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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）下記式（１）で表される四級アンモニウム塩または、下記式（２）で表される四
級ホスホニウム塩、（Ｂ）臭素イオンを含む支持電解質、及び（Ｃ）水を必須成分とする
溶媒を含有するエレクトロクロミック素子用組成物であって、
　前記（Ａ）四級アンモニウム塩または、四級ホスホニウム塩は、前記（Ｃ）水を必須成
分とする溶媒に可溶であり、電極表面が白色状態と消色状態の二状態を示すエレクトロク
ロミック素子を製造するためのものである、エレクトロクロミック素子用組成物。
【化１】
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【化２】

　式（１）および式（２）中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4は、独立して、無置換または置換基
を有する炭素数４以上のアルキル基、若しくは無置換または置換基を有するフェニル基で
あり、アルキル基またはフェニル基が置換基を有する場合、置換基はハロゲンまたは水酸
基であり、Ｘn-はハロゲンイオン、水酸化物イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、過塩素酸
イオン、四フッ化ホウ酸イオン、リン酸イオン、六フッ化リン酸イオン、炭酸イオン、酢
酸イオン、炭酸水素イオン、リン酸二水素イオン、硫酸水素イオン、シアン化物イオン、
チオシアン酸イオン、亜硫酸イオン、亜硝酸イオン、亜塩素酸イオン、ヘキサシアノ鉄（
ＩＩ）酸イオン、ヘキサシアノ鉄（ＩＩＩ）酸イオンから選択されるいずれかのアニオン
である。
【請求項２】
　前記式（１）、および（２）中のＲ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4が同一の基である請求項１に記
載のエレクトロクロミック素子用組成物。
【請求項３】
　前記式（１）、および（２）中のＸn-がハロゲンイオンである請求項１または請求項２
に記載のエレクトロクロミック素子用組成物。
【請求項４】
　前記式（１）、および（２）中のＸn-が臭素イオンまたは塩素イオンである請求項３に
記載のエレクトロクロミック素子用組成物。
【請求項５】
　さらに着色剤成分を含有する請求項１～４のいずれか１項に記載のエレクトロクロミッ
ク素子用組成物。
【請求項６】
　前記着色剤成分はカーボンブラックであることを特徴とする請求項５に記載のエレクト
ロクロミック素子用組成物。
【請求項７】
　透明電極をその面上に形成した透明基板と、電極をその面上に形成した基板との一対を
、互いに前記電極を配した面を対向するように配置し、請求項１～６のいずれか１項に記
載の組成物が前記一対の基板にて挟持される構造を有し、電極表面が白色状態と消色状態
の二状態を示すエレクトロクロミック表示素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロクロミック素子用組成物及びそれを用いたエレクトロクロミック
表示素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータ等情報処理装置の普及に伴い、情報処理装置による処理結果を
表示するための表示素子（例えば、液晶表示素子など）が非常に重要となってきている。
　現在、新たな表示素子として、いわゆるエレクトロクロミック特性を利用した表示素子
（エレクトロクロミック表示素子）が提案されている（例えば非特許文献１参照）。エレ
クトロクロミック特性とは、電圧の印加により、物質に電気化学的な酸化還元反応が起こ
り、物質の色が可逆的に変化する特性をいう。この特性を利用したディスプレイは、（１
）視野性に優れる、（２）大型化が可能である、（３）視野角依存性が少ない、（４）鮮
