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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数種のカーボンブラック粒子を懸濁流体に懸濁した電気泳動媒体であって、該粒子は、
重合体を該カーボンブラック粒子に共有結合もしくはイオン結合させるかその周りに架橋
させており、ここで、該重合体は、該カーボンブラック粒子の１～２５重量％の量で存在
している、
　電気泳動媒体。
【請求項２】
前記重合体が、前記カーボンブラック粒子に共有結合もしくはイオン結合されている、請
求項１に記載の電気泳動媒体。
【請求項３】
前記カーボンブラック粒子が、該カーボンブラック粒子に共有結合もしくはイオン結合し
た前記重合体のカーボンブラックを６～１４重量％で有する、請求項２に記載の電気泳動
媒体。
【請求項４】
電気泳動媒体および少なくとも１個の電極を含む電気泳動表示装置であって、該電極は、
該媒体に隣接して配置され、そして該媒体に電場を加えることができ、ここで、該電気泳
動媒体は、請求項１～３のいずれか１項に記載に記載の媒体である、
　電気泳動表示装置。
【発明の詳細な説明】



(2) JP 4852572 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気泳動粒子（すなわち、電気泳動媒体で使用する粒子）およびこのような
電気泳動粒子を製造する方法に関する。本発明はまた、電気泳動媒体およびこのような粒
子を組み込んだ表示装置に関する。さらに具体的に言えば、本発明は、その表面を重合体
で変性した電気泳動粒子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気泳動表示装置は、多年にわたって、多くの研究および開発の対象となっている。こ
のような表示装置は、液晶表示装置と比較すると、良好な明度およびコントラスト、広い
視野角、状態双安定性および低い電力消費という特性を有し得る。（「双安定な」および
「双安定性」との用語は、本明細書中にて、当該分野におけるそれらの通常の意味で使用
され、少なくとも１つの光学特性が異なる第一および第二表示状態を有する表示素子を含
む表示装置を意味し、有限持続時間のアドレスパルスによって、任意の所定の素子が駆動
された後、その第一または第二表示状態のいずれかを呈し、このアドレスパルスが停止し
た後、その状態は、この表示素子の状態を変えるのに必要な、このアドレスパルスの最低
持続時間の少なくとも数倍（例えば、少なくとも４倍）持続する）。それにもかかわらず
、これらの表示装置の長期間にわたる画像品質の問題により、それらを広範囲で使用する
ことが妨げられている。例えば、電気泳動表示装置を構成する粒子は、沈降する傾向にあ
り、その結果、それらの表示装置の耐用年数が不十分となる。
【０００３】
　Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙおよ
びＥ　Ｉｎｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎに譲渡されたかそれらの名義の特許および特許出
願であって、カプセル化電気泳動媒体を記述している多数の特許および特許出願が、最近
公開されている。このようなカプセル化媒体は、多数の小カプセルを含み、その各々は、
それ自体、内相（これは、液状懸濁媒体に懸濁された電気泳動移動粒子を含有する）およ
びカプセル壁（これは、内相を取り囲んでいる）を含む。典型的には、これらのカプセル
は、それ自体、高分子結合剤内に保持されて、２個の電極間に配置された干渉相を形成す
る。この種のカプセル化媒体は、例えば、米国特許第５，９３０，０２６号；第５，９６
１，８０４号；第６，０１７，５８４号；第６，０６７，１８５号；第６，１１８，４２
６号；第６，１２０，５８８号；第６，１２０，８３９号；第６，１２４，８５１号；第
６，１３０，７７３号；第６，１３０，７７４号；第６，１７２，７９８号；第６，１７
７，９２１号；第６，２３２，９５０号；第６，２４１，９２１号；第６，２４９，２７
１号；第６，２５２，５６４号；第６，２６２，７０６号；第６，２６２，８３３号；第
６，３００，９３２号；第６，３１２，３０４号；第６，３１２，９７１号；第６，３２
３，９８９号；第６，３２７，０７２号；第６，３７６，８２８号；および第６，３７７
，３８７号；米国特許出願公開第２００１－００４５９３４号；第２００２－００１８０
４２号；第２００２－００１９０８１号；および第２００２－００２１２７０号；ならび
に国際出願公開第ＷＯ９７／０４３９８号；第ＷＯ９８／０３８９６号；第ＷＯ９８／１
９２０８号；第ＷＯ９８／４１８９８号；第ＷＯ９８／４１８９９号；第ＷＯ９９／１０
７６７号；第ＷＯ９９／１０７６８号；第ＷＯ９９／１０７６９号；第ＷＯ９９／４７９
７０号；第ＷＯ９９／５３３７１号；第ＷＯ９９／５３３７３号；第ＷＯ９９／５６１７
１号；第ＷＯ９９／５９１０１号；第ＷＯ９９／６７６７８号；第ＷＯ００／０３３４９
号；第ＷＯ００／０３２９１号；第ＷＯ００／０５７０４号；第ＷＯ００／２０９２１号
；第ＷＯ００／２０９２２号；第ＷＯ００／２０９２３号；第ＷＯ００／２６７６１号；
第ＷＯ００／３６４６５号；第ＷＯ００／３６５６０号；第ＷＯ００／３６６６６号；第
ＷＯ００／３８０００号；第ＷＯ００／３８００１号；第ＷＯ００／５９６２５号；第Ｗ
Ｏ００／６０４１０号；第ＷＯ００／６７１１０号；第ＷＯ００／６７３２７号；第ＷＯ
０１／０２８９９号；第ＷＯ０１／０７６９１号；第ＷＯ０１／０８２４１号；第ＷＯ０
１／０８２４２号；第ＷＯ０１／１７０２９号；第ＷＯ０１／１７０４０号；第ＷＯ０１
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／１７０４１号；第ＷＯ０１／８０２８７号および第ＷＯ０２／０７２１６号で記述され
ている。これら全ての特許および出願公開の全開示は、本明細書中に参考として援用され
る。
【０００４】
　公知の電気泳動媒体（カプセル化形態および非カプセル化形態の両方）は、主に、２種
に分割でき、これらは、以下、便宜上、それぞれ、「単一粒子」および「二重粒子」と呼
ばれている。単一粒子媒体は、単一種の電気泳動粒子だけが着色懸濁媒体（その少なくと
も１つの光学特性は、これらの粒子のものとは異なる）に懸濁されている。（単一種の粒
子と呼ぶ際、本発明者らは、この種の全ての粒子が完全に同一であることを意味していな
い。例えば、この種の全ての粒子が実質的に同じ光学特性および同じ極性の電荷を有する
という条件で、粒径および電気泳動移動度のようなパラメータの相当な変動は、その媒体
の有用性に影響を与えることなく、許容できる）。この光学特性とは、典型的には、人間
の目に見える色であるが、あるいはまたはそれに加えて、反射率、逆反射率、発光、蛍光
、燐光、または広義の色（すなわち、目に見えない波長での吸収率または反射率の差）の
いずれか１つまたはそれ以上であり得る。このような媒体を一対の電極（その少なくとも
１個は、透明である）間に配置するとき、これらの２個の電極の相対的な電位に依存して
、この媒体は、（これらの粒子が観察者に近い電極（以下、「前部電極」と呼ぶ）に隣接
しているとき）、それらの粒子の光学特性を表示でき、または、（これらの粒子が観察者
から遠い電極（以下、「後部電極」と呼ぶ）に隣接しており、その結果、粒子は、着色し
た懸濁媒体により、隠される）、その懸濁媒体の光学特性を表示できる。
【０００５】
　二重粒子媒体は、２種の異なる粒子および懸濁流体を有し、これらの粒子は、少なくと
も１つの光学特性が異なり、そして懸濁流体は、着色または未着色であり得る（典型的に
は、未着色である）。これらの２種の粒子は、電気泳動移動度が異なる；この移動度の差
は、極性の差（この種のものは、以下、「反対電荷二重粒子」媒体と呼ぶ）および／また
は移動規模の差であり得る。このような二重粒子媒体を前記対の電極間に配置するとき、
これらの２個の電極の相対的な電位に依存して、この媒体は、いずれかのセットの粒子の
光学特性を表示できるが、これを達成する正確な様式は、この移動度の差が極性の差か移
動規模だけの差かに依存して、異なる。説明を簡単にするために、１種類の粒子が黒色で
他の種類の粒子が白色である電気泳動媒体を考えてみる。もし、図２Ａおよび２Ｂを参照
して以下でさらに詳細に述べるように、これらの２種の粒子が、極性が異なるなら（例え
ば、もし、黒色粒子が、正に荷電しており、そして白色粒子が、負に荷電しているなら）
、これらの粒子は、２個の異なる電極に引き付けられ、その結果、もし、例えば、前部電
極が後部電極に対して負であるなら、黒色粒子は、前部電極に引き付けられ、そして白色
粒子は、後部電極に引き付けられ、その結果、この媒体は、観察者には、黒色に見える。
逆に、もし、前部電極が後部電極に対して正であるなら、白色粒子は、前部電極に引き付
けられ、そして黒色粒子は、後部電極に引き付けられ、その結果、この媒体は、観察者に
は、白色に見える。
【０００６】
　もし、図３Ａおよび３Ｂを参照して以下で述べるように、これらの２種の粒子が、同じ
極性の電荷を有するが、電気泳動移動度が異なるなら（この種の媒体は、以下、「同極性
二重粒子」媒体と呼ぶ）、両方の種類の粒子は、同じ電極に引き付けられるが、一方は、
他方より前に、その電極に達し、その結果、観察者が面する種類は、これらの粒子が引き
付けられる電極に依存して、異なる。例えば、黒色粒子および白色粒子の両方が正に荷電
されるが、黒色粒子の方が高い電気泳動移動度を有するように先の説明を変えたと仮定す
る。もし、いまここで、前部電極が後部電極に対して負であるなら、黒色粒子および白色
粒子の両方は、前部電極に引き付けられるが、黒色粒子は、その移動度が高いために、こ
の電極に先に到達し、その結果、黒色粒子の層が前部電極を覆って、この媒体は、観察者
には、黒色に見える。逆に、もし、前部電極が後部電極に対して正であるなら、黒色粒子
および白色粒子の両方は、後部電極に引き付けられるが、黒色粒子は、その移動度が高い
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ために、この電極に先に到達し、その結果、黒色粒子の層が後部電極を覆って、後部電極
から遠い白色粒子の層が残り、これは、観察者に面し、その結果、この媒体は、観察者に
は、白色に見える：この種の二重粒子媒体には、その懸濁流体が、後部電極から遠い白色
粒子の層を観察者が容易に見えるのを可能にする程度に十分に透明である必要があること
に注意のこと。典型的には、このような表示装置中の懸濁流体は、全く着色されていない
が、そこを通して見える白色粒子の何らかの望ましくない色合いを矯正する目的のために
、ある種の色が組み込まれ得る。
【０００７】
　単一粒子電気泳動表示装置および二重粒子電気泳動表示装置の両方は、既に述べた２つ
の極端な光学状態の中間の光学特性を有する中間灰色状態にでき得る。
【０００８】
　前記特許および公開出願の一部は、各カプセル中に、３種またはそれ以上の異なる粒子
を有するカプセル化電気泳動媒体を開示する。本願の目的のために、このような複数粒子
の媒体は、二重粒子媒体の亜種と見なされる。
【０００９】
　また、前記特許および出願の多くから、カプセル化した電気泳動媒体内の個別マイクロ
カプセルを取り囲む壁が連続相で置き換えられ得、それにより、いわゆる「重合体分散型
電気泳動表示装置」を製造し、ここで、その電気泳動媒体は、電気泳動流体の複数の個別
小滴および高分子材料の連続相を含有すること；およびこのような重合体分散型電気泳動
表示装置内の電気泳動流体の個別小滴が、個々の各小滴と会合している個別カプセル膜が
なくても、カプセルまたはマイクロカプセルと見なされ得ることが分かる；例えば、ＷＯ
０１／０２８９９、１０ページ、６～１９行目を参照。また、２００２年２月２８日に出
願された同時係属中の出願第０９／６８３，９０３号（その内容は、本明細書中で参考と
して援用されている）および対応する国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０２／０６３９３を参照。
【００１０】
　カプセル化した電気泳動表示装置は、典型的には、伝統的な電気泳動装置のクラスター
形成および沈降という故障モードの欠点がなく、そしてさらなる利点（例えば、この表示
装置を広範囲の可撓性基板および剛性基板に印刷または被覆する性能）を生じる。（「印
刷」との用語の使用は、全ての形態の印刷および被覆を含むと解釈され、これには、以下
が挙げられるが、これらに限定されない：予め計量した被覆（例えば、パッチダイ被覆、
スロットまたは押出被覆、スライドまたはカスケード被覆、カーテン被覆；ロール被覆（
例えば、ナイフオーバーロール被覆、前方および逆ロール被覆）；グラビア被覆；浸漬被
覆；スプレー被覆；メニスカス被覆；スピン被覆；ブラシ被覆；エアナイフ被覆；シルク
スクリーン印刷プロセス；静電印刷プロセス；熱印刷プロセス；インクジェット印刷プロ
セス；および他の類似の技術）。それゆえ、得られる表示装置は、可撓性であり得る。さ
らに、この表示媒体が、種々の方法を使用して印刷できるので、この表示装置それ自体は
、安価に作製できる。しかしながら、単一粒子型および二重粒子型の両方のカプセル化電
気泳動表示装置の耐用年数は、依然として、全く望ましい年数よりも短い。この耐用年数
は、その粒子のカプセル壁への固着および粒子がクラスターに凝集する傾向（それにより
、これらの粒子がその光学状態間で表示装置を切り替えるのに必要な運動を完了すること
を妨げる）のような要因により限定されると思われる（本発明は、このような問題に関す
るいずれの理論にも決して限定されないものの）。このことに関して、反対電荷二重粒子
電気泳動表示装置は、互いに極めて接近した固有の反対電荷粒子が互いに静電気的に引き
付けられて安定な凝集体を形成する傾向が強いので、特に難しい問題を引き起こす。実験
的に、もし、未処理の市販のチタニア顔料およびカーボンブラック顔料を使用してこの種
の黒色／白色カプセル化表示装置を製造しようとするなら、その表示装置は、全く切り替
わらないか、市販の目的には望ましくない程に耐用年数が短すぎるかいずれかであること
が発見されている。
【００１１】
　電気泳動粒子の物理的性質および表面特性は、その粒子の表面に種々の物質を吸着させ
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ることにより、またはこれらの表面に種々の物質を化学的に結合することにより、変性で
きることは、長く知られている。例えば、米国特許第４，２８５，８０１号（Ｃｈｉａｎ
ｇ）は、粒子を高フッ化重合体で被覆した電気泳動表示装置組成物を記述しており、この
重合体は、分散剤として作用し、粒子が凝集するのを防止してそれらの電気泳動感受性を
高めると述べられている。米国特許第４，２９８，４４８号（Ｍｕｅｌｌｅｒら）は、粒
子を有機材料（例えば、ワックス）で被覆した電気泳動媒体を記述しており、この有機材
料は、その媒体の操作温度では固体であるが、高温で融解する。この被覆は、これらの電
気泳動粒子の密度を低くするのに役立ち、また、その上の電荷の均一性を高めると言われ
ている。米国特許第４，８９１，２４５号は、電気泳動表示装置で使用する粒子を製造す
る方法を記述しており、ここで、重い固体顔料（これは、その高いコントラスト特性また
は屈折率特性により好ましい）は、高分子材料で被覆されている。この方法は、得られる
粒子の比重を著しく低下させ、滑らかな重合体表面を備えた粒子を作り出すと述べられて
おり、これらの粒子は、所定の電気泳動担体流体中で安定なように選択でき、許容できる
電気泳動特性を持っている。米国特許第４，６８０，１０３号（Ｂｅｉｌｉｎ　Ｓｏｌｏ
ｍｏｎ　Ｉら）は、四級アンモニウム基を含有するオルガノシラン誘導体で被覆した無機
顔料粒子を使用する、単一粒子電気泳動表示装置を記述する；この被覆により、これらの
粒子は、観察者に隣接した電極から迅速に放出され、集塊に対する耐性が得られると述べ
られている。
【００１２】
　後に、これらの電気泳動粒子を変性材料で単に被覆しただけでは、操作条件の変化によ
って変性材料の一部または全部が粒子の表面から離れ得、それにより、これらの粒子の電
気泳動特性の望ましくない変化を引き起こすので、全く満足がいくというわけではないこ
とが発見された；この変性材料は、この電気泳動表示装置内の他の表面に堆積するおそれ
があり得、これは、さらに問題を起こし得る。従って、これらの粒子の表面に変性材料を
固定する技術が開発されている。
【００１３】
　例えば、米国特許第５，７８３，６１４号（Ｃｈｅｎら）は、ペンタフルオロスチレン
の重合体で変性したジアリーリドの黄色顔料粒子を使用する電気泳動表示装置を記述して
いる。変性した粒子は、未変性粒子、ペンタフルオロスチレン単量体および遊離ラジカル
開始剤の混合物を形成することにより、そしてこの単量体がその場で粒子の表面に重合す
るように、この混合物を加熱し攪拌することにより、製造される。
【００１４】
　米国特許第５，９１４，８０６号（Ｇｏｒｄｏｎ　ＩＩら）は、予め形成した重合体が
顔料粒子の表面に共有結合するように、この重合体を顔料粒子と反応させることにより、
形成される、電気泳動粒子を記述する。この方法は、もちろん、その共有結合を形成する
のに必要な反応が可能な化学特性を有する顔料および重合体に制限される。さらに、この
粒子材料と反応できる部位が少数しかない重合体は、その粒子表面にある固体界面と反応
するのが困難である；これは、溶液中での重合体鎖の立体配座、その粒子表面での立体的
な過密、または重合体と表面との間の遅い反応が原因であり得る。しはじば、これらの問
題により、このような反応は、短い重合体鎖に制限されており、このような短い鎖は、典
型的には、電気泳動媒体中での粒子安定性に対する効果が少ない。
【００１５】
　また、電気泳動表示装置において、重合体から本質的に成る粒子を使用することも知ら
れている；もし、暗色の粒子が必要なら、それらの重合体粒子は、重金属酸化物で染色さ
れる。例えば、米国特許第５，３６０，６８９号；第５，４９８，６７４号；および第６
，１１７，３６８号を参照。これらの電気泳動粒子を重合体から形成すると、粒子の化学
的組成が厳しく管理できるものの、このような重合体粒子は、通常、無機顔料から形成し
た粒子よりも、ずっと不透明度が低い。
【００１６】
　電気泳動粒子に変性材料を付着することに関して、相当な研究が行われているように思
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われるものの、従来技術では、変性材料の量を変えることがその粒子の挙動に対して与え
る効果について、殆ど論述されていない（電気泳動粒子を変性材料で完全に被覆すること
が理想的であることを明らかに想定している）。現在、少なくとも、多くの重合体変性材
料には、このことは、実際、当てはまらず、堆積すべき最適な量の重合体があることが発
見されている；変性粒子中の重合体の割合が多すぎると、その粒子の電気泳動移動度の望
ましくない低下を引き起こす。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　この粒子上で被覆を形成するのに使用される重合体の構造が重要であることもまた発見
されており、本発明は、この目的に好ましい特定の形状の重合体に関する。
【００１８】
　本発明はまた、電気泳動粒子上に重合体被覆を形成するのに好ましい技術に関する。こ
れらの技術により製造される変性粒子の少なくとも一部は、電気泳動表示装置以外の応用
に有用であり得る。
【００１９】
　本発明はまた、粒子の上に重合体被覆を形成する前の、粒子の前処理に好ましい技術に
関する。
【００２０】
　１局面では、本発明は、複数種の顔料粒子を懸濁流体に懸濁した電気泳動媒体を提供し
、該顔料粒子は、該顔料粒子に化学的に結合されるかその周りに架橋された、顔料の約１
～約１５重量％の重合体を有する。本発明のこの局面は、以下、本発明の「制御重合体電
気泳動媒体」と呼ぶ場合がある。
【００２１】
　別の局面では、本発明は、複数のカーボンブラック粒子を懸濁流体に懸濁した電気泳動
媒体を提供し、該粒子は、該カーボンブラック粒子に化学的に結合されるかその周りに架
橋された、カーボンブラックの約１～約２５重量％の重合体を有する。本発明のこの局面
は、以下、本発明の「制御重合体カーボンブラック電気泳動媒体」と呼ぶ場合がある。
【００２２】
　他の局面では、本発明は、複数種の顔料粒子を懸濁流体に懸濁した電気泳動媒体を提供
し、該顔料粒子は、重合体を該顔料粒子に化学的に結合させるかその周りに架橋させてお
り、該重合体は、主鎖および複数の側鎖を含有し、該側鎖は、該主鎖から伸長しており、
該側鎖の各々は、少なくとも約４個の炭素原子を含有する。本発明のこの局面は、以下、
本発明の「分枝鎖重合体電気泳動媒体」と呼ぶ場合がある。
【００２３】
　他の局面では、本発明は、連続相および不連続相を含む二相電気泳動媒体を提供し、該
不連続相は、複数の小滴を含有し、その各々は、懸濁流体および少なくとも１つの顔料粒
子を含有し、該顔料粒子は、該懸濁流体内に配置され、そして該電気泳動媒体に電場を加
えると、該流体を通って移動でき、該連続相は、該不連続相を取り囲んでカプセル化し、
ここで、該顔料粒子は、重合体を該顔料粒子に化学的に結合させるかその周りに架橋させ
ている。本発明のこの局面は、以下、本発明の「重合体分散型電気泳動媒体」と呼ぶ場合
がある。
【００２４】
　一般に、本発明の電気泳動媒体では、前記重合体は、前記粒子の周りで架橋するよりも
むしろ、該粒子に化学的に結合（特に、共有結合）するのが好ましい。
【００２５】
　他の局面では、本発明は、電気泳動媒体において使用するための顔料粒子を提供し、該
顔料粒子は、重合体を該顔料粒子に化学的に結合させるかその周りに架橋させており、該
顔料粒子はまた、該重合体とは別に該顔料粒子に結合された荷電基または荷電可能基を有
する。本発明のこの局面は、以下、本発明の「分離荷電基粒子」と呼ぶ場合がある。



(7) JP 4852572 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

【００２６】
　他の局面では、本発明は、重合体被覆顔料粒子を製造する方法を提供し、該方法は、以
