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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を透過させる第１の基板と、
　前記第１の基板に対向して配置された第２の基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入され、それぞれ母粒子及びこの母粒子の
表面に付着した微粒子から構成される色の異なる第１及び第２の粒子とを含み、
　前記第１の粒子の微粒子は窒素原子を含むカップリング剤もしくはシリコーンオイルで
処理された無機微粒子を含み、前記第２の粒子の微粒子は窒素原子以外の原子からなるカ
ップリング剤もしくはシリコーンオイルで処理された無機微粒子を含み、
　前記第１の粒子は正に帯電し、前記第２の粒子は負に帯電することを特徴とする画像表
示媒体。
【請求項２】
　前記第１の粒子の母粒子は正に帯電し、前記第２の粒子の母粒子は負に帯電することを
特徴とする請求項１に記載の画像表示媒体。
【請求項３】
　前記第１及び／又は第２の粒子の微粒子は導電性微粒子をさらに含むことを特徴とする
請求項１又は２記載の画像表示媒体。
【請求項４】
　前記第１及び／又は第２の粒子の微粒子は、加熱処理により母粒子の表面に固定されて
いることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の画像表示媒体。
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【請求項５】
　前記第１及び／又は第２の粒子の微粒子は、高速気流衝撃処理により母粒子の表面に固
定されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の画像表示媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は画像表示媒体に係り、さらに詳しくは粒子を用いた画像表示媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、繰り返し書き換えが可能な画像表示媒体として、ＴｗｉｓｔｉｎｇＢａｌｌ　
Ｄｉｓｐｌａｙ（２色塗り分け粒子回転表示）、電気泳動や磁気泳動を利用する媒体、サ
ーマルリライタブル媒体、画像を保存可能な液晶を利用する媒体などが提案されている。
これらの画像表示媒体は画像の保存性には優れるが、背景の白色度が充分でないため、コ
ントラストが低かった。
【０００３】
一方、背景が白色の画像表示媒体として、導電性着色トナーと白色粒子を対向する一対の
電極基板間に封入した媒体が提案されている。この画像表示媒体では、非表示基板の電極
内側表面に設けた電荷輸送層を介して導電性着色トナーへ電荷を注入し、電荷が注入され
た導電性着色トナーが非表示基板に対向して位置する表示基板側へ、電極基板間の電界に
より移動し、導電性着色トナーが表示基板の内側へ付着して、画像を表示する（Ｊａｐａ
ｎ　Ｈａｒｄｃｏｐｙ'９９　論文集、ｐ２４９－２５２）。この画像表示媒体は固体の
みで構成されており、白と黒（色）の表示を原理的には完全に切り替えることができる。
しかし、上記画像表示媒体では、非表示基板の電極内側表面に設けた電荷輸送層に接しな
い導電性着色トナーや、他の導電性着色トナーから孤立している導電性着色トナーが存在
し、これらの導電性着色トナーは、電荷が注入されないために電界によって移動せずにラ
ンダムに基板間に存在するため、コントラストの向上が充分でない。
【０００４】
発明者らは、一対の基板と、これらの基板の間に封入された、色及び帯電特性が異なる複
数種類の粒子群とを含む画像表示媒体を提案した（特願平２０００－１６５１３８）。こ
の画像表示媒体は初期においては、優れたコントラストが得られるが、長期にわたって繰
返し書き換えたときに、画像濃度が低下してコントラストが低下したり、画像濃度が不均
一になり画像むらを生じたりすることがあった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、長期にわたって繰返し書換え
ても、画像むらのない、高いコントラストの画像を表示することができる画像表示媒体を
提供することが目的である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、光を透過させる第１の基板と、前記第１の基板
に対向して配置された第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に封入され
、それぞれ母粒子及びこの母粒子の表面に付着した微粒子から構成される色の異なる第１
及び第２の粒子とを含み、前記第１の粒子の微粒子は窒素原子を含むカップリング剤もし
くはシリコーンオイルで処理された無機微粒子を含み、前記第２の粒子の微粒子は窒素原
子以外の原子からなるカップリング剤もしくはシリコーンオイルで処理された無機微粒子
を含み、前記第１の粒子は正に帯電し、前記第２の粒子は負に帯電することを特徴とする
画像表示媒体を提供する。
【０００７】
第１の粒子と第２の粒子は、封入前の攪拌及び封入後の初期化工程における攪拌により、
粒子、基板又は容器に衝突し、その結果、第１の粒子は正に帯電し、第２の粒子は負に帯
