の中で半分位がカラーフィルター(18)側で反射する。これによって、第1基板(2)上には
サーブカラーフィルター(18A,18B,18C)によって中間階調の赤色、緑色又は青色のサーブ
画素が表示される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　このように、従来の電子インクパネルはカラー画像の表示のために前記カラーフィルタ
ー(18)を含む。このカラーフィルター(18)は透過される光の量の中で一部を反射させて電
子インクパネルの光の効率を落とす要因として作用する。又は、カラーフィルターは電子
インクパネルの厚さを増加させるだけでなく電子インクパネルの製造工程が複雑になるよ
うにする。
  よって、本発明の目的はカラーフィルターなしにカラー画像の表示が可能な電子インク
パネルとそれを含む電子インク表示装置及びそれの駆動方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記目的を果たすための本発明による電子インクパネルは、互いに異なるレベル範囲の
電圧に応答する第1乃至第3パーティクル等を含む電子インク層;前記電子インク層の一面
と対面する第1電極が形成された第1基板;及び前記電子インク層の他面と対面する画素領
域の大きさの第2電極パターン等が形成された第2基板を含む。
【００１７】
　前記の第1乃至第3パーティクル等が赤色、緑色及び青色をそれぞれ現わすはずである。
【００１８】
　前記の電子インク層は前記第1乃至第3パーティクル等が注入されたカプセル等を追加で
含むことができる。
【００１９】
　前記のカプセルは前記第1乃至第3パーティクル等の自由な泳動ができるようにすること
と同時に前記第1乃至第3パーティクル等の泳動位置を維持する流体を含むことができる。
【００２０】
　前記の流体が有機物質及び無機物質の中で何れか一つに形成されることができる。
【００２１】



(6) JP 4584239 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

　前記の電子インク層は前記カプセルの位置を固定させるバインダーフィルムをより含む
ことができる。
【００２２】
　前記電子インク層は前記第1乃至第3パーティクル等の自由な泳動ができるようにするこ
とと同時に前記第1乃至第3パーティクル等の泳動位置を維持する流体を含むこともできる
。この場合、前記電子インク層は前記流体が前記第2電極パターンの大きさで区分するバ
インダーフィルムをより含んだ方が良い。
【００２３】
　前記の第2基板は、前記第2電極パターン等を行別に選択するゲートライン等;前記第2電
極パターン等に列別にデータ電圧を供給するデータライン等;前記ゲートライン等と前記
データライン等の間の交差部等それぞれに位置して、対応するゲートライン上の信号に応
答して対応するデータラインから対応する第2電極パターンに供給される前記データ電圧
を切換するスィッチ素子を追加で含むことができる。
【００２４】
　本発明の他の一面の実施例による電子インク表示装置は、互いに異なるレベル範囲の電
圧によって泳動する赤色、緑色及び青色のパーティクル等を含む電子インク層及びこの電
子インク層がサーブ画素領域の大きさで区分-駆動されるようにする配線パターン等が形
成された電子インクパネル;前記赤色、緑色及び青色パーティクル等それぞれに対応する
レベル範囲に属する少なくとも2以上の階調電圧等を有する第1乃至第3ガンマ電圧セット
を発生するガンマ電圧生成部;及び赤色、緑色及び青色のサーブ画素データを含むデータ
ストリームに応答して、前記第1乃至3ガンマ電圧セット等を利用して前記サーブ画素領域
別に前記赤色、緑色及び青色のパーティクルの中で何れか一つが泳動 するように前記電
子インクパネル上の配線パターン等を駆動する駆動部を具備する。
【００２５】
　前記の赤色パーティクルが低いレベル範囲の電圧によって泳動して、前記の緑色パーテ
ィクルが中間レベル範囲の電圧によって泳動して、そして前記の青色パーティクルが高い
レベル範囲の電圧によって泳動するはずである。
