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(57)【要約】
　開示されたものは、所定のヒンダードアミン添加剤の存在により紫外線への暴露の間の
劣化及び黄変に対して安定化されている組成物、前記添加剤の添加により組成物を安定化
する方法、エレクトロクロミック及び電気泳動デバイスのような電気活性デバイス中の媒
質としての、そのような組成物の使用、並びにこれらの媒質から構成される電気活性デバ
イスである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）電気活性デバイス中の媒質として適切な１種以上の溶媒、
　ｂ）紫外線吸収剤からなる群より選択される１種以上の添加剤化合物の有効量、及び
　ｃ）Ｎ－Ｈ及びＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤からなる群より選択される１種
以上の添加剤化合物の有効量
を含む、電気活性デバイス中の媒質として適切な組成物。
【請求項２】
　電気活性デバイスがエレクトロクロミックデバイスである、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種が、スルホン、アミド、スルホキシド、エーテ
ル、ポリエーテル、アルコール、ポリオール、ニトリル、ケトン、アルデヒド、カルボン
酸、環状エステル、環状カーボネート、グリシジルエーテルカーボネート及びケイ素／ポ
リオールコポリマーからなる群より選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項４】
　１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種が、スルホン、ポリエーテル、ケトン、ニトリ
ル及び環状カーボネートからなる群より選択される、請求項１記載の組成物。 
【請求項５】
　１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種が、３－メチルスルホン、テトラメチレンスル
ホン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラグリム、メタノー
ル、エタノール、エトキシエタノール、アセトニトリル、グルタロニトリル、３－ヒドロ
キシプロピオニトリル、メトキシプロピオニトリル、３－エトキシプロピオニトリル、２
－メチルグルタロニトリル、シアノエチルスクロース、アセトン、メチルエチルケトン、
メチルアミルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、ベンゾイルアセトン、４－
ヒドロキシ－４－メチル－２－ペンタノン、アセトフェノン、酢酸、β－プロピオラクト
ン、２－アセチルブチロラクトン、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、４－エテ
ニル－１，３－ジオキサラン－２－オン、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネー
ト及び１，２－ブチレンカーボネートからなる群より選択される、請求項１記載の組成物
。
【請求項６】
　１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種が、３－メチレンフルホラン、テトラメチレン
スルホン、テトラグリム、アセトニトリル、グルタロニトリル、３－ヒドロキシプロピオ
ニトリル、メトキシプロピオニトリル、３－エトキシプロピオニトリル、２－メチルグル
タロニトリル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルアミルケトン、シクロペンタノン
、シクロヘキサノン、４－エテニル－１，３－ジオキサラン－２－オン、プロピレンカー
ボネート、エチレンカーボネート及び１，２－ブチレンカーボネートからなる群より選択
される、請求項１記載の組成物。 
【請求項７】
　１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種が、テトラグリム、メチルアミルケトン、アセ
トニトリル及びプロピレンカーボネートからなる群より選択される、請求項１記載の組成
物。
【請求項８】
　１種以上の紫外線吸収剤のうちの少なくとも１種が、ヒドロキシフェニルベンゾトリア
ゾール、ベンゾフェノン、オキサニリド、トリス－アリール－ｓ－トリアジン、シアノア
クリレート、ベンゾオキサジノン、シンナメート、マロネート、ベンゾエート、レゾシノ
ール又はフェノールとのテレフタル酸又はイソフタル酸のエステル、ベンジリデン及びサ
リチレートからなる群より選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項９】
　１種以上の紫外線吸収剤のうちの少なくとも１種が、ヒドロキシフェニルベンゾトリア
ゾール、ベンゾフェノン及びトリス－アリール－ｓ－トリアジンからなる群より選択され
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る、請求項１記載の組成物。
【請求項１０】
　１種以上の紫外線吸収剤のうちの少なくとも１種が、
　ヒドロキシ、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ、Ｃ1～Ｃ12分岐鎖状アルコキシ、又は１つ以上のヒ
ドロキシで置換されている、及び／若しくは１個以上の酸素原子で中断されている前記ア
ルコキシ又は分岐鎖状アルコキシにより４位で置換されている２－ヒドロキシベンゾフェ
ノン、
　２－［２－ヒドロキシ－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）フェニル］
－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　２－［２－ヒドロキシ－３－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）－５－（Ｃ1

－Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　２－［２－ヒドロキシ－３，５－ジ（α，α－ジメチルベンジル）フェニル］－２Ｈ－
ベンゾトリアゾール、
　２－［２－ヒドロキシ－３－（α，α－ジメチルベンジル）－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキ
ル又は分岐鎖状アルキル）］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロケ
イ皮酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエルテル類、
　２－メトキシエチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－
ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－te
rt－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（ベンゾトリアゾール－２
－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オメガ－ヒドロキシ－オクタ
（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－［２－ヒドロキシ－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル
）フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－［２－ヒドロキシ－３－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル
）－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリア
ゾール、
　５－クロロ－２－［２－ヒドロキシ－３，５－ジ（α，α－ジメチルベンジル）フェニ
ル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－［２－ヒドロキシ－３－（α，α－ジメチルベンジル）－５－（Ｃ1

～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　３－（５－クロロ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロ
キシヒドロケイ皮酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエステル類、
　２－メトキシエチル３－（５－クロロ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－
ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（５－クロロ－ベンゾトリアゾール－２－イ
ル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（５－クロロ－ベンゾトリ
アゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　５－クロロ－２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オメガ－ヒドロ
キシ－オクタ（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－ベンゾトリア
ゾール、
　５－トリフルオロ－２－［２－ヒドロキシ－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状ア
ルキル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－トリフルオロ－２－［２－ヒドロキシ－３－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状ア
ルキル）－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾ
トリアゾール、
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　５－トリフルオロ－２－［２－ヒドロキシ－３，５－ジ（α，α－ジメチルベンジル）
フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－トリフルオロ－２－［２－ヒドロキシ－３－（α，α－ジメチルベンジル）－５－
（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　３－（５－トリフルオロ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－
ヒドロキシヒドロケイ皮酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエステル類、
　２－メトキシエチル３－（５－トリフルオロ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－
tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（５－トリフルオロ－ベンゾトリアゾール－
２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（５－トリフルオロ－ベン
ゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　５－トリフルオロ－２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オメガ－
ヒドロキシ－オクタ（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－ベンゾ
トリアゾール
　ｐ－メトキシケイ皮酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエステル類、
　ｐ－メトキシベンジリデンマロン酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエステ
ル類、
　２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリル酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキ
ルエステル類、
　ジ－（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）ｐ－メトキシベンジ
リデンマロネート、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４－（Ｃ1～Ｃ1

2アルキル又は分岐鎖状アルキル）オキシフェニル）－ｓ－トリアジン、
　２，４－ジフェニル－６－（２－ヒドロキシ－４－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状
アルキル）オキシフェニル）－ｓ－トリアジン、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－ド－
／トリ－デシルオキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル］－ｓ－トリアジン、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－ド－
／トリ－デシルオキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）－５－α－クミルフェニル］－ｓ－
トリアジン、
　２－［２－ヒドロキシ－４－（１－（Ｃ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキル）オキ
シカルボニルエトキシ）フェニル］－４，６－ビス（４－フェニルフェニル）－１，３，
５－トリアジン、及び
　２，４，６－トリス（２，４－ジヒドロキシフェニル）－ｓ－トリアジンとオクチルα
－ハロアセテートとの反応生成物 
からなる群より選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項１１】
　１種以上の紫外線吸収剤のうちの少なくとも１種が、
　４－メトキシ－２－ヒドロキシベンゾフェノン、
　４－オクチルオキシ－２－ヒドロキシベンゾフェノン、
　４－ドデシルオキシ－２－ヒドロキシベンゾフェノン、
　４－（２－エチルヘキシルオキシ）－２－ヒドロキシベンゾフェノン、
　２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、
　４－メトキシ－２，２′－ジヒドロキシベンゾフェノン、
　４，４′－ジメトキシ－２，２′－ジヒドロキシベンゾフェノン、
　２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　２－（２－ヒドロキシ－５－tert－オクチルフェニル－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－tert－アミルフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾ
ール、
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　２－（２－ヒドロキシ－３－sec－ブチル－５－tert－ブチルフェニル）－２Ｈ－ベン
ゾトリアゾール、
　２－（２－ヒドロキシ－３－ドデシル－５－メチルフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾ
ール、
　２－［２－ヒドロキシ－３，５－ジ（α，α－ジメチルベンジル）フェニル］－２Ｈ－
ベンゾトリアゾール、
　２－［２－ヒドロキシ－３－（α，α－ジメチルベンジル）－５－tert－オクチルフェ
ニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　オクチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシ
ヒドロシンナメート、
　ブチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒ
ドロシンナメート、
　ペンチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシ
ヒドロシンナメート、
　２－メトキシエチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－
ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－te
rt－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（ベンゾトリアゾール－２
－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オメガ－ヒドロキシ－オクタ
（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－（２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－メチルフェニル）－２Ｈ
－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－tert－ブチルフェニル）－２Ｈ－ベ
ンゾトリアゾール、
　オクチル３－（５－クロロベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－
ヒドロキシヒドロシンナメート、
　オクチル３－（５－トリフルオロメチル－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert
－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　ブチル３－（５－トリフルオロメチル－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－
ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　ペンチル３－（５－トリフルオロメチル－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert
－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　５－トリフルオロメチル－２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オ
メガ－ヒドロキシ－オクタ（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－
ベンゾトリアゾール、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（５－トリフルオロメチルベンゾトリアゾー
ル－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（５－トリフルオロメチル
ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメー
ト、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオ
キシフェニル）－ｓ－トリアジン、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－ド－
／トリ－デシルオキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル］－ｓ－トリアジン、
　２－［２－ヒドロキシ－４－（１－オクチルオキシカルボニルエトキシ）フェニル］－
４，６－ビス（４－フェニルフェニル）－１，３，５－トリアジン及び
　２，４，６－トリス（２，４－ジヒドロキシフェニル）－ｓ－トリアジンとオクチルα
－ハロアセテートとの反応生成物
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【請求項１２】
　１種以上のＮ－Ｈ又はＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤のうちの少なくとも１種
が、式Ａ′、Ｂ′又はＯ′：
【化１】

〔式中、
　Ｅは、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、Ｃ3～Ｃ8アルケニル、Ｃ7～Ｃ12アラルキルであり、
　ｍは、１～４であり、
　ｍが１の場合、
　Ｒ2は、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、若しくは１個以上の酸素原子で場合により中断され
ている前記アルキル、Ｃ2～Ｃ12アルケニル、Ｃ7～Ｃ18アラルキル、グリシジル、Ｃ2～
Ｃ18脂肪族カルボン酸の一価アシル基、１つ以上のヒドロキシ、Ｃ1～Ｃ8アルコキシ、Ｃ

2～Ｃ8アシルオキシ、カルボニル、カルボキシ若しくはＣ2～Ｃ8アルコキシカルボニルで
置換されているＣ2～Ｃ18脂肪族カルボン酸の前記脂肪族一価アシル基、Ｃ5～Ｃ12脂環式
カルボン酸の一価アシル基、又はＣ7～Ｃ15芳香族カルボン酸の一価アシル基であるか、
或いは
　ｍが２の場合、
　Ｒ2は、Ｃ1～Ｃ12アルキレン、Ｃ4～Ｃ12アルケニレン、キシリレン、２～１８個のＣ
原子を有する脂肪族ジカルボン酸の、８～１４個のＣ原子を有する脂環式又は芳香族ジカ
ルボン酸の二価アシル基であり、
　ｍが３の場合、
　Ｒ2は、Ｃ4～Ｃ12脂肪族の、Ｃ5～Ｃ12不飽和脂肪族の、Ｃ6～Ｃ12脂環式の、又はＣ9

～Ｃ13芳香族のトリカルボン酸基の三価アシル基であり、
　ｍが４の場合、
　Ｒ2は、Ｃ5～Ｃ12飽和の、又はＣ7～Ｃ12不飽和脂肪族の、又はＣ9～Ｃ14芳香族のテト
ラカルボン酸の三価アシル基であり；
　ｐは、１、２又は３であり、
　Ｒ3は、水素、Ｃ1～Ｃ12アルキル、Ｃ5～Ｃ7シクロアルキル、Ｃ7～Ｃ9アラルキル、Ｃ

2～Ｃ18アルカノイル、Ｃ3～Ｃ5アルケノイル又はベンゾイルであり；
　ｐが１の場合、
　Ｒ4は、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、Ｃ5～Ｃ7シクロアルキル、Ｃ2～Ｃ8アルケニル（非
置換であるか、又はカルボニル若しくはカルバミド基で置換される）、アラルキル、又は
グリシジル、式：－ＣＨ2－ＣＨ（ＯＨ）－Ｚの、又は式：－ＣＯ－Ｚ若しくは－ＣＯＮ
Ｈ－Ｚの基（ここで、Ｚは、水素、メチル又はフェニルである）；又は下記式：
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【化２】

