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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一方が透光性を有すると共に間の空間に気体が封入され又は該空間が真空に形
成された一対の基板と、
前記一対の基板の間の空間に封入され、互いに色が異なりかつ同一の帯電極性を有すると
共に前記基板に対する付着力を互いに異ならせた複数種類の粒子群と、
前記複数種類の粒子群に対し、移動させる粒子群に応じた強度の電界を付与する電界発生
手段と、
を備えた画像表示装置。
【請求項２】
前記複数種類の粒子群とは帯電極性の異なる少なくとも１種類の粒子群が前記空間に封入
されたことを特徴とする請求項1記載の画像表示装置。
【請求項３】
前記少なくとも１種類の粒子群は白色であることを特徴とする請求項2記載の画像表示装
置。
【請求項４】
前記複数種類の粒子群は、粒子1個あたりの平均帯電量が異なることを特徴とする請求項1
乃至請求項３の何れか１項に記載の画像表示装置。
【請求項５】
前記複数種類の粒子群は、平均粒径が異なることを特徴とする請求項１乃至請求項４の何
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れか1項に記載の画像表示装置。
【請求項６】
前記複数種類の粒子群は、粒子1個あたりの平均球形度を異ならせたことを特徴とする請
求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の画像表示装置。
【請求項７】
前記複数種類の粒子群は、粒子1個あたりの平均表面粗さを異ならせたことを特徴とする
請求項1乃至請求項６の何れか１項に記載の画像表示装置。
【請求項８】
前記空間には、前記複数種類の粒子群が封入された第１の小空間と、該第１の小空間に隣
接しかつ該複数種類の粒子群とは異なる色の少なくとも１種類の粒子群が封入された第２
の小空間と、が含まれることを特徴とする請求項１乃至請求項７の何れか１項に記載の画
像表示装置。
【請求項９】
前記電界発生手段は、前記複数種類の粒子群を一方の基板に移動させた後、移動させる粒
子群に応じた強度の電界を付与することを特徴とする請求項１乃至請求項８の何れか１項
に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
前記透明性を有する一方の基板に移動した少なくとも１種類の粒子群により定まる現在の
表示色を記憶する記憶手段を備え、
前記電界発生手段は、前記記憶手段に記憶された現在の表示色及び次の表示色に基づいて
、次の表示色を表示するための電界付与方法を決定し、決定した電界付与方法に従って電
界を付与することを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
少なくとも一方が透光性を有すると共に間の空間に気体が封入され又は該空間が真空に形
成された一対の基板と、
前記一対の基板の間の空間に封入され、互いに色が異なりかつ同一の帯電極性を有すると
共に前記基板に対する付着力を互いに異ならせた複数種類の粒子群と、
を備えたことを特徴とする画像表示媒体。
【請求項１２】
前記複数種類の粒子群とは帯電極性の異なる少なくとも１種類の粒子群が前記一対の基板
の間の空間に封入されたことを特徴とする請求項１１記載の画像表示媒体。
【請求項１３】
前記少なくとも１粒子群は白色であることを特徴とする請求項１２記載の画像表示媒体。
【請求項１４】
請求項１１乃至請求項１３の何れか１項に記載の画像表示媒体を取り付ける取付手段と、
前記取付手段に取り付けられた画像表示媒体中の前記複数種類の粒子群に対し、移動させ
る粒子群に応じた強度の電界を付与する電界発生手段と、
を備えたことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項１５】
前記電界発生手段は、前記画像表示媒体の外から電界を付与することを特徴とする請求項
１４記載の画像表示制御装置。
【請求項１６】
前記画像表示媒体には前記電界発生手段による電界付与用の電極が設けられ、
前記電界発生手段は、前記電極に接続して電気信号を供給する端子を有することを特徴と
する請求項１５記載の画像表示制御装置。
【請求項１７】
前記複数の粒子群のうち、少なくとも１種類の粒子群の帯電極性が複数の段階の帯電を経
る所定の電界の付与により変化し、導電性を持つことを特徴とする請求項１乃至請求項１
０記載の画像表示装置。
【請求項１８】
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前記複数の粒子群のうち、少なくとも１種類の粒子群の帯電極性が複数の段階の帯電を経
る所定の電界の付与により変化し、導電性を持つことを特徴とする請求項１１乃至請求項
１３記載の画像表示媒体。
【請求項１９】
前記粒子群のうち、少なくとも１種類の粒子群が磁性粒子からなることを特徴とする請求
項１乃至請求項１０記載の画像表示装置。
【請求項２０】
前記粒子群のうち、少なくとも１種類の粒子群が磁性粒子からなることを特徴とする請求
項１１乃至請求項１３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、画像表示装置、画像表示媒体、及び画像表示制御装置に係り、より詳しくは、
移動可能な粒子を用いた画像表示装置、画像表示媒体、及び画像表示制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、繰り返し書き換えが可能なシート状の画像表示媒体として、Twisting Ball Di
splay（２色塗り分け粒子回転表示）、電気泳動、磁気泳動、サーマルリライタブル媒体
、メモリ性を有する液晶などの表示技術が提案されている。前記表示技術の内、サーマル
リライタブル媒体、メモリ性液晶などは、画像のメモリ性には優れるが、表示面を紙のよ
うに十分な白表示とすることができず、そのため画像を表示した場合に、画像を表示した
部分と表示しない部分との区別を目視で確認しにくい、すなわち、画質が悪くなるという
問題があった。また電気泳動、磁気泳動を用いた表示技術は、画像のメモリ性を有し、か
つ白色液体中に着色粒子を分散させた技術であるため、白表示には優れるが、画像表示部
