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(57)【要約】
　プレポリマー／液晶組成物を開示しており、液晶構成
成分、光重合開始剤、及びポリマー前駆体構成成分を包
含する。ポリマー前駆体構成成分としては、少なくとも
、シランモノマー、反応性（メタ）アクリルオキシモノ
マー又はオリゴマー、及びエステル、ウレタン、あるい
は１つ以上の反応性（メタ）アクリレート基を有する（
メタ）アクリレート系ポリマー又はオリゴマーが挙げら
れる。双安定性電気光学デバイスの形成方法もまた開示
している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶構成成分と、
　光重合開始剤と、
　ポリマー前駆体構成成分と、を含み、前記ポリマー前駆体構成成分が、
　（ｉ）構造（Ｉ）の第１モノマー４０～９５重量％、
　Ｒ１

ｍＲ２
ｐＳｉ（Ｘ）４－ｍ－ｐ　（Ｉ）

　（式中、
　Ｒ１は、アクリルオキシ、メタクリルオキシ、又は（メタ）アクリルオキシアルキルで
あり、
　Ｒ２は、水素、（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、（Ｃ６～Ｃ１２）アリール、又は（Ｃ７～
Ｃ１７）アリールアルキルから独立して選択され、
　Ｘは、加水分解可能又は加水分解不可能な基であり、
　ｍは、１～３の整数であり、（ｍ＋ｐ）は、１～３の整数である。）と、
　（ｉｉ）構造（ＩＩ）の１つ以上の第２モノマー０．０５～６５重量％、
　Ｒ３

ｎ－Ｒ４　（ＩＩ）
　（式中、
　Ｒ３は、アクリルオキシ又はメタクリルオキシから独立して選択され、
　Ｒ４は、Ｓ、Ｏ、Ｓｉ、又はＮから独立して選択される１つ以上のヘテロ原子置換基を
所望により含有する（Ｃ１～Ｃ２０）アルキル又は（Ｃ７～Ｃ１７）アリールアルキルで
あり、
　ｎは、１～４の整数である。）と、
　（ｉｉｉ）エステル、ウレタン、又は１つ以上の反応性（メタ）アクリレート基を有す
る（メタ）アクリレート系ポリマー若しくはオリゴマー０．０５～５５重量％と、を含む
、組成物。
【請求項２】
　前記ポリマー前駆体が更に、構造（ＩＩＩ）の第３モノマー、
【化１】

　（式中、
　Ｒ５は、水素又は－ＣＨ３であり
　Ｒ６は、（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、（Ｃ６～Ｃ１２）アリール、又は（Ｃ７～Ｃ１７

）アリールアルキルである。）を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記組成物が、液晶構成成分を６０～９５重量％含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記組成物が、光開始剤を０．１～５重量％含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　Ｘが加水分解可能な基である、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　Ｘがアルコキシ基である、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　構造（Ｉ）の前記第１モノマーが、
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【化２】

　又は
　これらの混合物であり、式中、Ｒ７が、水素又は－ＣＨ３である、請求項１に記載の組
成物。
【請求項８】
　前記第２モノマーが、トリメチロプロパントリアクリレート、ヘキサンジオールジメタ
クリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、ブタンジオールジメタクリレート、エチ
レングリコールジアクリレート、又はエチレングリコールジメタクリレートである、請求
項１に記載の組成物。
【請求項９】
　前記（メタ）アクリレート系ポリマー又はオリゴマーが、ペンダントメタクリレート基
を有するポリブチルメタクリレートである、請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　液晶構成成分６０～９５重量％と、
　前記ポリマー前駆体と関連する光重合開始剤０．１～５重量％と、
　ポリマー前駆体構成成分５～４０重量％と、を含み、前記ポリマー前駆体構成成分が、
　（ｉ）構造（Ｉ）の前記第１モノマー６０～８５重量％と、
　（ｉｉ）構造（ＩＩ）の１つ以上の前記第２モノマー５～３０重量％と、
　（ｉｉｉ）エステル、ウレタン、又は１つ以上の反応性（メタ）アクリレート基を有す
る（メタ）アクリレート系ポリマー若しくはオリゴマー５～３０重量％と、を含む、請求
項１に記載の組成物。
【請求項１１】
　液晶構成成分７０～９５重量％と、
　前記ポリマー前駆体と関連する光重合開始剤０．１～５重量％と、
　ポリマー前駆体構成成分５～３０重量％と、を含み、前記ポリマー前駆体構成成分が、
　（ｉ）構造（Ｉ）の前記第１モノマー４０～９５重量％、
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【化３】

　（式中、Ｒ７は、水素又は－ＣＨ３である。）と、
　（ｉｉ）ヘキサンジオールジメタクリレート０．０５～６５重量％と、
　（ｉｉｉ）ペンダントメタクリレート基を有するポリブチルメタクリレート５～５５重
量％と、を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項１２】
　液晶構成成分７０～９５重量％と、
　前記ポリマー前駆体と関連する光重合開始剤０．１～５重量％と、
　ポリマー前駆体構成成分５～３０重量％と、を含み、前記ポリマー前駆体構成成分が、
　（ｉ）構造（Ｉ）の前記第１モノマー６０～８５重量％、
【化４】

　（式中、Ｒ７は、水素又は－ＣＨ３である。）と、
　（ｉｉ）ヘキサンジオールジメタクリレート５～３０重量％と、
　（ｉｉｉ）ペンダントメタクリレート基を有するポリブチルメタクリレート５～３０重
量％と、を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項１３】
　構造（ＩＩ）の１つ以上の前記第２モノマーが、構造（ＩＩａ～ＩＩｄ）のモノマー、

【化５】

　（式中、
　Ｙは、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキルであり、
　ｎは、独立して０～１０の整数、
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　Ｚは、－Ｃ２Ｈ４－又は－Ｃ３Ｈ６－であり、
　Ｒ８は、－Ｈ又は－ＣＨ３であり、及び
　Ｒ９は、－Ｈ又は－ＯＨである。）のうちの１つ以上から独立して選択される、請求項
１に記載の組成物。
【請求項１４】
　双安定性電気光学デバイスの形成方法であって、前記方法が、
　第１導電性内表面を有する第１基材を供給する工程と、
　第２導電性内表面を有する第２基材を供給する工程であって、前記第１基材又は前記第
２基材のうち少なくとも一方が、可視光線を透過することと、
　前記第１導電性内表面上に組成物を付着する工程であって、前記組成物が、
　（ａ）液晶構成成分と、
　（ｂ）光重合開始剤と、
　（ｃ）ポリマー前駆体構成成分と、を含み、前記ポリマー前駆体構成成分が、
　　（ｉ）構造（Ｉ）の第１モノマー４０～９５重量％、
　　Ｒ１