の基であるか、或いは
　Ｒ3及びＲ4は、一緒になって、炭素原子４～６個のアルキレン又は２－オキソ－ポリア
ルキレン、脂肪族又は芳香族の１，２－若しくは１，３－ジカルボン酸の環状アシル基で
あり、
　ｐが２の場合、
　Ｒ4は、Ｃ1～Ｃ12アルキレン、Ｃ6～Ｃ12アリーレン、キシリレン、－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ
）－ＣＨ2基又は基－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ2－Ｏ－Ｘ－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ（ＯＨ）
－ＣＨ2－（ここでＸは、Ｃ2～Ｃ10アルキレン、Ｃ6～Ｃ15アリーレン又はＣ6～Ｃ12シク
ロアルキレンである）、脂肪族の、脂環式の、又は芳香族のジカルボン酸若しくはジカル
バミン酸の二価アシル基か、基－ＣＯ－であるか；或いは
　Ｒ4は、下記：

【化３】

であり、
ここで、Ｔ8及びＴ9は、独立して、水素、炭素原子１～１８個のアルキルであるか、或い
はＴ8及びＴ9は、一緒になって、炭素原子４～６個のアルキレン又は３－オキサペンタメ
チレンであり；
　ｐが３の場合、
　Ｒ4は、２，４，６－トリアジニルである〕
で示される化合物である、請求項１記載の組成物。
【請求項１３】
　１種以上のＮ－Ｈ又はＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤のうちの少なくとも１種
が、
　４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　４－ヒドロキシ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン、
　１－アリル－４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　１－ベンジル－４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　Ｃ２～Ｃ２４カルボン酸の２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル又は１，２
，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジルエステル類又はヒドロキシ、Ｃ１～Ｃ８ア
ルコキシ、Ｃ２～Ｃ８アシルオキシ、カルボニル、カルボキシもしくはＣ２～Ｃ８アルコ
キシカルボニルの１個以上で置換されている前記カルボン酸；
　Ｃ２～Ｃ１０ジ－カルボン酸の２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル又は１



