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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 周壁部により包囲された空孔を有する多孔性部材と、該空孔内に充填された流動性着色
物とからなり、該多孔性部材は１つの色調を有し、該色調と該流動性着色物の色調とが異
なり、該壁部は、高分子化合物と着色部材とからなることを特徴とする表示用材料。
【請求項２】
 該着色部材が、高分子化合物中に分散している請求項１に記載の表示用材料。
【請求項３】
 該壁部の色調が白色である請求項１または２に記載の表示用材料。
【請求項４】
 該着色部材が、無機材料の粒子からなる請求項１乃至３のいずれか１に記載の表示用材
料。
【請求項５】
 該着色部材が、二酸化チタンである請求項４に記載の表示用材料。
【請求項６】
 該着色部材が、内部に空隙を有する粒子である請求項１乃至５のいずれか１に記載の表
示用材料。
【請求項７】
 該着色部材が中空ポリマー粒子である請求項６に記載の表示用材料。
【請求項８】
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 該空孔が、直径３～５００μｍの球形状の空孔がつながった形状である請求項１乃至７
のいずれか１に記載の表示用材料。
【請求項９】
 該流動性着色物が、電界の作用により移動可能な成分を含有している請求項１乃至８の
いずれか１に記載の表示用材料。
【請求項１０】
 該電界の作用により移動可能な成分が、黒色低次酸化チタンである請求項９に記載の表
示用材料。
【請求項１１】
 請求項９又は１０に記載の表示用材料を含む表示装置を用い、該表示用材料に電界を印
加して、該表示用材料中に含まれる該流動性着色物を該電界の作用により移動させること
を特徴とする表示方法。
【請求項１２】
 対向配置された一対の基板間に請求項９又は１０に記載の表示用材料を介在させた構造
を有し、該一対の基板のうちの少なくとも１つの基板には電極が配設され、かつ該一対の
基板のうちの少なくとも１つの基板が透明であることを特徴とする電気泳動表示媒体。
【請求項１３】
 該表示用材料の少なくとも一方の面に、オーバーコート層を設けた請求項１２に記載の
電気泳動表示媒体。
【請求項１４】
 該オーバーコート層が、熱硬化性樹脂及び／又は活性エネルギー線硬化樹脂からなる請
求項１３に記載の電気泳動表示媒体。
【請求項１５】
 前記電気泳動表示媒体の少なくとも一部分に印刷層を設けた請求項１２乃至１４のいず
れか１に記載の電気泳動表示媒体。
【請求項１６】
 前記印刷層上に印刷保護層を設けた請求項１５に記載の電気泳動表示媒体。
【請求項１７】
 電界の印加・制御により画像の形成と消去が可能な表示部と、情報記録部とを有する請
求項１２乃至１６のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体。
【請求項１８】
 該情報記録部が、磁気の作用により情報記録の書き込みと読み出しが可能な記録部であ
る請求項１７に記載の電気泳動表示媒体。
【請求項１９】
 該情報記録部が、集積回路メモリー又は光メモリーである請求項１７に記載の電気泳動
表示媒体。
【請求項２０】
 該情報記録部が、光の作用により情報記録の読み出しが可能な記録部である請求項１７
に記載の電気泳動表示媒体。
【請求項２１】
 該情報記録部の情報が、表示媒体の表裏の判別を示す情報及び、／又は表示媒体の位置
を示す情報である請求項１７乃至２０のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体。
【請求項２２】
 請求項１２乃至２２のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体を用い、該電極を介して電
界を該表示用材料に印加して、該表示用材料中に含まれる該流動性着色物を該電界の作用
により移動させることを特徴とする表示方法。
【請求項２３】
 該電界の印加を停止した後においても、表示された表示状態を継続保持する請求項２２
に記載の表示方法。
【請求項２４】
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 請求項２２に記載の表示方法で表示した後、該電界とは逆の電界を印加して該表示状態
を消去することを特徴とする消去方法。
【請求項２５】
 請求項２５の消去方法で表示を消去した後、請求項２２の表示方法で再び表示すること
を特徴とする再表示方法。
【請求項２６】
 請求項１２乃至２１のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体と、該電気泳動表示媒体に
視認可能な情報を表示させることができる書き込み装置とからなり、該電気泳動表示媒体
と該書き込み装置は少なくとも書き込み時には近接させられるように着脱が可能である表
示装置であって、該書き込み装置は画像信号に応じて該電気泳動表示媒体に電界を作用さ
せることができ、かつ該電気泳動表示媒体との平面位置関係を相対的に変えうる機構を有
する電極アレイを装備していることを特徴とする表示装置。
【請求項２７】
 請求項１２乃至２１のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体と、該電気泳動表示媒体に
視認可能な情報を表示させることができる書き込み装置とからなり、該電気泳動表示媒体
と該書き込み装置は少なくとも書き込み時には近接させられるように着脱が可能である表
示装置であって、該書き込み装置は画像信号に応じて該電気泳動表示媒体表面に電荷を付
与させることができ、かつ該電気泳動表示媒体との平面位置関係を相対的に変えうる機構
を有するイオン銃アレイを装備していることを特徴とする表示装置。
【請求項２８】
 請求項１２乃至２１のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体と、該電気泳動表示媒体に
視認可能な情報を表示させることができる書き込み装置とからなり、該電気泳動表示媒体
と該書き込み装置は少なくとも書き込み時には近接させられるように着脱が可能である表
示装置であって、該書き込み装置は複数の信号電極と走査電極を装備し、その交差部に画
像信号に応じて電気泳動表示媒体に電界を印加することのできるスイッチング素子を有し
、それによって該電気泳動表示媒体に画像を表示するように構成されたことを特徴とする
表示装置。
【請求項２９】
 該画像信号に応じて該電気泳動表示媒体に電界を印加することのできるスイッチング素
子が、薄膜トランジスタである請求項２８に記載の表示装置。
【請求項３０】
 請求項１２乃至２１のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体が構成の少なくとも一部を
占めることを特徴とする可逆表示カード。
【請求項３１】
 可撓性を有する請求項３０に記載の可逆表示カード。
【請求項３２】
 請求項１２乃至２１のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体が構成少なくとも一部を占
めることを特徴とする可逆記録シート。
【請求項３３】
 可撓性を有する請求項３２に記載の可逆記録シート。
【請求項３４】
 請求項１２乃至２１のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体が構成の少なくとも一部を
占めることを特徴とする可逆表示ディスプレイ。
【請求項３５】
 可撓性を有する請求項３４に記載の可逆表示ディスプレイ。
【請求項３６】
 請求項１２乃至２１のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体が構成の少なくとも一部を
占めることを特徴とする可逆表示型看板。
【請求項３７】
 可撓性を有する請求項３６に記載の可逆表示型看板。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示用材料と、それを用いた可逆的に視認状態を変化させうる電気泳動表示媒
体、電気泳動表示装置、表示方法、表示カード、記録シート、ディスプレイ及び可逆表示
型看板に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電気泳動現象を利用して可逆表示を行う電気泳動表示装置は、少なくとも一方は透明な２
枚の基板をスペーサーを介して所用間隔をあけて対向配置して密閉空間を形成し、この密
閉空間に分散粒子（顔料成分粒子）をこれと色調の異なる色に着色された分散媒中に分散
させた表示液を充填して表示パネルとし、この表示パネルに電界を印加して表示を得よう
とするもので、透明な基板面が表示面になる。
密封空間に充填される電気泳動表示用表示液は、キシレン、イソパラフィン等の炭化水素
系等の分散媒、二酸化チタンなどの顔料粒子（分散粒子）、この分散粒子と色のコントラ
ストを付けるための染料、界面活性剤などの分散剤及び荷電付与剤などの添加剤から構成
される。この表示液に電界を印加することにより表示液中の分散粒子が透明基板側に移動
し表面には分散粒子の色が現れる。これと逆方向の電界を印加する事により、分散粒子は
背面側に移動し、表面には染料により着色された分散媒の色が現れる。
この様な電気泳動表示装置は、電界の向きを制御することにより所望の表示を得る表示装
置であり、表示液が比較的入手容易な低コスト材料である、視野角が通常の印刷物並に広
い、消費電力が小さい、メモリー性を有する等の長所を持つことから安価な表示装置とし
て注目されている。
【０００３】
しかしながら、一般に電気泳動表示用表示液は染料などを溶解して着色された分散媒中に
二酸化チタンなどの高屈折率の無機顔料を分散させているために、顔料成分の色を表示す
る際に、その顔料と着色された分散媒との間で混色が発生し、コントラストを大幅に低下
させる欠点を有している。この問題は、顔料表面への染料の吸着及び、顔料と顔料の間隙
への染料溶液の侵入によるものと考えられ、着色された分散媒を用いた電気泳動用表示液
にとっては避けがたい問題である。この問題は、顔料粒子として白色顔料を用いた場合に
顕著で、地肌部（非記録部）の白さを大幅に低下させるために、表示材料にとって致命的
な欠陥につながりかねない。このような問題点を解決するために、過去において、分散媒
の着色に用いられる染料として顔料表面に対して非吸着性の染料を用いることにより（Ｐ
ｈｌｉｐｓ　Ｌａｂ：Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒｅｃｏｒｄ　ｏｆ　１９８０Ｂｉｅｎｎ
ｉａｌ　Ｄｉｓｐ．Ｒｅｓ．Ｃｏｎｆ．）、あるいは分散媒中の染料濃度を低くすること
（Ｘｅｒｏｘ　ＰａｌｏＡｌｔｏ：Ｐｒｏｃ．ＳＩＤ，Ｖｏｌ．１８，３／４，１９７７
）や、染料濃度、顔料濃度、界面活性剤の最適化（松下：Ｐｒｏｃ．ＳＩＤ，Ｖｏｌ．１
８，Ｎｏ３／４，１９７７）による改善も提案されている。しかし、これらの方法では、
効果が不十分であるばかりでなく、染料溶液による表示濃度の低下や応答速度低下という
問題を引き起こしてしまい実用的な解決策に至っていないのが現状である。
【０００４】
そこで、着色された分散媒を用いるシステムの有する上記欠点を解決する手段として、染
料溶液を用いないシステムが提案されている。例えば、高絶縁性低粘度の無色分散媒中に
色調及び電気泳動性が互いに異なる少なくとも２種類の電気泳動性粒子を分散した液を、
少なくとも一方が透明な２枚の対向電極間にスペーサーを介して形成されるセル内に封入
した電気泳動表示素子が提案されている（特開昭６２－２６９１２４）。しかし、これら
の系では色調の異なる電気泳動性粒子の帯電電荷が反対（正と負の組合せ）である為に、
粒子間の電気的な引力による凝集が発生することで混色を起こし、良好なコントラストを
有する表示を実現することは困難である。また、高絶縁性低粘度の無色分散媒中に電気泳
動性が同一で色調及び、電気泳動速度が互いに異なる少なくとも２種類の電気泳動性粒子
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を分散した液を少なくとも一方が透明な２枚の対向電極間にスペーサーを介して形成され
るセル内に封入した電気泳動表示素子が提案されている（特開昭６３－５０８８６）が、
この場合は同一方向に移動する色調の異なる電気泳動性粒子の移動速度差を単に利用した
ものである為に、電気泳動表示を繰り返す際に粒子の入れ替わり（移動速度による表示色
のコントロール）を制御することが非常に困難であり、結果としてコントラストの高い表
示を実現することはできない。更に、原理的に一方の面において異なる色調を同時に表示
することは、不可能であるので実用性に欠けている。
【０００５】
一方、この様な色調及び電気泳動性（帯電電荷）が互いに異なる２種類の電気泳動性粒子
を分散した液を電気泳動用表示液として用いる系において問題となっている粒子間の凝集