ｍＲ２
ｐＳｉ（Ｘ）４－ｍ－ｐ　（Ｉ）

　　（式中、
　　Ｒ１は、アクリルオキシ、メタクリルオキシ、又は（メタ）アクリルオキシアルキル
であり、
　　Ｒ２は、水素、（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、（Ｃ６～Ｃ１２）アリール、又は（Ｃ７

～Ｃ１７）アリールアルキルから独立して選択され、
　　Ｘは、加水分解可能又は加水分解不可能な基であり、
　　ｍは、１～３の整数であり、（ｍ＋ｐ）は、１～３の整数である。）と、
　　（ｉｉ）構造（ＩＩ）の１つ以上の第２モノマー０．０５～５５重量％、
　　Ｒ３

ｎ－Ｒ４

　　（式中、
　　Ｒ３は、アクリルオキシ又はメタクリルオキシから独立して選択され、
　　Ｒ４は、（Ｃ１～Ｃ２０）アルキルであり、
　　ｎは、１～４の整数である。）と、
　　（ｉｉｉ）エステル、ウレタン、又は１つ以上の反応性（メタ）アクリレート基を有
する（メタ）アクリレート系ポリマー若しくはオリゴマー５～６５重量％と、を含むこと
と、
　前記組成物上に前記第２導電性表面を配置する工程と、
　前記組成物を硬化して、硬化組成物を形成する工程と、を含む、方法。
【請求項１５】
　前記硬化工程が、前記組成物を硬化して、１～１５マイクロメートルの範囲の厚さを有
する硬化組成物を形成することを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記硬化工程が、前記組成物を０．１～１０ｍＷ／ｃｍ２の範囲で放射線硬化すること
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記硬化工程が、前記組成物を０．２～３ｍＷ／ｃｍ２の範囲で放射線硬化することを
含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１基材を供給する前記工程が、第１可撓性の透明ポリマー基材を供給する工程を
含むか又は、前記第２基材を供給する前記工程が、第２可撓性の透明ポリマー基材を供給
することを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記方法が、ロール・ツー・ロール装置で実施される、請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記硬化工程が、前記組成物を硬化して、分散型液晶相とポリ（メタ）アクリレート連
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続相とを有する硬化組成物を形成することを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１基材を供給する前記工程が、パターン化された電極である第１導電性内表面を
有する第１基材を供給することを含むか、又は第２基材を供給する前記工程が、パターン
化された電極である第２導電性内表面を有する第２基材を供給することを含む、請求項１
４に記載の方法。
【請求項２２】
　前記配置工程が、コレステリック液晶材料を含む前記組成物を配置することを含む、請
求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
　前記配置工程が、ネマチック液晶材料を含む前記組成物を配置することを含む、請求項
１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、液晶ディスプレイ用プレポリマー配合物、及びそれらのプレポリマ
ー配合物を用いた双安定性電気光学デバイスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高分子分散型液晶（ＰＤＬＣ）及び高分子安定化液晶（ＰＳＬＣ）技術は、ディスプレ
イ用途におけるそれらの潜在的な実用性のために、非常に注目されてきている。液晶とポ
リマーとの間の相分離を適度に制御することが、多くの商業的用途には重要である。
【０００３】
　液晶とモノマーは溶解するが液晶／ポリマーは不溶で、ある温度での液晶／モノマーの
重合は、重合誘導相分離（ＰＩＰＳ）として記載されている。形成される液晶相の寸法は
、重合反応速度によって見かけ上制御される。
【０００４】
　透明電極間に挟まれたＰＤＬＣフィルム製のデバイスは、電界（Ｅ）を電極に加えると
、弱く散乱する焦点円錐状態から反射性の平面状態へ切り替えることができる。これらの
状態はいずれも、Ｅ＝０において安定である。これは、構造が「固定された状態」であり
、再度作用を受けるまで元の状態のままである（すなわち、デバイスは双安定性である）
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　平面状態から焦点円錐状態への切り替えには低電圧のパルスが必要である一方で、焦点
円錐状態から平面状態へ戻るのには高電圧のパルスが必要であり、デバイスをホメオトロ
ピック状態とした後、最終的な平面状態となる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、コレステリック液晶ディスプレイ用のプレポリマー配合物、及びそれらのプ
レポリマー配合物を用いた双安定性電気光学デバイスの製造方法に関する。
【０００７】
　一つの代表的な実施例では、プレポリマー／液晶組成物は、液晶構成成分、光重合開始
剤、及びポリマー前駆体構成成分を包含する。ポリマー前駆体構成成分としては、少なく
とも、シランモノマー、反応性（メタ）アクリルオキシモノマー又はオリゴマー、及びエ
ステル、ウレタン、あるいは１つ以上の反応性（メタ）アクリレート基を有する（メタ）
アクリレート系ポリマー又はオリゴマーが挙げられる。
【０００８】
　別の代表的な実施例において、双安定性電気光学デバイスの形成方法は、第１導電性内
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表面を有する第１基材を提供する工程と、第２導電性内表面を有する第２基材を提供する
工程と、第１導電性内表面上にプレポリマー／液晶組成物を配置する工程と、組成物上に
第２導電性表面を配置する工程と、組成物を硬化して硬化組成物を形成する工程と、を包
含する。第１基材又は第２基材のうち少なくとも一方は、可視光線を透過する。プレポリ
マー／液晶組成物は、液晶構成成分、光重合開始剤、及びポリマー前駆体構成成分を包含
する。ポリマー前駆体構成成分としては、少なくとも、シランモノマー、反応性（メタ）
アクリルオキシモノマー又はオリゴマー、及びエステル、ウレタン、あるいは１つ以上の
反応性（メタ）アクリレート基を有する（メタ）アクリレート系ポリマー又はオリゴマー
が挙げられる。
【０００９】
　本発明による配合物、方法及び物品のこれら及びその他の態様は、図面と以下の「発明
を実施するための形態」とを合わせることで、当業者には容易に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本発明の様々な実施形態についての以下の詳細な記述を添付の図面と結びつけて検討す
ることで、本発明を更に完全に理解することができる。
【図１】例示的な液晶ディスプレイ物品の断面概略図。
【図２】平均ＬＣ液滴直径の変化量とＭＰＴＭＳ／ＨＤＤＭＡ／ＰＢＭＡ－１の組成との
三角プロット。
【図３】幾つかの実施例の配合物の組成物に関する平面状態におけるＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ
プロット。
【図４】ＭＰＴＭＳ／ＨＤＤＭＡ／エルバサイト（Elvacite）４０５９の組成質量％にお
けるピークコントラスト比の依存性に関する三角プロット。
【００１１】
　本発明は様々な修正及び代替形態に補正することができるが、それらの細目は図面にお
いて例を用いてこれまでに示されており、また詳細に記述されるであろう。しかしながら
、その意図は、記述した特定の実施形態に本発明を限定するものではないことを理解する
べきである。逆に本発明は、本発明の趣旨及び範囲内にあるすべての修正、等価物、及び
代替物を網羅するものである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　したがって、本開示は、高分子誘導相分離（ＰＩＰＳ）用のプレポリマー／液晶配合物
、及びそれらのプレポリマー／液晶配合物を用いた双安定性電気光学デバイスの製造方法
を目的とする。
【００１３】
　次に定義する用語については、特許請求の範囲中又は本明細書中の他の箇所に別の定義
が与えられない限り、これらの定義が適用されるものとする。
【００１４】
　用語「ポリマー」は、ポリマー、コポリマー（例えば、二種以上の異なるモノマーを使
用して形成されたポリマー）、オリゴマー、及びこれらの組み合わせ、並びに混和性ブレ
ンド中に形成され得るポリマー、オリゴマー、又はコポリマーを包含するものと解される
。
【００１５】
　用語「プレポリマー」は、中間の分子量状態まで反応したモノマー又はモノマーの系を
指す。この材料は、反応性基によって、十分に硬化した高分子量の状態まで更に重合させ
ることが可能である。そのようなものとして、反応性ポリマーと未反応のモノマーとの混
合物をプレポリマーと呼ぶ場合もある。用語「プレポリマー」と「ポリマー前駆体」は互
換性があり得る。
【００１６】
　成句「官能基の当量」は、分子中のその官能基の分子量と、存在する数との比を意味す
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る。それは、官能基の１式量を含有する物質の重量である。
【００１７】
　モノマー、オリゴマー又は反応性ポリマーの質量ｍｉによって与えられる語句「官能基
の当量」は、質量を官能基の当量で除したものである。
【００１８】
　ｄｉで表される用語「当量分率」は、モノマー又はオリゴマーｉによって与えられるポ
リマーＰの架橋密度Ｄへの寄与を定量化するのに使用される。これは次式で表される。
【００１９】
【数１】

