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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散媒中に複数の帯電粒子を分散させた分散系を封入した多数のマイクロカプセルと、
これら多数のマイクロカプセルを挟むように配設された一組の対向電極とを備え、前記対
向電極により、前記複数の帯電粒子を移動させ、分布状態を制御用電圧の作用下で変える
ことによって、光学的反射特性に変化を与えて画像を形成するようにした電気泳動表示装
置において、
　前記帯電粒子の粒子径は、前記マイクロカプセルの粒子径に対して１／１０００以上、
１／５以下であり、前記帯電粒子は、体積平均粒子径／個数平均粒子径で表される粒度分
布の分散度が１以上、２以下で分散されていることを特徴とする電気泳動表示装置。
【請求項２】
　前記マイクロカプセルの粒子径は、５μｍ以上、２００μｍ以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の電気泳動表示装置。
【請求項３】
　前記帯電粒子として複数のプラス帯電極性粒子と複数のマイナス帯電極性粒子との２種
類の粒子を備え、前記２種類の帯電粒子それぞれの体積の総和は、それぞれ前記マイクロ
カプセルの容積に対して１．５％以上、２５％以下であり、
　前記マイクロカプセル内のすべての帯電粒子の体積の総和は、前記マイクロカプセルの
容積に対して３．０％以上、５０％以下であることを特徴とする請求項１若しくは２に記
載の電気泳動表示装置。
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【請求項４】
　前記多数のマイクロカプセルは、可撓性媒体により支持されていることを特徴とする請
求項１乃至３のいずれかに記載の電気泳動表示装置。
【請求項５】
　前記帯電粒子は、少なくとも１種類の重合粒子であることを特徴とする請求項１乃至４
のいずれかに記載の電気泳動表示装置。
【請求項６】
　分散媒中に複数の帯電粒子を分散させた分散系を封入した多数のマイクロカプセルと、
これら多数のマイクロカプセルを挟みこむように配設された一組の対向電極を備え、前記
対向電極により、前記複数の帯電粒子を移動させ、分布状態を制御電圧の作用下で変える
ことによって、光学的反射特性に変化を与えて画像を形成するようにした電気泳動表示装
置のマイクロカプセルにおいて、
　前記帯電粒子の粒子径は、前記マイクロカプセルの粒子径に対して、１／１０００以上
、１／５以下であり、前記帯電粒子は、体積平均粒子径／個数平均粒子径で表される粒度
分布の分散度が１以上、２以下で分散されていることを特徴とするマイクロカプセル。
【請求項７】
　請求項６に記載の多数のマイクロカプセルを支持していることを特徴とした媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は分散媒中で電界の印加に対して、電極間を移動する帯電粒子を利用した電気泳
動表示装置に関し、更に詳細には、分散媒中に帯電粒子を分散させた分散系をマイクロカ
プセルに個々に封入し、制御用電界の印加により帯電粒子の移動方向を制御して画像を形
成するようにした電気泳動表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　電界の印加により粒子を電極間で移動させ、表示面への画像書き込みを行う画像表示装
置は、特公昭５２－２８５５４号公報などに表されるように多数報告されている。これら
の表示装置は、液体分散媒に粒子を分散させた分散系を、少なくとも一方が透明な対向配
置した一組の電極間に封入し、それらの電極間に電界を印加し、分散媒中の粒子を極性に
応じて、透明電極板側に吸着または離反させるように制御することによって所望の画像を
表示させるよう構成されている。
【０００３】
　一般に、分散系に使用される液体分散媒には、脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素、脂環
式炭化水素、ハロゲン化炭化水素、各種エステル類、アルコール系溶媒、またはその他の
種々の油等を単独、または、適宜混合したものに、乳化剤、界面活性剤などを適宜添加し
たものを使用できる。また、粒子としては、周知のコロイド粒子、種々の有機・無機質顔
料、染料、金属粉、ガラス、あるいは樹脂等の微粉末などが使用されている。
【０００４】
　しかしながら、分散系を単に電極間に封入する構造では、粒子の凝集や、電極への付着
現象によって表示ムラが発生しやすい。このため、透明孔を多数形成したメッシュ状、あ
るいは多孔質状の有孔性スペーサを一対の電極間に配置し、分散系を不連続に分割し、表