下の工程を包含する：
　（ａ）該粒子を試薬と反応させる工程であって、該試薬は、該粒子と反応して結合でき
る官能基を有し、また、重合可能基または重合開始基を有し、それにより、該官能基を該
粒子表面と反応させ、そこに該重合可能基を結合させる工程；および
　（ｂ）該粒子上の該重合可能基または重合開始基と少なくとも１種の単量体またはオリ
ゴマーとの間で反応を引き起こすのに効果的な条件下にて、工程（ａ）の生成物を該少な
くとも１種の単量体またはオリゴマーと反応させて、それにより、該粒子に結合した重合
体の形成を引き起こす工程。
【００２７】
　本発明のこの局面は、以下、本発明の「重合体被覆方法」と呼ぶ場合がある。
【００２８】
　他の局面では、本発明は、顔料粒子をシリカで被覆する方法を提供し、該方法は、以下
の工程を包含する：
　該顔料粒子を、約８より高いｐＨおよび約６０℃より高い温度て、可溶性ケイ酸塩の溶
液に分散する工程；
　該顔料粒子の分散体に、該分散体の温度を約６０℃より高く維持しつつ、酸の溶液およ
び可溶性ケイ酸塩の溶液の両方を加えて、それにより、該粒子上でのシリカの堆積を引き
起こす工程；および
　該分散体のｐＨを約４より低くし、その後、該液体から該シリカ被覆粒子を分離する工
程。
【００２９】
　本発明のこの局面は、以下、本発明の「シリカ被覆方法」と呼ぶ場合がある。
【００３０】
　本発明のさらに他の局面では、使用する電気泳動媒体は、前記米国特許第５，９３０，
０２６号の請求項１で記載の種類であり得る。それゆえ、本発明は、以下の部分を含む電
気泳動表示装置を提供する：
　ａ）顕微容器の配列であって、ここで、各容器は、誘電流体および粒子懸濁液を含有し
、該粒子は、少なくとも１個の有機基に結合し、ここで、該有機基は、少なくとも１個の
イオン性基、イオン化可能基、または両方を含み、ここで、該流体および該粒子は、視覚
的にコントラストをなす、顕微容器の配列；
　ｂ）顕微容器の配列であって、ここで、該配列は、該電極間に位置しており、ここで、
該電極の少なくとも１個は、実質的に視覚的に透明である、顕微容器の配列；および
　ｃ）該２個の電極間で電位差を作り出す手段であって、ここで、該電位差は、該粒子を
該電極の１個の方へと移動させる、手段。
【００３１】
　最後に、使用される電気泳動媒体は、前記米国特許第５，９３０，０２６号の請求項２
１で記載の種類であり得る。それゆえ、本発明は、以下の部分を含む非放射性表示装置シ
ステムを提供する：
　ａ）少なくとも１個の表示素子であって、該表示素子は、２個の電極間に位置しており
、ここで、該表示素子は、該電極間の電位差に視覚的に応答性である、表示素子；および
　ｂ）表示圧電素子であって、該表示圧電素子は、該電極に連結され、ここで、該圧電素
子の変形は、該電位差を生じる、表示圧電素子；
　ここで、該表示素子は、顕微容器の配列を含み、ここで、各容器は、誘電流体および粒
子懸濁液を含有し、該粒子は、少なくとも１個の有機基に結合し、ここで、該有機基は、
少なくとも１個のイオン性基、イオン化可能基、または両方を含み、ここで、該流体およ
び該粒子は、視覚的にコントラストをなす。
【００３２】
　したがって、本発明は、以下を提供する。
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（１）複数の顔料粒子を懸濁流体に懸濁した電気泳動媒体であって、該顔料粒子は、重合
体を該顔料粒子に化学的に結合させるかその周りに架橋させており、該重合体は、該顔料
の１～１５重量％の量で存在している、
　電気泳動媒体。
（２）前記重合体が、前記顔料粒子に化学的に結合されている、項目１に記載の電気泳動
媒体。
（３）前記粒子が、該顔料粒子に化学的に結合した前記重合体の該顔料を４～１５重量％
で有する、項目２に記載の電気泳動媒体。
（４）前記粒子が、該顔料粒子に化学的に結合した前記重合体の該顔料を８～１２重量％
で有する、項目３に記載の電気泳動媒体。
（５）前記粒子が、チタニアまたはカーボンブラックを含有する、項目１～４のいずれか
１項に記載の電気泳動媒体。
（６）前記重合体が、荷電基または荷電可能基を含有する、項目１～５のいずれか１項に
記載の電気泳動媒体。
（７）前記荷電基または荷電可能基が、前記重合体から別々に前記顔料粒子に結合される
、項目１～６のいずれか１項に記載の電気泳動媒体。
（８）前記重合体が、主鎖および複数の側鎖を含有し、該側鎖が、該主鎖から伸長してお
り、該側鎖の各々が、少なくとも４個の炭素原子を含有する、項目１～７のいずれか１項
に記載の電気泳動媒体。
（９）少なくとも１つの光学特性に差があり電気泳動移動度に差がある２種の粒子を含有
する、項目１～８のいずれか１項に記載の電気泳動媒体。
（１０）前記顔料粒子および前記流体が、複数のカプセル内にカプセル化されている、項
目１～９のいずれか１項に記載の電気泳動媒体。
（１１）前記２種の粒子が、それぞれ、チタニアおよびカーボンブラックを含有し、そし
て反対の極性の電荷を有する、項目１０に記載の電気泳動媒体。
（１２）前記カプセルが、重合体結合剤内に保持されている、項目１０または１１に記載
の電気泳動媒体。
（１３）前記カプセルが、非球形である、項目１０～１２のいずれか１項に記載の電気泳
動媒体。
（１４）電気泳動媒体および少なくとも１個の電極を含む電気泳動表示装置であって、該
電極は、該媒体に隣接して配置され、そして該媒体に電場を加えることができ、ここで、
該電気泳動媒体は、項目１～１３のいずれか１項に記載の媒体である、
　電気泳動表示装置。
（１５）複数種のカーボンブラック粒子を懸濁流体に懸濁した電気泳動媒体であって、該
粒子は、重合体を該カーボンブラック粒子に化学的に結合させるかその周りに架橋させて
おり、ここで、該重合体は、該カーボンブラック粒子の１～２５重量％の量で存在してい
る、
　電気泳動媒体。
（１６）前記重合体が、前記カーボンブラック粒子に化学的に結合されている、項目１５
に記載の電気泳動媒体。
（１７）前記カーボンブラック粒子が、該カーボンブラック粒子に化学的に結合した前記
重合体の該カーボンブラックを６～１４重量％で有する、項目１６に記載の電気泳動媒体
。
（１８）電気泳動媒体および少なくとも１個の電極を含む電気泳動表示装置であって、該
電極は、該媒体に隣接して配置され、そして該媒体に電場を加えることができ、ここで、
該電気泳動媒体は、項目１５～１７のいずれか１項に記載に記載の媒体である、
　電気泳動表示装置。
（１９）複数種の顔料粒子を懸濁流体に懸濁した電気泳動媒体であって、該顔料粒子は、
重合体を該顔料粒子に化学的に結合させるかその周りに架橋させており、ここで、該重合
体は、主鎖および複数の側鎖を含有し、該側鎖が、該主鎖から伸長しており、該側鎖の各
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々が、少なくとも４個の炭素原子を含有する、
　電気泳動媒体。
（２０）前記側鎖の各々が、少なくとも６個の炭素原子を含有する、項目１９に記載の電
気泳動媒体。
（２１）前記重合体が、前記顔料粒子に化学的に結合される、項目１９または２０に記載
の電気泳動媒体。
（２２）前記粒子が、該顔料粒子に化学的に結合した前記重合体の該顔料を４～１５重量
％で有する、項目２１に記載の電気泳動媒体。
（２３）前記粒子が、該顔料粒子に化学的に結合した前記重合体の該顔料を６～１５重量
％で有する、項目２２に記載の電気泳動媒体。
（２４）前記粒子が、該顔料粒子に化学的に結合した前記重合体の該顔料を８～１２重量
％で有する、項目２３に記載の電気泳動媒体。
（２５）前記重合体が、荷電基または荷電可能基を含有する、項目１９～２４のいずれか
１項に記載の電気泳動媒体。
（２６）前記荷電基または荷電可能基が、前記重合体から別々に前記顔料粒子に結合され
る、項目１９～２５のいずれか１項に記載の電気泳動媒体。
（２７）前記顔料粒子および前記流体が、複数のカプセル内にカプセル化されている、項
目１９～２６のいずれか１項に記載の電気泳動媒体。
（２８）電気泳動媒体および少なくとも１個の電極を含む電気泳動表示装置であって、該
電極は、該媒体に隣接して配置され、そして該媒体に電場を加えることができ、ここで、
該媒体は、項目１９～２７のいずれか１項に記載の媒体である、
　電気泳動表示装置。
（２９）連続相および不連続相を含む二相電気泳動媒体であって、該不連続相は、複数の
小滴を含有し、その各々は、懸濁流体および少なくとも１種の顔料粒子を含有し、該顔料
粒子は、該懸濁流体内に配置され、そして該電気泳動媒体に電場を加えると、該流体を通
って移動でき、該連続相は、該不連続相を取り囲んでカプセル化し、ここで、該顔料粒子
は、重合体を該顔料粒子に化学的に結合させるかその周りに架橋させている、
　二相電気泳動媒体。
（３０）前記不連続相が、前記電気泳動媒体の少なくとも４０容量％を占める、項目２９
に記載の電気泳動媒体。
（３１）前記重合体が、前記顔料粒子に化学的に結合されている、項目２９または３０に
記載の電気泳動媒体。
（３２）前記重合体が、荷電基または荷電可能基を含有する、項目２９～３１のいずれか
１項に記載の電気泳動媒体。
（３３）前記荷電基または荷電可能基が、前記重合体から別々に前記顔料粒子に結合され
る、項目２９～３２のいずれか１項に記載の電気泳動媒体。
（３４）前記小滴が、非球形である、項目２９～３３のいずれか１項に記載の電気泳動媒
体。
（３５）電気泳動媒体および少なくとも１個の電極を含む電気泳動表示装置であって、該
電極は、該媒体に隣接して配置され、そして該媒体に電場を加えることができ、ここで、
該電気泳動媒体は、項目２９～３４のいずれか１項に記載の媒体である、
　電気泳動表示装置。
（３６）電気泳動媒体で使用する顔料粒子であって、該顔料粒子は、重合体を該顔料粒子
に化学的に結合させるかその周りに架橋させており、ここで、荷電基または荷電可能基が
、該重合体から別々に該顔料粒子に結合される、
　顔料粒子。
（３７）前記重合体が、事実上、荷電基または荷電可能基を含まない、項目３６に記載の
顔料粒子。
（３８）前記重合体が、前記顔料粒子に化学的に結合されている、項目３６または３７に
記載の顔料粒子。
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（３９）少なくとも１種の粒子を懸濁流体に懸濁した電気泳動媒体であって、ここで、該
粒子は、項目３６～３８のいずれか１項に記載の粒子である、
　電気泳動媒体。
（４０）前記少なくとも１種の粒子および前記懸濁流体が、カプセル内にカプセル化され
ている、項目３９に記載の電気泳動媒体。
（４１）電気泳動媒体および少なくとも１個の電極を含む電気泳動表示装置であって、該
電極は、該電極は、該媒体に隣接して配置され、そして該媒体に電場を加えることができ
、ここで、該媒体は、項目３９または４０に記載の媒体である、
　電気泳動表示装置。
（４２）重合体被覆顔料粒子を製造する方法であって、該方法は、以下の工程を包含する
：
　（ａ）該粒子を試薬と反応させる工程であって、該試薬は、該粒子と反応して結合でき
る官能基を有し、また、該試薬は、重合可能基または重合開始基を有し、それにより、該
官能基を該粒子表面と反応させ、そこに該重合可能基を結合させる、工程；および
　（ｂ）該粒子上の該重合可能基または重合開始基と少なくとも１種の単量体またはオリ
ゴマーとの間で反応を引き起こすのに効果的な条件下にて、工程（ａ）の生成物を該少な
くとも１種の単量体またはオリゴマーと反応させて、それにより、該粒子に結合した重合
体の形成を引き起こす、工程。
（４３）工程（ａ）にて、前記重合可能基が、イオン結合を介して、前記粒子表面に結合
される、項目４２に記載の方法。
（４４）工程（ａ）が、以下の工程を包含する、項目４２または４３に記載の方法：
　（ａ１）前記粒子を試薬と反応させる工程であって、該試薬は、第一官能基および第二
官能基を有し、該第一官能基は、該粒子と反応して結合でき、そして該第二官能基は、反
応してイオン結合を形成でき、それにより、該第一官能基を該粒子表面と反応させ、そこ
に該第二官能基を結合させる、工程；および
　（ａ２）工程（ａ１）の生成物を第二試薬と反応させる工程であって、該第二試薬は、
重合可能基および第三官能基を有し、該第三官能基は、該第二官能基と反応して、該イオ
ン結合を形成でき、それにより、該第二および第三官能基を共に反応させて、該イオン結
合を形成し、それにより、該重合可能基を、イオン結合を介して、前記粒子表面に結合す
る工程。
（４５）工程（ａ）にて、前記重合可能基が、共有結合を介して、前記粒子表面に結合さ
れる、項目４２に記載の方法。
（４６）工程（ａ）にて、前記顔料粒子に、原子移動ラジカル重合用の開始部位を与える
基が結合され、そして工程（ｂ）にて、工程（ａ）の生成物が、原子移動ラジカル重合単
量体で処理されて、前記重合体を形成する、項目４２～４５のいずれか１項に記載の方法
。
（４７）工程（ｂ）が、前記粒子上への第一原子移動可能単量体の重合を引き起こすのに
効果的な条件下にて、工程（ａ）の生成物を該第一単量体で処理し、該第一重合を停止し
、その後、該粒子上への第二原子移動ラジカル重合可能単量体の重合を引き起こすのに効
果的な条件下にて、該粒子を該第二単量体で処理して、それにより、該粒子上で該２種の
単量体のブロック共重合体を形成することにより、実行される、項目４６に記載の方法。
（４８）工程（ａ）にて、重合可能基が、前記粒子に結合され、そして工程（ｂ）にて、
工程（ａ）の生成物が、少なくとも１種の単量体またはオリゴマーと該重合体上の該重合
可能基との重合を引き起こすのに効果的な条件下にて、該単量体またはオリゴマーと接触
され、それにより、該粒子上で、該重合体の形成を引き起こす、項目４２～４７のいずれ
か１項に記載の方法。
（４９）顔料粒子をシリカで被覆する方法であって、該方法は、以下の工程を包含する：
　該顔料粒子を、８より高いｐＨおよび６０℃より高い温度て、溶解性ケイ酸塩の溶液に
分散する工程；
　該顔料粒子の分散体に、該分散体の温度を６０℃より高く維持しつつ、酸の溶液および
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ケイ酸塩の溶液を加えて、それにより、該粒子上でのシリカの堆積を引き起こす工程；お
よび
　その後、該液体から該シリカ被覆粒子を分離する工程；
　ここで、該方法は、該粒子上に該シリカを堆積した後であるが該液体から該粒子を分離
する前に、該分散体のｐＨを４より低くする、
　方法。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明の電気泳動媒体および方法を詳細に説明する前に、これらの媒体を使用しようと
する電気泳動表示装置の種類の一部を簡単に記述するのが望ましいと考えられる。
【００３４】
　本発明の電気泳動媒体は、前記Ｅ　ＩｎｋおよびＭＩＴの特許および特許出願で記述さ
れた種類のいずれかであり得、このような媒体の好ましい実施形態は、今ここで、添付の
図面の図１～４を参照して、記述されている。
【００３５】
　本発明の第一電気泳動表示装置（これは、一般に、１００と命名されている）は、図１
Ａおよび１Ｂで示されているが、カプセル化電気泳動媒体（これは、一般に、１０２で示
されている）を含み、これは、複数のカプセル１０４（その１個だけが図１Ａおよび１Ｂ
で示されている）を含有し、その各々は、懸濁流体１０６を含有し、その中で、複数の単
一型粒子１０８が分散され、これらは、例示の目的のために、黒色を帯びている。粒子１
０８は、電気泳動的に移動性であり、カーボンブラックから形成され得る。上記の説明に
おいて、粒子１０８は、正に荷電されている（もちろん、もし望ましいなら、負に荷電し
た粒子もまた、使用できる）と想定される。（粒子１０８の三角形、および以下で述べる
他の粒子の正方形および円形は、添付の図面において、種々の型の粒子が容易に区別でき
るように、純粋に例示するために使用されており、決して、実際の粒子の物理的形状（こ
れらは、実質的に球形である）には対応していない。しかしながら、本発明者は、本発明
の表示装置において、非球形粒子を使用を除外しない）。表示装置１００は、さらに、共
通透明前部電極１１０（これは、そこを通って観察者が表示装置１００を見る視界面を形
成する）および複数の個別後部電極１１２（その各々は、表示装置１００の１個の画素を
規定するが、図１Ａおよび１Ｂでは、１個の後部電極１１２だけが示されている）を含む
。説明および理解をし易くするために、図１Ａおよび１Ｂは、後部電極１１２で規定され
る画素を形成する単一マイクロカプセルだけを示しているが、実際には、各画素に対して
、通常、多数の（２０個またはそれ以上）のマイクロカプセルが使用される。後部電極１
１２は、基板１１４上に取り付けられる。
【００３６】
　図１Ａで示した位置で後部電極１１２に隣接して横たわっている粒子１０８が前部電極
１１０を経由して表示装置１００を見ている観察者には見えないように、懸濁流体１０６
は、着色されている。懸濁流体１０６で必要な色は、この懸濁流体に染料を溶解させるこ
とにより、提供され得る。着色した懸濁流体１０６および粒子１０８は、電気泳動媒体１
０２を不透明にするので、後部電極１１２および基板１１４は、透明であり得るか、不透
明電気泳動媒体１０２を介して見えないので、不透明であり得る。
【００３７】
　カプセル１０４および粒子１０８は、広範囲の大きさで作製できる。しかしながら、一
般に、これらのカプセルの厚さ（これは、これらの電極に垂直に測定される）は、約１０
～５００μｍの範囲であるのが好ましいものの、粒子１０８は、典型的には、約０．２５
～約２μｍの範囲の直径を有する。
【００３８】
　図１Ａは、後部電極１１２（これは、負に荷電されている）および前部電極１１０（こ
れは、正に荷電されている）を備えた表示装置１００を示している。この条件下では、正
に荷電された粒子１０８は、負に荷電された電極１１２に引き付けられ、それゆえ、後部
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電極１１２に隣接して横たわり、この場合、それらは、着色液体１０６により、観察者が
前部電極１１０を介して表示装置１００を見るのを隠される。従って、図１Ａで示した画
素は、観察者に対して、液体１０６の色（これは、例示の目的のために、白色を呈する）
を表示する。（表示装置１００は、図１Ａおよび１Ｂでは、底部に後部電極１１２を備え
て図示されているものの、実際には、前部電極および後部電極の両方は、典型的には、表
示装置１００の最大視界に対して垂直に配置される。本明細書中で記述した本発明の特定
の実施形態のいずれも、決して、それらの粒子の移動を制御するのに、重力に頼っていな
い；重力下でのこのような移動は、実際、遅すぎて、実用的な移動を制御するのに有用で
はない）。
【００３９】
　図１Ｂは、前部電極１１０（これは、後部電極１１２に対して負に荷電されている）を
備えた表示装置１００を示す。粒子１０８は、正に荷電されているので、負に荷電された
前部電極１１０に引き付けられ、それにより、粒子１０８は、前部電極１１０に隣接して
移動し、その画素は、粒子１０８の黒色を示す。
【００４０】
　図１Ａおよび１Ｂでは、カプセル１０４は、実質的にプリズム形状で図示されており、
これは、その高さ（それらの平面に垂直）よりも著しく大きい幅（これは、これらの電極
の平面に平行である）を有する。このプリズム形状のカプセル１０４は、意図的になされ
ている。もし、カプセル１０４が、事実上、球形であるなら、図１Ｂで示した黒色状態で
は、粒子１０８は、そのカプセルの中心のすぐ上にある中央の限られた領域で、このカプ
セルの最も高い部分に集まる傾向にある。観察者が見える色は、次いで、事実上、この中
心黒色領域と白色環帯（これは、この中心領域を取り囲む）との平均であり、この場合、
白色液体１０６が見える。それゆえ、この黒色と推定される領域でも、観察者は、純粋な
黒色ではなく灰色がかった色に見え、その画素の２つの極端な光学状態間のコントラスト
は、それに対応して、限定される。対照的に、図１Ａおよび１Ｂで示したプリズム形状の
マイクロカプセルを備えていると、粒子１０８は、事実上、そのカプセルの全断面を覆い
、その結果、白色液体は、全く見えないか、少なくとも非常に僅かしか見えず、このカプ
セルの極端な光学状態の間のコントラストが高められる。この点に関して、また、その電
気泳動層内のカプセルの密集を得ることが望ましいことに関して、さらに論述するために
、読者は、前記米国特許第６，０６７，１８５号およびそれに対応している公開された国
際出願ＷＯ９９／１０７６７を参照せよ。また、前記Ｅ　ＩｎｋおよびＭＩＴ特許および
特許出願で記述されているように、その電気泳動媒体に機械的な完全性を与えるために、
これらのマイクロカプセルは、通常、固形結合剤内に包埋されるが、この結合剤は、説明
を簡単にするために、図１～３では、省略されている。
【００４１】
　図２Ａおよび２Ｂで示した本発明の第二の電気泳動表示装置（これは、一般に、２００
で示されている）は、カプセル化した電気泳動媒体（これは、一般に、２０２で示されて
いる）を含み、これは、複数のカプセル２０４を含み、それらの各々は、懸濁流体２０６
を含有し、その中に、複数の正に荷電した黒色粒子１０８（これは、上で述べた第一表示
装置１００のものと同じである）が分散されている。表示装置２００は、さらに、前部電
極１１０、後部電極１１２および基板１１４を含み、これらの全ては、第一表示装置１０
０の対応する整数と同じである。しかしながら、黒色粒子１０８に加えて、液体２０６中
には、複数の負に荷電された粒子２１８（これらは、本発明の目的のために、白色を呈す
る）が懸濁されている。
【００４２】
　典型的には、液体２０６は、着色されていない（すなわち、本質的に、透明である）も
のの、そこには、この表示装置の種々の状態の光学特性を調整するために、一部の色が存
在し得る。図２Ａは、図示した画素の後部電極１１２に対して、正に荷電した前部電極１
１０を備えた表示装置２００を示している。正に荷電した粒子１０８は、後部電極１１２
と静電的に隣接して保持されているのに対して、負に荷電した粒子２１８は、前部電極１
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１０に接して静電的に保持されている。従って、前部電極１１０を介して表示装置２００
を見ている観察者は、白色粒子２１８が見えて黒色粒子１０８が隠れるので、白色画素を