【００２０】
　その結果、量Ｄは、次式で表される。
【００２１】
【数２】

【００２２】
　用語「アルキル」とは、Ｓ、Ｏ、Ｓｉ、又はＮから独立して選択される１つ以上のヘテ
ロ原子置換基を所望により含有する、直鎖又は分枝鎖の一価炭化水素ラジカルを指す。ア
ルキル基としては、一般に、１個～２０個の原子を有するものが挙げられる。アルキル基
は、非置換であっても、組成物の特定の機能を妨害しない置換基で置換されていてもよい
。置換基としては、例えば、アルコキシ、ヒドロキシ、メルカプト、アミノ、アルキル置
換アミノ、又はハロが挙げられる。本明細書で使用するとき、「アルキル」の例としては
、メチル、エチル、ｎ－プロピル、ｎ－ブチル、ｎ－ペンチル、イソブチル、及びイソプ
ロピルなどが挙げられるが、これらに限定されない。
【００２３】
　用語「アルキレン」とは、Ｓ、Ｏ、Ｓｉ、又はＮから独立して選択される１つ以上のヘ
テロ原子置換基を所望により含有する、直鎖又は分枝鎖の二価炭化水素ラジカルを指す。
アルキレン基としては、一般に、１個～２０個の原子を有するものが挙げられる。アルキ
レン基は、非置換であっても、組成物の特定の機能を妨害しない置換基で置換されていて
もよい。置換基としては、例えば、アルコキシ、ヒドロキシ、メルカプト、アミノ、アル
キル置換アミノ又はハロが挙げられる。本明細書で使用するとき、「アルキレン」の例と
しては、メチレン、エチレン、プロパン－１，３－ジイル、プロパン－１，２－ジイル等
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２４】
　用語「アリール」とは、単環を有する一価の不飽和芳香族炭素環ラジカル（例えばフェ
ニル）、又は複数の縮合環を有する一価の不飽和芳香族炭素環ラジカル（例えばナフチル
又はアンスリル）を指す。アリール基は、非置換であっても、組成物の特定の機能を妨害
しない置換基で置換されていてもよい。置換基としては、例えば、アルコキシ、ヒドロキ
シ、メルカプト、アミノ、アルキル置換アミノ、又はハロが挙げられる。本明細書で使用
するとき、「アリール」の例としては、フェニル、２－ナフチル、１－ナフチル、ビフェ
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ニル、２－ヒドロキシフェニル、２－アミノフェニル、２－メトキシフェニル等が挙げら
れるが、これらに限定されない。
【００２５】
　用語「アリールアルキル」とは、単環を有する一価の不飽和芳香族炭素環ラジカル（例
えばフェニル）、又は複数の縮合環を有する一価の不飽和芳香族炭素環ラジカル（例えば
ナフチル又はアンスリル）を指し、更には、先に定義したような、１つ以上のアルキル官
能基（類）も包含する。アリールアルキル基は、非置換であっても、組成物の特定の機能
を妨害しない置換基で置換されていてもよい。置換基としては、例えば、アルコキシ、ヒ
ドロキシ、メルカプト、アミノ、アルキル置換アミノ、又はハロが挙げられる。
【００２６】
　用語「ハロゲン」又は「ハロ」としては、ヨウ素、臭素、塩素及びフッ素が挙げられる
。
【００２７】
　用語「メルカプト」及び「スルフヒドリル」は、置換基－－ＳＨを指す。
【００２８】
　用語「ヒドロキシル」は、置換基－－ＯＨを指す。
【００２９】
　用語「アミノ」は、置換基－－ＮＨ２を指す。
【００３０】
　用語「（メタ）アクリレート」又は「（メタ）アクリル」は、メタクリルオキシラジカ
ルとアクリルオキシラジカルの両方を包含する一般表現である。
【００３１】
　特に指示がない限り、本明細書及び特許請求の範囲において用いられる形状、量、及び
物理的特性を表す数値はいずれも、全ての場合において「約」という用語によって修飾さ
れているものと解されるべきである。したがって、特に指示がない限り、前述の明細書及
び添付の特許請求の範囲に記載されている数値パラメータは、本願明細書に開示されてい
る教示を利用して当業者が得ようと試みる所望の特性に応じて変えることのできる近似値
である。
【００３２】
　端点による数値範囲の列挙には、その範囲内に含まれるすべての数（例えば、１～５に
は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、及び５が包含される）及びその範囲
内のあらゆる範囲が包含される。
【００３３】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用する時、単数形「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔ
ｈｅ」は、その内容について別段の明確な指示がない限り、複数の指示対象を有する実施
形態にも及ぶ。本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用するとき、用語「又は」は、そ
の内容について別段の明確な指示がない限り、一般に「及び／又は」を包含する意味で用
いられる。
【００３４】
　成句「液晶」とは、ネマチック相、スメチック相、又はコレステリック相を発現するこ
とができる液晶を指す。
【００３５】
　用語「キラル」単位とは、キラル単位（例えば、鏡面を有しない単位）を含有する非対
称単位を指す。キラル単位は、円周方向の左又は右のどちらかに偏光面を回転させること
ができる。
【００３６】
　用語「メソゲン」単位とは、液晶中間相の形成を促進する、幾何学的構造を有する単位
を指す。
【００３７】
　用語「ネマチック」液晶化合物とは、ネマチック液晶相を形成する液晶化合物を指す。