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電する。これにより、第１の粒子と第２の粒子との間にクーロン力が作用し、第１の粒子
及び第２の粒子は付着、凝集しようとする。画像信号に応じて基板に電界を印加したとき
、印加された電界が帯電した個々の粒子に及ぼす静電気力が、第１及び第２の粒子間のク
ーロン力や、粒子と基板の間の影像力や接触電位差による力に勝れば、第１及び第２の粒
子は分離して、その帯電極性とは反対の極性の基板へ移動する。基板上に到達した帯電粒
子は、粒子と基板との間に生じる影像力や、粒子と基板間のファンデルワールス力により
基板に付着し固定される。
【０００８】
ここで、各粒子の帯電量が高い場合は、第１及び第２の粒子間の凝集力が高くなり、これ
らの粒子を分離し難くなる。また、帯電量の高い粒子は基板表面との付着性が高くなり、
電界を印加しても移動せず、基板表面に固定される確率が高まる。さらに帯電量の高い凝
集粒子を分離した場合には、局所的に放電が生じるおそれもあり、得られる帯電量が一定
にならない。
【０００９】
反対に、粒子の帯電量が低い場合には、各粒子は外部電界による影響を受けにくいために
、移動せず、ゆるく凝集した状態を保つ。
【００１０】
しかし、本発明では、第１及び第２の粒子は、母粒子の表面に存在する微粒子により、各
粒子の帯電量が適切な値に維持される。このため、画像信号に応じて基板に電界を加える
ことにより第１及び第２の粒子が速やかに分離して、第１の粒子の色と第２の粒子の色の
コントラストからなる所望の画像が表示される。また、この画像は、電界が消失しても、
基板上へ移動した粒子が、影像力、あるいは鏡像力とｖａｎ　ｄｅｒ　Ｗａｌｌｓ力によ
りその場に留まるため、保持される。
【００１１】
第１の粒子の母粒子には正に帯電するものを使用し、第２の粒子の母粒子には負に帯電す
るものを使用することが好ましい。また、第１の粒子の微粒子には正に帯電するものを使
用することが好ましく、具体的には、窒素原子を含むシランカップリング剤もしくは窒素
原子を含むシリコーンオイルで処理された微粒子が好ましい。反対に、第２の粒子の微粒
子には負に帯電するものを使用することが好ましく、具体的には、窒素原子以外の原子か
らなるシランカップリング剤もしくは窒素原子以外の原子からなるシリコーンオイルで処
理された無機微粒子が好ましい。これらの無機微粒子は適度な帯電量と安定した帯電維持
性と良好な流動性を粒子に与え、基板間に与えられた電界により粒子が基板内側表面に強
固に付着することなく、繰返し基板間を移動することを可能にする。
【００１２】
第１及び／又は第２の粒子の微粒子は、さらに導電性微粒子を含有していてもよい。この
ように、電荷の交換や電荷の漏洩を適度に生じる導電性微粒子を上記無機微粒子と共存さ
せることにより、長期にわたる粒子間摩擦や粒子と基板の摩擦による粒子の帯電量の増大
、いわゆるチャージアップを回避することが可能となる。
【００１３】
微粒子は、加熱処理により、又は高速気流衝撃処理により、母粒子の表面に強固に固定す
ることが好ましい。これにより、繰返し粒子を移動させて粒子同士、及び粒子と基板との
衝突が繰り返えされることによって粒子が機械的な衝撃や摩擦熱を受けても、母粒子の表
面に付着している微粒子が脱離して浮遊したり、浮遊した微粒子が他方の粒子の表面に付
着したり、粒子表面に埋め込まれることが防止され、初期の帯電特性や流動性の変化が防
止される。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明を詳細に説明する。
【００１５】
図１には、本実施の形態に係る画像表示媒体１が示される。画像表示媒体１は、第１の基
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板３と、第２の基板６と、これらの基板の外周部に配置されたスペーサ７と、第１及び第
２の基板３、６及びスペーサ７により形成された空間に封入された色の異なる第１の粒子
４及び第２の粒子５とで構成される。第１の基板３は光を透過することが可能で、そのよ
うな支持基体１１、電極８、及び誘電体膜１０から構成することができる。また、第２の
基板６も、支持基体１２、電極９、及び誘電体膜１３から構成することができるが、透光
性でなくてもよい。第１の基板３の電極８は、例えば、電圧印加手段２に接続され、第２
の基板６の電極９は接地される。
【００１６】
支持基体としては、ガラスや、プラスチック、例えば、ポリカーボネート樹脂、アクリル
樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂等が挙げられる。また、電極には、ＩＴＯ、イ
ンジウム、スズ、カドミウム、アンチモン等の酸化物、これらの複合酸化物、金、銀、銅
、ニッケル等の金属、ポリピロールやポリチオフェン等の有機導電性材料等を使用するこ
とができる。誘電体膜としては、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリイミド、エポキ
シ、ポリイソシアネート、ポリアミド、ポリビニルアルコール、ポリブタジエン、ポリメ
チルメタクリレート、共重合ナイロン、紫外線硬化アクリル樹脂、非晶質テフロン等を用
いることができる。誘電体膜は、第１及び第２の粒子の帯電特性や流動性に影響を及ぼす
ことがあるので、粒子の組成等に応じて適宜選択する。第１の基板は光を透過する必要が