を防ぐ為の手段として、電荷調整剤の添加や粒子の表面処理等による立体的反発効果を用
いることが提案されている（特表平８－５１０７９０）が、これらの方法では電気泳動特
性の異なる（反対電荷を有していて、反対方向に泳動する）電気泳動性粒子間の凝集を完
全に防ぐことは困難であり、良好なコントラストを実現するには至っていない。また、樹
脂と白色顔料からなる隠蔽用白色粒子と表示用着色粒子と溶媒からなる画像表示用インク
組成物が提案されている（特開平１０－１４９１１７）が、ここで提案されている白色粒
子は、白色顔料を混練・粉砕、分散状態からの重合、凝集によって樹脂と複合化したもの
であり、通常、染料によって着色された分散媒を用いる電気泳動用表示液において溶媒と
の比重差を調整する目的で使用されている白色粒子と同じである。従って、色調の異なる
顔料（磁性粉単独又は、混合物からなる表示用着色顔料）との組合せにおいて、２種類の
粒子間における凝集を低減させる機能を持ち合わせていない為に前述の技術と同様に凝集
による混色を引き起こしてしまい、コントラストの低下を引き起こしてしまう。
この様に、電気泳動表示媒体に用いる表示液に対してコントラストを向上させる為、過去
に多くの検討がなされているが、十分な効果をもたらす技術は見いだされておらず、高コ
ントラスト、中でも地肌部の白色度が高いシステムは実現されていない。
【０００６】
一方、電気泳動表示媒体を作成する際には、表示液を封入するセルの構成が非常に重要で
ある。特に、電気泳動表示液を微小領域に分割する点は表示媒体の性能と密接な関係にあ
ることから、各種の検討がなされてきたが、簡便で且つ安価に製造できる形態は実現され
ていなかった。
ところが、分散粒子と該分散粒子と異なる色調に着色された分散媒とからなる分散系（電
気泳動用表示液）をマイクロカプセル中に封入し、これらのマイクロカプセルを電極間に
配装する構成の電気泳動表示装置が提案され（特開平１－８６１１６／平成８年登録　第
２５５１７８３号）、電気泳動表示装置の構成方法としても簡便な手段が提案されるよう
になった。この方法のメリットとして泳動粒子の偏在による表示の不均一が防げる点に加
えて、支持体上へのマイクロカプセル塗布という非常に簡易的な方法で電気泳動表示媒体
を作製できる点が挙げられる。
しかし、この方法においても内包される表示液として従来の系（有色の染料溶液と顔料粒
子の分散液）を利用している限りは前記の混色を伴うものであり、高コントラスト表示は
期待できない。また、カプセル調製工程は通常、乳化や加熱、冷却工程を含むものである
ことから、電気泳動表示液の特性を低下させることがあり、最適な方法であるとは言い難
い。
更に、電気泳動表示液を内包したマイクロカプセルの層を支持体上に形成した電気泳動表
示媒体では、マイクロカプセル粒子の大きさ（深さ方向の長さ）によってコントラストが
支配されてしまい、コントラストと精細性とが背反になってしまう。このことからも、表
示媒体の形態と表示特性の両面からみた場合に、最適の方法であるとは言えない。
【０００７】
また、この様なマイクロカプセルの利用が提案される以前に、多孔質の高分子化合物から
なるスペーサーに電気泳動表示液を含有させて電気泳動表示媒体に用いる技術が提案され
ている。例えば、多孔性スペーサーとしてシリコンゴム、ウレタンゴムをはじめとする各
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種高分子化合物からなるシートにパンチ、レーザー等を利用した各種手段で貫通した穴（
透孔）を形成し、この透孔に相当する部分に電気泳動表示液を存在させることによって、
電気泳動表示媒体を形成する技術が提案されている（特開平２－２８４１２４、特開平２
－２８４１２５、特開平２－２８４１２６、特開平２－２８４１２７、特開平５－１６５
０６４等）。しかしながら、これらの技術で用いている多孔質スペーサーは、高分子化合
物シートに穴を開けた構造のマトリックス材であるため、基本的な表示特性は透孔部に充
填された電気泳動表示液の特性に支配されてしまう。つまり、前記の表示液を保持するた
めの単なる器としての機能しか持ち合わせていない為に、高コントラスト、中でも地肌部
の白色度が高い表示特性を実現することはできない。更に、シート状の高分子に貫通穴（
透孔）を形成する構造であるために、透孔の存在割合にも限界があり、スペーサー機能と
表示密度とが背反してしまう。従って、前記多孔質スペーサーを用いても、高コントラス
トな表示特性を得ることは困難である。
【０００８】
更に、上記の多孔質スペーサーとは異なる方法で多孔質物質を形成し電気泳動表示媒体に
用いる技術が提案されている（特開平４－８６７８５）。この技術では、連結した略球形
のキャビティを多数形成し、そこに電気泳動表示液を充填した多孔質物質を用いて電気泳
動表示媒体を形成することが提案されている。この場合には、キャビティが互いに連結し
た状態でランダムに存在しているために、前記の多孔質スペーサーに比べると表示媒体の
構造を維持しやすくなっている。しかし、この場合にも、前記多孔質スペーサーと同様に
高分子化合物からなる多孔質物質は単なるマトリックス材としての機能を有するだけであ
り、表示媒体の特性は充填される表示液によって支配されてしまう。つまり、前記の表示
液を保持するための単なる器としての機能しか持ち合わせていない為に、高コントラスト
、中でも地肌部の白色度が高い表示特性を実現することはできない。
【０００９】
また、特開平５－２６４９７０をはじめとする公開公報には、液晶材料を高分子多孔膜に
充填して用いることが示されているが、ここでいう多孔膜も前記（特開平４－８６７８５
）と同様の多孔質物質であり、充填された表示液を小領域に分割、維持する以外に特別な
機能を有するものではなく、基本的には充填される表示液によって表示特性が決められて
しまう。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、高コントラスト、特に地肌部の混色が少ない（白色の場合には高反射率
な）表示特性を実現することができる表示用材料と、それを用いた電気泳動表示媒体、電
気泳動表示装置、表示方法、表示カード、記録シート、ディスプレイ及び可逆表示型看板
を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明を完成するに至った
。
即ち、本発明によれば、以下に示す表示用材料、表示方法、電気泳動表示媒体、電気泳動
表示装置、表示カード、記録シート、ディスプレイ及び可逆表示型看板が提供される。
【００１２】
（１）周壁部により包囲された空孔を有する多孔性部材と、該空孔内に充填された流動性
着色物とからなり、該多孔性部材は１つの色調を有し、該色調と該流動性着色物の色調と
が異なり、該壁部は、高分子化合物と着色部材とからなることを特徴とする表示用材料。
（２）該着色部材が、高分子化合物中に分散している前記（１）に記載の表示用材料。
（３）該壁部の色調が白色である前記（１）または前記（２）に記載の表示用材料。
（４）該着色部材が、無機材料の粒子からなる前記（１）乃至前記（３）のいずれか１に
記載の表示用材料。
（５） 該着色部材が、二酸化チタンである前記（４）に記載の表示用材料。
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（６） 該着色部材が、内部に空隙を有する粒子である前記（１）乃至前記（５）のいず
れか１に記載の表示用材料。
（７） 該着色部材が中空ポリマー粒子である前記（６）に記載の表示用材料。
（８） 該空孔が、直径３～５００μｍの球形状の空孔がつながった形状である前記（１
）乃至前記（７）のいずれか１に記載の表示用材料。
（９） 該流動性着色物が、電界の作用により移動可能な成分を含有している前記（１）
乃至前記（８）のいずれか１に記載の表示用材料。
（１０） 該電界の作用により移動可能な成分が、黒色低次酸化チタンである前記（９）
に記載の表示用材料。
（１１）前記（９）又は（１０）に記載の表示用材料を含む表示装置を用い、該表示用材
料に電界を印加して、該表示用材料中に含まれる該流動性着色物を該電界の作用により移
動させることを特徴とする表示方法。
（１２） 対向配置された一対の基板間に前記（９）又は（１０）に記載の表示用材料を
介在させた構造を有し、該一対の基板のうちの少なくとも１つの基板には電極が配設され
、かつ該一対の基板のうちの少なくとも１つの基板が透明であることを特徴とする電気泳
動表示媒体。
（１３） 該表示用材料の少なくとも一方の面に、オーバーコート層を設けた前記（１２
）に記載の電気泳動表示媒体。
（１４） 該オーバーコート層が、熱硬化性樹脂及び／又は活性エネルギー線硬化樹脂か
らなる前記（１３）に記載の電気泳動表示媒体。
（１５） 前記電気泳動表示媒体の少なくとも一部分に印刷層を設けた前記（１２）乃至
（１４）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体。
（１６） 前記印刷層上に印刷保護層を設けた前記（１５）に記載の電気泳動表示媒体。
（１７） 電界の印加・制御により画像の形成と消去が可能な表示部と、情報記録部とを
有する前記（１２）乃至（１６）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体。
（１８） 該情報記録部が、磁気の作用により情報記録の書き込みと読み出しが可能な記
録部である前記（１７）に記載の電気泳動表示媒体。
（１９） 該情報記録部が、集積回路メモリー又は光メモリーである前記（１７）に記載
の電気泳動表示媒体。
（２０） 該情報記録部が、光の作用により情報記録の読み出しが可能な記録部である前
記（１７）に記載の電気泳動表示媒体。
（２１） 該情報記録部の情報が、表示媒体の表裏の判別を示す情報及び、／又は表示媒
体の位置を示す情報である前記（１７）乃至（２０）のいずれか１に記載の電気泳動表示
媒体。
（２２）前記（１２）乃至（２２）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体を用い、該電
極を介して電界を該表示用材料に印加して、該表示用材料中に含まれる該流動性着色物を
該電界の作用により移動させることを特徴とする表示方法。
（２３） 該電界の印加を停止した後においても、表示された表示状態を継続保持する前
記（２２）に記載の表示方法。
（２４）前記（２２）に記載の表示方法で表示した後、該電界とは逆の電界を印加して該
表示状態を消去することを特徴とする消去方法。
（２５） 前記（２４）の消去方法で表示を消去した後、前記（２２）の表示方法で再び
表示することを特徴とする再表示方法。
（２６） 前記（１２）乃至（２１）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体と、該電気
泳動表示媒体に視認可能な情報を表示させることができる書き込み装置とからなり、該電
気泳動表示媒体と該書き込み装置は少なくとも書き込み時には近接させられるように着脱
が可能である表示装置であって、該書き込み装置は画像信号に応じて該電気泳動表示媒体
に電界を作用させることができ、かつ該電気泳動表示媒体との平面位置関係を相対的に変
えうる機構を有する電極アレイを装備していることを特徴とする表示装置。
（２７） 前記（１２）乃至（２１）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体と、該電気
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泳動表示媒体に視認可能な情報を表示させることができる書き込み装置とからなり、該電
気泳動表示媒体と該書き込み装置は少なくとも書き込み時には近接させられるように着脱
が可能である表示装置であって、該書き込み装置は画像信号に応じて該電気泳動表示媒体
表面に電荷を付与させることができ、かつ該電気泳動表示媒体との平面位置関係を相対的
に変えうる機構を有するイオン銃アレイを装備していることを特徴とする表示装置。
（２８） 前記（１２）乃至（２１）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体と、該電気
泳動表示媒体に視認可能な情報を表示させることができる書き込み装置とからなり、該電
気泳動表示媒体と該書き込み装置は少なくとも書き込み時には近接させられるように着脱
が可能である表示装置であって、該書き込み装置は複数の信号電極と走査電極を装備し、
その交差部に画像信号に応じて電気泳動表示媒体に電界を印加することのできるスイッチ
ング素子を有し、それによって該電気泳動表示媒体に画像を表示するように構成されたこ
とを特徴とする表示装置。
（２９） 該画像信号に応じて該電気泳動表示媒体に電界を印加することのできるスイッ
チング素子が、薄膜トランジスタである前記（２８）に記載の表示装置。