(10) JP 2010-509457 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

【００３８】
　コレステリック液晶化合物は、性質的にキラルである分子単位（例えば、鏡面を持たな
い分子）及び性質的にメソゲン性である分子単位（例えば、液晶相を発現する分子）を一
般に包含しており、ポリマーでもあり得る。コレステリック液晶組成物は更に、キラル単
位と混合した、又はキラル単位を含有する非キラル液晶化合物（ネマチック）を包含して
もよい。コレステリック液晶組成物又は材料には、コレステリック液晶相を有する化合物
が挙げられ、その相内では、その液晶のディレクタ（平均的な局所的分子整合方向を指定
する単位ベクトル）がそのディレクタと直角をなす広がりに沿って螺旋状に回転する。コ
レステリック液晶組成物はまた、キラルネマチック液晶組成物とも呼ばれる。コレステリ
ック液晶組成物又は材料のピッチは、そのディレクタが３６０度回転するのに要する（そ
のディレクタと直角をなし、コレステリック螺旋軸に沿った方向の）距離である。この距
離は一般に、１００ｎｍ以上である。
【００３９】
　コレステリック液晶材料のピッチは、キラル化合物をネマチック液晶化合物と混合させ
るか、さもなければそれらを結合させる（例えば、共重合によって）ことにより誘発でき
る。コレステリック相はまた、キラル非液晶材料によって誘発することもできる。そのピ
ッチは、キラル化合物とネマチック液晶化合物又は材料との相対重量割合に左右される場
合がある。ディレクタの螺旋状の捻りは、材料の誘電テンソルに空間的な周期的変動を引
き起し、その結果、光の波長選択的な反射を生じさせる。例えば、ピッチは、そのブラッ
グ反射が光の可視波長領域、紫外線波長領域、又は赤外線波長領域においてピークとなる
ように選択することができる。
【００４０】
　コレステリック液晶ポリマーを包含するコレステリック液晶化合物は、一般に知られて
おり、典型的にはこれら材料のうちどれを用いても光学体を作製することができる。好適
なコレステリック液晶ポリマー類の例は、米国特許第４，２９３，４３５号、同第５，３
３２，５２２号、同第５，８８６，２４２号、同第５，８４７，０６８号、同第５，７８
０，６２９号、同第５，７４４，０５７号に記載されており、これら全てを参照によって
本明細書に組み込む。また、他のコレステリック液晶化合物類も使用することができる。
コレステリック液晶化合物は、例えば、屈折率、表面エネルギー、ピッチ、加工性、透明
度、色、問題となる波長における低い吸収、他の構成成分（例えば、ネマチック液晶化合
物等）との相溶性、分子量、製造し易さ、液晶ポリマーを形成する液晶化合物又はモノマ
ーの入手可能性、レオロジー、硬化方法及び硬化要件、溶媒の除去し易さ、物理的及び化
学的性質（例えば、可撓性、引張強さ、耐溶剤性、引掻抵抗、及び相転移温度）、並びに
精製し易さを包含する、１つ以上の要因に基づいて、ある特定の用途又は光学体に適合す
るように選択されてもよい。
【００４１】
　本開示は、一般に、液晶ディスプレイ用のプレポリマー／液晶配合物、及びそれらのモ
ノマー／プレポリマー配合物を用いた双安定性電気光学デバイスの製造方法に関する。
【００４２】
　図１は、例示的な液晶ディスプレイ物品１００の断面概略図である。幾つかの実施形態
では、液晶ディスプレイ物品１００は、双安定性電気光学デバイスである。液晶ディスプ
レイ物品１００は、第１導電性内表面１１５を有する第１基材１１０と、第２導電性内表
面１２５を有する第２基材１２０とを包含している。高分子分散型液晶組成物１３０は、
第１基材１１０と第２基材１２０との間に配置される。高分子分散型液晶組成物１３０は
、第１導電性内表面１１５及び第２導電性内表面１２５と接触している。幾つかの実施形
態では、１つ以上のスペーサー１３５が、第１基材１１０と第２基材１２０との間に配置
される。スペーサー１３５は、第１基材１１０と第２基材１２０との間の距離を調節する
ことができる。
【００４３】
　第１基材１１０及び第２基材１２０は、例えば、ガラス又はポリマー等の任意の有用な
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材料から形成することができる。多くの実施形態では、基材１１０及び１２０のうち一方
又は両方が可視光線を透過することができる。多くの実施形態では、第１基材１１０と第
２基材１２０は、ロール・ツー・ロール装置で加工されるのに十分な特性（例えば、強度
及び可撓性）を有する好適な高分子材料から形成される。ロール・ツー・ロールとは、材
料が支持体に巻取られるか又は支持体から巻出され、それに加えて何らかの方法で更に加
工されるプロセスを意味する。更なるプロセスの例としては、コーティング、スリッティ
ング、打抜き加工、及び放射線への曝露等が挙げられる。このようなポリマーの例として
は、熱可塑性ポリマーが挙げられる。有用な熱可塑性ポリマーの例としては、ポリオレフ
ィン、ポリアクリレート、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリエステル、
及びビフェノール系又はナフタレン系の液晶ポリマーが挙げられる。有用な熱可塑性樹脂
類の更なる例としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ（メチルメ
タクリレート）、ビスフェノールＡのポリカーボネート、ポリ（塩化ビニル）、ポリエチ
レンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、及びポリ（フッ化ビニリデン）が挙げ
られる。これらのポリマーの一部は更に、特定のディスプレイ用途に特に良く適合する光
学的特性（例えば、透明性）も有しており、それらがポリカーボネート、ポリイミド、及
び／又はポリエステル等のパターン化された伝導体を支持する。
【００４４】
　第１基材１１０と第２基材１２０は可撓性を有する。第１基材１１０と第２基材１２０
は、あらゆる有用な厚さを有することができる。これらの基材１１０及び１２０は、一般
に約５マイクロメートル～１０００マイクロメートル、又は２５マイクロメートル～５０
０マイクロメートル、又は５０マイクロメートル～２５０マイクロメートル、又は７５マ
イクロメートル～２００マイクロメートルの範囲の様々な厚さで製造することができる。
【００４５】
　第１基材１１０の導電性内表面１１５及び第２基材１２０の導電性内表面１２５は、例
えば、スパッタリング、化学気相成膜法等のような、いずれかの有用な方法で形成するこ
とができる。多くの実施形態では、パターン化された伝導体が、導電性内表面１１５及び
１２５の一方又は両方を形成する。パターン化された伝導体は、既知の技術によって一方
又は両方の基材上に形成することができる。パターン化された伝導体は、比較的導電性の
透明なコーティングであり得る。多くの実施形態では、パターン化された伝導体は、可視
光線を透過する。パターン化された伝導体は、可視光線を透過し得る酸化インジウムスズ
又はＩＴＯを、ＩＴＯ伝導体の厚さに応じて包含することができる。多くの実施形態では
、パターン化された伝導体は、一般に、均一なシート抵抗を有する。パターン化された伝
導体は、例えば、１０～１００ｎｍの厚さのような任意の有用な厚さを有することができ
る。伝導体のパターンは、ディスプレイの種類や設計パラメータ、例えば、エンドユーザ
のディスプレイの大きさ等に一部依存する場合がある。パターン化された伝導体としては
、酸化スズアンチモン、酸化亜鉛、又は他の適切な伝導性材料を挙げることができる。
【００４６】
　高分子分散型液晶組成物１３０は、第１基材１１０と第２基材１２０との間に配置され
る。高分子分散型液晶組成物１３０は、高分子マトリックス１３４（連続相）内に分散さ
れた液晶相１３２（分散相）を包含する。多くの実施形態では、高分子分散型液晶組成物
１３０は、重合誘導相分離（ＰＩＰＳ）によって形成され、形成される液晶相液滴の大き
さは、重合反応速度によって少なくとも部分的に制御される。
【００４７】
　多くの実施形態では、この構造は、双安定性の反射型コレステリック液晶ディスプレイ
を形成する。導電性内表面１２５及び１１５を横切って電界（Ｅ）を適用することにより
、液晶１３２を、反射性平面状態又は散乱型焦点円錐状態のいずれかに整列させる。これ
らの状態はいずれも、Ｅ＝０では安定であり、それ故に構造は固定されており、再度作用
を受けるまで元の状態のままである（すなわち、デバイスは双安定性である）。平面状態
から焦点円錐状態への切り替えには低電圧のパルスが必要になる一方で、焦点円錐状態か
ら平面状態へ戻るのには高電圧のパルスが必要となり、デバイスをホメオトロピック状態