示動作の安定化を図るようにした構造も知られている。
【０００５】
　しかし、有孔性スペーサを備える電気泳動表示装置では、電極間にその有孔性スペーサ
を介装した後、各透明孔に分散系を封入するものであるが、これら多数の各透明孔に分散
系を一様に充填することは極めて困難であるという問題がある。
【０００６】
　これらの問題を解決する手段として、特開昭６４－８６１１６号公報に、液体分散媒中
に粒子を分散させた分散系を、マイクロカプセルに個々に封入する方法が記載されている



(3) JP 4085449 B2 2008.5.14

10

20

30

40

50

。この方法によれば、粒子の凝集や、電極への付着現象を防止することが可能となるため
、いわゆる表示ムラが発生しにくく、且つ電極間への分散媒の充填を容易に行うことがで
きる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上述した方法では、マイクロカプセル中に封入されている粒子の粒子径
が均一でない場合、カプセル内に存在する粒子が極端に大きい、若しくは小さいことや、
カプセル内での粒子の充填量が極端に多い、若しくは少ないことが起こり得るため、画像
形成時の表示ムラを解消することが不可能であった。また、粒子径が均一でない粒子は、
液体分散媒中での、見かけの帯電量が異なるため、低電圧時における粒子の泳動速度が異
なり、装置の低電力駆動化が困難である。
【０００８】
　また、従来から周知のコロイド粒子、種々の有機・無機質顔料などでは、液体分散媒中
での粒子の帯電極性と着色とを、独立に制御することが困難であるため、マイクロカプセ
ル中に帯電極性と着色の異なる２種類の粒子を封入し、それぞれの粒子の泳動方向を制御
し、好みの着色の画像形成をすることが困難であった。
【０００９】
　また、マイクロカプセル中で一種類の粒子が移動し画像形成する方式では、制御電界の
供給を絶つと、カプセル中の粒子は、液体分散媒との比重の関係により浮上または沈降し
てしまう。そのため、表示面に画像を維持するためには、常に、制御電界を印加し続ける
必要があった。
【００１０】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、表示ムラがなく、且
つ低電力で駆動可能な電気泳動表示装置、マイクロカプセル及び媒体を提供することを目
的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するために、本発明の請求項１に記載の電気泳動表示装置は、分散媒中
に複数の帯電粒子を分散させた分散系を封入した多数のマイクロカプセルと、これら多数
のマイクロカプセルを挟むように配設された一組の対向電極とを備え、前記対向電極によ
り、前記複数の帯電粒子を移動させ、分布状態を制御用電圧の作用下で変えることによっ
て、光学的反射特性に変化を与えて画像を形成するようにしたものを対象として、特に、
前記帯電粒子の粒子径は、前記マイクロカプセルの粒子径に対して１／１０００以上、１
／５以下であり、前記帯電粒子は、体積平均粒子径／個数平均粒子径で表される粒度分布
の分散度が１以上、２以下で分散されている。
【００１２】
　従って、帯電粒子の粒子径を上述した範囲に設定することにより、マイクロカプセル製
造過程におけるエマルジョン中での帯電粒子の均一分散が可能となり、マイクロカプセル
内空間での帯電粒子の分散量を、最適に調整することができる。
【００１３】
　よって、画像形成時に発生する表示ムラを解消することができる。また、各帯電粒子の
液体分散媒中での、見かけの帯電量が均一になるため、制御装置を低電力で駆動した際に
も、各帯電粒子の泳動速度が一定となる。
【００１４】
　また、請求項２に記載の電気泳動表示装置は、前記マイクロカプセルの粒子径が、５μ
ｍ以上２００μｍ以下である。
【００１５】
　従って、高精細な画質で画像表示を行うことができる。
【００１６】
　また、請求項３に記載の電気泳動表示装置は、前記帯電粒子として複数のプラス帯電極
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性と複数のマイナス帯電極性との２種類の粒子を備え、前記２種類の帯電粒子それぞれの
体積の総和は、それぞれ前記マイクロカプセルの容積に対して１．５％以上、２５％以下
であり、前記マイクロカプセル内のすべての帯電粒子の体積の総和は、前記マイクロカプ
セルの容積に対して３．０％以上、５０％以下である。
【００１７】
　従って、カプセルに内包される複数のプラス帯電極性と複数のマイナス帯電極性２種類
の帯電粒子の体積が、マイクロカプセルの容積に対し前記の範囲を満たすことにより、良
好な画像形成を行うことができるとともに、応答性が良好となる。
