
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、外部刺激に応じて可逆的に体積変化

する高分子ゲル粒子と、該高分子ゲル粒子の体積変化に用いられる液体と、該高分子
ゲル粒子を実質的に固定しうる固定化基材とから構成され

ことを特徴とする光学材料。
【請求項２】
　少なくとも、外部刺激に応じて可逆的に光散乱性が変化

する高分子ゲル粒子と、該高分子ゲル粒子を含む液体と、該高分子ゲル粒子を
実質的に固定しうる固定化基材とから構成され

ことを特徴とする光学材料。
【請求項３】
　前記固定化基材が、合成繊維、天然繊維、半合成繊維および無機繊維からなる群より選
択される繊維の集合体からなる繊維質基材であることを特徴とする、請求項１乃至２のい
ずれか１項に記載の光学材料。
【請求項４】
　前記高分子ゲル粒子が、液体の吸収・放出による膨潤・収縮により、その体積及び光散
乱性が変化することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に光学材料。
【請求項５】
　一対の基板間に、少なくとも外部刺激に応じて可逆的に体積変化
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し、且つ、飽和吸収濃度以上の顔料を
含有

、該顔料が高分子ゲル粒子の体
積変化に伴い拡散・凝集する

し、且つ、飽和吸収濃度以上の
顔料を含有

、該顔料が高分子ゲル粒子の体積変化に伴
い拡散・凝集する

し、且つ、飽和吸収濃



する高分子ゲル粒子と、該高分子ゲル粒子の体積変化に用いられる液
体と、該高分子ゲル粒子を実質的に固定しうる固定化基材とから構成され

光学材料を保持してなるセルと、
　該セルに外部刺激を付与する刺激付与手段と、
　を有することを特徴とする光学素子。
【請求項６】
　前記高分子ゲル粒子が、繊維質基材に実質的に固定されていることを特徴とする、請求
項 に記載の光学素子。
【請求項７】
　前記高分子ゲル粒子が、液体の吸収・放出による膨潤・収縮により、その体積及び光散
乱性が変化することを特徴とする請求項 に記載の光学素子。
【請求項８】
　前記固定化基材が、合成繊維、天然繊維、半合成繊維および無機繊維からなる群より選
択される繊維の集合体からなる繊維質基材であることを特徴とする、請求項 乃至 のい
ずれか１項に記載の光学素子。
【請求項９】
　前記高分子ゲル粒子の膨潤時の体積が、収縮時の体積の１０倍以上であることを特徴と
する請求項 乃至 のいずれか１項に記載の光学素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、外部刺激に応じて可逆的に光透過率、光散乱性および光の吸収量などを制御で
きる、光学材料およびそれを用いた光学素子に関する。詳しくは、光の透過量を制御する
調光材料やセンサー、画像を表示する表示素子、記録用途の発色材料などに利用可能な光
学材料およびそれを用いた光学素子に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ｐＨ変化、イオン強度変化、化学物質の吸脱着、溶媒組成変化、あるいは熱、光、
電気刺激などの付与によって可逆的に体積変化（膨潤・収縮）を起こす高分子ゲル材料（
刺激応答性高分子ゲル）を利用して、光の透過量や散乱性を制御することで調光・発色を
行なう光学材料に関する技術が知られている。これらの光学材料は、そのゲル材料に色素
を含まない場合には、光の透過量や散乱性を制御するのに用いられ、色素を含む場合には
、例えば、体積変化により発色消色する可逆性の発色材料等として用いられる。
例えば、色素を含まない光学材料としては、特開平４－１３４３２５号公報では、電気刺
激によって液体を吸脱する高分子ゲルの光散乱性の変化によって表示を行う素子が、特公
平７－９５１７２号公報では、含有される導電性高分子のイオンドープ・脱ドープによる
ｐＨ変化によって、高分子ゲルの光散乱性の変化によって表示を行う素子が、特開平５－
１８８３５４号公報では、電場の作用で液体を吸脱する高分子ゲルの膨潤・収縮により、
光を遮光・反射・散乱あるいは透過状態を制御して、白濁・透明の表示を行う素子が提案
されている。
【０００３】
一方、色素を含む発色状態を制御する材料としては、特開昭６１－１５１６２５号公報お
よび特開昭６２－９２７号公報などに、着色した高分子ゲルを用いてその膨潤時に光学濃
度が低下し、高分子ゲルの収縮時には着色することを用いた素子が提案されている。また
、特開平４－２７４４８０号公報では、染料を結合した高分子ゲルを用いて、その体積変
化によって光学濃度を変化させて表示を行う素子が提案されている。さらには、特開平９
－１６００８１号公報では、顔料微粒子または着色微粒子の表面に吸着させた高分子ゲル
の形状変化を利用して、高分子ゲルの膨潤時にほぼ白色表示とし、高分子ゲルの収縮時に
は顔料微粒子または着色微粒子の色を表示することによって高分子ゲルの体積変化によっ
て色相を変化させる素子が提案されている。

10

20

30

40

50

(2) JP 3887958 B2 2007.2.28

度以上の顔料を含有
、該顔料が高分

子ゲル粒子の体積変化に伴い拡散・凝集する

５

５又は６

５ ７

５ ８



【０００４】
しかしながら、従来の刺激応答性高分子ゲルを利用して、光の透過量や散乱性を制御する
ことで調光・発色およびそれらを用いた表示などを行う技術においては、様々な問題があ
った。
例えば、無色の高分子ゲルと着色液体とを組み合わせた場合、発色、消色の繰り返しによ
って着色液体が高分子ゲルに混入して高分子ゲルを汚染し経時的なコントラストの低下が
生じる、高分子ゲルの粒径が大きい場合、応答速度が遅いという問題がある。また、着色
高分子ゲルを用いた場合、ゲル中に含有される色素の量が制限され、十分なコントラスト
が得られないという問題がある。一方、コントラストを高くするために染料濃度を高くす
ると、高分子ゲルが変性してしまい応答特性が低下してしまう虞もある。
またこれらに加え、上記の従来技術に共通して、繰り返し安定性が悪いという問題があっ
た。特に、膨潤・収縮を繰り返すことにより高分子ゲルの凝集が起こるため、調光・発色
状態では膨潤したゲルの分布ムラ（濃度ムラ）が増加し、高分子ゲルの膨潤による応答速
度が低下するなど耐久性に問題がある。
【０００５】
本発明者らは、コントラストの優れた発色材料として、先に、特願平９－３４５５４１号
を出願して、新規な発色材料の提案を行った。この発色材料は、刺激の付与による液体の
吸脱により膨潤・収縮する高分子ゲル中に飽和吸収濃度以上の顔料を含有してなる組成物
および発色材料であり、飽和吸収濃度以上の顔料を含有している高分子ゲルが収縮時には
、顔料の局所的な凝集により光吸収効率が低下し組成物全体として光透過性となる。一方
、飽和吸収濃度以上の顔料を含有している高分子ゲルが膨潤時には、顔料が組成物全体に
拡散することで光吸収効率が向上し、該組成物は発色状態となる。
このように優れたコントラストと耐久性を有する発色材料においても、先に述べたゲル粒
子間の凝集の問題について、さらなる改良が望まれていた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はかかる従来技術の問題点に鑑みなされたものであって、本発明の目的は、可逆的
に膨潤・収縮を繰り返す刺激応答性高分子ゲル粒子を用いた光学材料において、経時的に
生じる膨潤ゲルの分布ムラによる光学材料の濃度ムラの増加および応答速度の低下を改善
しうる、新規な光学材料およびその光学材料を用いた耐久性に優れた光学素子を提供する
ことにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的は、以下の本発明により達成される。即ち本発明の光学材料は、少なくとも
、外部刺激に応じて可逆的に体積変化 する高分
子ゲル粒子と、該高分子ゲル粒子の体積変化に用いられる液体と、該高分子ゲル粒子を実
質的に固定しうる固定化基材とから構成され

ことを特徴とする光学材料である。
　また、別の態様では、外部刺激に応じて可逆的に光散乱性が変化

する高分子ゲル粒子が用いられる。
　本発明においては、固定化基材が、合成繊維、天然繊維、半合成繊維および無機繊維か
らなる群より選択される繊維の集合体からなる繊維質基材であることが好ましい態様で