分を形成する黒（色）表示は着色粒子同士の隙間に常に白色液体が入り込むため、灰色が
かってしまい、画質が悪くなるという問題があった。また、画像表示媒体の内側には白色
液体が封入されているため、画像表示媒体を画像表示装置から取り外して紙のようにラフ
に取り扱った場合には、白色液体が画像表示媒体外部に漏出するおそれがある。また、Tw
isting Ball Displayは表示のメモリ性もあり、画像表示媒体の内部は、粒子周囲のキャ
ビティにのみオイルが存在するが、ほとんど固体状態なのでシート化は比較的容易である
。しかし、白く塗り分けられた半球面を表示側に完全に揃えた場合でも、球と球の隙間に
入り込んだ光線は反射されず内部でロスしてしまうため、原理的にカバレッジ１００％の
白色表示はできず、やや灰色がかってしまうという問題がある。また、粒子サイズは画素
サイズよりも小さいサイズであることが要求されるため、高解像度表示のためには色が塗
り分けられた微細な粒子を製造しなければならず、高度な製造技術を要するといった問題
もある。
【０００３】
一方、上記のような問題を解決する表示技術として、トナーを用いたディスプレー技術と
して、導電性着色トナーと白色粒子を対向する電極基板間に封入し、電極に接触すること
で帯電した着色トナーが無帯電の白色トナー中を対向する表示基板側へ電極基板間の電界
により移動し、着色トナーが表示側の基板内側へ付着して着色トナーと白色粒子とのコン
トラストにより画像表示する表示技術が提案されている。本表示技術は、画像表示媒体が
全て固体で構成されており、白と黒（色）の表示を原理的に100%切り替えることができる
点で優れている。
また、電気絶縁性の溶媒中に電界により鎖状体構造を示す着色粒子を分散させた表示媒体
を積層化してカラー画像の表示を行なう技術が特開平８－１０１４０９に開示されている
。この技術を用いると３色の色表現が可能となるが、液体の封入をもちいているため漏出
の危険は避けられない。また、この技術を用いた場合、光透過をするためには絶えず電源
を投入しなければならないためメモリー性に欠ける。
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
トナーを用いたディスプレイ技術は、無電源下でも表示画像のメモリー性を有するととも
に取扱いや製造も容易であり、電気泳動型に比べて利点が多い。
しかしながら、１種類の着色帯電粒子を電界に応じて移動させることで２色表示するもの
であるため、１つの表示セルで３色以上表示することが原理的にできない。
【０００５】
また、異なる色のセルを積層して組合わせることで多色表示する技術を応用しようとして
も、トナーを用いたディスプレイ装置では、表示面と対向する基板面側にも別の色のトナ
ー粒子が存在するために、下層の表示色を上層を透過させて表示させるのは困難である。
また、一般的に積層型の表示パネルは、色毎に表示される層が異なるため、多色表示した
ときに違和感が発生してしまうので、できるだけ同じ面上で多色が表示された方がよい。
【０００６】
他のカラー表示技術としては、異なる色のセルを隣接して配置することが知られているが
、表示可能な色が少ないほど多くのセルを組み合わせて１画素としなければならず、解像
度が低下してしまうので、１つのセルでできるだけ多くの色を表示できることが望ましい
。
【０００７】
本発明は、上記事実に鑑み成されたもので、一対の基板の間の空間に封入された粒子群で
複数の色を選択的に発色させて、カラー表示可能な画像表示装置、画像表示媒体、及び画
像表示制御装置を提案することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的達成のため請求項１記載の発明は、少なくとも一方が透光性を有すると共に間の
空間に気体が封入され又は該空間が真空に形成された一対の基板と、前記一対の基板の間
の空間に封入され、互いに色が異なりかつ同一の帯電極性を有すると共に前記基板に対す
る付着力を互いに異ならせた複数種類の粒子群と、前記複数種類の粒子群に対し、移動さ
せる前記粒子群に応じた強度の電界を付与する電界発生手段と、を備えている。
【０００９】
即ち、一対の基板の少なくとも一方は透光性を有する。一対の基板の間の空間には気体が
封入され又は該空間は真空に形成されている。
【００１０】
複数種類の粒子群は、この一対の基板の間の空間に封入されている。また、複数種類の粒
子群は、互いに色が異なりかつ同一の帯電極性を有すると共に基板に対する付着力が互い
に異なるものである。なお、この一対の基板とこの複数種類の粒子群とにより請求項１１
の画像表示媒体が構成される。
【００１１】
そして、電界発生手段は、複数種類の粒子群に対し、移動させる粒子群に応じた強度の電
界を付与する。
【００１２】
ここで、粒子群における基板に対する付着力は、粒子群の各粒子の基板からの引き離され
にくさを表すものである。そして、粒子群における基板に対する付着力は、電界発生手段
により電界が付与されることを考慮すると、具体的には、請求項４のように粒子1個あた
りの平均帯電量、請求項５のように平均粒径、請求項６のように粒子1個あたりの平均球
形度、及び粒子1個あたりの平均表面粗さの少なくとも１つにより、決定される。即ち、
基板に粒子が付着していると、基板と粒子との間にはファンデル・ワールス力（分子間力
）が作用している。この力は、基板に接触している粒子の接触面積に対応し、接触面積が
大きくなればなる程、この力が大きくなり、付着力（引き離されにくさ）が大きくなる。
この接触面積は、粒子の粒径、粒子の球形度、及び粒子の平均表面粗さに対応する。一方
、前述したように粒子は帯電しており、この粒子に電界発生手段により電界が付与される
とクーロン力が作用する。このクローン力は粒子の帯電量に応じて変化する。
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【００１３】
なお、ここで粒子の平均粒径、粒子の1個あたりの平均帯電量、平均球形度、平均表面粗
さは例えば次の測定で定義されるものである。
平均帯電量 ブローオフあるいは絶縁性フィルムへの電場付着
平均粒径 パーティクルカウンターによる体積５０％値
平均球形度 顕微鏡による粒子投影像の真円度
平均表面粗さ （顕微鏡による粒子投影像の周囲長）／（投影像と同面積の円の周囲長）