【００２６】
　前記の第1ガンマ電圧セットが低いレベル範囲の少なくとも2以上の電圧等を含んで、前
記の第2ガンマ電圧セットが中間レベル範囲の少なくとも2以上の電圧等を含んで、そして
前記の第3ガンマ電圧セットが高いレベル範囲の少なくとも2以上の電圧等を含むはずであ
る。
【００２７】
　前記の第1乃至第3ガンマ電圧セットの中で中間レベル範囲を占有するガンマ電圧セット
が他のセット等と重畳される階調のガンマ電圧を含むこともできる。
【００２８】
　本発明の又他の一面の実施例による電子インク表示装置の駆動方法は、互いに異なるレ
ベル範囲の電圧によって泳動する赤色、緑色及び青色のパーティクル等を含む電子インク
層及びこの電子インク層がサーブ画素領域の大きさで区分-駆動されるようにする配線パ
ターン等が形成された電子インクパネルを含む電子インク表示装置に関する。前記の電子
インク表示装置の駆動方法は、前記赤色、緑色及び青色パーティクル等それぞれに対応す
るレベル範囲に属する少なくとも2以上の階調電圧等を有する第1乃至第3ガンマ電圧セッ
トを発生する段階;データストリーム形態の赤色、緑色及び青色のサーブ画素データ等を
前記第1乃至出3ガンマ電圧セット等を利用してアナログ形態の赤色、緑色及び青色のサー
ブ画素データ電圧等に変換する段階;及び前記赤色、緑色及び青色のサーブ画素データ電
圧等を前記電子インクパネルの前記配線パターンに供給して画素領域別に前記赤色、緑色
及び青色のパーティクルの中の何れか一つが泳動するようにする段階を含む。
【発明の効果】
【００２９】
　前記した構成によって、本発明による電子インクパネルは互いに異なるレベル範囲の電
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圧に応答する赤色、緑色及び青色のパーティクル等をサーブ画素によってある一パーティ
クルだけが選択的に泳動するようにして赤色、緑色及び青色のサーブ画素として使われる
ようにする。 
【００３０】
　これによって、本発明による電子インクパネルはカラーフィルターなしでもカラー画像
を表示することができる。これに加えて、電子インクパネルはカラーフィルターが除去さ
れるため、本発明による電子インクパネルは薄型化及びスリム化になることができること
と同時に製造工程までも単純化されるようにする。
【００３１】
　又は、本発明による電子インク表示装置及びその駆動方法では、互いに異なるレベル範
囲の電圧に応答する赤色、緑色及び青色のパーティクル等を含む前記の電子インクパネル
のデータライン等に他のレベル範囲の赤色、緑色及び青色のサーブ画素データ電圧等が供
給される。
【００３２】
　電子インクパネル上の赤色、緑色及び青色のパーティクル等がサーブ画素によってある
一パーティクル等だけが選択的に泳動して、サーブ画素データの論理値にあたる階調の赤
色、緑色及び青色の中の何れか一つが表示されるようにする。この結果、本発明による電
子インク表示装置及びその駆動方法はカラーフィルターがない電子インクパネル上にフレ
ーム分のサーブ画素データストリームに該当するカラー画像を表示することができる。こ
れに加えて、本発明による電子インク表示装置は前記電子インクパネルの厚さが薄くなっ
た位電子インク表示装置ももう少しスリム化されることもできる。
【００３３】
　前記した目的外に、本発明の他の目的等、他の利点等及び他の特徴等は添付した図面等
を参照した実施例の詳細な説明を通じて明白に示されるようになるはずである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施例等が添付された図面と結びつけられて詳細に説明されるはずであ
る。
【００３５】
　図3は本発明の実施例による電子インク表示装置を説明するブロック図である。図3を参
照すれば、本発明の実施例による電子インク表示装置はカラー画像を表示する電子インク
パネル(232)を具備する。 
【００３６】
　前記電子インクパネル(232)には、多数のゲートライン等(GL1～GLn)及び多数のデータ
ライン等(DL1～DLm)が互いに交差するように配列される。これらゲートライン等(GL1～GL