あるので、上記各材料のうち透明のものを使用することが好ましい。
【００１７】
スペーサは絶縁性の材料で形成され、具体的には、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、紫外線
硬化樹脂、ゴム等で形成することができる。
【００１８】
第１及び第２の粒子はそれぞれ、母粒子と、その表面に付着した微粒子とで構成される。
【００１９】
母粒子は着色剤を含有する。着色剤としては、有機若しくは無機の顔料や、油溶性染料等
を使用することができ、マグネタイト、フェライト等の磁性粉、カーボンブラック、酸化
チタン、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、フタロシアニン銅系シアン色材、アゾ系イエロー
色材、アゾ系マゼンタ色材、キナクリドン系マゼンタ色材、レッド色材、グリーン色材、
ブルー色材等の公知の着色剤を挙げることができる。具体的には、アニリンブルー、カル
コイルブルー、クロムイエロー、ウルトラマリンブルー、デュポンオイルレッド、キノリ
ンイエロー、メチレンブルークロリド、フタロシアニンブルー、マラカイトグリーンオキ
サレート、ランプブラック、ローズベンガル、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド４８：１、Ｃ
．Ｉ．ピグメント・レッド１２２、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド５７：１、Ｃ．Ｉ．ピグ
メント・イエロー９７、Ｃ．ブルー１５：１、Ｃ．Ｉ．ピグメント・ブルー１５：３、等
を代表的なものとして例示することができる。なお、第１及び第２の粒子には、色調の異
なる着色剤が使用される。
【００２０】
母粒子は、その表面に微粒子を付着しやすくするために、結着樹脂を含有してもよい。結
着樹脂としては、熱可塑性樹脂の他、熱硬化性樹脂を使用することができる。熱可塑性樹
脂としては、スチレン、クロロスチレン等のスチレン類、エチレン、プロピレン、ブチレ
ン、イソプレン等のモノオレフィン、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、安息香酸ビニル
、酪酸ビニル等のビニルエステル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブ
チル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸フェニル、メタクリル酸メ
チル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸ドデシル等のα－メチレ
ン脂肪族モノカルボン酸エステル類、ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビ
ニルブチルエーテル等のビニルエーテル類、ビニルメチルケトン、ビニルヘキシルケトン
、ビニルイソプロペニルケトン等のビニルケトン類の単独重合体あるいは共重合体を例示
することができる。また、熱硬化性樹脂としては、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン
樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂等を挙げることができる。特に代表的な結着樹
脂としては、ポリスチレン、スチレン－アクリル酸アルキル共重合体、スチレン－メタク
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リル酸アルキル共重合体、スチレン－アクリロニトリル共重合体、スチレン－ブタジエン
共重合体、スチレン－無水マレイン酸共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエ
ステル、ポリウレタン、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ポリアミド、変性ロジン、パラ
フィンワックス等を挙げることができる。
【００２１】
母粒子の形状は特に限定されないが、真球である場合には、粒子間の接触はほぼ点接触と
なり、また粒子と基板内側表面との接触もほぼ点接触であり、粒子間および粒子と基板内
側表面とのｖａｎ　ｄｅｒ　Ｗａｌｌｓ力に基づく付着力が小さい。従って、基板の内側
に誘電体膜があっても電界により帯電粒子が基板内を円滑に移動できると考えられる。球
状の粒子を形成するには、懸濁重合、乳化重合、分散重合等が使用できる。
【００２２】
母粒子の一次粒子は、一般的には、１～１０００μｍであり、好ましくは５～５０μｍで
あるが、これに限定されない。高いコントラストを得るには、第１の粒子の母粒子と第２
の粒子の母粒子の粒子径をほぼ同じにすることが好ましい。このようにすると、大きい粒
子が小さい粒子に囲まれ、大きい粒子本来の色濃度が低下するという事態が回避される。
【００２３】
母粒子は無機の顔料（例えば、カーボンブラック）のみで構成され得るので、必ずしも帯
電性を有しないが、帯電性の母粒子を使用する場合には、第１の粒子には正に帯電する母
粒子を使用し、第２の粒子には負に帯電する母粒子を使用することが好ましい。
【００２４】
粒子の平均帯電量（ｆＣ／個）は平均粒子径２ｒの二乗にほぼ比例し、平均粒子径が小さ