また、粒子の粒径、粒子の球形度、粒子の表面粗さは、粉砕方や化学的手法により特定す
ることができる。即ち、本発明で用いる粒子の作成方法は、「微粒子工学」（日本紛体工
業技術協会編：朝倉書店）などに記載されているような微粒子製造の一般的な方法を用い
る。
【００１４】
第１は大きなバルクから機械的に所望の粒径や表面性に整える方法である、圧縮、衝撃、
せん断破砕を用いた粗粉砕、ロールミル、ピンミル、ジェットミルを用いた微粉砕ののち
メカニカル、エアジェット方式を用いて分級したものを複合化装置によって表面性を整え
る方法である。
【００１５】
第２は化学的に乳化重合などによって均一な球形の単一粒子あるいは微粒子凝集体を作成
した後、沈降、遠心分離などの方法によって分級することによって作成することも可能で
ある。
【００１６】
ところで、本発明者らは、本発明をなすにあたり、帯電性粒子を用いた表示媒体は次のよ
うな特徴があることを見出した。すなわち、帯電性を有する粒子を用いた表示媒体は、粒
子の基板への付着・引き離しが、電気泳動のような溶媒を用いるメディアに比べて、高速
に移動可能なこと、電界強度に対するしきい値特性を持つことにより電界強度によって精
度良くコントロールできることである。つまり、粒子を用いた表示媒体においては、一定
の電界に至るまでは粒子は基板面に付着し移動しないが、ある電界以上になると、該基板
から引き離され対向基板へ高速に移動することができる。これは、粒子の周囲は気体ある
いは真空であるので、一旦付着を解かれた粒子は対向基板へ容易に移動することができる
ためと考えられる。このため粒子を引き離す場合には、電界強度をコントロールすること
で精度良く粒子の移動を制御できるのである。さらに粒子の付着力は、粒子の帯電量の他
、粒子形状や粒子径を選択することにより、所望に変化させることもできる。
【００１７】
一方、電気泳動方式の場合には、粒子の周囲に絶縁性溶媒が存在するため、強い粘性抵抗
によって粒子の移動速度がきわめて遅く表示装置に必要な高速駆動に不向きである。また
、無電界時の粒子と基板の付着力のばらつきが大きく、電界に対する粒子移動のしきい値
がとれない。メモリー性に関しても、溶媒が振動すると直接大きな力学的作用が粒子に加
えられるため、ユーザの制御できない環境要因で粒子が離接してしまう。
【００１８】
このように、気体あるいは真空中に封入された、色が異なり、同一極性で、基板への付着
力を異ならせた複数の粒子群は、前述の理由により、電界強度の制御によって選択的にか
つ精度良く粒子群の移動をコントロールすることができる。このため、本発明は、一対の
基板の間の空間に封入された粒子群で複数の色を選択的に発色させて、カラー表示するこ
とができる。
【００１９】
なお、封入する同極性の粒子は3種類以上であっても勿論構わない。また発色の都合など
で静電的付着力は同程度で色の異なる粒子群をさらに加えてもよい。即ち、静電的付着力
は同程度で色の異なる粒子群により所望の色を生成する。このときは、1種類の粒子が移
動するときに、同時に移動することとなる。
【００２０】
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また、前記粒子群とは異なる極性の粒子群を一緒に封入する、即ち、請求項２の発明のよ
うに、複数種類の粒子群とは帯電極性の異なる少なくとも１種類の粒子群を一対の基板の
間の空間に封入する。これにより、更に豊富な色表示が可能となる。特に、請求項３のよ
うに、この少なくとも１粒子群を白色（上記複数種類の粒子は白色でない）とすると、紙
の上にカラー画像を印刷したかのような高いコントラストの画像を表示することが可能と
なる。ところで、この少なくとも１粒子群は、前述した複数種類の粒子群と同様に、基板
に対する付着力を互いに異ならせた複数種類の粒子群としてもよい。
【００２１】
また、上記粒子群の付着力に所定の分布幅を持たせることも可能である。このようにする
ことで連続的に濃度を変更することも可能となる。このとき、分布幅内で他の種類の粒子
群の分布幅と重複すると、重なり領域で色の濁りを生じさせてしまうので、重なり領域に
存在する粒子の割合は例えば３０％以下がよい。セル内では重複領域は極力ないほうがよ
い。 なお、静電付着力の分布幅を持たせるには、使用する粒子の粒径分布を利用して適
宜選択するのが簡便である。
【００２２】
ところで、上記複数種類の粒子群を封入した一対の基板を複数平面的に配置するようにし
てもよいが、請求項８のように、一対の基板の間の空間に、複数種類の粒子群が封入され
た第１の小空間と、該第１の小空間に隣接しかつ該複数種類の粒子群とは異なる色の少な
くとも１種類の粒子群が封入された第２の小空間と、を含むようにしてもよい。隣接する
小空間を組み合わせて多色表示させる場合においても、各小空間の表示する表示色を増加
させることができるので、１画素を構成するセルの数を減少させることができる。なお、
第２の小空間には、第１の小空間と同様に上記複数の粒子群を封入してもよい。
【００２３】
また、電界発生手段は、請求項９のように、複数種類の粒子群を一方の基板に移動させた
後、移動させる粒子群に応じた強度の電界を付与する。このようにすると、選択的な粒子
の移動制御ができるのでカラー画質を向上させることができる。特に反対極性の粒子とし
て白色粒子を封入し、表示画面側に白色粒子が移動するように電界を印加した場合には、
白色粒子が予め均一に表示画面側に付着されるため、カラー画像を形成したときに表示面
にむらがなく、カラー画像の色が映えて見える。
【００２４】
また、請求項１０のように、前記透明性を有する一方の基板に移動した少なくとも１種類
の粒子群により定まる現在の表示色を記憶する記憶手段を備え、前記電界発生手段は、前
記記憶手段に記憶された現在の表示色及び次の表示色に基づいて、次の表示色を表示する
ための電界付与方法を決定し、決定した電界付与方法に従って電界を付与するようにして
もよい。動画を表示するような場合には、先の態様とは異なりセル毎に色が変化したほう
が、使用者には自然である。このような場合に形態は特に有効となる。
【００２５】
請求項１１記載の発明に係る画像表示媒体は、少なくとも一方が透光性を有すると共に間
の空間に気体が封入され又は該空間が真空に形成された一対の基板と、前記一対の基板の