(8) JP 2008-506160 A 2008.2.28

10

20

30

40

50

，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジルビスエステル類、
　１，１′－（１，２－エタンジイル）－ビス（３，３，５，５－テトラメチルピペラジ
ノン）、
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジル）－２－ｎ－ブチル－２－（２－
ヒドロキシ－３，５－ジ－tert－ブチルベンジル）マロネート、
　３－ｎ－オクチル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８－トリアザスピロ［４
．５］デカン－２，４－ジオン、
　２－ウンデシル－７，７，９，９－テトラメチル－１－オキサ－３，８－ジアザ－４－
オキソ－スピロ［４，５］デカン、
　７，７，９，９－テトラメチル－２－シクロウンデシル－１－オキサ－３，８－ジアザ
－４－オキソスピロ［４，５］デカンとエピクロロヒドリンとの反応生成物、
　４－ベンゾイル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　テトラキス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）１，２，３，４－
ブタンテトラカルボキシレート、
　テトラキス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）１，２，３，
４－ブタンテトラカルボキシレート、
　Ｎ，Ｎ′，Ｎ″，Ｎ″′－テトラキス［（４，６－ビス（ブチル－１，２，２，６，６
－ペンタメチルピペリジン－４－イル）－アミノ－ｓ－トリアジン－２－イル］－１，１
０－ジアミノ－４，７－ジアザデカン、
　オクタメチレンビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－カルボキシレー
ト）、
　Ｎ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル－ｎ－ドデシルスクシンイミ
ド、
　Ｎ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル－ｎ－ドデシルスクシン
イミド、
　１，５－ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）－１，５－ジア
ザ－４－オキソプロパン、
　１，３，５－トリス［３－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イルアミ
ノ）－２－ヒドロキシ－プロピル）イソシアヌレート、
　２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジアザ－２１－オキソ－ジス
ピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサン、
　Ｃ12－Ｃ14アルキル３－（２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジ
アザ－２１－オキソ－ジスピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサン－２０－イル）プロ
ピオネート、
　１，３－ジ（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）２，４－ジトリデ
シルブタンテトラカルボキシレート、
　１，３－ジ（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）２，４－ジト
リデシルブタンテトラカルボキシレート、
　１，４－ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）－２，２－ジメ
チル－１，４－ジアザ－４－オキソプロパン、
　ジ－（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）ｐ－メトキシベンジ
リデンマロネート、
　ドデシル３－（２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジアザ－２１
－オキソ－ジスピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサン－２０－イル）プロピオネート
、
　２，４－ジクロロ－６－tert－オクチルアミノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメ
チレンビス（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン）との重縮合物、
　ジメチルスクシネートと４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチル－１－ピペリ
ジンエタノールとの重縮合物、
　２，４－ジクロロ－６－［Ｎ－ブチル－Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
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ン－４－イル）アミノ］－ｓ－トリアジンと１，１０－ジアミノ－４，７－ジアザデカン
との重縮合物、
　ポリマーヒンダードアミン光安定剤及びオリゴマーヒンダードアミン光安定剤
からなる群より選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項１４】
　１種以上のＮ－Ｈ又はＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤のうちの少なくとも１種
が、
　４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　４－ヒドロキシ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン、
　ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）セバケート、
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）セバケート、
　ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）スクシネート、
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）スクシネート及び
　４－ステアリルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン
からなる群より選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項１５】
　１種以上のＮ－Ｈ又はＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤のうちの少なくとも１種
が、オリゴマー及びポリマーヒンダードアミン光安定剤からなる群より選択される、請求
項１記載の組成物。
【請求項１６】
　１種以上のＮ－Ｈ又はＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤のうちの少なくとも１種
が、Ｎ－メチルＨＡＬＳである、請求項１記載の組成物。
【請求項１７】
　紫外線吸収剤及びヒンダードアミン光安定剤が、合計で、溶媒の重量に基づいて約０．
０５重量％～約３０重量％存在する、請求項１記載の組成物。 
【請求項１８】
　紫外線吸収剤及びヒンダードアミン光安定剤が、合計で、溶媒の重量に基づいて約０．
１重量％～約１５重量％存在する、請求項１記載の組成物。
【請求項１９】
　電気活性デバイスが電気泳動（electrophoteric）デバイスである、請求項１記載の組
成物。
【請求項２０】
　１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種が、エステル、エポキシド、ビニルエーテル、
芳香族炭化水素、ハロゲン化有機溶媒、飽和直鎖状又は分岐鎖状炭化水素、シリコーン油
及び低分子ハロゲン含有ポリマーからなる群より選択される、請求項１記載の組成物。
【請求項２１】
　エレクトロクロミックデバイスに有用な安定化された媒質を調製する方法であって、Ｎ
－Ｈ及びＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤からなる群より選択される１種以上の添
加剤化合物の有効量を、
　ｉ）電気活性デバイス中の媒質として適切な１種以上の溶媒、及び
　ｉｉ）紫外線吸収剤からなる群より選択される１種以上の添加剤化合物の有効量
を含む組成物に加えることを含む、方法。
【請求項２２】
　ａ）電気活性デバイス中の媒質として適切な１種以上の溶媒、
　ｂ）紫外線吸収剤からなる群より選択される１種以上の添加剤化合物、及び
　ｃ）Ｎ－Ｈ及びＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤からなる群より選択される１種
以上の添加剤化合物
を含む組成物を含む、電気活性デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、紫外線への暴露の間の劣化及び黄変に対して安定化された組成物、組成物を
安定化する方法、エレクトロクロミック及び電気泳動デバイスのような電気活性デバイス
中の媒質としての、そのような組成物の使用、及びこれらの媒質から構成される電気活性
デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　紫外線（ＵＶ）放射に暴露された物質の有用性及び有効寿命を制限する主な問題は、そ
のような暴露に伴う劣化に起因する。この劣化は、紫外線の吸収により開始される物質の
分解及び他の化学反応によって生じる。そのうち、これらの化学反応の望ましくない結果
の中に、物質の変色がありうる。ＵＶ誘導変色により特に影響を受ける物質の中に、エレ
クトロクロミック及び電気泳動デバイスを含む電気活性デバイスのような機能性デバイス
の媒質を含む溶媒がある。 
【０００３】
　エレクトロクロミックデバイスは、例えば、米国特許第４，９０２，１０８号及び同第
６，１７８，０３４号で周知である。そのようなデバイスは、電気刺激の適用で電磁放射
線透過の変化を受け、多数の商業用の用途での使用が見出されている。例えば、これらは
グレージングで使用されてもよく、例えば、建築又は自動車で使用されるエネルギー効率
の良いプライバシー窓ガラス（privacy window）、自動車用バックミラー、ディスプレー
、フィルター、眼鏡、ぎらつき防止及び霧透過性デバイス、並びに可変の光の透過が望ま
れる他の用途である。これらの多く用途において、デバイスは、太陽からのようなＵＶ光
線への暴露を含む有害な環境条件に日常的に暴露される。
【０００４】
　エレクトロクロミックデバイスは、典型的に著しい色の変化を伴う。透明度及び不透明
度、並びにＩＲの吸収のような他の光学特性の変化も、そのようなデバイスの特性である
。本発明の組成物は、例として電子ペーパー及びプライバシー窓ガラスを含む液晶及び浮
遊粒子デバイスのような、同様の働きを伴う他の電気活性デバイスの一部として使用する
こともできる。
【０００５】
　米国特許第６，６１４，５７８号；同第５，７７０，１１４号；同第６，２０７，０８
３号及び同第６，０４５，７２４号は、溶媒の固有特性によるか、又はＵＶ吸収添加剤（
ＵＶＡ）、例えばベンゾトリアゾール、ベンゾフェノン、シアノアクリレート他の添加に
よるかのいずれかでＵＶ光線を吸収することによってデバイスを保護する、エレクトロク
ロミックデバイス用の媒質を含有する溶媒について開示しており、これらの米国特許の全
体を本明細書中に援用する。
【０００６】
　米国特許第５，１４８，３０５号は、所定のベンゾトリアゾール、ベンゾフェノン及び
／又はオキサニリドを含有する同様の溶液よりも溶解度が大きいことにより、規定のエレ
クトロクロミック溶液中に所定のシアノアクリレートＵＶＡを持つ組成物について特許請
求している。
【０００７】
　米国特許第６，６１４，５７８号及び同第５，７７０，１１４号は、改良された溶解度
をもたらす基で置換されているベンゾトリアゾールＵＶＡを含有するエレクトロクロミッ
クデバイス用の媒質を開示する。
【０００８】
　米国特許第５，２３９，４０６号は、層のうちの少なくとも１つが紫外線を吸収する、
阻止する、及び／又は遮蔽するための添加剤を含む、多層エレクトロクロミックグレージ
ングアセンブリーについて開示しており、同米国特許の全体を本明細書中に援用する。該
添加剤は、本発明のポリマー層のうちの１つにあってもよく、又はエレクトロクロミック
媒質それ自体にあってもよい。
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【０００９】
　米国特許第６，１４３，２０９号；同第６，３２７，０６９号；同第６，４０４，５３
２号及び同第６，５４５，７９３号は、溶媒と、場合によりベンゾフェノン、シアノアク
リレート、サリチレート及びベンゾトリアゾールを含むＵＶ吸収剤を含むエレクトロクロ
ミックデバイスについて記載しており、これらの米国特許の全体を本明細書中に援用する
。
【００１０】
　ＵＶ吸収添加剤を添加しても、ＵＶ光線への暴露時の媒質の変色は、依然として問題の
ままである。ＵＶＡに加えて、ヒンダードアミン光安定剤（ＨＡＬＳ）を含む他の安定化
添加剤が、例えば、米国特許第６，１７８，０３４号及び同第５，２３９，４０６号、並
びに米国特許出願公開２００２／０１４１０３２号のエレクトロクロミック媒質で使用さ
れている。
【００１１】
　電気泳動デバイスも良く知られており、特に、例えば米国特許第４，７７２，１０３号
；同第６，７５３，８４４号及び同第６，７５３，９９９号の懸濁粒子から構成されるも
のであり、これらの米国特許の全体を本明細書中に援用する。これらは、エレクトロクロ
ミックデバイスと同じ用途のうちの多く、例えばグレージング及びディスプレーで商業的
に使用することができ、同様の光分解を受ける。その全体が参照により本明細書に組み込
まれる米国特許第５，４６７，２１７号は、ＵＶ光吸収剤により安定化された電気泳動光
バルブ組成物について開示しており、同米国特許の全体を本明細書中に援用する。
【００１２】
　幾つかの種類のヒンダードアミン光安定剤（ＨＡＬＳ）が当該技術分野において既知で
ある。これらの種類は、ヒンダードＮ原子、例えば水素、アルキル、アシル、アルコキシ
、ヒドロキシアルコキシ、アシルオキシにおける置換により区別される。ＨＡＬＳのポリ
マー誘導体も既知である。
【００１３】
　ＵＶＡとＨＡＬＳとを一緒に使用することは、ＵＶ安定化の当該分野、例えば、米国特
許第４，３１４，９３３号において周知であるが、どのＨＡＬＳが、エレクトロクロミッ
ク又は電気泳動（electrophoteric）デバイスのような電気活性デバイスの媒質を含む溶
媒の変色を防止するのに最大の使用効果をもたらすかについての指針はほとんど存在しな
い。
【００１４】
　米国特許出願公開２００２／０１４１０３２は、Ｎ－アルコキシＨＡＬＳの使用を具体
的に記述している。米国特許第６，１７８，０３４号は、一般に、エレクトロクロミック
デバイスの電解質層における、とりわけＵＶＡ及びＨＡＬＳを含む添加剤の混合物の使用
について開示する。 
【００１５】
　発明者たちは、水素又はアルキルによりヒンダード窒素が置換されている所定のＨＡＬ
Ｓが、電気活性デバイス中に見られるＵＶＡを含有する溶液の黄変の防止において、他の
ものよりもずっと有効であることを見出した。これらのＨＡＬＳの存在も、ＵＶＡの有効
寿命を伸ばす。
【００１６】
発明の概要
　本発明は、
　ｉ）電気活性デバイス中の媒質として適切な１種以上の溶媒、
　ｉｉ）紫外線吸収剤からなる群より選択される１種以上の添加剤化合物の有効量、及び
　ｉｉｉ）Ｎ－Ｈ及びＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤からなる群より選択される
１種以上の添加剤化合物の有効量
を含む、電気活性デバイス中の媒質として適切な組成物に関する。
【００１７】
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　本発明は、また、電気活性デバイスに有用な安定化された媒質を調製する方法であって
、Ｎ－Ｈ及びＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤からなる群より選択される１種以上
の添加剤化合物の有効量を、
　ｉ）電気活性デバイス中の媒質として適切な１種以上の溶媒、及び
　ｉｉ）紫外線吸収剤からなる群より選択される１種以上の添加剤化合物の有効量
を含む組成物に加えることを含む方法に関する。
【００１８】
　本発明は、また、本発明の安定化された組成物を含む、エレクトロクロミック及び電気
泳動デバイスのような電気活性デバイスに関する。
詳細な開示
【００１９】
　「陽極物質」は、酸化によって原子価の状態が変わったときに、可逆性の色変化を受け
ることができる化合物又は組成物を言うことを意味する。 
【００２０】
　「陰極物質」は、還元によって原子価の状態が変わったときに、可逆性の色変化を受け
ることができる化合物又は組成物を言うことを意味する。 
【００２１】
　「電気活性」は、電気刺激を受けたときに、組成又は特性、例えば、とりわけ色、酸化
状態、伝導性、不透明性、光学的透明度、回析指数、電磁波透過率、モジュラス、接着性
、ｐＨ、透磁率の可逆的な変化を受けることができる化合物、化合物の混合物、溶液、組
成物又はデバイスのいずれかを言うことを意味する。電気活性デバイスの例には、エレク
トロクロミック及び電気泳動デバイスが含まれる。
【００２２】
　「エレクトロクロミック」は、電気刺激を受けたときに、電磁波吸収／透過率に可逆的
な変化を受けることができる、化合物、化合物の混合物、溶液、組成物又はデバイスのい
ずれかを言うことを意味する。
【００２３】
　「電気泳動」は、電気刺激を受けたときに、少なくとも１種の成分の幾何学配向が可逆
的な変化を受けることができる、化合物、化合物の混合物、粒子、懸濁液、溶液、組成物
又はデバイスのいずれかを言うことを意味する。懸濁粒子デバイスは、例えば、米国特許
出願２００３／００２０８４４号における電気泳動デバイスのように、本発明に最も適切
であり、同出願の全体を本明細書中に援用する。
【００２４】
　「黄変」は、時間が経つにつれて溶液の色が増すことを言うことを意味する。典型的に
は、形成された色は、実際には黄色であるが、有機崩壊反応の性質を考慮すると、形成さ
れた色は、また、多様な色合いの黄色及び褐色を含む他の色相であってもよい。
【００２５】
　エレクトロクロミックデバイスは、一対の電極と、電気刺激の適用時、又はその後で透
過率を変える少なくとも１種の化合物又は物質とを必要とする。  
【００２６】
　本発明のエレクトロクロミックデバイスは、典型的には、（ａ）関連する導電性の物質
を有する第１の実質的に透明な基板；（ｂ）関連する導電性の物質を有する第２の実質的
に透明な基板；及び（ｃ）（１）少なくとも１種の溶媒、（２）少なくとも１種の陽極物
質、（３）少なくとも１種の陰極物質を含み、陽極と陰極の物質のどちらか又は両方が電
気活性であり、陽極と陰極の物質のうちの少なくとも１種がエレクトロクロミックである
、エレクトロクロミック媒質を含み、また、（４）非エレクトロクロミック導電電解質を
含んでもよい。
【００２７】
　例は、以下に見出すことができる：
　米国特許第４，９０２，１０８号は、シングルコンパートメントで、自己消去する、溶
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液相エレクトロクロミックデバイスについて記載しており、同米国特許の全体を本明細書
中に援用する。
　米国特許第６，１７８，０３４号は、大きな領域のグレージングに有用な多層エレクト
ロクロミックデバイスについて記載しており、同米国特許の全体を本明細書中に援用する
。
　米国特許出願２００２／０２４１０３２は、エレクトロクロミック媒質及びデバイスに
ついて記載しており、同出願の全体を本明細書中に援用する。
　米国特許第６，１４３，２０９号；同第６，３２７，０６９号；同第６，４０４，５３
２号及び同第６，５４５，７９３号は、溶媒及びＵＶ吸収剤を含むエレクトロクロミック
デバイスについて記載しており、これらの米国特許の全体を本明細書中に援用する。
【００２８】
　陽極及び陰極の物質は、また、米国特許第６，２４１，９１６号で記載されているよう
に、架橋単位により組み合わされても又は結合されてもよく、同米国特許の全体を本明細
書中に援用する。陽極物質又は陰極物質を同様の方法により結合することも可能である。
記載されている概念を更に組み合わせて、結合又はカップリングされる多様な電気活性物
質を生じることができ、色安定化部分と陽極及び／又は陰極物質との結合のような、レド
ックス緩衝剤の結合を含む。陽極及び陰極エレクトロクロミック物質は、米国特許第６，
２４９，３６９号に記載されているような、カップリングされた物質を含むこともでき、
、同米国特許の全体を本明細書中に援用する。
【００２９】
　エレクトロクロミック物質は、米国特許第６，１９３，９１２号に記載されているよう
な、近赤外線（ＮＩＲ）吸収化合物を追加的に含むことができ、同米国特許の全体を本明
細書中に援用する。加えて、エレクトロクロミック媒質は、熱安定剤、酸化防止剤、増粘
剤、粘度調整剤、色彩付与剤、レドックス緩衝剤及びこれらの混合物のような他の物質を
含んでもよい。
【００３０】
　加えて、単層で単相の媒質は、陽極と陰極の物質がポリマーマトリックス中に組み込ま
れている媒質を含んでもよく、それは、米国特許第６，５６９，３６１号に記載されてお
り、同米国特許の全体を本明細書中に援用する。陽極又は陰極の物質は、また、固有のエ
レクトロクロミック活性を持つ導電性ポリマーを含んでもよい。
【００３１】
　多層デバイスは既知である。媒質は層で作製されていてもよく、導電性電極に直接結合
しているか又はそれに近接して拘束され、電気化学的に酸化又は還元されると結合又は拘
束されたままでいる物質を含む。 
【００３２】
　多相媒質も既知である。媒質中の１種以上の物質は、デバイスの作動中に相変化を受け
、例えば、イオン伝導性電解質中の溶液に含有される物質が、電気化学的に酸化又は還元
されると、導電性電極の上に層を形成する。 
【００３３】
　本発明の開示のためには、エレクトロクロミックデバイスの成分を含有する溶媒は、エ
レクトロクロミックデバイスの、電気活性であるか又はそうではない機能性要素のいずれ
も含有する必要がない。しかし、実際には、溶媒は、エレクトロクロミック物質用の媒質
として有用であるので、デバイスのある機能的な態様を含有し、それは電解質、陽極物質
、陰極物質、又はそれらのいずれかの組み合わせであり、エレクトロクロミックデバイス
の分野で理解されている通りの他の成分を同様に含み得ることが予想されるであろう。
【００３４】
　陽極活性、陰極活性及び電解質の物質、並びにエレクトロクロミックデバイスの他の物
質、及び使用濃度は、本明細書中に引用する特許において見出すことができる。
【００３５】
　本発明に適切な溶媒の中で、エレクトロクロミックデバイスの電気活性媒質を提供する
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ために、１種以上の陽極エレクトロクロミック化合物、陰極エレクトロクロミック化合物
、及び／又は電荷保持電解質として機能する物質の溶解に適している、溶液相エレクトロ
クロミックデバイスのものが当分野において知られている。例えば、１種以上の溶媒のう
ちの少なくとも１種は、スルホン、アミド、スルホキシド、エーテル、ポリエーテル、ア
ルコール、ポリオール、ニトリル、ケトン、アルデヒド、カルボン酸、環状エステル、環
状カーボネート、グリシジルエーテルカーボネート及びケイ素／ポリオールコポリマーか
らなる群より選択される。
【００３６】
　例えば、１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種は、スルホン、ケトン、ニトリル及び
環状カーボネートからなる群より選択される。
【００３７】
　そのような溶媒には、とりわけ、市販の３－メチルスルホラン、テトラメチレンスルホ
ン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラグリム及び他のポリ
エーテル類、メタノール、エタノール、エトキシエタノールのようなアルコール類、アセ
トニトリル、グルタロニトリル、３－ヒドロキシプロピオニトリル、メトキシプロピオニ
トリル、３－エトキシプロピオニトリル、２－メチルグルタロニトリル、シアノエチルス
クロースのようなニトリル類、アセトン、メチルエチルケトン、シクロペンタノン、シク
ロヘキサノン、ベンゾイルアセトン、４－ヒドロキシ－４－メチル－２－ペンタノン、ア
セトフェノンを含むケトン類、酢酸のようなカルボン酸類、β－プロピオラクトン、２－
アセチルブチロラクトン、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、４－エテニル－１
，３－ジオキサラン－２－オンを含む環状エステル類、プロピレンカーボネート（ＰＣ）
、エチレンカーボネート、１，２－ブチレンカーボネート、グリシジルエーテルカーボネ
ート（例えば、Texaco Chemical Company, Austin, Tex.から市販されているもの）、ケ
イ素／ポリオールコポリマー類（例えば、Genesse Polymers, Flint, Mich.から市販され
ているもの）、並びにこれらの組み合わせ及びこれらの均質混合物が含まれる。
【００３８】
　例えば、１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種は、３－メチルスルホン、テトラメチ
レンスルホン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラグリム又
は他のポリエーテル、メタノール、エタノール、エトキシエタノール、アセトニトリル、
グルタロニトリル、３－ヒドロキシプロピオニトリル、メトキシプロピオニトリル、３－
エトキシプロピオニトリル２－メチルグルタロニトリル、シアノエチルスクロース、アセ
トン、メチルエチルケトン、メチルアミルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン
、ベンゾイルアセトン、４－ヒドロキシ－４－メチル－２－ペンタノン、アセトフェノン
、酢酸、β－プロピオラクトン、２－アセチルブチロラクトン、γ－ブチロラクトン、γ
－バレロラクトン、４－エテニル－１，３－ジオキサラン－２－オン、プロピレンカーボ
ネート、エチレンカーボネート及び１，２－ブチレンカーボネートからなる群より選択さ
れる。
【００３９】
　例えば１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種は、３－メチレンフルホラン、テトラメ
チレンスルホン、テトラグリム、アセトン、メチルエチルケトン、メチルアミルケトン、
シクロペンタノン、シクロヘキサノン、アセトニトリル、グルタロニトリル、３－ヒドロ
キシプロピオニトリル、メトキシプロピオニトリル、３－エトキシプロピオニトリル、２
－メチルグルタロニトリル、４－エテニル－１，３－ジオキサラン－２－オン、プロピレ
ンカーボネート、エチレンカーボネート及び１，２－ブチレンカーボネートからなる群よ
り選択される。
【００４０】
　例えば、１種以上の溶媒のうちの少なくとも１種は、テトラグリム、メチルアミルケト
ン、アセトニトリル及びプロピレンカーボネートからなる群より選択される。
【００４１】
　１種よりも多くの溶媒を使用してもよい。
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【００４２】
　溶媒を含む媒質は、また、例えば、米国特許第５，９２８，５７２号で記載されている
ように、ポリマー又はコポリマーのマトリックス中に分散されてもよく、同米国特許の全
体を本明細書中に援用する。この散在層は自立型ゲルとして存在してもよい。
【００４３】
　好適な重合開始剤を持つモノマーをモノマー組成物として使用することができ、これよ
り、この組成物を、セルが放射、加熱又は電気発生される開始剤により充填された後に、
その場で重合させて固体を形成することができる。そのような方法は、例えば、米国特許
第６，０２０，９８７号に記載されており、同米国特許を本明細書中に援用する。
【００４４】
　米国特許第６，０２０，９８７号は、少なくとも３種の電気活性物質の濃度を個別に選
択することによりエレクトロクロミック媒質の色を予め選択できるように、一緒に添加さ
れた、活性化されたときに吸収スペクトルを有する少なくとも３種の電気活性物質を含む
改善されたエレクトロクロミック媒質について記載する。
【００４５】
　本発明の開示のためには、溶媒組成物は、ＵＶ安定剤を除いて、エレクトロクロミック
デバイスの、電気活性であるか又はそうではない機能性要素のいずれも含有する必要がな
い。しかし、実際には、溶媒は、デバイスの機能性のある態様のため媒質として使用され
ることが予想され、それは電解質、陽極物質、陰極物質、又はそれらのいずれかの組み合
わせであり、エレクトロクロミックデバイスの分野で理解されている通りの他の成分、例
えば着色物質、熱安定剤、赤外線吸収染料、水分掃去剤、充填剤、粘度調整剤などを同様
に含むことができる。ディスプレー用途のような不透明層が望ましい場合には、溶液は、
不活性無機酸化物充填剤、無機硫酸塩充填剤、無機炭酸塩充填剤、無機顔料、有機顔料、
界面活性剤、可塑剤及び分散剤からなる群より選択される少なくとも１種の添加剤を含有
してよい。
【００４６】
　本発明の組成物は、また、電気泳動デバイス中の懸濁流体としても有用であり、その例
は、米国特許第４，２４７，１７５号；同第４，４０７，５６５号；同第４，７７２，１
０３号；同第６，７５３，８４４号及び同第６，７５３，９９９号、並びに米国特許出願
２００３／００２０８４に見出すことができ、これらの米国特許及び米国特許出願の全体
を本明細書中に援用する。
【００４７】
　電気泳動デバイスで有用な溶媒には、ハロゲン化有機溶媒、飽和直鎖状又は分岐鎖状炭
化水素、シリコーン油のような有機溶媒が含まれ、低分子ハロゲン含有ポリマーは、いく
種かの有用な懸濁流体である。
【００４８】
　有用な有機溶媒には、例えばデカンエポキシド及びドデカンエポキシドのようなエポキ
シド類；例えばシクロヘキシルビニルエーテル及びDecave.RTM.（International Flavors
 & Fragrances, Inc., New York, N.Y.）ようなビニルエーテル類；例えばトルエン及び
ナフタレンのような芳香族炭化水素が含まれ、これらに限定されない。ハロゲン化有機溶
媒には、テトラフルオロジボロモエチレン、テトラクロロエチレン、トリフルオロクロロ
エチレン、１，２，４－トリクロロベンゼン及び四塩化炭素が含まれ、これらに限定され
ない。炭化水素には、ドデカン、テトラデカン、Isopar.RTM.シリーズ（Exxon, Houston,
 Tex.）、Norpar.RTM（ノルマルパラフィン液シリーズ）、Shell-Sol.RTM.（Shell, Hous
ton, Tex.）及びSol-Trol.RTM.（Shell）の脂肪族炭化水素、ナフサ、並びに他の石油系
溶媒が含まれ、これらに限定されない。シリコーン油には、オクタメチルシクロシロキサ
ン及び高分子環状シロキサン、ポリ（メチルフェニルシロキサン）、ヘキサメチルジシロ
キサン及びポリジメチルシロキサンが含まれ、これらに限定されない。低分子ハロゲン含
有ポリマーには、ポリ（クロロトリフルオロエチレン）ポリマー（Halogenated hydrocar
bon Inc., River Edge, N.J.），Galden.RTM.（Ausimont, Morristown, N.J.からの過フ
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ッ素化エーテル)、又はDuPont（Wilmington, Del.）からのKrytox.RTM.が含まれ、これら
に限定されない。
【００４９】
　脂肪族及び芳香族アルコール、脂肪族及び芳香族アルコールと酸とのエステル、並びに
脂肪族及び芳香族アルコールのエーテルもそのようなデバイスに有用である。
【００５０】
　アルコールには、メタノール及び２－エチルヘキサノールが含まれる。エステルには、
イソペンチルアセテートを含むアルキルアセテート、ｐ－ノニルフェニルアセテートを含
むアルキルフェニルアセテート、ジオクチルフタレート、ジイソデシルアジペート、ジオ
クチルセバケートを含むジエステル、並びに３，５，５－トリメチルヘキシルイソブチレ
ート、３，５，５－トリメチルヘキシルネオペンタノエート、ネオペンチルネオペンタノ
エート及びイソブチルネオペンタノエートを含むヒンダードエステルが含まれる。有用な
エーテルには、ジ－２－エチルヘキシルエーテル、ジ－３，５，５－トリメチルヘキシル
エーテル、ジ－ネオペンチルエーテル及び非対称分岐鎖状エーテルが含まれる。
【００５１】
　電気泳動懸濁流体は１種以上の溶媒を含んでよい。界面活性剤、水、ポリマー、表面修
飾剤、電荷制御剤及び電荷補助剤のような、当該分野に通常の他の物質もまた存在しても
よい。マイクロカプセル化法のための反応体又は溶媒（例えば、油溶性モノマー）も懸濁
流体に含有することができる。
【００５２】
　液体懸濁液がそのまま光変調要素として使用できるが、例えば、その全体が参照により
本明細書に組み込まれる、米国特許第３，２５７，９０５号；同第３，３４１，２７４号
；同第４，９１９，５２１号；同第５，４６３，４９１号及び同第５，４６３，４９２号
のように、液体懸濁液の液滴をポリマーマトリックス中に分布させることによって光変調
フィルムを作製することも可能である。
【００５３】
　したがって、電気泳動デバイスに使用するために適切なフィルムは、電気泳動懸濁液の
液滴をマトリックスに分布させた架橋ポリマーマトリックスを含んでよい。このフィルム
は、適切な液体により膨張してもよい。このことは、得られるフィルムの周波数応答特性
を改善し、光の散乱を低減する。
【００５４】
　その全体が参照により本明細書に組み込まれる、米国特許第５，４６７，２１７号及び
同第４，４０７，５６５号は、ＵＶＡ、具体的にはベンゾトリアゾール及びシアノアクリ
レートＵＶＡそれぞれを組み込むことにより光分解に対して安定化された、電気泳動デバ
イス用の流体懸濁液について記載する。ＨＡＬＳのような他の安定剤は、記述されていな
い。
【００５５】
　本発明の組成物のために選択されたＵＶＡは、有効なレベルで含有されるために、選択
された溶媒中で十分な溶解度を持たなければならない。例えば、米国特許第５，１４８，
３０５号；同第６，６１４，５７８号及び同第５，７７０，１１４号は、エレクトロクロ
ミック媒質溶媒へのＵＶＡの溶解度に基づいた特定のＵＶＡ化合物の選択に基づいている
。
【００５６】
　本紫外線吸収剤（ＵＶＡ）は、ヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール、ベンゾフェノ
ン、ベンゾオキサゾン、α－シアノアクリレート、オキサニリド、トリス－アリール－ｓ
－トリアジン、シンナメート、マロネート、ベンゾエート、レゾルシノール及びフェノー
ルとのテレフタル酸及びイソフタル酸、ベンジリデン並びにサリチレートからなる群より
選択される。
【００５７】
　１種よりも多くのＵＶＡが選択され、一緒に使用されてもよい。
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【００５８】
　例えば１種以上の紫外線吸収剤のうちの少なくとも１種は、ヒドロキシフェニルベンゾ
トリアゾール、ベンゾフェノン及びトリス－アリール－ｓ－トリアジンからなる群より選
択される。
【００５９】
　本ヒドロキシフェニルベンゾトリアゾールＵＶ吸収剤は、例えば、米国特許第３，００
４，８９６号；第３，０５５，８９６号；第３，０７２，５８５号；第３，０７４，９１
０号；第３，１８９，６１５号；第３，２１８，３３２号；第３，２３０，１９４号；第
４，１２７，５８６号；第４，２２６，７６３号；第４，２７５，００４号；第４，２７
８，５８９号；第４，３１５，８４８号；第４，３４７，１８０号；第４，３８３，８６
３号；第４，６７５，３５２号；第４，６８１，９０５号；第４，８５３，４７１号；第
５，２６８，４５０号；第５，２７８，３１４号；第５，２８０，１２４号；第５，３１
９，０９１号；第５，４１０，０７１号；第５，４３６，３４９号；第５，５１６，９１
４号；第５，５５４，７６０号；第５，５６３，２４２号；第５，５７４，１６６号；第
５，６０７，９８７号；第５，７７０，１１４号；第５，９７７，２１９号；第６，１６
６，２１８号；第６，２６２，１５１号；第６，３９２，０５６号；第６，４５１，８８
７号；第６，４５８，８７２号及び第６，６１４，５７８号に開示されており、それらの
開示を本明細書中に援用する。
【００６０】
　本トリス－ｓ－トリアジンＵＶ吸収剤は、例えば、米国特許第３，８４３，３７１号；
第４，６１９，９５６号；第４，７４０，５４２号；第５，０９６，４８９号；第５，１
０６，８９１号；第５，２９８，０６７号；第５，３００，４１４号；第５，３５４，７
９４号；第５，４６１，１５１号；第５，４７６，９３７号；第５，４８９，５０３号；
第５，５４３，５１８号；第５，５５６，９７３号；第５，５９７，８５４号；第５，６
８１，９５５号；第５，７２６，３０９号；第５，７３６，５９７号；第５，９４２，６
２６号；第５，９５９，００８号；第５，９９８，１１６号；第６，０１３，７０４号；
第６，０６０，５４３号；第６，２４２，５９８号及び第６，２５５，４８３号、に開示
されており、それらの開示を本明細書中に援用する。
【００６１】
　本ベンゾフェノンＵＶ吸収剤は、例えば、当該分野及び本明細書中に引用された特許に
見出される通りの２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、２，２′，４－トリヒドロキシ
ベンゾフェノン、及び２，２′，４，４－テトラヒドロキシベンゾフェノンの誘導体であ
る。
【００６２】
　本シアノアクリレート、シンナメート及びマロネートＵＶ吸収剤は、例えば、当該分野
及び本明細書中に引用された特許に見出される通りの、α－シアノ－β，β－ジフェニル
アクリル酸、ケイ皮酸、α－シアノ－β－メチルケイ皮酸、及びベンジリデンマロネート
の誘導体である。
【００６３】
　例えば、本発明に有用なＵＶ吸収剤は、米国特許第５，１４８，３０５号；第６，６１
４，５７８号；第５，７７０，１１４号；第６，１４３，２０９号；第６，３２７，０６
９号；第６，５４５，７９３号及び第６，４０４，５３２号で見出されるものであり、こ
れらの米国特許の全体を本明細書中に援用する。
【００６４】
　例えば、本発明に有用なＵＶ吸収剤は、米国特許第６，６１４，５７８号及び同第５，
７７０，１１４号で見出されるものであり、これらの米国特許の全体を本明細書中に援用
する。
【００６５】
　例えば、本発明に有用なＵＶ吸収剤は、
　ヒドロキシ、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ、Ｃ1～Ｃ12分岐鎖状アルコキシ、又は１つ以上のヒ
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ドロキシで置換されている、及び／若しくは１個以上の酸素原子で中断されている前記ア
ルコキシ又は分岐鎖状アルコキシにより４位で置換されている２－ヒドロキシベンゾフェ
ノン、
　２－［２－ヒドロキシ－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）フェニル］
－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　２－［２－ヒドロキシ－３－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）－５－（Ｃ1