（３０） 前記（１２）乃至（２１）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体が構成の少
なくとも一部を占めることを特徴とする可逆表示カード。
（３１） 可撓性を有する前記（３０）に記載の可逆表示カード。
（３２） 前記（１２）乃至（２１）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体が構成少な
くとも一部を占めることを特徴とする可逆記録シート。
（３３） 可撓性を有する前記（３２）に記載の可逆記録シート。
（３４） 前記（１２）乃至（２１）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体が構成の少
なくとも一部を占めることを特徴とする可逆表示ディスプレイ。
（３５） 可撓性を有する前記（３４）に記載の可逆表示ディスプレイ。
（３６） 前記（１２）乃至（２１）のいずれか１に記載の電気泳動表示媒体が構成の少
なくとも一部を占めることを特徴とする可逆表示型看板。
（３７） 可撓性を有する前記（３６）に記載の可逆表示型看板。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明の表示用材料は、１つの色調を有する多孔性部材と、該部材とは異なる色調を有す
る流動性着色物とから構成される。この場合、多孔性部材は、周壁（壁部）により包囲さ
れた空孔（空隙）を有し、その周壁は、表示を行う際の一つの色調を表す機能を有してお
り、壁部に囲まれている空孔（空隙）に存在する異なる色調の流動性着色物との色調差に
よって表示を行うことができる。本発明における多孔性部材は、単なるマトリックス材で
はなくて、表示を行う際の一方の色調を表現する機能を有している点が、前記の従来技術
にある多孔性スペーサーや多孔質物質とは大きく異なっている。つまり、従来技術にある
高分子化合物等で形成された多孔性スペーサーや多孔質物質は単なるマトリックス材（表
示液を保持する為の器）にすぎず、表示特性は全て充填された表示液の特性に支配されて
いるのに対して、本発明で用いる多孔性部材は、それ自身で一つの色調を有しており、表
示を行う際の一方の色調を混色のない均一な状態で表現することができる。この多孔性部
材は、特に、地肌部に相当する部分を表示するのに適しており、白色の色調を有する場合
には、白い地肌部を高い反射率で実現することができる。尚、表示は空隙部に存在する流
動性着色物が、連泡多孔性部材の内部を移動することによって行われる。移動は流動性着
色物の特性にあわせて様々な方法で行うことができ、例えば重力、磁界の作用、電界の作
用、加熱などの外部刺激を挙げることができる。また、これらの各種外部刺激による層分
離現象や発色消色現象等によって起こる光学特性変化を利用することもできる。更に、本
発明の表示用材料を用いて各種の可逆表示可能な媒体及び表示装置を実現させることがで
きる。
【００１４】
本発明における一つの色調を有する多孔性部材の壁部（多孔質状態の空隙部以外の部分）
は、有機材料、無機材料、及び両者の複合材料、混合材料などの着色部材によって色調を
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発現することができる。多孔性部材は、着色部材である有機材料、無機材料及び、両者の
複合材料、混合材料のみで形成される場合と、高分子化合物のような結着剤中に有機材料
、無機材料及び両者の複合材料、混合材料が分散状態で存在している場合等がある。また
、多孔性部材が呈する色は、必要に応じて各種色調を適用することができる。尚、本発明
における色調は白色も一つの色調として含めている。この色調については、多孔性部材の
壁部を構成する有機材料、無機材料及び、両者の複合材料、混合材料である着色部材で発
現されるが、これらの着色部材を結着する高分子化合物への着色によっても発現すること
ができる。
【００１５】
本発明の多孔性部材において、その壁部（周壁）は、前記のように１つの色調を有するも
のであり、その壁部は、着色部材を含有し、多孔性部材は、この壁部の色調を示す。この
着色部材には、無機材料及び有機材料が包含される。以下にこれらの着色部材の具体例を
示すが、本発明において用いる着色部材はこれらに限定されるものではない。
【００１６】
無機材料としては、鉛白、亜鉛華、リトポン、二酸化チタン、硫化亜鉛、酸化アンチモン
、炭酸カルシウム、カオリン、雲母、硫酸バリウム、グロスホワイト、アルミナホワイト
、タルク、シリカ、ケイ酸カルシウム、カドミウムイエロー、カドミウムリポトンイエロ
ー、黄色酸化鉄、チタンイエロー、チタンバリウムイエロー、カドミウムオレンジ、カド
ミウムリポトンオレンジ、モリブデートオレンジ、ベンガラ、鉛丹、銀朱、カドミウムレ
ッド、カドミウムリポトンレッド、アンバー、褐色酸化鉄、亜鉛鉄クロムブラウン、クロ
ムグリーン、酸化クロム、ビリジアン、コバルトグリーン、コバルトクロムグリーン、チ
タンコバルトグリーン、紺青、コバルトブルー、群青、セルリアンブルー、コバルトアル
ミニウムクロムブルー、コバルトバイオレット、ミネラルバイオレット、カーボンブラッ
ク、鉄黒、マンガンフェライトブラック、コバルトフェライトブラック、銅クロムブラッ
ク、銅クロムマンガンブラック、黒色低次酸化チタン（チタンブラック）、アルミニウム
粉、銅粉、鉛粉、鈴粉、亜鉛粉等が挙げられる。
【００１７】
有機材料としては、ファストイエロー、ジスアゾイエロー、縮合アゾイエロー、アントラ
ピリミジンイエロー、イソインドリンイエロー、銅アゾメチンイエロー、キノフタロイン
イエロー、ベンズイミダゾロンイエロー、ニッケルジオキシムイエロー、モノアゾイエロ
ーレーキ、ジニトロアニリンオレンジ、ピラゾロンオレンジ、ペリノンオレンジ、ナフト
ールレッド、トルイジンレッド、パーマネントカーミン、ブリリアントファストスカーレ
ット、ピラゾロンレッド、ローダミン６Ｇレーキ、パーマネントレッド、リソールレッド
、ボンレーキレッド、レーキレッド、ブリリアントカーミン、ボルドー１０Ｂ、ナフトー
ルレッド、キナクリドンマゼンタ、縮合アゾレッド、ナフトールカーミン、ペリレンスカ
ーレッド、縮合アゾスカーレッド、ベンズイミダゾロンカーミン、アントラキノニルレッ
ド、ペリレンレッド、ペリレンマルーン、キナクリドンマルーン、キナクリドンスカーレ
ッド、キナクリドンレッド、ジケトピロロピロールレッド、ベンズイミダゾロンブラウン
、フタロシアニングリーン、ビクトリアブルーレーキ、フタロシアニンブルー、ファスト
スカイブルー、アルカリブルートーナー、インダントロンブルー、ローダミンＢレーキ、
メチルバイオレットレーキ、ジオキサジンバイオレット、ナフトールバイオレットが挙げ
られる。
【００１８】
これらの顔料粒子の中では、二酸化チタンが高屈折率であり地肌部の白色を表示する観点
から好ましい。また、地肌部に白色以外の色を用いる場合には、その色に応じた顔料を適
宜用いることができる。また、これらの顔料粒子は、二種以上の混合物として用いること
も可能であり、更には、顔料単独の微粒子としてだけでなく、各種表面改質を施した状態
でも用いることが可能である。この場合の表面改質の方法としては、顔料粒子に対して通
常行われる各種の方法を適用することができ、例えば、ポリマーをはじめとする各種化合
物を顔料表面にコートマイザー法をはじめとする各種方法によりコーティングしたもの、
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チタネート系・シラン系などの各種カップリング剤によるカップリング処理したもの、グ
ラフト重合処理したものなどが挙げられる。また、これらの顔料粒子は、メカノケミカル
的な処理を施した状態でも用いることが可能であり、顔料粒子どうし、または、ポリマー
粒子・後述する中空ポリマー粒子との間で形成された複合粒子、更に、各種樹脂との間で
形成された複合粒子等の形態としても用いることが可能であり、これら複合粒子に対して
も前記の各種表面改質を施した状態で用いることが可能である。
【００１９】
更に、本発明においては、以下に示す内部に空隙を有する化合物も着色部材として同様に
用いることができる。これらの化合物は、粒子内部に充填されていない空間を有するもの
であり、その空間は隔壁によって形成されたもの以外に多孔質等の各種状態によって形成
されたものであっても構わないが、組み合わせる溶媒との関係において、外部からの溶媒
の浸透による空隙の消滅が発生することがなく、溶媒中において空隙が維持されている必
要がある。この様な粒子としては、有機材料、無機材料及び、両者の複合によって構成さ
れるものがあり、有機ポリマーからなる中空粒子、有機ポリマーからなる多孔質粒子、無
機物質からなる中空粒子、無機物質からなる多孔質粒子及びこれら内部に空隙を有する粒
子の表面を樹脂膜等で覆った粒子等を挙げることができる。
【００２０】
有機ポリマーからなる中空粒子及び有機ポリマーからなる多孔質粒子としては、従来公知
の方法で製造することが可能であり、微粒子ポリマーの新展開（東レリサーチセンター）
、微孔性ポリマーとその応用展開（東レリサーチセンター）や高分子微粒子の最新技術と
用途展開（シーエムシー）などをはじめとする各種文献に掲載されている各種方法によっ
て作製することが可能である。例えば、乳化重合を利用した方法、シード乳化重合法、ソ
ープフリー重合法、分散重合法、懸濁重合法＋発泡を利用した方法、シード重合法＋発泡
を利用した方法、シード重合＋重合収縮を利用した方法、Ｗ／Ｏ／Ｗエマルジョンの懸濁
重合による方法、スプレードライの液滴の表面乾燥を利用した方法、ポリマーエマルジョ
ンを電解質固体粒子の添加により凝集させるシード凝集法などがあげられるがこれらの方
法によって作製されたものに限定されるものではない。
【００２１】
有機ポリマーからなる中空粒子及び有機ポリマーからなる多孔質粒子を構成する有機ポリ
マーの材質は、従来公知のポリマー材料から選ぶことができる。これらの例としては、ス
チレン系、スチレン－アクリル系、スチレン－イソプレン系、ジビニルベンゼン系、メチ
ルメタクリレート系、メタクリレート系、エチルメタクリレート系、エチルアクリレート
系、ｎ－ブチルアクリレート系、アクリル酸系、アクリロニトリル系、アクリルゴム－メ
タクリレート系、エチレン系、エチレン－アクリル酸系、ナイロン系、シリコーン系、ウ
レタン系、メラミン系、ベンゾグアナミン系、フェノール系、フッソ（テトラクロロエチ
レン）系、塩化ビニリデン系、４級ピリジニウム塩系、合成ゴム、セルロース、酢酸セル
ロース、キトサン、アルギン酸カルシウム等のポリマー材料及びこれらのポリマー材料に
対して架橋を行うことで耐溶剤性機能を向上させたポリマー材料を挙げることができるが
、これらのポリマー材料に限定されるものではない。
【００２２】
前記の方法、材料を用いることによって作られたものを例示すると、例えば、スチレン－
アクリル系のローム・アンド・ハース社のローペイク、架橋型スチレン－アクリル系のＪ
ＳＲ製中空粒子、松本油脂の熱膨張マイクロカプセル、大日本インキのＧｒｎｎｇｏｌｌ
などが挙げられるが、これらのものに限定されるものではない。尚、これらのこれらの中
空粒子を使用するにあたり乾燥品（ドライ品）の場合は、そのまま用いることができるが
、エマルション等の液体中に分散されているものは、乾燥して用いることができる。更に
、有機ポリマーからなる中空粒子、有機ポリマーからなる多孔質粒子の表面に対して、各
種の無機顔料粒子を付着させた複合粒子も同様の機能を有するものである。その一例とし
て、有機ポリマーからなる中空粒子と二酸化チタンとのオーダードミクスチャーなる複合
粒子を挙げる事が出来る。また、これらの粒子は、各種表面改質を施した状態でも用いる
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ことが可能である。この場合の表面改質の方法としては、顔料粒子に対して通常行われる
各種の方法を適用することができ、例えば、ポリマーをはじめとする各種化合物を顔料表
面にコートマイザー法をはじめとする各種方法によるコーティング、各種カップリング剤
による表面処理、グラフト重合処理などが挙げられる。
また、本発明で用いる上記の内部に空隙を有する粒子は、白色のものだけでなく、必要に
応じて白色以外の各種の色に染色により着色して用いることが可能である。
【００２３】
次に、無機材料からなる中空粒子及び、無機物質からなる多孔質粒子について説明する。
このような粒子としては、従来公知の方法で作製される各種の無機材料からなる中空粒子
及び無機物質からなる多孔質粒子を用いることができる。これらの製法の一例としては、
粉床法、トポケミカル法、メカノケミカル反応等の付着を利用した方法、表面沈積法、含
浸法、界面反応法等の沈殿反応を利用する方法、更には、界面ゲル化反応法等を挙げるこ
とができる。これらの具体的な例としては、例えば、界面反応法（新しい材料設計法への
挑戦／１９９８年５月２９日：セミナー資料）を用いる事によって作製されたシリカ、ケ