間の空間に封入され、互いに色が異なりかつ同一の帯電極性を有すると共に前記基板に対
する付着力を互いに異ならせた複数種類の粒子群と、を備えている。前述したように基板
と粒子との間には前述したファンデル・ワールス力（分子間力）が働くので、メモリー性
を有し、取扱いの容易な多色表示可能な画像表示媒体を提供することが可能となる。
【００２６】
請求項１４記載の画像表示制御装置は、前述した画像表示媒体を取り付ける取付手段と、
取付手段に取り付けられた画像表示媒体中の複数種類の粒子群に対し、移動させる粒子群
に応じた強度の電界を付与する電界発生手段と、を備えている。これにより、画像表示媒
体を取り付けて画像を記録した後、画像がメモリー性によって保持された媒体を取り外し
て持ち歩くことも可能となる。
【００２７】
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なお、上記電界発生手段は、粒子が基板に衝突するときの衝突速度が、粒子が変形しない
ための予め定めた衝突速度以下で衝突するように電界を付与するようにしてもよい。この
場合、電界発生手段は、粒子を基板から引き離す初期の期間では、粒子を基板から引き離
すために必要な大きな電界を付与するようにしてもよい。
【００２８】
さらに、上記した画像表示媒体または画像表示装置において、前記複数の粒子群のうち、
少なくとも１種類の粒子群の帯電極性が複数の段階の帯電を経る所定の電界の付与により
変化し、導電性を持つ粒子群を適用することもできる。
【００２９】
さらにまた、上記した画像表示媒体または画像表示装置において、前記粒子群のうち、少
なくとも１種類の粒子群が磁性粒子からなる粒子群を適用することもできる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の第１の実施の形態を説明する。
【００３１】
図１に示すように、本実施の形態に係る画像表示装置は、画像表示媒体１２Ａと、電界発
生手段１５Ａと、を備えている。
【００３２】
画像表示媒体１２Ａは、少なくとも一方（本実施の形態では両方）が透光性を有すると共
に間の空間に気体が封入された（該空間を真空に形成してもよい）一対の基板２２、２４
を備えている。一対の基板２２、２４各々は、透明電極（ＩＴＯ）２８、３０を備えてい
る。即ち、画像表示媒体１２Ａを構成する基板２２、２４には、例えば25×25×1.1ミリ
の透明電極２８、３０付きのガラス基板を使用する。一対の基板２２、２４の間には、後
述するように、中央部を15×15ミリサイズの正方形に切り抜いて空間を形成したシリコン
ゴムプレート２６により、空間が形成される。
【００３３】
一対の基板２２、２４の間の上記空間には、互いに色が異なりかつ同一の帯電極性（本実
施の形態では―）を有すると共に基板２２、２４に対する付着力を互いに異ならせた複数
種類（本実施の形態では２種類）の粒子群３４Ｍ、３４Ｙが封入されている。また、本実
施の形態では、粒子群３４Ｍ、３４Ｙとは帯電極性の異なる（本実施の形態では＋）少な
くとも１種類（本実施の形態では１種類）の粒子群３２が上記空間に封入されている。な
お、この粒子群３２は、白色である。粒子群３４Ｍ、３４Ｙとは帯電極性の異なる粒子と
して、上記のように、基板２２、２４に対する付着力を互いに異ならせた複数種類の粒子
群を封入してもよい。
【００３４】
電界発生手段１５Ａは、交流電源１６を備えている。交流電源１６と透明電極２８、３０
との間には、交流電源１６から発生された電圧を増幅するＴＲＥＫ増幅器１４が接続され
ている。なお、透明電極３０側は接地されている。また、交流電源１６には、メモリ２０
を備えると共に、図示しない、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＭ、Ｉ/Ｏポート等を相互に接続可能
に備えたコントローラ１８が接続されている。
【００３５】
粒子群３２の白色粒子としては、酸化チタン含有架橋ポリメチルメタクリレートの球状微
粒子（積水化成品工業（株）製MBX－ホワイト）、架橋ポリメチルメタクリレートの球状
微粒子（綜研化学製ケミスノーMX）、ポリテトラフルオロエチレンの微粒子（ダイキン工
業（株）製ルブロンＬ、　Shamrock　Technologies　Inc.製　SST-２　）、フッ化炭素の
微粒子（日本カーボン製CF-100、ダイキン工業製CFGL,CFGM）、シリコーン樹脂微粒子（
東芝シリコーン（株）製トスパール）、酸化チタン含有ポリエステルの微粒子（日本ペイ
ント製ビリューシア　PL1000ホワイトT）、酸化チタン含有ポリエステル・アクリルの微
粒子（日本油脂製コナックNo１８００ホワイト）、シリカの球状微粒子(宇部日東化成製
ハイプレシカ)などがあげられる。
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【００３６】
粒子群３４Ｍは、マゼンタ色の粒子を以下のような手順で調整した。即ち、ポリエステル
樹脂100重量部、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５７を4重量部、酢酸エチル110重量部をボー
ルミルで48時間分散しC液とし、一方、カルボキシメチルセルロース2%水溶液を100重量部
調整し、D液とした。次に乳化器でD液100重量部を攪拌し、その中にC液50重量部をゆっく
り投入して混合液を懸濁した。その後減圧下で酢酸エチルを除去し、水洗、乾燥、分級し
てマゼンタ色の粒子１９Ｍとした。粒子の平均粒径を12μmとした。
【００３７】
粒子群３４Ｙとして、イエロー粒子を以下のような手順で調整した。即ち、ポリエステル
樹脂100重量部、Ｃ．Ｉ．ピグメント・イエロー１２を5重量部、酢酸エチル110重量部を
ボールミルで48時間分散しE液とした。一方、カルボキシメチルセルロース2%水溶液を100
重量部調整し、F液とした。次に乳化器でF液100重量部を攪拌し、その中にE液50重量部を
ゆっくり投入して混合液を懸濁した。その後減圧下で酢酸エチルを除去し、水洗、乾燥、
分級してイエロー色の粒子とした。粒子の平均粒径を10μmとした。
【００３８】
粒子群３４Ｍ、３４Ｙには帯電制御を行なうために、外添剤としてＳＴＴ－１００を外添
し、その外添量をそれぞれ0.1重量％、0.4重量％を付与して、帯電量を粒子群３４Ｍにつ