【００１８】
　また、請求項４に記載の電気泳動表示装置は、前記多数のマイクロカプセルが、可撓性
媒体により支持されている。
【００１９】
　従って、可撓性媒体により支持された多数のマイクロカプセルにより、曲面での画像表
示を行うことができる。
【００２０】
　また、請求項５に記載の表示装置は、前記帯電粒子が、少なくとも１種類の重合粒子で
ある。
【００２１】
　従って、前記帯電粒子として重合粒子を用いることにより、粒度分布の調節が容易に可
能となる。さらに、重合粒子はその製造過程で、着色剤、帯電制御剤を添加することが容
易であるため、着色性と帯電性についても容易に制御することが可能となる。また、マイ
クロカプセル中に存在する帯電粒子が複数になることにより、制御電界の供給を絶っても
、マイクロカプセル中に存在する各々の特性の異なる帯電粒子の相互作用により、ある程
度の時間、表示面に画像を維持することが可能であるため、表示画像維持のために常に制
御電界を印加し続ける必要がない。請求項６に記載のマイクロカプセルは、分散媒中に複
数の帯電粒子を分散させた分散系を封入した多数のマイクロカプセルと、これら多数のマ
イクロカプセルを挟みこむように配設された一組の対向電極を備え、前記対向電極により
、前記複数の帯電粒子を移動させ、分布状態を制御電圧の作用下で変えることによって、
光学的反射特性に変化を与えて画像を形成するようにした電気泳動表示装置のマイクロカ
プセルにおいて、前記帯電粒子の粒子径は、前記マイクロカプセルの粒子径に対して、１
／１０００以上、１／５以下であり、前記帯電粒子は、体積平均粒子径／個数平均粒子径
で表される粒度分布の分散度が１以上、２以下で分散されていることを特徴としている。
請求項７に記載の媒体は、請求項６に記載の多数のマイクロカプセルを支持していること
を特徴にしている。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明を具体化した実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２３】
　本実施の形態の電気泳動表示装置は、図１に示すように、可撓性媒体１２に充填支持さ
れた多数のマイクロカプセル１０を、一組の透明電極１４で挟む構造となっている。尚、
透明電極１４が本発明の対向電極を構成するものである。
【００２４】
　マイクロカプセル１０は、液体分散媒４に帯電粒子２ａ、２ｂを分散させた分散系を内
包する構造となっている。
【００２５】
　透明電極１４は、少なくとも片面が透明な可撓性を有する１組の対向電極である。
【００２６】
　可撓性媒体１２は、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）等の材質からなる透明なシ
ートである。
【００２７】
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　ここで、本実施の形態のマイクロカプセル１０の製造方法の概略について説明する。
【００２８】
　マイクロカプセル化の方法としては、既に、当業界において公知の技術となっている方
法で作製することが可能である。例えば、米国特許第２８００４５７号、同第２８００４
５８号明細書等に示されるような水溶液からの相分離法、特公昭３８－１９５７４号、同
昭４２－４４６号、同昭４２－７７１号公報等に示されるような界面重合法、特公昭３６
－９１６８号、特開昭５１－９０７９号公報等に示されるモノマーの重合によるイン・サ
イチュ（ｉｎ－ｓｉｔｕ）法、英国特許第９５２８０７号、同第９６５０７４号明細書に
示される融解分散冷却法等があるが、これらに限定されるものではない。
【００２９】
　マイクロカプセル１０の外壁部の形成材料としては、前記カプセル製造方法にて外壁部
が作製可能であれば、無機物質でも有機物質でもよいが、光を十分に透過させるような材
質が好ましい。具体例としては、ゼラチン、アラビアゴム、デンプン、アルギン酸ソーダ
、ポリビニルアルコール、ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン、ポ
リユリア、ポリウレタン、ポリスチレン、ニトロセルロース、エチルセルロース、メチル
セルロース、メラミン－ホルムアルデヒド樹脂、尿素－ホルムアルデヒド樹脂等、及びこ
れらの共重合物等が挙げられる。
【００３０】
　マイクロカプセル１０の粒子径は、高解像度の表示装置を実現するためには、理論的に
は小さいほど好ましいといえるが、帯電粒子２ａ，２ｂを内包する構造であるため、実際
には、約５μｍ以上、約２００μｍ以下であることが望ましい。
【００３１】
　本実施の形態では、界面重合法により、色調と帯電極性の異なる２種類の帯電粒子２ａ