見る。
【００４３】
　図２Ｂは、図示した画素の後部電極１１２に対して負に荷電した前部電極１１０を備え
た表示装置２００を示す。図１Ｂで示した対応している光学状態では、正に荷電した粒子
１０８は、今ここでは、負に荷電した電極１１０に引き付けられるのに対して、負に荷電
した粒子２１８は、正の後部電極１１２に静電的に引き付けられる。従って、粒子１０８
は、前部電極１１０に隣接して移動し、その画素は、粒子１０８の黒色を表示し、これは
、白色粒子２１８を隠す。
【００４４】
　図３Ａおよび３Ｂで示した本発明の第三の電気泳動表示装置（これは、一般に、３００
で示されている）は、カプセル化した電気泳動媒体（これは、一般に、３０２で示されて
いる）を含み、これは、複数のカプセル３０４を含む。表示装置３００は、さらに、前部
電極１１０、後部電極１１２および基板１１４を含み、これらの全ては、先に記述した表
示装置１００および２００の対応する整数と同じである。表示装置３００は、液体３０６
が着色されていない点、およびその中に白色の負に荷電した粒子２１８が懸濁されている
点で、表示装置２００と似ている。しかしながら、表示装置３００は、正に荷電した赤色
粒子３２０（これらは、白色粒子２１８よりも電気泳動移動度が相当に低い）が存在して
いることにより、表示装置２００とは異なる。
【００４５】
　図３Ａは、図示した画素の後部電極１１２に対して、正に荷電した前部電極１１０を備
えた表示装置３００を示している。負に荷電した白色粒子２１８および負に荷電した赤色
粒子３２０の両方は、前部電極１１０に引き付けられるが、白色粒子２１８は、実質的に
電気泳動移動度が高いので、それらは、最初に、前部電極１１０に到達する（図３Ａで示
した光学状態は、通常、図３Ｂで示した光学状態にある電極の極性を急激に逆にすること
により発生し、それにより、白色粒子２１８および赤色粒子３２０の両方にカプセル３０
４の厚さを強制的に横断させ、それにより、白色粒子２１８の高い移動度により、それら
の位置が、赤色粒子３２０の前の前部電極１１０に隣接した位置に到達できるようになる
ことに注目せよ）。それゆえ、白色粒子２１８は、前部電極１１０にすぐ隣接して連続層
を形成し、それにより、赤色粒子３２０を隠す。従って、前部電極１１０を介して表示装
置３００を見ている観察者は、白色粒子２１８が見えて赤色粒子３２０を隠すので、白色
画素を見る。
【００４６】
　図３Ｂは、図示した画素の後部電極１１２に対して、負に荷電した前部電極１１０を備
えた表示装置３００を示している。負に荷電した白色粒子２１８および負に荷電した赤色
粒子３２０の両方は、後部電極１１２に引き付けられるが、白色粒子は、電気泳動移動度
が高いので、図３Ａで示した光学状態で電極の極性を逆にすることにより、図３Ｂで示し
た光学状態が生じるとき、白色粒子２１８は、赤色粒子３２０よりも迅速に後部電極１１
２に到達し、この結果、粒子２１８は、電極１１２に隣接した連続層を形成し、前部電極
１１０に面した赤色粒子３２０の連続層が残る。従って、前部電極１１０を介して表示装
置３００を見ている観察者は、赤色粒子３２０が見えて白色粒子２１８を隠すので、赤色
画素を見る。
【００４７】
　図４Ａおよび４Ｂは、本発明の重合体分散型電気泳動媒体およびこの媒体を製造するの
に使用される方法を図示している。この重合体分散型電気泳動媒体は、非球形の小滴を含
有し、フィルム形成材料（これは、その形成後に実質的に収縮できるフィルムを生じる）
を使用することにより、調製される。この目的に好ましい非連続相は、ゼラチンであるも
のの、その代わりに、他のタンパク質様材料および多分、架橋可能重合体は、使用され得
る。この液状材料（これは、最終的に、この連続相を形成する）および小滴の混合物が形
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成され、基板上に被覆されて、図４Ａで図示したような構造体を形成する。図４Ａは、液
状媒体４１４中に分散した小滴４１２を含む層４１０を示し、これは、フィルム形成過程
になり、この層４１０は、透明導電性材料（例えば、インジウム－酸化スズ）の層４１８
を予め形成した基板４１６（好ましくは、可撓性高分子フィルム（例えば、ポリエステル
フィルム））に被覆されている。この液状材料は、図４Ａで示すように、比較的に厚い層
４１０を形成し、これは、本質的に球形の小滴４１２を含有する。層４１０が連続固相を
形成した後、この層は、次いで、好ましくは、ほぼ室温（この層は、望ましいなら、加熱
され得るものの）で、そのゼラチンを脱水するのに十分な期間にわたって乾燥され、それ
により、その層の厚さを実質的に低下させ、図４Ｂで図示した種類の構造を製造するが、
乾燥し収縮した層は、図４Ｂでは、４１０’と指定されている。この層が「垂直」収縮（
すなわち、基板４１６の表面と垂直の収縮）すると、事実上、最初の球形小滴は、偏球の
楕円体に圧縮され、その表面に垂直な厚さは、この表面に平行な側方寸法よりも実質的に
小さい。実際には、これらの小滴は、通常、隣接している小滴の側縁が互いに接触するよ
うに、十分に密に詰められており、その結果、これらの小滴の最終形状は、偏球の楕円体
よりも不規則なプリズムによく似ている。また、図４Ｂで示すように、その最終媒体中に
は、１層より多い小滴層が存在し得る。この媒体が図４Ｂで示した種類である（ここで、
それらの小滴は、多分散性（すなわち、広い範囲の小滴の大きさが存在している）である
）とき、このような複数の層が存在していると、その基板の小領域がどの小滴でも覆われ
ない機会を減らすという点で、有利である；それゆえ、これらの複数層は、その電気泳動
媒体が完全に不透明となり、基板のどの部分も媒体から形成した表示装置では見えないこ
とを保証するのを助ける。しかしながら、本質的に単分散性の小滴（すなわち、全部が本
質的に同じ大きさの小滴）を使用する媒体では、一般に、その媒体を、収縮後に密に詰め
た単層の小滴を生じる層で被覆することが得策である。係属中の特許出願第０９／４１３
，４４４号（これは、１９９９年１０月６日に出願された）、およびそれに対応する国際
出願第ＰＣＴ／ＵＳ９９／２３３１３号、公報第ＷＯ００／２０９２２号を参照。それら
は、マイクロカプセル化電気泳動媒体で見られる比較的に剛性のマイクロカプセル壁がな
いので、本発明の重合体分散媒体にある小滴は、マイクロカプセルよりもしっかりと固ま
って、密に詰めた単層になる傾向があり得る。
【００４８】
　予想に反して、実験的には、これらの小滴は、その媒体の乾燥中にて、合体しないこと
が発見されている。しかしながら、本発明者は、本発明のある実施形態において、隣接カ
プセル間で壁の破裂が起こり得、それにより、小滴間で部分的な連結を生じる可能性を無
視する訳ではない。
【００４９】
　この乾燥工程中に起こる小滴の変形の程度（それゆえ、小滴の最終形状）は、そのゼラ
チン溶液中の水の割合およびこの溶液と小滴との比を制御することにより、変えられ得る
。例えば、２～１５重量％のゼラチン溶液を使用し、２００グラムの各ゼラチン溶液およ
び５０グラムの「内部」非水相（これは、これらの小滴を形成する）を使用して、実験を
行った。厚さ３０μｍの電気泳動媒体の最終層を作製するには、２％ゼラチン溶液／内相
混合物の層を１３９μｍの厚さで被覆する必要があった；乾燥すると、この層は、厚さ３
０μｍの電気泳動媒体を生じ、これは、９２．６容量％の小滴を含有していた。他方、同
じ最終厚さの電気泳動媒体を作製するために、１５％ゼラチン溶液／内相混合物は、９３
μｍの厚さで被覆し、乾燥すると、６２．５容量％の小滴を含有する電気泳動媒体を生じ
た。２％ゼラチン溶液から作製した媒体は、手荒な取り扱いに耐えられる程には強くなか
った；５～１５重量％のゼラチンを含有するゼラチン溶液から作製した媒体は、良好な機
械的性質を有していた。
【００５０】
　その最終電気泳動媒体中の小滴の変形の程度もまた、小滴の初期サイズ、およびこの初
期サイズと電気泳動媒体の最終層の厚さとの関係により、影響される。実験により、これ
らの小滴の平均初期サイズが大きい程、および／またはこの平均初期サイズと最終層の厚
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さとの比が大きい程、最終層での小滴の球形からの変形が大きくなることが明らかとなっ
ている。一般に、これらの小滴の平均初期サイズは、その最終層の厚さの約２５％～約４
００％であるのが好ましい。例えば、先に記述した実験（ここで、その最終層の厚さは、
３０μｍである）では、１０～１００μｍの平均初期小滴サイズで、良好な結果が得られ
た。
【００５１】
　ゼラチンは、ゾル／ゲル変換によりフィルムを形成するが、本発明は、このようなゾル
／ゲル変換によりフィルムを形成するフィルム形成材料には制限されない。例えば、この
フィルムの形成は、単量体またはオリゴマーの重合により、重合体またはオリゴマーの架
橋により、重合体の放射線硬化により、または任意の他のフィルム形成方法により、達成
され得る。同様に、本発明の好ましい異形（ここで、まず、そのフィルムが形成され、次
いで、厚さが縮小される）では、この収縮は、ゼラチンフィルムが収縮する同じ種類の脱
水機構により達成される必要はなく、このフィルムからの溶媒（水性または非水性）の除
去、重合体フィルムの架橋または任意の他の通常の手順により、達成され得る。
【００５２】
　本発明の重合体分散型電気泳動媒体では、その小滴は、望ましくは、この電気泳動媒体
の少なくとも４０容量％、好ましくは、約５０～約８０容量％を占める；前記係属中の特
許出願第０９／６８３，９０３号を参照。本発明の重合体分散型媒体で使用される小滴は
、図１～３で図示されている粒子および懸濁流体の任意の組合せを有し得ることを強調し
ておくべきである。
【００５３】
　本発明は、図１～４で示した形状のカプセル化電気泳動媒体のいずれかに適用され得る
。しかしながら、本発明は、カプセル化電気泳動媒体および重合体分散型電気泳動媒体に
は限定されず、非カプセル化媒体にも適用され得る。
【００５４】
　さて、本発明の種々の局面を、さらに詳細に説明する。
【００５５】
　　（粒子の型およびその前処理）
　本発明は、電気泳動媒体で使用できる任意の種類の粒子に適用され得、このような粒子
の選択には、融通がきく。本発明の目的のために、粒子は、荷電されているか電荷を獲得
できる（すなわち、電気泳動移動度を有するかそれを獲得できる）任意の成分であり、あ
る場合には、この移動度は、ゼロまたはゼロに近くなり得る（すなわち、これらの粒子は
、移動しない）。これらの粒子は、例えば、ニート顔料または染色した（レーキした）顔
料、または任意の他の成分（これは、荷電されているか電荷を獲得できる）であり得る。
この電気泳動粒子の典型的な要件には、その光学特性、電気特性および界面化学がある。
これらの粒子は、有機化合物または無機化合物であり得、光を吸収するか光を散乱するか
いずれかであり得る。本発明で使用する粒子は、さらに、散乱顔料、吸収顔料および発光
粒子を含有し得る。これらの粒子は、逆反射性（例えば、コーナーキューブ）であり得る
か、電子発光性（例えば、硫化亜鉛粒子；これは、ＡＣ電場で励起したとき、光を放射す
る）であり得るか、または燐光性であり得る。硫化亜鉛電子発光粒子は、導電性を低下さ
せるために、絶縁被覆でカプセル化され得る。
【００５６】
　この電気泳動粒子は、通常、顔料、レーキ顔料、または上記のいずれかの組合せである
。ニート顔料は、任意の顔料であり得、これは、通常、淡色粒子用であり、ルチル（チタ
ニア）、アナターゼ（チタニア）、硫酸バリウム、カオリンまたは酸化亜鉛が有用である
。一部の典型的な粒子は、高い屈折率、高い散乱係数、および低い吸収係数を有する。他
の粒子は、吸収性である（例えば、塗料またはインクで使用されるカーボンブラックまた
は着色顔料）。この顔料はまた、この懸濁流体に不溶であるべきである。ジアリーリドイ
エロー、Ｈａｎｓａイエローおよびベンジジンイエローのような黄色顔料もまた、類似の
表示装置で用途が見出されている。淡色粒子には、任意の他の反射材料が使用でき、これ
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には、非顔料材料（例えば、金属粒子）が挙げられる。
【００５７】
　有用なニート顔料には、以下が挙げられるが、これらに限定されない：ＰｂＣｒＯ４、
Ｃｙａｎ　ｂｌｕｅ　ＧＴ　５５－３２９５（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｙａｎａｍｉｄ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ，Ｗａｙｎｅ，ＮＪ）、Ｃｉｂａｃｒｏｎ　Ｂｌａｃｋ　ＢＧ（Ｃｉｂａ　
Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗｐｏｒｔ，ＤＥ）、Ｃｉｂａｃｒｏｎ　Ｔｕｒｑｕｏ
ｉｓｅ　Ｂｌｕｅ　Ｇ（Ｃｉｂａ）、Ｃｉｂａｌｏｎ　Ｂｌａｃｋ　ＢＧＬ（Ｃｉｂａ）
、Ｏｒａｓｏｌ　Ｂｌａｃｋ　ＢＲＧ（Ｃｉｂａ）、Ｏｒａｓｏｌ　Ｂｌａｃｋ　ＲＢＬ
（Ｃｉｂａ）、Ａｃｅｔａｍｉｎｅ　Ｂｌａｃｋ，ＣＢＳ（Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄ
ｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ
；以下、「ｄｕ　Ｐｏｎｔ」と略す）、Ｃｒｏｃｅｉｎ　Ｓｃａｒｌｅｔ　Ｎ　Ｅｘ（ｄ
ｕ　Ｐｏｎｔ）（２７２９０）、Ｆｉｂｅｒ　Ｂｌａｃｋ　ＶＦ（ｄｕ　Ｐｏｎｔ）（３
０２３５）、Ｌｕｘｏｌ　Ｆａｓｔ　Ｂｌａｃｋ　Ｌ（ｄｕ　Ｐｏｎｔ）（Ｓｏｌｖ．Ｂ
ｌａｃｋ　１７）、Ｎｉｒｏｓｉｎｅ　Ｂａｓｅ　Ｎｏ．４２４（ｄｕ　Ｐｏｎｔ）（５
０４１５　Ｂ）、Ｏｉｌ　Ｂｌａｃｋ　ＢＧ（ｄｕ　Ｐｏｎｔ）（Ｓｏｌｖ．Ｂｌａｃｋ
　１６）、Ｒｏｔａｌｉｎ　Ｂｌａｃｋ　ＲＭ（ｄｕ　Ｐｏｎｔ）、Ｓｅｖｒｏｎ　Ｂｒ
ｉｌｌｉａｎｔ　Ｒｅｄ　３　Ｂ（ｄｕ　Ｐｏｎｔ）；Ｂａｓｉｃ　Ｂｌａｃｋ　ＤＳＣ
（Ｄｙｅ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ，Ｉｎｃ．）、Ｈｅｃｔｏｌｅｎｅ　Ｂｌａｃｋ（Ｄ
ｙｅ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ，Ｉｎｃ．）、Ａｚｏｓｏｌ　Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｂｌ
ｕｅ　Ｂ（ＧＡＦ，Ｄｙｅｓｔｕｆｆ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ，
Ｗａｙｎｅ，ＮＪ）（Ｓｏｌｖ．Ｂｌｕｅ　９）、Ａｚｏｓｏｌ　Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　
Ｇｒｅｅｎ　ＢＡ（ＧＡＦ）（Ｓｏｌｖ．Ｇｒｅｅｎ　２）、Ａｚｏｓｏｌ　Ｆａｓｔ　
Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｒｅｄ　Ｂ（ＧＡＦ）、Ａｚｏｓｏｌ　Ｆａｓｔ　Ｏｒａｎｇｅ　
ＲＡ　Ｃｏｎｃ．（ＧＡＦ）（Ｓｏｌｖ．Ｏｒａｎｇｅ　２０）、Ａｚｏｓｏｌ　Ｆａｓ
ｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　ＧＲＡ　Ｃｏｎｃ．（ＧＡＦ）（１３９００　Ａ）、Ｂａｓｉｃ　Ｂ
ｌａｃｋ　ＫＭＰＡ（ＧＡＦ）、Ｂｅｎｚｏｆｉｘ　Ｂｌａｃｋ　ＣＷ－ＣＦ（ＧＡＦ）
（３５４３５）、Ｃｅｌｌｉｔａｚｏｌ　ＢＮＦＶ　Ｅｘ　Ｓｏｌｕｂｌｅ　ＣＦ（ＧＡ
Ｆ）（Ｄｉｓｐ．Ｂｌａｃｋ　９）、Ｃｅｌｌｉｔｏｎ　Ｆａｓｔ　Ｂｌｕｅ　ＡＦ　Ｅ
ｘ　Ｃｏｎｃ（ＧＡＦ）（Ｄｉｓｐ．Ｂｌｕｅ　９）、Ｃｙｐｅｒ　Ｂｌａｃｋ　ＩＡ（
ＧＡＦ）（Ｂａｓｉｃ　Ｂｌａｃｋ　３）、Ｄｉａｍｉｎｅ　Ｂｌａｃｋ　ＣＡＰ　Ｅｘ
　Ｃｏｎｃ（ＧＡＦ）（３０２３５）、Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｂｌａｃｋ　ＥＡＮ　Ｈｉ　Ｃ
ｏｎ．ＣＦ（ＧＡＦ）（１５７１０）、Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｂｌａｃｋ　ＰＢＢＡ　Ｅｘ（
ＧＡＦ）（１６５０５）；Ｄｉｒｅｃｔ　Ｄｅｅｐ　Ｂｌａｃｋ　ＥＡ　Ｅｘ　ＣＦ（Ｇ
ＡＦ）（３０２３５）、Ｈａｎｓａ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｇ（ＧＡＦ）（１１６８０）；Ｉｎ
ｄａｎｔｈｒｅｎｅ　Ｂｌａｃｋ　ＢＢＫ　Ｐｏｗｄ．（ＧＡＦ）（５９８５０）、Ｉｎ
ｄｏｃａｒｂｏｎ　ＣＬＧＳ　Ｃｏｎｃ．ＣＦ（ＧＡＦ）（５３２９５）、Ｋａｔｉｇｅ
ｎ　Ｄｅｅｐ　Ｂｌａｃｋ　ＮＮＤ　Ｈｉ　Ｃｏｎｃ．ＣＦ（ＧＡＦ）（１５７１１）、
Ｒａｐｉｄｏｇｅｎ　Ｂｌａｃｋ　３　Ｇ（ＧＡＦ）（Ａｚｏｉｃ　Ｂｌａｃｋ　４）；
Ｓｕｌｐｈｏｎｅ　Ｃｙａｎｉｎｅ　Ｂｌａｃｋ　ＢＡ－ＣＦ（ＧＡＦ）（２６３７０）
、Ｚａｍｂｅｚｉ　Ｂｌａｃｋ　ＶＤ　Ｅｘ　Ｃｏｎｃ．（ＧＡＦ）（３００１５）；Ｒ
ｕｂａｎｏｘ　Ｒｅｄ　ＣＰ－１４９５（Ｔｈｅ　Ｓｈｅｒｗｉｎ－Ｗｉｌｌｉａｍｓ　
Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｃｌｅｖｅｌａｎｄ，ＯＨ）（１５６３０）；Ｒａｖｅｎ　１１（Ｃｏ
ｌｕｍｂｉａｎ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ａｔｌａｎｔａ，ＧＡ）、（約２５μ
ｍの粒径を有するカーボンブラック凝集体）、Ｓｔａｔｅｘ　Ｂ－１２（Ｃｏｌｕｍｂｉ
ａｎ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃｏ．）（約３３μｍの平均粒径を有するファーネスブラック）、
Ｇｒｅｅｎｓ　２２３および４２５（Ｔｈｅ　Ｓｈｅｐｈｅｒｄ　Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙ，Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ＯＨ　４５２４６）；Ｂｌａｃｋｓ　１、１Ｇおよび４
３０（Ｓｈｅｐｈｅｒｄ）；Ｙｅｌｌｏｗ　１４（Ｓｈｅｐｈｅｒｄ）；Ｋｒｏｌｏｒ　
Ｙｅｌｌｏｗ　ＫＯ－７８８－Ｄ（Ｄｏｍｉｎｉｏｎ　Ｃｏｌｏｕｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ，Ｎｏｒｔｈ　Ｙｏｒｋ，Ｏｎｔａｒｉｏ；「ＫＲＯＬＯＲ」は、登録商標である
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）；Ｒｅｄ　Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　９３０および９４４（Ａｌａｂａｍａ　Ｐｉｇｍｅｎ
ｔｓ　Ｃｏ．，Ｇｒｅｅｎ　Ｐｏｎｄ，Ａｌａｂａｍａ　３５０７４）、Ｋｒｏｌｏｒ　
Ｏｒａｎｇｅｓ　ＫＯ－７８６－ＤおよびＫＯ－９０６－Ｄ（Ｄｏｍｉｎｉｏｎ　Ｃｏｌ
ｏｕｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）；Ｇｒｅｅｎ　ＧＸ（Ｂａｙｅｒ）；Ｇｒｅｅｎ　５
６（Ｂａｙｅｒ）；Ｌｉｇｈｔ　Ｂｌｕｅ　ＺＲ（Ｂａｙｅｒ）；Ｆａｓｔ　Ｂｌａｃｋ
　１００（Ｂａｙｅｒ）；Ｂａｙｆｅｒｒｏｘ　１３０Ｍ（Ｂａｙｅｒ－「ＢＡＹＦＥＲ
ＲＯＸ」は、登録商標である）；Ｂｌａｃｋ　４４４（Ｓｈｅｐｈｅｒｄ）；Ｌｉｇｈｔ
　Ｂｌｕｅ　１００（Ｂａｙｅｒ）；Ｌｉｇｈｔ　Ｂｌｕｅ　４６（Ｂａｙｅｒ）；Ｙｅ
ｌｌｏｗ　６０００（Ｆｉｒｓｔ　Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．，１２３６－１，Ｊｗ
ｕｎｇｗａｎｇ－ｄｏｎｇ，Ｓｈｉｈｕｎｇ，Ｋｙｏｕｎｇｇｉ－ｄｏ，Ｋｏｒｅａ）、
Ｂｌｕｅｓ　２１４および３８５（Ｓｈｅｐｈｅｒｄ）；Ｖｉｏｌｅｔ　９２（Ｓｈｅｐ
ｈｅｒｄ）；ならびにクロムグリーン。
【００５８】
　粒子はまた、レーキ顔料、すなわち、染色した顔料を含有し得る。レーキした顔料は、
そこに染料を沈殿させたか染色した粒子である。レーキは、易溶性アニオン染料の金属塩
である。これらは、アゾ構造、トリフェニルメタン構造またはアントラキノン構造の染料
であり、１個またはそれ以上のスルホン酸基またはカルボン酸基を含有する。それらは、
通常、基板上に、カルシウム塩、バリウム塩またはアルミニウム塩により、沈殿される。
典型的な例には、ピーコックブルーレーキ（ＣＩ　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　２４）お
よびＰｅｒｓｉａｎ　ｏｒａｎｇｅ（ＣＩ　Ａｃｉｄ　Ｏｒａｎｇｅ　７のレーキ）、Ｂ
ｌａｃｋ　Ｍ　Ｔｏｎｅｒ（ＧＡＦ）（カーボンブラックおよび黒色染料をケーキ上に沈
殿した混合物）がある。
【００５９】
　染料型の黒色粒子は、任意の光吸収性材料（例えば、カーボンブラック）または無機黒
色材料から構成され得る。この黒色材料はまた、選択的に吸収性であり得る。例えば、暗
緑色顔料が使用され得る。
【００６０】
　この粒子の光学的な目的は、光を散乱すること、光を吸収すること、またはそれらの両
者であり得る。有用なサイズは、１ｎｍ～約１００μｍの範囲であり得る。この電気泳動
粒子の密度は、実質的に、この懸濁（すなわち、電気泳動）流体のものと一致し得る。本
明細書中で定義するように、懸濁流体は、もし、それらの各密度の差が約０グラム／ミリ
リットル（「ｇ／ｍｌ」）と約２グラム／ミリリットルの間であるなら、「実質的に一致
した」密度を有する。この差は、好ましくは、約０ｇ／ｍｌと０．５ｇ／ｍｌの間である
。
【００６１】
　依然として、新規で有用な電気泳動粒子が発見され得るが、電気泳動表示装置および液
状トナーの分野の当業者に既に公知の多数の粒子もまた、有用であることが証明できる。
【００６２】
　淡色電気泳動粒子を形成するのに現在好ましい材料は、金属酸化物（および／または水
酸化物）、特に、チタニアである。チタニア粒子は、例えば、酸化物（例えば、アルミナ
またはシリカ）で被覆され得る；このような被覆が存在していると、おそらく、光化学反
応（これは、裸のチタニア表面と懸濁流体との間の界面で起こり得る）のような反応を抑