～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　２－［２－ヒドロキシ－３，５－ジ（α，α－ジメチルベンジル）フェニル］－２Ｈ－
ベンゾトリアゾール、
　２－［２－ヒドロキシ－３－（α，α－ジメチルベンジル）－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキ
ル又は分岐鎖状アルキル）］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロケ
イ皮酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエステル類、
　２－メトキシエチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－
ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－te
rt－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（ベンゾトリアゾール－２
－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オメガ－ヒドロキシ－オクタ
（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－［２－ヒドロキシ－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル
）フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－［２－ヒドロキシ－３－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル
）－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリア
ゾール、
　５－クロロ－２－［２－ヒドロキシ－３，５－ジ（α，α－ジメチルベンジル）フェニ
ル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－［２－ヒドロキシ－３－（α，α－ジメチルベンジル）－５－（Ｃ1

－Ｃ12アルキル又は分岐アルキル）］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　３－（５－クロロ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロ
キシヒドロケイ皮酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエステル類、
　２－メトキシエチル３－（５－クロロ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－
ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（５－クロロ－ベンゾトリアゾール－２－イ
ル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（５－クロロ－ベンゾトリ
アゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　５－クロロ－２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オメガ－ヒドロ
キシ－オクタ（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－ベンゾトリア
ゾール、
　５－トリフルオロ－２－［２－ヒドロキシ－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状ア
ルキル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－トリフルオロ－２－［２－ヒドロキシ－３－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状ア
ルキル）－５－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）フェニル］－２Ｈ－ベンゾ
トリアゾール、
　５－トリフルオロ－２－［２－ヒドロキシ－３，５－ジ（α，α－ジメチルベンジル）
フェニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－トリフルオロ－２－［２－ヒドロキシ－３－（α，α－ジメチルベンジル）－５－
（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状アルキル）］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
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　３－（５－トリフルオロ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－
ヒドロキシヒドロケイ皮酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエステル類、
　２－メトキシエチル３－（５－トリフルオロ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－
tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（５－トリフルオロ－ベンゾトリアゾール－
２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（５－トリフルオロ－ベン
ゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　５－トリフルオロ－２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オメガ－
ヒドロキシ－オクタ（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－ベンゾ
トリアゾール、
　ｐ－メトキシケイ皮酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエステル類、
　ｐ－メトキシベンジリデンマロン酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキルエステ
ル類、
　２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリル酸のＣ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキ
ルエステル類、
　ジ－（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）ｐ－メトキシベンジ
リデンマロネート、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４－（Ｃ1～Ｃ1