い程平均帯電量も小さくなるため、平均帯電量の好ましい範囲は粒子径に応じて変化する
。第１の粒子の平均帯電量は５×（ｒ2／１０2）ｆＣ／個以上１５０×（ｒ2／１０2）ｆ
Ｃ／個以下であることが好ましく、第２の粒子の平均帯電量は－１５０×（ｒ2／１０2）
ｆＣ／個以上－５×（ｒ2／１０2）ｆＣ／個以下であることが好ましい。
【００２５】
母粒子の表面に付着する微粒子には、絶縁性微粒子、及び導電性微粒子が含まれる。
【００２６】
絶縁性微粒子としては、酸化ケイ素（シリカ）、酸化チタン、アルミナのような金属酸化
物等の無機微粒子が用いられる。微粒子の帯電性、流動性、及び環境依存性等を調整する
ために、これらをカップリング剤やシリコーンオイルで表面処理することができる。絶縁
性微粒子の帯電極性は母粒子の帯電極性と同じでも異なってもよいが、一般的には、第１
の粒子には正に帯電する微粒子を使用し、第２の粒子には負に帯電する微粒子を使用する
。
【００２７】
正に帯電する絶縁性微粒子には、窒素原子を含むカップリング剤や窒素原子を含むシリコ
ーンオイルで処理した前記無機微粒子が好ましい。そのようなカップリング剤としては、
アミノシラン系カップリング剤、アミノチタン系カップリング剤、ニトリル系カップリン
グ剤が用いられ、アミノシラン系カップリング剤、アミノチタン系カップリング剤等のア
ミノカップリング剤が好適に使用される。
【００２８】
アミノカップリング剤としては、例えば、アミノプロピルトリメトキシシラン、アミノプ
ロピルトリエトキシシラン、アミノブチルトリエトキシシラン、ジメチルアミノプロピル
トリメトキシシラン、ジエチルアミノプロピルトリメトキシシラン、ジプロピルアミノプ
ロピルトリメトキシシラン、ジブチルアミノプロピルトリメトキシシラン、モノブチルア
ミノプロピルトリメトキシシラン、ジオクチルアミノプロピルトリメトキシシラン、ジブ
チルアミノプロピルジメトキシシラン、ジブチルアミノプロピルモノメトキシシラン、ア
ミノフェニルトリエトキシシラン、ジメチルアミノフェニルトリエトキシシラン、トリメ
トキシシリル－γ－プロピルフェニルアミン、トリメトキシシリル－γ－プロピルベンジ
ルアミン、トリメトキシシリル－γ－プロピルピペリジン、トリメトキシシリル－γ－プ
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ロピルモルホリン、トリメトキシシリル－γ－プロピルイミダゾール、γ－アミノプロピ
ルジメチルメトキシシラン、γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、４－アミノブ
チルジメチルメトキシシラン、４－アミノブチルメチルジエトキシシラン、Ｎ－（２－ア
ミノエチル）３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）アミノ
プロピルジメチルメトキシシラン、１，３－ビス（３－アミノプロピル）－１，１，３，
３－テトラメチルジシラザン、１，３－ビス（４－アミノブチル）－１，１，３，３－テ
トラメチルジシラザン、１，３－ビス｛Ｎ（２－アミノエチル）アミノプロピル｝－１，
１，３，３－テトラメチルジシラザン、１，３－ビス（ジメチルアミノプロピル）－１，
１，３，３－テトラメチルジシラザン、１，３－ビス（ジエチルアミノプロピル）－１，
１，３，３－テトラメチルジシラザン、１，３－ビス（３－プロピルアミノプロピル）－
１，１，３，３－テトラメチルジシラザン、１，３－ビス（３－アミノプロピル）－１，
１，３，３－テトラメチルジシラザン、イソプロピルトリ（Ｎ－アミノエチル－アミノエ
チル）チタネート等を挙げることができる。
【００２９】
窒素原子を含むシリコーンオイルとして、アミノ変性シリコーンオイル、ニトリル変性シ
リコーンオイル、イソシアネート系シリコーンオイルなどを用いることができる。アミノ
シリコーンオイルとしては、具体的には、信越化学社製のＫＦ８５７、ＫＦ８５８、ＫＦ
８５９、ＫＦ８６１、ＫＦ８６４、ＫＦ８８０や東レ・ダウコーニング社製のＤＦ８４１
７等が挙げられる。
【００３０】
負に帯電する絶縁性微粒子には、窒素原子以外の原子からなるカップリング剤や窒素原子
以外の原子からなるシリコーンオイルで処理した前記無機微粒子が好ましい。そのような
カップリング剤としては、窒素原子を含まない（窒素以外の原子で構成される）シラン系
カップリング剤、チタン系カップリング剤、エポキシシランカップリング剤、アクリルシ
ランカップリング剤が用いられる。
【００３１】
窒素原子を含まないシラン系カップリング剤としては、例えば、メチルトリクロロシラン
、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシラン、フェニルトリクロロシラン、ジフ
ェニルジクロロシラン、テトラメトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジ
メトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、テトラエ
トキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルトリエ
トキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、イソブチルトリメトキシシラン、デシルト
リメトキシシラン、ヘキサメチルジシラザン、ｔｅｒｔ－ブチルジメチルクロロシラン、
ビニルトリクロロシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、γ－
メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラ
ン、γ－クロロプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリス（β－メトキシエトキシ）シ
ラン、γ－メタクリルロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルト
リメトキシシラン等を挙げることができる。
【００３２】
窒素原子を含まないチタン系カップリング剤としては、例えば、イソプロピルトリイソス
テアロイルチタネート、テトラブトキシチタン、イソプロピルトリス（ジオクチルパイロ
ホスフェート）チタネート、テトラオクチルビス（ジトリデシルホスファイト）チタネー
ト、ビス（ジオクチルパイロホスフェート）オキシアセテートチタネート、ビス（ジオク
チルパイロホスフェート）エチレンチタネート、イソプロピルトリオクタノイルチタネー
ト、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロ
イルチタネート等を挙げることができる。
【００３３】
窒素原子を含まないエポキシシランカップリング剤としては、例えば、γ－グリシドキシ
プロピルメチルジエトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリ
メトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロ
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ピルトリメトキシシラン等を挙げることができる。
【００３４】
窒素原子を含まないアクリルシランカップリング剤としては、例えば、γ－メタクリロキ
シプロピルトリメトキシシランを挙げることができる。
【００３５】
窒素原子を含まないシリコーンオイルとしては、ジメチルシリコーンオイル、アルキル変
性シリコーンオイル、α－メチルスルホン変性シリコーンオイル、メチルフェニルシリコ
ーンオイル、クロルフェニルシリコーンオイル、フッ素変性シリコーンオイル等が挙げら
れる。
【００３６】
無機微粒子をカップリング剤やシリコーンオイルで表面処理する場合には、無機微粒子を
攪拌などによりクラウド状とし、これに気化したカップリング剤又はシリコーンオイルを
反応させる乾式処理、又は、溶媒中に分散させたカップリング剤又はシリコーンオイルを
微粒子に滴下させる湿式法等が使用できる。また、チタン化合物の場合には、水に分散さ
れたＴｉＯ（ＯＨ）2にシラン化合物を含む溶液を滴下、混合する方法を使用してもよい
。
【００３７】
無機微粒子に対するカップリング剤やシリコーンオイルの量は、絶縁性微粒子の所望の電
気特性によるが、一般には、無機微粒子１００重量部に対し、１～２５０重量部であり、
５０～２００重量部が好ましい。
【００３８】
このようなカップリング剤で処理された無機微粒子の中では、特開平１０－３１７７記載
のＴｉＯ（ＯＨ）2と、シランカップリング剤のようなシラン化合物との反応で得られる
チタン化合物が好適である。シラン化合物としてはクロロシラン、アルコキシシラン、シ
ラザン、特殊シリル化剤のいずれのタイプを使用することも可能である。このチタン化合
物は、湿式工程の中で作製されるＴｉＯ（ＯＨ）2にシラン化合物あるいはシリコーンオ
イルを反応、乾燥させて作製される。数百度という焼成工程を通らないため、Ｔｉ同士の
強い結合が形成されず、凝集が全くなく、微粒子はほぼ一次粒子の状態である。さらに、
ＴｉＯ（ＯＨ）2にシラン化合物あるいはシリコーンオイルを直接反応させるため、シラ
ン化合物やシリコーンオイルの処理量を多くすることができて、シラン化合物の処理量等
を調整することにより帯電特性を制御でき、且つ付与できる帯電能も従来の酸化チタンの
それより顕著に改善することができる。上記処理量は、一般的にはＴｉＯ（ＯＨ）2１０
０重量部に対して、１～２５０重量部であり、好ましくは５０～２００重量部の範囲であ
る。なお、乾燥後に他の化合物を用いて上記チタン微粒子を複合処理してもよい。
【００３９】
絶縁性微粒子の色は、母粒子の色に影響を与えないように、白か透明であることが好まし
い。
【００４０】
絶縁性微粒子と母粒子の配合比は母粒子の粒径と絶縁性微粒子の粒径の兼ね合いから適宜
調整される。絶縁性微粒子の添加量が多すぎると母粒子表面から該微粒子の一部が遊離し
、これが他方粒子の母粒子の表面に付着して、所望の帯電特性が得られなくなる。一般的
には、絶縁性微粒子の量は、母粒子１００重量部に対して、０．０１～３重量部、より好
ましくは０．０５～１重量部である。
【００４１】
微粒子は、粒子の電荷を漏洩しすぎず、かつ粒子の電荷が増大することを回避できるよう
な適当な抵抗を有することが好ましい。好ましい抵抗の範囲は、母粒子や微粒子の組成、
形状、母粒子への微粒子の付着量等により異なるが、約１０3Ω・ｃｍ～１０14Ω・ｃｍ
であり、より好ましい抵抗の範囲は約１０8Ω・ｃｍ～１０12Ω・ｃｍである。使用する
カップリング剤やシリコーンオイルの種類や量を制御することにより絶縁性微粒子の抵抗
をこのような範囲になるよう調節してもよいが、絶縁性微粒子と導電性微粒子との混合物