制することにより、電気泳動媒体中でのチタニアの安定性が向上すると思われる。これら
のチタニア粒子は、１層、２層またはそれ以上の層の金属酸化物被覆を有し得る。例えば
、本発明の電気泳動表示装置で使用するチタニア粒子は、１層のアルミナ被覆および１層
のシリカ被覆を有し得る。これらの被覆は、任意の順序で、この粒子に付けられ得る。現
在、本発明者は、シリカ／アルミナ被覆を有するチタニア（これは、シリカおよびアルミ
ナの分離した領域を含有すると思われる）を使用することを好む。このような被覆したチ
タニアは、Ｒ９６０の商品名で、Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎ
ｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅｌａｗａｒｅ）から市販されている。
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このような被覆粒子では、その被覆は、チタニアを完全に覆うので、その粒子の表面に開
始剤または重合可能基を結合するのに使用される任意の試薬は、この被覆と反応しなけれ
ばならず、チタニアと反応する必要はないことが理解される。さらに、下記の好ましいシ
ランカップリング剤は、シリカと反応するが、アルミナとは容易に反応しないか全く反応
しないので、もし、好ましい試薬を使用べきなら、その粒子表面は、少なくともいくらか
シリカが露出している領域を有するべきである。実際、顔料にシリカ被覆を形成する技術
が文献に記述されているので（例えば、米国特許第３，６３９，１３３号を参照）、また
、以下で説明するように、このような技術は、広範囲の材料にシリカ被覆を作製するのに
容易に適合され得るので、本発明の方法は、まず、その上にシリカ被覆を設けることによ
り、それらの材料のいずれかを利用するように適合できることは、本発明の重要な利点の
１つである。一旦、このシリカ被覆が塗布されると、使用される試薬がシリカ被覆だけを
「見る」ので、このポリマー被覆粒子を形成する残りの工程は、本質的に同じであり、そ
の結果、その化学処理工程は、本質的に、そのシリカ被覆の下にある顔料の化学的性質と
は無関係である。
【００６３】
　既に指摘したように、本発明は、被覆がない粒子にシリカ被覆を形成する好ましい技術
（これは、本発明のシリカ被覆工程と命名されている）を提供する。典型的には、従来技
術の方法（例えば、前記米国特許第３，６３９，１３３号で記述されたもの）では、その
シリカ被覆顔料は、生成される反応混合物から分離され（この反応混合物は、約９．５～
１０のｐＨを有する）、次いで、例えば、８０℃で、洗浄され乾燥される。これにより、
それらのシリカ被覆と共に融合された顔料粒子が得られる傾向にある。この融合または凝
集により、苛酷な処理（例えば、摩擦、ボール粉砕または均質化）を使用することなく、
この顔料をその一次微粒子形状に再分散するのが極めて困難となり、このような苛酷な処
理は、このシリカ被覆を破砕し得、それにより、その顔料粒子上の反応性部位（ここで、
ポリマー鎖が形成できる）の数を少なくする。
【００６４】
　現在、もし、このシリカ被覆の堆積が完成した後、そのシリカ被覆粒子を反応混合物か
ら分離する前に、この反応混合物のｐＨが、約４より低くされ、好ましくは、約３にされ
るなら、これらの粒子が共に融合する傾向は、本質的に、なくなることが発見されている
。必要なｐＨ低下は、硫酸を使用して行なわれるのが好都合であるが、他の酸（例えば、
硝酸、塩酸および過塩素酸）が、使用され得る。これらの粒子は、遠心分離により、この
反応混合物から分離されるのが好都合である。この分離に続いて、これらの粒子を乾燥す
る必要はない。その代わりに、これらのシリカ被覆粒子は、これらの粒子にポリマーを形
成する方法の次の工程で使用する媒体（典型的には、水性アルコール媒体）で容易に再分
散できる。これにより、これらのシリカ被覆顔料粒子は、重合可能基または重合開始基を
結合する工程を受けるにつれて、非凝集非融合形状で維持することが可能となり、それに
より、その顔料粒子をこのような基で完全に被覆でき、また、そのシリカ被覆顔料から典
型的には最終的に形成されるマイクロカプセル中で、顔料粒子の大きな凝集体が形成され
るのを防止する。このシリカ被覆顔料を小さいマイクロカプセル（直径約１００μｍ未満
）中で使用するとき、このような凝集体の形成を防止することは、特に重要であり、この
ような小さいマイクロカプセルは、その電気泳動媒体の操作電圧および／または切替時間
を減少させるので、望ましい。また、シリカ被覆顔料を形成する際に以前に使用されてい
た乾燥手順をなくすと、必要な処理時間が実質的に短くなる。
【００６５】
　暗色の電気泳動粒子を形成する現在好ましい材料には、カーボンブラック（例えば、Ｐ
ｒｉｎｔｅｘ　Ａの商品名でＤｅｇｕｓｓａ　ＡＧ，Ｄuｓｓｅｌｄｏｒｆ，Ｇｅｒｍａ
ｎｙから市販されている材料）がある。
【００６６】
　　（本発明の方法）
　本発明の方法の種々の工程を詳細に説明する前に、このような方法の非常に多くの可能
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なバリエーションの要約を示す。
【００６７】
　本発明の第一方法（以下、本発明の「ランダムグラフト重合」法または「ＲＧＰ」法と
呼ぶ）では、図５Ａで図示しているように、粒子５００は、試薬５０２と反応され、これ
は、この粒子と反応して結合できる官能基５０４を有し、また、重合可能基（例えば、ペ
ンダントビニル基または他のエチレン性不飽和基５０６）を備えている。（官能基５０４
および以下で述べる他の官能基を示すために使用される形状は、関与する反応を説明し易
くするように使用されているにすぎず、当然、これらの官能基の実際の物理的形状とは無
関係である）。官能基５０４は、その粒子表面と反応し、粒子に結合した残基（これは、
５０４’で示す）を残し、また、この粒子表面に共有結合した重合可能基５０６を残し、
これは、次の重合反応に自由に関与する；事実上、完全に処理した粒子５０８は、重合可
能「モノマー」となる。この重合可能基を備えている粒子５０８は、次いで、これらの粒
子上の重合可能基５０６とモノマーまたはオリゴマーとの間で反応を起こすのに有効な条
件下にて、１種またはそれ以上の重合可能モノマーまたはオリゴマーで処理される；この
ような条件には、もちろん、典型的には、重合開始剤の存在が挙げられるが、ある場合に
は、その重合は、開始剤なしで、熱的に開始され得る。図５Ａで５１０で示すように、生
じる重合反応は、ポリマー鎖を生成し、これは、その粒子に先に結合した重合可能基に由
来の少なくとも１個の残基を含む；もし、通常の場合、この方法の第一工程にて、この粒
子に、複数の重合可能基が結合するなら、これらの重合可能基の２個またはそれ以上の残
基は、同じポリマー鎖に取り込まれ得、これは、それにより、２個またはそれ以上の点で
、その粒子表面に結合される。
【００６８】
　これは、図６で図示されており、この図は、非常に概略的な様式で（実際、そのチタニ
ア粒子は、そのポリマー鎖と比べて、ずっと大きく、また、図示したよりもずっと多くの
ポリマー鎖が、通常、単一粒子に結合される）、本発明により生成されるポリマー被覆粒
子に典型的であると考えられている構造を示す。図６は、複数のポリマー鎖を備えた顔料
粒子６００を示し、これらのポリマー鎖には、鎖６０２（これらは、その末端の１つだけ
で、粒子６００に結合されている）、鎖６０４（これらは、その末端の両方で、粒子６０
０に結合されている）および鎖６０６（これは、両方の末端で遊離しているが、その末端
から中間の複数の点で、粒子６００に結合している）が挙げられる。ポリマーの合成では
、他の種類のポリマー鎖が存在できることは、当業者に明らかである；例えば、ある鎖は
、両端および１個またはそれ以上の中間点で粒子６００に結合でき、または、ある鎖は、
一端および１個またはそれ以上の中間点で粒子６００に結合できるが、その反対の末端は
、粒子６００から離れている。複数の部位で結合したポリマー鎖が存在していると、電気
泳動媒体で使用される粒子を安定化するのに特に有利であると考えられている（本発明は
、この考え方には、決して限定されないものの）。また、図６で図示しているように、ま
た、そのポリマー被覆顔料粒子での気体の吸収を測定することにより実験的に確認される
ように、このポリマーは、粒子６００の表面を完全には覆わないことに注目のこと。この
ポリマーによる顔料粒子の不完全な被覆は、良好な電気泳動特性を備えた粒子を提供する
際に、重要であると考えられている（本発明は、この考え方には、決して限定されないも
のの）。
【００６９】
　このＲＧＰ法の第一段階では、この重合可能基は、共有結合により、この粒子に結合さ
れ得るものの、ＲＧＰ法の別の異形（これは、以下、「イオンランダムグラフト重合」ま
たは「イオン－ＲＧＰ」と呼ばれ得る）では、その重合可能基は、イオン結合を介して、
この粒子に結合される。その粒子の化学的性質に依存して、ある場合には、この粒子に単
にモノマーを反応して、必要なイオン結合を形成することが可能であり得る。しかしなが
ら、殆どの場合、この粒子を二官能性試薬（図５Ｂでは、５１２）で前処理する必要があ
るが、この試薬は、１個の官能基５０４（これは、粒子５００と反応して、そこに結合で
きる）および第二官能基５１４（これは、必要なイオン結合を形成できる）を有する。そ
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の後、得られる粒子５１６は、モノマー５１８（これは、重合可能基５０６および第三官
能基５２０（これは、第二官能基５１４と反応できる）を有する）と反応されて、図５Ｂ
で５２２で示すように、所望のイオン結合を形成する。ＲＧＰ法（図示した特定の反応に
必要なエチレンは、説明を簡単にするために、図５Ｂでは省略している）の最終重合工程
は、次いで、先に記述したように実行され、図５Ｂで５２４で示した生成物が生じる。こ
のイオン結合形成反応は、典型的には、酸－塩基反応である；例えば、第二官能基５１４
は、アンモニウム基（例えば、アルキル置換アンモニウム基）であり得、そして第三官能
基５２０は、スルホン酸であり得、または、逆の場合も同じである。
【００７０】
　このイオン性ＲＧＰ法は、最終粒子５２４中のイオン結合したポリマー鎖の一部が引き
離されて電気泳動媒体の懸濁流体に分散できるという有利な点があり、それにより、荷電
した電気泳動粒子に対する安定化した対イオンが得られる。事実上、このイオン結合ポリ
マーは、これらの電気泳動粒子用の安定化ポリマーおよび荷電制御剤の両方として、機能
する。もし、反対電荷の二重粒子表示では、両方の種類の粒子は、イオン－ＲＧＰ法で形
成されたポリマー被覆、反対電荷のポリマー鎖を備えており、２種類の粒子の表面から離
れる反対電荷のポリマー鎖は、その懸濁流体中で、互いに会合し、電気的に中和するはず
であり、それにより、この電気泳動媒体に存在しているイオン種の数およびその背景導電
性の望ましい低下が得られる。
【００７１】
　あるいは、重合を開始できる基は、まず、その顔料粒子に結合され得、この開始基から
、ポリマーが形成される。この開始基は、先に記述した様式のいずれでも、共有結合また
はイオン結合により、そのポリマー表面に結合され得る。例えば、本発明のさらに別の方
法（これは、以下、「原子移動ラジカル重合」または「ＡＴＲＰ」法と呼び得る）は、原
子移動ラジカル重合を使用する。この方法の第一段階では、図５Ｃで図示しているように
、粒子５００の表面は、二官能性試薬５３０で処理され、この試薬は、１個の官能基５０
４（これは、その粒子表面と反応できる）および第二の基（これは、原子移動ラジカル重
合（ＡＴＲＰ）用の開始部位を提供する）を有する。このＡＴＲＰ開始剤部位は、例えば
、ベンジル塩素（図５Ｃで示している）または他のハロゲン原子であり得る。得られた粒
子は、次いで、原子移動ラジカル可能モノマー５３２（図５Ｃでは、メタクリル酸メチル
が示されている）で処理されて、５３４で示すように、その粒子表面で、ポリマーを形成
する。ＡＴＲＰは、第一モノマーとの重合反応が反応混合物を冷却することにより停止で
きるという有利な点があり、第一モノマーは、第二モノマーで置き換えられ、その後、こ
の反応は、その反応混合物の温度を上げて第一モノマーの先に形成したポリマーの末端上
に第二モノマーを重合させることにより、再び開始される。これらの工程は、もちろん、
第三モノマーを導入して、繰り返され得る。この方法により、その粒子上にて、２種（ま
たはそれ以上）のモノマーのブロックコポリマーが形成される。
【００７２】
　本発明の方法は、その粒子上でのＡＴＲＰ開始部位の使用には限定されず、他の種類の
開始部位（例えば、イオンまたはフリーラジカル開始部位）の使用を含む。また、上記二
官能性試薬は、単一のモノマー試薬である必要はなく、それ自体、ポリマー状であり得る
。例えば、本発明の１方法では、シリカ／アルミナ被覆チタニア粒子は、そのチタニア粒
子を、スチレン、クロロメチルスチレンおよびメタクリル酸３－（トリメトキシシリル）
プロピルターポリマーのテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）溶液に懸濁することにより、そし
てポリマーの溶解度を下げるためにヘキサンを加えることにより、このターポリマーで被
覆される。このターポリマーを沈殿した後、これらの粒子は、そのポリマー上のトリヒド
ロキシシリル基（この形状に予め加水分解したトリメチルシリル基）とシラノール基（こ
れらは、常に、シリカ被覆チタニア粒子上に存在している）との間で縮合を引き起こすの
に有効な条件に曝され、それにより、このポリマーを粒子表面に共有結合する。以下の実
施例で図示しているように、この縮合は、室温で約２４時間乾燥する程度に穏やかな条件
下または１～２時間にわたって６０℃まで加熱する条件下にて、行うことができる。結合
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したポリマー中のクロロメチルスチレン残基は、次いで、これらの粒子上に追加ポリマー
を形成するＡＴＲＰ開始部位として、働くことができる。
【００７３】
　本発明の方法は、１段階より多い段階および／または１種類より多い重合を含み得る。
例えば、本発明の方法の１つの異型（これは、以下、「ＲＧＰ－ＡＴＲＰ」法と呼び得る
）では、この粒子は、まず、上記ＲＧＰ法にかけられるが、但し、少なくとも１種のモノ
マー（例えば、クロロメチルスチレン）を含むモノマーの混合物が使用され、これは、Ａ
ＴＲＰ用の開始部位を提供する基を含有する。それゆえ、この粒子では、ＡＴＲＰ開始部
位を含有するポリマー鎖が形成される。このＲＧＰ重合が完結した後、この粒子は、次い
で、ＡＴＲＰにかけられ、その結果、そのＡＴＲＰ開始部位からポリマー側鎖が形成され
、それにより、主鎖（これは、ＲＧＰ法から形成される）および側鎖（これは、ＡＴＲＰ
により形成される）を有する「ハイパー分枝」ポリマーが生成する。この種のポリマー構
造は、非イオン性媒体（これは、典型的には、電気泳動表示装置にて、懸濁流体として使
用される）中の電気泳動粒子の懸濁液を安定化する際に、非常に有利である。類似の種類
のハイパー分枝ポリマーは、ＲＧＰ工程で使用されたモノマーの混合物に、安定フリーラ
ジカル重合（ＳＦＲＰ）用の開始基を含有するモノマーを含めることにより生成でき、Ｓ
ＦＲＰ開始基は、ＲＧＰ工程で使用される条件下にて、本質的に、重合を開始しないよう
に、選択される。ＲＧＰ工程が完結した後、これらの粒子は、次いで、ＳＦＲＰにかけら
れ、このハイパー分枝ポリマーを生成する。
【００７４】
　　（重合可能基および開始剤の結合）
　本発明の方法では、重合可能基および開始剤は、任意の二官能性試薬を使用して、これ
らの粒子の表面に結合され得、この試薬は、１個の基（これは、この表面に共有結合また
はイオン結合できる）および第二の基（これは、必要な重合可能官能性または開始官能性
を与える）を有する。これらの２個の基が独立して機能することは、本発明を任意の種類
の粒子に適用する際に、融通性が高くなるという有利な点がある。何故なら、これらの方
法を異なる種類の粒子に適用するために、同じ重合可能官能性または開始官能性を保ちつ
つ、その粒子表面に結合する基をいかにして変えるかは、通常、化学当業者に容易に明ら
かとなり、その結果、これらの方法の後期は、被覆する粒子の種類を変える結果として、
殆ど（もしあれば）変化を必要としないからである。
【００７５】
　所望の重合可能性を与えるのに使用される試薬を記述する際に、または「二官能性」と
して官能性を開始する際に、本発明者は、これらの試薬が各種類の基を１個より多く含有
し得る可能性を排除するが、実際、ある場合には、１種類または両方の種類の基を１個よ
り多く提供することが望まれ得る。例えば、１個より多いイオン性部位を有する重合開始
剤（例えば、４，４’－アゾビス（４－シアノ吉草酸））が知られており、このような開
始剤は、本発明の方法で使用され得る。また、先に述べたように、この二官能性試薬は、
繰り返し単位（これは、その粒子表面に結合する性能を有する）および他の繰り返し単位
（これは、所望の重合可能官能性または開始官能性を有する）を含有するポリマーの形状
を有し得、このようなポリマー二官能性試薬は、通常、両方の種類の複数の繰り返し単位
を含有する。
【００７６】
　チタニアおよび類似のシリカ被覆顔料を結合するのに好ましい種類の官能基には、シラ
ンカップリング基（特に、トリアルコキシシランカップリング基）がある。チタニアおよ
び類似の顔料に重合可能基を結合するのに特に好ましい１試薬には、前記メタクリル酸３
－（トリメトキシシリル）プロピルがあり、これは、Ｚ６０３０の商品名で、Ｄｏｗ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅｌａｗａｒｅから市販さ
れている。対応するアクリレートもまた、使用され得る。
【００７７】
　チタニア（または類似のシリカ被覆）粒子がイオン性ＲＧＰ法で使用されるとき、この
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粒子は、まず、塩基性基（好ましくは、置換アンモニウム基）を含有するシランカップリ
ング剤で処理され、それにより、粒子表面にアミノ基を提供することが好ましい。得られ
たアミノ官能性粒子は、次いで、好ましくは、所望の重合可能基を含有する酸で処理され
、これは、それにより、この粒子表面にイオン的に結合される。例えば、前記シリカ／ア
ルミナ被覆チタニアＲ９６０は、このシランカップリング剤であるＮ－トリメトキシシリ
ルプロピル－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニウムクロライドと反応されて、その表面に
四級アンモニウム基を共有結合した顔料が得られる。このアミノ官能化顔料は、次いで、
４－スチレンスルホン酸クロライド二水和物で、水に分散され、そして沈殿されて、これ
らの四級アンモニウム基とイオン的に会合したスチレン官能性を有する顔料が得られる。
【００７８】
　同様に、被覆チタニア表面に開始基を結合するのが望ましいとき、その表面は、まず、
既に述べた様式で、アミノ官能性を備え付けられ得、次いで、試薬（例えば、４，４’－
アゾビス（４－シアノ吉草酸）（これは、酸性基および開始基の両方を含有する））は、
この開始基をその粒子表面にイオン的に結合するのに使用され得る。
【００７９】
　カーボンブラックを結合するのに好ましい基は、ジアゾニウム基である；有機化学者に
周知であるように、このような基は、通常、芳香族アミンをニトリルと反応させることに
より、インサイチュで形成される。Ｃａｂｏｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｂｏｓｔｏｎ
，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓの一連の特許および公開出願は、広範囲の官能基をカーボ
ンブラックに結合するために、ジアゾニウムの化学的性質を使用することを記述している
；例えば、米国特許第５，５５４，７３９号；第５，６７２，１９８号；第５，６９８，
０１６号；第５，７０７，４３２号；第５，７１３，９８８号；第５，８５１，２８０号
；第５，８８５，３３５号；第５，８９５，５２２号；第５，９６８，２４３号；第６，
０６８，６８８号；および第６，１０３，３８０号、および国際出願第ＷＯ９６／１８６
９５号；第ＷＯ９９／５１６９０号；第ＷＯ００／０５３１２号；および第ＷＯ００／２
２０５１号を参照。この化学的性質はまた、他の顔料にも拡大されている；例えば、米国
特許第５，８３７，０４５号；第５，９２２，１１８号；および第５，９５８，９９９号
、および国際出願第ＷＯ００／５２１０２号および第ＷＯ００／５３６８１号を参照。本
発明の方法でカーボンブラックを使用するのに好ましいアミンには、アニリン誘導体（特
に、アニリンのパラ誘導体）がある。例えば、カーボンブラックにビニル基を結合するの
に好ましい試薬には、４－ビニルアニリンがある。
【００８０】
　この現象の理由は、完全には理解されていないものの、その二官能性試薬が粒子表面に
結合する条件は、最終電気泳動粒子の特性に影響を与え得ることが観察されている。例え
ば、被覆したチタニア粒子は、酸性条件および塩基性条件の両方の条件下にて、シランカ
ップリング剤と反応できる。しかしながら、その初期シランカップリング反応にこのよう
な条件を使うと、これらの最終ポリマー被覆チタニア粒子は、一貫して、多くの電荷制御
剤で、負に荷電することが発見されているので、酸性条件が好ましい。しかしながら、も
し、この初期シランカップリング反応に、塩基性条件を使用するなら、その最終ポリマー
被覆チタニア粒子は、両方の粒子で荷電し得、これは、これらの粒子が電気泳動表示装置
で使用されるとき、非常に望ましい。
【００８１】
　本発明の方法で使用される重合可能基および開始基は、当該技術分野で公知のいずれか
であり得るが、但し、もちろん、その関連基は、その粒子表面に結合するのに使用される
反応と適合性である。本発明は、例えば、その粒子表面に結合した後に保護基を除去する
ことにより、この重合可能基または開始基が化学変性にかけられる方法に拡大する。もし