2アルキル又は分岐鎖状アルキル）オキシフェニル）－ｓ－トリアジン、
　２，４－ジフェニル－６－（２－ヒドロキシ－４－（Ｃ1～Ｃ12アルキル又は分岐鎖状
アルキル）オキシフェニル）－ｓ－トリアジン、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－ド－
／トリ－デシルオキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル］－ｓ－トリアジン、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－ド－
／トリ－デシルオキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）－５－α－クミルフェニル］－ｓ－
トリアジン、
　２－［２－ヒドロキシ－４－（１－（Ｃ1～Ｃ18アルキル又は分岐鎖状アルキル）オキ
シカルボニルエトキシ）フェニル］－４，６－ビス（４－フェニルフェニル）－１，３，
５－トリアジン、及び
　２，４，６－トリス（２，４－ジヒドロキシフェニル）－ｓ－トリアジンとオクチルα
－ハロアセテートとの反応生成物 
からなる群より選択される。
【００６６】
　例えば、本発明に有用なＵＶ吸収剤は、
　４－メトキシ－２－ヒドロキシベンゾフェノン、
　４－オクチルオキシ－２－ヒドロキシベンゾフェノン、
　４－ドデシルオキシ－２－ヒドロキシベンゾフェノン、
　４－（２－エチルヘキシルオキシ）－２－ヒドロキシベンゾフェノン、
　２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、
　４－メトキシ－２，２′－ジヒドロキシベンゾフェノン、
　４，４′－ジメトキシ－２，２′－ジヒドロキシベンゾフェノン、
　２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　２－（２－ヒドロキシ－５－tert－オクチルフェニル－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－tert－アミルフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾ
ール、
　２－（２－ヒドロキシ－３－sec－ブチル－５－tert－ブチルフェニル）－２Ｈ－ベン
ゾトリアゾール、
　２－（２－ヒドロキシ－３－ドデシル－５－メチルフェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾ
ール、
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　２－［２－ヒドロキシ－３，５－ジ（α，α－ジメチルベンジル）フェニル］－２Ｈ－
ベンゾトリアゾール、
　２－［２－ヒドロキシ－３－（α，α－ジメチルベンジル）－５－tert－オクチルフェ
ニル］－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　オクチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシ
ヒドロシンナメート、
　ブチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒ
ドロシンナメート、
　ペンチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシ
ヒドロシンナメート、
　２－メトキシエチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－
ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－te
rt－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（ベンゾトリアゾール－２
－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オメガ－ヒドロキシ－オクタ
（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－（２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－メチルフェニル）－２Ｈ
－ベンゾトリアゾール、
　５－クロロ－２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－tert－ブチルフェニル）－２Ｈ－ベ
ンゾトリアゾール、
　オクチル３－（５－クロロベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－
ヒドロキシヒドロシンナメート、
　オクチル３－（５－トリフルオロメチル－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert
－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　ブチル３－（５－トリフルオロメチル－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－
ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　ペンチル３－（５－トリフルオロメチル－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert
－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　５－トリフルオロメチル－２－｛２－ヒドロキシ－３－tert－ブチル－５－［２－（オ
メガ－ヒドロキシ－オクタ（エチレンオキシ）カルボニル）エチル］フェニル｝－２Ｈ－
ベンゾトリアゾール、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（５－トリフルオロメチルベンゾトリアゾー
ル－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（５－トリフルオロメチル
ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメー
ト、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオ
キシフェニル）－ｓ－トリアジン、
　２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－ド－
／トリ－デシルオキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル］－ｓ－トリアジン、
　２－［２－ヒドロキシ－４－（１－オクチルオキシカルボニルエトキシ）フェニル］－
４，６－ビス（４－フェニルフェニル）－１，３，５－トリアジン及び
　２，４，６－トリス（２，４－ジヒドロキシフェニル）－ｓ－トリアジンとオクチルα
－ハロアセテートとの反応生成物
からなる群より選択される。
【００６７】
　例えば、本発明に有用なＵＶ吸収剤は、
　２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシベンゾフェノン、
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　オクチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシ
ヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（ベンゾトリアゾール－２
－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－te
rt－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（５－トリフルオロメチルベンゾトリアゾー
ル－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート、
　２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル３－（５－トリフルオロメチル
ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメー
ト、
　２－［２－ヒドロキシ－４－（１－オクチルオキシカルボニルエトキシ）フェニル］－
４，６－ビス（４－フェニルフェニル）－１，３，５－トリアジン及び
　４，６－ジフェニル－２－（４－ヘキシルオキシ－２－ヒドロキシフェニル）－ｓ－ト
リアジン
からなる群より選択される。
【００６８】
　ヒンダードアミン光安定剤は、例えば、米国特許第３，６４０，９２８号；第３，９９
２，３９０号；第５，２０４，４７３号；第５，９８０，７８３号；第６，０４６，３０
４号；第６，２９７，２９９号；第５，８４４，０２６号及び第６，２７１，３７７号、
に開示されており、下記式：
【００６９】
【化４】

【００７０】
〔式中、
　Ｇ1及びＧ2は、独立して、炭素原子１～８個のアルキルであるか、又は一緒になってペ
ンタメチレンであり、
　Ｚ1及びＺ2は、それぞれメチルであるか、又はＺ1及びＺ2は一緒になって結合部分を形
成し、結合部分は、エステル、エーテル、アミド、アミノ、カルボキシ、若しくはウレタ
ン基で更に置換されていてもよい、そして
　Ｅは、例えば、水素、アルキル、アシル、アルコキシ、ヒドロキシアルコキシ、アシル
オキシにすることができる〕
で示される基を含有する。
【００７１】
　ＨＡＬＳは、例えば、モノマー化合物であるか、又はオリゴマー若しくはポリマー化合
物である。
【００７２】
　幾つかの種類のヒンダードアミン光安定剤（ＨＡＬＳ）が当該分野において既知であり
、これらは基Ｅにより区別される。ＨＡＬＳは、例えば、水素、アルキル、アシル、アル
コキシ、ヒドロキシアルコキシ、アシルオキシによりＮ－原子上で置換されることができ
る。ＨＡＬＳのポリマー誘導体も既知である。
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　本発明のヒンダードアミン光安定剤は、置換基Ｅが、水素、アルキル又は置換アルキル
基である種類から選択され、Ｎ－アルキル基がポリマーの反復単位の一部であるポリマー
を含む。
【００７４】
　例えば、Ｅは、水素、アルキル、アルケニル又はアラルキル、特に水素又はアルキルで
ある。例えば、Ｅは、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、Ｃ3～Ｃ8アルケニル又はＣ7～Ｃ12アラ
ルキル、特に水素又はＣ1～Ｃ18アルキルである。
【００７５】
　ＵＶＡと同様に、本発明の組成物のために選択されたＨＡＬＳは、有効なレベルで含有
されるために、選択された溶媒中で十分に溶解性でなければならない。これらは、また、
デバイスの機能を妨害してはならず、例えば、エレクトロクロミックデバイスの色変化を
妨げてはならない。
【００７６】
　１種よりも多くのＨＡＬＳが選択され、一緒に使用されてもよい。
【００７７】
　本立体ヒンダードアミン光安定剤は、例えば、式Ａ～Ｒ：
【００７８】
【化５】



(23) JP 2008-506160 A 2008.2.28

10

20

30

40



(24) JP 2008-506160 A 2008.2.28

10

20

30



(25) JP 2008-506160 A 2008.2.28

10

20

30

40



(26) JP 2008-506160 A 2008.2.28

10

20

30

40

50

【００７９】
〔式中、
　Ｅは、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、Ｃ3～Ｃ8アルケニル、Ｃ3～Ｃ8アルキニル、Ｃ7～Ｃ

12アラルキル、グリシジル又は基－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）－Ｚであり、ここでＺは、水素、
メチル、エチル又はフェニルであり、
　Ｒは、水素又はメチルであり、
　ｍは、１～４であり、
　ｍが１の場合、
　Ｒ2は、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、若しくは１個以上の酸素原子で場合により中断され
ている前記アルキル、Ｃ2～Ｃ12アルケニル、Ｃ6～Ｃ10アリール、Ｃ7～Ｃ18アラルキル
、グリシジル、脂肪族、脂環式若しくは芳香族カルボン酸の、又はカルバミン酸の一価ア
シル基、例えば、２～１８個のＣ原子を有する脂肪族カルボン酸の、５～１２個のＣ原子
を有する脂環式カルボン酸の、又は７～１５個のＣ原子を有する芳香族カルボン酸のアシ
ル基、又は下記式：
【００８０】
【化６】

【００８１】
（式中、ｘは、０又は１である）か、下記式：
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【００８２】
【化７】

【００８３】
（式中、ｙは２～４である）であり；
　ｍが２の場合、
　Ｒ2は、Ｃ1～Ｃ12アルキレン、Ｃ4～Ｃ12アルケニレン、キシリレン、脂肪族、脂環式
、アルアルファチック若しくは芳香族ジカルボン酸の、又はジカルバミン酸の二価アシル
基、例えば、２～１８個のＣ原子を有する脂肪族ジカルボン酸の、８～１４個のＣ原子を
有する脂環式若しくは芳香族ジカルボン酸の、又は８～１４個のＣ原子を有する脂肪族、
脂環式若しくは芳香族ジカルバミン酸のアシル基か；下記式：
【００８４】
【化８】

【００８５】
（式中、Ｄ1及びＤ2は、独立して、水素、８個までの炭素原子を含有するアルキル基、３
，５－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル基を含むアリール又はアラルキル基であり、
Ｄ3は、水素、又は１８個までの炭素原子を含有するアルキル若しくはアルケニル基であ
り、そしてｄは０～２０である）であり；
　ｍが３の場合、Ｒ2は、脂肪族、不飽和脂肪族、脂環式又は芳香族トリカルボン酸の三
価アシル基であり；
　ｍが４の場合、Ｒ2は、１，２，３，４－ブタンテトラカルボン酸、１，２，３，４－
ブタ－２－エン－テトラカルボン酸、並びに１，２，３，５－及び１，２，４，５－ペン
タンテトラカルボン酸を含む、飽和又は不飽和の脂肪族又は芳香族テトラカルボン酸の三
価アシル基であり；
　ｐは、１、２又は３であり、
　Ｒ3は、水素、Ｃ1～Ｃ12アルキル、Ｃ5～Ｃ7シクロアルキル、Ｃ7～Ｃ9アラルキル、Ｃ



(28) JP 2008-506160 A 2008.2.28

10

20

30

40

2～Ｃ18アルカノイル、Ｃ3～Ｃ5アルケノイル又はベンゾイルであり；
　ｐが１の場合、
　Ｒ4は、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、Ｃ5～Ｃ7シクロアルキル、Ｃ2～Ｃ8アルケニル（非
置換であるか、又はシアノ、カルボニル若しくはカルバミド基で置換されている）、アリ
ール、アラルキル、又はグリシジル、式：－ＣＨ2－ＣＨ（ＯＨ）－Ｚの、又は式：－Ｃ
Ｏ－Ｚ若しくは－ＣＯＮＨ－Ｚの基（ここで、Ｚは、水素、メチル又はフェニルである）
；又は下記式：
【００８６】
【化９】

【００８７】
（式中、ｈは、０又は１である）の基であり；
　Ｒ3及びＲ4は、ｐが１の場合、一緒になって、炭素原子４～６個のアルキレン又は２－
オキソ－ポリアルキレン、脂肪族又は芳香族の１，２－若しくは１，３－ジカルボン酸の
環状アシル基にすることができ；
　ｐが２の場合、
　Ｒ4は、直接結合であるか、又はＣ1～Ｃ12アルキレン、Ｃ6～Ｃ12アリーレン、キシリ
レン、－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ2－基、若しくは基－ＣＨ2－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ2－Ｏ
－Ｘ－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ2－（ここでＸは、Ｃ2～Ｃ10アルキレン、Ｃ6～Ｃ

15アリーレン又はＣ6～Ｃ12シクロアルキレンである）であるか；或いはＲ3が、アルカノ
イル、アルケノイル又はベンゾイルでない場合、Ｒ4は、脂肪族、脂環式若しくは芳香族
のジカルボン酸又はジカルバミン酸の二価アシル基にすることもできるか、又は基－ＣＯ
－にすることができるか；或いは
　Ｒ4は、下記式：
【００８８】
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【化１０】

【００８９】
（式中、Ｔ8及びＴ9は、独立して、水素、炭素原子１～１８個のアルキルであるか、或い
はＴ8及びＴ9は、一緒になって、炭素原子４～６個のアルキレンであるか又は３－オキサ
ペンタメチレンであり、例えばＴ8及びＴ9は、一緒になって３－オキサペンタメチレンで
ある）であり；
　ｐが３の場合、
　Ｒ4は、２，４，６－トリアジニルであり、
　ｎは、１又は２であり、
　ｎが１の場合、
　Ｒ5及びＲ′5は、独立して、Ｃ1～Ｃ12アルキル、Ｃ2～Ｃ12アルケニル、Ｃ7～Ｃ12ア
ラルキルであるか、又はＲ5は、水素でもあるか、或いはＲ5及びＲ′5は、一緒になって
、Ｃ2～Ｃ8アルキレン又はヒドロキシアルキレン又はＣ4～Ｃ22アシルオキシアルキレン
であり；
　ｎが２の場合、
　Ｒ5及びＲ′5は、一緒になって、（－ＣＨ2）2Ｃ（ＣＨ2－）2であり；
　Ｒ6は、水素、Ｃ1～Ｃ12アルキル、アリル、ベンジル、グリシジル又はＣ2～Ｃ6アルコ
キシアルキルであり；
　ｎが１の場合、
　Ｒ7は、水素、Ｃ1～Ｃ12アルキル、Ｃ3～Ｃ5アルケニル、Ｃ7～Ｃ9アラルキル、Ｃ5～
Ｃ7シクロアルキル、Ｃ2～Ｃ4ヒドロキシアルキル、Ｃ2～Ｃ6アルコキシアルキル、Ｃ6～
Ｃ10アリール、グリシジル、式：－（ＣＨ2）t－ＣＯＯ－Ｑの又は式：－（ＣＨ2）t－Ｏ
－ＣＯ－Ｑの基であり、ここで、ｔは、１又は２であり、そしてＱは、Ｃ1～Ｃ4アルキル
又はフェニルであるか；或いは
　ｎが２の場合、
　Ｒ7は、Ｃ2～Ｃ12アルキレン、Ｃ6～Ｃ12アリーレン、基－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ2