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がそのような抵抗を有していてもよい。
【００４２】
導電性微粒子としては、導電性酸化チタン、導電性インジウム及びチタニアの混合物、カ
ーボンブラック、酸化錫に酸化アンチモンをドープした微粒子（商品名Ｔ－１、三菱マテ
リアル製）、酸化チタン／酸化錫に酸化アンチモンをドープした微粒子（商品名Ｗ－Ｐ、
三菱マテリアル製）等が挙げられる。
【００４３】
導電性微粒子の添加量は母粒子１００重量部に対して０．００１重量部から０．０１重量
部であることが好ましい。導電性微粒子の添加量が多いと繰返し使用により帯電量の低下
をもたらし、第１及び第２の粒子が電界を印加しても分離しにくくなり、充分に移動しな
くなる。
【００４４】
絶縁性微粒子及び導電性微粒子の一次粒子は、一般的には５～１００ｎｍであり、好まし
くは１０～５０ｎｍであるが、これに限定されない。
【００４５】
微粒子を母粒子表面に固定する方法として、懸濁重合など湿式法により母粒子を作成する
段階で、微粒子を添加して攪拌混合し、母粒子表面に微粒子を吸着固定した後、乾燥して
第１又は第２の粒子を取り出すなど、湿式法による微粒子の固定法を用いることができる
。また、微粒子を母粒子表面に強固に固定するには、加熱処理や高速気流衝撃法等を使用
することが好ましい。
【００４６】
加熱処理は、微粒子と母粒子の混合攪拌と共に行われ、ヒータージャケットを具えたミキ
サーや、温水や蒸気を通すジャケットを具えたミキサーの中で母粒子及び微粒子を攪拌し
たり、加熱気流中に母粒子や微粒子を搬入するなど公知の方法を使用することができる。
温度は母粒子を構成する樹脂のガラス転移温度あるいは軟化点以上が好ましい。
【００４７】
高速気流衝撃処理では、所定量の母粒子と微粒子を混合し、混合物を高速で循環する気流
中に導入し、母粒子及び微粒子を分散しながら、高速で回転する羽根や側壁に衝突させ、
発生する衝撃力により母粒子表面に微粒子を固定する方法が使用できる。この方法では、
微粒子の形状やサイズによりその固定状態は異なる。また、強い衝撃力により発熱する場
合もあり、気流の雰囲気温度が母粒子を構成する樹脂のガラス転移温度を上回った場合は
、加熱による固定と衝撃による打込みとが同時に発生し、微粒子が母粒子に強固に固定さ
れる。
【００４８】
第１の粒子の平均帯電量は、その平均粒子径を２ｒとしたとき、５×（ｒ2／１０2）ｆＣ
／個以上１５０×（ｒ2／１０2）ｆＣ／個以下であることが好ましく、１０×（ｒ2／１
０2）ｆＣ／個以上１００×（ｒ2／１０2）ｆＣ／個以下であることがより好ましい。ま
た、第２の粒子の平均帯電量は－５×（ｒ2／１０2）ｆＣ／個以上－１５０×（ｒ2／１
０2）ｆＣ／個以下であることが好ましく、－１０×（ｒ2／１０2）ｆＣ／個以上－１０
０×（ｒ2／１０2）ｆＣ／個以下であることがより好ましい。また、第１の粒子と第２の
粒子の平均帯電量の絶対値の差は０ｆＣ／個以上２０ｆＣ／個以下であることが好ましく
、０ｆＣ／個以上１０ｆＣ／個以下であることがより好ましい。
【００４９】
コントラストは、前述のとおり第１及び第２の粒子の粒子径に依存する他、第１及び第２
の粒子の混合比にも依存する。高いコントラストを得るには、第１及び第２の粒子の表面
積が同じくらいになるように混合比率を決定することが望ましい。このような比率から大
きくずれると比率の多い粒子の色が強調される。但し、２種類の粒子の色調を同系色の濃
い色調と淡い色調にする場合や、２種類の粒子が混合して作り出す色を画像に利用する場
合はこの限りではない。
【００５０】
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以上の画像表示媒体は、画像の保存及び書換えが可能な掲示板、回覧版、電子黒板、広告
、看板、点滅標識、電子ペーパー、電子新聞、電子書籍、及び複写機・プリンタと共用で
きるドキュメントシート等に使用することができる。
【００５１】
【実施例】
以下、本発明の実施例を詳細に説明する。なお、特に断りのない限り、部は重量部を示す
。
［実施例１］
＜第１の粒子の作成＞
微粒子の作成
シリカ微粒子（日本アエロジル社製Ａ－１３０）１００部をミキサーに入れ、撹拌しなが
らアミノプロピルトリメトキシシラン５０部をメタノール５０部で希釈したものを噴霧し
た。このようにして得られた微粒子を乾燥させ、サンプルミルを用いて２分間解砕して、
平均一次粒子径１３０ｎｍ、抵抗（２５℃）２×１０9Ω・ｃｍの微粒子を得た。
母粒子の作成
カーボンブラック１０部、メタクリル酸メチル５０部、スルホコハク酸ラウリル２ナトリ
ウム１０部をボールミル中で１０時間分散処理してカーボンブラック分散液を調製した。
次に、得られたカーボンブラック分散液８０部、メタクリル酸メチル１０部、エチレング
リコールジメタクリレート１０部、２，２－アゾビス－２，４－ジメチルバレロニトリル
０．２部からなるＡ液を十分攪拌混合し、一方ポリビニルアルコール１０部と水５００部
からなるＢ液を混合攪拌し、液滴が２０μｍになるよう調製し、Ｂ液にＡ液を添加した。
その後、窒素下で、混合溶液の脱気を十分実施し、６５℃で、７時間、混合液を加熱して
重合させた。その後、液温を室温まで冷却し、吸引ろ過により生成物を分離し、温水で洗
浄した後、メタノールで洗浄し、乾燥させた。その後、風力分級機で粗大粉と微粉を除去