、例えば、特定の重合に対して、その粒子表面にカルボン酸基が存在していることが必要
なら、使用される二官能性基は、この基をエステル形状で含有し得、その基は、この粒子
表面に結合した後、脱エステル化される。（本発明のイオン性ＲＧＰ法において、重合可
能基にイオン結合する表面を調製するとき、類似の手順が使用され得る。例えば、シリカ
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／アルミナ被覆チタニア粒子は、メタクリル酸３－（トリメトキシシリル）プロピルおよ
びアクリル酸ｔ－ブチルのコポリマーで処理され得、それにより、それらのシリル基は、
この粒子表面に結合され、エステル化されたアクリレート基が露出したまま残る。この粒
子は、次いで、酢酸で処理されて、これらのエステル化アクリレート基を遊離アクリル酸
基に変換する。この粒子をメタクリル酸ジメチルアミノエチルで引き続いて反応すると、
酸／塩基反応が起こり、これらのメタクリレート基を粒子にイオン的に結合し、この場合
、それらは、ＲＧＰ法で使用する重合可能基として、働く。同様に、ＡＴＲＰ用の開始剤
として働くように、その粒子表面にクロロアルキル基を結合するのが望ましいとき、使用
される二官能性試薬は、対応するヒドロキシアルキル基を含有し得、これは、塩素化試薬
（例えば、塩化チオニル）との反応により、所望のクロロアルキル基に変換できる。
【００８２】
　本発明の方法で好ましい重合可能基は、エチレン性不飽和基（特に、ビニル基、アクリ
レート基およびメタクリレート基）である。ＡＴＲＰに好ましい開始基は、ハロアルキル
基、望ましくは、クロロアルキル基、最も望ましくは、クロロメチル基である。使用され
得るフリーラジカル重合開始基には、［１０－（ｔ－ブチルジオキシ）デシル］トリメチ
ル－アンモニウムブロマイド、２－（カルバモイルアゾ）イソブチロニトリルおよび４，
４’－アゾビス（４－シアノ吉草酸）から誘導したものが挙げられる。
【００８３】
　その粒子に重合可能官能性または開始官能性を与えるように二官能性試薬を選択すると
き、この試薬内の２個の基の相対的な位置に留意するべきである。ポリマー製造の当業者
に明らかなように、粒子に結合される重合可能基または開始基の反応速度は、その基が粒
子表面の近くに強固に保持されているかどうか、またはこの基がその表面から（原子スケ
ールで）間隔を置いて配置されていて、それにより、この粒子を取り囲む反応媒体に伸長
できるかどうかに依存して、変わり得、これは、この基の化学反応には、ずっと好ましい
環境である。一般に、２個の官能基間の直接鎖には、少なくとも３個の原子が存在してい
るのが好ましい；例えば、前記メタクリル酸３－（トリメトキシシリル）プロピルは、そ
のシリル基とエチレン性不飽和基との間で、４個の炭素原子および１個の酸素原子を有す
る鎖を提供するのに対して、前記４－ビニルアニリンは、ベンゼン環の全幅（これは、３
炭素鎖の長さにほぼ等しい）だけ、そのビニル基からアミノ基（または実際の反応形状で
は、ジアゾニウム基）を分離する。
【００８４】
　　（ポリマー構造およびポリマー形成方法）
　これらの電気泳動粒子でポリマーを形成する本発明の好ましい方法を詳細に述べる前に
、まず、このような粒子が何故有利であるかの基本的な理由を繰り返して言っておくのが
適切である。電気泳動粒子でポリマーを提供する基本的な理由は、その懸濁流体中の粒子
懸濁液の安定性を高めること、および粒子の電気泳動特性を安定化させることにある。こ
れらの目的のために、このポリマーは、この懸濁媒体と高度に適合性であること、および
周囲の状態が変わるにつれて粒子上の電荷を安定化するのを助けることが望ましい。
【００８５】
　実際、電気泳動媒体中の懸濁流体は、通常、炭化水素ベースであるが、この流体は、一
定割合の含ハロゲン炭素化合物を含有でき、これは、その流体の密度を高めて、それによ
り、この流体の密度と粒子の密度との間の差を小さくするのに使用される。従って、本発
明の方法で形成された重合体がその炭化水素懸濁流体に非常に適合性であること、それゆ
え、この重合体自体が主要割合の炭化水素鎖を含有することは、重要である；荷電目的で
提供された基を除いて、以下で述べるように、多数の強力なイオン性基は、その重合体を
炭化水素懸濁流体に溶解しにくくして粒子分散体の安定性に悪影響を与えるので、望まし
くない。また、既に述べたように、少なくとも、これらの粒子を使用する媒体が脂肪族炭
化水素懸濁流体（この場合が一般的である）であるとき、この重合体は、分枝または「ブ
ラシ」構造を有するのが有利であり、これは、主鎖および複数の側鎖（これらは、この主
鎖から離れて伸長している）を備えている。これらの側鎖の各々は、少なくとも約４個、
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好ましくは、少なくとも約６個の炭素原子を有するべきである。相当に長い側鎖は、有利
であり得る；例えば、以下の実施例で説明する好ましい重合体の一部は、ラウリル（Ｃ１

２）側鎖を有する。これらの側鎖は、それ自体、分枝され得る；例えば、各側鎖は、分枝
アルキル基（例えば、２－エチルヘキシル基）であり得る。この炭化水素ベースの懸濁流
体に対して炭化水素鎖の親和性が高いために、この重合体の分枝は、多量の液体によって
、ブラシまたは樹木状の構造で互いから展開され、それにより、この懸濁流体に対する粒
子の親和性および粒子分散体の安定性を高めると考えられている（本発明は、この考え方
には、決して限定されないものの）。
【００８６】
　このようなブラシ重合体を形成するには、２つの基本的な方法がある。第一の方法は、
必要な側鎖を固有に与える単量体を使用する。典型的には、このような単量体は、長鎖（
少なくとも４個の炭素原子、好ましくは、少なくとも６個の炭素原子）の一端で、単一の
重合可能基を有する。本発明の方法で良好な結果を生じることが分かったこの種の単量体
には、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸２－エチルヘキシルおよびメタクリル酸ラウリル
が挙げられる。メタクリル酸イソブチルおよびアクリル酸２，２，３，４，４，４－ヘキ
サフルオロブチルもまた、うまく使用されている。ある場合には、このような方法で形成
される側鎖の数を限定することが望まれ得、これは、その繰り返し単位の一部だけが長い
側鎖を有するランダム共重合体を形成するために、単量体の混合物（例えば、メタクリル
酸ラウリルおよびメタクリル酸メチルの混合物）を使用することにより、達成できる。第
二の方法（これは、既に記述した本発明のＲＧＰ－ＡＴＲＰ法により、代表される）では
、第一重合反応は、単量体の混合物を使用して実行され、これらの単量体の少なくとも１
個は、開始基を有し、それにより、このような開始基を含有する第一重合体を生じる。こ
の第一重合反応の生成物は、次いで、重合体内のその開始基によって、最初の重合体上に
追加単量体を重合させるために、典型的には、第一重合とは異なる条件下にて、第二重合
にかけられ、それにより、所望の側鎖が形成される。上述の二官能性試薬と同様に、本発
明者は、２つの重合間で開始基の何らかの化学変性が起こり得る可能性を排除しない。こ
のような方法では、これらの側鎖自体は、大きく分枝される必要はなく、小さい単量体（
例えば、メタクリル酸メチル）から形成できる。
【００８７】
　本発明の方法（ここで、１つの試薬は、（典型的には、１μｍ程度またはそれ以上の直
径の）「巨視的（ｍａｃｒｏｓｃｏｐｉｃ）」粒子であり、これは、単一分子よりもむし
ろ、複数の重合可能基または開始基を有する）で使用される重合の独特の性質にもかかわ
らず、これらの重合方法は、通常の技術を使用して、実行できる。例えば、Ｗａｎｇ，Ｊ
．Ｓ．ら、Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ　１９９５，２３，７９０１、およびＪ．Ａｍ
．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１９９５，１１７，５６１４、およびＢｅｅｒｓ，Ｋ．ら、Ｍａｃ
ｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ　１９９９，３２，５７７２～５７７６で記述されているように
、粒子に結合したエチレン性基または類似のラジカル重合可能基のフリーラジカル重合は
、通常のフリーラジカル開始剤（例えば、２，２’－アゾビス（イソブチロニトリル）（
ＡＩＢＮ））を使用して行われ得るのに対して、ＡＴＲＰ重合は、通常の金属錯体を使用
して、行うことができる。また、米国特許第５，７６３，５４８号；第５，７８９，４８
７号；第５，８０７，９３７号；第５，９４５，４９１号；第４，９８６，０１５号；第
６，０６９，２０５号；第６，０７１，９８０号；第６，１１１，０２２号；第６，１２
１，３７１号；第６，１２４，４１１号；第６，１３７，０１２号；第６，１５３，７０
５号；第６，１６２，８８２号；第６，１９１，２２５号；および第６，１９７，８８３
号を参照。これらの論文および特許の全内容は、本明細書中で参考として援用されている
。ＡＴＲＰを実行するのに現在好ましい触媒は、ビピリジル（Ｂｐｙ）の存在下での塩化
第一銅である。
【００８８】
　重合可能基を有する粒子が開始剤の存在下にて単量体と反応される本発明のＲＧＰ法は
、必然的に、その反応混合物中の単量体が重合されるにつれて、一部、粒子に結合してい
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ない「遊離」重合体の形成を引き起こす。未結合重合体は、これらの粒子をその未結合重
合体が溶解性の溶媒（典型的には、炭化水素）で繰り返し洗浄することにより、または（
少なくとも、金属酸化物または他の緻密な粒子の場合）、（溶媒または希釈剤を予め加え
るか加えずに）、この反応混合物から処理済粒子を遠心分離で除くことにより、これらの
粒子を新しい溶媒で再分散することにより、そして未結合重合体の割合が許容できるレベ
ルに低下するまでこれらの工程を繰り返すことにより、除去され得る。（未結合重合体の
割合の減少に続いて、その重合体の試料が熱重量分析できる）。実験的に、未結合重合体
が１重量％程度の僅かな割合で存在していても、処理済粒子の電気泳動特性に対して、重
大な悪影響を及ぼすとは思われない；実際、ある場合には、その未結合重合体および懸濁
流体の化学的性質に依存して、重合体被覆粒子を電気泳動表示装置で使用する前に、これ
らの粒子を未結合重合体から分離する必要がなくても良い。
【００８９】
　既に述べたように、電気泳動粒子で形成する重合体の量の最適な範囲が存在しているこ
と、およびこれらの粒子で過剰な量の重合体を形成すると、それらの電気泳動特性を低下
し得ることが発見されている。この最適な範囲は、多数の要因と共に変わり、これには、
被覆される粒子の密度および大きさ、これらの粒子をその中で使用するつもりの懸濁媒体
の性質、および粒子で形成される重合体の性質が挙げられ、任意の特定の粒子、重合体お
よび懸濁媒体については、その最適な範囲は、実験的に決定するのが最良である。しかし
ながら、一般的な指針によって、この粒子が密になるほど、その粒子の重合体の最適な割
合（重量基準）が低くなるほど、また、その粒子が細かく分割されるほど、重合体の最適
な割合が高くなることが注目されるべきである。一般に、これらの粒子は、少なくとも約
２重量％、望ましくは、少なくとも約４重量％の重合体で被覆するべきである。大ていの
場合、重合体の最適な割合は、この粒子の約４重量％～約１５重量％、典型的には、約６
重量％～約１５重量％、最も望ましくは、約８重量％～約１２重量％の範囲である。さら
に具体的には、チタニア粒子の場合、重合体の現在の好ましい範囲は、このチタニアの約
８重量％～約１２重量％である。
【００９０】
　重合体の最適な割合に関して、カーボンブラックは、特殊な場合である傾向がある。カ
ーボンブラックは、密度が低く、（少なくとも、その市販形状では）その材料の分割状況
を平均粒径ではなくそれが標準化条件下にて種々の気体または液体を吸収する性能により
特徴付けるのが一般的であるので、非常に細かく分割されている。それゆえ、カーボンブ
ラック上の重合体の最適な量は、殆どの他の顔料上のものよりも実質的に高くされ得る。
本発明者は、一般に、カーボンブラック上で、約６重量％～約１４重量％、望ましくは、
約８重量％～約１２重量％の重合体を提供するのが好ましいものの、ある状況では、カー
ボンブラックは、約２０重量％まで、または約２５重量％の重合体と共に、提供され得る
。
【００９１】
　本発明の方法により粒子上で形成される重合体は、荷電基または荷電可能基が電気泳動
粒子上の電荷を制御する際に有用であるので、このような基を含有するのが好ましい。従
来、これらの電気泳動粒子上の電荷は、通常、その電気泳動媒体に電荷制御剤（これは、
典型的には、これらの粒子上に吸収してその上の電荷を変える界面活性剤である）を加え
ることにより、制御されていた。電荷制御剤は、しばしば、あまり理解されておらず管理
されていない方法により、これらの粒子を充電し、この電気泳動媒体の導電性を望ましく
ない程に高くし得る。また、この電荷制御剤は、これらの粒子に物理的に吸着されるにす
ぎず、そこに結合されていないので、状態の変化により、この電荷制御剤は、これらの粒
子から部分的または完全に脱離し得、結果的に、これらの粒子の電気泳動特性が変化して
、望ましくない。脱離した電荷制御剤は、この電気泳動媒体中の他の表面に再吸収し得、
このような再吸収は、別の問題を引き起こすおそれがある。電荷制御剤の使用は、二重粒
子電気泳動媒体で特に困難であり、この場合、電荷制御剤は、１種類または両方の種類の
電気泳動粒子の表面に吸着され得る。実際、本発明者は、二重粒子電気泳動媒体（これは



(26) JP 4852572 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

、２種の粒子が反対極性の電荷を有する種類のものであると意図される）に電荷制御剤を
加えると、正に荷電される種類の粒子および負に荷電する同じ種類の他の粒子が得られ、
それにより、この媒体は、その使用目的に実質的に無用となる場合を認めている。カプセ
ル化した二重粒子電気泳動媒体の場合、また、この電荷制御剤は、そのカプセル壁に吸着
することが可能である。結合した重合体内に荷電基を設けると、これらの荷電基は、その
粒子上に固定されたままとなり、（その重合体鎖自体が、既に述べたように、脱離できな
いのでなければ）、本質的に、脱離する傾向はないことを保証する。
【００９２】
　その顔料粒子に結合した重合体内の荷電基または荷電可能基を取り込む代わりに、また
はそれに加えて、荷電基または荷電可能基は、重合体に取り込まれることなく、この顔料
粒子に直接的に設けられ得るものの、殆どの場合には、これらの荷電基または荷電可能基
に加えて、その粒子表面に重合体を設けるのが望ましい。
【００９３】
　荷電基または荷電可能基は、その顔料に重合可能官能性または開始官能性を与えるのに
使用される二官能性試薬により、または重合体鎖を形成するのに使用される１種またはそ
れ以上の単量体により、いずれかによって、この重合体に取り込まれ得る。例えば、もし
、チタニアに塩基性基（これは、その粒子上に正電荷基を提供するために、プロトン化で
きる）を提供することが望ましいなら、前記メタクリル酸３－（トリメトキシシリル）プ
ロピル二官能性試薬は、Ｎ－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］－Ｎ’－（４－ビ
ニルベンジル）エチレンジアミンで置き換えられ得、これは、シリカ／アルミナ被覆チタ
ニア粒子および重合可能ウチレン基を反応できるシリル基を提供するだけでなく、正電荷
粒子を生じるようにプロトン化できる２個の第二級アミノ基を提供する。他方、もし、荷
電基または荷電可能基が単量体によって提供されるなら、酸性基および塩基性基を含有す
る種々のアクリレートおよびメタクリレートは、重合可能基および塩基性基または酸性基
を含有する種々の他の単量体（例えば、４－ビニルピリジン）と同様に、利用できる。他
の状況で先に述べたように、使用する単量体中で、「ブロック」形態で、この酸性基また
は塩基性基を提供すること、およびその重合体を形成した後にこの基を脱ブロックするこ
とが望まれ得る。例えば、ＡＴＲＰは、酸の存在下では開始できないので、もし、この重
合体内に酸性基を設けるのが望ましいなら、アクリル酸ｔ－ブチルまたはメタクリル酸イ
ソボルニルのようなエステルが使用され得、その最終重合体中でのこれらの単量体の残基
は、加水分解されて、アクリル酸残基またはメタクリル酸残基を提供する。
【００９４】
　これらの顔料粒子およびその粒子に別々に結合した重合体上で荷電基または荷電可能基
を生じることが望ましいとき、これらの粒子を、（何らかの前処理（例えば、シリカ被覆
）をした後）、２種の試薬の混合物で処理することが好都合であり得、これらの試薬の一
方は、この荷電基または荷電可能基（または最終的に処理されて所望の荷電基または荷電
可能基を生じる基）を備え、また、その他方は、重合可能基または重合開始基を備える。
望ましくは、これらの２種の試薬は、同じまたは実質的に同じ官能基を有し、これは、粒
子の表面と反応し、もし、反応条件の僅かな変化が起こったなら、これらの試薬が粒子と
反応する相対速度が類似の様式で変わるように、その粒子表面と反応し、また、荷電基お
よび荷電可能基の数と、重合可能基または重合開始基の数との間の比は、実質的に一定の
ままとなる。この比は、この混合物中で使用される２種（またはそれ以上の）試薬の相対
モル量を変えることにより、変えられ制御できることが分かる。荷電可能部位を与えるが
重合可能基または重合開始基を提供しない試薬の例には、３－（トリメトキシシリル）プ
ロピルアミン、Ｎ－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］ジエチレントリアミン、Ｎ
－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミンおよび１－［３－（トリメ
トキシシリル）プロピル］尿素が挙げられる；これらの全てのシラン試薬は、Ｕｎｉｔｅ
ｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｂｒｉｓｔｏｌ，ＰＡ，
１９００７から購入できる。既に述べたように、重合可能基を与えるが荷電基または荷電
可能基を提供しない試薬の一例には、メタクリル酸３－（トリメトキシシリル）プロピル
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がある。
【００９５】
　本発明のＡＴＲＰ方法の好ましい１実施形態では、第一ＡＴＲＰ工程は、最終重合体中
で最終的に酸性基、塩基性基または他のイオン性基を与える単量体を使用して、行われる
；この単量体は、単独で、またはその重合体内で中性残基を与える単量体と混合して、使
用され得る。例えば、この第一ＡＴＲＰ工程は、４－ビニルピリジン、メタクリル酸２－
（ジメチルアミノ）エチルまたはメタクリル酸ｔ－ブチルを使って、実行され得る。その
後、疎水性で中性の重合体ブロック（これは、炭化水素懸濁流体に対して高い親和性を有
し、それにより、その内部荷電粒子／重合体ブロックを立体的に安定化する）を生成する
ために、中性単量体を使用して、第二ＡＴＲＰ工程が行われる。明らかに、ＡＴＲＰ以外
の重合技術を使用して、類似の二重被覆粒子が生成できる。
【００９６】
　本発明により提供される重合体被覆粒子は、以前に記述された種類の電気泳動表示装置
（すなわち、単一粒子、反対電荷二重粒子、同極性二重粒子および重合体分散）の全ての
利点を伴って、使用され得る。しかしながら、本発明の粒子は、反対電荷二重粒子電気泳
動表示装置で特に有用である。これらの電気泳動表示装置は、既に述べたように、生来的
に、反対極性の２種類の粒子が互いに向かって引き付けられ、それにより、凝集体（これ
らは、この表示装置の電気泳動操作を妨害し得る）を形成する傾向が高いので、安定化す
るのが特に困難である。
【００９７】
　本発明により提供される重合体被覆顔料はまた、電気泳動表示装置以外の用途で使用さ
れ得る。例えば、本発明の顔料上の重合体被覆により得られる炭化水素材料の高い親和性
により、これらの顔料は、高分子マトリックスおよびゴムマトリックス（ここでは、これ
らの顔料は、類似の未被覆顔料よりも容易に分散性であるはずである）で使用するのが有
利となるはずである。本発明の方法により提供される重合体被覆の化学的性質に融通がき
くことから、その被覆は、任意の特定のマトリックス中にて、最大の分散性が得られるよ
うに「調整」できるようになる。それゆえ、本発明の顔料は、簡単に分散できる顔料また
は反応性押出化合物として、使用され得る。さらに、本発明の粒子上の重合体被覆は、こ
のような顔料／重合体またはゴムブレンドが粒子とマトリックス材料との間の界面で剪断
または破砕する傾向を少なくすることにより、このようなブレンドの機械的性質を向上さ
せるはずである。もし、これらの重合体被覆粒子が、（上述のように）、それらの粒子に
結合していない「遊離」重合体と混合して重合体被覆粒子を生成する方法により、生成さ
れるなら、多くの場合、その遊離重合体が重合体マトリックスまたはゴムマトリックス内
で害を及ぼすことなく分散するので、そのマトリックスに粒子を分散する前に、これらの
被覆粒子をこれらの遊離重合体から分離する必要はない。
【００９８】
　これらの顔料粒子に重合体を設けることとは別に、本発明の電気泳動媒体は、前記Ｍａ
ｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　
Ｅ　Ｉｎｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの特許および出願（読者は、そこから、さらに多く
の情報を参照できる）と同じ成分および製造技術を使用し得る。
【００９９】
　さて、本発明の電気泳動媒体および表示装置で使用される特に好ましい試薬、条件およ
び技術の詳細を示すために、以下の実施例を示すが、これらは、例としてのみ、示されて
いる。言及した全ての遠心分離は、Ｂｅｃｋｍａｎ　ＧＳ－６またはＡｌｌｅｇｒａ　６
