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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の間隔で配置された複数の凹部を備えた基板表面を、変形可能な被覆材料で前記凹
部に空隙を残すように覆う被覆工程と、
　前記空隙中の気体が膨張して基板表面を被覆した被覆材料に前記複数の凹部に対応した
セルを形成してハニカム構造のシートとする発泡工程と、
　前記ハニカム構造のシートを硬化させる硬化工程と、
　硬化したハニカム構造のシートを基板表面から剥離する剥離工程とを有することを特徴
とするハニカム構造シートの製造方法。
【請求項２】
　前記剥離工程に続いて、剥離したハニカム構造のシートのセルとシート表面との隔壁を
除去して前記剥離したハニカム構造のシートの両側にセルの開口部を形成する開口部形成
工程、
　又は、前記剥離したハニカム構造のシートのセルの開口部の大きさを調整する開口部調
整工程を有することを特徴とする請求項１に記載のハニカム構造シートの製造方法。
【請求項３】
　前記開口部形成工程及び開口部調整工程は、前記剥離したハニカム構造のシートを可溶
な溶剤によりハニカム構造のシートの一部を溶解する工程を含むことを特徴とする請求項
１又は２に記載のハニカム構造シートの製造方法。
【請求項４】
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　前記剥離したハニカム構造のシートの表面に、シートを溶解しない揮発性材料を塗布し
該揮発性材料を気化させながら、シートを可溶な溶剤の気体を結露させる工程を含むこと
を特徴とする請求項３に記載のハニカム構造シートの製造方法。
【請求項５】
　前記変形可能な被覆材料は、乾燥により硬化する水に溶解した樹脂又は紫外線照射によ
り硬化する紫外線硬化樹脂であることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の
ハニカム構造シートの製造方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のハニカム構造シートの製造方法によって作製した
ハニカム構造シートの各セルに、溶媒中に少なくとも一種の白色又は着色粒子を分散した
分散液を注入し、前記分散液を注入したセルの開口部を樹脂で封止することを特徴とする
表示パネルの製造方法。
【請求項７】
　前記セルの開口部を封止する樹脂は、前記分散液と相溶しない水溶性樹脂からなること
を特徴とする請求項６に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項８】
　前記セルのセル間の隔壁の厚さが０．０１～１０μｍであることを特徴とする請求項６
又は７に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項９】
　前記セルのハニカム構造シート表面との隔壁の厚さが０．０１～１０μｍであることを
特徴とする請求項８に記載の表示パネルの製造方法。
【請求項１０】
　開口部を封止された前記セルにおける、一方又は両方の表示パネル表面に臨む隔壁は、
厚さ０．１～１０μｍであることを特徴とする請求項６～９のいずれか一項に記載の表示
パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハニカム構造シートの製造方法及び表示パネルの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　文字や静止画、動画等の所謂画像の表示用端末としては、ＣＲＴや液晶ディスプレイが
広く用いられている。これらはデジタルデータを瞬時に表示し、書き換えることができる
が、装置を手軽に持ち歩くことは容易ではない。また、自発光デバイスであるため長時間
の作業では眼が疲労することや、電源をオフにすると表示が維持されないなどの難点があ
る。一方、文字や静止画を書類などとして配布や保存するときは、プリンタ等にて紙媒体
に記録されている。この紙媒体は、いわゆるハードコピーとして、広く使用されている。
ハードコピーは多重散乱による反射を見ることになるので、自発光デバイスより視認性が
よく、疲れにくい。また、軽量でハンドリングに優れていることから、自由な姿勢で読む
ことができる。しかし、ハードコピーは使用された後は廃棄される。一部はリサイクルさ
れるが、そのリサイクルには、多くの労力と費用を要するなど省資源の点からは課題があ
る。一方、情報機器の発達に伴い、書類作成などの情報の処理をコンピュータ上で行うよ
うになり、表示用端末上で文章を読む機会が大幅に増えている。
【０００３】
　このような状況において、ディスプレイとハードコピーの両方の長所を持った、書き換
えが可能で記録性がある目に優しい、ペーパーライクな表示媒体へのニーズが高まってい
る。最近は、高分子分散型液晶、双安定性コレステリック液晶、エレクトロクロミック素
子、電気泳動素子等を用いた表示媒体が、反射型で明るい表示ができ、かつメモリー性の
ある表示媒体として注目されている。中でも電気泳動素子を用いた表示媒体は、表示品質
、表示動作時の消費電力の点で優れており、例えば、特許文献１などにその原理的な発明
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が開示されている。
【０００４】
　代表的な電気泳動方式の表示媒体では、着色した分散媒中に分散媒の色とは異なる色を
有する電気泳動粒子を分散させた分散液を封入してある表示パネルを、一組の透明電極で
挟んで電圧を印加することにより表示機能を発揮している。電気泳動粒子は、分散媒中で
粒子表面に電荷を帯びており、一方の透明電極側に電気泳動粒子の電荷を吸引する電圧を
印加すると、電気泳動粒子がその透明電極側に吸引され集積して電気泳動粒子の色が観測
され、電気泳動粒子の電荷と反発する電圧を与えた場合には、電気泳動粒子は反対側の透
明電極側に移動するため分散媒の色が観測される。この色の変化を利用することにより表
示を行うことができる。
【０００５】
　このような電気泳動方式の表示媒体を用いた電気泳動表示素子は、ひとつ一つの画像表
示素子であって、画像表示装置とするためには、微細な領域に配置された多くの電気泳動
表示素子の集合体が必要となる。そこで、これらの素子を配置するための構造物が必要に
なる。複数の中空構造の集合体であるハニカム構造のシートは、このような微細な素子を
区分して高密度に配置するのに好適な画像表示素子用構造体として知られている。それぞ
れのハニカムの中に電気泳動粒子と分散媒を配置して一つずつの画像素子とし、全体とし
て画像表示装置とすることができる。
【０００６】
　例えば、特許文献２には、電気泳動ディスプレイとその製造方法が開示されている。こ
の電気泳動ディスプレイは、マイクロエンボス加工または画像露光により形成されたカッ
プ状の凹部が複数あり、凹部に溶媒及び溶媒中に分散した帯電色素粒子の分散物が充填さ
れ、分散物よりも小さい比重を有し、分散物と非混和性であるシーリング組成物のオーバ