して、平均粒径２０μｍ、標準偏差５μｍ、の黒色の球状粒子を得た。
母粒子と微粒子の混合
以上により作成した球状粒子１００部に、表面処理されたシリカ微粒子０．２部を混合し
、これらをサンプルミルで９０秒攪拌して黒色の第１の粒子を得た。
＜第２の粒子の作成＞
微粒子の作成
イルメナイトを硫酸に溶解させた後、鉄分を分離し、得られたＴｉＯＳＯ4に水を加えて
加水分解してＴｉＯ（ＯＨ）2を生成させた。次いで、上記手法で調整された、水５００
ｃｍ3中に分散されたＴｉＯ（ＯＨ）2１００部を室温で攪拌しながら、これにイソブチル
トリメトキシシラン５０部を滴下した。次いで、得られた混合液中の微粒子をろ過し、水
による洗浄を繰り返した。このようにして得られたイソブチルトリメトキシシランで表面
処理されたチタン化合物を１５０℃で乾燥し、サンプルミルを用いて２分間粉砕して、平
均一次粒子径３０ｎｍ、１０００Ｖ／ｃｍの電圧印可時の体積固有抵抗（２５℃）２×１
０10Ω・ｃｍの微粒子を得た。
母粒子の作成
カーボンブラックを酸化チタン（平均粒径０．３μｍ）４０部に代えて酸化チタン分散液
を調製した他は、第１の微粒子の母粒子と同様の方法で、体積平均粒径２０μｍの母粒子
（球状粒子）を作成した。
母粒子と微粒子の混合
上記により作成した母粒子１００部に上記の表面処理されたチタン化合物の微粒子０．１
部を混合し、攪拌器（サンプルミル）で１２０秒攪拌して白色の第２の粒子を得た。
＜第１及び第２の粒子の混合＞
続いて上記で得られた黒色粒子１０部と白色粒子２０部とを容器に入れ、ターブラーミキ
サーで３分間攪拌した。
＜画像表示媒体の作成＞
第１及び第２の基板として、５０ｍｍ×５０ｍｍ×１．１ｍｍの７０５９ガラス支持基体
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上に透明ＩＴＯ電極を形成し、その上に厚さ５μｍのポリカーボネート樹脂（三菱ガス化
学社製、ＰＣ－Ｚ）層を形成したものを使用した。４０ｍｍ×４０ｍｍ×０．３ｍｍのシ
リコーンゴムプレートの中央部から１５ｍｍ×１５ｍｍの正方形を切り抜いたものをスペ
ーサーとして使用し、これを第２の基板上に置いた。次いで、上記により得られた混合粒
子約１５ｍｇを前記シリコーンゴムプレートの中央の正方形に切り抜かれた空間にスクリ
ーンを通して振るい落とした。その後、スペーサ上に第１の基板を密着させ、両基板間を
ダブルクリップで加圧保持して、シリコーンゴムプレートと両基板とを密着させ、画像表
示媒体を作成した。
＜評価＞
上記画像表示媒体の第１の基板の透明電極全面に直流電圧１５０Ｖを印加すると、第２の
基板側にあった負に帯電した白色粒子の一部が電界の作用により第１の基板側へ移動し初
め、直流電圧５００Ｖを印加すると第１の基板側へ多くの白色粒子が移動して表示濃度は
ほぼ飽和した。この時、正に帯電した黒色粒子は第２の基板側へ移動した。このあと、電
圧を０Ｖとしても、表示基板上の粒子は移動せず、表示濃度に変化はなかった。このとき
の第２基板上の黒色画像の濃度は１．５０、第１基板上の白色画像の濃度は０．３２であ
り、画像むらがなく、高いコントラストが得られた。
【００５２】
また、このときの白色粒子の平均帯電量は－１０ｆＣ／個、黒色粒子の平均帯電量は＋２
０ｆＣ／個であった。なお、帯電量分布の測定はチャージ・スペクトログラフ法により行
なった。
【００５３】
次いで、印加する電圧を－５００Ｖと５００Ｖの間で切替え、この切り替えを１秒間隔で
１６００サイクル、続いて０．１秒間隔で合計２５０００サイクルまで繰り返した。２５
０００サイクルの切り替え後の一方の基板上の黒色画像の濃度は１．５５、他方の基板上
の白色画像の濃度は０．３１であり（図２）、コントラストの低下は生じなかった。また
、画像の濃度むらも認められなかった（図３、４）。さらに、２５０００サイクルの切り
替え前後の帯電量の変化は小さかった（図７）。
［比較例１］
第１の粒子の作成において、表面処理されたシリカ微粒子を添加しなかった以外は実施例
１と同様に画像表示媒体を作成し、評価した。一方の基板上に形成された初期の黒色画像
の濃度は１．５０であり、反対側の基板上の白色画像の濃度は０．３４であった。また、
このときの白色粒子の平均帯電量は－１８ｆＣ／個、黒色粒子の平均帯電量は＋４８ｆＣ
／個であった。続いて２５０００サイクルの印加電圧の切替えを繰り返したところ、白色
画像の濃度は０．３８と大きな変化はなかったが（図２、６）、黒色画像の平均濃度は１
．１５へ低下し（図２）、画像むらが発生した（図５）。また、２５０００サイクルの切
り替え前後の平均帯電量の変化は小さかったものの、該切り替え後には帯電量の分布が広
がっていた（図７）。
［実施例２］
第１の粒子の微粒子の作成
シリカ微粒子（日本アエロジル社製、Ａ－１３０）１００部をミキサーに入れ、撹拌しな
がら、これにアミノ変性シリコーンオイルＫＦ８５９（信越化学社製）１５部をトルエン
１０００部に溶解した溶液を噴霧した。このようにして得られた微粒子を２５０℃まで昇
温し、撹拌し、溶剤を除去した後、サンプルミルを用いて２分間解砕して、平均粒子径１
５０ｎｍ、抵抗（２５℃）５×１０10Ω・ｃｍの微粒子を得た。
第２の粒子の微粒子の作成
シリカ微粒子（日本アエロジル社製、Ａ－１３０）１００部をミキサーに入れ、撹拌しな
がら、これにジメチルシリコーンオイルＫＦ９６Ｈ１５部をトルエン１０００部に溶解し