遠心分離機（これは、Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ，Ｉｎｃ．，Ｆｕｌｌｅｒｔｏｎ
，ＣＡ　９２８３４から入手できる）で、実行した。
【実施例】
【０１００】
　　（実施例１）
　本実施例は、種々の型の顔料粒子上でシリカ被覆を設けることを説明する。使用する手
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順は、米国特許第３，６３９，１３３号から適合される。
【０１０１】
　酸化第二鉄（Ｆｅ２Ｏ３、５０ｇ）をケイ酸ナトリウム溶液（１．９％水酸化ナトリウ
ムとの０．０７３Ｍ溶液４３０ｍｌ）に入れ、得られた混合物を急速に攪拌し、次いで、
３０～３５℃で、超音波処理した。次いで、その懸濁液を、１時間にわたって、９０～９
５℃まで加熱し、攪拌しながら、２．５～３時間にわたって、硫酸（０．２２Ｍ溶液１５
０ｍｌ）および追加ケイ酸ナトリウム（０．２％水酸化ナトリウムとの０．８３Ｍ溶液７
５ｍｌ）を同時に加えた。これらの添加が完了した後、その反応混合物をさらに１５分間
攪拌し、次いで、室温まで冷却し、プラスチックボトルに加え、そして３５００ｒｐｍで
、１５分間遠心分離した。その上澄み液をデカントし、そのシリカ被覆顔料を脱イオン水
に再分散して、３５００ｒｐｍで、１５分間遠心分離した。その洗浄をさらに２回繰り返
し、この顔料を、最後に、オーブン中にて、８５℃で、２時間乾燥した。
【０１０２】
　　（実施例２）
　本実施例は、本発明のＲＧＰ法の第一段階にて二官能性試薬を使って実施例１で調製し
たシリカ被覆顔料の反応を説明する。
【０１０３】
　エタノール（５００ｍｌ）および水（５０ｍｌ）の混合物に、そのｐＨが９．０～９．
５に達するまで、濃水酸化アンモニウムを加え、Ｎ－［３－（トリメトキシシリル）プロ
ピル］－Ｎ’－（４－ビニルベンジル）エチレンジアミン塩酸塩（４０重量％メタノール
溶液４０ｇ）を加え、得られた溶液を、４分間にわたって、急速に攪拌した。次いで、実
施例１で調製したシリカ被覆酸化第二鉄（２５ｇ）を加え、その混合物を、７分間にわた
って、急速に攪拌した。得られた懸濁液をプラスチックボトルに注ぎ、そして３５００ｒ
ｐｍで、３０分間遠心分離した。その上澄み液をデカントし、そのシラン処理顔料をエタ
ノールに再分散して、３５００ｒｐｍで、３０分間遠心分離し、液体をデカントした。そ
の洗浄をさらに繰り返し、この顔料を、最後に、空気中にて、１８時間乾燥し、次いで、
減圧下にて、７０℃で、２時間乾燥した。
【０１０４】
　酸化第二クロム（Ｃｒ２Ｏ３）、アルミン酸コバルト（ＣｏＡｌ２Ｏ４）、クロム酸コ
バルト（ＣｏＣｒ２Ｏ４）、クロム酸銅（ＣｕＣｒ２Ｏ４）、鉄酸亜鉛（ＺｎＦｅ２Ｏ４

）、アルミン酸ニッケル（ＮｉＡｌ２Ｏ４）、アルミン酸亜鉛（ＺｎＡｌ２Ｏ４）、クロ
ム酸鉛（ＰｂＣｒ２Ｏ４）、チタン酸コバルト（Ｃｏ２ＴｉＯ４）、二酸化アンチモン（
ＳｂＯ２）、二酸化ニッケル（ＮｉＯ２）および酸化モリブデン（ＩＩ）（ＭｏＯ）を使
って、実施例１および２で記述した手順をうまく繰り返した。
【０１０５】
　　（実施例３）
　本実施例は、実施例２で生成したシラン処理顔料を電気泳動表示装置で有用な重合体被
覆顔料に変換することを説明する。
【０１０６】
　実施例２で生成したシラン処理顔料（５０ｇ）を、トルエン（５０ｇ）およびメタクリ
ル酸２－エチルヘキシル（５０ｇ）と共に、丸底フラスコに入れた。得られた混合物を、
窒素雰囲気下（代わりに、アルゴンを使用してもよい）にて、２０分間にわたって、急速
に攪拌し、次いで、５０℃までゆっくりと加熱し、ＡＩＢＮ（トルエン１０ｍｌ中で０．
５ｇ）を素早く加えた。次いで、その懸濁液を６５℃まで加熱し、この温度で、窒素下に
て、さらに１８時間攪拌した。得られた粘稠な懸濁液をプラスチックボトルに注ぎ、その
フラスコを酢酸エチルで洗浄して、残留生成物を除去し、その酢酸エチル溶液をこのボト
ルに加えた。これらのボトルを、３５００ｒｐｍで、３０分間遠心分離した。その上澄み
液をデカントし、その重合体被覆顔料を酢酸エチルに再分散して、３５００ｒｐｍで、３
０分間遠心分離し、液体をデカントした。その洗浄を繰り返し、この顔料を、空気中にて
、加工可能粉末が得られるまで乾燥し、次いで、減圧下にて、６５℃で、６～１８時間乾
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燥した。
【０１０７】
　　（実施例４）
　本実施例は、重合体二官能性試薬を使用してＡＴＲＰ開始基を顔料に結合する本発明の
ＡＴＲＰ法を説明する。
【０１０８】
　丸底フラスコに、スチレン（８０ｇ）、ｐ－クロロメチルスチレン（１５ｇ）、メタク
リル酸トリメトキシシリル（２３ｇ）、ＡＩＢＮ（６．３ｇ）およびトルエン（９４ｇ）
を加えることにより、三元共重合体を調製した。これを次いで、約４５分間窒素でパージ
した。このフラスコを６０℃まで加熱し、この温度で、約１８時間維持した。熱重量分析
により、得られた溶液は、約４０重量％の重合体を含有していることが明らかとなった。
【０１０９】
　アリコート（１２ｇ；これは、約４．８ｇの三元共重合体に等しい）をＴＨＦ（１００
ｍｌ）に加え、次いで、その溶液に、シリカ被覆チタニア（２０ｇのｄｕ　Ｐｏｎｔ　Ｒ
９６０）を加え、その混合物を、５分間超音波処理し、次いで、激しく攪拌した。ヘキサ
ン（５００ｍｌ）を加え、その攪拌を停止し、そうするとすぐ、そのチタニアが直ちに沈
降した。次いで、この混合物を、５０００ｒｐｍで、５分間遠心分離し、その液体をデカ
ントし、処理した顔料を、室温で、一晩放置して乾燥し、そして硬化した（すなわち、こ
の重合体のシリル基と、完成する顔料のシリカ表面との間の反応）。熱重量分析により、
この顔料には、約３重量％の重合体が結合したことが明らかとなった。
【０１１０】
　そのように生成した重合体処理顔料を、以下のようにして、ＡＴＲＰにかけた。この顔
料のアリコート（５．０ｇ；これは、クロロメチルスチレン（ＡＴＲＰ開始剤）０．０９
ｍｍｏｌｅに等しい）、塩化第一銅（１１ｍｇ、１１ｍｍｏｌｅ）、ビピリジル（４５ｍ
ｇ、０．２９ｍｍｏｌｅ）およびメタクリル酸メチル（１０ｍｌ、９４ｍｍｏｌｅ）をフ
ラスコに入れ、そして３０分間にわたって、窒素でパージした。次いで、このフラスコを
、１２０～１３０℃で、約４時間にわたって、浴に入れた。追加メタクリル酸メチル（５
ｍｌ）を加え、そのフラスコを、１５分間にわたって、窒素でパージし、このフラスコを
、１２０～１３０℃で、さらに２時間にわたって、浴に戻し、最後に、冷却させた。メタ
ノール（４００ｍｌ）を加えると、この重合体被覆顔料が沈殿し、液体をデカントし、そ
の顔料を、メタノール（２００ｍｌ）で１回、そしてジクロロメタン（各２００ｍｌ）で
２回洗浄し、そして室温で、一晩乾燥した。熱重量分析により、その最終重合体は、約１
３．１重量％の重合体を含有していることが明らかとなり、その結果、このＡＴＲＰは、
その三元共重合体処理顔料に、約１０．１重量％の重合体を加えた。
【０１１１】
　　（実施例５）
　本実施例は、カーボンブラックから開始する本発明のＲＰＧ法を説明する。
【０１１２】
　　（Ａ部：ラジカルグラフト基を粒子表面に結合した黒色顔料の調製）
　カーボンブラック（Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ａ、１４０ｇ）を、電磁攪拌しつつ、水（３Ｌ）
に分散し、次いで、塩酸（３７重量％を６ｍＬ）および４－ビニルアニリン（３．０ｇ、
２５ｍｍｏｌｅ）を加え、得られた混合物を４０℃まで加熱した。別に、亜硝酸ナトリウ
ム（１．７４ｇ、２５ｍｍｏｌｅ）を、水（１０ｍｌ）に溶解した。次いで、この亜硝酸
塩溶液を、１０分間にわたって、このカーボンブラック含有反応混合物にゆっくりと加え
、その反応混合物を、さらに１６時間攪拌した。得られた生成物を遠心分離し、生成した
固形物をアセトン（２００ｍｌ）でリンスした。このリンスを繰り返し、その固形物を、
減圧下にて、１２時間乾燥して、所望生成物１４１ｇを生成した。この生成物の熱重量分
析により、１．４重量％の重量損失が明らかとなった。
【０１１３】
　　（Ｂ部：重合体被覆黒色顔料の調製）
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　窒素パージ装置、電磁攪拌棒および還流カラムを取り付けた反応フラスコに、上記Ａ部
の生成物（２０ｇ）、トルエン（４０ｍｌ）、アクリル酸２－エチルヘキシル（４０ｍｌ
）およびＡＩＢＮ（０．２６ｇ）を加えた。このフラスコを、攪拌しながら、２０分間に
わたって、窒素でパージし、次いで、室温油浴に浸け、連続攪拌しつつ、７０℃まで徐々
に加熱し、この温度で、２０時間維持した。次いで、その反応混合物を冷却させ、等容量
のアセトンで希釈し、そして遠心分離した。その上澄み液をデカントし、その固形物をＴ
ＨＦ（酢酸エチルを交互に使用し得る）に再分散して、リンスした；熱重量分析により一
貫して８．９重量％の熱損失が明らかとなるまで、この工程を繰り返した。約２０ｇの最
終生成物を単離した。
【０１１４】
　　（実施例６）
　本実施例は、チタニアから開始する本発明のＲＧＰ法を説明する。
【０１１５】
　　（Ａ部：ラジカルグラフト基を粒子表面に結合した白色顔料の調製）
　９５：５の容量／容量のエタノール－水混合物（２Ｌ）に、メタクリル酸３－（トリメ
トキシ－シリル）プロピル（Ｄｏｗ　Ｚ６０３０、２０ｍｌ）を加え、その溶液のｐＨを
、酢酸の添加により、直ちに４．５に調整した。得られた溶液を５分間攪拌し、次いで、
シリカ被覆チタニア（１００ｇのｄｕ　Ｐｏｎｔ　Ｒ９６０）を加え、その混合物を、さ
らに１０～２０分間攪拌し、固形物を沈降させ、その上澄み液をデカントした。得られた
固形物をアセトン（２×２００ｍｌのアリコート）で２回洗浄し、そして室温で、一晩乾
燥した。
【０１１６】
　　（Ｂ部：重合体被覆白色顔料の調製）
　窒素パージ装置、電磁攪拌棒および還流カラムを取り付けた反応フラスコに、上記Ａ部
の生成物（４０ｇ）、トルエン（５０ｍｌ）、アクリル酸２－エチルヘキシル（４５ｍｌ
）およびＡＩＢＮ（０．３ｇ）を加えた。このフラスコを、攪拌しながら、２０分間にわ
たって、窒素でパージし、次いで、室温油浴に浸け、連続攪拌しつつ、７０℃まで徐々に
加熱し、この温度で、２０時間維持した。次いで、その反応混合物を冷却させ、等容量の
アセトンで希釈し、そして遠心分離した。その上澄み液をデカントし、その固形物をアセ
トンまたはＴＨＦに再分散して、リンスした；熱重量分析により４．５～１０重量％の範
囲の一貫した質量損失が示されるまで、この工程を繰り返した。約４０ｇの最終生成物を
単離した。
【０１１７】
　等モル量のメタクリル酸２－エチルヘキシルを対応するアクリレートモノマーで置き換
えて、類似の重合体被覆チタニアを調製した。
【０１１８】
　　（実施例７）
　本実施例は、上記実施例５および６で調製した重合体被覆顔料を使用するカプセル化二
重粒子電気泳動表示装置の構成を説明する。使用した懸濁流体は、炭化水素（Ｉｓｏｐａ
ｒ－Ｇ；これは、Ｅｘｘｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｈｏｕｓｔｏｎ，Ｔｅｘａｓか
ら市販されている；「Ｉｓｏｐａｒ」は、登録商標である）およびハロゲン化炭化水素油
（ハロゲン化炭化水素油１．８；これは、Ｈａｌｏｇｅｎａｔｅｄ　Ｈｙｄｒｏｃａｒｂ
ｏｎ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｒｉｖｅｒ　Ｅｄｇｅ，Ｎｅｗ　Ｊ
ｅｒｓｅｙから市販されている－以下、簡単のために、「Ｈａｌｏｃａｒｂｏｎ」と呼ぶ
）の１：１ｗ／ｗ混合の混合物である；この混合物は、以下、「１：１　Ｉｓｏｐａｒ／
Ｈａｌｏｃａｒｂｏｎ混合物」と呼ぶ、この懸濁流体はまた、電荷制御剤として、Ｅｍｐ
ｈｏｓ（登録商標）Ｄ－７０－３０Ｃ（Ｗｉｔｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ
，Ｇｒｅｅｎｗｉｃｈ，Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔから販売されているリン酸化モノ／ジグ
リセリド界面活性剤）を含有する。
【０１１９】
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　　（Ａ部：内相の調製）
　１２５ｍｌポリプロピレンボトルに、上記実施例６で調製したメタクリル酸２－エチル
ヘキシル被覆チタニア４．０ｇ、Ｅｍｐｈｏｓ　Ｄ－７０－３０Ｃの１０重量％溶液０．
２４ｇ、および１：１のＩｓｏｐａｒ／Ｈａｌｏｃａｒｂｏｎ混合物４７．８０ｇを入れ
た。得られた混合物を３０分間超音波処理して、均一分散体を得た。
【０１２０】
　他の１２５ｍｌポリプロピレンボトルに、上記実施例５で調製した重合体被覆カーボン
ブラック０．１６ｇ、Ｉｓｏｐａｒ中のＥｍｐｈｏｓ　Ｄ－７０－３０Ｃの１０重量％溶
液０．１６ｇ、および１：１のＩｓｏｐａｒ／Ｈａｌｏｃａｒｂｏｎ混合物４７．８０ｇ
を入れた。得られた混合物を３０分間超音波処理して、均一分散体を得た。
【０１２１】
　これらの２種の分散体を別々に超音波処理したのに続いて、それらを混合し、そして以
下のＢ部で記述のようにカプセル化する前に、穏やかに攪拌しつつ、２４時間放置した。
【０１２２】
　（Ｂ部：カプセル化）
　ウォータージャケット、オーバーヘッド攪拌機、１Ｌ滴下漏斗およびｐＨメーターを取
り付けた４Ｌ反応器を４０℃まで加熱し、そして冷脱イオン水（２６２２．４ｇ）を充填
した。約３０秒間にわたって、攪拌することなく、この冷水に、ゼラチン（３３．３ｇ）
を加え、得られた混合物を、攪拌することなく、１時間放置して、このゼラチンを膨張さ
せた。この期間の後、その混合物を、（５０ｒｐｍで）、３０分間まで穏やかにかき混ぜ
て、発泡なしで、そのゼラチンを溶解し、それにより、４０℃で、ゼラチン溶液を生成し
た。別に、アカシア（３３．３ｇ；Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｉｎｃ．，Ｐ．Ｏ．Ｂ
ｏｘ　２０６０，Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ　ＷＩ　５３２０１から入手）を、急速に攪拌しつ
つ、冷脱イオン水（６５５．６ｇ）に溶解し、得られた溶液を、１時間にわたって、４０
℃まで加熱した。上記Ａ部で調製した内相（約１Ｌ）を４０℃まで加熱し、そして１０分
間超音波処理した。
【０１２３】
　この温ゼラチン溶液を１３０ｒｐｍで攪拌し、その内相を、約１５分間にわたって、滴
下漏斗を経由して加えた；その添加は、このゼラチン溶液の表面の下に滴下漏斗の出口を
配置することにより、行った。この内相の添加が完了した後、この内相を約３００μｍの
平均直径の小滴に乳化するために、その攪拌速度を１７５ｒｐｍまで高め、この攪拌を、
４０℃で、３０分間継続した。
【０１２４】
　次いで、このアカシア溶液を約１分間にわたって加え、発泡を避けるために、注意を払
った。この混合物のｐＨを、１０％酢酸水溶液（約３～４ｇ）を使用して、約４．７まで
低下させ、同じ温度で、さらに４０分間にわたって、激しい攪拌を継続した。この混合物
の温度を、激しい攪拌を継続しつつ、少なくとも２時間にわたって、１０℃まで下げ、そ
してグルタルアルデヒド（１６．７ｇ）を加えた。この添加後、その混合物を、３０分間
にわたって、２５℃まで暖め、さらに１２時間にわたって、激しく攪拌した。最後に、攪
拌を停止し、その混合物を反応器から排出し、形成されたカプセルを単離し、そして洗浄
水のｐＨが５．０になるまで、脱イオン水中で沈降し再分散することにより、３回洗浄し
た。
【０１２５】
　　（Ｃ部：電気泳動表示装置の製造）
　Ｂ部で調製したカプセルを、１重量部の結合剤：９重量部のカプセルの比で、水性ウレ
タン結合剤（ＮｅｏＲｅｚ　Ｒ－９３２０；これは、ＮｅｏＲｅｓｉｎｓ，７３０　Ｍａ
ｉｎ　Ｓｔｒｅｅｔ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ　ＭＡ　０１８８７から入手できる）と混合
し、スロット被覆添加剤として、０．３重量％のヒドロキシプロピルメチルセルロースを
加えた。得られた混合物を、そのスロット被覆ヘッドに対して１ｍ／ｓｅｃで移動しつつ
、１２５μｍのインジウム－酸化スズ被覆ポリエステルフィルムにスロット被覆した。被
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覆したフィルムを、１０分間にわたって、空気乾燥し、次いで、５０℃で、１５分間オー
ブン乾燥して、ほぼ単一層のカプセルを含む約５０μｍ厚の電気泳動媒体を製造した（前
記国際特許出願ＷＯ００／２０９２２を参照）。
【０１２６】
　次いで、この被覆フィルムのカプセル被覆面を、１３ミル（３３０μｍ）の間隙設定の
ドクターブレードを使用して、前記ＮｅｏＲｅｚ　Ｒ－９３２０結合剤（この結合剤は、
このカプセル被覆面を平面化するため、および積層接着剤としての両方に役立つ）で上塗
りし、上塗りしたフィルムを、５０℃で、２０分間乾燥した。次いで、乾燥したフィルム
を、バックプレイン（これは、１５ｐｓｉｇの圧力で、厚膜銀および誘電インクで印刷し
たポリエステルスクリーンの３ｍｍ厚シートを含む）に熱積層した。このバックプレイン
の導電性領域は、得られる表示装置のアドレス可能領域をなす。
【０１２７】
　　（実施例８～１２）
　これらの実施例は、上記実施例７で製造したものと類似のカプセル化二重粒子電気泳動
表示装置の作製におけるバリエーションを説明する。これらの全ての実施例では、使用し
た積層接着剤は、前記ＮｅｏＲｅｚ　Ｒ－９３２０の８０μｍ層であった。使用した結合
剤は、同じ材料であるか、Ａｉｒｆｌｅｘ（登録商標）４３０（Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
ｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．，Ａｌｌｅｎｔｏｗｎ，Ｐｅｎｎｓｙｌｖａ
ｎｉａから販売された塩化ビニル／酢酸ビニル／エチレン三元共重合体接着剤）か、いず
れかであった。使用した電荷制御剤は、前記Ｅｍｐｈｏｓ　Ｄ－７０－３０Ｃ、Ｓｏｌｓ
ｐｅｒｓｅ　１７０００（Ａｖｅｃｉａ　Ｌｔｄ．から入手できる）またはＳｐａｎ　８
５（これは、ＩＣＩ　Ａｍｅｒｉｃａｓ，Ｉｎｃ．，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅｌａｗ
ａｒｅから販売されている；「Ｓｐａｎ」は、登録商標である）であった。実施例８、１
０、１１および１２では、これらのカプセルは、大きさにより、２００～４００μｍに分
割した；実施例９では、このような分割を行わなかった。
【０１２８】
　これらの電気泳動表示装置で使用した材料のそれ以上の詳細は、以下の表１で示す；こ
の表では、「ＥＨＡ」は、アクリル酸２－エチルであり、そして「ＥＨＭＡ」は、メタク
リル酸２－エチルヘキシルである；全ての黒色顔料は、そのモノマーとして、アクリル酸
２－エチルヘキシルを使用した。「導電性」と表示した行は、その結合剤と共に調製した
電気泳動媒体の導電性を示すのに対して、「ＣＣＡ」とは、使用した電荷制御剤を示す。
「白色（黒色）顔料の重量％」とは、その内相の重量に対する重量％であるのに対して、
「白色（黒色）顔料上の重合体の重量％」とは、関連した顔料の出発重量に対する重量％
を示す。
【０１２９】
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【表１】

　　（実施例１３）
　本実施例は、本発明のイオン性ＲＧＰ法を説明し、ここで、チタニアは、まず、シリル
化剤で処理されており、これは、このチタニアの表面に置換アンモニウム基を配置して、
重合可能単量体での所望のイオン結合の形成が可能となる。
【０１３０】
　まず、このシリル化合物の５０重量％メタノール溶液を調製することにより、次いで、
この溶液（２２．３ｇ）を９５：５容量／容量のエタノール／水混合物（５４７ｇ）に加
えることにより、Ｎ－トリメトキシシリル－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニウムクロラ
イドの２重量％エタノール／水／メタノール溶液を調製した。得られた溶液のｐＨを、１
０％酢酸水溶液を加えることにより、８から５．５に低下させ、次いで、激しく攪拌しつ
つ、チタニア（２５．０ｇのｄｕ　Ｐｏｎｔ　Ｒ９６０）を加えた。得られた混合物を遠
心分離し、その上澄み液をデカントし、その固形物をエタノール（約５００ｍｌ）に再分
散して、室温で２４時間放置して、その反応を完結させた。熱重量分析により、このシリ
ル化合物０．５６ｇがチタニア各１００ｇに結合したことが明らかとなった。
【０１３１】
　この生成物上の置換アンモニウム基と重合可能基含有酸との間で塩形成を行うために、
この生成物（２１．５ｇ）を水（２６５ｍｌ）に分散し、そして４－スチレンスルホン酸
クロライド二水和物（０．２ｇ、０．９ｍｍｏｌ）を加え、得られた混合物を１時間攪拌
し、次いで、アセトン１Ｌを加え、この混合物を遠心分離し、その上澄み液をデカントし
、その固形物を、空気中にて、乾燥した。乾燥した固形物を水（５０ｍｌ）に分散し、そ
して４－スチレンスルホン酸（０．２ｇ、０．９ｍｍｏｌ）を加えた。イソプロパノール
（２５０ｍｌ）を加え、その混合物を２つの部分に分割し、各部分をイソプロパノール２
５０ｍｌに希釈し、そして遠心分離し、得られた固形物を水（２５０ｍｌ）に再分散し、
そして穏やかにかき混ぜつつ、一晩放置した。最後に、各部分を遠心分離し、得られた固
形物をアセトン（２５０ｍｌ）に再分散し、再度、遠心分離し、母液をデカントし、その
固形物を一晩乾燥し、次いで、減圧下にて、７０℃で、２時間オーブン乾燥した。
【０１３２】
　この生成物にそのように導入したビニル基での重合体の形成を行うために、この生成物
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（１５ｇ）、トルエン（１５ｍｌ）、アクリル酸２－エチルヘキシル（１５ｍｌ）および
ＡＩＢＮ（トルエン１０ｍｌ中で１５０ｍｇ）を１００ｍｌ丸底フラスコに入れ、これを
、３０分間にわたって、窒素でパージし、そして約２０時間にわたって、６６℃まで加熱