n)及びデータライン等(DL1～DLm)によって前記電子インクパネル(232)の表示領域が多数
のサーブ画素領域等が区分される。これらサーブ画素領域等それぞれにはサーブ画素が形
成される。サーブ画素は対応するゲートライン(GL)、対応するデータライン(DL)及び対応
する電子インクセル(EIC)の間に接続された薄膜トランジスター(TFT)を含む。薄膜トラン
ジスター(TFT)は対応するゲートライン(GL)上のゲート信号に応答して対応するデータラ
イン(DL)から対応する電子インクセル(EIC)側に送信されるサーブ画素電圧を切換する。
前記多数のサーブ画素等を有する電子インクパネル(232)は図4に図示されたところのよう
な断面構造を有する。
【００３７】
　図4に図示された電子インクパネル(232)は電子インク層(210)を中心に対面された第1及
び第2基板(202, 204)を具備する。前記第1及び第2基板(202,204)では透明な絶縁物質(例
えば、ガラス及びプラスチックの中で何れか一つ)になった基板が使われる。ガラス基板
よりは反復的に曲がるとかしなうことができるプラスチック基板が前記第1及び第2基板(2
02,204)で使われるのが望ましい。
【００３８】
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　前記第2基板(204)上にはゲート電極等(203)及び図示しないゲートライン等(GL)が形成
される。前記ゲートライン等(GL)は前記ゲート電極等(203)と電気的に接続される。前記
ゲート電極等(203)及びゲートライン等(GL)を有する第2基板(204)上にはゲート絶縁層(20
5)が形成される。前記ゲート絶縁層(205)上には、前記ゲート電極等(203)と対応される部
分等それぞれにチャンネル層パターン(207)が形成される。これらチャンネル層パターン
等(207)は半導体物質層をゲート絶縁層(5)上に形成した後その半導体物質層をパターニン
グすることによって形成される。前記チャンネル層パターン等(207)それぞれの表面には
、互いに一定する間隔離隔されたソース及びドレーン電極(209A,209B)が形成される。こ
れらソース及びドレーン電極等(209A,209B)と一緒に図示しないデータライン等(DL)が形
成される。前記データライン等(DL)は前記ソース電極(209A)と電気的に接続される。
【００３９】
　前記ゲート電極(203)、チャンネル層パターン(207)、ソース及びドレーン電極等(209A,
209B)は図3での薄膜トランジスター(TFT)を構成する。引き続き、コンタックホール等(CH
)を有する保護層(211)が前記ソース及びドレーン電極(209A,209B)が形成された第2基板(2
04)全面に形成される。前記コンタックホール等(CH)それぞれは対応する前記ドレーン電
極(209B)の一部表面を露出させる。前記保護層(211)上には前記ドレーン電極等(9B)と電
気的にそれぞれ連結される第2電極パターン等(208)が形成される。これら第2電極パター
ン等(208)それぞれはゲートライン(GL)及びデータライン(DL)によって区分されるサーブ
画素領域内に位置してサーブ画素電極で使われる。又は、第2電極パターン等(208)それぞ
れは対応する下部の薄膜トランジスター(TFT)と一緒に 一つのカラー画素の赤色,緑色及
び青色のサーブ画素等の中で何れか一つのサーブ画素を形成する。前記第2電極パターン
等(208A~208C)それぞれは 第1~第3サーブ画素電極(208A~208C)でと参照される。これを詳
細に説明すれば、前記第1サーブ画素電極(208A)とここに連結された薄膜トランジスター(
TFT)は第1サーブ画素を形成されて、前記第2サーブ画素電極(208B)及びそれと連結された
薄膜トランジスター(TFT)は第2サーブ画素を形成して、前記第3サーブ画素電極(208C)及
びそれと連結された薄膜トランジスター(TFT)は第3サーブ画素を形成する。これに加えて
、第2電極パターン等(208)(すなわち、第1乃至第3サーブ画素電極(208A~208C))それぞれ