いては－８×１０-15C、粒子群３４Ｙについては－16×１０-15Cとした。
【００３９】
なお、粒子の基板２２、２４に対する付着力には、同じ種類の粒子毎に、他の種類の粒子
の分布幅と重ならない分布幅を持たせても良い。また、付着力が同一の粒子群に、複数の
色の粒子を含めても良い。
【００４０】
次に、上記画像表示媒体１２Ａの製造方法を説明する。図２に示すように、中央部２６Ｃ
が15×15ミリサイズの正方形に切り抜かれて空間が形成されたシリコンゴムプレート２６
を、図３に示すように、基板２４上に設置する。平均粒径20μmの球状白色絶縁性粒子１
９Ｗ(積水化成品工業テクポリマーMBX-20-Wの分級品)、マゼンタ色の粒子１９Ｍ、イエロ
ー色の粒子１９Ｙを1対2対2の割合で混合し、この混合粒子約20ミリグラムを前記シリコ
ンゴムプレートの正方形に切り抜いた空間にスクリーンを通して振るい落とす。その後、
このシリコンゴムプレートに第１の基板121を密着させ、第１及び第２の基板間をダブル
クリップで加圧保持して、シリコンゴムプレートと第１及び第２の基板とを接着させ、画
像表示媒体１２を形成する。
【００４１】
次に、図４を参照して、画像表示を行なうための粒子移動のメカニズムを説明する。
【００４２】
まず、本実施の形態による3種の粒子を混合したときの帯電状態は、前述したように、イ
エロー粒子３４Ｙが強い負帯電、マゼンタ粒子３４Ｍが弱い負帯電、白粒子３２が正の帯
電となっている。
【００４３】
混合して帯電させた粒子は、電界によって移動を行なうので、基板間に電界をかけると粒
子は自らの帯電極性と逆の電極へ移動する（図４（Ａ）参照）。即ち、電極２８、３０に
、電極３０側が正、電極２８側が負となるように、強い正の電界をかけると白粒子は負極
（電極２８側）に、イエロー粒子３４Ｙ及びマゼンタ粒子３４Ｍは正の極（電極３０側）
に移動して、赤色の表示となる（図４（Ａ）参照）。なお、表示面（電極３０側）を正と
する。この状態で、電界を零にしても、粒子は電極との付着力によって移動せず表示した
ままの状態となる（図４（Ｂ）参照）。
【００４４】
次に、図４（Ｃ）に示すように、表示面（電極３０側）に弱い負の電界をかけると、大き
な帯電量の粒子のみがクーロン力により基板との付着力に打ち勝ち引き離され、対向電極
面（電極２８側）に面に移動する。即ち、本実施例ではイエロー粒子３４Ｙのみが移動し
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、マゼンタ粒子３４Ｍは移動せずとどまり、表示面がマゼンタ色となる。この状態で、電
界を零にしても、粒子は電極との付着力によって移動せず表示したままの状態となる（図
４（Ｄ）参照）。
【００４５】
次に、さらに大きな負の電界をかけるとすべての粒子が移動し、表示色が逆転し白粒子の
みが表示面（電極３０側）に付着することになり白色となる（図４（Ｅ）参照）。同様に
この状態で、電界を零にしても、粒子は電極との付着力によって移動せず表示したままの
状態となる（図４（Ｆ）参照）。
【００４６】
次に、図４（Ｇ）に示すように、表示面（電極３０側）に弱い正の電界をかけると図４（
Ｃ）とは逆の電界が付与され、イエロー粒子３４Ｙのみが表示面に移動し、表示面にイエ
ロー色が表示される。なおこのとき白粒子３２も表示面に付着しているが、イエロー粒子
３４Ｙ内に顔料などの色素が十分含有されていれば発色性に問題はない。ここでも、電界
を零にしても粒子の状態は保持される（図４（Ｈ）参照）。
【００４７】
以上、４つの段階において4色（赤、マゼンタ、白、イエロー）の色表示が可能になる。
以上4つの状態の関係と電界付与による移動との関係をモデルにした図を図５に示す。即
ち、電極２８、３０に、電極３０側が正、電極２８側が負となるように、強い正の電界を
かけると、表示面側（電極３０側）は、赤色(Ｒ色)の表示となる。次に、表示面（電極３
０側）に弱い負の電界をかけると、大きな帯電量のイエロー粒子３４Ｙのみが移動してマ
ゼンタ色(Ｍ色)となる。さらに大きな負の電界をかけるとすべての粒子が移動し、表示色
が逆転し白粒子のみが表示面（電極３０側）に付着して白色(Ｗ色)となる。次に、表示面
（電極３０側）に弱い正の電界をかけると、イエロー粒子３４Ｙのみが表示面に移動し、
イエロー色(Ｙ色)が表示される。
【００４８】
また、上記の粒子群、基板を用いたときの粒子移動と電界の関係を調べた。図６にその結
果を示す。
【００４９】
まず、イニシャルのシーケンスで白表示となるように、表示面を基準に－2.5ＭＶ／ｍの
強い負電界を付与した状態を基準とする。基準電界から電界を矩形状に0.1秒ＯＮ、0.1秒
ＯＦＦの繰り返しにし、ＯＮ状態の時の電界を＋0.5ＭＶ／ｍごと変化させ、所望の電界
になったとき電界をOFFにした。
【００５０】
電界変化の推移と色相、濃度の変化を図６に示す。見やすい指標とするため表示面を顕微
鏡で撮像し、撮像画像のうちどのくらいの面積を粒子が覆っているかを調べた。1.0ＭＶ
／ｍを境にまずイエロー粒子の付着が行なわれ、2.0ＭＶ／ｍでマゼンタ粒子が付着する
。2.5ＭＶ／ｍ以上は変化がない。
【００５１】
次に、一旦＋2.5ＭＶ／ｍの強い正電界を0.1秒付与しその後－0.5ＭＶ／ｍずつ負電界を
強くした実験を行なった。赤(Ｒ)の状態から負電界をかけると－1.0ＭＶ／ｍでマゼンタ
粒子のみでイエロー粒子(Ｙ)がなくなり、－2.0ＭＶ／ｍで再び白表示(Ｗ)となった。
【００５２】
以上説明したように、電界向き及び大きさ、表示色、及び電界の印加順の経路の関係（図
５参照）及び現在表示している色をメモリ２０に記憶させて、現在表示している色から所
望の画像表示色に切り換えるための電界印加順（電圧印加方法）を演算することにより迅
速に所望の色を表示させることができる。
【００５３】
即ち、図７に示すように、前述したように、メモリ２０には現在表示している色を記憶し
ているので、ステップ４２で、現在表示している色を取り込み、ステップ４４で、上記関
係（図５に示した電界、色、及び電界の印加順の経路の関係）と、現在表示している色及
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び指定された色と、に基づいて、指定された色を表示するための電圧印加順を抽出する。