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のディスプレイへの応用が期待されている。
【０００３】
　上記エレクトロクロミック特性を利用した表示素子に用いられる材料としてビオロゲン
化合物が知られている（例えば特許文献１、及び非特許文献２参照）。一般にビオロゲン
化合物は発色状態と消色状態との色の変化が顕著であり、エレクトロクロミック特性を利
用した表示素子の今後の発展において非常に重要な材料であると考えられている。
　ところが、発色状態のビオロゲン化合物は紫色であり、表示素子の基本となる白色を表
示することができなかった。このように電圧変化によって白色状態と消色状態の二状態の
みを明確に示すエレクトロクロミック材料はこれまで得られていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－８６２５９号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｍ．Ｇｒａｔｚｅｌ，Ｎａｔｕｒｅ　４０９(２００１)５７５．
【非特許文献２】Ｃ．Ｌ．Ｂａｒｄ，Ａ．Ｔ．Ｋｕｈｎ，Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｒｅｖ．１
０(１９８１)４９．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　先に発明者らは、１，１’－ジベンジル－４，４’－ビピリジニウムなどのビオロゲン
化合物を用いて、白色を表示させる方法を開発し、特許出願を行った。しかしながら、白
色表示を明確に行うためには、いったん紫色に発色する電圧を印加する必要があり、紫色
を経由せずに透明状態（消色状態）と白色状態のみを電圧変化によって制御すると白色状
態に黄色味が出てしまう改善点があった。
　本発明の課題は、上記課題を解決したものであり、電圧変化によって白色状態と消色状
態の二状態のみを明確に示すエレクトロクロミック素子用組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは上記課題を解決するために鋭意検討を行った。その結果、（Ａ）特定構造
の四級アンモニウム塩または、四級ホスホニウム塩、（Ｂ）臭素イオンを含む支持電解質
、及び（Ｃ）水を必須成分とする溶媒を含有する組成物が、電圧変化により白色状態と消
色状態の二状態のみを明確に示すことを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　本発明は、以下の構成である。
［１］ （Ａ）下記式（１）で表される四級アンモニウム塩または、下記式（２）で表さ
れる四級ホスホニウム塩、（Ｂ）臭素イオンを含む支持電解質、及び（Ｃ）水を必須成分
とする溶媒を含有するエレクトロクロミック素子用組成物であって、前記（Ａ）四級アン
モニウム塩または、四級ホスホニウム塩は、前記（Ｃ）水を必須成分とする溶媒に可溶で
あり、電極表面が白色状態と消色状態の二状態を示すエレクトロクロミック素子を製造す
るためのものである、エレクトロクロミック素子用組成物。
【化１】
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【化２】

式（１）および式（２）中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4は、独立して、無置換または置換基を
有する炭素数４以上のアルキル基、若しくは無置換または置換基を有するフェニル基であ
り、アルキル基またはフェニル基が置換基を有する場合、置換基はハロゲンまたは水酸基
であり、Ｘn-はハロゲンイオン、水酸化物イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、過塩素酸イ
オン、四フッ化ホウ酸イオン、リン酸イオン、六フッ化リン酸イオン、炭酸イオン、酢酸