は自体の上部の電子インク層部分と一緒に電子インクセル(EIK)を構成する。
【００４０】
　一方、前記第1基板(202)全面には第1電極(206)が形成される。第1電極(206)は前記第2
電極パターン等(208)(言い換えれば、第1乃至第3サーブ画素電極(208A~208C))と同じく透
明な導電物質(例えば、 ITO)に形成される。この第1電極(206)は共通電極で使われる。
【００４１】
　このように形成された前記第1及び第2基板(202,204)は、前記第1電極(206)及び第2電極
パターン等(208)が対面される形態で、前記電子インク層(210)の両面にそれぞれ配置され
る。前記電子インク層(210)はインクカプセル等(214)が分散-含まれたバインダーフィル
ム(212)を具備する。このバインダーフィルム(212)は前記インクカプセル等(214)が動か
ないように固定させることと同時に電気的又は物理的区分のための架橋制の役目をする。
【００４２】
　これのために、バインダーフィルム(212)は水溶性、水分酸性(water-dispersed)、紙溶
性、熱硬化性及び熱可塑性のポリマー等と光硬化可能なポリマー等のよう誘電物質等の中
の何れか一つで形成される。
【００４３】
　前記インクカプセル(214)には液体(又は油体)(216)が充填されて、 液体(又は油体)(21
6)にはパーティクル等(220)が含まれる。前記インクカプセル(214)は液体(又は油体)(216
)を安定するように保護することができる有機物質に形成される。前記液体(又は油体)(21
6)は前記パーティクル等(220)の泳動ができるようにする程度の粘度を維持しながらも高
い抵抗率を有する透明又は半透明にした物質に形成される。例えば、液体(又は油体)(216
)は有機物質又は無機物質から形成されることができる。又は、前記液体(又は油体)(216)
として、二つ以上の物質が混合した混合流体が使われることもできる。



(9) JP 4584239 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

【００４４】
　他の方法で、前記液体(又は油体)(216)はサーブ画素によって赤色、緑色及び青色に着
色されることもできる。この場合、前記液体(又は油体)(216)は、前記インクカプセル(21
4)とは違い、隔壁等によってサーブ画素領域の大きさに区分されることができる。前記液
体(又は油体)(216)に含まれたパーティクル等(220)としては図1の説明で開示されたパー
ティクル等が使われることができる。 
【００４５】
　前記インクカプセル(214)に注入されるパーティクル等(220)は第1乃至第3パーティクル
等(222,224,226)を含む。言い換れば、前記インクカプセル(214)には第1乃至第3パーティ
クル等(222,224,226)が前記液体(又は油体)(216)と一緒に注入される。前記インクカプセ
ル(220)には、陽電荷を有した赤色の第1パーティクル等(222)、 陽電荷を有した緑色の第
2パーティクル等(224)、及び陽電荷を有した青色の第3パーティクル等(226)が注入される
ことができる。他の形態で、前記第1パーティクル等(222)は陰電荷を有した赤色で、前記
第2パーティクル(224)は 陰電荷を有した緑色で、そして前記第3パーティクル(226)は陰
電荷を有した青色であることがある。 
【００４６】
　前記第1乃至3パーティクル等(222 ~ 226)全部が、陽又は陰の電荷を有したこととは無
関係に、互いに相違したレベル範囲の電圧にだけ応じる。言い換れば、前記第1乃至第3パ
ーティクル等(222 ~ 226)は互いに相違したレベル範囲の電圧に応答して前記共通電極で
使われる前記第1電極(206)又は前記画素電極で使われる第2電極パターン(208)側に泳動す
る。
【００４７】
　例えば、第1パーティクル等(222)は前記第1電極(206)及び第2電極パターン(208)の間に
第１電圧が印加される時第1電極(206)側で集中されるように泳動してその電圧に該当する