イ酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸ストロンチウム、ケイ酸バリウム、炭酸コ
バルト、酸化コバルト、コバルト、酸化鉄、コバルト－鉄炭酸塩、塩基性炭酸銅、金属銅
、炭酸ニッケル等の無機球形中空粒子及び、無機球形多孔質粒子や、界面ゲル化反応法（
色材、７０（２）８４－９１、１９９７）によって作製された酸化アルミ、二酸化チタン
等の無機球形中空粒子及び、無機球形多孔質粒子が挙げられる。また、各種の無機材料を
焼成により発泡させたものも同様の機能をもっており、これらの例としては、発泡性シリ
カを挙げる事が出来る。
【００２４】
また、これらの無機材料からなる中空粒子及び、無機物質からなる多孔質粒子は、顔料単
独の微粒子としてだけでなく、前記と同様に各種表面改質を施した状態でも用いることが
可能である。この場合の表面改質の方法としては、顔料粒子に対して通常行われる各種の
方法を適用することができ、例えば、ポリマーをはじめとする各種化合物を顔料表面にコ
ートマイザー法をはじめとする各種方法によるコーティング、各種カップリング剤による
表面処理、グラフト重合処理したものなどが挙げられる。また、これらの顔料粒子は、メ
カノケミカル的な処理を施した状態でも用いることが可能であり、顔料粒子どうし、また
は、ポリマー粒子・中空ポリマー粒子との間で形成された複合粒子、更に、各種樹脂との
間で形成された複合粒子等の形態としても用いることが可能である。
【００２５】
本発明において多孔性部材の壁部を形成するにあたり、前記の有機材料、無機材料からな
る着色部材を固定する為に用いる高分子化合物としては、従来公知の各種のものを用いる
ことができる。このようなものとしては、例えば、以下のものが挙げられる。
ポリウレタン、ポリ尿素、ポリ尿素－ポリウレタン、尿素－ホルムアルデヒド樹脂、メラ
ミン－ホルムアルデヒド樹脂、ポリアミド、ポリエステル、ポリスルホンアミド、ポリカ
ーボネート、ポリスルフィネート、エポキシリ、アクリル酸エステル、メタクリル酸エス
テル、酢酸ビニル、ゼラチン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化
ビニル、ポリ塩化ビニルデン、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール
、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、エチレン－
ビニルアルコール共重合体、ポリアセタール、アクリル樹脂、メチルセルロース、エチル
セルロース、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ジエン樹脂、ポリスチレン
系熱可塑性エラストマー、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー、ポリウレタン系熱可
塑性エラストマー、ポリエステル系熱可塑性エラストマー、ポリフェニレンエーテル、ポ
リフェニレンスルフィド、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリアリレート
、アラミド、ポリイミド、ポリ－ｐ－フェニレン、ポリ－ｐ－キシレン、ポリ－ｐ－フェ
ニレンビニレン、ポリヒダントイン、ポリパラバン酸、ポリベンゾイミダゾール、ポリベ
ンゾチアゾール、ポリベンゾオキサジアゾール、ポリキノキサリンなど。
【００２６】
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また、下記の熱硬化性樹脂又は活性エネルギー線硬化樹脂、あるいはそれらの混合物から
選択された一種類以上の材料が挙げられる。
熱硬化性樹脂は、自己又は架橋剤と反応して共有結合を形成することが可能な官能基を有
したポリマー及び／又はポリマー性化合物からなり、任意の架橋促進剤と触媒を用いて形
成される。自己又は架橋剤と反応して共有結合を形成することが可能な官能基を有したポ
リマー及びポリマー性化合物としては、ポリビニルアルキルカルバメート、ポリビニルブ
チラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルアルコール、エチルセルロース、酢酸セル
ロース、ニトロセルロース、ポリウレア、ポリウレタン、ウレタンプレポリマー、カルボ
キシ変性ポリウレタン、アミノ変性ポリウレタン、ポリウレタンアクリレート、ポリエス
テルアクリレート、エポキシアクリレート、不飽和ポリエステル、ポリエーテルアクリレ
ート、Ｎ－メチロールアクリルアミド、メラミン、メチロール化メラミン、アルキド樹脂
、フェノール樹脂、シリコン樹脂、フラン樹脂、レゾシノール樹脂、エポキシ樹脂又はそ
れらの変性体などが挙げられる。架橋促進剤と触媒は、自己又は架橋剤と反応して共有結
合を形成することが可能な官能基を有したポリマー及び／又はポリマー性化合物と架橋剤
の組合せに応じて適宜選択する。
【００２７】
活性エネルギー線硬化樹脂は、光重合性モノマー（反応性希釈剤）、光重合性オリゴマー
、不飽和プレポリマー、不飽和オリゴマー及び任意の光開始剤からなる。
光重合性モノマーとしては、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシプロピ
ルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート又は２－ヒドロキシエチルアクリロイ
ルホスフェートなどの単官能モノマー、１，３－ブタンジオールジアクリレート、１，４
－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ジエチレ
ングリコールジアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、ネオペンチル
グリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート又はヒドロキシピバ
リン酸エステルネオペンチルグリコールジアクリレートなどの二官能性モノマー、又はジ
ペンタエリスリトール、ペンタエリスリトールトリアクリレート又はトリメチロールプロ
パントリアクリレートなどの三官能以上のモノマーが挙げられる。
光重合性オリゴマーとしては、ポリエステルアクリレート、エポキシアクリレート、ポリ
ウレタンアクリレート、ポリエーテルアクリレート、ポリエーテルアクリレート、シリコ
ンアクリレート、アルキッドアクリレート又はメラミンアクリレートなどが挙げられる。
光開始剤としては、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸メチル、ジエトキシアセトフェ
ノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、１－ヒドロキシ
シクロヘキシルフェニルケトン、２－メチル－１－（４－（メチルチオ）フェニル－２－
）モルホリノプロパン－１、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンゾインプロピルエーテ
ル、ベンゾインエチルエーテル、ベンジル、ベンジルジメチルケタール、２－クロロチオ
キサントン又は２，４－ジエチルチオキサントンなどが挙げられる。
不飽和プレポリマー及びオリゴマーとしては、不飽和ポリエステル、ポリエステルアクリ
レート、エポキシアクリレート、ポリウレタンアクリレート、ポリエーテルアクリレート
、不飽和アクリル樹脂、不飽和シリコーン、又は不飽和フッ素樹脂などが挙げられる。
【００２８】
前記材料によって構成されるの一つの色調を有する多孔性部材の調製には、従来公知の各
種多孔質物質の調製方法を適用することができる。その方法の一例を以下に示すが、本発
明において用いられる多孔性部材の調製方法はこれに限定されるものではない。
前記の多孔性部材の壁部を構成する前記着色部材とこれを結着させるための高分子化合物
との混合物に対して、凝集、起泡・発泡、ゲル化、焼結等の各種方法によって調製するこ
とができるが、空隙部の大きさをコントロールする為には、以下に示す方法が好ましい。
先ず、（ｉ）着色部材と、（ii）結着部材及び（iii）可溶性樹脂粒子を含有する混合物
を作る。この混合物において、その着色部材の割合は、着色部材と結着部材との合計量に
対して、５０～９５重量％、好ましくは６５～８５重量％である。また、その可溶性樹脂
粒子の割合は、着色部材と可溶性樹脂粒子との合計量に対して、４０～９５重量％、好ま
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しくは６０～９０重量％である。
次に、前記混合物を所要の形状に成形する。この成形法には、熱成形や、キャスト法等が
包含される。熱成形法の場合には、結着樹脂としては、着色部材及び溶解性樹脂粒子より
も低融点のものが用いられ、熱成形に際しては、その結着樹脂のみが軟化ないし溶融する
。この熱成形法には、押出法や、カレンダー成形法、射出成形法等がある。
キャスト法の場合には、結着樹脂を溶解させる溶媒が用いられる。この場合の溶媒は、結
着樹脂のみを溶解し、着色部材及び樹脂粒子を実質的に溶解しないものが選定される。
前記のようにして得られる成形体の形状は、フィルム、シート、板体、球状、円柱状等の
各種の形状であることができる。通常はフィルム状（シート状を含む）である。
次に、前記成形体は、これを溶媒と接触させ、その成形体の少なくとも表面部に存在する
樹脂粒子を溶出除去させる。これによって、その成形体には、その少なくとも表面部に樹
脂粒子が溶出除去された跡に空孔が形成され、多孔性材料が得られる。この場合に使用す
る溶媒は、着色材料や結着樹脂に対しては実質的な溶解性を示さず、樹脂粒子のみを選択
的に溶解し得る溶解特性を有するものである。
このようにして得られる多孔性部材において、その空孔は、樹脂粒子が存在していた跡（
空間）及びその樹脂粒子が成形体表面から溶出除去され溶出通路跡に形成され、全体的に
は、球形に近い形をした空孔が相互に連通した構造の空孔（連泡構造の空孔）が形成され
る。
この場合の空孔のサイズは、主にその樹脂粒子のサイズに依存し、樹脂粒子の粒径が小さ
くなるにつれて、より小さい空孔が形成される。樹脂粒子の粒径は、所要空孔サイズに応
じて適宜選定する。
【００２９】
本発明においては、多孔性部材内に分散される空隙のサイズは、注入する流動性着色物と
の関係で制御する必要があり、流動性着色物の移動や表示の精細性の観点から、その空隙
（空孔）のサイズは、数μｍ～数百μｍ（３～５００μｍ程度）の大きさの空隙であるこ
とが好ましい。より好ましくは１０～２００μｍ程度、さらに好ましくは２０～１００μ
ｍ程度である。
この様にして調製された一つの色調を有する多孔性部材に対して流動性着色部材を注入（
充填）することで本発明の表示用材料が調製される。この表示用材料については様々な形
態の表示媒体として利用することができるが、中でも、支持体上に薄い層として多孔性部
材が存在する形状は、表示媒体を形成するには有利な形態である。また、この場合の多孔
性部材は、連続した１つの連泡多孔性部材から形成されていても良いし、連泡多孔性部材
の粒子や繊維のような不連続な連泡多孔性部材の集合状態で形成されていても良い。
【００３０】
本発明の表示用材料は、前記の一つの色調を有する多孔性部材中の空隙部分に色調の異な
る流動性着色物を充填することで形成されている。この際、多孔性部材中に充填される流
動性着色物としては、多孔性部材との間で色調差を生じることができるものであればよく
、異なる色調を有する物質で構成されていてもよいし、外部刺激によって異なる色調を発
現するようなものでも良い。
この様な流動性着色物は外部からの刺激によって多孔性部材との間に、色調差を生ずるこ
とができるが、この場合の外部刺激としては、例えば、重力、電界、磁界、熱などが挙げ
られ、それに伴う流動性着色物の移動、相変化、粒子サイズの変化、物理的・化学的な色
調変化などによって色調差を生じ表示を行うことができる。これらの中でも、着色物を電
界の作用によって移動させる（電気泳動）現象を利用した表示方法は電気的な刺激によっ
てコントロールすることができることから有用性が高い。
【００３１】
この様な流動性着色物を構成している着色物としては、前記の多孔性部材の壁部を構成し
ている有機材料、無機材料、及び両者の複合材料、混合材料などの着色部材を挙げること
ができ、多孔性部材の色調と異なる色調のものを選んで用いることができる。これらの中
でも黒色表示を行うという観点から黒色低次酸化チタン（チタンブラック）やカーボンブ
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ラックなどが好ましく用いられる。一方、これらの着色部材は通常分散媒中に分散された
状態で用いることができるが、この場合の分散媒としては各種タイプのものを用いること
ができる。例えば、芳香族系炭化水素としては、ベンゼンや、トルエン、キシレン、エチ