及び２ｂを、液体分散媒４とともにマイクロカプセル１０内に内包させた場合について説
明する。
【００３２】
　尚、液体分散媒４としては、水、アルコール類、炭化水素、ハロゲン化炭化水素等のほ
か、天然、または、合成の各種の油などを使用できる。
【００３３】
　まず、液体分散媒４にプラスの帯電極性を持つ白色帯電粒子２ａとマイナスの帯電極性
を持つ黒色帯電粒子２ｂとを均一分散させる（図２）。更に、この分散液と、界面活性剤
を添加した蒸留水６を撹拌混合させ、分散液のエマルジョン８を作製する（図３）。分散
液エマルジョン８の大きさは、撹拌速度、または、乳化剤、界面活性剤の種類と量とによ
り所望の大きさに調節される。また、必要に応じて１種類以上の乳化剤、界面活性剤、電
解質、潤滑剤、安定化剤などを適宜添加することができる。
【００３４】
　このとき、帯電粒子２は、体積平均粒子径／個数平均粒子径で表される粒度分布の分散
度が約２以下であることが好ましい。
【００３５】
　ここで、体積平均粒子径とは、粒子径ごとの体積を、粒子径の小さいものから大きいも
のへ順に累積した場合に、その累積値が総体積の５０％となるような粒子径の値をいい、
一方、個数平均粒子径とは、各粒子径とその個数との積の総和を総個数で除した値をいう
。
【００３６】
　分散度が約２を超える帯電粒子は、粒子径が揃っていないため、実際にカプセル１０を
製造すると、大きな帯電粒子がカプセル１０内に１つだけ存在してしまうといった不具合
を生じてしまう（図４）。また、この不具合を回避するためにはカプセル１０の粒子径を
大きくする必要があり、画像解像度の低下を招いてしまう。
【００３７】
　分散度が約２以下である帯電粒子２は、粒子径が揃っているため（図５）、液体分散媒
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４に分散させた際に均一分散し、マイクロカプセル１０内の帯電粒子２の内包量を均一に
制御することが可能となる。尚、分散度が１であることは、体積平均粒子径と個数平均粒
子径とが等しいことを意味し、完全に均一に分散されている状態を表している。
【００３８】
　また、帯電粒子２の平均粒子径は、マイクロカプセル１０の粒子径に対し約１／１００
０以上、約１／５以下であることが好ましい。粒子径がマイクロカプセル１０の約１／５
以上である帯電粒子２を内包したマイクロカプセル１０では、電界を印加して画像形成す
る際に、極性の異なる帯電粒子２ａ、２ｂがお互いの泳動の妨げとなり、応答速度が極端
に低下する（図６）。また、粒子径がマイクロカプセル１０の約１／１０００以下である
帯電粒子２は、マイクロカプセル１０内で凝集してしまい、電界に対する応答性の低下や
、表示ムラを引き起こしてしまう。
【００３９】
　帯電粒子２の量は、マイクロカプセル１０中に於いて、帯電粒子２の体積が、前記マイ
クロカプセル１０の容積に対し、各々約１．５％以上、約２５％以下であり、且つマイク
ロカプセル１０に内包されているすべての帯電粒子２の体積の総和が、マイクロカプセル
１０の容積に対して約３．０％以上、約５０％以下であるように調整することが好ましい
。
【００４０】
　マイクロカプセル１０に内包される帯電粒子２の体積が、マイクロカプセル１０の容積
に対し各々約１．５％以下である場合、制御電界により帯電粒子２がマイクロカプセル壁
端部に移動しても、カプセル半球面の１／２を占めることができず、低コントラスト、ま
たは、混在する別色粒子２ｃの色が観測者の目に触れてしまう（図７）。
【００４１】
　また、帯電極性の異なる帯電粒子２ａ、２ｂの体積がマイクロカプセル１０の容積に対
し各々約２５％以上であり、且つマイクロカプセル１０に内包されている帯電粒子２ａ、
２ｂの体積の総和が、マイクロカプセル１０の容積に対して約５０％以上であるよう場合
、制御電界に対し帯電粒子２ａ、２ｂが応答する際に、衝突によりお互いの粒子が泳動の
妨げとなってしまう。このため、制御電界の印加から画像形成が完結するまでの応答速度
が著しく低下してしまうのである（図８）。
【００４２】
　帯電粒子２としては、重合粒子を好適に用いることができる。重合粒子の他には、周知
のコロイド粒子、種々の有機・無機質顔料、染料、金属粉、ガラス、あるいは樹脂等の粉
砕微粉末などが挙げられるが、これらは均一な粒子径、着色性、帯電性の全てを容易に満
たすことが困難である。
【００４３】
　重合粒子の製造方法としては、懸濁重合法、乳化重合法、溶液重合法、分散重合法等が
挙げられる。これらの中でも、粒子径を均一に制御する点に於いて、分散重合法、乳化重
合法、溶液重合法により粒子を製造することが好ましい。
【００４４】
　重合粒子の組成材料は、その出発モノマーにメチルアクリレート、エチルアクリレート