ーコート層を硬化させることによって形成し、分散物を凹部内に閉じ込めるように封止さ
れている。
【０００７】
　マイクロエンボス加工の場合、予めパターンを設けた雄型によって導体フィルム上にコ
ーティングした熱可塑性物または熱硬化物の前駆体層をエンボス加工する。その後、前駆
体層が放射線、冷却、溶媒蒸発または他の手段によって硬化されて型から取り出される。
この方法で壁の厚みを薄くしようとすると、雄型の凹部（凸部と凸部の間）が非常に薄く
することになる。
【０００８】
　また、画像露光による構造体形成の場合には、放射線硬化性層をコーティングした導電
性フィルムを画像露光し、その後、露光領域が硬くなってから非露光領域を除去する。こ
の方法の場合、マスクを通して放射線を照射したり、細く絞った放射線で直接放射線硬化
性層にパターンを描画したりする。
【０００９】
　ハニカム構造体の製法としては、特許文献３に記載のハニカム構造物を有する生分解性
フィルムからなる癒着防止材の製法が開示されている。このハニカム構造物は、生分解ポ
リマーとリン系界面活性剤にて形成され、界面活性剤の効果にてハニカム構造物の生体へ
の癒着を防止する機能を持っている。また、このハニカム構造物の膜厚は、およそ１３μ
ｍである。
【特許文献１】特開２００４－１８９４８７号公報
【特許文献２】特許第３６８０９９６号公報
【特許文献３】国際公開２００４／１４８６８０号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　画像表示用構造体（以下、ハニカム構造シートともいう。）を電気泳動ディスプレイな
どの画像表示装置用の表示パネルとして応用する際、高反射率、高コントラストの表示画
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像を得るためには、ハニカム構造シートのセルの開口率が大きいこと、すなわち、表示パ
ネルのセル構造における隔壁の厚さが薄いことが好適である。また、画像表示装置の表示
部パネルとしては、各表示素子の形状や表示素子となるセルの隔壁の厚さが均一であるこ
とが求められる。
【００１１】
　特許文献２に記載のマイクロエンボス加工法で製造したハニカム構造シートの場合、隔
壁の厚さを薄くしようとすると、雄型の凹部（凸部と凸部の間）が非常に薄くなり、前駆
体が凹部に十分入り込まず型形状を忠実に転写できなかったり、前駆体の強度が足りず、
離型する際に型の凹部に前駆体の一部が残ってしまったりして、壁の厚さの薄い中空構造
体を作ることが難しい。また、加熱樹脂を用いているので硬化のための冷却時間が必要で
、サイクルタイムが長くなるという問題があった。ハニカム構造シートの各セルを仕切っ
ている壁の厚みは特に記載されていないが、雄型への転写と剥離という工程を考えれば、
隔壁の厚さやアスペクト比には限界がある。例えば、発明者等の検討によれば、型形状を
転写するマイクロエンボス加工では、隔壁厚みが１０μｍ以下の薄肉で、画像表示用の表
示パネルとして好適な高さである５０ミクロン以上のマイクロエンボス構造形成は、困難
であると考えられる。
【００１２】
　画像露光による構造体形成法で製造したハニカム構造シートの場合には、マスクを通し
て放射線を照射したり、細く絞った放射線で直接放射線硬化性層にパターンを描画したり
するが、放射線硬化性層内での放射光の回り込み、散乱等で高アスペクト比の壁面を作る
のは難しい。また、フォトリソグラフィーを利用する方法は、工程が多くなるためコスト
が高くなり易く、特に面積が大きなハニカム構造シートの形成には不向きである。
【００１３】
　このような問題点に鑑み、本発明の目的は、反射率が高く、コントラストの優れた表示
パネル及びその製造方法、並びにこの表示パネル用のハニカム構造シートの製造方法、こ
の表示パネルを用いた表示装置及びこの表示装置を備えた画像表示用電子機器を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　以下に、本発明の課題を解決するための手段を記載する。
　参考の発明は、溶媒中に少なくとも一種の白色又は着色粒子を分散した分散液を封入し
たセルが連続して形成されているシートからなる表示パネルであって、セル間の隔壁の厚
さが０．０１～１０μｍであることを特徴とする表示パネルを含む。
【００１５】
　参考の発明は、前記セルのシート表面との隔壁の厚さが０．０１～１０μｍであること
を特徴とする前記表示パネルを含む。
【００１６】
　参考の発明は、前記セルにおけるセル間の隔壁とシート表面との隔壁の交叉部は、曲率
半径０．１～５０μｍの曲面で形成されていることを特徴とする前記表示パネルを含む。
【００１７】
　参考の発明は、前記セル間の隔壁は、水溶性樹脂又は紫外線照射により硬化した樹脂か
らなることを特徴とする前記表示パネルを含む。
【００１８】
　参考の発明は、前記セルにおける一方のシート表面との隔壁は、厚さ０．１～１０μｍ
の樹脂で形成されていることを特徴とする前記表示パネルを含む。
【００１９】
　参考の発明は、前記セルにおける両方のシート表面との隔壁は、厚さ０．１～１０μｍ
の樹脂で形成されていることを特徴とする前記表示パネルを含む。
【００２０】
　本発明は、所定の間隔で配置された複数の凹部を備えた基板表面を、変形可能な被覆材
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料で前記凹部に空隙を残すように覆う被覆工程と、
前記空隙中の気体が膨張して基板表面を被覆した被覆材料に前記複数の凹部に対応したセ
ルを形成してハニカム構造のシートとする発泡工程と、
前記ハニカム構造のシートを硬化させる硬化工程と、
前記硬化したハニカム構造のシートを基板表面から剥離する剥離工程と、
剥離したハニカム構造のシートのセルの開口部の大きさを調整する調製工程とを有するこ
とを特徴とするハニカム構造シートの製造方法を含む。
【００２１】
　本発明は、前記剥離工程に続いて、剥離したハニカム構造のシートのセルとシート表面
との隔壁を除去して前記剥離したハニカム構造のシートの両側にセルの開口部を形成する
開口部形成工程、又は、前記剥離したハニカム構造のシートのセルの開口部の大きさを調
整する開口部調整工程を有することを特徴とする前記ハニカム構造シートの製造方法を含
む。
【００２２】
　本発明は、開口部形成工程及び開口部調整工程は、前記剥離したハニカム構造のシート
を可溶な溶剤によりハニカム構造のシートの一部を溶解する工程を含むことを特徴とする
前記ハニカム構造シートの製造方法を含む。
【００２３】
　本発明は、前記剥離したハニカム構造のシートの表面に、シートを溶解しない揮発性材
料を塗布し該揮発性材料を気化させながら、シートを可溶な溶剤の気体を結露させる工程
を含むことを特徴とする前記ハニカム構造シートの製造方法を含む。
【００２４】
　本発明は、前記変形可能な被覆材料は、乾燥により硬化する水に溶解した樹脂又は紫外
線照射により硬化する紫外線硬化樹脂であることを特徴とする前記ハニカム構造シートの
製造方法を含む。
【００２５】
　参考の発明は、前記セルが連続して形成されているシートは、前記ハニカム構造シート