－Ｏ－Ｘ－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ2－（ここでＸは、Ｃ2～Ｃ10アルキレン、Ｃ6

～Ｃ15アリーレン又はＣ6～Ｃ12シクロアルキレンである）、又は基－ＣＨ2ＣＨ（ＯＺ′
）ＣＨ2－（ＯＣＨ2－ＣＨ（ＯＺ′）ＣＨ2）2－（ここでＺ′は、水素、Ｃ1～Ｃ18アル
キル、アリル、ベンジル、Ｃ2～Ｃ12アルカノイル又はベンゾイルである）であり；
　Ｑ1は、－Ｎ（Ｒ8）－又は－Ｏ－であり；Ｅ7は、Ｃ1～Ｃ3アルキレン、基－ＣＨ2－Ｃ
Ｈ（Ｒ9）－Ｏ－（ここでＲ9は、水素、メチル又はフェニルである）、基－（ＣＨ2）3－
ＮＨ－又は直接結合であり；
　Ｒ10は、水素又はＣ1～Ｃ18アルキルであり、Ｒ8は、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、Ｃ5～
Ｃ7シクロアルキル，Ｃ7～Ｃ12アラルキル、シアノエチル、Ｃ6～Ｃ10アリール、基－Ｃ
Ｈ2－ＣＨ（Ｒ9）－ＯＨ（ここでＲ9は、上記で定義された意味を有する）；下記式：
【００９０】



(30) JP 2008-506160 A 2008.2.28

10

20

30

40

【化１１】

【００９１】
の基又は下記式；
【００９２】

【化１２】

【００９３】
（式中、Ｇ4は、Ｃ2～Ｃ6アルキレン又はＣ6～Ｃ12アリーレンである）の基であるか；或
いはＲ8は、基－Ｅ7－ＣＯ－ＮＨ－ＣＨ2－ＯＲ10であり；
　式Ｆは、Ｔ3がエチレン又は１，２－プロピレンであるポリマーの反復構造単位を示し
、アルキルアクリレート又はアルキルメタクリレートとのα－オレフィンコポリマーから
誘導される反復構造単位であり、例えばエチレンとエチルアクリレートとのコポリマーで
あり、ここでｋは、２～１００であり；
　Ｔ4は、ｐが１又は２の場合のＲ4と同じ意味を有し、
　Ｔ5は、メチルであり、
　Ｔ6は、メチル又はエチルであるか、或いはＴ5及びＴ6は、一緒になって、テトラメチ
レン又はペンタメチレンであり、例えば、Ｔ5及びＴ6は、それぞれメチルであり、
　Ｍ及びＹは、独立して、メチレン又はカルボニルであり、そしてＴ4はエチレン又はキ
シレンであり、ここでｎは２であり；
　Ｔ7は、Ｒ7と同じであり、Ｔ7は、例えば、オクタメチレンであり、ここでｎは２であ
り、
　Ｔ10及びＴ11は、独立して、炭素原子２～１２個のアルキレンであるか、又はＴ11は、
下記式：
【００９４】



(31) JP 2008-506160 A 2008.2.28

10

20

30

40

50

【化１３】

【００９５】
であり、
　Ｔ12は、ピペラジニル、下記式：
【００９６】

【化１４】

【００９７】
（式中、Ｒ11は、Ｒ3と同じであるか、又は下記式：
【００９８】

【化１５】

【００９９】
でもあり、ａ、ｂ及びｃは、独立して、２又は３であり、そしてｆは、０又は１であり、
例えばａ及びｃは、それぞれ３であり、ｂは２であり、ｆは１である）であり；
　ｅは、２，３又は４、例えば４であり；
　Ｔ13は、Ｒ2と同じであるが、但しｎが１の場合、Ｔ13は水素にすることはできず；
　Ｅ1及びＥ2は、異なり、それぞれ－ＣＯ－又は－Ｎ（Ｅ5）－であり、ここでＥ5は、水
素、Ｃ1～Ｃ12アルキル又はＣ4～Ｃ22アルコキシカルボニルアルキルであり、例えばＥ1

は－ＣＯ－であり、Ｅ2は－Ｎ（Ｅ5）－であり、
　Ｅ3は、水素、炭素原子１～３０個のアルキル、フェニル、ナフチル、塩素若しくは炭
素原子１～４個のアルキルで置換されている前記フェニル若しくは前記ナフチル、炭素原
子７～１２個のフェニルアルキル、又は炭素原子１～４個のアルキルで置換されている前
記フェニルアルキルであり、
　Ｅ4は、水素、炭素原子１～３０個のアルキル、フェニル、ナフチル又は炭素原子７～
１２個のフェニルアルキルであるか、或いは
　Ｅ3及びＥ4は、一緒になって、炭素原子４～１７個のポリメチレン又は炭素原子１～４
個のアルキルの４個までで置換されている前記ポリメチレンであり、例えばメチルであり
、
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　Ｅ6は、脂肪族又は芳香族四価基であり、
　式（Ｎ）のＲ2は、ｍが１の場合ですでに定義されている〕
で示されるものであるか、
或いは
　ヒンダードアミン化合物は、式：Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、Ｖ、ＶＩ、ＶＩＩ、ＶＩＩ
Ｉ、ＩＸ、Ｘ又はＸＩ：
【０１００】
【化１６】
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【０１０１】
〔式中、
　Ｅは、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、Ｃ3～Ｃ8アルケニル、Ｃ3～Ｃ8アルキニル、Ｃ7～Ｃ

12アラルキル、グリシジル又は基－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）－Ｚであり、ここでＺは、水素、
メチル、エチル又はフェニルであり、
　Ｅ1、Ｅ2、Ｅ3及びＥ4は、独立して、炭素原子１～４個のアルキルであるか、又はＥ1

及びＥ2は、独立して、炭素原子１～４個のアルキルであり、Ｅ3及びＥ4は、一緒になっ
て、ペンタメチレンであるか、又はＥ1とＥ2及びＥ3とＥ4は、それぞれ一緒になって、ペ
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ンタメチレンであり、
　Ｒ2は、水素又は炭素原子１～１２個の直鎖状若しくは分岐鎖状アルキルであり、
　Ｒ3は、炭素原子１～８個のアルキレンであるか、又はＲ3は、－ＣＯ－、－ＣＯ－Ｒ4

－、－ＣＯＮＲ2－若しくは－ＣＯ－ＮＲ2－Ｒ4－であり、
　Ｒ4は、炭素原子１～８個のアルキレンであり、
　Ｒ5は、水素、炭素原子１～１２個の直鎖状若しくは分岐鎖状アルキル、又は下記式：
【０１０２】
【化１７】

【０１０３】
であるか、或いは
　Ｒ4がエチレンの場合、２つのＲ5メチル置換基は、直接結合で結合されていることがで
き、それによって、トリアジン架橋基－Ｎ（Ｒ5）－Ｒ4－Ｎ（Ｒ5）－は、ピペラジン－
１，４－ジイル部分になり、
　Ｒ6は、炭素原子２～８個のアルキレンであるか、又はＲ6は、下記式：
【０１０４】
【化１８】

【０１０５】
であるが、
　但し、Ｒ6が上記で示された構造である場合に、Ｙは－ＯＨではなく、
　Ａは、－Ｏ－又は－ＮＲ7－であり、ここでＲ7は、水素、炭素原子１～１２個の直鎖状
若しくは分岐鎖状アルキルであるか、又はＲ7は、下記式：
【０１０６】

【化１９】
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【０１０７】
であり、
　Ｔは、フェノキシ、炭素原子１～４個のアルキル基、炭素原子１～８個のアルコキシ、
若しくは－Ｎ（Ｒ2）2（ここで条件としてＲ2は水素ではない）の１又２つで置換されて
いるフェノキシであるか、又はＴは、下記式：
【０１０８】
【化２０】

【０１０９】
であり、
　Ｘは、－ＮＨ2、－ＮＣＯ、－ＯＨ、－Ｏ－グリシジル又は－ＮＨＮＨ2であり、そして
　Ｙは、－ＯＨ、－ＮＨ2、－ＮＨＲ2（ここでＲ2は水素ではない）であるか、又はＹは
、－ＮＣＯ、－ＣＯＯＨ、オキシラニル、－Ｏ－グリシジル、若しくは－Ｓｉ（ＯＲ2）3

であるか、又は組み合わせＲ3－Ｙ－は、－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）Ｒ2（ここでＲ2は、アルキ
ル若しくは１～４個の酸素原子で中断されている前記アルキルである）であるか、又はＲ