した。次いで、この反応混合物を冷却させ、遠心分離し、そして分離した固形物をＴＨＦ
で２回洗浄し、空気乾燥し、次いで、減圧下にて、７０℃で、２時間乾燥して、生成物を
得、これは、熱重量分析すると、約４％の重量損失を示した。
【０１３３】
　　（実施例１４）
　本実施例は、カーボンブラックを適用した本発明のＲＧＰ－ＡＴＲＰ法を説明する。
【０１３４】
　カーボンブラック（１９．４ｇ；これは、スチレン基を有し、上記実施例５、Ａ部のよ
うに調製した）、トルエン（１５０ｍｌ）、メタクリル酸２－エチルヘキシル（１５０ｍ
ｌ）、ｐ－クロロメチルスチレン（２．２ｍＬ）およびＡＩＢＮ（０．６ｇ）を丸底フラ
スコに入れ、これを、３０分間にわたって、窒素でパージし、次いで、１６時間にわたっ
て、７０℃まで加熱した。次いで、その反応混合物を冷却させ、そして遠心分離した。そ
の上澄み液をデカントし、その固形物をＴＨＦに再分散して、室温で２４時間放置して、
再度、遠心分離した；この方法を２回繰り返した。生成物の収量は、１３．４ｇであり、
熱重量分析により、１０．０重量％の重合体含量が明らかとなった。
【０１３５】
　この方法のＡＴＲＰ工程を実行するために、この生成物（１０ｇ）を、フラスコ中にて
、メタクリル酸２－エチルヘキシル（２２０ｍｌ）、塩化第一銅（８０ｍｇ）およびヘキ
サメチルトリエチレンテトラミン（１５６ｍｇ）と混合した。このフラスコを、３０分間
にわたって、窒素でパージし、次いで、１．５時間にわたって、１２０℃まで加熱した。
次いで、その反応混合物を冷却させ、そして遠心分離した。その上澄み液をデカントし、
その固形物をＴＨＦに再分散して、再度、遠心分離した；この方法をもう１回繰り返した
。熱重量分析により、２４重量％の重合体含量が明らかとなった。
【０１３６】
　　（実施例１５）
　本実施例は、本発明のＲＧＰ法の第一工程におけるチタニア顔料とシリル化剤との反応
を説明する。
【０１３７】
　電磁攪拌棒を備え付けた４Ｌ　Ｅｒｌｅｎｍｅｙｅｒフラスコに、エタノール（２．５
Ｌ）および水（２００ｍｌ）を加え、その溶液のｐＨを、３３％酢酸水溶液を加えること
により、４．５に調整した。メタクリル酸3－（トリメトキシシリル）プロピル（Ｄｏｗ
　Ｚ６０３０、１２４ｍｌ、１３０ｇ、０．５２ｍｏｌ）を加え、得られた混合物を４分
間攪拌して、そのシリル化合物を加水分解し濃縮させた。この攪拌後、シリカ被覆チタニ
ア（３００ｇのｄｕ　Ｐｏｎｔ　Ｒ９６０）を加え、得られた混合物を、さらに７分間攪
拌して、そのシリル化合物をチタニアに水素結合させた。次いで、その反応混合物を４本
の１Ｌ遠心ボトルに注ぎ、そして３５００ｒｐｍで、１５分間遠心分離した。その上澄み
液をデカントし、その固形顔料を、空気中にて、８時間乾燥した。次いで、４本のボトル
から乾燥した顔料を１本のボトルに注ぎ、これを、オーブン中で、減圧下にて、２時間に
わたって、７０℃まで加熱して、そのシリル化合物をチタニアに反応させ結合した。次い
で、このボトルをオーブンから除去し、その顔料をエタノールで洗浄して、そのボトルを
エタノールで満たすことにより、任意の未結合シリル化合物を除去し、３０００ｒｐｍで
１５分間遠心分離し、その液体をデカントし、最後に、この顔料を、空気中にて、８時間
乾燥し、次いで、減圧下にて、７０℃で、２時間乾燥した。そのように生成したシラン処
理顔料は、熱重量分析により、１．８８％の重量損失を示した。
【０１３８】
　　（実施例１６）
　本実施例は、本発明のＲＧＰ法の第二工程における実施例１５で生成したシラン処理チ
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タニア顔料とアクリル酸２－エチルヘキシルとの反応を説明する。
【０１３９】
　冷却器、窒素ブランケット、攪拌棒および攪拌ビーズを備え付けた２５０ｍｌフラスコ
に、実施例１５で調製したシラン処理顔料（５０ｇ）を加えた。使い捨て容器中にて、こ
のフラスコに、アクリル酸２－エチルヘキシル（５０ｇ、０．２７ｍｏｌ）のトルエン（
５３ｍｌ、５０ｇ、０．４９ｍｏｌ）溶液を加え、得られた混合物を、そこを通って窒素
を泡立たせつつ、２０分間攪拌した。次いで、この窒素を導入するのに使用した針を除去
し、その混合物を、６０～６５℃までゆっくりと加熱し、その温度が５０℃に達すると、
トルエン（１０ｍｌ）に溶解したＡＩＢＮ（０．５ｇ、３ｍｍｏｌ；これは、この反応混
合物中の単量体の１モル％に等しい）を加えた。得られた反応混合物を、窒素下にて、１
５時間にわたって、６０～６５℃で維持し、次いで、室温まで冷却した。この反応混合物
の粘度を低くするために、アセトン（５０ｍｌ）を加え、これを、２本の２５０ｍｌ遠心
ボトルに注ぎ、追加アセトンを加えて、このボトルを満たした。次いで、これらのボトル
を、３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その上澄み液をデカントした。これらのボ
トルにＴＨＦを満たし、そしてボトルの底に顔料が残らなくなるまで、激しく攪拌し、次
いで、３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その上澄み液をデカントした。そのよう
に生成した重合体被覆顔料を、その顔料が容易に崩壊できるまで、これらのボトル中にて
、４時間にわたって、空気乾燥させた。これらのボトルからの顔料の２ロットを合わせ、
そして減圧下にて、６５℃で、１８時間乾燥した。そのように生成した重合体被覆顔料は
、熱重量分析により、５．７％の重量損失を示した。
【０１４０】
　　（実施例１７）
　本実施例は、本発明のＲＧＰ法の第二工程における実施例１５で生成したシラン処理チ
タニア顔料とメタクリル酸２－エチルヘキシルとの反応を説明する。
【０１４１】
　冷却器、窒素ブランケット、攪拌棒および攪拌ビーズを備え付けた２５０ｍｌフラスコ
に、実施例１５で調製したシラン処理顔料（５０ｇ）を加えた。使い捨て容器中にて、こ
のフラスコに、メタクリル酸２－エチルヘキシル（５０ｇ、０．２５ｍｏｌ）のトルエン
（５３ｍｌ、５０ｇ、０．４９ｍｏｌ）溶液を加え、得られた混合物を、そこを通って窒
素を泡立たせつつ、２０分間攪拌した。次いで、この窒素を導入するのに使用した針を除
去し、その混合物を、６０～６５℃までゆっくりと加熱し、その温度が５０℃に達すると
、トルエン（１０ｍｌ）に溶解したＡＩＢＮ（０．５ｇ、３ｍｍｏｌ；これは、この反応
混合物中の単量体の１モル％に等しい）を加えた。得られた反応混合物を、窒素下にて、
１８時間にわたって、６０～６５℃で維持し、次いで、室温まで冷却した。この反応混合
物の粘度を低くするために、アセトン（５０ｍｌ）を加え、これを、２本の２５０ｍｌ遠
心ボトルに注ぎ、追加アセトンを加えて、このボトルを満たした。次いで、これらのボト
ルを、３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その上澄み液をデカントした。これらの
ボトルにＴＨＦを満たし、そしてボトルの底に顔料が残らなくなるまで、激しく攪拌し、
次いで、３０００ｒｐｍで、２０分間遠心分離し、その上澄み液をデカントした。そのよ
うに生成した重合体被覆顔料を、その顔料が容易に崩壊できるまで、これらのボトル中に
て、４時間にわたって、空気乾燥させた。これらのボトルからの顔料の２ロットを合わせ
、そして減圧下にて、６５℃で、１８時間乾燥した。そのように生成した重合体被覆顔料
は、熱重量分析により、６．４％の重量損失を示した。
【０１４２】
　　（実施例１８）
　本実施例は、重合体被覆チタニア顔料粒子を生成する本発明のＲＧＰ法を説明し、ここ
で、この重合体被覆は、カチオン性基を含有する。この方法、この第一工程にて、アミノ
含有シリル化剤を使用する。
【０１４３】
　電磁攪拌棒を備え付けた１Ｌ　Ｅｒｌｅｎｍｅｙｅｒフラスコに、エタノール（５００
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ｍＬ）および水（５０ｍｌ）を加え、その溶液のｐＨを、３３％水酸化アンモニウムを滴
下することにより、９．９に上げた。Ｎ－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］－Ｎ
’－（４－ビニルベンジル）エチレンジアミン塩酸塩（４０重量％メタノール溶液４０ｇ
；これは、その純粋化合物１６．１２５ｇ、４３ｍｍｏｌに等しい）を加え、得られた混
合物を４分間攪拌して、そのシリル化合物を加水分解し濃縮させた。この攪拌後、シリカ
被覆チタニア（２５ｇのｄｕ　ｐｏｎｔ　Ｒ９６０）を加え、得られた混合物を、さらに
７分間攪拌して、そのシリル化合物をチタニアに水素結合させた。次いで、その反応混合
物を遠心ボトルに注ぎ、そして３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離した。その上澄み液
をデカントし、その固形顔料を、空気中にて、８時間乾燥した。次いで、この顔料を、オ
ーブン中で、２時間にわたって、７０℃まで加熱して、このシリル化合物をチタニアに結
合させた。そのように生成したシラン処理顔料は、熱重量分析により、２．４７％の重量
損失を示した。
【０１４４】
　次いで、そのように生成したシラン処理顔料を、規模が小さいこと以外は上記実施例１
７と正確に同じ様式で、アクリル酸２－エチルヘキシルと重合した；その反応混合物は、
このシラン処理顔料１５ｇ、この単量体１５ｇ、トルエン１５ｇおよびＡＩＢＮ（０．１
５ｇ）から構成されていた。その最終重合体被覆チタニアは、熱重量分析により、６．７
重量％の重合体含量を示した。
【０１４５】
　　（実施例１９）
　本実施例は、アクリル酸ｔ－ブチルを使用する本発明のＲＧＰ法を説明する。
【０１４６】
　冷却器、窒素ブランケット、攪拌棒および攪拌ビーズを備え付けた丸底フラスコに、実
施例１５で調製したシラン処理顔料（２５ｇ）を加えた。使い捨て容器中にて、このフラ
スコに、アクリル酸ｔ－ブチル（２０ｇ）のトルエン（２５ｇ）溶液を加え、得られた混
合物を、そこを通って窒素を泡立たせつつ、２０分間攪拌した。次いで、この窒素を導入
するのに使用した針を除去し、その混合物を、５８℃までゆっくりと加熱し、その温度が
５０℃に達すると、トルエン（５ｍｌ）に溶解したＡＩＢＮ（０．２５ｇ）を加えた。得
られた反応混合物を、窒素下にて、２時間にわたって、５８℃で維持し、次いで、室温ま
で冷却するとすぐ、この反応混合物は、固化した。この反応混合物を液化するために、ア
セトンを加え、これを、次いで、遠心ボトルに注ぎ、追加アセトンを加えて、このボトル
を満たした。次いで、これらのボトルを、３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その
上澄み液をデカントした。これらのボトルにＴＨＦを満たし、そしてボトルの底に顔料が
残らなくなるまで、激しく攪拌し、次いで、３０００ｒｐｍで、２０分間遠心分離し、そ
の上澄み液をデカントした。そのように生成した重合体被覆顔料を、その顔料が容易に崩
壊できるまで、これらのボトル中にて、空気乾燥させ、次いで、減圧下にて、６０℃で、
１８時間乾燥した。そのように生成した重合体被覆顔料は、熱重量分析により、６％の重
量損失を示した。
【０１４７】
　　（実施例２０）
　本実施例は、フッ化アクリレート、すなわち、アクリル酸２，２，３，４，４，４－ヘ
キサフルオロブチルを使用する本発明のＲＧＰ法を説明する。
【０１４８】
　冷却器、窒素ブランケット、攪拌棒および攪拌ビーズを備え付けた丸底フラスコに、実
施例１５で調製したシラン処理顔料（１５ｇ）を加えた。使い捨て容器中にて、このフラ
スコに、アクリル酸２－エチルヘキシル（１３．５ｇ）およびアクリル酸２，２，３，４
，４，４－ヘキサフルオロブチル（１．９２ｇ）のトルエン（１５ｇ）溶液を加え、得ら
れた混合物を、そこを通って窒素を泡立たせつつ、２０分間攪拌した。次いで、この窒素
を導入するのに使用した針を除去し、その混合物を、６０～６５℃までゆっくりと加熱し
、その温度が５０℃に達すると、トルエン（約５ｍｌ）に溶解したＡＩＢＮ（０．１５ｇ
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）を加えた。得られた反応混合物を、窒素下にて、１８時間にわたって、６０～６５℃で
維持し、次いで、室温まで冷却した。この反応混合物を液化するために、アセトンを加え
、その反応混合物を、遠心ボトルに注ぎ、追加アセトンを加えて、このボトルを満たした
。次いで、これらのボトルを、３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その上澄み液を
デカントした。これらのボトルにＴＨＦを満たし、そしてボトルの底に顔料が残らなくな
るまで、激しく攪拌し、次いで、３０００ｒｐｍで、２０分間遠心分離し、その上澄み液
をデカントした。そのように生成した重合体被覆顔料を、その顔料が容易に崩壊できるま
で、これらのボトル中にて、空気乾燥させ、次いで、減圧下にて、５０℃で、１８時間乾
燥した。
【０１４９】
　　（実施例２１）
　本実施例は、使用する単量体がメタクリル酸イソブチルである本発明のＲＧＰ法を説明
する。
【０１５０】
　濃縮器、窒素ブランケット、攪拌棒および攪拌ビーズを備え付けた丸底フラスコに、実
施例１５で生成したシラン処理顔料（１５ｇ）を加えた。使い捨て容器中にて、このフラ
スコに、メタクリル酸イソブチル（１５ｇ）のイソプロパノール（１５ｇ）溶液を加え、
得られた混合物を、そこを通って窒素を泡立たせつつ、１５分間攪拌した。次いで、この
窒素を導入するのに使用した針を除去し、その混合物を、６０～６５℃までゆっくりと加
熱し、その温度が５０℃に達すると、トルエン（約５ｍｌ）に溶解したＡＩＢＮ（０．１
５ｇ）を加えた。得られた反応混合物を、窒素下にて、１８時間にわたって、６０～６５
℃で維持し、次いで、室温まで冷却した。アセトンを加え、その反応混合物を、遠心ボト
ルに注ぎ、追加アセトンを加えて、このボトルを満たした。次いで、これらのボトルを、
３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その上澄み液をデカントした。これらのボトル
にアセトンを再び満たし、そしてボトルの底に顔料が残らなくなるまで、激しく攪拌し、
次いで、３０００ｒｐｍで、２０分間遠心分離し、その上澄み液をデカントした。そのよ
うに生成した重合体被覆顔料を、その顔料が容易に崩壊するまで、これらのボトル中にて
、空気乾燥させ、次いで、減圧下にて、５０℃で、１８時間乾燥させた。そのように生成
した重合体被覆顔料は、熱重量分析により、４．５％の重量損失を示した。
【０１５１】
　　（実施例２２）
　本実施例は、使用する単量体がメタクリル酸ラウリルである本発明のＲＧＰ法を説明す
る。
【０１５２】
　濃縮器、窒素ブランケット、攪拌棒および攪拌ビーズを備え付けた丸底フラスコに、実
施例１５で生成したシラン処理顔料（５０ｇ）を加えた。使い捨て容器中にて、このフラ
スコに、メタクリル酸ラウリル（７０ｇ、０．２７２ｍｏｌｅ）のトルエン（６０ｇ）溶
液を加え、得られた混合物を、そこを通って窒素を泡立たせつつ、２０分間攪拌した。次
いで、この窒素を導入するのに使用した針を除去し、その混合物を、６０～６５℃までゆ
っくりと加熱し、その温度が５０℃に達すると、トルエン（１０ｍｌ）に溶解したＡＩＢ
Ｎ（０．５ｇ、３ｍｍｏｌｅ；これは、この反応混合物中の単量体の１モル％に等しい）
を加えた。得られた反応混合物を、窒素下にて、１６時間にわたって、６０～６５℃で維
持し、次いで、室温まで冷却した。この反応混合物の粘度を低くするために、アセトン（
５０ｍｌ）を加え、これを、２本の２５０ｍｌ遠心ボトルに注ぎ、追加アセトンを加えて
、このボトルを満たした。次いで、これらのボトルを、３０００ｒｐｍで、１５分間遠心
分離し、その上澄み液をデカントした。これらのボトルにトルエンを満たし（ＴＨＦでの
洗浄は、この重合体被覆顔料には不十分である）、そしてボトルの底に顔料が残らなくな
るまで、激しく攪拌し、次いで、３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その上澄み液
をデカントした。このトルエン分散および遠心分離を繰り返し、次いで、生成した重合体
被覆顔料を、その顔料が容易に崩壊するまで、これらのボトル中にて、４時間にわたって
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、空気乾燥させた。これらのボトルからの顔料の２ロットを合わせ、そして減圧下にて、
７０℃で、一晩乾燥させた。そのように生成した重合体被覆顔料は、熱重量分析により、
１０．３％の重量損失を示した。
【０１５３】
　　（実施例２３）
　本実施例は、使用する単量体がメタクリル酸イソボルニルである本発明のＲＧＰ法を説
明する。
【０１５４】
　この方法は、以下のこと以外は、実施例１５のように調製したシラン処理チタニアおよ
び上記実施例１６で記述した重合法を使用して行った：その反応混合物を、６０～６５℃
で、１６時間だけ維持し、実施例１６で使用したアセトン／ＴＨＦ洗浄手順を、２回のＴ
ＨＦで置き換え、そして減圧下での乾燥を、７０℃で行った。使用した反応混合物は、シ
ラン処理顔料（５０ｇ）、メタクリル酸イソボルニル（６０ｇ、０．２７ｍｏｌｅ）、ト
ルエン（６０ｇ）およびＡＩＢＮ（トルエン１０ｍｌに溶解した０．５ｇ）を含有してい
た。そのように生成した重合体被覆顔料は、熱重量分析により、６．４％の重量損失を示
した。
【０１５５】
　　（実施例２４）
　本実施例は、使用する単量体がメタクリル酸ｔ－ブチルである本発明のＲＧＰ法を説明
する。
【０１５６】
　この方法は、以下のこと以外は、実施例１５のように調製したシラン処理チタニアおよ
び上記実施例１６で記述した重合法を使用して行った：その反応混合物を、６０～６５℃
で、１６時間だけ維持し、そして減圧下での乾燥を、７０℃で行った。使用した反応混合
物は、シラン処理顔料（５０ｇ）、メタクリル酸ｔ－ブチル（４０ｇ、０．２７ｍｏｌｅ
）、トルエン（６０ｇ）およびＡＩＢＮ（トルエン１０ｍｌに溶解した０．５ｇ）を含有
していた。そのように生成した重合体被覆顔料は、熱重量分析により、５．８％の重量損
失を示した。
【０１５７】
　　（実施例２５）
　本実施例は、モリブデン赤（ｍｏｌｙｂｄａｔｅ　ｏｒａｎｇｅ）、すなわち、クロム
酸鉛、モリブデン酸鉛および硫酸鉛の共沈殿物から出発して、本発明のＲＧＰ法を説明す
る。使用した市販の出発物質は、業者により、シリカでカプセル化されている。
【０１５８】
　エタノール（１０００ｍｌ）および水（１５０ｍｌ）の混合物に、そのｐＨが９．９５
に達するまで、濃水酸化アンモニウムを加えた。Ｎ－［３－（トリメトキシシリル）プロ
ピル］－Ｎ’－（４－ビニルベンジル）エチレンジアミン塩酸塩（１２１ｇ）を加え、得
られた溶液を、４分間にわたって、急速に攪拌した。次いで、モリブデン赤（７５ｇ；Ｋ
ＲＯＬＯＲ　ＫＯ－９０６－Ｄ；Ｄｏｍｉｎｉｏｎ　Ｃｏｌｏｕｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎにより販売された）を加え、その混合物を、７分間にわたって、急速に攪拌した。得
られた懸濁液をプラスチックボトルに注ぎ、そして３０００ｒｐｍで、３０分間遠心分離
した。その上澄み液をデカントし、そのシラン処理顔料をエタノールに再分散して、３５
００ｒｐｍで、３０分間遠心分離し、液体をデカントした。この顔料を、空気中にて１８
時間乾燥させ、次いで減圧下にて、７０℃で１時間乾燥させた。
【０１５９】
　次いで、そのように生成したシラン処理顔料を、以下のこと以外は、上記実施例１７で
記述した重合法を使用して、メタクリル酸２－エチルヘキシルで重合した：その反応混合
物を、６８℃で１８時間維持し、そして減圧下での乾燥を、７０℃で１２時間行った。使
用した反応混合物は、シラン処理顔料（５０ｇ）、メタクリル酸２－エチルヘキシル（５
０ｇ）、トルエン（６０ｇ）およびＡＩＢＮ（トルエン１０ｍｌに溶解した０．５ｇ）を
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含有していた。
【０１６０】
　　（実施例２６）
　本実施例は、クロムイエローから出発して、本発明のＲＧＰ法を説明する。使用した市
販の出発物質は、クロム酸鉛であり、これは、業者により、シリカでカプセル化されてい
る。
【０１６１】
　エタノール（１０００ｍｌ）および水（１５０ｍｌ）の混合物に、そのｐＨが９．９５
に達するまで、酢酸を加えた。メタクリル酸３－（トリメトキシシリル）プロピル（３５
ｍｌ）を加え、得られた溶液を、４分間にわたって、急速に攪拌した。次いで、クロムイ
エロー（７５ｇ；ＫＲＯＬＯＲ　ＫＹ－７８８－Ｄ；Ｄｏｍｉｎｉｏｎ　Ｃｏｌｏｕｒ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにより販売された）を加え、その混合物を、７分間にわたって急
速に攪拌した。得られた懸濁液をプラスチックボトルに注ぎ、そして３０００ｒｐｍで、
３０分間遠心分離した。その上澄み液をデカントし、得られた顔料を、空気中にて乾燥さ
せ、次いで減圧下にて、７０℃で２時間乾燥した。次いでこの顔料をエタノールに再分散
して、前と同じ様式で遠心分離し、そして空気中にて乾燥させ、次いで減圧下にて、７０
℃で１時間乾燥させた。
【０１６２】
　そのように生成したシラン処理顔料上に重合体を形成するために、濃縮器、窒素ブラン
ケット、攪拌棒および攪拌ビーズを備え付けた丸底フラスコに、このシラン処理顔料（５
０ｇ）を加えた。使い捨て容器中にて、このフラスコに、メタクリル酸２－エチルヘキシ
ル（５６ｍｌ）のトルエン（５８ｍｌ）溶液を加え、得られた混合物を、そこを通って窒
素を泡立たせつつ、２５分間攪拌した。次いで、この窒素を導入するのに使用した針を除
去し、その混合物を、６０℃までゆっくりと加熱し、その温度が５０℃に達すると、ＡＩ
ＢＮ（トルエン１０ｍｌ中で０．５ｇ）を加えた。得られた反応混合物を、窒素下にて、
１７時間にわたって、６０℃で維持し、次いで、室温まで冷却した。この反応混合物を、
２本の２５０ｍｌ遠心ボトルに注ぎ、追加アセトンを加えて、このボトルを満たした。次
いで、これらのボトルを、３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その上澄み液をデカ