の製造方法により製造されたハニカム構造のシートであることを特徴とする前記表示パネ
ルを含む。
【００２６】
　参考の発明は、シート面にそって一方が開口しており、隔壁の厚さが０．０１～１０μ
ｍであるセルが連続して形成されているハニカム構造のシートの各セルに、溶媒中に少な
くとも一種の白色又は着色粒子を分散した分散液を注入し、前記分散液を注入したシート
の開口部を樹脂で封止したことを特徴とする表示パネルの製造方法を含む。
　本発明は、前記ハニカム構造シートの製造方法によって作製したハニカム構造シートの
各セルに、溶媒中に少なくとも一種の白色又は着色粒子を分散した分散液を注入し、前記
分散液を注入したセルの開口部を樹脂で封止することを特徴とする表示パネルの製造方法
を含む。
　本発明は、前記セルの開口部を封止する樹脂は、前記分散液と相溶しない水溶性樹脂か
らなることを特徴とする請求項６又は７に記載の表示パネルの製造方法を含む。
　本発明は、前記セルのセル間の隔壁の厚さが０．０１～１０μｍであることを特徴とす
る前記表示パネルの製造方法を含む。
　本発明は、前記セルのハニカム構造シート表面との隔壁の厚さが０．０１～１０μｍで
あることを特徴とする前記表示パネルの製造方法を含む。
　本発明は、開口部を封止された前記セルにおける、一方又は両方の表示パネル表面に臨
む隔壁は、厚さ０．１～１０μｍであることを特徴とする前記表示パネルの製造方法を含
む。
　参考の発明は、複数のセルが連続して形成されているハニカム構造シートであって、前
記のハニカム構造シートの製造方法により製造されたことを特徴とするハニカム構造シー
トを含む。
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　参考の発明は、溶媒中に少なくとも一種の白色又は着色粒子を分散した分散液を封入し
た前記セルが連続して形成されているシートからなる表示パネルであって、前記シートは
前記のハニカム構造シートであることを特徴とする表示パネルを含む。
【００２７】
　本発明は、前記セルのシート表面との隔壁の厚さが０．０１～１０μｍであることを特
徴とする前記表示パネルの製造方法を含む。
【００２８】
　参考の発明は、前記セルにおけるセル間の隔壁とシート表面との隔壁の交叉部は、曲率
半径０．１～５０μｍの曲面で形成されていることを特徴とする前記表示パネルの製造方
法を含む。
【００２９】
　参考の発明は、前記セル間の隔壁は、水溶性樹脂又は紫外線照射により硬化した樹脂か
らなることを特徴とする前記表示パネルの製造方法を含む。
【００３０】
　本発明は、前記セルにおける一方又は両方のシート表面に臨む隔壁は、厚さ０．１～１
０μｍの樹脂で形成されていることを特徴とする前記表示パネルの製造方法を含む。
【００３１】
　参考の発明は、前記表示パネルの両面に電圧を印加する電極層を備えたことを特徴とす
る表示装置を含む。
【００３２】
　参考の発明は、前記電極層のうち、少なくとも一方の電極層は透明電極層であることを
特徴とする前記表示装置を含む。
【００３３】
　参考の発明は、前記表示装置を備えたことを特徴とする、電子ペーパー、電子ブック、
電子ノート、電子表示時刻表、電子表示広告板、電子表示案内板、及び電子表示地図を含
む画像表示用電子機器を含む。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、反射率が高く、コントラストの優れた表示パネル及びその製造方法、
並びにこの表示パネル用のハニカム構造シートの製造方法、この表示パネルを用いた表示
装置及びこの表示装置を備えた画像表示用電子機器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明の表示パネルは、溶媒中に少なくとも一種の白色又は着色粒子を分散した分散液
を封入したセルが連続して形成されているシートからなる表示パネルであって、セル間の
隔壁の厚さが０．０１～１０μｍ、好ましくは０．０５～５μｍである。本発明の表示パ
ネルの一例を図１に断面図として示す。図１に示す表示パネル１は、シート面に沿って複
数のセル３が連続して並んだハニカム構造シート２の各セル３中に表示機能を持つ微細粒
子を含む分散液５が封入されており、ハニカム構造シート２の片側は各セル３を封止する
封止樹脂４で覆われた構造になっている。ここで、ハニカム構造シート２中のセル間の隔
壁６の厚さが０．０１～１０μｍ、好ましくは０．０５～５μｍである。ハニカム構造シ
ート２中のセル間の隔壁６の厚さは、図１で示すように、各セルとセルとを区切る隔壁で
ある。
【００３６】
　なお、図１，図２には、表示パネルの断面図を示しているが、この表示パネルを図の上
方又下方から見たときのハニカム構造シート中のセルの配置は、例えば、同じ大きさ、形
状のセルが正方格子状又は六方最密状に配置していることが好ましい。しかし、本発明の
表示パネルは、このような配置に限定されるものではなく、セルの配置や大きさが不均一
の場合も含む。
【００３７】
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　図２には、本発明の表示パネルの他の例を示している。図２に示す表示パネルは、ハニ
カム構造シート２のセル３の両側のシート面が開口しており、封止樹脂７のフィルムがそ
の両側の開口部を封止している構造である。この場合もセル間の隔壁６は、同じように厚
さが０．０１～１０μｍ、好ましくは０．０５～５μｍである。
【００３８】
　ハニカム構造シート２中のセル間の隔壁６の厚さが１０μｍ以下、好ましくは５μｍ以
下と薄くすることにより、表示素子となるセル３の部分と、表示機能に寄与しないセル間
の隔壁６の部分との比率を考慮すると、セル３の部分の比率が大きくなる。表示機能を持
つセル３の部分が多くなれば、表示パネルとしては表示装置としたときの反射率やコント
ラストといった表示特性が向上する。一方、ハニカム構造シート２中のセル間の隔壁６の
厚さが０．０１μｍ以上、好ましくは０．０５μｍ以上とすることにより、セルの強度、
言い換えれば表示パネルの強度が十分に保たれる。また、ハニカム構造シートの製造上も
においても、均質でセル間の隔壁の厚さのむらのないものが製造しやすい。
【００３９】
　さらに、本発明の表示パネルは、ハニカム構造シート２中のセルとシート表面との隔壁
の厚さが０．０１～１０μｍ、好ましくは０．０５～５μｍであることが好まし。セルと
シート表面との隔壁の厚さは、図１におけるセルとシート表面との隔壁７，及び開口部側
のセルとシート表面との隔壁８である。また、図２においては両側の開口部側のセルとシ
ート表面との隔壁８である。この場合、それぞれ封止樹脂の４，４ａ，４ｂの厚さは含ん
でいない。
【００４０】
　ハニカム構造シート２中のセルとシート表面との隔壁７，８は、表示装置としたときに
光の透過面になり、電圧印加の際の電極間の中間層となるためできるだけ薄いことが好ま
しい。セルとシート表面との隔壁７，８の厚さを１０μｍ以下、好ましくは５μｍ以下と
薄くすることにより、表示パネル１としては表示装置としたときの反射率やコントラスト