　 明においては、前記したように、高分子ゲル粒子が分散されて実質的に固定化され
ていることで、該高分子ゲル粒子の凝集を防ぐことができ、その結果、繰り返し応答の際
に発生する濃度ムラや応答速度の低下を飛躍的に改善することができた。
【０００８】
　また、請求項 に記載の、本発明の光学素子は、一対の基板間に、少なくとも外部刺激
に応じて可逆的に体積変化 する高分子ゲル粒子
と、該高分子ゲル粒子の体積変化に用いられる液体と、該高分子ゲル粒子を実質的に固定
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しうる固定化基材とから構成され
光学材料を保持してなるセルと、該セルに外部刺激を付与する刺激付与手段と、を有

することを特徴とする。この光学素子においても、高分子ゲル粒子は、繊維質基材に実質
的に固定されていることが好ましい態様である。
　また、高分子ゲル粒子の膨潤時の体積が、収縮時の体積の１０倍以上であることがコン
トラストの観点から好ましい。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　本発明の発色材料の基本構成は、特願平９－３４５５４１号に示されている発色材料と
液体の組成物を適用することができ、ここにおける発色材料としてのゲル粒子を固定化す
る固定化基材を加えたものである。
【００１０】
本発明の光学材料の好ましい態様を図１に概略構成図として示した。本発明の発色材料は
、繊維の集合体からなる繊維質基材１０の上に刺激応答性高分子ゲル粒子１２が分散され
、実質的に固定化されている形態を有している。また、繊維質基材１０の空隙内には、図
示されないが高分子ゲル粒子１２の体積変化に用いられる液体が配置されている。
【００１１】
本発明の光学材料に使用可能な刺激応答性高分子ゲルとしては、ｐＨ変化、イオン濃度変
化、化学物質の吸脱着、溶媒組成変化、および光、熱、電界、磁界などのエネルギー付与
などの各種刺激によって液体を吸脱し、可逆的に体積変化あるいは光散乱性変化するもの
が好ましい。
【００１２】
具体的には、ｐＨ変化によって刺激応答するものとしては、電解質系高分子ゲルが好まし
く、ポリ（メタ）アクリル酸の架橋物やその金属塩、（メタ）アクリル酸と（メタ）アク
リルアミド、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル酸アルキルエス
テル等との共重合体の架橋物やその金属塩、ポリマレイン酸の架橋物やその金属塩、マレ
イン酸と（メタ）アクリルアミド、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、（メタ）ア
クリル酸アルキルエステルなどとの共重合体の架橋物やその金属塩、ポリビニルスルホン
酸の架橋物やビニルスルホン酸と（メタ）アクリルアミド、ヒドロキシエチル（メタ）ア
クリレート、（メタ）アクリル酸アルキルエステルなどとの共重合体の架橋物、ポリビニ
ルベンゼンスルホン酸の架橋物やその金属塩、ビニルベンゼンスルホン酸と（メタ）アク
リルアミド、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル酸アルキルエス
テルなどとの共重合体の架橋物やその金属塩、ポリアクリルアミドアルキルスルホン酸と
（メタ）アクリルアミド、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル酸
アルキルエステルなどとの共重合体の架橋物やその金属塩、ポリジメチルアミノプロピル
（メタ）アクリルアミドの架橋物やその塩酸塩、ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリ
ルアミドと（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリルアミド、ヒドロキシエチル（メタ）ア
クリレート、（メタ）アクリル酸アルキルエステルなどとの共重合体の架橋物やその金属
や塩酸塩、ポリジメチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミドとポリビニルアルコール
との複合体の架橋物やその塩酸塩、ポリビニルアルコールとポリ（メタ）アクリル酸との
複合体の架橋物やその金属塩、カルボキシアルキルセルロース金属塩の架橋物、ポリ（メ
タ）アクリロニトリルの架橋物の部分加水分解物やその金属塩などが挙げられる。なお、
本明細書においては、「アクリル」或いは「メタクリル」の何れをも意味する場合、「（
メタ）アクリル」と、「アクリレート」或いは「メタクリレート」の何れをも意味する場
合、「（メタ）アクリレート」と、それぞれ表記する。
【００１３】
電界による界面活性剤などの化学物質の吸脱着によって刺激応答するものとしては、強イ
オン性高分子ゲルが好ましく、ポリビニルスルホン酸の架橋物やビニルスルホン酸と（メ
タ）アクリルアミド、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル酸アル
キルエステルなどとの共重合体の架橋物、ポリビニルスルホン酸の架橋物やビニルスルホ
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ン酸と（メタ）アクリルアミド、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、（メタ）アク
リル酸アルキルエステルなどとの共重合体の架橋物、ポリアクリルアミドアルキルスルホ
ン酸の架橋物やアクリルアミドアルキルスルホン酸と（メタ）アクリルアミド、ヒドロキ
シエチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル酸アルキルエステルなどとの共重合体
の架橋物などが挙げられ、これらとｎ－ドデシルピリジニウムクロライドなどのアルキル
ピリジニウム塩、アルキルアンモニウム塩、フェニルアンモニウム塩、テトラフェニルホ
スホニウムクロライドなどのホスホニウム塩などのカチオン性界面活性剤とを組み合わせ
ることで使用される。
【００１４】
電気による酸化・還元によって刺激応答するものとしては、カチオン性高分子ゲルと電子
受容性化合物とのＣＴ錯体（電荷移動錯体）が好ましく、ジメチルアミノプロピルアクリ
ルアミドなどのアミノ置換体（メタ）アクリルアミドの架橋物、ジメチルアミノエチルア
クリレート、ジエチルアミノエチルアクリレートやジメチルアミノプロピルアクリレート
などの（メタ）アクリル酸アミノ置換アルキルエステルの架橋物、ポリスチレンの架橋物
、ポリビニルピリジンの架橋物、ポリビニルカルバゾールの架橋物、ポリジメチルアミノ
スチレンの架橋物などが挙げられ、ベンゾキノン、７，７，８，８，－テトラシアノキノ
ジメタン（ＴＣＮＱ）、過塩素酸テトラブチルアンモニウム、テトラシアノエチレン、ク
ロラニル、トリニトロベンゼン、無水マレイン酸やヨウ素などの電子受容性化合物とを組
み合わせることで使用される。
【００１５】
熱の付与によって刺激応答するものとしては、ＬＣＳＴ（下限臨界溶液温度）をもつ高分
子の架橋物が好ましく、ポリＮ－イソプロピルアクリルアミドなどのポリアルキル置換（
メタ）アクリルアミドの架橋物やアルキル置換（メタ）アクリルアミドと（メタ）アクリ
ル酸やその金属塩、（メタ）アクリルアミド、（メタ）アクリル酸アルキルエステル等と
の共重合体の架橋物、ポリビニルメチルエーテルの架橋物、メチルセルロース、エチルセ
ルロース、ヒドロキシプロピルセルロースなどのアルキル置換セルロース誘導体の架橋物
などが挙げられる。
【００１６】