ルベンゼン、ドデシルベンゼン等のアルキルベンゼン誘導体、フェニルキシリルエタン、
１，１－ジトリルエタン、１，２－ジトリルエタン、１，２－ビス（３，４－ジメチルフ
ェニルエタン）（ＢＤＭＦ）等のジアリルアルカン誘導体、ジイソプロピルナフタレン等
のアルキルナフタレン誘導体、モノイソプロピルビフェニル、イソプロピルビフェニル、
イソアミルビフェニル等のアルキルビフェニル誘導体、各種割合にて水素化されたターフ
ェニル誘導体、ジベンジルトルエン等のトリアリルジメタン誘導体、ベンジルナフタレン
誘導体、フェニレンオキサイド誘導体、ジアリルアルキレン誘導体、アリルインダン誘導
体、ポリ塩素化ビフェニル誘導体、ナフテン系炭化水素等が挙げられる。
【００３２】
また、ヘキサン、シクロヘキサン、ケロシン、アイソパー、パラフィン系炭化水素等の脂
肪族炭化水素類、クロロホルム、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリフル
オロエチレン、テトラフルオロエチレン、ジクロロメタン、臭化エチル等のハロゲン化炭
化水素類、リン酸トリクレジル、リン酸トリオクチル、リン酸オクチルジフェニル、リン
酸トリシクロヘキシル等のリン酸エステル類、フタル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、
フタル酸ジラウリル、フタル酸ジシクロヘキシル等のフタル酸エステル類、オレイン酸ブ
チル、ジエチレングリコールジベンゾエート、セバシン酸ジオクチル、セバシン酸ジブチ
ル、アジピン酸ジオクチル、トリメリット酸トリオクチル、クエン酸アセチルトリエチル
、マレイン酸オクチル、マレイン酸ジブチル、酢酸エチル等のカルボン酸エステル類、塩
素化パラフィン、Ｎ，Ｎ－ジブチル－２－ブトキシ－５－ターシャリオクチルアニリン等
が挙げられるが、これらに限定されるものではない。更に、本発明においては、これらの
分散媒を単独で又は２種類以上混合して用いることができる。
【００３３】
本発明においては、上記分散媒に対して各種油溶性染料を溶解して着色して用いることが
可能である。その場合、用いることのできる染料としては以下のものを挙げることができ
る。
スピリットブラック（ＳＢ，ＳＳＢＢ，ＡＢ）、ニグロシンベース（ＳＡ，ＳＡＰ，ＳＡ
ＰＬ，ＥＥ，ＥＥＬ，ＥＸ，ＥＸＢＰ，ＥＢ）、オイルイエロー（１０５，１０７，１２
９，３Ｇ，ＧＧＳ）、オイルオレンジ（２０１，ＰＳ，ＰＲ）、ファーストオレンジ、オ
イルレッド（５Ｂ，ＲＲ，ＯＧ）、オイルスカーレット、オイルピンク３１２、オイルバ
イオレット＃７３０、マクロレックスブルーＲＲ、スミプラストグリーンＧ、オイルブラ
ウン（ＧＲ，４１６）、スーダンブラックＸ６０、オイルグリーン（５０２，ＢＧ）、オ
イルブルー（６１３，２Ｎ，ＢＯＳ）、オイルブラック（ＨＢＢ，８６０，ＢＳ）、バリ
ファーストイエロー（１１０１，１１０５，３１０８，４１２０）、バリファーストオレ
ンジ（３２０９，３２１０）、バリファーストレド（１３０６，１３５５，２３０３，３
３０４，３３０６，３３２０）、バリファーストピンク２３１０Ｎ、バリファーストブラ
ウン（２４０２，３４０５）、バリファーストブルー（３４０５，１５０１，１６０３，
１６０５，１６０７，２６０６，２６１０）、バリファーストバイオレット（１７０１，
１７０２）、ヴァリファーストブラック（１８０２，１８０７，３８０４，３８１０，３
８２０，３８３０）、アシッドブラック１等が代表的なものとして挙げられる。
【００３４】
本発明の流動性着色物においては、前記の着色部材、分散媒以外にも着色部材粒子の表面
電荷量を制御したり、分散性を高める目的で慣用的に用いられる各種の補助成分を添加し
て用いることができる。これらの補助成分としては界面活性剤、保護コロイド剤等を用い
ることができるが、これらに限定されるものではない。この場合の界面活性剤としては、
分散剤に対して溶解又は、分散状態に混ざり合うことのできるノニオン（非イオン）系界
面活性剤及び、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性系界面活性剤のイオ
ン系界面活性剤を単独又は、２種以上混合して用いることができる。これらの界面活性剤
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の具体例としては以下のものが挙げられるが、本発明にて用いる界面活性剤はこれらに限
定されるものではない。
【００３５】
（ノニオン系界面活性剤）
ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンジノニルフェノール
エーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンスチレ
ン化フェノール、ポリオキシポリオキシエチレンビスフェノールＡ、ポリオキシエチレン
ノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ノニルフェノ
ールエトキシレート等のポリオキシアルキレンアルキルフェノールエーテル類。
ポリオキシエチレンひまし油、ポリオキシアルキレンブロックポリマー、ポリオキシエチ
レンセチルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイ
ルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシプロピレンエーテル等
のポリオキシアルキレンエーテル類。
モノオールタイプのポリオキシアルキレングリコール、ジオールタイプのポリオキシアル
キレングリコール、トリオールタイプのポリオキシアルキレングリコール、モノオール系
ブロックタイプのポリアルキレングリコール、ジオール系ブロックタイプのポリアルキレ
ングリコール、ランダムタイプのポリアルキレングリコール等のグリコール類。
【００３６】
オクチルフェノールエトキシレート、オレイルアルコールエトキシレート、ラウリルアル
コールエトキシレート等の第１級直鎖アルコールエトキシレート及び、第２級直鎖アルコ
ールエトキシレート、、多核フェノールエトキシレート等のアルキルアルコールエーテル
類。
ポリオキシエチレンロジンエステル、ポリオキシエチレンラウリルエステル、ポリオキシ
エチレンオレイルエステル、ポリオキシエチレンステアリルエステル等のポリオキシアル
キレンアルキルエステル類。
ソルビタンモノラウレイト、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート
、ソルビタンジラウレイト、ソルビタンジパルミテート、ソルビタンジステアレート、ソ
ルビタンセスキラウレイト、ソルビタンセスキパルミテート、ソルビタンセスキステアレ
ート等のソルビタン脂肪酸エステル類。
ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレイト、ポリオキシエチレンソルビタンモノパル
ミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビ
タンジラウレイト、ポリオキシエチレンソルビタンジパルミテート、ポリオキシエチレン
ソルビタンジステアレート、ポリオキシエチレンソルビタンセスキラウレイト、ポリオキ
シエチレンソルビタンセスキパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンセスキステア
レート等のポリオキシエチレンソルビタンエステル類。
【００３７】
飽和脂肪酸メチルエステル、不飽和脂肪酸メチルエステル、飽和脂肪酸ブチルエステル、
不飽和脂肪酸ブチルエステル、飽和脂肪酸ステアリルエステル、不飽和脂肪酸ステアリル
エステル、飽和脂肪酸オクチルエステル、不飽和脂肪酸オクチルエステル、ステアリン酸
ポリエチレングリコールエステル、オレイン酸ポリエチレングリコールエステル、ロジン
ポリエチレングリコールエステル等の脂肪酸エステル類。
ステアリン酸、オレイン酸、パルミチン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸等の脂肪酸類及び
、これら脂肪酸のアミド化化合物類。
ポリオキシエチレンラウリルアミン、ポリオキシエチレンアルキルアミン、ポリオキシエ
チレンアルキルアミンエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアミン類。
【００３８】
ラウリル酸モノエタノールアミド、椰子脂肪酸ジエタノールアミド等の高級脂肪酸モノエ
タノールアミド類、高級脂肪酸ジエタノールアミド類、ポリオキシエチレンステアリン酸
アミド、ヤシジエタノールアミド（１－２型／１－１型）、アルキルアルキロールアミド
等のアミド化合物類及び、アルカノールアミド類。Ｒ－（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）ｍＨ（ＣＨ2Ｃ
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Ｈ2Ｏ）ｎＨ、Ｒ－ＮＨ－Ｃ3Ｈ6－ＮＨ2〔Ｒ＝オレイル・オクチル・ドデシル・テトラデ
シル・ヘキサデシル・オクラデシル・ヤシ・牛脂・大豆等〕で表されるアルカノールアミ
ン類。Ｒ－ＮＨ２〔Ｒ＝オレイル・オクチル・ドデシル・テトラデシル・ヘキサデシル・
オクラデシル・ヤシ・牛脂・大豆等〕で表される１級アミン類。Ｒ1Ｒ2－ＮＨ〔Ｒ1・Ｒ2

＝Ｒ＝オレイル・オクチル・ドデシル・テトラデシル・ヘキサデシル・オクラデシル・ヤ
シ・牛脂・大豆等〕で表される２級アミン類。Ｒ1Ｒ2Ｒ3Ｎ〔Ｒ1・Ｒ2・Ｒ3＝オレイル・
オクチル・ドデシル・テトラデシル・ヘキサデシル・オクラデシル・ヤシ・牛脂・大豆等
〕で表される３級アミン類。各種合成系高級アルコール類及び、各種天然系高級アルコー
ル類。
アクリル酸系化合物、ポリカルボン酸系化合物、ヒドロキシ脂肪酸オリゴマー、ヒドロキ
シ脂肪酸オリゴマー変成物等の高分子類及び、オリゴマー類。
【００３９】
（アニオン系界面活性剤）
ポリカルボン酸型高分子活性剤、ポリカルボン酸型陰イオン活性剤、特殊脂肪酸石鹸、ロ
ジン石鹸等のカルボン酸塩類。
ヒマシ油硫酸エステル塩、ラウリルアルコールの硫酸エステルＮａ塩、ラウリルアルコー
ルの硫酸エステルアミン塩、天然アルコール硫酸エステルＮａ塩、高級アルコール硫酸エ
ステルＮａ塩等のアルコール系硫酸エステル塩類及び、ラウリルアルコールエーテルの硫
酸エステルアミン塩、ラウリルアルコールエーテルの硫酸エステルＮａ塩、合成高級アル
コールエーテルの硫酸エステルアミン塩、合成高級アルコールエーテルの硫酸エステルＮ
ａ塩、アルキルポリエーテル硫酸エステルアミン塩、アルキルポリエーテル硫酸エステル
Ｎａ塩、天然アルコールＥＯ（エチレンオキシド）付加体系硫酸エステルアミン塩、天然
アルコールＥＯ（エチレンオキシド）付加体系硫酸エステルＮａ塩、合成アルコールＥＯ
（エチレンオキシド）付加体系硫酸エステルアミン塩、合成アルコールＥＯ（エチレンオ
キシド）付加体系硫酸エステルＮａ塩、アルキルフェノールＥＯ（エチレンオキシド）付
加体系硫酸エステルアミン塩、アルキルフェノールＥＯ（エチレンオキシド）付加体系硫
酸エステルＮａ塩、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル硫酸エステルアミン塩、
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル硫酸エステルＮａ塩、ポリオキシエチレン多
環フェニルエーテル硫酸エステルアミン塩、ポリオキシエチレン多環フェニルエーテル硫
酸エステルＮａ塩等の硫酸エステル塩類。
【００４０】
各種アルキルアリルスルホン酸アミン塩、各種アルキルアリルスルホン酸Ｎａ塩、ナフタ
レンスルホン酸アミン塩、ナフタレンスルホン酸Ｎａ塩、各種アルキルベンゼンスルホン
酸アミン塩、各種アルキルベンゼンスルホン酸Ｎａ塩、ナフタレンスルホン酸縮合物、ナ
フタレンスルホン酸ホルマリン縮合物等のスルホン酸塩類。
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルスルホン酸アミン塩、ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテルスルホン酸Ｎａ塩、ポリオキシエチレン特殊アリルエーテルスルホ
ン酸アミン塩、ポリオキシエチレン特殊アリルエーテルスルホン酸Ｎａ塩、ポリオキシエ
チレントリデシルフェニルエーテルスルホン酸アミン塩、ポリオキシエチレントリデシル
フェニルエーテルスルホン酸Ｎａ塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルスルホン酸ア
ミン塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルスルホン酸Ｎａ塩等のポリオキシアルキレ
ン系スルホン酸塩類。
ジアルキルスルホサクシネートアミン塩、ジアルキルスルホサクシネートＮａ塩、多環フ