といった表示特性が向上する。また、低電圧を印加するだけで表示機能を十分に発揮する
表示装置を製造することができる。一方、ハニカム構造シート２中のセル間の隔壁７，８
の厚さが０．０１μｍ以上、好ましくは０．０５μｍ以上とすることにより、セル３の強
度、言い換えれば表示パネル１の強度が十分に保たれる。また、ハニカム構造シート２の
製造上においても、セルとシート表面との隔壁７，８の厚さのむらのないものが製造しや
すい。
【００４１】
　従来、マイクロエンボス加工や画像露光によりハニカム構造シートを製造していたが、
マイクロエンボス加工の場合、フィルムに型を押し当て、型形状を転写することでセル構
造を形成していた。この場合、フィルム厚みは１００μｍ程度が下限であり、それにセル
構造となる凹部を形成するので、凹部の側壁であるセル間の隔壁や底部の隔壁の厚さを１
０μｍ以下にすることは難しかった。また、画像露光の場合、フィルム上にレジスト膜を
形成し、レジストに凹部を形成する。そのため、凹部のセル間の隔壁や底部の隔壁の厚さ
はフィルムの厚さとなり、１０μｍ以下のフィルムを製造したり取り扱ったりすることは
難しいため、凹部の底部の厚さを１０μｍ以下にすることは難しかった。本発明における
ハニカム構造シート２は、後述する製造方法により、このような薄い隔壁とすることが可
能となっている。
【００４２】
　本発明の表示パネル１は、ハニカム構造シート２のセル間の隔壁６とセルとシート表面
との隔壁７，８との交叉部は、曲率半径０．１～５０μｍの曲面で形成されていることが
好ましい。図１又は図２に示した表示パネル１のように、本発明の表示パネルの各セル３
は、直方体（図１，２の断面図においては長方形）に近い形をしている。そして、セル間
の隔壁６とセルとシート表面との隔壁７，８が交叉する交叉部９は、図１，２に示した断
面図において、曲率半径０．１～５０μｍの曲面で形成されていることが好ましい。
【００４３】
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　このようなセル３を備えた表示パネル１を電気泳動表示パネル等に使用すると、表示パ
ネル１の強度が向上する。特に、表示パネル１に曲げ応力をかけて使用する場合でも、十
分な強度を得ることができる。ハニカム構造シート２としては、隔壁と隔壁の交叉部分９
を肉厚にすることにより強度を上げることができる。交叉部９の曲率半径を０．１～５０
μｍとしたが、さらに好ましくは１～１０μｍ程度とすることが望ましい。１μｍ以下で
は軽く表示パネルを反らせる程度の強度はあるが、表示パネルを丸めたりするには十分な
強度でない。１０μｍ以上だと表示特性、特に反射率の面で特性が落ちてくることがある
。
【００４４】
　本発明の表示パネルにおいて、セル間の隔壁すなわちハニカム構造シート２は、水溶性
樹脂又は紫外線照射により硬化した樹脂からなることが好ましい。水溶性樹脂として、ポ
リウレタン、ゼラチン、ポリビニルアルコールなどがあり、紫外線硬化樹脂として、アル
コキシアクリレート、エポキシアクリレートなどがある。このような樹脂は、後述する本
発明のハニカム構造シートの製造方法に適した樹脂原料から得られた樹脂である。
【００４５】
　さらに、ハニカム構造シート２の一方に開口部がある図１の場合は、セルの開口部は封
止樹脂の層４で封止されており、封止樹脂の層４の厚さが０．１～１０μｍであることが
好ましい。また、ハニカム構造シート２の両側に開口部がある図２の場合は、両側のセル
の開口部は封止樹脂の層４ａ，４ｂで封止されており、封止樹脂の層４ａ，４ｂの厚さが
両側とも０．１～１０μｍであることが好ましい。
【００４６】
　ハニカム構造シート２中のセルの封止樹脂の層４，４ａ，４ｂは、表示装置としたとき
に光の透過面になり、電圧印加の際の電極間の中間の層となるため、できるだけ薄いこと
が好ましい。封止樹脂の層４，４ａ，４ｂの厚さを１０μｍ以下、好ましくは５μｍ以下
と薄くすることにより、表示パネル１としては表示装置としたときの反射率やコントラス
トといった表示特性が向上する。また、低電圧を印加するだけで表示機能を十分に発揮す
る表示装置を製造することができる。一方、封止樹脂の層４，４ａ，４ｂの厚さが０．０
１μｍ以上、好ましくは０．０５μｍ以上とすることにより、セルの強度、言い換えれば
表示パネルの強度が十分に保たれる。また、表示パネル１の製造上においても、均質で厚
さのむらのない封止樹脂の層４，４ａ，４ｂが形成しやすい。
【００４７】
　図３には、本発明の表示装置の断面図を示した。この表示装置は、図１に示した表示パ
ネルを使用しており、図３において、ＰＥＴ樹脂層などの上部から保護膜１３、ＩＴＯ電
極などの透明電極層１４、接着剤層１５、封止膜１６、セル１２中に分散液を封入された
ハニカム構造シート１７、ハニカム構造シート１７と電極１９とを接着する接着層１８，
及び電極１９からなっている。セル１２中の分散液は、例えば白色の電気泳動粒子と青色
の粒子分散用の非極性溶媒の組み合わせなどである。ここで、封止膜１６，セル１２中に
分散液を封入されたハニカム構造シート１７が、すでに説明した図１に示した本発明の表
示パネルからなっている。図１に示した本発明の表示パネルを使用した場合は、ハニカム
構造シート１７と接着層１８の間にも封止膜が形成されている。この形態の表示装置にお
いては、電極１９はアルミ箔や銀箔、金箔、銅箔などの不透明素材を用いてもよいが、少
なくとも保護膜１３、透明電極層１４、接着剤層１５、封止膜１６は透明素材を用いる。
これらの層は、表示装置として使用する際に光を透過させる必要があるからである。
【００４８】
　この表示装置１１は、透明電極層１４と電極１９との間に電圧を印加することにより、
各セル中の分散媒（例えば青色）中の電気泳動粒子（例えば白色粒子）を透明電極層１４
側（セル１２上部）に引き寄せたり、電極１９側（セル１２下部）に引き寄せたりして透
明電極１４側（上部）から白色又は青色を観察させる。この場合、セル１２ごとに印加電
圧を制御すれば、それぞれのセルごとに観察する色が制御できる。この表示装置１１は、
本発明の表示パネルを使用しているので、光の反射率やコントラストといった表示特性が
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優れた表示装置とすることができる。
【００４９】
　本発明の表示装置を組み込んだ画像表示用電子機器、例えば、従来からの画像表示装置
、ディスプレイは勿論、電子ペーパー、電子ブック、電子ノート、電子手帳、電子表示時
刻表、電子表示広告板、電子表示案内板、及び電子表示地図などの具体的な画像表示装置
が製造できる。
【００５０】
　本発明のハニカム構造シートの製造方法について説明する。本発明におけるハニカム構
造シートの製造方法の概略を図４に示す。図４（ａ）は、本発明のハニカム構造シート製
造用の基板の断面図である。この基板２２は、表面に開口部を持つ複数の中空部、すなわ
ち凹部２３を備えている。基板２２の凹部２３の開口が狭くなっているが、ハニカム構造
シートを形成する材料を付着させるのに好都合である。
【００５１】