た溶液を噴霧した。このようにして得られた微粒子を２５０℃まで昇温し、撹拌し、溶剤
を除去した後、サンプルミルを用いて２分間解砕して、平均粒子径１５０ｎｍ、抵抗（２
５℃）１×１０13Ω・ｃｍの微粒子を得た。
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画像表示媒体の作成及び評価
第１及び第２の粒子の微粒子として上記で得られた微粒子を使用した他は、実施例１と同
様にして画像表示媒体を作成し、評価した。一方の基板上の初期の黒色画像の濃度は１．
５５であり、他方の基板上の白色画像の濃度は０．３６であった。また、２５０００サイ
クルの電圧切り替え後においても各濃度に大きな変化はなく、また、画像むらも発生しな
かった。
［実施例３］
第１の粒子の作成において、さらに導電性酸化チタン微粒子（ＥＴ－３００Ｗ、石原テク
ノ製）０．００５部を使用した他は、実施例１と同様に画像表示媒体を作成し、評価した
ところ、２５０００サイクルの電圧切り替え前後で粒子の帯電特性と画像濃度に大きな変
化がなく、画像むらも発生しなかった。
［実施例４］
第１の粒子の作成において、実施例１で使用したアミノプロピルトリメトキシシランで処
理されたシリカの微粒子０．３部と、体積平均粒径２０μｍのカーボン含有ポリメチルメ
タクリレートの黒色球状の母粒子１００部を混合し、ヒータージャケットを具えたミキサ
ーへ投入し、１５０℃まで昇温しながら攪拌混合した後、室温まで冷却して、微粒子が母
粒子表面に付着固定された黒色球状の第１の粒子を得た。同様にして、実施例１で使用し
たイソブチルトリメトキシシランで処理したチタニアの微粒子０．１５部と、体積平均粒
径２０μｍの酸化チタン含有ポリメチルメタクリレート１００部を混合し、ヒータージャ
ケットを具えたミキサーへ投入し、１００℃まで昇温しながら攪拌混合した後、室温まで
冷却して、微粒子が母粒子表面に付着固定された白色球状の第２の粒子を得た。このよう
にして得られた第１の粒子及び第２の粒子を使用した他は実施例１と同様にして画像表示
媒体を作成し、評価した。５００００サイクルの電圧切り替えを繰返した後も十分なコン
トラストが得られ、画像むらも生じなかった。
［実施例５］
＜第１の粒子の作成＞
微粒子の作成
アミノプロピルトリメトキシシラン５０部の代わりにＮ－（２－アミノエチル）アミノプ
ロピルトリエトキシシラン５０部を使用した他は実施例１と同様に第１の微粒子を作成し
た。
母粒子と微粒子の混合
上記により得られたシリカの微粒子０．３部と、実施例１で使用した体積平均粒径２０μ
ｍのカーボン含有ポリメチルメタクリレートの黒色球状の母粒子１００部を混合し、高速
気流衝撃処理装置（奈良器械製作所製）へ投入した。ロータの回転速度１００００回転／
分、処理時間２分の条件下で処理した後、排出放冷して、微粒子が母粒子表面に付着固定
された黒色球状の第１の粒子を得た。
＜第２の粒子の作成＞
微粒子の作成
イソブチルトリメトキシシラン５０部の代わりにデシルトリメトキシシラン５０部を使用
した他は実施例１と同様に第２の微粒子を作成した。
母粒子と微粒子の混合
上記により得られたチタニアの微粒子０．２部と、実施例１で使用した体積平均粒径２０
μｍの酸化チタン含有ポリメチルメタクリレート１００部とを使用した他は上記第１の粒
子と同様に処理して、微粒子が母粒子表面に付着固定された白色球状の第２の粒子を得た
。
＜画像表示媒体の作成及び評価＞
得られた第１及び第２の粒子を使用した以外は実施例１と同様にして画像表示媒体を作成
し、評価した。５００００サイクルの電圧切り替えを繰返した後も十分なコントラストが
得られ、画像むらも生じなかった。
【００５４】
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実施例１～５及び比較例１の結果を表１にまとめた。
【００５５】
【表１】

【００５６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、長期にわたって繰返し使用しても、表示画像濃度
の変化が小さく、画像ムラが発生しにくく、高いコントラストを維持できるという効果を
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の画像表示媒体の概略構成を示す図である。
【図２】　電圧切り替えを繰り返した回数と反射濃度との関係を示すグラフである。
【図３】　実施例１の画像表示媒体に印加する電圧を２５ｋサイクル切り替えた後全面を
黒色に表示したときの状態を示す図である。
【図４】　実施例１の画像表示媒体に印加する電圧を２５ｋサイクル切り替えた後全面を
白色に表示したときの状態を示す図である。
【図５】　比較例１の画像表示媒体に印加する電圧を２５ｋサイクル切り替えた後全面を
黒色に表示したときの状態を示す図である。
【図６】　比較例１の画像表示媒体に印加する電圧を２５ｋサイクル切り替えた後全面を
白色に表示したときの状態を示す図である。
【図７】　電圧切り替えを繰り返した回数と帯電量分布との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
１　　画像表示媒体
３　　第１の基板
４　　第１の粒子
５　　第２の粒子
６　　第２の基板

【図１】 【図２】
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