階調の赤色が表示されるようにする。第2パーティクル等(224)は前記第1電極(206)及び第
2電極パターン(208)の間に前記第１電圧より高い第２電圧が印加される時第1電極(206)側
で集中されるように泳動 してその電圧に該当する階調の緑色が表示されるようにする。
第3パーティクル等(226)は前記第1電極(206)及び第2電極パターン(208)の間に前記第２電
圧より高い第３電圧が印加される時第1電極(206)側で集中されるように泳動してその電圧
に該当する階調の青色が表示されるようにする。
【００４８】
　これに加えて、第1電極(206)と第2電極パターン等(208)の中の何れか一つ(例えば、第1
サーブ画素電極(208A)間に低いレベル範囲のサーブ画素データ電圧が供給されて、第1電
極(206)と第2電極パターン等(208)の中の他の一つ(例えば、第2サーブ画素電極(208B)間
には高いレベル範囲のサーブ画素データ電圧が供給されて、そして第1電極(206)と第2電
極パターン等(208)の中の残り一つ(例えば、第3サーブ画素電極(208C)間には高いレベル
範囲のサーブ画素データ電圧が供給されることができる。この場合、第1サーブ画素電極(
208A)上部のインクカプセル等(214)では赤色の第1パーティクル等(222)が泳動されて、第
2サーブ画素電極(208B)上部のインクカプセル等(214)では緑色の第2パーティクル等(224)
が泳動されて、そして第3サーブ画素電極(208C)上部のインクカプセル等(214)では青色の
第3パーティクル等(226)が泳動される。これによって、第1サーブ画素電極(208A)の領域
は多数の階調の赤色を表示する赤色サーブ画素として、第2サーブ画素電極(208B)の領域
は多数の階調の緑色を表示する緑色サーブ画素として、そして第3サーブ画素電極(208C)
の領域は多数の階調の青色を表示する青色サーブ画素としてそれぞれ駆動されることがで
きる。これら赤色、緑色及び青色のサーブ画素等によって多様な色を表示する一つのカラ
ー画素が構成される。
【００４９】
　このように、電子インクパネル(232)は他のレベル範囲の電圧に応答する赤色、緑色及
び青色のパーティクル等をサーブ画素によってある一パーティクルだけが選択的に泳動す
るようにして赤色、緑色及び青色のサーブ画素として使われるようにする。 
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【００５０】
　これによって、電子インクパネル(232)はカラーフィルターなしでもカラー画像を表示
することができる。又は、電子インクパネル(232)はカラーフィルターが除去されて薄型
化及びスリム化になることができることと同時に製造工程までも単純化されるようにする
。
【００５１】
　図３に戻れば、本発明の実施例による電子インク表示装置は前記電子インクパネル(232
)上の前記多数のゲートライン(GL1~GLn)を駆動するためのゲートドライバー(234);前記電
子インクパネル(232)上の前記多数のデータライン等(DL1 ~ DLm)を駆動するデータドライ
バー(236);前記ゲートドライバー(234)及びデータドライバー(236)を制御するタイミング
コントローラー(238);及び前記データドライバー(236)にガンマ電圧を供給するガンマ電
圧生成部(240)を具備する。
【００５２】
　前記ゲートドライバー(234)は前記タイミングコントローラー(238)から供給されたゲー
ト制御信号に応答して前記多数のゲートライン等(GL1~GLn)に多数のスキャン信号等をそ
れぞれ供給する。多数のスキャン信号等は一定の期間ずつ(例えば、水平同期信号の周期
に該当する期間ずつ)順次にシフトされたイネーブルパルスを有する。これによって、多
数のゲートライン等(GL1~GLn)は前記多数のスキャン信号によって一定の期間ずつ順次に
イネーブルになる。
【００５３】
　前記データドライバー(236)は前記タイミングコントローラー(238)から供給されたデー