　なお、図４では凹部２３を六方最密充填構造に配置したが、凹部２３を正方格子状に配
置してもよい。また、基板２２は、剛性のある金属やガラス、セラミックスなどの無機物
、又はハニカム構造シートを形成する材料を変形させる際に変形しないような樹脂などの
有機物やその複合材料で形成してもよい。例えば、基板材料としてニッケル、シリコン、
ガラス上にレジスト剤パターンを形成したもの、銅張り板（銅/ポリイミド積層基板）、
ガラス、その他の樹脂材（ポリイミド、ＰＴＥ、アクリル等）が挙げられる。具体例とし
ては、電析によるニッケル型、ガラス上にレジスト剤パターンを形成したもの、銅張り板
（銅/ポリイミド積層基板）、エッチングしたガラス、シリコンなどが挙げられる。
【００５２】
　図４（ｂ）は、基板表面を本発明のハニカム構造シート製造用の変形可能な樹脂２１で
覆った状態の断面図である。このような変形可能な樹脂２１の層が形成された基板を真空
チャンバ内に導入し、減圧状態にすると、凹部２３に保持されている空気が膨張する。こ
のとき、凹部２３は、変形可能な樹脂２１で密閉されているので、図４（ｃ）に示すよう
に、空気の膨張により変形可能な樹脂２１の層が変形して中空の空間が形成される。そし
て、真空チャンバ内の減圧とを調整することにより、基板２０表面には、非常に隔壁の薄
い連続したセル構造を備えたハニカム構造シート２７が形成される。また、ハニカム構造
シート２７の各セルの深さも、減圧する真空度により決定される。すなわち、高真空にす
ると凹部の空気が膨張する量が大きいので、各セルの深さは深くなる。低真空だと膨張量
が小さいので、各セルの深さは浅くなる。高真空の場合膨張量が大きいので、変形可能な
樹脂２１の上部表面（天井）が薄くなり、最終的に天井に開口が形成される。このように
して、片側に開口部を有するハニカム構造シート２７と、両面に開口部を有するハニカム
構造シート２７が形成される。
【００５３】
　最後に、図４（ｄ）に示すように、基板２０から変形した樹脂のハニカム構造シート２
７を硬化させてから、基板２０から剥離し、ハニカム構造シート２７が得られる。凹部２
３が基板上に正方格子状に配置されていればセルが正方格子に配置されたハニカム構造シ
ート２７となり、六方最密状に配置されていればセルは六方最密に配置されたハニカム構
造シート２７となる。変形した樹脂の硬化に当たっては、乾燥により硬化する樹脂材料、
例えばゼラチンやポリウレタン樹脂を用いたときは、ハニカム構造シート２７を乾燥して
やればよい。また、紫外線照射により硬化する樹脂を用いてハニカム構造シート２７を形
成したときは、硬化前のハニカム構造シート２７に紫外線を照射して硬化させればよい。
【００５４】
　これらのハニカム構造シートの製造方法において、変形可能な材料としては、ポリビニ
ルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリウレタン、プルラン、アルブミン、ＣＭＣ,
ポリアクリル酸、セルロース、デンプン、ゼラチン、アルギン酸塩、グアーガム、アラビ
アガム、カラーギナン、トラガント、ペクチン、デキストリン、カゼイン、コラーゲン、
ポリビニルメチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、ポ
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リエチレングリコール、酸化エチレン、寒天、ローカストビーンガム、キサンタンガム、
サイクロデキストリン、タンニン酸、カラヤガム、ジュランガム、ファーセレラン、トラ
ントガム、レシチン、キチンキトサン、コンドロイチン硫酸ナトリウム、リグニンスルホ
ン酸、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ポリアクリルアマイド、ポリエ
チレンイミン、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、ポリエチレンオキサイド、ポリアリルアミン、ウレタンアクリル系ＵＶ硬化樹脂、エ
ポキシアクリル系ＵＶ硬化樹脂、アルコキシアクリル系ＵＶ硬化樹脂、などが挙げられる
。具体的には、例えばポリウレタンであれば、ハイドランＷＬＳ－２０１（大日本インキ
化学工業製）、水溶性樹脂である。ゼラチンでは、ＭＣ－２４３（ゼライス株式会社製）
を使用し、５～３０ｗｔ％程度に水に溶解させ使用できる。ポリビニルアルコールでは、
ポバールＰＶＡ１１７（クラレ製）を使用でき、例えばポリビニルアルコールを５～３０
ｗｔ％程度に水に溶解させて使用すればよい。
【００５５】
　本発明で使用するハニカム構造シートの形状は、図４（ｃ）で示すように、壁面および
天井部の厚さが変形性を有する樹脂の表面張力により形成されているので、従来の製造方
法におけるマイクロエンボス加工または画像露光に対し、壁面および天井部の厚さを薄く
することが可能である。また、開口部が狭くなっている形状、及び壁面と開口部がある壁
面あるいはその対向する壁面との交差部がある曲率半径を有し太くなる形状が容易に形成
できる。
【００５６】
　更に、すでに説明した本発明表示パネルのセルにおける各部分の厚さや曲率半径は、変
形可能な樹脂を基板上に形成するときの厚さ、ハニカム構造シートを形成するときの減圧
条件（気圧）、変形可能な樹脂の材質よって制御することが可能である。変形可能な樹脂
を基板上に形成するときの厚さが薄いほど各部分の厚さが薄く、曲率半径を小さくするこ
とができる。減圧の気圧が低いほど各部分の隔壁の厚さが薄く、曲率半径を小さくするこ
とができる。変形可能な樹脂の材質の粘度が小さいほど各部分の厚さが薄く、曲率半径を
小さくすることができる。また、基板上に形成された凹部の体積や凹部間距離には最適値
があるので、変形可能な樹脂の材質や減圧の程度などを調整して所望のハニカム構造シー
トを形成することができる。
【００５７】
　ハニカム構造シートの製造方法をいくつかの実施形態を示して説明する。　
　（実施形態１）
　実施形態１のハニカム構造シートの製造方法を図５に示した。図５（ａ）は、微小な複
数の凹部を設けた剛性のある基板２０上にハニカム構造シートの原料となる紫外線で硬化
する変形可能な樹脂２１を塗布し、その上に紫外線を透過する押圧板２８を密着させた断
面図である。この場合、基板２０と変形可能な樹脂２１と、及び変形可能な樹脂２１と押
圧板２８とはしっかり密着させる。ただし、基板２０表面に形成されている凹部２３中に
は空間が残っていることが重要である。
【００５８】
　この状態から、図５（ｂ）に示すように、押圧板２８を基板２０から引き上げるように
して離間させる。そうすると、基板２０と変形可能な樹脂２１と、及び変形可能な樹脂２
１と押圧板２８とはしっかり密着しているので、剥離しないが、基板２０表面の凹部に残
っていた空気が膨張して変形可能な樹脂２１の内部に空隙を形成する。この空隙はそれぞ
れの凹部２３に対応してセル構造となり、変形可能な樹脂２１のシート全体としては、ハ
ニカム構造シートを形成する。
【００５９】
　この状態ではセル内は減圧になっているので、図５（ｃ）に示すように、押圧板２８の