イオン、炭酸水素イオン、リン酸二水素イオン、硫酸水素イオン、シアン化物イオン、チ
オシアン酸イオン、亜硫酸イオン、亜硝酸イオン、亜塩素酸イオン、ヘキサシアノ鉄（Ｉ
Ｉ）酸イオン、ヘキサシアノ鉄（ＩＩＩ）酸イオンから選択されるいずれかのアニオンで
ある。
［２］ 前記式（１）、および（２）中のＲ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4が同一の基である前記［
１］に記載のエレクトロクロミック素子用組成物。
［３］ 前記式（１）および（２）中のＸn-がハロゲンイオンである前記[１]または[２]
に記載のエレクトロクロミック素子用組成物。
［４］ 前記式（１）および（２）中のＸn-が臭素イオンまたは塩素イオンである前記［
３］に記載のエレクトロクロミック素子用組成物。
［５］ さらに着色剤成分を含有する前記［１］～［４］のいずれか１つに記載のエレク
トロクロミック素子用組成物。
［６］ 前記着色剤成分はカーボンブラックであることを特徴とする前記［５］に記載の
エレクトロクロミック素子用組成物。
［７］ 透明電極をその面上に形成した透明基板と、電極をその面上に形成した基板との
一対を、互いに前記電極を配した面を対向するように配置し、前記［１］～［６］のいず
れか１つに記載の組成物が前記一対の基板にて挟持される構造を有し、電極表面が白色状
態と消色状態の二状態を示すエレクトロクロミック表示素子。
［８］ 組成物をエレクトロクロミック素子として使用する方法であって、前記組成物は
（Ａ）上記式（１）で表される四級アンモニウム塩または、上記式（２）で表される四級
ホスホニウム塩、（Ｂ）臭素イオンを含む支持電解質、及び（Ｃ）水を含む、使用方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のエレクトロクロミック素子用組成物は、白色状態と消色状態の二状態のみを明
確に電圧で制御することができる。また前記組成物に着色剤成分をさらに加えることで白
色状態と着色状態の二状態を電圧で制御することができる。
【００１０】
　本発明のエレクトロクロミック素子用組成物は表示素子に有用であり、本発明のエレク
トロクロミック表示素子は、電子ペーパー等のフラットパネルディスプレイとして有用で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１の（１）の条件にて得られた組成物のサイクリックボルタンモグラムを
示す。
【図２】実施例１の（２）の条件にて得られた組成物のサイクリックボルタンモグラムを
示す。
【図３】実施例１の（３）の条件にて得られた組成物のサイクリックボルタンモグラムを
示す。
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【図４】実施例２にて得られた組成物のサイクリックボルタンモグラムを示す。
【図５】比較例１にて得られた組成物のサイクリックボルタンモグラムを示す。
【図６】実施例３の（１）の条件にて得られた組成物のサイクリックボルタンモグラムを
示す。
【図７】実施例３の（２）の条件にて得られた組成物のサイクリックボルタンモグラムを
示す。
【図８】実施例４にて得られた組成物のサイクリックボルタンモノグラムを示す。
【図９】実施例５にて得られた組成物のサイクリックボルタンモノグラムを示す。
【図１０】実施例６にて得られた組成物のサイクリックボルタンモノグラムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の組成物は、（Ａ）下記式（１）で表される四級アンモニウム塩または、下記式
（２）で表される四級ホスホニウム塩、（Ｂ）臭素イオンを含む支持電解質、及び（Ｃ）
水を必須成分とする溶媒を含有する。
【００１３】
【化３】

【化４】

【００１４】
　水を必須成分とする溶媒中にて、電気化学的に臭素イオン（Ｂｒ-）の酸化を行うと、