、n-ブチルアクリレート、iso-ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、シ
クロヘキシルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、メチルメタクリレー
ト、エチルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、iso-ブチルメタクリレート、2-エ
チルヘキシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、メ
チルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、n-プロピルビニルエーテル、iso-ブチルビ
ニルエーテル、ｎ-ブチルビニルエーテル、スチレン、α－メチルスチレン、アクリロニ
トリル、メタクリロニトリル、酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、フッ化ビニル
、フッ化ビニリデン、エチレン、プロピレン、イソプレン、クロロプレン、ブタジエン等
を使用することができる。
【００４５】
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　更に、前記モノマーには、カルボキシル基、水酸基、メチロール基、アミノ基、酸アミ
ド基、グリシジル基等の官能基を有するモノマーが混合されても良い。カルボキシル基を
有するものはアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸等、水酸基を有するものはβ-ハイ
ドロキシエチルアクリレート、β-ハイドロキシエチルメタクリレート、β-ハイドロキシ
プロビルアクリレート、β-ハイドロキシプロピルメタアクリレート、アリルアルコール
等、メチロール基を有するものはN-メチロールアクリルアミド、N-メチロールメタクリル
アミド等、アミノ基を有するものはジメチルアミノエチルアクリレート、ジメチルアミノ
エチルメタクリレート等、酸アミド基を有するものはアクリルアミド、メタクリルアミド
等、グリシジル基を有するものはグリシジルアクリレートグリシジルメタクリレート、グ
リシジルアリルエーテル等が例示される。また、これらのモノマーを単体、または、複数
のモノマーを混合して使用することが可能である。
【００４６】
　重合粒子の着色材料には、各種染料を挙げることができる。また、重合粒子の帯電制御
には、４級アンモニウム塩、ニグロシン化合物、アゾ系化合物などの帯電付与剤を挙げる
ことができる。重合粒子に於いて、これら着色、帯電付与は、重合粒子を適当な溶媒中に
浸すことにより膨潤させ、着色剤、帯電付与剤を粒子内に取り込ませ、取り込み後、溶媒
を希釈することにより、重合粒子内に着色剤と帯電付与剤を確実に固着させることが可能
である。このため重合粒子では、粒子径を均一に揃えることの他に、所望の着色と着色剤
に影響されない帯電性とを確保することが可能である。
【００４７】
　以上の構成を有する本実施の形態の表示装置において、透明電極１４により制御電界を
変化させると、その変化に対応して、帯電粒子２ａ、２ｂがマイクロカプセル１０内で移
動することにより、所望の画像を表示することができる。
【００４８】
　尚、本発明は以上詳述した実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲において、種々の変更を加えることができる。
【００４９】
　例えば、前記実施の形態においては、多数のマイクロカプセル１０と透明電極１４とを
共に固定としたが、図９に示すように、マイクロカプセル１０を固定した可撓性媒体１２
を移動可能とし、固定された一対の対向電極１６間に、前記可撓性媒体１２を通過させ、
その通過度合いに伴い、対向電極１６から必要に応じた電界を印加し、画像表示を行うよ
うに構成してもよい。
【００５０】
【実施例】
　以下に本実施の形態の電気泳動表示装置について、実施例及び比較例を挙げて説明する
。
【００５１】
　まず、帯電粒子を内包したマイクロカプセルの製造の詳細について以下に説明する。
【００５２】
　帯電粒子：分散重合法によるスチレン粒子（比重１．１ｇ／ｃｍ3）。帯電付与剤には
ポリビニルピロリドン（プラス極性）、オリエント化学社製E-84（マイナス極性）を使用
し、マイナス極性の粒子は日本化薬製分散染料カヤロンポリエステルS-200で黒色に着色
した。
【００５３】
　液体分散媒：EXXON社製 Isopar G（比重０．７５ｇ／ｃｍ3）
　カプセル壁材：ゼラチン
　乳化剤水溶液：ビニルエチルエーテル無水マレイン酸共重合体３％水溶液