(12) JP 2010-509457 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

とした後、最終的な平面状態となる。単一ピクセルのコレステリック液晶ディスプレイ（
すなわち、ＣｈＬＣＤ）セルを切り替えるための例示的な駆動スキームが、デン－キー・
ヤン（Deng-Ke Ynag）らによって記載されている（材料科学年報（Annu. Rev. Mater. Sc
i.）、１９７７年、２７巻、１１７～１４６頁）。この文献に記載の反射率対電圧のプロ
ットに従って、ＣｈＬＣＤセルを、セルが平面状態のときの電圧値Ｖ５、又はセルが焦点
円錐状態のときの電圧値Ｖ２に切り替えることもできる。関連したパルス列（周波数及び
振幅）は、当業者であれば誰でも実施可能である。
【００４８】
　本明細書の係争中の開示内容に記載されている代表的な組成物は、対応する安定な平面
状態の反射を提供する。安定な状態の反射とは、セルが、電圧Ｖ５によって平面状態へ駆
動させた後、周囲条件下に約３日間放置された後で反射損失を呈さないことを表す。
【００４９】
　高分子分散型液晶組成物１３０は、第１基材１１０と第２基材１２０との間に配置され
て、例えば、１～１５マイクロメートルの範囲の厚さのような、任意の有用な厚さを有す
ることができる。１～１５マイクロメートルの範囲の厚さを有するこの高分子分散型液晶
組成物１３０は、０．１～１０ｍＷ／ｃｍ２の範囲、又は０．２～３ｍＷ／ｃｍ２の範囲
の放射線硬化によって形成することができる。
【００５０】
　高分子分散型液晶組成物１３０は、反応性プレポリマー／液晶組成物を混合して重合す
るプロセスで形成される。多くの実施形態では、反応性プレポリマー／液晶組成物は単相
を形成しており、液晶が重合していない。組成物が重合するにつれて、ポリマーは液晶か
ら分離して、液晶が、高分子マトリックス内に分散された液晶ドメイン（例えば、液滴）
を形成する。この相分離プロセスは、重合誘導相分離（すなわち、ＰＩＰＳ）と称される
。ＰＩＰＳプロセスでは、ポリマー相は、ポリマーの長さが増加するにつれて、重合中に
液晶相から分離する。
【００５１】
　反応性プレポリマー／液晶組成物は、液晶構成成分、光重合開始剤及びポリマー前駆体
構成成分を包含する。これら構成成分は、プレポリマー／液晶組成物が重合するまで単相
を形成しているように選択される。
【００５２】
　液晶構成成分は、例えば、コレステリック液晶材料又はネマチック液晶材料等の、いず
れかの有用な液晶であり得る。液晶は、組成物中に任意の有用な量で存在することができ
る。多くの実施形態では、液晶は、組成物中に６０～９５重量％、又は７０～９５重量％
の範囲で存在することができる。
【００５３】
　光重合開始剤は、任意の有用な光重合開始剤であり得る。多くの実施形態では、光開始
剤としては、ヒドロキシ－アルキルベンゾフェノン（例えば、メルク（Merck）から入手
可能なダロキュア（Darocur）（商標））、ベンゾインエーテル、アルキルフェノン、ベ
ンゾフェノン、キサントン、チオキサントン、ホスフィンオキシド（例えば、チバ・スペ
シャルティ・ケミカルズ（Ciba Specialty Chemicals）から入手可能なイルガキュア（Ir
gacure）（商標）８１９）、及びそれらの誘導体が挙げられる。追加の有用な光重合開始
剤は、米国特許第５，５１６，４５５号に記載されており、これを本開示内容と矛盾しな
い範囲まで、参照として組み込む。光重合開始剤は、組成物中に任意の有用な量で存在す
ることができる。多くの実施形態では、光重合開始剤は、０．０１～１０重量％、又は０
．１～５重量％、又は１～２重量％の範囲で存在することができる。
【００５４】
　ポリマー前駆体構成成分は、少なくとも３つの異なるモノマー及び／又はオリゴマーの
混合物である。第１構成成分は、加水分解可能又は加水分解不可能であり得るシランモノ
マーである。例示的なシランモノマーの代替物としては、アルコキシシラン、及びアクリ
ルオキシシランが挙げられる。この第１モノマーは、次の構造（Ｉ）を有することができ
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る：
　Ｒ１