タ制御信号に応答して前記多数のデータライン等(DL1 ~ DLm)それぞれに画素データ電圧
を供給する。このために、前記データドライバー(236)は前記タイミングコントローラー(
238)から1ライン分の赤色、緑色及び青色サーブ画素データを入力する。前記データドラ
イバー(236)はガンマ電圧生成部(240)からの前記ガンマ電圧セット等を利用して前記1ラ
イン分の赤色、緑色及び青色のサーブ画素データをアナログ形態のサーブ画素データ電圧
等で変換する。このデータドライバー(236)によって変換された1ライン分の赤色、緑色及
び青色のサーブ画素データ電圧等は前記電子インクパネル(232)上の多数のデータライン
等(DL1~DLm)にそれぞれ供給される。
【００５４】
　前記タイミングコントローラー(238)は、図示されないシステムから供給された垂直/水
平同期信号(Vsync/Hsync)、データイネーブル信号(DE)及びクラーク信号を利用して、前
記ゲートドライバー(234)に供給されるゲート制御信号及び前記データドライバー(236)に
供給されるデータ制御信号を生成する。又は、前記タイミングコントローラー(238)は前
記外部のシステムから供給される赤色、緑色及び青色サーブ画素データ等のデータストリ
ームを1ライン分ずつ再整列する。前記タイミングコントローラー(238)は再整列された赤
色、緑色及び青色サーブ画素データを1ライン分ずつ前記データドライバー(236)に供給す
る。
【００５５】
　前記ガンマ電圧生成部(240)は互いに相違するレベル範囲に属する第1乃至第3ガンマ電
圧セット等を前記データドライバー(236)に供給する。これのために、前記ガンマ電圧生
成部(240)は第1乃至第3ガンマ電圧発生機(242~246)を含む。前記第1ガンマ電圧発生器(24
2)は前記液晶パネル(232)の前記インクカプセル(214)に含まれた第1パーティクル(222)を
泳動させるための制1レベル範囲(例えば、低いレベル範囲)の第1ガンマ電圧セットを発生
する。前記第2ガンマ電圧発生器(244)は前記液晶パネル(232)の前記インクカプセル(214)
に含まれた第2パーティクル(224)を泳動させるための制2レベル範囲(例えば、中間レベル
範囲)の第2ガンマ電圧セットを発生する。前記第3ガンマ電圧発生器(246)は前記液晶パネ
ル(232)の前記インクカプセル(214)に含まれた第3パーティクル(226)の泳動させるための
制3レベル範囲(例えば、高いレベル範囲)の第3ガンマ電圧セットを発生する。
【００５６】
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　これら第1乃至第3ガンマ電圧セット等を入力するデータドライバー(236)は1ライン分の
サーブ画素データの中で赤色サーブ画素データを前記第1ガンマ電圧セットによって低い
レベル範囲に属するサーブ画素データ電圧で変換する。この低いレベル範囲のサーブ画素
データ電圧は前記第1サーブ画素電極(208A)に供給されて前記第1画素電極(208A)上部の前
記インクカプセル(214)内のパーティクル等(222~226)の中の赤色の第1パーティクル等(22
2)だけが第1電極(206)側で集中されるようにして赤色のサーブ画素データの論理値に該当
する階調の赤色が表示されるようにする。 
【００５７】
　前記データドライバー(236)は1ライン分のサーブ画素データの中で緑色サーブ画素デー
タを前記第2ガンマ電圧セットによって中間レベル範囲に属するサーブ画素データ電圧に
変換する。この中間レベル範囲のサーブ画素データ電圧は前記第2サーブ画素電極(208B)
に供給されて前記第2サーブ画素電極(208B)上部の前記インクカプセル(214)内のパーティ
クル等(222~226)の中の緑色の第2パーティクル等(224)だけが第1電極(206)側で集中され
るようにして緑色のサーブ画素データの論理値に該当する階調の緑色が表示されるように
する。又は、データドライバー(236)は1ライン分のサーブ画素データの中で青色サーブ画
素データを前記第3ガンマ電圧セットによって高いレベル範囲に属するサーブ画素データ