ステップ４６で、抽出された印加順に従って電圧を印加する。なお、このとき、現在表示
している色として今回指定された色をメモリに記憶する。
【００５４】
また、上記制御とは異なり、予め統一した電界を付与してイニシャライズしてから画像に
応じた電界付与をおこなうようにしてもよい。これにより、上記のように現在表示されて
いる色によって電界駆動のシーケンスを行なう必要なく、画像の色に応じて一元的なシー
ケンスで駆動を行なうことができる。即ち、図８に示すように、後述するように電界駆動
制御する必要がなくなった場合には、常に、イニシャライズする、即ち、表示面を予め定
めた初期色（例えば白色（なお、白に限定されない））とし、この状態から指定された色
を表示するための電圧の印加順は一元的に決定される。ステップ５２では、一元的に決定
される・初期色から指定された色を表示するための電圧の印加順を抽出し、ステップ５４
で、抽出された印加順に従って電圧を印加する。ステップ５６で、色表示の指示終了した
か否かを判断する。色表示の指示が終了した場合に、ステップ５８で、初期色を表示する
ための電圧の印加順（ステップ５２で抽出した順の逆順）を抽出し、ステップ６０で、抽
出した印加順に電圧を印加する。これにより、表示面を常に初期色にすることができる。
ところで、このように、イニシャライズする初期色としてＹ色あるいはＭ色とすると、２
つの色を経由するプロセスを省くことができる。
【００５５】
ここで、本実施の形態では、粒子を移動させる各々の段階では、粒子が基板に衝突して変
形することを防止するために、交番電界を付与する。電界付与の初期の段階では粒子を基
板から引き離すために必要な電界が発生するように比較的大きな電圧を印加する。この大
きな電圧を印加し続けたのでは、粒子が高速で対向基板に衝突して変形等してしまう。そ
こで、次の段階では粒子の速度を減速するために、逆向きの電界が付与されるようにする
ため逆向きに電圧を印加する。これにより、粒子の対向基板に向かう速度が減速され、そ
して、逆向きに移動する。なお、逆向きに移動し続けたのでは、対抗電極に移動させるこ
とができないので、更に逆向きの電界を付与する。ところで、粒子が対向基板に衝突して
も変形しないための衝突速度は予め求められる。そこで、本実施の形態では、粒子が衝突
して変形しないための衝突速度以下の速度で対向基板に衝突するように、図９に示すよう
に電圧波形を定め、この波形に従って電圧を印加する。
【００５６】
図９に示す電圧波形のように、交番電界の振幅は粒子移動の運動量を徐々に減じることに
より、壁面との付着力を小さくすることができる。即ち、小さな付着力で接触している粒
子に大きな電界を与えると大きな駆動力が生じ、高速で粒子が移動して対向面に激しく衝
突して付着力がさらに増す。そこで、粒子移動の速度を押さえることにより壁面との付着
力を小さくすることができる。
【００５７】
なお、粒子が基板に衝突して変形することを防止する必要がある画像表示装置は、本実施
の形態に限定されるものではない。即ち、次の画像表示装置が提案される。付与された電
界に応じて粒子が移動して画像が形成されるように帯電粒子を、対向する一対の基板間に
収納する画像表示媒体と、前記基板に粒子が移動して画像が形成されるように前記粒子に
電界を付与する電界付与手段と、を備えた画像表示装置であって、前記電界付与手段は、
前記粒子が前記基板に衝突するときの衝突速度が、該粒子が変形しないための予め定めた
衝突速度以下で衝突するうに前記電界を付与することを特徴とする。
【００５８】
ここで、上記画像表示装置の電界付与手段は、粒子を基板から引き離す初期の期間では、
粒子を基板から引き離すのに必要な大きな電界を付与するようにしてもよい。
【００５９】
なお、上記交番電圧は、上記のように衝突に伴う変形を防止するために利用されるばかり
ではなく、例えば、上記交番電圧を付与して粒子を往復移動させて他の粒子と接触摩擦さ



(11) JP 4613424 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

せて、帯電量を維持するために利用してもよい。
【００６０】
また、上記複数種類の粒子群は、粒子1個あたりの平均表面粗さを異ならせるようにして
もよい。
【００６１】
次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。本実施の形態は前述した第１の実施の形態
と同様の構成であるので、その説明を省略する。
【００６２】
本実施の形態では、前述した白色粒子３２及びイエロー粒子３２Ｙを用いている。一方、
マゼンタ粒子３４Ｍとして、市販のカラートナーを用いている。本実施の形態では、負帯
電のトナーであるＡ-ＣＯＬＯＲ９３５用トナーであり、平均粒径7μｍであり、粒子の形
状は不定形（非完全球形）である。
【００６３】
本実施の形態による3種の粒子を混合したときの帯電状態は、イエロー粒子３４Ｙが球形
形状の負帯電、マゼンタ粒子３４Ｍが不定形形状（非完全球形）の負帯電、白粒子が球形
形状の正の帯電となる。なお、このように、イエロー粒子３４Ｙが球形形状であり、マゼ
ンタ粒子３４Ｍが不定形形状（非完全球形）であるので、イエロー粒子３４Ｙ、マゼンタ
粒子３４Ｍは互いに球形度が異なる。
【００６４】
粒子３４Ｙ、３４Ｍは粒径が互いに異なり、一様に表示面に付着した時の粒子の個数は粒
子の粒径の２乗に反比例する。本実施の形態では４００：４９となりおおよそ８：１の関
係になる。粒子群全体の帯電量をそろえるため、粒子一個あたりの平均帯電量を８：１に
なるようにイエロー粒子３２Ｙは―１６×１０-15C、マゼンタ粒子３４Ｍは－２×１０-1
5Cであるように調整し、基板間に空気と共に封入した。
【００６５】
本実施の形態は、前述した第１の実施の形態と同様に４色の表示（図４～図６）を行うこ
とができる。この粒子構成において、マゼンタ、イエロー粒子の合計の帯電量をそろえて
も、粒子間や粒子と基板の付着力が異なるため、第1の実施の形態同様4色の色表示を行な
うことができる。即ち、特別な粒子形態を必要とせず、市販の帯電性画像形成粒子を用い
ることにより４色の表示ができる媒体を作成することができる。
【００６６】
次に、本発明の第３の実施の形態を説明する。本実施の形態は前述した第１の実施の形態