ｍＲ２
ｐＳｉ（Ｘ）４－ｍ－ｐ　（Ｉ）

　式中、Ｒ１は、アクリルオキシ、メタクリルオキシ、又は（メタ）アクリルオキシアル
キルであり、Ｒ２は、水素、（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、（Ｃ６～Ｃ１２）アリール、又
は（Ｃ７～Ｃ１７）アリールアルキルから独立して選択され、Ｘは、加水分解可能な基又
は加水分解不可能な基であり、ｍは、１～３の整数であり、及び（ｍ＋ｐ）は、１～３の
整数である。構造（Ｉ）の特に有用なシランモノマーとしては、次のもの：
【００５５】
【化１】

【００５６】
　又は
　これらの混合物が挙げられ、式中、Ｒ７は、水素又は－ＣＨ３である。例示的なシラン
モノマーとしては、例えば、メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン（すなわち、
ＭＰＴＭＳ）、メタクリルオキシプロピルジメチルエトキシシラン（すなわち、ＭＰＤＭ
ＥＳ）、メタクリルオキシプロピルトリメチルシラン（すなわち、ＭＰＴＭｅＳ）、メタ
クリルオキシメチルフェニルジメチルシラン（ＭＭＰＤＭＳ）が挙げられる。
【００５７】
　第２モノマーは、構造（ＩＩ）のいずれかの反応性（メタ）アクリルオキシモノマー又
はオリゴマーであり得る：
　Ｒ３

ｎ－Ｒ４　（ＩＩ）
　式中、Ｒ３は、アクリルオキシ又はメタクリルオキシから独立して選択され、Ｒ４は、
Ｓ、Ｏ、Ｓｉ、又はＮから独立して選択される１つ以上のヘテロ原子置換基を所望により
含有する（Ｃ１～Ｃ２０）アルキル又は（Ｃ７～Ｃ１７）アリールアルキルであり、ｎは
、１～４の整数である。有用な反応性（メタ）アクリレートモノマー又はオリゴマーとし
ては、例えば、グリセロール誘導体、トリメチリオプロパン（trimethlyopropane）誘導
体、及びペンタエリスリトール誘導体が挙げられる。構造（ＩＩ）の特に有用な反応性（
メタ）アクリレートモノマー又はオリゴマーとしては、構造（ＩＩａ～ＩＩｄ）のモノマ
ー又はオリゴマーのうちの１つ以上から独立して選択されるモノマー又はオリゴマーが挙
げられる；
【００５８】
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【００５９】
　式中、Ｙは、（Ｃ２～Ｃ２０）アルキルであり、ｎは、独立して、０～１０の整数であ
り、Ｚは、－Ｃ２Ｈ４－又は－Ｃ３Ｈ６－であり、Ｒ８は、－Ｈ又は－ＣＨ３であり、及
びＲ９は、－Ｈ又は－ＯＨである。構造（ＩＩ）の例示的なモノマー又はオリゴマーとし
ては、例えば、トリメチロプロパン（trimethylopropane）トリアクリレート（すなわち
、ＴＭＰＴＡ）、ヘキサンジオールジメタクリレート（すなわち、ＨＤＤＭＡ）、ヘキサ
ンジオールジアクリレート（すなわち、ＨＤＤＡ）、ブタンジオールジメタクリレート（
すなわち、ＢＤＤＭＡ）、エチレングリコールジメタクリレート（すなわち、ＥＧＤＭＡ
）、エチレングリコールジアクリレート（すなわち、ＥＧＤＡ）が挙げられる。
【００６０】
　ポリマー前駆体中の第３構成成分は、エステル、ウレタン、又は１つ以上の反応性（メ
タ）アクリレート基を有する（メタ）アクリレート系ポリマー若しくはオリゴマーである
。多くの実施形態では、この第３構成成分は、ペンダント（メタ）アクリレート基を有す
るポリアルキル（メタ）アクリレートである。代表的な例は、ペンダント基又は末端メタ
クリレート基を有するポリブチルメタクリレートである（ＰＢＭＡ－１）。この種の材料
は、米国特許第６，４４８，３０１号に記載されており、これを参照として、それが矛盾
しない程度まで本明細書に組み込む。ペンダントメタクリレート基を有する別のポリメタ
クリレートは、米国特許第６，３４０，７３３号に記載されており、これを参照として、
それが矛盾しない程度まで本明細書に組み込む。市販の（メタ）アクリレート系ポリマー
又はオリゴマーであって、１つ以上の反応性（メタ）アクリレートを有するものは、ルサ
イト・インターナショナル（Lucite International）から入手可能なエルバサイト（Elva
cite）系列のポリマーである。これらは典型的に、メチルメタクリレートモノマー、エチ
ルメタクリレートモノマー及びｎ－ブチルメタクリレートモノマーに由来する。代表的な
例は、メチルメタクリレートとブチルメタクリレートとのコポリマーを含むエルバサイト
（Elvacite）（商標）４０９５である。
【００６１】
　幾つかの実施形態では、ポリマー前駆体は所望により、構造（ＩＩＩ）の第３モノマー
を包含する：
【００６２】
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【化３】

【００６３】
　式中、Ｒ５は、水素又は－ＣＨ３であり、Ｒ６は、（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、（Ｃ６

～Ｃ１２）アリール、又は（Ｃ７～Ｃ１７）アリールアルキルである。
【００６４】
　一つの例示的な組成物は、６０～９５重量％の液晶構成成分、ポリマー前駆体構成成分
と関連する０．１～５重量％の光重合開始剤、及び５～４０重量％のポリマー前駆体構成
成分を包含する。ポリマー前駆体構成成分は、６０～８５重量％の構造（Ｉ）の第１モノ
マー、５～３０重量％の構造（ＩＩ）の１つ以上の第２モノマー、５～３０重量％のエス
テル、ウレタン、又は１つ以上の（メタ）アクリレートを有する（メタ）アクリレート系
ポリマー若しくはオリゴマーを包含する。
【００６５】
　別の例示的な組成物は、７０～９５重量％の液晶構成成分、ポリマー前駆体構成成分と
関連する０．１～５重量％の光重合開始剤、及び５～３０重量％のポリマー前駆体を包含
する。ポリマー前駆体構成成分は、４０～９５重量％の構造（Ｉ）の第１モノマー：
【００６６】
【化４】