光の付与によって刺激応答するものとしては、トリアリールメタン誘導体やスピロベンゾ
ピラン誘導体などの光によってイオン解離する官能基を有する親水性高分子化合物の架橋
物が好ましく、ビニル置換トリアリールメタンロイコ誘導体とアクリルアミドとの共重合
体の化合物などが挙げられる。
【００１７】
刺激応答性高分子ゲルの体積変化は大きいことが好ましく、膨潤時および収縮時の体積比
が１０以上、好ましくは２０以上のものである。この体積比が１０未満であると、高分子
ゲルの膨潤・収縮の差が小さくなり、光学素子などとしてのコントラストが不十分となる
。
本発明の光学材料の利用形態には特に制限はなく粒子状、ブロック状、フィルム状、不定
形状、繊維状などの種々のものが使用可能である。なかでも特に、粒子状の形態は発色性
、応答性が高いことや応用範囲が広いなどの特徴から特に好ましい。粒子状における形態
にも特に制限はないが、球体、楕円体、多面体、多孔質体、繊維状、星状、針状、中空状
などのものが適用できる。また、粒子の場合の好ましい大きさは平均粒径で０．０１μｍ
～５ｍｍの範囲、より好ましくは０．０１μｍ～１ｍｍの範囲である。
またこれらの粒子は、高分子ゲルを物理的粉砕方法によって粉砕する方法や、架橋前の高
分子を化学的粉砕方法によって粒子化した後に架橋してゲルとする方法、あるいは乳化重
合法、懸濁重合法、分散重合法などの粒子化重合法などの一般的な方法によって製造する
ことができる。
また、光学材料の刺激応答による体積変化特性をより高速にするために、高分子ゲルの従
来技術と同様に材料を多孔質化して液体の出入りを向上させることも好ましい。一般に膨
潤した顔料を含有する高分子ゲルを凍結乾燥する方法で多孔質化することができる。
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【００１８】
　 本発明に係る高分子ゲル粒子 顔料を ものを用い
る場合、これに吸収可能な液体の存在下において、前記したような刺激を与えることで不
均一構造を形成し、光散乱性を変化させることができ、いわゆる調光材料として用いるこ
とができる。また、 本発明に係る高分子ゲル粒子 、これに吸収可能な液体
の存在下において、前記したような刺激を与えることで体積を種々変化させ、発色材料や
調光材料として用いることができる。
　例えば、熱応答性高分子ゲルを用いる場合は、光、熱などの放射熱の付与によって、電
気応答性高分子ゲルの場合は電極反応によるｐＨ変化や電界によるイオン吸着や静電作用
によって、光応答性高分子ゲルの場合は光の付与による内部構造変化によって液体を吸収
、放出させることで、体積を大きく変化させ不均一構造を形成することができる。
【００１９】
本発明の光学材料に利用可能な液体としては、前記した高分子ゲルが吸収可能な液体すな
わち、ゲルを構成するポリマー（架橋していない）を溶解可能な液体（ゲルに対して親和
性がよい液体）が好ましい。例えば、水、電解質水溶液、アルコール、ケトン、ジメチル
ホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホオキシド、アセトニトリル、プロ
ピレンカーボネートなどやそれらの混合物が使用できる。なお、高分子ゲルと液体との好
ましい組み合わせがあり、例えば、イオン性の高分子ゲルの場合には、液体としては、水
、アルコールまたは、水とアルコールとの混合物や水系電解質が好ましく、また、高分子
ゲルがカチオン性高分子ゲルと電子受容性化合物とのＣＴ錯体（電荷移動錯体）はゲルが
水不溶性であり、この場合には、液体としては、非水系の有機溶媒が好ましい。また、液
体には高分子ゲルに吸脱する界面活性剤、溶液のｐＨ変化を促進するためのビオロゲン誘
導体、酸、アルカリ、塩、および分散安定剤、酸化防止剤や紫外線などの安定剤などを添
加しても構わない。
なお、高分子ゲル粒子と液体との好ましい混合比の範囲は、重量比で１：２０００～１：
１（高分子ゲル粒子：液体）である。
【００２０】
また、本発明に用いる高分子ゲル粒子の固定化基材は、高分子ゲル粒子を実質的に固定化
することにより、液体内における高分子ゲル粒子の自由な移動をある程度抑制し、膨潤し
て体積が膨張した粒子同士が接触した場合にも、収縮時にその接触に起因する粒子同士の
吸着、凝集を効果的に防止する目的で用いられる。本発明における固定化基材は、高分子
ゲル粒子を実質的に固定化しうるものであれば特に制限はなく、光学材料の使用目的、刺
激応答性ゲル粒子に付与する刺激付与手段との適合性、用いられる高分子ゲル粒子などに
より適宜、選択しうるが、ゲル粒子を機械的に固定化するという観点からは、粒子を保持
しやすい凹凸や空隙を表面に有するものが好ましく用いられ、化学的吸着、接着剤による
固定化などの手段を用いた場合には、表面性状は特に制限はなく、シート状、フィルム状
のものであってもよい。
本発明において、「実質的に固定する」とは、高分子ゲル粒子の少なくとも一部分が固定
化基材と接触又は接着して、併用される液体中を自由に移動できない状態になっているこ
とを指し、例えば、繊維間の三次元空隙や樹脂に形成された空隙にゲル粒子が入り込んだ
状態（この場合、厳密には接着などのように基材自体に強固に固定されてはいない）、基
材の一部が溶融してゲル粒子の一部を融着した状態、ゲル粒子が分子間力等で基材に固定
された状態、接着剤などのバインダーでゲル粒子の一部が基材に接着されている状態等を
すべて包含する。
固定化基材としては、繊維の集合体を基本とする繊維質基材、合成樹脂シート、合成樹脂
多孔質体、透明導電層を有する透明フィルム基材、シート状金属薄板等が挙げられる。
【００２１】
なかでも、製造、入手の容易性やコストの観点から、空隙を有する多数の繊維の集合体で
ある繊維質基材が好ましい態様として挙げられる。繊維質基材の形態としては、単なる繊
維の集合体の他、繊維を撚ってなる糸を編成した編み物状、ネット状、或いは製織してな
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る織物状基材でもよく、繊維同士が一部融着したり、互いに絡み合ったりしてなる不織布
状基材、ウエブ状基材、シート状基材などの構造体も本発明の繊維質基材に包含される。
【００２２】
繊維質基材を構成する繊維は、発色或いは調色効果上、無色であることが好ましいが、目
的によっては、有色の繊維も使用しうる。また、高分子ゲルが顔料を含有する発色材料の
場合、繊維質基材の光散乱性が高い方がより好ましく、具体的には、多孔質性繊維、不均
一繊維、フィラー添加繊維などを挙げることができる。また、基材に　使用する繊維径は
１μｍ～１ｍｍ、好ましくは１０μｍ～０．５ｍｍ程度、基材の厚みは約０．１～１０ｍ
ｍ、好ましくは０．１～５ｍｍ程度、目付け量は約２～２００ｇ／ｍ 2  、好ましくは２～
１００ｇ／ｍ  2程度が適当である。
【００２３】
繊維質基材を構成する繊維としては、例えば、合成繊維としてナイロン系繊維、アクリル
系繊維、ポリエステル系繊維、ポリプロピレン系繊維、ポリ塩化ビニル系繊維、ポリアミ
ド系繊維、ポリウレタン系繊維など、天然繊維として木材パルプ、綿、羊毛など、半合成
繊維としてビスコースレーヨン、アセテート、キュプラなど、無機繊維としてカーボン繊
維、チタン繊維、ガラス繊維などを適用することができる。これらの中でも、本発明には
特に合成繊維および半合成繊維が特に好ましい。
【００２４】
本発明に用いる粒子の基材上への固定化は、機械的固定化、接着などの物理的固定化、化
学結合などの化学的固定化などが適用できる。なお、化学結合は、イオン結合、水素結合
、共有結合など各種考えられるが、その中でも安定性の面から共有結合が最も好ましい。