上部から紫外線を照射して変形可能な樹脂２１を紫外線硬化させる。変形可能な樹脂２１
が硬化してしまえば、ハニカム構造シートは変形しなくなるので、押圧板２８及び基板２
０から剥離して完成したハニカム構造シート２７とすることができる。
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【００６０】
　（実施形態２）
　実施形態２のハニカム構造シートの製造方法を図６に示した。図６（ａ）は、微小な複
数の凹部を設けた剛性のある基板２０上にハニカム構造シートの原料となる乾燥により硬
化する変形可能な樹脂２１を塗布した。この場合、基板２０と変形可能な樹脂２１とはし
っかり密着させる。ただし、基板２０表面に形成されている凹部２３中には空間が残って
いることが重要である。
【００６１】
　この状態から、図６（ｂ）に示すように、基板２０と変形可能な樹脂２１とを減圧環境
下に導入する。そうすると、基板２０と変形可能な樹脂２１とはしっかり密着しているの
で、剥離しないが、基板２０表面の凹部に残っていた空気が膨張して変形可能な樹脂２１
の内部に空隙を形成する。この空隙はそれぞれの凹部２３に対応してセル構造となり、変
形可能な樹脂２１のシート全体としては、ハニカム構造シートを形成する。
【００６２】
　この状態ではセル内は減圧になっているので、図６（ｃ）に示すように、そのまま減圧
にしておき、又は減圧状態を保ったまま乾燥気流を導入して変形可能な樹脂２１を乾燥硬
化させる。変形可能な樹脂２１が硬化してしまえば、ハニカム構造シートは変形しなくな
るので、常圧に戻して、基板２０から剥離すれば、ハニカム構造シート２７とすることが
できる。
【００６３】
　次に、上述の本発明のハニカム構造シートの製造方法により得られたハニカム構造シー
トを用いた本発明の表示パネルの製造方法について説明する。本発明の表示パネルの製造
方法を図７に例示した。図７（ａ），（ｂ）のハニカム構造シートの製造方法は、実施形
態２図示したハニカム構造シート２７の製造方法と同様である。すなわち、図７（ａ）は
、微小な複数の凹部を設けた剛性のある基板２０上にハニカム構造シートの原料となる乾
燥により硬化する変形可能な樹脂２１を塗布した。この場合、変形可能な樹脂２１として
ゼラチン水溶液を用いた。基板２０と変形可能な樹脂２１とはしっかり密着させる。ただ
し、基板２０表面に形成されている凹部２３中には空間が残っていることが重要である。
【００６４】
　この状態から、図７（ｂ）に示すように、基板２０と変形可能な樹脂２１とを減圧環境
下に導入する。そうすると、基板２０と変形可能な樹脂２１とはしっかり密着しているの
で、剥離しないが、基板２０表面の凹部に残っていた空気が膨張して変形可能な樹脂２１
の内部に空隙２５を形成する。この空隙はそれぞれの凹部２３に対応してセル構造となり
、変形可能な樹脂２１のシート全体としては、ハニカム構造シートを形成する。この状態
ではセル内は減圧になっているので、そのまま減圧にしておき、又は減圧状態を保ったま
ま乾燥気流を導入して変形可能な樹脂２１を乾燥硬化させる。ゼラチンが乾燥してゲル化
し、硬化してしまえば、ハニカム構造シートは変形しなくなるので、常圧に戻してもハニ
カム構造シート２７が破壊することはない。この場合、図７（ｂ）にはセル２５の上部が
開口している状態を示しているが、セル２５の上部は開口していても開口していなくても
よい。
【００６５】
　この状態から、図７（ｃ）に示すように、基板２０に付いたままのハニカム構造シート
２７の表面に封止材となるべき樹脂製の剥離シート２９を付着させる。そして、図７（ｄ
）に示すように、基板２０からハニカム構造シート２７を剥離シート２９とともに剥離す
る。
【００６６】
　剥離シート２９とともに剥離したハニカム構造シート２７は、図７（ｅ）に示すように
、上下ひっくり返して、基板２０に付着していた面である開口部側を上にして、それぞれ
のセルに表示用の電気泳動分散液３０などの表示用の材料を注入し、開口部を樹脂フィル
ムなどで封止してやればよい。図１２（ｃ）に封止材料３６での封止の断面図を示した。
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【００６７】
　基板２０から剥離したハニカム構造シート２７は、基板２０や変形可能な樹脂２１の性
質などの製造条件によっては、開口部が十分開口していない場合がある。そのような場合
は、分散液３０が十分注入できなかったり、できあがった表示パネルの反射率やコントラ
ストといった表示特性を劣化させたりする。そこで、セルの開口部の大きさを調整する方
法について説明する。図８は、セル開口部の大きさを調節する方法を示した模式図である
。
【００６８】
　図８は、図７（ｄ）に示した剥離シート２９とともに剥離したハニカム構造シート２７
を、密閉した開口部調整容器３１に導入して、セル２５の開口部２６にハニカム構造シー
ト２７を形成している樹脂を可溶な溶媒蒸気に暴露する。この場合であれば、ハニカム構
造シート２７を形成している樹脂がゼラチンであるので、水蒸気に暴露をすればよい。こ
こで、ハニカム構造シート２７のセル２５の開口部２６は、水蒸気が結露するような温度
にしておくことが好ましい。樹脂をかような溶媒は通常液体状態で樹脂を溶解するからで
ある。図９に、溶媒蒸気が、セルの隔壁に結露して液体となり、樹脂の隔壁を溶解する様
子を示した。図９（ａ）は、樹脂に対して不溶性な揮発性材料３４を表面に塗布したハニ
カム構造シートが、樹脂に対して可溶な可溶性溶剤３５の蒸気雰囲気中に配置されている
図である。図９（ｂ）は、シート表面から揮発性材料３４が気化して、可溶性溶剤３５の
蒸気がシートの表面で結露し、結露した可溶性溶剤３５はシート表面の隔壁の薄い部分を
溶解して飽和し、セル間の隔壁に近い部分に凝集する。このようにして、シート表面のセ
ルの開口部を形成したり拡大したりすることができる。
【００６９】
　図１０には、実際ゼラチンにより形成させたハニカム構造シートのセルの開口部を水蒸
気の暴露によって拡大した写真を示した。暴露した時間の経過によって開口部の大きさが
、当初直径４０μｍであったものが４０秒後にはφ８０μｍまで拡大している。
【００７０】
　図１１は、実際に開口部を形成した際の開口部調整装置の簡略図を示した。溶剤加熱装
置３３から発生した溶剤蒸気３５は、ハニカム構造シート２７の表面で結露しハニカム構
造シートの薄い隔壁を開口させたり、開口部を拡大させたりする。なお、ハニカム構造シ
ートは、温度調節装置３７により溶剤が適当に結露する程度に温度調節されている。
【００７１】
　以下に具体的な実施例を示して本発明を説明する。　
　（実施例１）
　ハニカム構造シート（１）の製造
　変形可能な被覆材料として、水溶性樹脂であるポリウレタンを使用した。ポリウレタン
は、ハイドランＷＬＳ－２０１（大日本インキ化学工業製）を使用した。スリットコータ
ーを用いて、図６（ａ）に示すような基板上にポリウレタン膜を形成する。この基板上に
形成したポリウレタン膜を減圧にして、凹部の空気を膨張させる。減圧下でポリウレタン