3－Ｙ－は、－ＣＨ2ＯＲ2である〕
で示される化合物である。
【０１１０】
　アルキルは、直鎖状又は分岐鎖状であり、例えば、メチル、エチル、ｎ－プロピル、ｎ
－ブチル、sec－ブチル、tert－ブチル、ｎ－ヘキシル、ｎ－オクチル、２－エチルヘキ
シル、ｎ－ノニル、ｎ－デシル、ｎ－ウンデシル、ｎ－ドデシル、ｎ－トリデシル、ｎ－
テトラデシル、ｎ－ヘキサデシル又はｎ－オクタデシルである。
【０１１１】
　シクロアルキル基には、シクロペンチル及びシクロヘキシルが含まれ、典型的なシクロ
アルケニル基には、シクロヘキセニルが含まれるが、典型的なアラルキル基には、ベンジ
ル、α－メチル－ベンジル、α，α－ジメチルベンジル又はフェネチルが含まれる。  
【０１１２】
　アルコキシ及びシクロアルコキシは、対応するアルキル及びシクロアルキル基を含む。
【０１１３】
　Ｒ2がカルボン酸の一価アシル基である場合に、Ｒ2は、例えば、酢酸、ステアリン酸、
サリチル酸、安息香酸又はβ－（３，５－ジ－tert－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）
プロピオン酸のアシル基である。
【０１１４】
　Ｒ2がジカルボン酸の二価アシル基である場合に、Ｒ2は、例えば、シュウ酸、アジピン
酸、コハク酸、スベリン酸、セバシン酸、フタル酸、ジブチルマロン酸、ジベンジルマロ
ン酸若しくはブチル－（３，５－ジ－tert－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－マロン
酸、又はビシクロヘプテンジカルボン酸のアシル基であり、スクシネート、セバケート、
フタレート及びイソフタレートが具体的な例である。
【０１１５】
　Ｒ2がジカルバミン酸の二価アシル基である場合に、Ｒ2は、例えば、ヘキサメチレンジ
カルバミン酸又は２，４－トルイレンジカルバミン酸のアシル基である。
【０１１６】
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　本発明に有用なヒンダードアミンには、以下が含まれる：
　４，４′－ヘキサメチレンビス（アミノ－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン
））と２－クロロ－４，６－ビス（ジブチルアミノ）－ｓ－トリアジンで末端をキャップ
されている２，４－ジクロロ－６－［（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－
イル）ブチルアミノ］－ｓ－トリアジンとの縮合物であるオリゴマー化合物；
　４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　４－ヒドロキシ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン、
　１－アリル－４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　１－ベンジル－４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）スクシネート、
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）スクシネート、
　１，１′－（１，２－エタンジイル）－ビス（３，３，５，５－テトラメチルピペラジ
ノンメチル
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジル）－２－ｎ－ブチル－２－（２－
ヒドロキシ－３，５－ジ－tert－ブチルベンジル）マロネート、
　３－ｎ－オクチル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８－トリアザスピロ［４
．５］デカン－２，４－ジオン、
　２－クロロ－４，６－ビス（４－ｎ－ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピ
ペリジル）－１，３，５－トリアジンと１，２－ビス（３－アミノプロピルアミノ）エタ
ンとの縮合物、
　２－クロロ－４，６－ジ－（４－ｎ－ブチルアミノ－１，２，２，６，６－ペンタメチ
ルピペリジル）－１，３，５－トリアジンと１，２－ビス－（３－アミノプロピルアミノ
）エタンとの縮合物、
　２－ウンデシル－７，７，９，９－テトラメチル－１－オキサ－３，８－ジアザ－４－
オキソ－スピロ［４，５］デカン、
　７，７，９，９－テトラメチル－２－シクロウンデシル－１－オキサ－３，８－ジアザ
－４－オキソスピロ［４，５］デカンとエピクロロヒドリンとの反応生成物、
　ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）セバケート、
　２，４－ジクロロ－６－tert－オクチルアミノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメ
チレンビス（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン）との重縮合物、
　１－（２－ヒドロキシエチル）－２，２，６，６－テトラメチル－４－ヒドロキシピペ
リジンとコハク酸との重縮合物、
　４，４′－ヘキサメチレンビス－（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン
）と１，２－ジブロモエタンとの重縮合物、
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）セバケート、
　ジ（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）（３，５－ジ－tert－
ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ブチルマロネート、
　４－ベンゾイル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　４－ステアリルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　トリス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）ニトリロトリアセテー
ト、
　テトラキス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）１，２，３，４－
ブタンテトラカルボキシレート、
　テトラキス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）１，２，３，
４－ブタンテトラカルボキシレート、
　２，４－ジクロロ－６－モルホリノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメチレンビス
（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン）との重縮合物、
　２，４－ジクロロ－６－モルホリノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメチレンビス
（アミノ－（１－メチル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン））との重縮合物、
　Ｎ，Ｎ′，Ｎ″，Ｎ″′－テトラキス［（４，６－ビス（ブチル－１，２，２，６，６
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－ペンタメチルピペリジン－４－イル）－アミノ－ｓ－トリアジン－２－イル］－１，１
０－ジアミノ－４，７－ジアザデカン、
　オクタメチレンビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－カルボキシレー
ト）、
　Ｎ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル－ｎ－ドデシルスクシンイミ
ド、
　Ｎ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル－ｎ－ドデシルスクシン
イミド、
　４－Ｃ15－Ｃ17アルカノイルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　２，４－ジクロロ－６－シクロヘキシルアミノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメ
チレンビス（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン）との重縮合物、
　１，５－ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）－１，５－ジア
ザ－４－オキソプロパン、
　メタクリル酸メチル、アクリル酸エチル及び２，２，６，６－テトラメチルピペリジン
－４－イルアクリレートのコポリマー、
　Ｎ－オクタデシルマレイミド、スチレン及びＮ－（２，２，６，６－テトラメチルピペ
リジン－４イル）マレイミドのコポリマー、
　１，３，５－トリス［３－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イルアミ
ノ）－２－ヒドロキシ－プロピル）イソシアヌレート、
　Ｎ－［２－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）オキサルアミド－
１－イル］マレイミドから誘導される単位を含有するオレフィンコポリマー、
　２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジアザ－２１－オキソ－ジス
ピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサン、
　Ｃ12－Ｃ14アルキル３－（２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジ
アザ－２１－オキソ－ジスピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサン－２０－イル）プロ
ピオネート、
　エピクロロヒドリンと２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジアザ
－２１－オキソ－ジスピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサンとの反応生成物、
　１，３－ジ（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）２，４－ジトリデ
シルブタンテトラカルボキシレート、
　１，３－ジ（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）２，４－ジト
リデシルブタンテトラカルボキシレート、
　３，９－ビス（１，１－ジメチル－２－ヒドロキシエチル）－２，４，８，１０－テト
ラオキサスピロ［５．５］ウンデカン、テトラメチル１，２，３，４－ブタンテトラ－カ
ルボキシレート及び２，２，６，６－テトラメチル－４－ヒドロキシピペリジンの重縮合
物、
　３，９－ビス（１，１－ジメチル－２－ヒドロキシエチル）－２，４，８，１０－テト
ラオキサスピロ［５．５］ウンデカン、テトラメチル１，２，３，４－ブタンテトラ－カ
ルボキシレート及び１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ヒドロキシピペリジンの重
縮合物、
　１，４－ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）－２，２－ジメ
チル－１，４－ジアザ－４－オキソプロパン、
　ジ－（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）ｐ－メトキシベンジ
リデンマロネート、
　４－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンとテトラメチロールアセチレン
ジウレアとの反応生成物、
　Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）マレイミドとＣ20－Ｃ24

－アルファ－オレフィンとのコポリマー、
　ポリ［３－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イルオキシ）プロピル－
メチル－シロキサン］、
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　２，４－ジクロロ－６－［Ｎ－ブチル－Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
ン－４－イル）アミノ］－ｓ－トリアジンと１，１０－ジアミノ－４，７－ジアザデカン
との重縮合物、
　ドデシル３－（２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジアザ－２１
－オキソ－ジスピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサン－２０－イル）プロピオネート
、
【０１１７】
【化２１】

【０１１８】
ここでＲ′＝Ｒ″又はＨであり、そしてＲ″＝下記：
【０１１９】
【化２２】

【０１２０】
である。
【０１２１】
　本オリゴマーヒンダードアミン及び「重縮合」物ヒンダードアミンは、約１０００g/mo
lを超える分子量を有する。所定の非オリゴマーヒンダードアミンも約１０００g/molを超
える分子量を有する  
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　例えば、本オリゴマー及びポリマーヒンダードアミンは、以下：
【０１２３】
【化２３】

【０１２４】
（ここで、Ｒ′は下記：
【０１２５】
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【０１２６】
である）、
【０１２７】
（ここでＲ′＝Ｒ″又はＨであり、そしてＲ″＝下記：
【０１２８】

【化２５】

【０１２９】
である）
【０１３０】
からなる群より選択される１種以上の化合物であり、
　ここで、ｎは、オリゴマー立体ヒンダードアミンの総分子量が約１０００g/molを超え
るような整数である。
【０１３１】
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　例えば、１種以上のＮ－Ｈ又はＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤のうちの少なく
とも１種が、式Ａ′、Ｂ′又はＯ′：
【０１３２】
【化２６】

【０１３３】
〔式中、
　Ｅは、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、Ｃ3～Ｃ8アルケニル、Ｃ7～Ｃ12アラルキルであり、
　ｍは、１～４であり、
　ｍが１の場合、
　Ｒ2は、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、若しくは１個以上の酸素原子で場合により中断され
ている前記アルキル、Ｃ2～Ｃ12アルケニル、Ｃ7～Ｃ18アラルキル、グリシジル、Ｃ2～
Ｃ18脂肪族カルボン酸の一価アシル基、１つ以上のヒドロキシ、Ｃ1～Ｃ8アルコキシ、Ｃ

2～Ｃ8アシルオキシ、カルボニル、カルボキシ若しくはＣ2～Ｃ8アルコキシカルボニルで
置換されているＣ2～Ｃ18脂肪族カルボン酸の前記脂肪族一価アシル基、Ｃ5～Ｃ12脂環式
カルボン酸の一価アシル基、又はＣ7～Ｃ15芳香族カルボン酸の一価アシル基であるか、
或いは
　ｍが２の場合、
　Ｒ2は、Ｃ1～Ｃ12アルキレン、Ｃ4～Ｃ12アルケニレン、キシリレン、２～１８個のＣ
原子を有する脂肪族ジカルボン酸の、８～１４個のＣ原子を有する脂環式又は芳香族ジカ
ルボン酸の二価アシル基であり、
　ｍが３の場合、
　Ｒ2は、Ｃ4～Ｃ12脂肪族の、Ｃ5～Ｃ12不飽和脂肪族の、Ｃ6～Ｃ12脂環式の、又はＣ9

～Ｃ13芳香族のトリカルボン酸基の三価アシル基であり、
　ｍが４の場合、
　Ｒ2は、Ｃ5～Ｃ12飽和の、又はＣ7～Ｃ12不飽和脂肪族の、又はＣ9～Ｃ14芳香族のテト
ラカルボン酸の四価アシル基であり；
　ｐは、１、２又は３であり、
　Ｒ3は、水素、Ｃ1～Ｃ12アルキル、Ｃ5～Ｃ7シクロアルキル、Ｃ7～Ｃ9アラルキル、Ｃ

2～Ｃ18アルカノイル、Ｃ3～Ｃ5アルケノイル又はベンゾイルであり；
　ｐが１の場合、
　Ｒ4は、水素、Ｃ1～Ｃ18アルキル、Ｃ5～Ｃ7シクロアルキル、Ｃ2～Ｃ8アルケニル（非
置換であるか、又はカルボニル若しくはカルバミド基で置換されている）、アラルキル、
又はグリシジル、式：－ＣＨ2－ＣＨ（ＯＨ）－Ｚの、又は式：－ＣＯ－Ｚ若しくは－Ｃ
ＯＮＨ－Ｚの基（ここで、Ｚは、水素、メチル又はフェニルである）；又は下記式：
【０１３４】
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【化２７】

【０１３５】
の基であるか、或いは
　Ｒ3及びＲ4は、一緒になって、炭素原子４～６個のアルキレン又は２－オキソ－ポリア
ルキレン、脂肪族又は芳香族の１，２－若しくは１，３－ジカルボン酸の環状アシル基で
あり、
　ｐが２の場合、
　Ｒ4は、Ｃ1～Ｃ12アルキレン、Ｃ6～Ｃ12アリーレン、キシリレン、－ＣＨ2ＣＨ（ＯＨ
）－ＣＨ2基又は基－ＣＨ２－ＣＨ（ＯＨ）－ＣＨ2－Ｏ－Ｘ－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ（ＯＨ）
－ＣＨ2－（ここでＸは、Ｃ2～Ｃ10アルキレン、Ｃ6～Ｃ15アリーレン又はＣ6～Ｃ12シク
ロアルキレンである）、脂肪族の、脂環式の、又は芳香族のジカルボン酸若しくはジカル
バミン酸の二価アシル基か、基－ＣＯ－であるか；或いは
　Ｒ4は、下記式：
【０１３６】

【化２８】

【０１３７】
（式中、Ｔ8及びＴ9は、独立して、水素、炭素原子１～１８個のアルキルであるか、又は
Ｔ8及びＴ9は、一緒になって、炭素原子４～６個のアルキレン若しくは３－オキサペンタ
メチレンである）であり；
　ｐが３の場合、
　Ｒ4は、２，４，６－トリアジニルである〕
で示される化合物である。
【０１３８】
　例えば、本ヒンダードアミンは、以下：
　４，４′－ヘキサメチレンビス（アミノ－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン
））と２－クロロ－４，６－ビス（ジブチルアミノ）－ｓ－トリアジンで末端をキャップ
されている２，４－ジクロロ－６－［（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－
イル）ブチルアミノ］－ｓ－トリアジンとの縮合物であるオリゴマー化合物。
　２－クロロ－４，６－ビス（４－ｎ－ブチルアミノ－２，２，６，６－テトラメチルピ
ペリジル）－１，３，５－トリアジンと１，２－ビス（３－アミノプロピルアミノ）エタ
ンとの縮合物、
　２－クロロ－４，６－ジ－（４－ｎ－ブチルアミノ－１，２，２，６，６－ペンタメチ
ルピペリジル）－１，３，５－トリアジンと１，２－ビス－（３－アミノプロピルアミノ
）エタンとの縮合物、
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　７，７，９，９－テトラメチル－２－シクロウンデシル－１－オキサ－３，８－ジアザ
－４－オキソスピロ［４，５］デカンとエピクロロヒドリンとの反応生成物、
　２，４－ジクロロ－６－tert－オクチルアミノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメ
チレンビス（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン）との重縮合物、
　１－（２－ヒドロキシエチル）－２，２，６，６－テトラメチル－４－ヒドロキシピペ
リジンとコハク酸との重縮合物、
　４，４′－ヘキサメチレンビス－（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン
）と１，２－ジブロモエタンとの重縮合物、
　２，４－ジクロロ－６－モルホリノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメチレンビス
（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン）との重縮合物、
　２，４－ジクロロ－６－モルホリノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメチレンビス
（アミノ－（１－メチル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン））との重縮合物、
２，４－ジクロロ－６－シクロヘキシルアミノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメチ
レンビス（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン）との重縮合物、
　３，９－ビス（１，１－ジメチル－２－ヒドロキシエチル）－２，４，８，１０－テト
ラオキサスピロ［５．５］ウンデカン、テトラメチル１，２，３，４－ブタンテトラカル
ボキシレート及び２，２，６，６－テトラメチル－４－ヒドロキシピペリジンの重縮合物
、
　３，９－ビス（１，１－ジメチル－２－ヒドロキシエチル）－２，４，８，１０－テト
ラオキサスピロ［５．５］ウンデカン、テトラメチル１，２，３，４－ブタンテトラカル
ボキシレート及び１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ヒドロキシピペリジンの重縮
合物、
　４－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンとテトラメチロールアセチレン
ジウレアとの反応生成物、
　Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）マレイミドとＣ20－Ｃ24

－アルファ－オレフィンとのコポリマー及び、
　２，４－ジクロロ－６－［Ｎ－ブチル－Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
ン－４－イル）アミノ］－ｓ－トリアジンと１，１０－ジアミノ－４，７－ジアザデカン
との重縮合物
からなる群より選択される１種以上の化合物である。
【０１３９】
　例えば、本オリゴマー及びポリマーヒンダードアミンは、以下：
【０１４０】
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【０１４１】
（ここで、Ｒ′は下記：
【０１４２】
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【化３０】
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【０１４３】
である）、
（ここでＲ′＝Ｒ″又はＨであり、そしてＲ″＝下記：
【０１４４】
【化３１】