電圧に変換する。この高いレベル範囲のサーブ画素データ電圧は前記第3サーブ画素電極(
208C)に供給されて前記第3サーブ画素電極(208C)上部の前記インクカプセル(214)内のパ
ーティクル等(222~226)の中の青色の第３パーティクル等(226)だけが第1電極(206)側で集
中されるようにして青色のサーブ画素データの論理値に該当する階調の青色が表示される
ようにする。これによって、電子インクパネル(232)には1フレーム分のサーブ画素データ
ストリームに該当するカラー画像が表示される。
【００５８】
　このように、本発明による電子インク表示装置では、他のレベル範囲の電圧に応答する
赤色、緑色及び青色のパーティクル等を含む前記の電子インクパネルのデータライン等に
他のレベル範囲の赤色、緑色及び青色のサーブ画素データ電圧等が供給される。電子イン
クパネル上の赤色、緑色及び青色のパーティクル等がサーブ画素によってある一パーティ
クル等だけが選択的に泳動して、サーブ画素データの論理値に該当する階調の赤色、緑色
及び青色の中で何れか一つが表示されるようにする。この結果、本発明による電子インク
表示装置はカラーフィルターがない電子インクパネル上にフレーム分のサーブ画素データ
ストリームに該当するカラー画像を表示することができる。これに加えて、本発明による
電子インク表示装置は前記電子インクパネルの厚さが薄くなる位電子インク表示装置もも
う少しスリム化されることもできる。
【００５９】
　図5A乃至図5Cは図3に図示された第1乃至第3ガンマ電圧発生器(242,244,246)をそれぞれ
詳細に説明する詳細回路図等である。
【００６０】
　図5Aに図示された前記第1ガンマ電圧発生器(242)は多数の抵抗等(R11~R1n)で成り立っ
た第1抵抗ストリングを含む。前記第1抵抗ストリングに含まれた多数の抵抗等(R11~R1n)
は第1電源電圧(V1)及び基底電圧(GND)の入力ラインの間に直列接続される。これら多数の
抵抗等(R11~R1n)の間の接続点等それぞれに発生される分圧された電圧等(Vg11,Vg12,…)
は第1ガンマ電圧セットとしてデータドライバー(236)に供給される。前記多数の抵抗等(R
11~Rn)によって分圧された電圧等(Vg11,Vg12,…)は第1電源電圧(V1)と基底電圧(GND)間の
低いレベル領域で互いに異なる電圧レベルを有する。
【００６１】
　図5Bの前記第2ガンマ電圧発生器(244)は多数の抵抗等(R21~R2n)で成り立った第2抵抗ス
トリングを含む。前記第2抵抗ストリングに含まれた多数の抵抗等(R21~R2n)は第1電源電
圧(V1)及び第2電源電圧(V2)の入力ライン等の間に直列接続される。これら多数の抵抗等(
R21~R2n)の間の接続点等それぞれに発生される分圧された電圧等(Vg21,Vg22,…)は第2ガ
ンマ電圧セットとしてデータドライバー(236)に供給される。前記多数の抵抗等(R21~R2n)
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によって分圧された電圧等(Vg21,Vg22,…)は第2電源電圧(V2)と第1電源電圧(V1)の間の中
間レベル領域で互いに異なる電圧レベルを有する。図5Bの第2ガンマ電圧発生器(244)に供
給される第1電源電圧(V1)は図5Aの第1ガンマ電圧発生器(242)に供給される第1電源電圧(V
1)と等しい電圧レベルを有する。
【００６２】
　前記第3ガンマ電圧発生器(246)も、図5Cに図示されたところのように、多数の抵抗等(R
31~R3n)で成り立った第3抵抗ストリングを含む。前記第3抵抗ストリングに含まれた前記
多数の抵抗等(R31~R3n)は第3電源電圧(V3)及び第2電源電圧(V2)の入力ラインの間に直列
接続される。これら多数の抵抗等(R31~R3n)の間の接続点等それぞれに発生される分圧さ
れた電圧等(Vg31,Vg32,…)は前記第3ガンマ電圧セットとしてデータドライバー(236)に供
給される。 
【００６３】
　前記多数の抵抗等(R31~R3n)によって分圧された電圧等(Vg31,Vg32,…)は第3電源電圧(V