機械的固定化は、主に基材の繊維の網目などの空間に保持することによるものである。こ
の場合、繊維質基材は単なる繊維の集合体ではなく、織物状、不織布状、ウエブ状、シー
ト状などの網目の空間が安定した構造体となっていることが好ましい。なお、この場合の
構造体は、高分子ゲル粒子の保持効果を高めるために、直径１～５０μｍ程度の比較的細
い繊維を、目付け量１０ｇ／ｍ 2  以上の比較的高密度で構成した方がよい。
【００２５】
物理的固定化としては、接着剤等のバインダーにより固定化する方法、基材を構成する材
料の一部が熱或いは溶媒などにより溶融或いは溶解してそこに粒子が接触し、その後、硬
化されて固定化する方法などが挙げられる。
この物理的固定化に使用する接着剤としては、有機溶剤揮散型接着剤（クロロプレンゴム
系、ウレタン系など）、熱硬化反応型接着剤（エポキシ系、レゾール系など）、湿気硬化
反応型接着剤（２－シアノアクリル酸エステル系、シリコーン系など）、紫外線硬化反応
型接着剤（アクリル系オリゴマーなど）、縮合反応型接着剤（ユリア樹脂系）、付加反応
型接着剤（エポキシ系、イソシアネート系など）、熱溶融型接着剤などが挙げられる。本
発明においては、この中でも特に熱溶融型接着剤が好適であり、例えば、ポリオレフィン
樹脂（ポリエチレン、ポリプロピレンなど）、ポリオレフィン誘導体（マレイン酸変性ポ
リエチレン、塩素化ポリエチレン、マレイン酸変性ポリプロピレン、エチレン－アクリル
酸共重合体、エチレン－無水マレイン酸共重合体、プロピレン－アクリル酸共重合体、プ
ロピレン－無水マレイン酸共重合体、イソブチレン－無水マレイン酸共重合体、マレイン
化ポリブタジエン、エチレン－酢酸ビニル共重合体およびそのマレイン化物など）、ポリ
エステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカプロラクトン系樹脂、ポリスチレン樹脂、お
よびその誘導体（ポリスチレン、スルホン化ポリスチレン、スチレン－無水マレイン酸共
重合体など）、熱可塑性ポリウレタン樹脂、高分子量ポリエチレングリコール、酢酸ビニ
ル樹脂、ワックス類（パラフィンワックス、ミツロウ、牛脂など）、長鎖脂肪酸エステル
樹脂およびこれら２種以上の混合物などが挙げられる。
【００２６】
本発明において、使用する接着剤樹脂の割合は、通常高分子ゲル粒子１００重量部に対し
て接着剤樹脂の量が０．１～５０重量部、好ましくは１～３０重量部程度で十分ある。接
着剤樹脂の量が５０重量部を超えると繊維質基材への固着性は向上するものの、高分子ゲ
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ル粒子の接着剤樹脂との接触割合が高くなり、膨潤・収縮挙動を阻害する可能性が高くな
る。一方、０．１重量部未満では、繊維への固着が不十分となる。
接着剤を用いた高分子ゲル粒子の固定化は、例えば、高分子ゲル粒子と粒子状の接着剤樹
脂の混合物を繊維質基材に散布した後、加熱、紫外線照射等接着樹脂の特性に応じたエネ
ルギー付与処理を施して接着する方法が適用できる。この時、混合に使用する装置は特に
限定されず、通常の粉体混合装置でよく、例えば、コニカルブレンダー、ナウターミキサ
ー、Ｖ型ブレンダー、タービュライザー、スクリュー式ラインブレンダーなどが挙げられ
る。
その他、接着剤樹脂を溶媒に溶かした接着剤溶液を調製し、繊維質基材に該接着剤溶液を
塗布した後、高分子ゲル粒子を散布して加熱処理を施しても構わない。この時使用される
溶媒は、接着剤樹脂が可溶なものであれば特に限定されないが、溶媒の沸点は比較的低い
方がよく、１５０℃以下、好ましくは１００℃以下が適当であり、例えば、アセトンなど
のケトン類、エタノール、メタノールなどのアルコール類、酢酸エチルなどのカルボン酸
エステル類、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類、塩化メチレンなどのハロゲン
化炭化水素類、ジエチルエーテルなどのエーテル類、ヘキサン、シクロヘキサンなどの炭
化水素類およびこれらの混合物などが挙げられる。また、接着剤溶液の繊維質基材への適
用方法は、塗布、噴霧、浸漬などが挙げられる。
また、架橋型の接着剤の場合には、接着剤溶液の繊維質基材へ適用した後、架橋を開始さ
せるためのエネルギー或いは、架橋開始剤を供給する方法等が挙げられる。
固定化基材自体が、例えば、熱可塑性樹脂、熱可塑性繊維等により構成されている場合、
基材上に高分子ゲル粒子を散布した後、加熱して固定化基材自体を溶融させ、ゲル粒子を
融着する方法なども適用することができる。
接着或いは融着のための加熱処理手段は特に限定されないが、熱風加熱機、赤外線加熱機
、高周波加熱機等の非接触型加熱機およびヒートローラなどの接触式加熱機などが適用で
き、加熱温度は、接着剤の溶融温度の従いおよそ５０℃～２００℃の間で適宜設定される
。
【００２７】
また、本発明における高分子ゲル粒子の化学的固定化における化学結合は、イオン結合、
水素結合、共有結合など各種考えられるが、その中でも安定性の面から共有結合が最も好
ましく、各種固定化剤を用いた反応により行う。固定化基材表面への高分子ゲル粒子およ
び固定化剤の付与は、塗布、散布、含浸などの方法により行うことができる。塗布および
含浸の場合、固定化剤と相溶性のある各種溶媒あるいはそれらの混合物中に、高分子ゲル
粒子および固定化剤を分散混合した溶液を使用する。溶媒は固定化剤に応じて選択され、
アセトンなどのケトン類、エタノール、メタノールなどのアルコール類、酢酸エチルなど
のカルボン酸エステル類、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類、塩化メチレンな
どのハロゲン化炭化水素類、ジエチルエーテルなどのエーテル類、ヘキサン、シクロヘキ
サンなどの炭化水素類および、これらの混合物などが適用できる。高分子ゲル粒子および
固定化剤を繊維質基材表面に付与した後は、固定化剤に固有の反応温度に加熱して化学結
合を形成し、高分子ゲル粒子を繊維質基材表面に固定化するなどの方法が適用できる。ま
た、繊維質基材表面を固定化剤で処理した後、形成された反応基に高分子ゲル粒子を固定
化するという段階的な反応なども適用できる。
なお、本発明に用いる高分子ゲル固定化剤は、重合性不飽和基、反応性官能基などを２個
以上有する化合物を挙げることができる。上記重合性不飽和基を２個以上有する化合物と
しては、エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチロールプロパン、グリセ
リンポリオキシエチレングリコール、ポリオキシプロピレングリコール、ポリグリセリン
などのポリオール類のジまたはトリ（メタ）アクリル酸エステル類、前記ポリオール類と
マレイン酸、フマル酸などの不飽和酸類とを反応させて得られる不飽和ポリエステル類、
Ｎ，Ｎ’－メチレンビス（メタ）アクリルアミドなどのビス（メタ）アクリルアミド類、
トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートなどのポリイソシアネート
と（メタ）アクリル酸ヒドロキシエチルとを反応させて得られるジ（メタ）アクリル酸カ
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ルバミン酸エステル類、アリル化澱粉、アリル化セルロース、ジアリルフタレート、その
他のテトラアリロキシエタン、ペンタンエリスリトールトリアリルエーテル、トリメチロ
ールプロパントリアリルエーテル、ジエチレングリコールジアリルエーテル、トリアリル