電極近傍にて上記酸化によって生成したＢｒ2と、溶媒中のＢｒ-とが反応して三臭素イオ
ン（Ｂｒ3

-）が生じる。すると上記式（１）で示される四級アンモニウムイオンあるいは
上記式（２）で示される四級ホスホニウムイオンはＢｒ3

-と結合して白色の物質を形成し
、電極上に析出する。そして、Ｂｒ3

-が、Ｂｒ-に戻る電位に設定すると、白色の物質は
元の四級アンモニウムイオンあるいは四級ホスホニウム塩とＢｒ-に戻り無色透明となる
。この白色化と透明化は可逆的に起こる。
　上記四級アンモニウムイオンまたは四級ホスホニウムイオンと臭素イオンとがこのよう
な特異な性質を有することは従来知られていなかった。
　また、上記のような性質を実現するためには、四級アンモニウム塩または、四級ホスホ
ニウム塩は、水を必須成分とする溶媒に可溶である必要がある。可溶とは、四級アンモニ
ウム塩または、四級ホスホニウム塩の溶解度が１ｍｍｏｌ／Ｌ以上であることをいい、５
ｍｍｏｌ／Ｌであることが好ましく、７ｍｍｏｌ／Ｌであることがより好ましい。
【００１５】
　式（１）および式（２）中のＲ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4は、独立して、無置換または置換基
を有する炭素数４以上のアルキル基若しくは無置換または置換基を有するフェニル基であ
る。上記アルキル基またはフェニル基が置換基を有する場合、置換基はハロゲンまたは水
酸基である。アルキル基の炭素数が３以下のアルキル基を含む場合には、四級アンモニウ
ム塩または、四級ホスホニウム塩はＢｒ3

-と結合し難くなり、白色の物質を生成しないの
でエレクトロクロミック素子として、白色を明確に表示することができない。他方、アル
キル基の炭素数が高くなるにつれ上記四級アンモニウム塩または、四級ホスホニウム塩が
後述する前記（Ｃ）の水を必須成分とする溶媒に難溶となる傾向にある。そのため、アル
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キル基の炭素数は１８以下であることが好ましく、１２以下であることがより好ましく、
８以下であることが更に好ましく、６以下であることが特に好ましい。また、アルキル基
の好ましい範囲は、前記（Ｃ）溶媒における水以外の成分、例えばアルコール濃度などに
よっても変化する。例えば、前記（Ｃ）の溶媒が水である場合には、上記アルキル基の炭
素数の好ましい範囲は４～６であり、前記（Ｃ）の溶媒が水とメタノールの二成分混合溶
媒であり、その容積比が１対０．５乃至１対２の混合溶媒である場合には上記アルキル基
の炭素数の好ましい範囲は４～８である。
【００１６】
　上記アルキル基は、直鎖状であっても、分岐鎖状であってもよい。Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及び
Ｒ4は、同一炭素数のアルキル基であることが好ましく、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4は、同一
の直鎖状のアルキル基であることが、容易に合成でき、かつ安価に入手できることから特
に好ましい。またＲ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4は上記要件を満足する限りにおいて、アルキル基
とフェニル基が混在してもよいが、容易に合成できることから、同一のアルキル基または
同一のフェニル基のみからなるものを好適に用いることができる。
【００１７】
　上記式（１）および（２）中のＸn-は対イオンを構成するものであり、ハロゲンイオン
、水酸化物イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、過塩素酸イオン、四フッ化ホウ酸イオン、
リン酸イオン、六フッ化リン酸イオン、炭酸イオン、酢酸イオン、炭酸水素イオン、リン
酸二水素イオン、硫酸水素イオン、シアン化物イオン、チオシアン酸イオン、亜硫酸イオ