3)と第2電源電圧(V2)の間の高いレベル領域で互いに異なる電圧レベルを有する。図5Cの
前記第3ガンマ電圧発生器(246)に供給される第2電源電圧(V2)は図5Bの前記第2ガンマ電圧
発生器(242)に供給される第2電源電圧(V2)と等しい電圧レベルを有する。
【００６４】
　他の方法で、図5Aの第1ガンマ電圧発生器(242)に供給される第1電源電圧(V1)が図5Bの
第2ガンマ電圧発生器(244)に供給される第1電源電圧(V1)より高く設定されることができ
ることと同時に図5Bの第2ガンマ電圧発生器(244)に供給される第2電源電圧(V2)も図5Cの
第3ガンマ電圧発生器(246)に供給される第2電源電圧(V2)より高く設定されることができ
る。この場合、第2ガンマ電圧セットの中で下位の第2ガンマ電圧等が第1ガンマ電圧セッ
トの中で上位の第2ガンマ電圧等と重畳されて、第2ガンマ電圧セットの中で上位の第2ガ
ンマ電圧等が第3ガンマ電圧セットの中で下位の第3ガンマ電圧等と重畳される。このよう
に中間レベル範囲の第2ガンマ電圧セットが低いレベル範囲の第1ガンマ電圧セット及び高
いレベル範囲の第3ガンマ電圧セットが部分的に重畳されることによって、前記インクカ
プセル(214)内部の第1乃至第3パーティクル等(222 ~ 226)の中の二つの種類以上のパーテ
ィクル等が泳動されることができる。これによって、電子インクパネル(232)の光利用効
率及び画像の鮮明度が高くなることもできる。
【００６５】
　以上のように、本発明が図面に図示された実施例等の範囲に限って説明しましたが、本
発明に属する技術分野で通常の知識を有した者なら本発明の技術思想を逸脱しない範囲で
多様な変更及び修正が可能なはずである。よって、本発明の技術的範囲は明細書の詳細な
説明に記載した内容に限定されるのではなく特許請求の範囲によって決められなければな
らないはずである。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】従来の電子インク表示装置の電子インクパネルを示した断面図である。
【図２Ａ】図１に図示された電子インクの電気泳動状態を説明する回路図である。
【図２Ｂ】図１に図示された電子インクの電気泳動状態を説明する回路図である。
【図２Ｃ】図１に図示された電子インクの電気泳動状態を説明する回路図である。
【図３】本発明の実施例による電子インク表示装置を説明するブロック図である。
【図４】図３に図示された電子インクパネルを説明する断面図である。
【図５Ａ】図３に図示された第１ガンマ電圧発生器を説明する詳細回路図である。
【図５Ｂ】図３に図示された第２ガンマ電圧発生器を説明する詳細回路図である。
【図５Ｃ】図３に図示された第３ガンマ電圧発生器を説明する詳細回路図である。
【符号の説明】
【００６７】
202:第1基板　　　　　
203:ゲート電極
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204:第2基板　　　　　
205:ゲート絶縁層
206:共通電極　　　　　
207:チャンネル
208A:第1サーブ画素電極　　　　　　　　　　　
208B:第2サーブ画素電極
208C:第3サーブ画素電極　　　　　　　　　　　
209A, 209B:ソース及びドレーン電極
210:電子インク層　　　
211:保護層
212:バインダーフィルム
214:インクカプセル
216:液体(又は油体)　
220:パーティクル
222:第1パーティクル　
224:第2パーティクル
226:第3パーティクル　
232:電子インクパネル
234:ゲートドライバー　
236:データドライバー
238:タイミングコントローラー　
240:ガンマ電圧生成部
242:第1ガンマ電圧生成部　　　　　　　
244:第2ガンマ電圧生成部
246:第3ガンマ電圧生成部
【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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