と同様の構成を有するので、同一部分には同一の符号を付してその説明を省略し、異なる
部分のみ説明する。
【００６７】
前述した第１の実施の形態では一対の基板の間に単一の空間を形成している。これに対し
て、本実施の形態に係る画像表示装置は、図１０に示すように、上記空間には、複数の小
空間（本実施の形態では２つの小空間）を含んでいる。
【００６８】
一方の第１の小空間Ｋ１には、各々同一の帯電極性（負）でかつ各々異なる付着力のイエ
ロー色の粒子群とマゼンタ色の粒子群とを封入すると共に、これらの粒子群とは異なる極
性（正）の白色の粒子群が封入されている。
【００６９】
他方の第２の小空間Ｋ２には、第１の小空間Ｋ１に封入された粒子とは異なる色の少なく
とも１種類の粒子群（本実施の形態では、白色の粒子群及びシアン色の粒子群）が封入さ
れている。
【００７０】
ここで、図１０に示すように、第１の小空間Ｋ１及び第２の小空間Ｋ２各々に対応して電
極２８、３０が配置されている。図１０には、増幅器１４のみが示されているが、実際は
、更に、電源及びコントローラが、各増幅器１４、及び各小空間の電極２８、３０に接続
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されている。
【００７１】
そして、本実施の形態では、上記のように各粒子を選択的に移動させて、表示面に次のよ
うに色表示する。
【００７２】
前述したように第１の小空間Ｋ１にはイエロー色の粒子群、マゼンタ色の粒子群、及び白
色の粒子群が封入されているので、第１の実施の形態で説明したように、赤、マゼンタ、
白、及びイエローの４色を表示することができる。これに対し、第２の小空間Ｋ２には白
色の粒子群及びシアン色の粒子が封入されているので、白及びシアンの２色を表示するこ
とができる。そして、第１の小空間Ｋ１において赤、マゼンタ、白、及びイエローを表示
している各々のときに第２の小空間Ｋ２において白、シアンを表示すると、全体としては
表１に示す色を表示することになる。
【００７３】
【表１】

このように、本実施の形態では、第１の小空間Ｋ１において赤、マゼンタ、白、及びイエ
ローを選択的に表示すると共に第２の小空間Ｋ２において白、シアンを選択的に表示して
、赤、マゼンタ、白、イエロー、黒、青、シアン、及び緑の８色を表示（フルカラー表示
）することができる。
【００７４】
次に、本発明の第４の実施の形態を説明する。本実施の形態に係る画像表示制御装置は、
前述した第１の実施の形態乃至第３の実施の形態の何れか１つに係る画像表示媒体、本実
施の形態では、前述した第３の実施の形態に係る画像表示媒体１２Ｃを取り付ける取付手
段７０と、取付手段７０に取り付けられた画像表示媒体１２Ｃ中の複数種類の粒子群に対
し、移動させる粒子群に応じた強度の電界を付与する電界発生手段１５Ｃと、を備えてい
る。
【００７５】
ここで、画像表示媒体１２Ｃは、前述したように、基板２２、２４の間に形成される上記
空間には、複数の小空間を含んでおり、各々の小空間に対応して電極２８、３０が設けら
れている。そして、図１２に示すように、画像表示媒体１２Ｃの一端の基板上には、各小
空間に対応して設けられた電極と接続する複数のコネクタ６２が配置されている。なお、
画像表示媒体１２Ｃにおける複数のコネクタ６２が配置されている一端側には位置合わせ
用のテーパー部１２ＣＴが形成されている。
【００７６】
一方、取付手段７０には、図１２に示すように、画像表示媒体１２Ｃが挿入可能に溝Ｍが
形成され、溝Ｍの形状は画像表示媒体１２Ｃの複数のコネクタ６２が配置されている一端
側と対応する形状となっている。即ち、溝Ｍには、画像表示媒体１２Ｃにおけるテーパー
部１２ＣＴと対応する位置合わせ用のテーパー部７４が形成されている。また、この溝Ｍ
の側面には、画像表示媒体１２Ｃが該溝Ｍに挿入されたときに上記コネクタ６２と接続す
るコネクタ７２が配置されている。このコネクタ７２には、コンピュータ１８Ｃが接続さ
れている。
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【００７７】
画像の書換えはコンピュータ１８Ｃのディスプレイ１８Ｄ上に表示されたユーザインター
フェース（ＵＩ）を用いて指示するようになっている。即ち、使用者は、図１１に示すよ
うに、画像表示媒体１２Ｃを取付手段７０に取付け、コンピュータ１８Ｃを用いて、画像
を選択する。そして、図示しないＵＩ上の書き込み開始ボタン１８Ｂをクリックすること
で、画像信号が出力され、コネクタ７２、６２を介して各小空間の電極２８、３０に電圧
が印加されて電界が付与されて、前述と同様の原理でカラー画像を表示する。
【００７８】
ここで、この画像表示媒体１２Ｃは無電界下でもメモリー性を有するので、画像が表示さ
れたら、使用者はコネクタから画像表示媒体を取り外し、持ち運びする事が可能となる。
【００７９】
なお、上記実施の形態では、電極にコネクタを直接接続するようにしたが、セル中の粒子
群に電界が印加されればよいので、両方あるいは一方の電極を基板外に配置することも可
能である。これにより、粒子には、画像表示媒体１２Ｃの外から電界を付与することがで
きる。
【００８０】
なお、本発明においては、上述の実施形態における、いずれの画像表示装置あるいは画像
表示制御装置であっても、コンピュータやインターネットなどのネットワークなどの外部
画像信号源を接続して、入力された信号に応じた印加電界を供給するようにすることがで
きる。なお、外部信号源との接続は有線接続してもよいし、画像表示制御装置側に無線受
信装置を設けて、無線接続させることもできる。また、画像情報は静止画像に限らず、動
画を表示することも勿論可能である。また、電界発生装置は画像表示媒体の裏面側に配置
したり、あるいは一辺に設けるなど、自由にレイアウトすることができる。
【００８１】
さらに、本発明の第５の実施の形態について説明する。本実施の形態は、前述した第１の
実施の形態と同様の構成を有するので、同一部分には同一の符号を付してその説明を省略
する。なお、説明を容易とするために、図３では、透明電極２８、３０、粒子３４を簡略
化した。
【００８２】
本実施の形態では、基板間にイエロー粒子３４Ｙ、マゼンダ粒子３４Ｍ、シアン粒子３４
Ｃ及び白粒子３２の４色の粒子群を封入する。このうち、マゼンダ粒子３４Ｍは、電極２