ン、亜硝酸イオン、亜塩素酸イオン、ヘキサシアノ鉄（ＩＩ）酸イオン、ヘキサシアノ鉄
（ＩＩＩ）酸イオンを挙げることができる。このうち、ハロゲンイオン、特に臭素イオン
、塩素イオンである場合が、四級アンモニウム塩および四級ホスホニウム塩の入手のしや
すさの点から好ましい。
【００１８】
　以上の要件を満たす四級アンモニウム塩としては、アルキル基の炭素数が４～６である
ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム、水酸化テトラアルキルアンモニウム、ハロゲン
化テトラフェニルアンモニウム、水酸化テトラフェニルアンモニウムを挙げることができ
る。
　上記のハロゲン化テトラアルキル化アンモニウムの例としては、臭化テトラブチルアン
モニウム、塩化テトラブチルアンモニウム、フッ化テトラブチルアンモニウムなどのハロ
ゲン化テトラブチルアンモニウム；臭化テトラペンチルアンモニウム、塩化テトラペンチ
ルアンモニウム、フッ化テトラペンチルアンモニウムなどのハロゲン化テトラペンチルア
ンモニウム；臭化テトラヘキシルアンモニウム、塩化テトラヘキシルアンモニウム、フッ
化テトラヘキシルアンモニウムなどのハロゲン化テトラヘキシルアンモニウムを挙げるこ
とができる。加えて、アルキル基の炭素数が７または８である、臭化テトラヘプチルアン
モニウム、塩化テトラヘプチルアンモニウム、フッ化テトラヘプチルアンモニウムなどの
ハロゲン化テトラヘプチルアンモニウム；臭化テトラオクチルアンモニウム、塩化テトラ
オクチルアンモニウム、フッ化テトラオクチルアンモニウムなどのハロゲン化テトラヘキ
シルアンモニウムを挙げることができる。
　上記の水酸化テトラアルキルアンモニウムとしては、水酸化テトラブチルアンモニウム
、水酸化テトラペンチルアンモニウム、水酸化テトラヘキシルアンモニウムなどを挙げる
ことができる。加えてアルキル基の炭素数が７または８である、水酸化テトラヘプチルア
ンモニウム、水酸化テトラオクチルアンモニウムを挙げることができる。
　上記のハロゲン化テトラフェニルアンモニウムとしては、臭化テトラフェニルアンモニ
ウム、塩化テトラフェニルアンモニウム、フッ化テトラフェニルアンモニウムなどを挙げ
ることができる。
　上記記載の四級アンモニウム塩以外であっても、溶媒に可溶な四級アンモニウム塩も使
用することができる。例えば１，２，３－トリブチル－４－デシルアンモニウムや、１，
２，３－トリブチル－４－ドデシルアンモニウムなどが例示される。
　また、四級ホスホニウム塩も四級アンモニウム塩と同様に例示することが出来る。例え
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ば、アルキル基の炭素数が４～６であるハロゲン化テトラアルキルホスホニウム、水酸化
テトラアルキルホスホニウム、ハロゲン化テトラフェニルホスホニウム、水酸化テトラフ
ェニルホスホニウムを例示できる。
　上記のハロゲン化テトラアルキル化ホスホニウムの具体例としては、臭化テトラブチル
ホスホニウム、塩化テトラブチルホスホニウム、フッ化テトラブチルホスホニウムなどの
ハロゲン化テトラブチルホスホニウム；臭化テトラペンチルホスホニウム、塩化テトラペ
ンチルホスホニウム、フッ化テトラペンチルホスホニウムなどのハロゲン化テトラペンチ
ルホスホニウム；臭化テトラヘキシルホスホニウム、塩化テトラヘキシルホスホニウム、
フッ化テトラヘキシルホスホニウムなどのハロゲン化テトラヘキシルホスホニウムを挙げ
ることができる。
【００１９】
　式（１）で表される四級アンモニウム塩または、式（２）で表される四級ホスホニウム
塩のエレクトロクロミック素子用組成物中の濃度は、１～５０００ｍｍｏｌ／Ｌであるこ
とが好ましく、５～２０００ｍｍｏｌ／Ｌであることがより好ましく、５～１０００ｍｍ
ｏｌ／Ｌの濃度であることが特に好ましい。組成物中の四級アンモニウム塩または、四級
ホスホニウム塩の下限濃度が上記範囲内であれば、白色状態の鮮明度は十分である。また