【０１４５】
である）
【０１４６】
からなる群より選択される１つ以上の化合物であり、
　ここで、ｎは、オリゴマー立体ヒンダードアミンの総分子量が約１０００g/molを超え
るような整数である。
【０１４７】
　例えば、本ヒンダードアミンは、以下：
　４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　４－ヒドロキシ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン、
　１－アリル－４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　１－ベンジル－４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　Ｃ２～Ｃ２４カルボン酸又は１つ以上のヒドロキシ、Ｃ１～Ｃ８アルコキシ、Ｃ２～Ｃ
８アシルオキシ、カルボニル、カルボキシ、若しくはＣ２～Ｃ８アルコキシカルボニルに
より置換されている前記カルボン酸の２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジルの
又は１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジルのエステル；
　Ｃ２～Ｃ１０ジ－カルボン酸の２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル又は１
，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジルビスエステル類、
　１，１′－（１，２－エタンジイル）－ビス（３，３，５，５－テトラメチルピペラジ
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ノン）、
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジル）－２－ｎ－ブチル－２－（２－
ヒドロキシ－３，５－ジ－tert－ブチルベンジル）マロネート、
　３－ｎ－オクチル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８－トリアザスピロ［４
．５］デカン－２，４－ジオン、
　２－ウンデシル－７，７，９，９－テトラメチル－１－オキサ－３，８－ジアザ－４－
オキソ－スピロ［４，５］デカン、
　７，７，９，９－テトラメチル－２－シクロウンデシル－１－オキサ－３，８－ジアザ
－４－オキソスピロ［４，５］デカンとエピクロロヒドリンとの反応生成物、
　４－ベンゾイル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　テトラキス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）１，２，３，４－
ブタンテトラカルボキシレート、
　テトラキス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）１，２，３，
４－ブタンテトラカルボキシレート、
　Ｎ，Ｎ′，Ｎ″，Ｎ″′－テトラキス［（４，６－ビス（ブチル－１，２，２，６，６
－ペンタメチルピペリジン－４－イル）－アミノ－ｓ－トリアジン－２－イル］－１，１
０－ジアミノ－４，７－ジアザデカン、
　オクタメチレンビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－カルボキシレー
ト）、
　Ｎ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル－ｎ－ドデシルスクシンイミ
ド、
　Ｎ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル－ｎ－ドデシルスクシン
イミド、
　１，５－ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）－１，５－ジア
ザ－４－オキソプロパン、
　１，３，５－トリス［３－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イルアミ
ノ）－２－ヒドロキシ－プロピル）イソシアヌレート、
　２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジアザ－２１－オキソ－ジス
ピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサン、
　Ｃ12～Ｃ14アルキル３－（２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジ
アザ－２１－オキソ－ジスピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサン－２０－イル）プロ
ピオネート、
　１，３－ジ（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）２，４－ジトリデ
シルブタンテトラカルボキシレート、
　１，３－ジ（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）２，４－ジト
リデシルブタンテトラカルボキシレート、
　１，４－ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）－２，２－ジメ
チル－１，４－ジアザ－４－オキソプロパン、
　ジ－（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）ｐ－メトキシベンジ
リデンマロネート、
　ドデシル３－（２，２，４，４－テトラメチル－７－オキサ－３，２０－ジアザ－２１
－オキソ－ジスピロ［５，１，１１，２］ヘンエイコサン－２０－イル）プロピオネート
、
　ジ－（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）ｐ－メトキシベンジ
リデンマロネート
　２，４－ジクロロ－６－tert－オクチルアミノ－ｓ－トリアジンと４，４′－ヘキサメ
チレンビス（アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン）との重縮合物、
　ジメチルスクシネートと４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチル－１－ピペリ
ジンエタノールとの重縮合物、及び
　２，４－ジクロロ－６－〔Ｎ－ブチル－Ｎ－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジ
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ン－４－イル）アミノ〕－ｓ－トリアジンと１，１０－ジアミノ－４，７－ジアザデカン
との重縮合物、
　ポリマーＨＡＬＳ及びオリゴマーＨＡＬＳ
からなる群より選択される１種以上の化合物である。
【０１４８】
　例えば、本ヒンダードアミンは、以下：
　４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
　４－ヒドロキシ－１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン、
　ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）セバケート、
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）セバケート、
　ビス（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）スクシネート、
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）スクシネート及び
　４－ステアリルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン
からなる群より選択される１種以上の化合物である。
【０１４９】
　例えば、本ヒンダードアミンは、以下：
　ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）セバケート、
　ビス－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）セバケート及び
　ジ－（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）ｐ－メトキシベンジ
リデンマロネート
からなる群より選択される１種以上の化合物である。
【０１５０】
　例えば、１種以上のＮ－Ｈ又はＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤のうちの少なく
とも１種は、Ｎ－メチルＨＡＬＳである。
【０１５１】
　例えば、１種以上のＮ－Ｈ又はＮ－アルキルヒンダードアミン光安定剤のうちの少なく
とも１種は、オリゴマー及びポリマーＨＡＬＳからなる群より選択される。
【０１５２】
　本発明のＵＶＡ及びヒンダードアミン安定剤は、合計で、溶媒の重量に基づいて約０．
０５重量％～約３０重量％、例えば約０．１重量％～約１５重量％、又は約０．２重量％
～約１０重量％、又は約１重量％～約５重量％存在する。
【０１５３】
　酢酸のような酸、又は電解質若しくは他の成分の酸性部分が存在してもよく、それらは
ヒンダードアミンの塩を発生する。
【０１５４】
　ヒンダードアミン成分は、ＵＶＡ成分を含む部分に共有結合によって結合してよい。
【０１５５】
　添加剤に関して、用語「有効量」は、光安定性及び黄変に関して所望の効果をもたらす
その量である。
【０１５６】
実施例
　以下の実施例は、電気活性デバイスに有用なＵＶ安定化溶媒系の黄変を防止する、本発
明のＨＡＬＳの優れた活性を例示する働きをする。
【０１５７】
　溶液は、標準的条件を使用して大気中で調製し、加熱は必要な場合に用いた。ＵＶ暴露
は、Atlas 4,000キセノンウエザロメーター中、内部自動条件Ｊ１８８５で行った。黄変
は、直接観察するか又はガードナー色測定によるかのいずれかで決定した。ガードナー色
数は、ＤＩＮ　ＩＳＯ４６３０で定義されており、数が小さい程、色が薄くなることと相
関する。個々のＨＡＬＳの性能を、他のＨＡＬＳ溶液及びＨＡＬＳのないＵＶＡ溶液と比
較した。ＵＶＡは、市販の製品であるか又は参照した特許のようにして調製したかのいず
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れかである。
【０１５８】
　ＨＡＬＳ１はビス（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）セバケ
ートである。
　ＨＡＬＳ１ａはビス－（２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）セバケ
ートである。
　ＨＡＬＳ２はジ－（１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル）ｐ－メ
トキシベンジリデンマロネートである。
【０１５９】
実施例１
　ＰＭＭＡ溶媒に基づいて３重量％含有する、プロピレンカーボネート中の、米国特許第
６，６１４，５７８号の化合物ＴＰ３である２－〔２－（２－メトキシエトキシ）エトキ
シ〕エチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシ
ヒドロシンナメートの１００mM溶液を調製した。種々の濃度でＨＡＬＳを加えた。得られ
た溶液を上記で記載されたAtlas 4,000キセノンウエザロメーターで暴露し、得られた色
を表で示された時間で測定した。
【０１６０】
【表１】

【０１６１】
実施例２
　ＰＭＭＡ溶媒に基づいて３重量％含有する、プロピレンカーボネート中の、米国特許第
６，６１４，５７８号の化合物ＴＰ２である２－（２－メトキシエトキシ）エチル３－（
ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメー
トの１００mM溶液を調製した。ＨＡＬＳを加え、得られた溶液を上記のAtlas 4,000キセ
ノンウエザロメーターで１２１０時間暴露し、黄変の量を測定した。
【０１６２】
【表２】

【０１６３】
実施例３
　ＰＭＭＡ溶媒に基づいて３重量％含有する、プロピレンカーボネート中の、米国特許第
６，６１４，５７８号の化合物ＴＰ３である２－〔２－（２－メトキシエトキシ）エトキ
シ〕エチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシ
ヒドロシンナメートの１００mM溶液を調製した。種々の濃度でＨＡＬＳを加えた。得られ
た溶液を上記のAtlas 4,000キセノンウエザロメーターで２５２時間暴露し、黄変の増加
を目視で確認した。
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【表３】

【０１６５】
実施例４
　ＰＭＭＡ溶媒に基づいて３重量％含有する、プロピレンカーボネート中の高吸光度のト
リアジンＵＶＡである４，６－ジフェニル－２－（４－ヘキシルオキシ－２－ヒドロキシ
フェニル）－ｓ－トリアジンの５mM溶液を調製した。多様なＨＡＬＳを種々の濃度で加え
、得られた溶液を内部自動条件Ｊ１８８５のAtlas 4,000キセノンウエザロメーター中、
内部自動条件下で２５２時間暴露し、黄変の増加を目視で確認した。
【０１６６】
【表４】

【０１６７】
実施例５
　ＰＭＭＡ溶媒に基づいて３重量％含有する、プロピレンカーボネート中の高吸光度のト
リアジンＵＶＡである２－〔２－ヒドロキシ－４－（１－オクチルオキシカルボニルエト
キシ）フェニル〕－４，６－ビス（４－フェニルフェニル）－１，３，５－トリアジンの
溶液を調製した。ＨＡＬＳ１を溶液のうちの１つに加えた。溶液を上記のAtlas 4,000キ
セノンウエザロメーターで５０９時間暴露し、黄変を測定した。
【０１６８】
【表５】

【０１６９】
実施例６
　ＰＭＭＡ溶媒に基づいて３重量％含有する、プロピレンカーボネート中の、２－（２－
メトキシエトキシ）エチル３－（５－トリフルオロメチルベンゾトリアゾール－２－イル
）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート（ＵＶＡ　Ａ）の１００mM溶
液、及び米国特許第６，６１６６，２１８号からの２－〔２－（２－メトキシエトキシ）
エトキシ〕エチル３－（５－トリフルオロメチルベンゾトリアゾール－２－イル）－５－
tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート（ＵＶＡ　Ｂ）の１００mM溶液を調製
した。ＨＡＬＳ１を５mM及び３０mMの濃度で加えた。得られた溶液を上記のAtlas 4,000
キセノンウエザロメーターで５０９時間暴露し、黄変を測定した。
【０１７０】
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【表６】

【０１７１】
実施例７
　ＵＶＡを溶媒の総重量に基づいて３．８重量％含有する、プロピレンカーボネート中の
オクチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒ
ドロシンナメートの溶液を調製した。ＨＡＬＳ１又はＨＡＬＳ１ａを、溶媒の総重量に基
づいて０．２及び０．４重量％ＨＡＬＳで添加した。得られた溶液を上記のAtlas 4,000
キセノンウエザロメーターで暴露し、得られた色を示された総放射照度で測定した。
【０１７２】
【表７】

【０１７３】
実施例８
　プロピレンカーボネート中の２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシベンゾフェノンの１
００mM溶液を、ＨＡＬＳ１（５mM）あり及びなしで、上記のAtlas 4,000キセノンウエザ
ロメーター中で２５６時間暴露し、得られた色を測定した。
【０１７４】

【表８】

【０１７５】
実施例９
　種々の溶媒中のオクチル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－
４－ヒドロキシヒドロシンナメートの１００mM溶液を、ＨＡＬＳ１（５mM）あり及びなし
で、上記のAtlas 4,000キセノンウエザロメーター中で暴露し、得られた色を示された時
間で測定した。
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【０１７６】
【表９】

【０１７７】
実施例１０
　溶媒に基づいて３重量％含有する、プロピレンカーボネート中の、米国特許第６，６１
４，５７８号の化合物ＴＰ３である２－〔２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ〕エチ
ル３－（ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシ
ンナメートの１００mM溶液を、上記で記載されたAtlas 4,000キセノンウエザロメーター
中で単独で、又は５mMのＨＡＬＳ１の存在下で、暴露した。ベンゾトリアゾールのＵＶ吸
光度を暴露の前と後で得た。吸収極大での吸光度の損失は、下記の表で報告されているよ
うに、ＵＶＡの劣化を示した。
【０１７８】
【表１０】

【０１７９】
　本発明のＨＡＬＳは、ＵＶＡの劣化に対して優れた保護をもたらす。
【０１８０】
実施例１１
　エレクトロクロミック染料である１，１′－ジベンジル－４，４′－ビピリニジウムジ
クロリド（８．６ミリグラム）及び５，１０－ジヒドロ－５，１０－ジメチルフェナジン
（４．６ミリグラム）を、ＰＭＭＡ溶媒に基づいて３重量％含有する、プロピレンカーボ
ネート中の２－〔２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ〕エチル３－（ベンゾトリアゾ
ール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシンナメート（１００mM）
及びＨＡＬＳ１（３０mM）の溶液２５mLに加えた。直流電源に銅線で接続している市販の
エレクトロクロミック自動車用鏡から取った２片の酸化インジウムスズ被覆ガラスを溶液
の中につるした。０～１ボルトの範囲の電圧は徐々であり、溶液の暗青色への急速な色変
化が認められた。次に、電圧を下げると色は退色し、溶液は０ボルトで透明無色になった
。
【０１８１】
　本発明のＨＡＬＳは、エレクトロクロミックデバイスの機能を妨害しなかった。
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