８と電極３０との間に所定値以上の電界が生じると、その帯電極性が変化する性質を有し
ている（以下、帯電極性が変化するときの電界値を閾値という）。すなわち、電極２８、
３０間に閾値以上の電界が生じた場合に、電極２８からマゼンダ粒子３４Ｍに電荷が注入
され、マゼンダ粒子３４に蓄積されていた電荷が放出され、マゼンダ粒子３４Ｍの極性が
プラスからマイナスに変化する（図１３（Ｅ）参照）。また、電極２８、３０間の電界が
閾値を下回ると、マゼンダ粒子３４Ｍの帯電極性がマイナスからプラスに変化する。
【００８３】
以下、図１３を参照して、このような粒子が封入された画像表示媒体における粒子の移動
のメカニズムについて説明する。
【００８４】
図１３（Ａ）に示すように、イニシャル状態では電極２８側に白色粒子３２が付着し、電
極３０側にイエロー粒子３４Ｙ、マゼンダ粒子Ｍおよびシアン粒子３４Ｃが付着している
。そして、表示側の基板では、白色の表示が行われている。
【００８５】
このイニシャル状態から、負の弱い電界を加えると図１３（Ｂ）に示すように、白色粒子
３２が電極３０側へ移動すると共に、イエロー粒子３４が電極２８側に移動する。よって
、電極３０に白色粒子３２、マゼンダ粒子３４Ｍおよびシアン粒子３４Ｃが付着し、電極
２８にイエロー粒子３４Ｙが付着して、イエロー表示が成されている。
【００８６】
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さらに、負の中電界を加えると、図１３（Ｃ）に示すように、図１３（Ｂ）の状態から、
マゼンダ粒子３４Ｍが電極２８側へ移動し、電極２８に付着する。そして、電極２８に付
着したイエロー粒子３４Ｙとマゼンダ粒子３４Ｍとで、レッド表示がなされる。
【００８７】
この状態から、電極２８、３０間に、正の弱電界を加えると、図１３（Ｆ）に示すように
、イエロー粒子３４Ｙが電極３０側へ移動すると共に、白色粒子３２が電極２８側へ移動
する。そして、白色粒子３２とマゼンダ粒子３４Ｍが電極２８へ付着し、これにより、マ
ゼンダ表示がなされる。
【００８８】
続いて、電極２８、３０間に負の大電界を加えると、図１３（Ｄ）に示すように、図１３
（Ｃ）の状態からさらに、シアン粒子３４Ｃが電極２８側へ移動し、電極２８に付着する
。電極２８には、イエロー粒子３４Ｙ、マゼンダ粒子３４Ｍ及びシアン粒子３４Ｃとが付
着し、これにより、ブラック表示が成される。
【００８９】
この状態から、電極２８、３０間に、正の弱電界を加えると、図１３（Ｇ）に示すように
、イエロー粒子３４Ｙが電極３０側へ移動し、白色粒子３２が電極２８側へ移動する。こ
れにより、白色粒子３２、マゼンダ粒子３４Ｍおよびシアン粒子３４Ｃとでブルー表示が
なされる。
【００９０】
さらに電極２８、３０間に正の中電界を加えると、図１３（Ｈ）に示すように、マゼンダ
粒子３４Ｍが電極３０側へ移動し、電極３０にイエロー粒子３４およびマゼンダ粒子３４
Ｍが付着すると共に、電極２８側に白色粒子３２およびシアン粒子３４Ｃが付着する。よ
って、シアン表示がなされる。
【００９１】
最後に、電極２８、３０間に、負のより大きな大電界（マゼンダ粒子の極性が変化する閾
値を超える電界）を加えると、図１３（Ｅ）に示すように、マゼンダ粒子３４Ｍに電荷が
注入され、マゼンダ粒子３４Ｍが逆極性となる。そして、マゼンダ粒子３４が電極３０側
へ移動する。よって、電極３０に白色粒子３２とマゼンダ粒子３４Ｍとが付着し、表示側
の電極２８にイエロー粒子３４Ｙとシアン粒子３４Ｃとが付着する。よって、グリーン表
示が成される。
【００９２】
このように、本実施の形態によれば、マゼンダ粒子の帯電極性が所定の電界の付与により
変化するので、マゼンダ粒子、シアン粒子、イエロー粒子の組み合わせのバリエーション
が広がり、８色のフルカラー表示が可能となる。
【００９３】
なお、以上述べた実施の形態において、粒子として磁性粒子を用いることもできる。この
磁性粒子が、フェライトなどの磁性粉を粒子中に分散したり、コアとして粒子内部に含有
させたりすることにより製造することができる。この場合、基板に磁性体あるいは、マグ
ネットスタイラス、ソレノイドなどの磁界発生手段を設け、これにより表示させる画像に
応じた任意の磁場を形成して、１種類以上の粒子群を独立に駆動させる。
【００９４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明は、気体あるいは真空中に封入された、色が異なり、同一極性
で、基板への付着力を異ならせた複数の粒子群を、電界強度の制御によって、選択的にか
つ精度良く移動をコントロールすることができるので、一対の基板の間の空間に封入され
た粒子群で複数の色を選択的に発色させて、カラー表示像を形成することができる、とい
う効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１の実施の形態に係る画像表示装置を示した図である。
【図２】　一対の基板の間に空間を形成するためのシリコンゴムプレートの正面図である
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。
【図３】　画像表示媒体の製造方法を説明する説明図である。
【図４】　電圧印加態様と粒子の移動態様との関係を説明する説明図である。
【図５】　電圧印加態様と粒子の移動態様との関係を説明する他の説明図である。
【図６】　電圧印加態様と粒子の移動態様との関係を説明するグラフである。
【図７】　画像表示処理ルーチンを示したフローチャートである。
【図８】　他の画像表示処理ルーチンを示したフローチャートである。
【図９】　交番電圧波形を示す図である。
【図１０】　第３の実施の形態に係る画像表示装置を示す図である。
【図１１】　第４の実施の形態に係る画像表示制御装置を示す図である。
【図１２】　画像表示媒体と取付手段との関係を示す図である。
【図１３】　画像表示媒体における粒子の移動の様子を説明する説明図である。
【符号の説明】
２２、２４　　　基板
３２　　　　　　粒子
３２Ｍ、３２Ｙ　　粒子
１５Ａ　　　　　　電圧発生手段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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