、組成物中の四級アンモニウム塩または、四級ホスホニウム塩の上限濃度が上記範囲内で
あれば、析出した四級アンモニウム塩または、四級ホスホニウム塩の溶解終了に要する時
間が長くなり過ぎないので、四級アンモニウムイオンまたは、四級ホスホニウムイオンを
含む白色生成物の白色度を十分に高く保ちつつ、鋭い応答速度が得られる。
【００２０】
　臭素イオンを含む支持電解質としては、組成物中の溶媒に通電性を付与し、電圧印加時
に三臭素イオン（Ｂｒ3

-）を生じさせ得るものであれば特に限定されるわけではないが、
例えば、ＬｉＢｒ、ＮａＢｒ、ＫＢｒ、ＣｓＢｒ、（ＣＨ3）4ＮＢｒ、（Ｃ2Ｈ5）4ＮＢ
ｒ、（Ｃ3Ｈ7）4ＮＢｒ、（Ｃ4Ｈ9）4ＮＢｒ、（Ｃ5Ｈ11）4ＮＢｒ、（Ｃ6Ｈ13）4ＮＢｒ
などが挙げられる。なお、臭素イオンを含む支持電解質は臭化テトラアルキルアンモニウ
ム、または臭化テトラアルキルホスホニウムであってもよく、上記（Ａ）四級アンモニウ
ム塩、または四級ホスホニウム塩が臭化テトラアルキルアンモニウム、または臭化テトラ
アルキルホスホニウムである場合には、同時に（Ｂ）臭素イオンを含む支持電解質を含有
することになる。そのため、別途（Ｂ）臭素イオンを含む支持電解質を含有させなくても
よい。すなわち、上記（Ａ）四級アンモニウム塩、または四級ホスホニウム塩が臭化テト
ラアルキルアンモニウム、または臭化テトラアルキルホスホニウムである場合には、（Ｃ
）水を必須成分とする溶媒のみを含有するのみで本発明が成立し、当該発明も本発明の技
術的範囲に属する。
【００２１】
　これら支持電解質の濃度は、溶媒に通電性を付与できる範囲であれば特に限定されない
。エレクトロクロミック素子用組成物中の支持電解質の濃度は、溶媒の粘度を著しく上昇
させないためには、０．０１～１ｍｏｌ／Ｌであることが好ましく、０．０５～０．５ｍ
ｏｌ／Ｌであることがより好ましく、０．１～０．５ｍｏｌ／Ｌの濃度であることが特に
好ましい。
　またエレクトロクロミック素子用組成物中の四級アンモニウム塩または、四級ホスホニ
ウム塩に対する支持電解質の含有比率は、モル比で四級アンモニウム塩または四級ホスホ
ニウム塩：支持電解質＝１：１０～１：１，０００の範囲が好ましく、１：２０～１：２
００の範囲がより好ましい。
　なお、上記（Ａ）四級アンモニウム塩または四級ホスホニウム塩が臭化テトラアルキル
アンモニウムである場合には、上記含有比率は、モル比で四級アンモニウム塩：支持電解
質＝１：０～１：１，０００の範囲が好ましく、１：０～１：２００の範囲がより好まし
い。加えて、（Ａ）四級アンモニウム塩と（Ｂ）支持電解質との合計濃度として、０．０
１～５ｍｏｌ／Ｌであることが好ましく、０．０５～１ｍｏｌ／Ｌであることがより好ま
しく、０．１～０．５ｍｏｌ／Ｌの濃度であることが特に好ましい。また、上記（Ａ）四
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級アンモニウム塩または四級ホスホニウム塩が臭化テトラアルキルホスホニウムである場
合には、上記含有比率は、モル比で四級ホスホニウム塩：支持電解質＝１：０～１：１，
０００の範囲が好ましく、１：０～１：２００の範囲がより好ましい。加えて、（Ａ）四
級ホスホニウム塩と（Ｂ）支持電解質との合計濃度として、０．０１～５ｍｏｌ／Ｌであ
ることが好ましく、０．０５～１ｍｏｌ／Ｌであることがより好ましく、０．１～０．５
ｍｏｌ／Ｌの濃度であることが特に好ましい。
【００２２】
　本発明の組成物に用いる溶媒は水を必須成分とする溶媒である。また、溶媒を構成する
成分として、溶媒の通電性を著しく低下させない範囲、かつ上記四級アンモニウム塩また
は、四級ホスホニウム塩の溶媒への溶解性を著しく変動させない範囲で水以外の溶媒を混
合することもできる。水以外の溶媒としては、例えば、メタノール、エタノールを挙げる
ことができる。上記の水以外の溶媒と水とを混合して使用する場合、水と水以外の溶媒と