ントした。これらのボトルにトルエンを満たし、そしてボトルの底に顔料が残らなくなる
まで、激しく攪拌し、次いで３０００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その上澄み液をデ
カントし、次いで生成した重合体被覆顔料を、減圧下にて、一晩乾燥させた。そのように
生成した重合体被覆顔料は、熱重量分析により、１０．８３％の重量損失を示した。
【０１６３】
　　（実施例２７）
　本実施例は、メタクリル酸２－エチルヘキシルの重合体を備えたカーボンブラックを生
成する本発明のＲＧＰ法を説明する。
【０１６４】
　カーボンブラック（１１５ｇ）を、電磁攪拌しつつ、水（３Ｌ）に分散し、次いで、塩
酸（３７重量％を３ｍＬ）および４－ビニルアニリン（２．５ｇ）を加えた。別に、亜硝
酸ナトリウム（１．４３ｇ）を、水（１０ｍｌ）に溶解した。次いで、この亜硝酸塩溶液
を、このカーボンブラック含有反応混合物にゆっくりと加え、得られた反応混合物を、６
５℃まで加熱し、そして３時間攪拌した。次いで、この反応混合物を冷却し、そして室温
で、一晩攪拌した。得られた生成物を遠心分離し、生成した固形物を水でリンスし、そし
て一晩乾燥させた。
【０１６５】
　窒素パージ装置、電磁攪拌棒および還流カラムを取り付けた反応フラスコに、この生成
物（５０ｇ）、トルエン（１００ｍｌ）、メタクリル酸２－エチルヘキシル（１００ｍｌ
）およびＡＩＢＮ（０．６５ｇ）を加えた。このフラスコを、攪拌しながら、２０分間に
わたって、窒素でパージし、次いで、油浴に浸け、連続攪拌しつつ、７０℃まで徐々に加
熱し、この温度で、７時間維持した。次いで、この反応混合物を冷却し、ＴＨＦで５００
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ｍｌの容量まで希釈し、そしてメタノール（３Ｌ）に注いだ。沈殿した固形物を集め、Ｔ
ＨＦ（１．５～２Ｌ）に再分散し、１０℃まで冷却し、そして３５００ｒｐｍで、１時間
遠心分離した。その液体をデカントし、このＴＨＦ洗浄工程を繰り返し、その生成物を、
減圧下にて、７０℃で乾燥させると、５３ｇの重合体被覆カーボンブラックが得られ、こ
れは、熱重量分析すると、１２．３％の重量損失を示した。
【０１６６】
　実施例２６および２７で生成した顔料を、実質的に、上記実施例７で記述したように、
共にカプセル化して、黄色／黒色カプセル化二重粒子電気泳動表示装置を製造した。
【０１６７】
　　（実施例２８）
　本実施例は、メタクリル酸ラウリル重合で被覆したチタニア顔料を生成する本発明のＲ
ＧＰ法を説明する。
【０１６８】
　　（Ａ部：シラン処理チタニアの調製）
　攪拌機およびｐＨメーターを備え付けた４Ｌガラス製反応器に、エタノール（９３０．
７ｇ）および脱イオン水（６９．３ｇ）を加え、得られた溶液を、１５０ｒｐｍで攪拌し
た。この反応器に、このｐＨメーターのプローブを挿入し、その混合物のｐＨを、ピペッ
トから氷酢酸を加えることにより、４．５に低下させた。次いで、このｐＨプローブを取
り除き、この反応器に、メタクリル酸３－（トリメトキシシリル）プロピル（１６０．０
ｇ）を加え、その反応混合物を、さらに５分間攪拌した。次いで、その混合速度を２５０
ｒｐｍまで上げ、この反応器に、チタニア（１０００ｇのｄｕ　Ｐｏｎｔ　Ｒ９６０）を
加え、その反応混合物を、さらに１０分間攪拌した。次いで、その混合速度を、２００ｒ
ｐｍに下げ、この反応器に、エタノール（１８２６．６ｇ）を加え、攪拌を１分間継続し
た。次いで、その反応混合物を６本の７５０ｍｌ遠心ボトルに排出し、そして３０００ｒ
ｐｍで、２０分間遠心分離した。その上澄み液を捨て、その固形物を、空気中にて、一晩
乾燥させ、次いで減圧下にて、７０℃で４時間乾燥させた。
【０１６９】
　　（Ｂ部：重合体被覆顔料の調製）
　水浴、窒素源、濃縮器、攪拌機および隔壁を備え付けた４Ｌガラス製反応器に、メタク
リル酸ラウリル（９６０ｇ）およびトルエン（１３８６ｇ）を加えた。その混合物を、２
００ｒｐｍで攪拌し、その水浴を、５０℃に設定して、この反応器を予備加熱した。シラ
ン処理チタニア（７５０ｇ；これは、上記Ａ部で調製した）を秤量し、いずれの大きい塊
も、手で粉砕した。次いで、その混合速度を３００ｒｐｍまで上げ、このシラン処理チタ
ニアを反応器に加え、これを、次いで窒素でパージした。別に、ＡＩＢＮ（５．６４ｇ）
をトルエン（１５０ｇ）に溶解し、得られた溶液を注射器ポンプに装填し、その出力針を
、この隔壁を通って、この反応器に押し付けた。一旦、その反応器の温度が５０℃で安定
化すると、このＡＩＢＮ溶液を、一定速度で、１時間にわたって、この反応混合物にポン
プ上げした。次いで、この反応混合物を、一晩攪拌しながら７０℃で保持し、次いで、６
本の７５０ｍｌ遠心ボトルに排出し、これらにトルエンを満たし、実質的に均一な分散体
が得られるまで、振盪した。次いで、これらのボトルを、３０００ｒｐｍで３０分間遠心
分離し、その上澄み液を捨て、そのトルエン分散工程、遠心工程およびデカンテーション
工程を繰り返した。最後に、これらのボトルを、空気中にて一晩乾燥させ、次いで、減圧
下にて７０℃で４時間乾燥させた。
【０１７０】
　　（実施例２９）
　本実施例は、実施例２７および２８で調製した重合体被覆顔料を使用するカプセル化二
重粒子表示装置の作製を説明する。
【０１７１】
　　（Ａ部：内相の調製）
　カプセル化の準備ができた内相１０００ｇを作製するために、チタニア１２０ｇおよび
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カーボンブラック９ｇを、別々に、それぞれ、実質的に、実施例２８および２７で記述し
たようにして、重合体被覆した。（さらに正確にするために、これらの２種の重合体被覆
顔料のバッチを調製し、この重合体被覆顔料に存在している純粋な顔料の割合は、熱重量
分析により、決定した。必要な１２０ｇまたは９ｇの純粋顔料を含有する重合体被覆顔料
の重量を決定し、これらの重量を、以下の手順で使用した）。この重合体被覆チタニアを
、それ自体の重量の３．０％のＳｏｌｓｐｅｒｓｅ　１７０００分散剤（これは、Ｉｓｏ
ｐａｒ　Ｇの１０重量％溶液の形状で、加えた）と混合し、そして１：１（ｗ／ｗ）のＩ
ｓｏｐａｒ／Ｈａｌｏｃａｒｂｏｎ混合物の３０重量％ストック溶液に構成した。この重
合体被覆カーボンブラックは、同様に、微小流動化装置を使用して、約５重量％のストッ
ク溶液に構成した。これらの得られた２種のストック溶液を、十分な追加１：１（ｗ／ｗ
）Ｉｓｏｐａｒ／Ｈａｌｏｃａｒｂｏｎ混合物と混ぜ合わせて、１０００ｇの混合物を製
造し、これをよく振盪し、そしてカプセル化プロセスで使用する前に、少なくとも２４時
間にわたって、ロールミルで保存した。（もし、その最終電気泳動媒体がポリイソブチレ
ンを含有するべきなら、この重合体は、この混合段階で加えられる。現在、ポリイソブチ
レンＡｌｄｒｉｃｈカタログ番号１８１４５－５（重量平均分子量約５００，０００、数
平均分子量約２００，０００、Ｔｇ－７６℃、Ｔｍ１．５℃）のＩｓｏｐａｒ／Ｈａｌｏ
ｃａｒｂｏｎ混合物１．４～１．５重量％を加えるのが好ましく、これは、５００ｐｐｍ
の２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノールで安定化される）。
【０１７２】
　　（Ｂ部：カプセル化）
　次いで、そのように調製した内相を、ウォータージャケット、オーバーヘッド攪拌機、
１Ｌ滴下漏斗およびｐＨメーターを備え付けた４Ｌ反応器を使用して、カプセル化した。
４０℃で、攪拌しつつ、ゼラチン（２２．５ｇ）を脱イオン水（１３１１．２ｇ）に溶解
し、その溶液の表面で泡が発生しないように、注意を払った。別に、アカシア（１６．７
ｇ）を脱イオン水（３２７．８ｇ）に溶解し、得られた溶液を４０℃まで加熱した。また
、別に、上記内相（５８０ｇ）を４０℃まで加熱し、次いで、約１５分間にわたって、こ
のゼラチン溶液に加えた；この添加中、このゼラチン溶液を攪拌し、これは、この添加漏
斗（その出口は、このゼラチン溶液の表面より下に配置した）を通って内相を導入するこ
とにより、行った。この内相の添加が完了した後、攪拌速度を上げ、その内相が約８０μ
ｍの平均直径を有する小滴に乳化するように、この攪拌を、４０℃で、３０分間継続した
。
【０１７３】
　次いで、このアカシア溶液を約１分間にわたって加え、発泡を避けるために、注意を払
った。この混合物のｐＨを、１０％酢酸水溶液を使用して、約４．９まで低下させ、同じ
温度で、さらに４０分間にわたって、激しい攪拌を継続した。この混合物の温度を、激し
い攪拌を継続しつつ、２時間にわたって、１０℃まで下げ、そしてグルタルアルデヒド（
８．３５ｇ）を加えた。この添加後、その混合物を、２５℃まで徐々に暖め、さらに１２
時間にわたって、激しく攪拌した。最後に、攪拌を停止し、その混合物を、１０～１５分
間にわたって、沈降（ｓｅｔｔｌｅ）させ、その間、その液体の上部で、約２５～５０ｍ
ｍの泡状混合物を分離した。
【０１７４】
　次いで、その液相を除去すると、この反応器には、泡状混合物が残り、この液相内のカ
プセルを、沈降および脱イオン水での再分散により、３回洗浄した。これらのカプセルを
大きさで分離すると、直径５０μｍと１２０μｍの間の分布が得られ、その平均直径は、
７０～８０μｍであった；このような分布は、６３μｍの篩いで９０秒間、次いで、３８
μｍの篩いで３０秒間、これらのカプセルを篩い分けすることにより達成でき、最終カプ
セルスラリーが得られる。
【０１７５】
　　（Ｃ部：電気泳動表示装置の製造）
　得られたカプセルスラリーを遠心分離し、次いで、１重量部の結合剤：９重量部のカプ
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セルの比で、水性ウレタン結合剤（ＮｅｏＲｅｚ　Ｒ－９３２０）と混合し、スロット被
覆添加剤として、０．３重量％のヒドロキシプロピルメチルセルロースを加えた。得られ
た混合物を、そのスロット被覆ヘッドに対して１ｍ／ｓｅｃで移動しつつ、１２５μｍ厚
のインジウム－酸化スズ被覆ポリエステルフィルムにスロット被覆した。被覆したフィル
ムを、１０分間にわたって、空気乾燥させ、次いで、５０℃で、１５分間オーブン乾燥さ
せ、基本的に単一層のカプセルを含む約５０μｍ厚の電気泳動媒体を製造した（前記国際
特許出願ＷＯ００／２０９２２を参照）。
【０１７６】
　そのように調製した電気泳動媒体の特性を調べるのに使用できる電気泳動表示装置を提
供するために、次いで、この被覆フィルムのカプセル化面を、１３ミル（３３０μｍ）の
間隙設定のドクターブレードを使用して、前記ＮｅｏＲｅｚ　Ｒ－９３２０結合剤（この
結合剤は、このカプセル被覆面を平面化するため、および積層接着剤としての両方に役立
つ）で上塗りし、上塗りしたフィルムを、５０℃で、２０分間乾燥させた。次いで、乾燥
したフィルムを、バックプレイン（これは、１５ｐｓｉｇの圧力で、厚膜銀および誘電イ
ンクで印刷したポリエステルスクリーンの３ｍｍ厚シートを含む）に熱積層した。（この
バックプレーンは、そのポリエステルシートに、第一層の銀インク（これは、外部制御回
路に接続するリード線を規定する）を印刷することにより調製した。次いで、銀インクの
第一層に、誘電インクの層を印刷したが、この誘電インクの層は、最終的にバイアスを形
成する小さいアパーチャ以外、連続していた。次いで、この誘電インクの上に、第二層の
銀インクを印刷した；この第二層の銀インクは、電極をなし、また、この誘電インク層の
アパーチャに流入し、それにより、バイアスを形成し、これは、これらの電極をリード線
に接続した。２００１年５月１５日に登録された米国特許第６，２３２，９５０号（その
全開示内容は、本明細書中で参考として援用されている）および前記公開国際出願ＷＯ９
９／１０７６８およびＷＯ００／２０９２２を参照）。
【０１７７】
　そのように調製した電気泳動表示装置は、優れた特性を示した。特に、それらのチタニ
ア粒子および黒色顔料粒子は、長時間放置した後でも、強固な凝集体を形成せず、この表
示装置の操作寿命は、チタニア顔料を使用する単一粒子表示装置よりも著しく優れている
。
【０１７８】
　　（実施例３０）
　本実施例は、同じ重合体被覆顔料を使用するが純粋な炭化水素懸濁流体を使用して、上
記実施例２９で製造したものと一般に類似したカプセル化二重粒子表示装置の作製を説明
する。
【０１７９】
　　（Ａ部：内相の調製）
　カプセル化の準備ができた内相１０６４ｇを作製するために、実質的に上記実施例２８
で記述したように調製した重合体被覆チタニア４０６．８ｇをＩｓｏｐａｒ溶媒２７１．
２ｇと混ぜ合わせることにより、第一前駆体６７８ｇを調製した。この分散体を一晩混合
し、次いで、約１～２時間、超音波処理した。別のジャーにて、実質的に上記実施例２７
で記述したように調製した重合体被覆カーボンブラック１６．７ｇを、Ｉｓｏｐａｒ溶媒
６７．０ｇと混ぜ合わせた；次いで、この分散体を、高剪断分散した。次いで、このチタ
ニアおよびカーボンブラック分散体を混ぜ合わせ、そしてＩｓｏｐａｒ溶媒１９４．９ｇ
、Ｉｓｏｐａｒ溶媒中、電荷剤（Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ　１７０００）の１０重量％溶液４
８．８ｇ、界面活性剤（Ｓｐａｎ　８５）５．２ｇ、およびＩｓｏｐａｒ溶媒に必要な量
の重合体で希釈した。得られた内相を、カプセル化前に、一晩、混合した。
【０１８０】
　　（Ｂ部：内相のカプセル化および表示装置の調製）
　そのように調製した内相をカプセル化するために、４Ｌ反応器にて、４０℃で、攪拌し
つつ、ゼラチン（６６．７ｇ）を脱イオン水（２６２２．２ｇ）に溶解し、その溶液の表
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面で泡が発生しないように、注意を払った。別に、アカシア（６６．７ｇ－Ｓｉｇｍａ－
Ａｌｄｒｉｃｈから入手できる）を脱イオン水（６５５．６ｇ）に溶解し、得られた溶液
を４０℃まで加熱した。また、別に、上記内相（１０６０ｇ）を４０℃まで加熱し、次い
で、約１５分間にわたって、このゼラチン溶液に加えた；この添加中、このゼラチン溶液
を攪拌し、これは、この添加漏斗（その出口は、このゼラチン溶液の表面より下に配置し
た）を通って内相を導入することにより行った。この内相の添加が完了した後、攪拌速度
を上げ、その内相が約４０μｍの平均直径を有する小滴に乳化するように、この攪拌を、
４０℃で、６０分間継続した。
【０１８１】
　次いで、このアカシア溶液を約１分間にわたって加え、発泡を避けるために、注意を払
った。この混合物のｐＨを、１０％酢酸水溶液を使用して、約４．９まで低下させ、同じ
温度で、さらに４０分間にわたって、激しい攪拌を継続した。この混合物の温度を、激し
い攪拌を継続しつつ、２時間にわたって、１０℃まで下げ、そしてグルタルアルデヒドの
５０重量％溶液１６．７ｇを加えた。この添加後、その混合物を、２５℃まで徐々に暖め
、さらに１２時間にわたって、激しく攪拌した。
【０１８２】
　次いで、その液相を除去し、この液相内のカプセルを、沈降および脱イオン水での再分
散により、１回洗浄した。これらのカプセルを大きさで分離すると、直径２０μｍと６０
μｍの間の分布が得られ、その平均直径は、４０μｍであった；このような分布は、３８
μｍの篩いで９０秒間、次いで、２５μｍの篩いで９０秒間、これらのカプセルを篩い分
けすることにより達成でき、最終カプセルスラリーが得られる。
【０１８３】
　得られたカプセルスラリーを、１重量％水酸化アンモニウム溶液で、ｐＨ８に調整する
。遠心分離によりカプセルを濃縮し、次いで、１重量部の結合剤：８重量部のカプセルの
比で、水性ウレタン結合剤と混合した。得られた混合物を、１２５μｍ厚インジウム－酸
化スズ被覆ポリエステルフィルム上にバー被覆して、被覆したフィルムを１時間空気乾燥
させた後、基本的に単一層のカプセルを含有する約２０μｍ厚の電気泳動媒体が製造され
るようにした。
【０１８４】
　ポリエチレンテレフタレート剥離シートに、スロット－ダイコーターを使用して、ポリ
ウレタン接着剤を被覆した。被覆した剥離シートを、６５℃で、オーブンに移し、そして
１０分間乾燥させた。被覆中にて、そのスロットを通る流速、および被覆ヘッド速度は、
乾燥したときに測定すると１５μｍ厚となる接着剤のフィルムが得られるように調整した
。次いで、被覆した剥離シートを、Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ｍａｇｎｕｍロールラミネーターを
使用して、このマイクロカプセル被覆ポリエステルフィルムに積層した；乾燥した剥離シ
ートを、このマイクロカプセル層の上部に置き、そして５０ＰＳＩ（０．４６ｍＰａ）で
、上部ロールを３００°Ｆ（１４９℃）にし、下部ロールを２７５°（１３５℃）にして
、０．７ｆｔ／分（３．５ｍｍ／秒）の線速度で、このラミネーターのニップで積層した
。次いで、得られた積層体を冷却し、そして冷却した積層体から適切な大きさの断片を切
断することにより、この剥離シートを除去することより、そして接着剤側を下にしてフィ
ルムを後部電極上に置くことにより、そして前と同じ条件を使用してラミネーターに通す
ことにより、単一画素表示装置を製造した。
【０１８５】
　　（実施例３１）
　本実施例は、顔料粒子をシリカ被覆する好ましい技術を説明する。
【０１８６】
　クロム酸銅（Ｓｈｅｐｈｅｒｄ　Ｂｌａｃｋ　１Ｇ、５０ｇ）を、その反応混合物を室
温まで冷却する点まで、上記実施例１で記述した同じ様式で、ケイ酸ナトリウムおよび硫
酸溶液で処理した。次いで、そのｐＨを約９．５～１０から約３に低下させるために、そ
の反応混合物に、追加硫酸（１Ｍの酸１８ｍＬ）を加えた。次いで、この反応混合物をプ
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ラスチックボトルに置き、そして３７００ｒｐｍで、１５分間遠心分離し、その上澄み液
をデカントした。このデカンテーションの直後に、各ボトルに、脱イオン水（５ｍＬ）お
よびエタノール（５０ｍＬ）を加え、次いで、激しく振盪した。次いで、これらのボトル
を、１時間超音波処理した。得られた分散体を顕微検査したところ、よく分散した一次顔
料粒子が明らかとなった。
【０１８７】
　そのように生成したシリカ被覆顔料の分散体を、図２の方法と類似のシラン化方法で、
さらに処理することなく使用した。この目的のために、エタノール３００ｍｌ、水３０ｍ
ｌおよびＮ－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］－Ｎ’－（４－ビニルベンジル）
エチレンジアミン塩酸塩の４０重量％メタノール溶液４０ｇの混合物を、７分間にわたっ
て、急速に攪拌し、そこに、この顔料分散体を加え、得られた混合物を、さらに５分間攪
拌した。その生成物の単離およびその重合体被覆顔料への変換は、上記実施例２および３
で記述した同じ様式で行い、非常に良好な結果が得られた。
【０１８８】
　Ｓｈｅｐｈｅｒｄ　４４４顔料（クロム酸銅／マンガン）を同じ様式で重合体被覆した
ところ、これもまた、良好な結果が得られることが分かった。
【０１８９】
　既に記述した本発明の好ましい実施態様において、本発明の精神および技術から逸脱す
ることなく、多数の変更および改良を行うことができる。例えば、本発明の電気泳動媒体
および表示装置は、２００２年５月７日に出願された出願第１０／０６３，６５５号およ
び同日に出願された対応する国際出願で記述されているように、磁性粒子を含有し得る。
従って、前述の記述は、限定する意味ではなく、例示として解釈される。
【０１９０】
　本発明の好ましい実施形態は、今ここで、添付の図面を参照して、例としてのみ、記述
する。
【０１９１】
　添付の図面は、厳密な縮尺ではなく、一般に、本発明の原理を説明するように配置され
ていることを強調しておく。
【図面の簡単な説明】
【０１９２】
【図１】図１Ａは、本発明の第一電気泳動表示装置を通る概略断面図であり、ここで、そ
の電気泳動媒体は、着色懸濁流体中にて、単一種の粒子を含有する。図１Ｂは、本発明の
第一電気泳動表示装置を通る概略断面図であり、ここで、その電気泳動媒体は、着色懸濁
流体中にて、単一種の粒子を含有する。
【図２】図２Ａは、一般に、本発明の第二電気泳動表示装置を通る図１Ａと類似の概略断
面図であり、ここで、その電気泳動媒体は、非着色懸濁流体中にて、２種の異なる粒子を
含有し、これらは、反対極性の電荷を有する。図２Ｂは、一般に、本発明の第二電気泳動
表示装置を通る図１Ｂと類似の概略断面図であり、ここで、その電気泳動媒体は、非着色
懸濁流体中にて、２種の異なる粒子を含有し、これらは、反対極性の電荷を有する。
【図３】図３Ａは、一般に、本発明の第三電気泳動表示装置を通る図２Ａと類似の概略断
面図であり、ここで、その電気泳動媒体は、非着色懸濁流体中にて、２種の異なる粒子を
含有し、これらは、同じ極性の電荷を有するが、電気泳動移動度が異なる。図３Ｂは、一
般に、本発明の第三電気泳動表示装置を通る図２Ｂと類似の概略断面図であり、ここで、
その電気泳動媒体は、非着色懸濁流体中にて、２種の異なる粒子を含有し、これらは、同
じ極性の電荷を有するが、電気泳動移動度が異なる。
【図４】図４Ａは、本発明の重合体分散電気泳動媒体およびその媒体を生成するために使
用される方法を図示している。図４Ｂは、本発明の重合体分散電気泳動媒体およびその媒
体を生成するために使用される方法を図示している。
【図５Ａ】図５Ａは、重合体被覆を顔料粒子に塗布するために本発明で使用される方法の
一部を要約している反応スキームである。
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【図５Ｂ】図５Ｂは、重合体被覆を顔料粒子に塗布するために本発明で使用される方法の
一部を要約している反応スキームである。
【図５Ｃ】図５Ｃは、重合体被覆を顔料粒子に塗布するために本発明で使用される方法の
一部を要約している反応スキームである。
【図６】図６は、本発明の方法の１つで生成されると考えられる重合体被覆の種類の概略
図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】 【図６】
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