トリメチルエーテルなどの多価アリル系を挙げることができる。これらの中でも本発明に
は、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アク
リレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコール
ジ（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ’－メチレンビス（メタ）アクリルアミドなどが好まし
く使用される。
【００２８】
また、反応性官能基を２個以上有する化合物としては、ジグリシジルエーテル化合物、ハ
ロエポキシ化合物、ジおよびトリイソシアネート化合物などを挙げることができる。ジグ
リシジルエーテル化合物の具体例としては、エチレングリコールジグリシジルエーテル、
ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエー
テル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、グリセリンジグリシジルエーテ
ル、ポリグリセリンジグリシジルエーテルなどを挙げることができる。その他、ハロエポ
キシ化合物の具体　例としては、エピクロロヒドリン、エピブロモヒドリン、β－メチル
エピクロロヒドリンなどを挙げることができる。また、ジイソシアネート化合物の具体例
としては、２，４－トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートなどを
挙げることができる。これこの中でも本発明には、特にエチレングリコールジグリシジル
エーテル、ヘキサメチレンジイソシアネートなどが好ましく使用される。
【００２９】
　上記の様な高分子ゲル固定化剤の使用量は、通常、高分子ゲルの乾燥重量に対して、０
．００１～１０重量％、好ましくは０．００１～５重量％である。これは、固定化剤の使
用量が０．００１重量％以下であると十分に高分子ゲル粒子を固定化できない一方、１０
重量％以上であると高分子ゲル粒子の固定化が強すぎて体積変化を阻害するためである。
　また、本発明における固定化基材上に固定化される高分子ゲルの割合は、膨張時に基材
表面のほぼ全体を覆い隠す量であることが好ましい。これは、高分子ゲルの膨張率に依存
して適宜定められ、例えば比重１．２の高分子ゲル粒子の膨張時の粒子径が１０μｍの場
合は、繊維　質基材の表面積に対して、乾燥状態の高分子ゲル粒子を８ｇ／ｍ 2  程度に相
当する。ただし、実際には繊維質基材上に固定化される高分子ゲルの割 子ゲル
が含有する顔料の量および吸光度に依存しており、膨潤・収縮時に十分な光学濃度変化が
得られる割合であれば、この割合に限定されるものではない。
【００３０】
　なお、本発明 顔料には特に制約はなく、無機系顔料、有機系顔料などが使
用可能である。顔料の好適な具体例としては、酸化チタン等の金属酸化物、ブロンズ粉、
カーボンブラックやアントラキノン系、アゾ系、フタロシアニン系、キナクリドン系、ペ
リレン系、インジゴ系などの各種顔料などが挙げられ、特に光吸収係数が高ものが望まし
い。また、顔料の好ましい粒径は、一次粒子の平均粒径で０．００１μｍ～１μｍである
。また、特に好ましい粒径は０．０１μｍ～０．５μｍのものである。これは、粒径が０
．０１μｍ以下では高分子ゲルからの流出が起こり易く、また、０．５μｍ以上では発色
濃度が低下する恐れが生じるためである。
　また、これらの顔料において、分子内にカルボキシル基やスルホン酸基などの酸基、水
酸基、アミノ基、チオール基、ハロゲン、ニトロ基、カルボニル基など極性基をもち、高
分子ゲル内において顔料濃度が高い場合に凝集体を形成し易い特性のものも好ましく使用
される。
【００３１】
　本発明では、高分子ゲル中に含有され 、高分子ゲルから流出しないことが好ま
しい。顔料の流出を防止するためには、使用する高分子ゲルの網目よりも大きな粒径の顔
料を用いること、あるいは高分子ゲルとの電気的、イオン的、その他物理的な相互作用が
高い顔料を用いること、表面を化学修飾した顔料としては例えば、表面に高分子ゲルとの
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化学結合する基を導入したものや、高分子材料をグラフトした顔料などが挙げられる。
　高分子ゲル中に 量は、乾燥時において少なくとも飽和吸収濃度以上の濃
度が必要である。ここで、飽和吸収濃度以上とは、一般的な高い吸収係数を有する顔料を
用いる場合において高分子ゲルが収縮した、すなわち外部刺激により殆ど液体を吸収して
いない状態の高分子ゲル（あるいは乾燥状態の高分子ゲル）中における、各々の顔料粒子
同士の平均間隔が、λ／２（但し、λは光の波長）以下となるように含有されている状態
である。
【００３２】
高分子ゲルにおいてこのような間隔で顔料粒子が含有されている状態を形成すると、波長
λの光が顔料粒子間に侵入できなくなるため、顔料粒子の光吸収の効率が変化する。この
ような顔料粒子が集合的な状態になる状態を飽和吸収濃度以上の顔料を含む状態と呼ぶ。
したがって、可視光の波長に対して、飽和吸収濃度以上になるためには、可視光波長λは
４００ｎｍ～８００ｎｍの範囲であるので、乾燥状態の高分子ゲル中で、顔料粒子と高分
子ゲルとの比重が同一であり、かつ、顔料粒子の平均径が０．１μｍ以下である場合には
、飽和吸収濃度となるためには、顔料の好ましい濃度としては、顔料が乾燥状態の高分子
ゲル中に約５重量％以上含有されることが一つの目安となる。
しかしながら、これは一つの目安であって、顔料の粒径や吸光係数によって種々変化すも
のである。
【００３３】
このような飽和吸収濃度以上の状態を実現するためには、顔料の吸光係数にも依存するが
、発色材料に含有させる顔料濃度は一般に５重量％～９５重量％の範囲が好ましく、より
好ましくは１０重量％～９５重量％の範囲である。顔料の濃度が５重量％以下であると、
飽和吸収濃度以上とはならず発色材料の体積変化による色濃度変化が現れなくなり、さら
に十分なコントラストを得るためには発色層の厚みが厚くなるなどの問題が生じ、一方、
顔料の濃度が９５重量％以上の場合、高分子ゲルの膨潤・収縮の応答性が悪くなり、発色
材料の刺激応答性や体積変化量が低下してしまう恐れがある。
【００３４】
また、本発明の発色材料において、発色材料の膨潤状態での光吸収効率が発色材料の収縮
状態での光吸収効率に比べて高くなるように高分子ゲル中に顔料が含まれていてもよい。
したがって、この場合には、高分子ゲルが液体を吸収して膨潤したときと、高分子ゲルが
液体を脱離して収縮したときのそれぞれ光吸収効率の差によって高分子ゲル中に含有され
る顔料の量が選定される。
高分子ゲル中に顔料を含有させる発色材料は、架橋前の高分子に顔料を均一に分散、混合
した後に架橋する方法や重合時に高分子前駆体モノマ組成物に顔料を添加して重合する方
法によって製造することができる。重合時において顔料を添加する場合には、前記したよ
うに重合性基をもつ顔料を使用し、化学結合することも好ましい。
また、顔料は光学材料中に極力均一に分散されていることが好ましい。特に、高分子への
分散に際して、機械的混練法、攪拌法やあるいは分散剤などを利用して均一に分散させる
ことが望ましい。
次に、本発明の光学素子について説明する。本発明の光学素子には、前記光学材料を利用
することが可能である。その場合は二枚の基板間に本発明の光学材料を挟持し、封入した
構成が好ましい。この構成の素子においては、光や熱、電場などの刺激を付与することで
光学材料を応答させて光学的な変調を行うことができる。