の混合比率は、容積比で、水：水以外の溶媒＝１：０．０１～１：１００であることが好
ましく、１：０．０１～１：１０であることがより好ましく、１：０．０１～１：１であ
ることが特に好ましい。
【００２３】
　本発明のエレクトロクロミック用組成物は、着色剤成分を含有することが好ましい。組
成物が着色剤成分を含有する場合には、電気化学的反応によって上記四級アンモニウムま
たは、四級ホスホニウム塩とＢｒ3

-からなる白色物質は、元の四級アンモニウム塩または
、四級ホスホニウム塩とＢｒ-に戻り、溶媒中に溶解することにより電極表面の白色状態
が消失し、電極は無色透明となる。結果、透明になった電極を通して背景の着色溶液が表
出し、着色剤成分による着色状態を現出させることができる。
　着色剤成分としては特に制限はなく、既存の顔料または染料、並びにそれらの組み合わ
せを用いることができる。着色剤成分の色相に特に限定はなく、黒色成分、赤色成分、青
色成分等の着色剤成分を好適に用いることができる。黒色成分としてはカーボンブラック
に代表される黒色顔料やＣ．Ｉ．アシッドブラック２、ダイレクトブラック２２等の黒色
染料を用いることができるが、着色効果の上からはカーボンブラックが好ましい。また赤
色成分としてＣ．Ｉ．ピグメントレッド１、２、３等の赤色顔料やＣ．Ｉ．ソルベントレ
ッド１、３、８等の赤色染料を、青色成分としてＣ．Ｉ．ピグメントブルー２、３、１５
等の青色顔料やＣ．Ｉ．ダイレクトブルー１、２などの青色染料を好適に用いることがで
きる。なお、水に難溶性の着色顔料を用いる場合、臭素イオンの電気化学反応を阻害しな
い限りにおいて、顔料表面に親水化処理を施してもよいし、また表示品位を落とさない範
囲で組成物中に分散剤を適宜加えてもよい。
【００２４】
　上記の着色剤成分はエレクトロクロミック素子用組成物中に、０．０１～１０重量％の
濃度で含まれていることが好ましく、０．０１～５重量％の濃度で含まれていることがよ
り好ましく、０．０１～１重量％の濃度で含まれていることが特に好ましい。
【００２５】
　また表示品位を上げる、応答速度を速くする等の目的で他の成分を含有することもでき
る。
【００２６】
　本発明の組成物の特性を利用すれば、例えば透明電極をその面上に形成した透明基板と
、電極をその面上に形成した基板の一対とを、互いに前記電極を配した面を対向するよう
に配置し、本発明の組成物が前記一対の基板にて挟持される構造とすることにより、所定
の電圧変化によって本発明組成物中の四級アンモニウムが電極上に繰り返し、析出・溶解
されるエレクトロクロミック表示素子とすることができる。
【実施例】
【００２７】
　精製水：ＩＷＡＫＩ社製蒸留装置「ＳＴＩＬＬ－Ｎ１Ｐ」によって蒸留した後、オルガ
ノ社製カートリッジ純水器「Ｇ－１０Ｃ型」によって精製された導電率１８ＭΩｃｍ以下
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の水。
【００２８】
（実施例１）
　四級アンモニウム塩として臭化テトラブチルアンモニウム、溶媒として精製水を用い、
濃度が（１）７ｍｍｏｌ／Ｌ、（２）１４ｍｍｏｌ／Ｌ、（３）２１ｍｍｏｌ／Ｌである
各々のテトラブチルアンモニウム水溶液に、支持電解質としてＬｉＢｒを０．１ｍｏｌ／
Ｌの濃度になるように加えた溶液を調製し、動作電極としてIＴＯ電極、対向電極として
Ｐｔ板、参照電極として飽和カロメル電極（ＳＣＥ）を用いて、サイクリックボルタンメ
トリーを行った。電圧印加に先立ち、上記溶液を窒素で３０分バブリングした後、セル内
を窒素雰囲気に保った。掃引電位範囲－１．０Ｖ～＋１．５Ｖ、掃引速度２０ｍＶ／ｓの
条件にて掃引を１０回実施した。上記（１）～（３）の実験において、動作電極の浸漬面
積は、それぞれ（１）０．５８ｃｍ2、（２）０．４０ｃｍ2、（３）０．５１ｃｍ2であ
った。各々の場合におけるサイクリックボルタンモグラムを図１～図３に示す。（１）の
実験では、１．４Ｖ近傍でＩＴＯ電極上に白色物質が層状に析出するのが観察された。さ