【００６７】
　（式中、Ｒ７は、水素又は－ＣＨ３である）、０．０５～６５重量％のヘキサンジオー
ルジメタクリレート、及び５～５５重量％のペンダントメタクリレート基を有するポリブ
チルメタクリレートを包含する。
【００６８】
　更に例示的な組成物は、７０～９５重量％の液晶構成成分、０．１～５重量％の光重合
開始剤、及び５～３０重量％のポリマー前駆体を包含する。ポリマー前駆体構成成分は、
６０～８５重量％の構造（Ｉ）の第１モノマー：
【００６９】
【化５】

【００７０】
　（Ｒ７は、水素又は－ＣＨ３である。）、５～３０重量％のヘキサンジオールジメタク
リレート、及び５～３０重量％のペンダントメタクリレート基を有するポリブチルメタク
リレートを包含する。
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　本発明は、本明細書に記載される特定の実施例に限定されるとみなされるべきではなく
、むしろ添付の特許請求の範囲において明確に記載されるように、本発明の全ての態様を
網羅するものと理解されるべきである。本明細書を再考することにより、本発明が対象と
する様々な修正、等価の方法、並びに本発明を適用でき得る多数の構造が、当業者には容
易に明らかとなるであろう。
【実施例】
【００７２】
　３－（メタクリルオキシ）プロピルトリメトキシシラン（ＭＰＴＭＳ）は、アルファ・
イーザ（Alfa Aesar）から入手した。
【００７３】
　メタクリルオキシメチルフェニルジメチルシラン（ＭＭＰＤＭＳ）は、ペンシルバニア
州、モーリスビル（Morrisville）のジェレスト社（Gelest Inc.）から入手した。
【００７４】
　ヘキサンジオールジメタクリレート（ＨＤＤＭＡ）は、ペンシルバニア州、エクストン
（Exton）のサートマー社（Sartomer Company, Inc.）から入手した。
【００７５】
　プロポキシル化（６）トリメチロールプロパントリアクリレートは、サートマー社（Sa
rtomer Company）から製品番号ＣＤ－５０１として入手した。
【００７６】
　プロポキシル化（３）トリメチロールプロパントリアクリレートは、サートマー社（Sa
rtomer Company）から製品番号ＳＲ－４９２として入手した。
【００７７】
　エルバサイト（商標）４０５９固体アクリル樹脂は、ルサイト・インターナショナル社
（Lucite International Inc.）から入手した。そのガラス転移温度は４０℃であり、分
子量（Ｍｗ）は２０，５００である。供給元は、（メタ）アクリレート官能基当量を約１
．３７×１０４と見積もっていた。
【００７８】
　イルガキュア（Irgacure）（商標）８１９は、フェニルビス（２，４，６－トリメチル
ベンゾイル）ホスフィンオキシドのチバ－ガイギー社（Ciba-Geigy Corporation）の商標
名であって、アルドリッチ・ケミカルズ（Aldrich Chemicals）から入手した。
【００７９】
　本明細書に記載されるコレステリック液晶は、メルク社（Merck KGaA）の系列会社であ
る、ドイツ・ダーマシュタット（Darmstadt）のＥＭＤケミカルズ社（EMD Chemicals Inc
.）から入手した実験材料であるＭＤＡ－０１－１９５５とＭＤＡ－００－３５０６とを
組合わせたものである。配合物は、スライドガラスの間に挟んだ薄いコートとして、５４
６ｎｍで反射するように調整した。ＬＣ配合物を、ＭＤＡ－５４６と呼ぶ。
【００８０】
　ＩＴＯコーティングされたＰＥＴ基材は、シェルダール（Sheldahl）（ミネソタ州、５
５０５７、ノースフィールド（Northfield））から入手した。
【００８１】
　コントラスト比は、平面状態の最大反射率と対応する焦点円錐状態の反射率との比とし
て見積もられる。試料を、これらを測定するために、黒色表面上に配置した。基材－空気
界面を除いてセルの裏面を着色すると、更に高い値のコントラスト比を得ることができる
。
【００８２】
　実施例１
　ペンダントメタクリレート基を有するポリブチルメタクリレートの調製
【００８３】
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【００８４】
　ブチルメタクリレート（２９．２５ｇ、２０５．７ミリモル、３５．７当量）、２－ヒ
ドロキシエチルメタクリレート（０．７５ｇ、５．７６ミリモル、１．０当量）、チオー
ルグリコール酸イソオクチルエステル（０．３０ｇ、１．４７ミリモル）、２，２’－ア
ゾビスイソブチロニトリル（０．０６ｇ）、及び酢酸エチル（１００ｇ）の混合物を、瓶
に入れ、窒素ガスで１５分間置換した。瓶に蓋をして、６０℃の水浴で２４時間混転させ
た。冷却した混合物に、２－イソシアナトエチルメタクリレート（０．９０ｇ）を加え、
この混合物を５０℃で４．５時間加熱した。この溶液を、次に、メタノール中で沈澱させ
白色固体を得て、それを真空乾燥した（収量１６．２ｇ）。ＧＰＣで求めた分子量は、Ｍ
ｗが３．２０×１０４、Ｍｎが１．６５×１０４であり、多分散度は１．９４であった。
このポリマー前駆体は、以降の実験においてＰＢＭＡ－１と呼ぶ。Ｍｗからのペンダント
メタクリレート繰返し単位の計算値は、５．７であり、メタクリレート当量は５．６×１
０３を示す。
【００８５】
　実施例２
　テフロン（登録商標）シール付きのバイアル瓶に、ＭＰＴＭＳ（１．６０ｇ、質量の８
０％）、ＰＢＭＡ－１（０．１７ｇ、８．５７％）及びＨＤＤＭＡ（０．２３ｇ、１１．
４３％）を入れた。これを、機械振盪器において室温で約１６時間攪拌して、透明な溶液
とした。光開始剤イルガキュア（Irgacure）（商標）８１９（０．０３ｇ、１．５％）を
加え、バイアル瓶を密封し、光触媒が溶解するまで振盪した。得られたポリマー前駆体を
、次いで、表１に示した比率の量に従って、ＭＤＡ－５４６及びポリ（ジビニルベンゼン
）微小球スペーサー・ビーズと混合した。
【００８６】
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【表１】