この場合の刺激は、自然界の刺激でも人為的な刺激でも構わない。光、熱などの自然界の
刺激の場合は、この素子構成のままで調光ガラスなどの調光素子やセンサーに使用可能で
ある。一方、人為的な刺激の場合は、素子の内部および外部からの刺激の付与としては、
レーザ光や放射熱を付与する外部手段を用いることが可能である。
【００３５】
　本発明の光学材料は、固定化基材に実質的に固定されている高分子ゲル粒子が体積変化
することによって、高分子ゲル粒子が膨潤・収縮することや、内部に含まれる顔料が拡散
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・凝集することで光の透過・散乱および発色状態を変化させることを基本原理としている
。前記高分子ゲル材料は、液体の存在下で、ｐＨ変化、イオン濃度変化、化学物質の吸脱
着、溶媒組成変化、光、熱、電気的エネルギーの付与などの外部刺激によって液体を吸放
出し体積変化（膨潤・収縮）する性質を
【００３６】
　 分子ゲル粒子中に含まれる顔料は、該高分子ゲル粒子の膨潤時には拡散状態
をとり、収縮時は凝集状態をとる。このような顔料の拡散・凝集によって、該材料に含ま
れる顔料である顔料の各状態における光吸収効率が変化し、色濃度を変化させることがで
きる。即ち、高分子ゲル粒子が膨張し顔料が拡散状態になると、個々の顔料粒子の光吸収
能力が十分に発揮され、高分子ゲル粒子全体が発色した状態を示す。一方、高分子ゲル粒
子が収縮し顔料が凝集状態になると、内部の顔料粒子が光吸収に寄与しなくなり、高分子
ゲル粒子全体としての光吸収効率が低下するものである。図 には本発明の発色材料の発
色・消色状態を表す概念図を示した。高分子ゲル粒子４２は膨張状態（図 （Ｂ））にお
いて繊維質基材４０のほぼ全面を覆い隠すことおよび、膨張状態において視覚的に光学濃
度が飽和する量の顔料を含有していることで高濃度の発色状態を形成する。一方、収縮状
態（図 （Ａ）ａ）では、高分子ゲル粒子４２の体積が数十分の１になるために、粒子個
々の光学濃度は飽和していて視覚的に殆ど変化が認められないのに対して、背景部を含め
た単位面積当たりの光学濃度は、高分子ゲル粒子４２の表面積の減少により低下する。こ
れに加えて、背景部の繊維質基材４０表面の光の散乱により、白色度が増すために実質的
に高いコントラストを得ることができる。
【００３７】
したがって本発明の光学材料は、刺激応答性高分子ゲル粒子の体積変化を利用しているの
で、調光・発色状態が安定しており、視野角依存性がなく、高いコントラスト、高い応答
速度を達成することができる。また、該高分子ゲル粒子が分散されて実質的に固定化され
ていることで、該高分子ゲル粒子の凝集を防ぐことができ、その結果、繰り返し応答の際
に発生する濃度ムラや応答速度の低下を飛躍的に改善することができる。
またこれら以外に、繊維質基材への固定化は、高分子ゲル粒子を積層保持する場合にも粒
子同士の接触を防止することができ、高分子ゲル粒子が立体的に配置された調光・発色材
料において、その刺激応答性を低下させることなく、かつ光散乱性や発色性を向上するこ
とができる。
【００３８】
　次に、本発明の光学素子について説明する。本発明の光学素子は、一対の基板間に、前
記した本発明の光学材料を保持してなるセルと、該セルに外部刺激を付与する刺激付与手
段と、を有することを特徴としている。
　本発明の光学素子の好ましい態様を図 に概略断面図として示す。図 の光学素子は、
先に説明した刺激応答性高分子ゲル粒子１０と、液体と固定化基材１２からなる光学材料
２０を一対の刺激付与手段２２を設けた基板２４間をスペーサ２６を介して挟持した構成
からなる。
【００３９】
基板２４としては、ポリエステル、ポリイミド、ポリ（メタ）アクリル酸メチル、ポリス
チレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、ポリ塩化ビニルなどのフィルムや板
状基板、ガラス基板、金属、セラミックスなどが使用可能である。
【００４０】
一方、刺激付与手段２２としては、電気的刺激や発熱手段および光付与手段などが好まし
い。電気的手段の場合は、金属膜からなる電極、導電性高分子からなる電極、高分子と金
属粒子からなる電極などが好ましい。発熱手段としては、前記電極とＮｉ－Ｃｒ化合物な
どに代表される金属、金属酸化物やカーボンなどの発熱抵抗体を組み合わせた物が好まし
い。
電気的手段を設けた場合には、前記のｐＨ変化により応答する高分子ゲル、界面活性剤な
どの化学物質の吸脱着により応答する高分子ゲル、酸化・還元によって応答する高分子ゲ
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ルが組成物として好ましく使用される。また、発熱手段を設けた場合には、前記の熱応答
性高分子ゲルが好ましく使用される。さらに、外部から光を照射する構成の場合は、前記
の光応答性高分子ゲルが好ましく使用される。
【００４１】
光学素子を構成する場合の本発明の調光・発色材料２０の層の厚みの好ましい範囲は、１
μｍ～５００μｍ、より好ましくは２μｍ～２００μｍの範囲である。これは、１μｍよ
りも小さいと、発色濃度や光散乱性が低くなり所望のコントラストを得ることができず、
５００μｍ以上では応答特性が低下する恐れがあるためである。
また、色変化を伴う光学素子では、単一色の発色材料を用いても複数色の発色材料を用い
て構成しても構わない。複数色の発色材料を用いる場合は、光学素子の平面上に着色高分
子ゲルと顔料との組み合わせが異なる、複数の異なる色を発色するセグメントを設けるこ
とでフルカラーの発色や表示を行うことも可能である。
【００４２】
本発明の光学素子は、光の透過量を調製する調光素子やフィルタ、さらには画像を表示す
る表示素子などに利用することが可能である。また、溶媒や化学物質の添加などにより応
答する高分子ゲルの場合には、例えば、この高分子ゲルを所定の溶媒や化学物質を検知す
るための部位に設置し、溶媒を含む液体が高分子ゲルに接触したときに濃度変化を検知す
る方法などが考えられる。
【００４３】
そして、光学素子への応用に際しては、素子を構成する基板上に固定化基材を介して間接
的に保持することができ、製造プロセス上の容易さ、耐久性の向上、応答性の向上などの
利点も併せ持っている。
【００４４】
なお、高分子ゲルの刺激応答性についてはすでに公知であり、「機能性高分子ゲル製造と
応用（入江正浩編集・シーエムシー）」や、「機能性高分子ゲルと最新の応用動向（東レ
リサーチセンター）」などを始めとする多くの著書に記載されている。
高分子ゲルを利用した従来技術において応答速度が遅いという問題は、主に分散した高分
子ゲル粒子同士の凝集に原因がある。これは、高分子ゲル粒子の体積変化は、外部刺激に
応じた液体の吸収・放出により起こっているため、高分子ゲル粒子同士が凝集することに
より、粒子の周囲の液体に接触する表面積が減少し、単位時間当たりの周囲からの液体の
吸収量が減少することに起因している。また、凝集した粒子内部では周囲の粒子による遮
蔽効果により、体積変化を起こすための外部刺激の付与も効率が低下する。したがって本
発明においては、高分子ゲル粒子を繊維質基材上に分散して実質的に固定化することによ
り、これらの応答速度の低下要因を排除し、応答速度の向上を達成している。
【００４５】
　また、一度膨潤した際に高分子ゲル粒子同士が接触することで、収縮時に凝集が起こる
ことは、収縮時の黒点の発生（図 （Ａ））および、再膨潤時の濃度ムラ（図 （Ｂ））
を誘発する。したがって、本発明の光学材料のように高分子ゲル粒子を繊維質基材上に分