らに掃引すると－０．５Ｖ付近で電極上の白色物質の層が完全に消失した。この現象は、
掃引回数を重ねても繰り返し確認できた。（２）、（３）の実験では、（１）に比べ白色
物質の層が消失する電圧がやや低い傾向にあったものの同様に白色物質の析出、消失が確
認できた。
【００２９】
（実施例２）
　四級アンモニウム塩として臭化テトラペンチルアンモニウムを用い、かつ動作電極の浸
漬面積は、０．７１ｃｍ2であった他は実施例１の（１）の実験と同様の条件で実験を行
った。この場合におけるサイクリックボルタンモグラムを図４示す。
【００３０】
（比較例１）
　四級アンモニウム塩として臭化テトラプロピルアンモニウムを用い、かつ動作電極の浸
漬面積が０．４９ｃｍ2であった他は実施例１の（１）の実験と同様にして実験を行った
。この場合におけるサイクリックボルタンモグラムを図５示す。１．４Ｖ近傍でＩＴＯ電
極上に白色物質が層状に析出するのを観察できた。しかし、白色物質の層はきわめて薄く
実用にたえるものではなかった。さらに－０．２５Ｖまで掃引すると白色物質の層は消失
した。
【００３１】
（比較例２）
　四級アンモニウム塩として臭化テトラヘプチルアンモニウムを７ｍｍｏｌ／Ｌ濃度とな
るよう水に溶かそうと試みたが溶けなかった。さらに加熱しても水に浮いたままの状態で
溶かすことができなかった。
【００３２】
（実施例３）
　溶媒として、精製水とエチルアルコールとを各々（１）２：１、（２）１：１の容積比
で混合した溶媒を用い、かつ動作電極の浸漬面積がそれぞれ（１）０．４３ｃｍ2、（２
）０．５７ｃｍ2であった他は実施例１の（１）の実験と同様にして実験を行った。各々
の場合におけるサイクリックボルタンモグラムを図６～図７に示す。（１）の条件では、
１．４Ｖ近傍でＩＴＯ電極上に白色物質が層状に析出するのが観察された。さらに掃引す
ると－０．５Ｖ付近で電極上の白色物質の層が完全に消失した。これは、掃引回数を重ね
ても繰り返し確認できた。（２）の条件では、（１）に比べ白色物質の層が消失する電圧
がやや低い傾向にあったものの同様に白色物質の析出、消失が確認できた。
【００３３】
（実施例４）
　四級アンモニウム塩として臭化テトラヘキシルアンモニウムを用い、かつ動作電極の浸
漬面積は、０．６９ｃｍ2であった他は実施例１の（１）の実験と同様の条件で実験を行
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った。この場合におけるサイクリックボルタンモグラムを図８に示す。実施例１と同様に
白色物質の層の析出、消失が確認できた。
【００３４】
（実施例５）
　四級アンモニウム塩及び支持電解質として臭化テトラブチルアンモニウム、溶媒として
精製水を用い、濃度が０．１ｍｏｌ／ｌであるテトラブチルアンモニウム水溶液を調製し
た。本実施例では、臭化テトラブチルアンモニウムが四級アンモニウム塩と支持電解質の
機能を兼ねている。動作電極の浸漬面積は、０．５８ｃｍ2であった他は実施例１の（１
）の実験と同様の条件で実験を行った。この場合におけるサイクリックボルタンモグラム
を図９に示す。実施例１と同様に白色物質の層の析出、消失が確認できた。
【００３５】
（実施例６）
　四級ホスホニウム塩として臭化テトラブチルホスホニウム、溶媒として精製水を用い、
濃度が０．１ｍｏｌ／ｌである臭化テトラブチルホスホニウム水溶液に電解質としてＬｉ
Ｂｒの濃度が０．５ｍｏｌ／ｌになるように調整した。動作電極の浸漬面積は、０．６０
ｃｍ2であり、その他の条件は実施例１の（１）の実験と同様の条件で実験を行った。こ
の場合におけるサイクリックボルタンモグラムを図１０に示す。実施例１と同様に白色物
質の層の析出、消失が確認できた。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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