　平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度１．３の白色帯電粒子と、平均粒子径３μｍ、粒
度分布の分散度１．３の黒色帯電粒子を液体分散媒を所望の比率で混合し、撹拌器と超音
波とにより十分に分散させる。この分散溶液と、乳化剤を３％添加した蒸留水とを、撹拌
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器により混合撹拌し、エマルジョンを形成させる。撹拌混合の最中にカプセル壁材を添加
し、２種類の帯電粒子と液体分散媒とを内包したマイクロカプセルを得る。
【００５４】
　このようにして得られたマイクロカプセルを透明電極間に配置し、電界に対する応答性
を観察した。評価は、１００（Ｖ／ｍｍ）の電界強度ですばやく画像形成できれば良しと
した。
【００５５】
　（実施例）
　白色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度１．３
　黒色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度１．３
　白色帯電粒子：黒色帯電粒子：液体分散媒＝２２：２２：４５
　前記の組成（重量比）により１００μｍのマイクロカプセルを製造した。マイクロカプ
セル中の帯電粒子の体積率は、白色帯電粒子（２０％）、黒色帯電粒子（２０％）である
。
【００５６】
　このマイクロカプセルを、電極間に配置し、電界に対する画像形成の応答性を観察した
。
【００５７】
　画像は、電界強度１００（Ｖ／ｍｍ）で素早く応答し、良好な表示結果が得られた。
【００５８】
　（比較例１）
　白色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度３
　黒色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度３
　白色帯電粒子：黒色帯電粒子：液体分散媒＝２２：２２：４５
　前記の組成（重量比）により１００μｍのマイクロカプセルを製造した。マイクロカプ
セル中の帯電粒子の体積率は、白色帯電粒子（２０％）、黒色帯電粒子（２０％）である
。
【００５９】
　このマイクロカプセルを電極間に配置し、電界に対する画像形成の応答性を観察した。
【００６０】
　画像は、電界強度１００（Ｖ／ｍｍ）では、素早い応答を得ることができたのであるが
、電界に対し色調を全く変化させない粒子が存在した。
【００６１】
　粒度分布の分散度が大きい為、マイクロカプセル中に極端に大きな帯電粒子が存在した
ことが原因であると考えられる。
【００６２】
　（比較例２）
　白色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度１．３
　黒色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度１．３
　白色帯電粒子：黒色帯電粒子：液体分散媒＝２２：２２：４５
　前記の組成（重量比）により１０μｍのマイクロカプセルを製造した。マイクロカプセ
ル中の帯電粒子の体積率は、白色帯電粒子（２０％）、黒色帯電粒子（２０％）である。
【００６３】
　このマイクロカプセルを電極間に配置し、電界に対する画像形成の応答性を観察した。
【００６４】
　画像は、電界強度１００（Ｖ／ｍｍ）では、素早い応答を得ることができず、画像の変
化時にちらつきを感じた。
【００６５】
　マイクロカプセルの容積に対して、帯電粒子が大きすぎるため、極性の異なる粒子がお
互いの泳動の妨げとなり、応答性が悪くなったと思われる。
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【００６６】
　（比較例３）
　白色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度１．３
　黒色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度１．３
　白色帯電粒子：黒色帯電粒子：液体分散媒＝１．１：１．１：７３．５
　前記の組成（重量比）により１００μｍのマイクロカプセルを製造した。マイクロカプ
セル中の帯電粒子の体積率は、白色帯電粒子（１％）、黒色帯電粒子（１％）である。
【００６７】
　このマイクロカプセルを電極間に配置し、電界に対する画像形成の応答性を観察した。
【００６８】
　画像は、電界強度１００（Ｖ／ｍｍ）以下でも、素早い応答を得ることができたのであ
るが、コントラストが低い為、鮮明な画像を得られなかった。
【００６９】
　マイクロカプセル内の帯電粒子が、極めて少ないことが原因であると思われる。
【００７０】
　（比較例４）