ェニルポリエトキシスルホサクシネートアミン塩、多環フェニルポリエトキシスルホサク
シネートＮａ塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルスルホ琥珀酸モノエステルアミン
塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルスルホ琥珀酸モノエステルＮａ塩等のスルホ琥
珀酸エステル塩類。
アルキルリン酸エステル、アルコキシアルキルリン酸エステル、高級アルコールリン酸エ
ステル、高級アルコールリン酸塩、アルキルフェノール型リン酸エステル、芳香族リン酸
エステル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルリン酸エステル、ポリオキシアルキレ
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ンアルキルアリルエーテルリン酸エステル等のリン酸エステル類及び、リン酸塩類。
【００４１】
（カチオン系界面活性剤）
Ｒ－Ｎ（ＣＨ3)3・Ｘ〔Ｒ＝ステアリル・セチル・ラウリル・オレイル・ドデシル・ヤシ
・大豆・牛脂等、Ｘ＝ハロゲン・アミン等〕で表されるアルキルトリメチルアミン系４級
アンモニウム塩類、Ｒ1Ｒ2－Ｎ（ＣＨ3)2・Ｘ〔Ｒ1，Ｒ2＝ステアリル・セチル・ラウリ
ル・オレイル・ドデシル・ヤシ・大豆・牛脂等、Ｘ＝ハロゲン・アミン等〕で表されるジ
アルキルジメチルアミン系４級アンモニウム塩類。テトラメチルアミン系塩、テトラブチ
ルアミン塩等の４級アンモニウム塩類。（ＲＮＨ3）（ＣＨ3ＣＯＯ）〔Ｒ＝ステアリル・
セチル・ラウリル・オレイル・ドデシル・ヤシ・大豆・牛脂等〕で表される酢酸塩類。
ラウリルジメチルベンジルアンモニウム塩（ハロゲン・アミン塩等）、ステアリルジメチ
ルベンジルアンモニウム塩（ハロゲン・アミン塩等）、ドデシルジメチルベンジルアンモ
ニウム塩（ハロゲン・アミン塩等）等のベンジルアミン系４級アンモニウム塩類。Ｒ（Ｃ
Ｈ3）Ｎ（Ｃ2Ｈ4Ｏ）ｍＨ（Ｃ2Ｈ4Ｏ）ｎ・Ｘ〔Ｒ＝ステアリル・セチル・ラウリル・オ
レイル・ドデシル・ヤシ・大豆・牛脂等、Ｘ＝ハロゲン・アミン等〕で表されるポリオキ
シアルキレン系４級アンモニウム塩類。
【００４２】
（両性系界面活性剤）
各種ベタイン型界面活性剤、各種イミダゾリン系界面活性剤、β－アラニン型界面活性剤
、ポリオクチルポリアミノエチルグリシン塩酸塩等。
【００４３】
また、保護コロイド剤としては、分散媒に対して溶解又は、分散状態で混ざり合うことの
出来る各種保護コロイド剤を用いることができる。
【００４４】
また、本発明の流動性着色物を構成する前記の着色部材粒子に対しては、分散性や多孔質
媒体形成などの種々の観点から必要に応じてカップリング剤をはじめとする表面処理を行
うことができる。ここでいうカップリング剤とは、異種物質の界面で起こる現象を調節す
る表面改質剤である。この様な特性を有する物質には有機金属系化合物が多く、クロム系
カップリング剤、シラン系カップリング剤、チタネート系カップリング剤、アルミニウム
系カップリング剤、ジルコニウム系カップリング剤、ジルコアルミネートカップリング剤
、更には、フッ素系カップリング剤などがある。これら各種カップリング剤としては例え
ば以下のようなものが挙げられるが、これらに限られるものではない。
【００４５】
（シラン系カップリング剤）
３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－アミノプロピルメチルジエトキシシラン、
３－ウレイドプロピルトリエトキシシラン、３－ウレイドプロピルトリメトキシシラン、
３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピル－トリス（２－メトキシ－
エトキシ－エトキシ）シラン、Ｎ－メチル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ
－アミノエチル－３－アミノプロピル－トリメトキシシラン、ジアミノシラン、Ｎ－アミ
ノエチル－３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、トリアミノプロピル－トリメト
キシシラン、３－４，５ジヒドロイミダゾールプロピルトリエトキシシラン、３－メタク
ロリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
、３－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメトキシシ
ラン、３－メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、３－クロロプロピルトリエトキ
シシラン、３－クロロプロピルトリメトキシシラン、３－クロロプロピルメチルジメトキ
シシラン、３－シアノプロピルトリエトキシシラン、ビニルトリクロロシラン、ビニルト
リエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリ（２－メトキシエトキシ）シ
ラン、ヘキサメチルジシラザン、Ｎ，Ｏ－ビス（トリメチルシリル）アセトアミド、メチ
ルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリクロロシラン、ｎ－プロ
ピルトリメトキシシラン、イソブチルトリメトキシシラン、アミルトリクロロシラン、オ
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クチルトリエトキシシラン、ビニルトリス（β－メトキシエトキシ）シラン、γ－メタク
リロキシプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリ
メトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプ
ロピルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン
、メチルトリ（メタクリロイルオキシエトキシ）シラン、メチルトリ（グリシジルオキシ
）シラン、長鎖アルキルトリエトキシシラン、テトラメチルシリケート、テトラエチルシ
リケート、ビニルトリス（２－メトキシエトキシ）シラン、３－グリシドキシプロピルメ
チルジメトキシシラン、２－（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、３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－（２－アミノエチル）アミ
ノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－β（Ｎ－ビニルベンジルアミノエチル）－γ－
アミノプロピルトリメトキシシラン塩酸塩、ビニルトリアセトキシシラン、γ－アニリノ
プロピルトリメトキシシラン、オクタデシルジメチル［３－（トリメトキシシリル）プロ
ピル］アンモニウムクロライド、γ－クロロプロピルメチルジクロロシラン、γ－メタク
リロキシプロピルメチルジメトキシシラン、トリメチルメトキシシラン、トリメチルエト
キシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、テトラメトキシシ
ラン、テトラエトキシシラン、メチルジメトキシシラン、メチルジエトキシシラン、ジメ
チルエトキシシラン、ジメチルビニルメトキシシラン、ジメチルビニルエトキシシラン、
メチルビニルジメトキシシラン、メチルビニルジエトキシシラン、ジフェニルジエトキシ
シラン、ジフェニルジエトキシシラン、トリメチルクロロシラン、ジメチルジクロロシラ
ン、メチルトリクロロシラン、メチルジクロロシラン、ジメチルクロロシラン、ジメチル
ビニルクロロシラン、メチルビニルジクロロシラン、メチルクロロジシラン、トリフェニ
ルクロロシラン、メチルジフェニルクロロシラン、ジフェニルジクロロシラン、メチルフ
ェニルジクロロシラン、フェニルトリクロロシラン、クロロメチルジメチルクロロシラン
ヘキサメチルジシラザン、サイクリックシラザン混合物、Ｎ，Ｎ－ビス（トリメチルシリ
ル）ウレア、Ｎ－トリメチルシリルアセトアミド、ジメチルトリメチルシリルアミン、ジ
エチルトリメチルシリルアミン、トリメチルシリルイミダゾール、Ｎ－トリメチルシリル
フェニルウレア等。
【００４６】
（チタネート系カップリング剤）
イソプロピルトリイソステアロイルチタネート、イソプロピルトリステアロイルチタネー
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、イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピ
ルイソステアロイルジアクリルチタネート、イソプロピルトリ（ジオクチルホスフェート
）チタネート、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、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、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、テトライソプロピルビス（ジオクチルホスファイト）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、テトラ（２，２－ジアリ
ルオキシメチル－１－ブチル）ビス（ジトリデシル）ホスファイトチタネート、ジクミル
フェニル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）オキシア
セテートチタネート、ジイソステアロイルエチレンチタネート、ビス（ジオクチルパオロ
ホスフェート）エチレンチタネート、ビス（ジオクチルパオロホスフェート）ジイソプロ
ピルチタネート、テトラメチルオルソチタネート、テトラエチルオルソチタネート、テト
ラプロピルオルソチタネート、テトライソプロピルテトラエチルオルソチタネート、テト
ラブチルオルソチタネート、
ブチルポリチタネート、テトライソブチルオルソチタネート、２－エチルヘキシルチタネ
ート、ステアリルチタネート、クレシルチタネートモノマー、クレシルチタネートポリマ
ー、ジイソプロポキシ－ビス－（２，４－ペンタジオネート）チタニウム（IV）、ジイソ
プロピル－ビス－トリエタノールアミノチタネート、オクチレングリコールチタネート、
チタニウムラクテート、アセトアセティックエステルチタネート、ジイソプロポキシビス
（アセチルアセトナト）チタン、ジ－ｎ－ブトキシビス（トリエタノールアルミナト）チ
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タン、ジヒドロキシビス（ラクタト）チタン、チタニウム－イソプロポキシオクチレング
リコレート、テトラ－ｎ－ブトキシチタンポリマー、トリ－ｎ－ブトキシチタンモノステ
アレートポリマー、ブチルチタネートダイマー、チタンアセチルアセトネート、ポリチタ
ンチタンアセチルアセトネート、チタンオクチレングリコレート、チタンラクテートアン
モニウム塩、チタンラクテートエチルエステル、チタントリエタノールアミネート、ポリ
ヒドロキシチタンステアレート等。
【００４７】
（アルミニウム系カップリング剤）
アセトアルコキシアルミニウムジイソプロピレート等。
【００４８】
（ジルコニウム系カップリング剤）
ジルコニウムブチレート、ジルコニウムアセチルアセトネート、アセチルアセトンジルコ
ニウムブチレート、ジルコニウムラクテート、ステアリン酸ジルコニウムブチレート、テ
トラ（トリエタノールアミン）ジルコネート、テトライソプロピルジルコネート等。
【００４９】
（ジルコアルミネート系カップリング剤）
楠本化成（株）製の製品名Ａ、Ｃ、Ｃ－１、Ｆ、Ｍ、Ｍ－１、Ｓ、ＡＰＧ、ＣＰＧ、ＣＰ
Ｍ、ＦＰＭ、ＭＰＧ、ＭＰＭ及び、テトラプロピルジルコアルミネート等。
【００５０】
（クロム系カップリング剤）
メタクリル酸クロムと塩化クロムの複合体等。
【００５１】
（フッ素系カップリング剤）
トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、ヘプタデカトリフルオロデシルトリメトキシ
シラン等。
【００５２】
上記のカップリング剤については、各々単独で用いること以外に、複数のカップリング剤
を混合して用いることも、更には、複数のカップリング剤を用いた処理を段階的に施すこ
とも可能である。
【００５３】
次に、本発明の表示用材料の調製に際して用いられる多孔性部材に流動性着色物を充填す
る方法について述べるが、本発明における方法はこのような方法に限定されるのではなく
、他の各種方法を用いることができる。
本発明の表示用材料を調製するには、前記の多孔性部材に流動性着色物を注入する必要が
あり、この場合の注入方法については特に規定しないが、通常用いられる注入方法を適用
することができる。例えば、多孔性部材の空隙部への毛管現象を利用した方法や減圧状態