中の残留水分を蒸発させ、完全に乾燥、固化させる。減圧する真空度が１ｋＰａ以下程度
の場合、セルの天井に開口が空き、両面に開口部を有するハニカム構造シート（１）とな
る。ポリウレタンを変形可能な材料として使用した場合、各セルの隔壁厚さが１～１０μ
ｍ、開口部およびそれに対向する壁の厚さが１～１０μｍ、各セルの壁と開口部あるいは
それに対向する壁との交差部の曲率半径が５～５０μｍのハニカム構造シート（１）が作
製できる。
【００７２】
　（実施例２）
　ハニカム構造シート（２）の製造
　変形可能な被覆材料として、水溶性樹脂であるゼラチンを使用した。ゼラチンは、ＭＣ
－２４３（ゼライス株式会社製）を使用した。ゼラチンを５～３０ｗｔ％程度に水に溶解
させる。この溶液をスリットコーターを用いて、図６（ａ）に示すような基板上にゼラチ
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ン膜を形成する。これを減圧にし、空気を膨張させる。減圧下でゼラチン中の残留水分を
蒸発させ、完全に乾燥、固化させる。ゼラチン濃度と減圧する真空度により天井に開口が
空くか否かが決定される。ゼラチン濃度が薄い場合減圧する真空度が低くとも天井に開口
が形成され、ゼラチン濃度が濃い場合減圧する真空度が高くないと天井に開口が形成され
ない。ゼラチンを変形可能な材料として使用した場合、各セルの壁厚さが０．０１～５μ
ｍ、開口部およびそれに対向する壁厚みが０．０１～２μｍ、各セルの壁と開口部あるい
はそれに対向する壁との交差部の曲率半径が０．１～２０μｍのハニカム構造シート（２
）が作製できる。
【００７３】
　（実施例３）
　ハニカム構造シート（３）の製造
　変形可能な被覆材料として、水溶性樹脂であるポリビニルアルコールを使用した。ポリ
ビニルアルコールは、ポバールＰＶＡ１１７（クラレ製）を使用した。ポリビニルアルコ
ールを5～３０ｗｔ％程度に水に溶解させる。この溶液をスリットコーターを用いて、図
６（ａ）に示すような基板上にポリビニルアルコール膜を形成する。これを減圧し、空気
を膨張させる。減圧下でポリビニルアルコール中の残留水分を蒸発させ、完全に乾燥、固
化させる。ポリビニルアルコール濃度と減圧する真空度により天井に開口が空くか否かが
決定される。ポリビニルアルコール濃度が薄い場合減圧する真空度が低くとも天井に開口
が形成され、ポリビニルアルコール濃度が濃い場合減圧する真空度が高くないと天井に開
口が形成されない。ポリビニルアルコールを塑性変形性の材料として使用した場合、各セ
ルの壁厚みが３～１０μｍ、開口部およびそれに対向する壁厚みが１～１０μｍ、各セル
の壁と開口部あるいはそれに対向する壁との交差部の曲率半径が１０～５０μｍのハニカ
ム構造シート（３）が作製できる。
【００７４】
　（実施例４）
　ハニカム構造シート（４）の製造
　変形可能な被覆材料として、紫外線硬化樹脂であるアルコキシアクリレートを使用した
。アルコキシアクリレートは、ＰＥＧ４００ＤＡ（ダイセルサイテック製）を使用した。
アルコキシアクリレート中にフッ素系界面活性剤ノベックＦＣ－４４３０（３Ｍ製）を添
加し、アルコキシアクリレートの表面張力を弱くし、変形性を持たせる。この溶液をスリ
ットコーターを用いて、図６（ａ）に示すような基板上にアルコキシアクリレート膜を形
成する。これを減圧し、空気を膨張させる。減圧する真空度が５０ｋＰａ程度に達したと
きに、紫外線を照射し、アルコキシアクリレートを硬化させる。アルコキシアクリレート
を塑性変形性の材料として使用した場合、各セルの壁厚みが０．０１～３μｍ、開口部お
よびそれに対向する壁厚みが０．０１～１μｍ、各セルの壁と開口部あるいはそれに対向
する壁との交差部の曲率半径が０．０１～５μｍのハニカム構造シート（４）が作製でき
る。
【００７５】
　（実施例５）
　ハニカム構造シート（５）の製造
　変形可能な被覆材料として、紫外線硬化樹脂であるエポキシアクリレートを使用した。
エポキシアクリレートは、ＡＱ９（荒川化学工業製）を使用した。エポキシアクリレート
中にフッ素系界面活性剤ノベックＦＣ－４４３０（３Ｍ製）を添加し、エポキシアクリレ
ートの表面張力を弱くし、塑性変形性を持たせる。この溶液をスリットコーターを用いて
、図６（ａ）に示すような基板上にエポキシアクリレート膜を形成する。これを減圧し、
空気を膨張させる。減圧する真空度が５０ｋＰａ程度に達したときに、紫外線を照射し、
エポキシアクリレートを硬化させる。エポキシアクリレートを塑性変形性の材料として使
用した場合、各セルの壁厚みが０．０１～５μｍ、開口部およびそれに対向する壁厚みが
０．０１～１μｍ、各セルの壁と開口部あるいはそれに対向する壁との交差部の曲率半径
が０．１～５μｍのハニカム構造シート（５）が作成できる。
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【００７６】
　（実施例６）
　表示パネル（１）及び表示装置（１）の製造
　図３に示すような表示パネル及び表示装置を作成した。実施例１で作製した片側に開口
を有する六方最密のハニカム構造シート（１）を用いた。ハニカム構造シート（１）の各
セルの壁厚さは約２μｍ、開口部およびそれに対向する壁厚みが約１μｍ、各セルの壁と
開口部あるいはそれに対向する壁との交差部の曲率半径が約５μｍのものを用いた。各セ
ルの底部（あるいは天井部）とＩＴＯ膜付のＰＥＴフィルムが接着層１で接着した。接着
には紫外線硬化接着剤、エポキシ系接着剤などが使用することができる。図１２に示すよ
うにハニカム構造シート（１）とＰＥＴフィルムを接着してから、ハニカム構造シート（
１）を基板２０から剥離する。各セル２５中に電気泳動液３０を注入し、開口部が封止さ
れている。封止材料３６は電気泳動液と相溶しない水溶性樹脂を使用する。水溶性樹脂と
して、ポリウレタン、ゼラチン、ポリビニルアルコールなどを使用することができる。こ
れらの水溶性樹脂をスリットコーターを用いて、電気泳動液上に膜を形成し、乾燥させて
封止を行い、表示パネル（１）とする。この封止膜の膜厚は約５μｍであった。この封止
した膜と電圧駆動回路とが接着層２で接着され表示装置（１）となる。接着には紫外線硬
化接着剤、エポキシ系接着剤などが使用することができる。封止した膜が薄いほど、電圧
の降下が少なく、低電圧で駆動することができる。
【００７７】
　この表示装置（１）においては、白反射率３８％、黒反射率1％、コントラスト３８の
表示特性が得られる。比較として、同じ電気泳動液を深さが５０μｍで１０ｍｍ角のセル
で表示させたときの表示特性は、白反射率４３％、黒反射率１％、コントラスト４３とな
った。
【００７８】
　（実施例７）
　表示装置（２）の製造
　図３に表示装置の構成を示す。ハニカム構造シートは実施例２で作製した片側に開口を
有する六方最密のハニカム構造シート（２）を用いた。ハニカム構造シートの各セルの壁
厚みは約２μｍ、開口部およびそれに対向する壁厚みが約１μｍ、各セルの壁と開口部あ
るいはそれに対向する壁との交差部の曲率半径が約５μｍのものを用いた。各セルの底部
（あるいは天井部）と電圧駆動回路とが接着層１で接着されている。接着には紫外線硬化