　白色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度１．３
　黒色帯電粒子：平均粒子径３μｍ、粒度分布の分散度１．３
　白色帯電粒子：黒色帯電粒子：液体分散媒＝３８．５：３８．５：２２．５
　前記の組成（重量比）により１００μｍのマイクロカプセルを製造した。マイクロカプ
セル中の帯電粒子の体積率は、白色帯電粒子（３５％）、黒色帯電粒子（３５％）である
。
【００７１】
　このマイクロカプセルを電極間に配置し、電界に対する画像形成の応答性を観察した。
【００７２】
　画像は、電界強度１００（Ｖ／ｍｍ）では、素早い応答を得ることができなかった。
【００７３】
　マイクロカプセル内の帯電粒子が、極めて多いことが原因であると考えられる。
【００７４】
【発明の効果】
　以上説明したことから明らかなように、本発明の請求項１に記載の電気泳動表示装置は
、前記帯電粒子の粒子径は、前記マイクロカプセルの粒子径に対して１／１０００以上、
１／５以下であり、前記帯電粒子は、体積平均粒子径／個数平均粒子径で表される粒度分
布の分散度が１以上、２以下で分散されているので、画像形成時に発生する表示ムラを解
消することができる。また、各帯電粒子の液体分散媒中での、見かけの帯電量が均一にな
るため、制御装置を低電力で駆動した際にも、各帯電粒子の泳動速度が一定となる。
【００７５】
　また、請求項２に記載の電気泳動表示装置は、前記マイクロカプセルの粒子径が、５μ
ｍ以上、２００μｍ以下であるので、高精細な画質で画像表示を行うことができる。
【００７６】
　また、請求項３に記載の電気泳動表示装置は、前記帯電粒子として複数のプラス帯電極
性と複数のマイナス帯電極性との２種類の粒子を備え、前記２種類の帯電粒子それぞれの
体積の総和は、それぞれ前記マイクロカプセルの容積に対して１．５％以上、２５％以下
であり、前記マイクロカプセル内のすべての帯電粒子の体積の総和は、前記マイクロカプ
セルの容積に対して３．０％以上、５０％以下であるので、良好な画像形成を行うことが
できるとともに、高速に応答することができる。
【００７７】
　また、請求項４に記載の電気泳動表示装置は、前記多数のマイクロカプセルが、可撓性
媒体により支持されているので、可撓性媒体により支持された多数のマイクロカプセルに
より、曲面での画像表示を行うことができる。
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　また、請求項５に記載の電気泳動表示装置は、前記帯電粒子が、少なくとも１種類の重
合粒子であるので、粒度分布の調節が容易に可能となる。さらに、重合粒子はその製造過
程で、着色剤、帯電制御剤を添加することが容易であるため、着色性と帯電性についても
容易に制御することが可能となる。また、マイクロカプセル中に存在する帯電粒子が複数
になることにより、制御電界の供給を絶っても、マイクロカプセル中に存在する各々の特
性の異なる帯電粒子の相互作用により、ある程度の時間、表示面に画像を維持することが
可能であるため、表示画像維持のために常に制御電界を印加し続ける必要がない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態の表示装置の概略構成を示す概略構成図である。
【図２】　液体分散媒中に帯電粒子を分散させた様子を示す模式図である。
【図３】　帯電粒子を内包した液体分散媒が、乳化剤を添加された水溶液中でエマルジョ
ンを形成した状態を示す模式図である。
【図４】　マイクロカプセル内に大きな帯電粒子が一つだけ存在する様子を示したマイク
ロカプセルの断面図である。
【図５】　マイクロカプセル内で帯電粒子が均一分散している様子を示したマイクロカプ
セルの断面図である。
【図６】　粒子径がマイクロカプセルの粒子径に対して約１／５以上である帯電粒子が、
マイクロカプセル内に内包されている様子を示す断面図である。
【図７】　マイクロカプセル内に存在する一方の着色粒子が少ないために、他方の着色粒
子の色が画像表示に影響を与えることを示す模式図である。
【図８】　マイクロカプセル内に過剰な量の帯電粒子が存在するために、帯電粒子同士の
衝突などにより帯電粒子が電界の変化に対応して瞬時に移動することが妨げられる様子を
示す模式図である。
【図９】　帯電粒子を内包したマイクロカプセルを固定した可撓性媒体を、対向電極間で
移動させることにより、その可撓性媒体上に画像が形成される様子を説明する説明図であ
る。
【符号の説明】
　２ａ 白色帯電粒子
　２ｂ 黒色帯電粒子
　４ 液体分散媒
　１０ マイクロカプセル
　１２ 可撓性媒体
　１４ 透明電極
　１６ 対向電極
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