からの減圧解除による注入方法、さらには、減圧環境下にて内部に閉じこめられた空気を
脱気する方法と組み合わせることも可能である。
【００５４】
次に、本発明の表示用材料を用いた表示原理を下記に示す。
本発明の多孔性部材における空隙部（空隙）（流動性着色物の充填空間）の割合（空隙率
：多孔性部材の体積に占める空隙部の体積の割合）については、任意の割合で用いること
ができる。この空隙率については、同じ値であっても空隙部のサイズによって、構造が大
きく異なってしまう傾向にある。従って、目的とする用途に応じて様々な空隙率で用いる
必要があり、いちがいにある特定の範囲に限定することは困難であるが、おおむね３０～
９０％の空隙率で使用するのが好ましい。但し、空隙部のサイズ及び、充填する分散材料
の特性などとの関係からこの範囲に限定されるものではない。
また、連泡多孔性部材の壁部について、前記着色部材と高分子化合物から構成される場合
の両者の割合については任意の割合で用いることができるが、通常、着色部材１．００に
対して０．０１以上、好ましくは０．２～０．８（体積比率）の高分子化合物を必要とし
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ている。しかし、この場合についても、用いる着色部材の色の濃さ及び、必要としている
表示特性等との関係で、必要に応じて任意の比率で用いることができる。
【００５５】
一方、流動性着色物についても各種化合物の構成を適用することができるが、分散媒と着
色物（分散粒子）との比率についても任意の割合で用いることができる。通常、分散媒１
．００に対して着色物（分散粒子）０．０１～１．００（重量比）の範囲の任意の割合で
用いることができるが、この範囲に限定されるものではない。
【００５６】
本発明においては、前記の表示用材料を用いた電気泳動表示媒体や電気泳動表示装置が提
供されるが、この場合の電気泳動表示媒体の形態としては、例えば、下記（１）（２）（
３）に示す様なものが挙げられる。尚、本発明における基板とは、電極面を有するものと
有しないものの両方を示している。
【００５７】
（１）一対の基板のうち、少なくとも一方の基板が片面に電極を有しており、該電極面が
本発明の表示用材料を介して他方の基板と対向配置することで形成された電気泳動表示媒
体において少なくとも一方の基板が透明である電気泳動表示媒体（図１）。
【００５８】
（２）片面に電極を有している透明又は不透明な基板の電極面側に本発明の表示用材料か
らなる層を形成した電気泳動表示媒体（図２）。
【００５９】
（３）片面に電極を有している透明又は不透明な基板の電極面側に本発明の表示用材料か
らなる層を形成し、さらにその上にオーバーコート層を設けた電気泳動表示媒体（図３）
。
【００６０】
これらの電気泳動表示媒体については、情報記録部等の各種の機能を付加して用いること
ができる。
【００６１】
本発明によれば、前記の電気泳動表示媒体と、該電気泳動表示媒体に視認可能な情報を表
示させることができる書き込み装置とからなり、前記電気泳動表示媒体と前記書き込み装
置は少なくとも書き込み時には近接させられるように着脱が可能である表示装置であって
、前記書き込み装置は画像信号に応じて前記電気泳動表示媒体に電界を作用させることが
でき、かつ前記電気泳動表示媒体との平面位置関係を相対的に変えうる機構を有する電極
アレイを装備している表示装置が提供される。
このような表示装置においては、電気泳動表示媒体の共通電極をアース電位とし、表示層
の表面に電極アレイを密着させて、表示媒体との平面的位置関係を相対的に変えながら、
画像信号に応じた電位を表示媒体の所定部に与えることができ、可視性表示が可能となる
。
【００６２】
また、本発明によれば、前記の電気泳動表示媒体と、当該電気泳動表示媒体に視認可能な
情報を表示させることができる書き込み装置とからなり、前記電気泳動表示媒体と前記書
き込み装置は少なくとも書き込み時には近接させられるように着脱が可能である表示装置
であって、前記書き込み装置は画像信号に応じて前記電気泳動表示媒体表面に電荷を付与
させることができ、かつ前記電気泳動表示媒体との平面位置関係を相対的に変えうる機構
を有するイオン銃アレイを装備している表示装置が提供される。
このような表示装置においては、電気泳動表示媒体の共通電極をアース電位とし、表示層
の表面にイオン銃アレイを近接させて、表示媒体との平面的位置関係を相対的に変えなが
ら、画像信号に応じた電位を電気泳動表示媒体の所定部に与えることができ、可視性表示
が可能となる。イオン銃により電気泳動表示媒体の表面に与えられた電荷は表示媒体を構
成する材料の時定数で放電するため、それが粒子の移動時間（応答時間）より長い場合に
はイオン銃の作用時間を応答時間より短くすることが可能となり、その結果、書き込み速
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度が速くなる。
【００６３】
さらに、本発明によれば、前記の電気泳動表示媒体と、当該電気泳動表示媒体に視認可能
な情報を表示させることができる書き込み装置とからなり、前記電気泳動表示媒体と前記
書き込み装置は少なくとも書き込み時には近接させられるように着脱が可能である表示装
置であって、前記書き込み装置は複数の信号電極と走査電極を装備し、その交差部に画像
信号に応じて表示媒体に電界を印加することのできるスイッチング素子を有し、それによ
って前記電気泳動表示媒体に画像を表示するように構成された表示装置が提供される。
このような構成では、２次元配列された電界印加手段がスイッチング素子を有するため、
その作用により選択時にある部位に与えられた電荷は非選択時には電気泳動表示媒体を構
成する材料の時定数で放電するため、それが粒子の移動時間（応答時間）より長い場合に
は選択時間を応答時間より短くすることが可能となり、その結果、書き込み速度が速くな
る。
【００６４】
さらにまた、本発明によれば、前記の画像信号に応じて表示媒体に電界を印加することの
できるスイッチング素子が、薄膜トランジスタである表示装置が提供される。
スイッチング素子としては、大面積の薄膜デバイスの作製が容易な薄膜トランジスタが好
ましい。薄膜トランジスタは３端子素子であるためスイッチング性能が高く、中間調を伴
うような場合にも鮮明な表示を得ることができる。なお、より書き込み速度を速くするた
めに、蓄積コンデンサを等価回路的に電気泳動表示媒体と並列になるように設けることも
可能である。
【００６５】
本発明において、前記電気泳動表示媒体は各種用途に用いることができる。その一例を挙
げると、本発明の電気泳動表示媒体で名刺やクレジットカードのような小型のガードの一
部又は全ての部分を構成することで、情報を書き換えることが可能なカードが作製され、
各種ポイントカードや会員カードとして使用できる。この様な携帯性に優れる小型のカー
ドのサイズを大きくすることで、一般のオフィス等で使用されるディスプレイや記録紙（
複写機、プリンター等の出力紙）の代わりに使用することができる可逆表示シートを作製
することもできる。この様な可逆表示シートは、繰り返し使用することができるので、省
資源、省エネルギーの観点からも優れた表示媒体である。一方、本発明の電気泳動表示媒
体を家電製品をはじめとする各種物品に組み込むことで、従来の液晶モニターに代わり情
報を提供することが可能となる。この場合には、視野角が広くコントラストも高く優れた
表示を実現することができる。また、本発明の電気泳動表示媒体を各種の広告や看板など
の用途で用いることも可能である。この場合にも全面を電気泳動表示媒体で構成すること
もできるが、ポスターなどの一部分に組み込むことで効果的な表示を実現することができ
る。
【００６６】
尚、本発明の電気泳動表示媒体は、基板をはじめとする構成により媒体に可撓性を持たせ
ることが可能であることから、前記のカード、シート、ディスプレイ、看板、広告をはじ
めとする各種用途において形状による制約を受けることがなく、非常に幅広い用途に対応
することができる。
【００６７】
次に、本発明の表示用材料の好ましい実施形態を図１から図３を参照して説明する。
基板１はガラス板かプラスチックフィルムからなり、片面に電極１’を有している。基板
の厚さは約１０μｍ～５ｍｍ、好ましくは２５～２００μｍである。電極１’はマトリッ
クス状にパターン化された又はパターン化されていない電極である。基板２は、ガラス板
かプラスチックフィルムからなり、電極を有していない。この場合も基板の厚さは約１０
μｍ～５ｍｍ、好ましくは２５～２００μｍである。一対の基板（基板１どうし又は、基
板１と２）と本発明の組成物又は表示媒体３とで電気泳動表示媒体を形成しており（図１
）、この場合には、少なくとも一方の基板が透明であれば良く、表示面として使用しない
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面については透明でも不透明であっても構わない。また、着色していてもよく、その着色
色調を表示色の一部として利用することも可能である。
一方、一枚の基板で構成されている電気泳動表示媒体（図２、図３）において、基板１は
不透明であっても透明であってもよい。また、着色していてもよく、その着色色調を表示
色の一部として利用することも可能である。
電極１’は、透明な状態、不透明な状態、必要に応じて着色された状態で用いることがで
き、金属、ＩＴＯ、ＳｎＯ2、ＺｎＯ：Ａｌなどの導電体薄膜からなり、スッパタリング
法、真空蒸着法、ＣＶＤ法、塗布法などにより形成することができる。これらの電極１’
は表示面として用いる側の基板に設けられている場合（基板１）には透明である必要があ
り、この場合には、ＩＴＯ、ＳｎＯ2、ＺｎＯ：Ａｌなどの透明な材料から形成する。
【００６８】
図１のものは、一対の基板（基板１どうし又は、基板１と２）によって形成された空間に
、本発明の組成物又は表示媒体からなる層３を存在させて電気泳動表示媒体を作製したも
のである。
図２のものは、前記の基板１上に本発明の組成物又は表示媒体からなる層（記録層）３を
形成したものである。
図３のものは、前記図２のものにオーバーコート層４を設けたものである。この場合のオ
ーバーコート層を形成する材料としては、前記の連泡多孔性部材の壁部を形成する際に用
いられる高分子化合物を用いることができる。オーバーコート層は、これらの前記の材料
を溶解、分散、懸濁又は乳化する媒体、硬化剤、触媒及び／又は助触媒を加えた保護層材
料組成物を、表示層上にワイヤーバーコート、ロールコート、ブレードコート、ディップ
コート、スプレーコート、スピンコート、又はグラビアコートなどの塗布方法、又はスパ
ッタリング及び化学的気相法などの気相方法、さらには、高分子化合物の膜（フィルム）
を直接貼り合わせる方法等によって形成する。オーバーコート層の厚さは、記録層３を保
護する機能を有する範囲内で可能な限り薄いほうが望ましく、約０．１～１００μｍ、よ
り好ましくは０．３～３０μｍである。
【００６９】
本発明による表示用材料の更に別の好ましい実施形態を図４により説明する。基板１（電
極１’を有する）、本発明の表示用材料からなる記録層３及びオーバーコート層４は図３
と同様である。印刷層１０は、オーバーコート層面を表示面とする場合、オーバーコート
層上の表示部分を除く少なくとも一部分に公知の方法により設けることができる。印刷保
護層１１はオーバーコート層４と同様な材料からなり、印刷層上及びオーバーコート層上
にオーバーコート層や印刷層と同様な方法により設けることができる。非表示面には、磁
気記録部１２と集積回路メモリー１３を少なくとも一部分の基板上に設け、その磁気記録
部１２、集積回路メモリー１３及び基板上に第二保護層１４を設ける。第二保護層１４は
、前記のオーバーコート層や印刷保護層を構成する材料と同様な材料から形成される。
【００７０】
本発明による表示用材料の更に別の好ましい実施形態を図５により説明する。
基板１（電極１’を有する）、本発明の表示用材料からなる記録層３及びオーバーコート
層４は図３と同様である。基板１上に透明な記録部１５を設け、その透明な記録部１５と
基板上に第二保護層１４を設ける。図５（ｂ）に示すように、透明な記録部は格子状に設
けることができる。形成される行ｘｎと列ｙｍの交差点（ｘｎ、ｙｍ）を読み出し専用の
情報として固有化して、デジタル情報として利用することができる。このような表示媒体
の場合、透明な基板１と透明な電極１’を用いることにより、オーバーコート層側（表示
面）を表示面とすることも、透明記録部側を表示面（第二表示面）とすることも可能であ
る。
【００７１】
本発明による表示装置の実施形態を図６により説明する。
図６において、２０は電気泳動表示媒体、２１は電極アレイ、２２は書き込み基板、２３
は電極棒、２４はスイッチング回路、２５は電源回路、２６は送り機構である。
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【００７２】
本発明による表示装置のさらに別の実施形態を図７により説明する。