接着剤、エポキシ系接着剤などが使用することができる。ハニカム構造シートと電圧駆動
回路を接着してから、ハニカム構造シート（２）を基板から剥離する。各セル中に電気泳
動液が注入され、開口部が封止される。封止は電気泳動液と相溶しない水溶性樹脂を使用
する。水溶性樹脂として、ポリウレタン、ゼラチン、ポリビニルアルコールなどを使用す
ることができる。これらの水溶性樹脂をスリットコーターを用いて、電気泳動液上に膜を
形成し、乾燥させて封止を行う。この封止膜の膜厚は約５μｍである。この封止した膜と
ＩＴＯ膜付のＰＥＴフィルムとが接着層１５で接着されている表示装置（２）が得られる
。接着には紫外線硬化接着剤、エポキシ系接着剤などが使用することができる。封止した
膜が薄いほど、表示特性が良く、反射率を大きくすることができる。
【００７９】
　表示装置（２）において、白反射率３８％、黒反射率１％、コントラスト３８の表示特
性が得られる。比較として、同じ電気泳動液を深さが５０μｍで１０ｍｍ角のセルで表示
させたときの表示特性は、白反射率４３％、黒反射率１％、コントラスト４３となる。
【００８０】
　（実施例８）
　表示装置（３）の製造
　図３に表示装置の構成を示す。ハニカム構造シートは実施例３で作製された両側に開口
を有する六方最密のハニカム構造シート（３）を用いた。ハニカム構造シートの各セルの
壁厚みは約２μｍ、開口部およびそれに対向する壁厚みが約１μｍ、各セルの壁と開口部
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あるいはそれに対向する壁との交差部の曲率半径が約５μｍのものを用いた。各セルの開
口を有する天井部と電圧駆動回路とが接着層１５で接着されている。接着には紫外線硬化
接着剤、エポキシ系接着剤などが使用することができる。中空構造物と電圧駆動回路を接
着してから、ハニカム構造シート（３）を基板から剥離する。各セル中に電気泳動液が注
入され、開口部が封止されている。封止は電気泳動液と相溶しない水溶性樹脂を使用する
。水溶性樹脂として、ポリウレタン、ゼラチン、ポリビニルアルコールなどを使用するこ
とができる。これらの水溶性樹脂をスリットコーターを用いて、電気泳動液上に膜を形成
し、乾燥させて封止を行う。この封止膜の膜厚は約5μｍである。この封止した膜とＩＴ
Ｏ膜付のＰＥＴフィルムとが接着層１５で接着されて表示装置（３）が得られる。接着に
は紫外線硬化接着剤、エポキシ系接着剤などが使用することができる。封止した膜が薄い
ほど、表示特性が良く、反射率を大きくすることができる。
【００８１】
　表示装置（３）において、白反射率４０％、黒反射率１％、コントラスト４０の表示特
性が得られる。比較として、同じ電気泳動液を深さが５０μｍで１０ｍｍ角のセルで表示
させたときの表示特性は、白反射率４３％、黒反射率１％、コントラスト４３となる。
【００８２】
　（実施例９）
　表示装置（４）の製造
　図３に表示装置の構成を示す。ハニカム構造シートは実施例４で作製された両側に開口
を有する六方最密のハニカム構造シート（４）を用いた。中空構造物の各セルの壁厚みは
約２μｍ、開口部およびそれに対向する壁厚みが約１μｍ、各セルの壁と開口部あるいは
それに対向する壁との交差部の曲率半径が約５μｍのものを用いた。各セルの底部（ある
いは天井部）とＩＴＯ膜付のＰＥＴフィルムが接着層１５で接着されている。接着には紫
外線硬化接着剤、エポキシ系接着剤などが使用することができる。中空構造物とＰＥＴフ
ィルムを接着してから、ハニカム構造シートを基板から剥離する。各セル中に電気泳動液
が注入され、開口部が封止されている。封止は電気泳動液と相溶しない水溶性樹脂を使用
する。水溶性樹脂として、ポリウレタン、ゼラチン、ポリビニルアルコールなどを使用す
ることができる。これらの水溶性樹脂をスリットコーターを用いて、電気泳動液上に膜を
形成し、乾燥させて封止を行う。この封止膜の膜厚は約５μｍである。この封止した膜と
電圧駆動回路とが接着層１５で接着されて表示装置（４）が得られる。接着には紫外線硬
化接着剤、エポキシ系接着剤などが使用することができる。封止した膜が薄いほど、電圧
の降下が少なく、低電圧で駆動することができる。
【００８３】
　表示装置（４）において、白反射率４１％、黒反射率１％、コントラスト４１の表示特
性が得られる。比較として、同じ電気泳動液を深さが５０μｍで１０ｍｍ角のセルで表示
させたときの表示特性は、白反射率４３％、黒反射率１％、コントラスト４３となる。
【００８４】
　実施例６～９で作成した表示装置（１）～（４）の白反射率と、その比較サンプルの白
反射率に対する六方最密セルの白反射率の比率を表１に示した。
【００８５】
【表１】

　使用した六方最密セルのセル間のピッチは１５０μｍで、セルの壁厚みがであった。こ
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上に天井、封止層、接着層がある。これらが反射率をわずかに低下させている。実施例９
は比較サンプルに対し接着層のみが増えている構成で、最も反射率の低下が少なくなって
いる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の表示パネル（１）の断面図
【図２】本発明の表示パネル（２）の断面図
【図３】本発明の表示装置の断面図
【図４】ハニカム構造形成の説明図ハニカム構造の製造方法（１）
【図５】ハニカム構造の製造方法（１）
【図６】ハニカム構造の製造方法（２）
【図７】表示パネルの製造方法（１）
【図８】セル開口部の形成方法
【図９】セル開口部の形成の説明図
【図１０】開口部の拡大状況を示す写真　（ａ）ハニカム形成時の開口部、（ｂ）溶剤蒸
気への暴露２０秒後の開口部、（ｃ）溶剤蒸気への暴露４０秒後の開口部
【図１１】セル開口部の形成の例
【図１２】表示パネルの製造方法（２）
【符号の説明】
【００８７】
１：表示パネル　　　　　　　　２：ハニカム構造シート　　　３：セル
４，４ａ，４ｂ：封止樹脂　　　５：分散液　　　　　　　　　６：セル間の隔壁
７：セルとシート表面との隔壁　８：開口部側のセルとシート表面との隔壁
９：セル間の隔壁とセルとシート表面との隔壁との交叉部　　１０：封止樹脂厚さ
１１：表示装置　　　　　　　１２：セル　　　　　　　　　１３：保護膜
１４：透明電極層　　　　　　１５：接着剤層　　　　　　　１６：封止膜
１７：ハニカム構造シート　　１８：接着層　　　　　　　　１９：電極
２０：基板　　　　　　　　　２１：変形可能な樹脂　　　　２２：シート表面の隔壁
２３：凹部　　　　　　　　　２４：凹部の開口部　　　　　２５：空間（セル）
２６：セルの開口部　　　　　２７：ハニカム構造シート　　２８：押圧板
２９：剥離用シート　　　　　３０：分散液　　　　　　　　３１：開口部調整容器
３２：溶剤　　　　　　　　　３３：加熱装置　　　　　　　３４：揮発性材料
３５：可溶性溶剤　　　　　　　３６：封止材料　　　　　　　３７：温度制御装置
３８：開口部調整装置
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