散して実質的に固定化することで、上記の濃度ムラに関わる課題も解決することができた
。
　その他、本発明の光学材料は、高分子ゲル粒子を構成している高分子網目の広がり（膨
張）が液体の侵入により保持されるため、可逆的挙動（液体の放出による収縮）を起こす
ための外部刺激が無い限りその状態が維持されるという原理的特徴により、調光・発色状
態が安定しているという特徴も有している。
【００４６】
また、本発明の光学材料を表示材料として用いる場合、液晶表示の原理的な問題である視
野角依存性などは、全く問題とはならない。また、繊維質基材上に固定化されている高分
子ゲル粒子が、膨張時には基材を殆ど覆い隠すことで高濃度に発色する一方、収縮時には
基材の繊維を露出することで消色することができるという、本発明の構造上の特徴から、
液晶など利用した反射型表示方法におけるコントラストの低さの問題も解決されている。
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また、繊維質基材が光散乱性の場合には、背景部に光散乱が生じてより一層白色度の高い
状態を形成することができる。
【００４７】
【実施例】
　以下に、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
に限定されるものでは
【００５１】
（実施例３）
高分子ゲルの前駆体としてカルボキシメチルセルロースのナトリウム塩（第一工業製薬社
製：ＢＳ－Ｈ）１０．０重量部と、水酸化ナトリウム１．２重量部と、ゲル着色用の顔料
としてカーボンブラック（昭和キャボット社製：ショウブラックＮ７６２）１０．０重量
部を、１００重量部の純水中に入れ、十分に攪拌し均一な溶液とした。次にこの溶液に、
架橋剤としてエピクロロヒドリン１．４重量部を混合し、６０℃で６時間加熱することで
着色された高分子ゲルを作製した。作製した着色高分子ゲルの塊を、容易にろ過できる（
およそ０．１ｃｍ 3  ）程度のブロック状に粗粉砕したのち大量の純水で洗浄した。洗浄後
、純粋で十分に膨潤させた状態としたゲルブロックを、ホモジナイザー（日本精機社製Ａ
Ｍ－６）により７０００ｒｐｍで３０分間攪拌粉砕した。その後、得られた膨潤状態の高
分子ゲル粒子２００重量部に対して、十分に攪拌混合しながら８００重量部のアセトンを
少しずつ加えて高分子ゲル粒子を収縮析出させた。その後、吸引ろ過により高分子ゲル粒
子を回収して乾燥した。得られた粒子は、平均粒径が約１０μｍで最大粒径が約２０μｍ
であった。また、吸水量は約２５０ｇ／ｇであった。
得られた粒子は、ｐＨ変化、イオン濃度変化、溶媒組成変化などにより、可逆的に膨張・
収縮を繰り返すことができ、その粒子径は約７倍に変化することが確認できた。
【００５２】
次に、得られた高分子ゲル粒子を繊維質基材上に固定化するために、固定化剤としてヘキ
サメチレンジイソシアネートの５％トルエン溶液を調製した。この固定化剤溶液を、直径
４０μｍ程度の繊維で構成された繊維質基材である、厚さ０．２ｍｍ、目付け量１００ｇ
／ｍ 2  のナイロン繊維製不織布上に均一に塗布した。次に、乾燥高分子ゲル粒子を面積率
３０％程度の割合で繊維質基材上に均一散布した後、６０℃で２４時間加熱処理すること
で高分子ゲル粒子を固定化し、発色材料（着色高分子ゲル粒子固定化繊維）を得た。
得られたは発色材料は、純水中では高分子ゲルが膨潤状態にあり、視野角にほとんど依存
することのない光学濃度（λ＝６００ｎｍで測定　）１．２を安定して示した。次に、該
発色材料の表面に０．１ｍｏｌ／ｌの塩化ナトリウム水溶液を塗布したところ、高分子ゲ
ル粒子が瞬時（０．１ｓ以内）に収縮し光学濃度が０．２に低下し、イオン濃度変化によ
る光学濃度の大きな変化が素早く起こることを確認した。また、純水中に浸し表面の塩化
ナトリウム水溶液を洗い流したところ、再びゲルが膨張しておよそ１．２の光学濃度が得
られ、発消色変化が可逆的に起こることを確認した。
【００５３】
（実施例４）
顔料を含有した高分子ゲルの粒子を以下に示すように逆相懸濁重合によって製造した。
主モノマーとしてアクリル酸２０．０重量部をビーカーにとり、冷却して攪拌しつつ２５
ｗｔ％の水酸化ナトリウム水溶液３３重量部を滴下して約７４％の中和を行った後、過硫
酸アンモニウム０．１重量部を２重量部の純水に溶解した溶液と、ゲル着色用の顔料とし
てフタロシアニン系青色顔料１０．０重量部と、架橋剤であるメチレンビスアクリルアミ
ド０．１ｇ重量部を加え、十分に攪拌し均一な溶液を調製した。得られた溶液を、ビーカ
ー中でシクロヘキサン１００重量部に分散安定剤であるソルビトール系界面活性剤（第一
工業製薬製：ソルゲン５０）１．０重量部を溶解して窒素置換した溶液に添加し、回転式
攪拌羽根を用いて１００００回転で１０分間高速攪拌して乳化させた。
次に、反応系の温度を２５℃に調節し、溶液を攪拌しながらＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ
メチルエチレンジアミンの５０％シクロヘキサン溶液を添加し、重合を行なった。重合後
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、生成した着色高分子ゲル粒子を回収し、水酸化ナトリウム水溶液で中和反応を行なった
後に、純水で繰り返し洗浄を行ない乾燥させた。得られた粒子の乾燥時の平均粒径は約４
μｍであった。また、この着色粒子の純水吸水量は約２００ｇ／ｇであった。
【００５４】
次に、得られた高分子ゲル粒子を繊維質基材上に固定化するために、固定化剤としてエチ
レングリコールジグリシジルエーテルの５％アセトン溶液を調製した。この固定化剤溶液
を、直径４０μｍ程度の繊維で構成された繊維質基材である、厚さ０．２ｍｍ、目付け量
１００ｇ／ｍ 2  のセルロース繊維製不織布上に均一に塗布した。次に、乾燥高分子ゲル粒
子を面積率３０％程度の割合で繊維質基材上に均一散布した後、６０℃で２４時間加熱処
理することで高分子ゲル粒子を固定化し、発色材料（着色高分子ゲル粒子固定化繊維）を
得た。
このようにして作製された発色材料は、純水中では高分子ゲルが膨潤状態にあり、視野角
にほとんど依存することのない光学濃度（λ＝６００ｎｍで測定）１．０を安定して示し
た。次に、発色材料の表面に水－アセトン混合溶液（体積比１：４）を塗布したところ、
高分子ゲル粒子が瞬時（０．１ｓ以内）に収縮し光学濃度が０．２に低下し、溶媒組成変
化による光学濃度の大きな変化が素早く起こることを確認した。また、純水中に浸し表面
の水－アセトン混合溶液を洗い流したところ、再びゲルが膨張しておよそ１．０の光学濃
度が得られ、発色・消色変化が可逆的に起こることを確認した。
【００５５】
　（実施例５）
　実施例３と全く同様な方法で発色材料（着色高分子ゲル粒子固定化繊維）を作製した。
　得られた発色材料は、ｐＨ７の純水中で高分子ゲルが膨潤状態にあり、視野角にほとん
ど依存することのない光学濃度（λ＝６００ｎｍで測定）１．２を示した。一方、発色材
料の表面にｐＨ３の塩酸水溶液を塗布したところ、高分子ゲル粒子が瞬時（０．１ｓ以内
）に収縮し光学濃度が０．２に低下した。その後、塩酸水溶液を中和できる量の水酸化ナ
トリウム水溶液を適用して、およそｐＨ７に戻したところ、再びゲルが膨張しておよそ１
．２の光学濃度が得られ、発消色変化が可逆的に起こることを確認した。
　次に、このようなｐＨ変化による膨潤・収縮を繰り返し行い、繰り返しによる膨潤時の
面積率の変化を測定した。
　図 （Ａ）には、作製した発色材料について、繰り返し体積変化（膨潤・収縮）させた
時の、時間ｔ 0  における面積率の測定結果を示した。観測領域は１ｃｍ四方とし、時間ｔ