図７において、３０は電気泳動表示媒体、３１はイオン銃アレイ、３２はコロナワイヤ、
３３は放電フレーム、３４ａ，３４ｂは制御電極、３５はアパーチャー、３６はコロナイ
オン発生用高圧電源、３７はイオン流制御用電源、３８は送り機構である。
【００７３】
【実施例】
次に実施例により本発明を詳しく説明する。
評価用のサンプル調製方法、評価方法について下記方法１から５に示す。
＜方法１：表示用材料の作製＞
ＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）粒子（粒子径３０μｍ）１．００ｇ、多孔性部材
の壁部を構成する着色部材（種類、添加量は別途記載）、ポリビニルアルコール（ケン化
価９８％、重合度１７００、添加量は別途記載）からなる分散液（全固形分が３０ｗｔ％
となるように水を添加）を調製した。この塗工液をＩＴＯ付ガラス基板のＩＴＯ面にヨシ
ミツ精機（株）製ＹＢＡ型ベーカーアプリケーターを用いて塗工し、ホットプレート上（
約５０℃）で乾燥した。約１００μｍのギャップで３回重ねて塗工することで、約１００
μｍの塗工層が形成された。次いで、塗工層を設けたＩＴＯ付ガラス基板を溶媒（ＰＭＭ
Ａ粒子のみを溶解する溶媒中に浸漬し、超音波照射を行い厚さ約１００μｍの多孔性部材
の層を形成した（図８／連泡多孔性部材のＳＥＭ写真参照）。この多孔性部材中に存在し
ている空孔部（空隙部）に下記手順（方法２・３）に従って流動性着色物を充填して本発
明の表示用材料を作製し、さらに、これを用いて電気泳動表示媒体を作製した。
【００７４】
＜方法２：流動性着色物の調製＞
（１）流動性着色物Ａ（黒色低次酸化チタン分散液の調製）
分散媒（フェニルキシリルエタン：日本石油化学製　ハイゾールＳＡＳ－２９６）１０ｍ
ｌに界面活性剤（ヒドロキシ脂肪酸オリゴマー：旭電化工業製　ＷＳ－１００）１．０ｇ
を溶解させ、黒色低次酸化チタン（チタンブラック）のチタネート系カップリング剤処理
品（赤穂化成製ＴｉｌａｃｋＤチタン表面処理品／一次粒子径０．０３μｍ）０．１ｇを
加えた混合液にジルコニアビーズを用いてボールミル分散を行って黒色低次酸化チタン分
散液（流動性着色物Ａ）を得た。
【００７５】
（２）流動性着色物Ｂ（青色染料溶液－二酸化チタン分散液の調製）
分散媒（ドシルベンゼン：東京化成製）１０ｍｌにオレイン酸０．５ｇ、青色染料（バイ
エル社製　マクロレックスブルーＲＲ）０．０６５ｇを溶解した溶液に二酸化チタン（石
原産業製　ＣＲ－５０－２）１．５ｇを添加した混合液にジルコニアビーズを用いてボー
ルミル分散を行って染料－顔料系の分散液（流動性着色物Ｂ）を得た。
【００７６】
（３）流動性着色物Ｃ（染料溶液エマルションの調製）
ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）５０μｌに染料［東京化成製　アシッドブラック１＝８
－ａｍｉｎｏ－７－（３－ｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌａｚｏ）－２－ｐｈｅｎｙｌａｚｏ－
１－ｎａｐｈｔｈｏｌ］０．０８ｇを溶解し、ついでｂｉｓ（２－ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ
）ｓｏｄｉｕｍ　ｓｕｌｆｏｓｕｃｃｉｎａｔｅ　０．１ｇと　ｄｕｍｅｔｈｙｌ－ｄｉ
ｏｃｔａｄｅｃｙｌａｍｍｏｎｉｕｍ　ｂｒｏｍｉｄｅ　０．１４ｇを加えて超音波照射
を行った。得られた溶液をキシレン中に希釈して青染料溶液のエマルション（流動性着色
物Ｃ）を得た。
【００７７】
＜方法３：電気泳動表示媒体の作製＞
（１）表示媒体Ｉ（ＩＴＯガラス基板サンドイッチ型）
方法１において作製した本発明の組成物（表示媒体）層付のＩＴＯ付ガラス基板と別のＩ
ＴＯ付ガラス基板を重ね合わせて周囲４辺のうちの対向する２辺を接着剤で封止してガラ
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スセルを作製した。この時、重ね合わせる向きは、ＩＴＯ面どうしで本発明の組成物（表
示媒体）を挟むようにする。方法２にて調製した流動性着色物（表示液）に上記ガラスセ
ルの開口部の１面を浸漬した状態で、減圧による脱気を行い流動性着色物（表示液）を連
泡部（空隙部）に充填し、周囲を接着剤で封止して電気泳動表示媒体を作製した。
【００７８】
（２）表示媒体ＩＩ（ＰＶＡオーバーコート型）
方法１において作製した本発明の組成物（表示媒体）層付のＩＴＯ付ガラス基板を方法２
にて調製した流動性着色物（表示液）に浸漬した状態で、減圧による脱気を行い流動性着
色物（表示液）を連泡部（空隙部）に充填した。次いで、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ
）の保護層（オーバーコート層）を形成して流動性着色物が染み出さないようにして電気
泳動表示媒体を作製した。尚、保護層（オーバーコート層）は、下記▲１▼または▲２▼
の手順に従って形成された。（１）ガラス面にＰＶＡ水溶液を塗布し乾燥後にＰＶＡ膜を
剥がして、前記組成物（表示媒体）上に貼り合わせた。（２）前記組成物（表示媒体）上
にＰＶＡ水溶液を塗布乾燥した。
【００７９】
＜方法４：表示特性評価（反射率及びコントラストの測定）＞
上記方法１から３に従って作製した電気泳動表示媒体を直流電源に接続し電界方向を切り
替えて電圧を印加することで、分散材料の移動に伴う表示を得ることができる。電圧の印
加については、前記表示媒体Ｉ（ＩＴＯガラス基板サンドイッチ型）では、２枚のＩＴＯ
面に直接印加した。一方、前記表示媒体II（ＰＶＡオーバーコート型）では、対向電極を
保護層（オーバーコート層）面に押しあてて電圧を印加した。
各々の表示色について大塚電子製　Ｐｈｏｔａｌ　ＭＣＰＤ－１０００を用いて反射率測
定を行った。測定は、可視領域にて、４５°照射－０°受光で行い、電気泳動表示媒体と
同じ条件下にて測定した標準白色板の反射率を１００％とした場合の値である。更に、両
表示色の反射率の比をコントラストとして求めた。
【００８０】
実施例１
方法１にて作製した本発明の多孔性部材、方法２の流動性着色物Ａを用いて方法３に従っ
て表示媒体Ｉ（ＩＴＯガラスサンドイッチ型）を作製し方法４の手順で表示特性評価を実
施した。但し、方法１にて用いる塗工液調合に用いる連泡多孔性部材の壁部を構成する着
色部材とＰＶＡの種類、添加量は以下の通りである。連泡多孔性部材の壁部を構成する着
色部材としてＳＸ８６６Ａ［架橋型スチレン－アクリル系中空粒子（ＪＳＲ製中空粒子Ｓ
Ｘ８６６Ａ／一次粒子径０．３μｍ、スプレードライ品）］０．１２ｇ。ポリビニルアル
コールの添加量０．０４ｇ
地肌反射率：３０％、コントラスト：２．２
【００８１】
実施例２
方法１にて作製した本発明の連泡多孔性部材、方法２の流動性着色物Ａを用いて方法３に
従って表示媒体Ｉ（ＩＴＯガラスサンドイッチ型）を作製し方法４の手順で表示特性評価
を実施した。但し、方法１にて用いる塗工液調合に用いる連泡多孔性部材の壁部を構成す
る着色部材とＰＶＡの種類、添加量は以下の通りである。連泡多孔性部材の壁部を構成す
る着色部材として二酸化チタンＣＲ－５０－２（石原産業製　疎水性タイプ／一次粒子径
０．３μｍ）０．４８ｇ
ポリビニルアルコールの添加量０．０４ｇ、地肌反射率：３５％、コントラスト：３．０
【００８２】
実施例３
方法３において表示媒体ＩＩ（ＰＶＡオーバーコート型）を作製した以外は実施例２と同
様にして表示媒体を作製し、評価を実施した。
地肌反射率：３５％、ントラスト：２．７
【００８３】
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実施例４
方法２において流動性着色物Ｂを用いた以外は実施例２と同様にして表示媒体を作製し、
評価を実施した。
地肌反射率：２８％、コントラスト：２．５
【００８４】
実施例５
方法３において表示媒体ＩＩ（ＰＶＡオーバーコート型）を作製した以外は実施例４と同
様にして表示媒体を作製し、評価を実施した。
地肌反射率：２５％、コントラスト：２．３
【００８５】
実施例６
方法２において流動性着色物Ｃを用いた以外は、実施例２と同様にして表示媒体を作製し
、評価を実施した。
地肌反射率：２６％、コントラスト：２．５
【００８６】
比較例１
方法２における流動性着色物Ｂを用いて下記手順によりガラスセル型の電気泳動表示媒体
を作製した。
片面に電極を設けた基板として、片面に透明導電膜（ＩＴＯ膜）を形成したガラス基板を
用い、このガラス基板を一対、スペーサーを介して対向配置させ、約７０μｍ厚の空間を
有するセルを作製した。その空間に上記分散液Ｂを注入後、両ガラス板をエポキシ樹脂系
接着剤で封止することにより電気泳動表示媒体を作製し、表示特性評価を実施した。
地肌反射率：２０％、コントラスト：１．８
【００８７】
比較例２
方法２における流動性着色物Ｂを用いて下記手順によりマイクロカプセル型の電気泳動表
示媒体を作製した。ゼラチン水溶液とアラビアゴム水溶液を混合して、５０℃に昇温し水
酸化ナトリウム水溶液を加えてｐＨを９に調整した。この中に上記流動性着色物Ｂを加え
、攪拌して乳化した。さらにｐＨを４まで徐々に下げて流動性着色物界面にゼラチン／ア
ラビアゴムの濃厚液を析出させた後、温度を下げて皮膜をゲル化し、グルタールアルデヒ
ド水溶液を加えて硬化した。このようにしてゼラチンを壁材とするマイクロカプセルのス
ラリーを得た。カプセル粒子径は約５０μｍとなるように乳化条件を調整した。
上記手順にて調製したマイクロカプセル２０ｇと１０％ポリビニルアルコール水溶液８０
ｇを混合して分散液を調製した。この分散液（塗布液）をギャップ２５０μｍのアプリケ
ーターを用いてＩＴＯ膜付きポリカーボネート基板に塗布、乾燥してカプセル塗膜を形成
し電気泳動表示媒体を作製し、表示特性評価を実施した。
地肌反射率：１５％、コントラスト：１．２
【００８８】
比較例３
下記手順により調製した壁部に着色部材を含有しない多孔性部材に方法２における流動性
着色物Ｂを充填し表示媒体Ｉ（ＩＴＯガラスサンドイッチ型）を作製した。
ＰＭＭＡ粒子（粒子径３０μｍ）１．００ｇ、ポリビニルアルコール（ケン化価９８％、
重合度１７００）０．１６ｇからなる分散液（全固形分が３０ｗｔ％となるように水を添
加）を調製した。この塗工液をＩＴＯ付ガラス基板のＩＴＯ面にヨシミツ精機（株）製Ｙ
ＢＡ型ベーカーアプリケーターを用いて塗工し、ホットプレート上（約５０℃）で乾燥し
た。約１００μｍのギャップで３回重ねて塗工することで、約１００μｍの塗工層が形成
された。次いで、塗工層を設けたＩＴＯ付ガラス基板を溶媒（ＰＭＭＡ粒子のみを溶解す
る溶媒中に浸漬し、超音波照射を行い厚さ約１００μｍの多孔性部材（壁部に着色部材を
含有しない）の層を形成した。
得られた表示媒体Ｉに対して方法４の手順で表示特性評価を実施した。
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地肌反射率：１８％、コントラスト：１．１
【００８９】
【発明の効果】
本発明の組成物又は表示媒体を用いた電気泳動表示媒体は、多孔性部材の有する色調発現
機能の効果により良好な地肌表示を実現することが可能となっている。特に地肌部が白色
表示を行う場合には、その反射率は従来の多孔質マトリックスに比べて高い値となってお
り、更に表示部とのコントラスト（反射率比）も高い値を実現している。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の表示用材料の一例についての断面図を示す。
【図２】本発明の表示用材料の一例についての断面図を示す。
【図３】本発明の表示用材料の一例についての断面図を示す。
【図４】本発明の表示装置の一例についての説明図を示す。
【図５】本発明の表示装置の一例についての説明図を示す。
【図６】本発明の表示装置の一例についての説明図を示す。
【図７】本発明の表示装置の一例についての説明図を示す。
【図８】本発明の多孔性部材の多孔状態を観察したＳＥＭ写真を示す。
【符号の説明】
１　　基板（電極付）
１’　電極
２　　基板（電極なし）
３　　本発明の組成物（表示媒体）
４　　保護層（オーバーコート層）
１０　　印刷層
１１　　印刷保護層
１２　　磁気記録部
１３　　集積回路メモリー
１４　　第二保護層
１５　　透明な記録部
２０　　電気泳動表示媒体
２１　　電極アレイ
２２　　書き込み基板
２３　　電極棒
２４　　スイッチング回路
２５　　電源回路
２６　　送り機構
３０　　電気泳動表示媒体
３１　　イオン銃アレイ
３２　　コロナワイヤ
３３　　放電フレーム
３４ａ　制御電極
３４ｂ　制御電極
３５　　アパーチャー
３６　　コロナイオン発生用高圧電源
３７　　イオン流制御用電源
３８　　送り機構
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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