【００８７】
　プレポリマー／ＬＣ配合物を、次に、５分間超音波処理した後、１２ピクセルのＩＴＯ
パターン化されたＰＥＴ基材の間に適用した。基材を積層して、過剰の配合物を拭取った
。硬化は、１．２０ｍＷ／ｃｍ２のＧＥブラックライトの下で１５分間行った。平均ＬＣ
液滴寸法を測定して、１２．６４μｍであることが分かった。デン－キー・ヤン（Deng-K
e Ynag）らによって記載された従来の駆動スキーム（材料科学年報（Annu. Rev. Mater. 
Sci.）、１９７７年、２７巻、１１７～１４６頁）に従って電気的に処置すると、平面状
態は不安定であることが分かった。
【００８８】
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　実施例３～１０及び比較例１～３：平面状態の安定性、反射率及び彩度に関するＭＰＴ
ＭＳ／ＨＤＤＭＡ／ＰＢＭＡ－１配合物
　ＰＢＭＡ－１を、表２に示すように、様々な量のＭＰＴＭＳ及びＨＤＤＭＡと配合した
。これらプレポリマー混合物を、次に、実施例２の方法に従って、ＭＤＡ－５４６と配合
した。ＬＣ液滴寸法と平面状態の安定性を、表２及び図２に示す。
【００８９】
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【表２】

【００９０】
　平面状態の反射率は、＜５．５ミクロンのＬＣ液滴寸法と関連があることが認められる
。
【００９１】
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　安定な平面状態の反射率を有する実施例２～１０のセルに関し、それらの反射率データ
、並びに対応するＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ色空間座標を記録した（表３及び図３）。後者の値
は、１９３１　ＣＩＥ　ＸＹＺ空間の転位を表しており、知覚に基づいた軸を示す。輝度
は、０～１００の値を取り、Ｌ＝０は、黒色を表し、Ｌ＝１００は白色を表す。ａ座標及
びｂ座標は、緑／マゼンタ軸及び青／黄色軸における位置（－１００～＋１００）を示す
。
【００９２】
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【表３】

【００９３】
　表３は、ＰＢＭＡ－１の導入（実施例３、４、５、７）が、対応する輝度Ｌの値で示さ
れるように、平面状態の明るさに悪影響をもたらさなかったことを示す。図３は、実施例
３、５の配合物が、相応して最高の彩度を有していたことを示す。特に、比較例２を実施
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例３と比較すると、いずれも同様のＤ値とＨＤＤＭＡ質量％とを有するが、比較例２の配
合物にＭＰＴＭＳを犠牲にしてＰＢＭＡ－１を添加することにより、彩度が顕著に改善す
る。
【００９４】
　最良の２成分配合物は、比較例２であることが確認された。比較例３の配合物は安定な
デバイスを与えたが、そのセルを黒色表面上に配置したときに観測すると、その焦点円錐
状態が曇って見えた。
【００９５】
　実施例１１～２２及び比較例４～５：架橋剤Ｒ３

ｎ－Ｒ４を含むＭＰＴＭＳ／エルバサ
イト（Elvacite）４０５９の最適化
　実施例２の一般的な方法に従って、ＭＰＴＭＳ／エルバサイト（Elvacite）４０５９／
Ｒ３

ｎ－Ｒ４のポリマー前駆体／ＬＣ混合物を、１．５質量％のエルバサイト４０５９と
混合した。得られたポリマー前駆体混合物を、次に、表３に示す比率の量に従って、ＭＤ
Ａ－５４６及びスペーサー・ビーズと混合した。ポリマー前駆体／ＬＣ配合物を、次いで
、５分間超音波処理した後、１２ピクセルのＩＴＯパターン化されたＰＥＴ基材の間に適
用した。基材を積層して、過剰の配合物を拭取った。硬化は、１．２０ｍＷ／ｃｍ２のＧ
Ｅブラックライトで１５分間行った。平面状態と焦点円錐状態の反射率を表４に記録する
。図４は、ＭＰＴＭＳ／エルバサイト（Elvacite）４０５９／ＨＤＤＭＡ系における、組
成と平面状態のコントラスト比の値とのプロットである。図４からは、エルバサイト（El
vacite）（商標）４０５９含有量が増加するにつれてピークコントラスト比が増加するこ
とが認められる。
【００９６】
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【表４】

【００９７】
　実施例２３：加水分解不可能なシランを含むプレポリマー配合物の使用
　テフロン（登録商標）シール付きバイアル瓶に、ＭＭＰＤＭＳ（１．２８ｇ、質量の６
４％）、ＨＤＤＭＡ（０．４４ｇ、２２％）及びエルバサイト（Elvacite）４０５９（０
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．２８ｇ、１４％）を入れた。これを、機械振盪器において室温で約１６時間攪拌して、
透明な溶液とした。光開始剤イルガキュア（Irgacure）（商標）８１９（０．０３ｇ、１
．５％）を加えて、バイアル瓶を密封し、光触媒が溶解するまで振盪した。得られたプレ
ポリマー混合物を、次いで、表１に示した比率の量に従って、ＭＤＡ－５４６及びスペー
サー・ビーズと混合した。
【００９８】
　対応するＣｈＬＣＤセルの加工は、実施例２の標準条件に従って行った。得られたＣｈ
ＬＣＤセルは、安定な平面状態の反射を与えた。ＬＣ液滴寸法は２．０μｍ未満であり、
コントラスト比は３．１０であった。
【００９９】
　実施例２４：プロセスウィンドウの決定：セルの熱安定性評価
　ＣｈＬＣＤデバイスの平面状態の退色は、特にＰＩＰＳプロセスが不完全な場合に、Ｌ
Ｃ相のモノマー又はオリゴマー汚染を幾分引き起こす。そこで、実施例１４、１６及び１
７の配合物を、様々なブラックライト強度で１５分間、ＰＩＰＳプロセスに付した。得ら
れたセルを、室温から約５５℃まで５℃ずつ昇温してアニールした。各実施例におけるア
ニール時間は１５分であった。各アニール温度において、セルを室温まで冷却し、その後
、セルの平面状態を回復させてから反射率を記録した。温度に対する反射率の変化率をプ
ロットした。反射率が著しく低下した温度を表５に示す。
【０１００】
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【表５】

【０１０１】
　実施例１６の配合物は、１．２～１．５ｍＷ／ｃｍ２の最も大きな照射プロセスウィン
ドウをもたらすことが認められる。
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