0  は作製後初回の飽和膨潤（面積率１００％）時間とした。図 ａに示したように、高分
子ゲル粒子が基材に固定化されている本発明の発色材料は、膨潤・収縮を繰り返しても、
時間ｔ 0  後の面積率は殆ど変わらず安定した発色状態が得られた。また、収縮時の高分子
ゲル粒子の凝集も殆ど発生しないので、消色状態も均一で大きな黒点などが目立たないこ
とを確認した。
【００５６】
　（比較例１）
　実施例３と同様な方法で着色高分子ゲル粒子を作製した後、シート状のナイロン製基材
上に該着色高分子ゲル粒子を固定化しない状態の発色材料を作製した。　実施例５と同様
に、ｐＨ変化による膨潤・収縮を繰り返し行い、繰り返しによる膨潤時の面積率の変化を
測定した。図 （Ｂ）には、作製した発色材料について、繰り返し体積変化（膨潤・収縮
）させた時の、時間ｔ 0  における面積率の測定結果を示した。観測領域は１ｃｍ四方とし
、時間ｔ 0  は作製後初回の飽和膨潤（面積率１００％：図 （Ｂ））時間とした。図 （
Ｂ）に示したように、高分子ゲル粒子が基材に固定化されていない本比較例１の試料は、
膨潤・収縮を繰り返すと、時間ｔ 0  後の面積率が１００％に達せず（図 （Ｂ））かつ、
繰り返し回数の増加に伴い時間ｔ 0  後の面積率が低下している事が分かる。これは、膨潤
時に高分子ゲル粒子同士が接触した後、収縮する際に凝集するため、再度膨潤するときに
膨潤速度が低下することが原因であると考えられる。また、収縮状態は、初期の均一分散
状態と比較して、凝集体が多く存在し、大きな黒点として目立つ（図 （Ａ））ようにな
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る。
【００５７】
　（実施例６）
　実施例４と全く同様な方法で発色材料（着色高分子ゲル粒子固定化繊維）を作製した。
　得られた発色材料は、ｐＨ７の純水中で高分子ゲルが膨潤状態にあり、視野角にほとん
ど依存することのない光学濃度（λ＝６００ｎｍで測定）１．２を示した。一方、発色材
料の表面にｐＨ３の塩酸水溶液を塗布したところ、高分子ゲル粒子が瞬時（０．１ｓ以内
）に収縮し光学濃度が０．２に低下した。その後、塩酸水溶液を中和できる量の水酸化ナ
トリウム水溶液を適用して、およそｐＨ７に戻したところ、再びゲルが膨張しておよそ１
．２の光学濃度が得られ、発消色変化が可逆的に起こることを確認した。
　次に、このようなｐＨ変化による膨潤・収縮を繰り返し行い、繰り返しによる膨潤時の
面積率の変化を測定した。図 （Ａ）には、作製した発色材料について、繰り返し体積変
化（膨潤・収縮）させた時の、面積率１００％に達する時間を測定した。観測領　域は１
ｃｍ四方とし、測定時間は作製後初回の飽和膨潤（面積率１０　０％）時間（ｔ 0  ）を分
母とした割合に換算して示した。図 （Ａ）に示したように、高分子ゲル粒子が基材に固
定化されている本発明の発色材料は、膨潤・収縮を繰り返しても飽和膨潤時間は殆ど変わ
らず安定した応答速度が得られた。
【００５８】
　（比較例２）
　実施例４と同様な方法で着色高分子ゲル粒子を作製した後、シート状のセルロース製基
材上に該着色高分子ゲル粒子を固定化しない状態の発色材料を作製した。
　実施例６と同様に、ｐＨ変化による膨潤・収縮を繰り返し行い、繰り返しによる膨潤時
の面積率の変化を測定した。図 （Ｂ）には、作製した発色材料について、繰り返し体積
変化（膨潤・収縮）させた時の、面積率１００％に達する時間を測定した。観測領　域は
１ｃｍ四方とし、測定時間は作製後初回の飽和膨潤（面積率１００％）時間（ｔ 0  ）を分
母とした割合に換算して示した。図 （Ｂ）に示したように、粒子が固定化されていない
試料は、膨潤・収縮を繰り返すと飽和膨潤時間が増大しており、応答速度が遅くなってい
ることがわかる。これは、膨潤時に高分子ゲル粒子同士が接触したのち収縮する際に凝集
するため、再度膨潤するときに膨潤速度が低下することが原因であると考えられる。
【００５９】
（実施例７）
顔料を含有した高分子ゲルの粒子を以下に示すように逆相懸濁重合によって製造した。
主モノマーとしてアクリル酸２０．０重量部をビーカーにとり、冷却して攪拌しつつ２５
ｗｔ％の水酸化ナトリウム水溶液３３重量部を滴下して約７４％の中和を行った後、過硫
酸アンモニウム０．１重量部を２重量部の純水に溶解した溶液と、ゲル着色用の顔料とし
てカーボンブラック（昭和キャボット社製：ショウブラックＮ７６２）１０．０重量部と
、架橋剤であるメチレンビスアクリルアミド０．１ｇ重量部を加え、十分に攪拌し均一な
溶液を調製した。得られた溶液を、ビーカー中でシクロヘキサン１００重量部に分散安定
剤であるソルビトール系界面活性剤（第一工業製薬製：ソルゲン５０）１．０重量部を溶
解して窒素置換した溶液に添加し、回転式攪拌羽根を用いて１００００回転で１０分間高
速攪拌して乳化させた。
次に、反応系の温度を２５℃に調節し、溶液を攪拌しながらＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ
メチルエチレンジアミンの５０％シクロヘキサン溶液を添加し、重合を行なった。重合後
、生成した着色高分子ゲル粒子を回収し、水酸化ナトリウム水溶液で中和反応を行なった
後に、純水で繰り返し洗浄を行ない乾燥させた。得られた粒子の乾燥時の平均粒径は約４
μｍであった。また、この着色粒子の純水吸水量は約２００ｇ／ｇであった。
【００６０】
次に、得られた高分子ゲル粒子を繊維質基材上に固定化するために、固定化剤としてエチ
レングリコールジグリシジルエーテルの５％アセトン溶液を調製した。この固定化剤溶液
を、直径３０μｍ程度の繊維で構成された繊維質基材である、厚さ０．２ｍｍ、目付け量
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５０ｇ／ｍ 2  のビニロン繊維製不織布上に均一に塗布した。次に、乾燥高分子ゲル粒子を
面積率３０％程度の割合で繊維質基材上に均一散布した後、６０℃で２４時間加熱処理す
ることで高分子ゲル粒子を固定化し、発色材料（着色高分子ゲル粒子固定化繊維）を得た
。
次に、 2 枚のＩＴＯ（インジウム－スズ酸化物）電極付きガラス板を厚さ２００μｍのス
ペーサーで間隔を設けて重ねたセル間にこの試料を挟持し、セル内部には０．００１ｍｏ
ｌ／ｌの塩化ナトリウム水溶液を充填し、表示材料に適用可能な光学素子を作製した。こ
の状態では、セル内部の発色材料は高分子ゲル粒子が膨潤しているために黒色であり、光
学濃度はおよそ１．６であった。
次に、高分子ゲル粒子が固定化されている繊維質基材面に近接する側を陰極として、両Ｉ
ＴＯ電極間に５Ｖの直流電圧を印加すると、瞬時に高分子ゲル粒子が収縮し消色した。こ
の時、光学濃度はおよそ０．４であった。その後、消色反応とは逆極性の電圧を印加する
と、再び黒色に変化し発色・消色反応が可逆的に起こることを確認した。また、この可逆
的な濃度変化は、５０回以上安定して繰り返すことができた。
【００６１】
【発明の効果】
このように本発明の光学材料は、前記の如き構成を有しているため、高分子ゲル粒子が膨
潤・収縮を繰り返すことによる調光・発色状態の膨潤したゲルの分布ムラ（濃度ムラ）の
増加及び応答速度の低下を防止しうるという優れた効果を奏する。
また、本発明の光学素子によれば、前記光学材料を用いているため、視野角依存性がなく
、素子を構成する基板上に固定化基材を介して間接的に高分子ゲル粒子を保持することが
できるため、濃度ムラや応答性の低下が少なく、耐久性に優れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の光学材料の構成を示す概念図で
【図 】　 明の光学材料を発色材料として用いたときの発色・消色状態を示す概念図
である。
【図 】　本発明の光学素子の構成の一態様を示す概略断面図である。
【図 】　（Ａ）は粒子非固定試料の再膨潤時における形態を、（Ｂ）は収縮時における
形態を示す概略図である。
【図 】　（Ａ）は粒子固定試料の、（Ｂ）は粒子非固定試料の、膨潤・収縮繰り返し回
数に応じた膨潤時の面積率変化を示すグラフである。
【図 】　（Ａ）は粒子固定試料の、（Ｂ）は粒子非固定試料の、膨潤・収縮繰り返し回
数に応じた飽和膨潤時間変化を示すグラフである。
【符号の説明】
１０　　繊維質基材（固定化基材 )
１２  高分子ゲル粒子
２０  調光・発色材料
２２  刺激付与手段
２４  基板
２６  スペー

 繊維質基材
４２  着色高分子ゲル粒子
４４  光
５０  基材
５２  着色高分子ゲル粒子の凝集体
５４  凝集状態で膨潤した着色高分子ゲル粒子集合体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(18) JP 3887958 B2 2007.2.28



フロントページの続き

(72)発明者  植松　高志
            神奈川県南足柄市竹松１６００番地　富士ゼロックス株式会社内
(72)発明者  明石　量磁郎
            神奈川県南足柄市竹松１６００番地　富士ゼロックス株式会社内

    審査官  右田　昌士

(56)参考文献  特開昭６１－１４９９２６（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６１－１５１６２５（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６２－０００９２５（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６２－０００９２７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－１７０１３８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－２７４４８０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１７５１６５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－１６００８１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－１０７５３４（ＪＰ，Ａ）
              特許第３５４３６４１（ＪＰ，Ｂ２）
              特開平０７－０４７２６５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－０２６０２７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G02F  1/17
              G02F  1/19

(19) JP 3887958 B2 2007.2.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

