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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォトクロミック性二色材料を含む配向されたポリマー系シートであって、該フォトク
ロミック性二色材料は活性化状態における分子の長軸が互いにおおむね平行になるように
アライメントされており、該ポリマー系シートは該フォトクロミック性二色材料の活性化
状態において直線偏光を示し、該フォトクロミック二色性材料が、
　（ａ）ピラン、オキサジンおよびフルギドから選択される少なくとも１個のフォトクロ
ミック基；および
　（ｂ）少なくとも１種類の延長剤Ｌであって、該少なくとも１種類の延長剤Ｌは、該少
なくとも１個のフォトクロミック基に結合し、そして
－［Ｓ１］ｃ－［Ｑ１－［Ｓ２］ｄ］ｄ’－［Ｑ２－［Ｓ３］ｅ］ｅ’－［Ｑ３－［Ｓ４

］ｆ］ｆ’－Ｓ５－Ｐ
により表され、ここで
（ｉ）各Ｑ１、Ｑ２およびＱ３は、独立して、各存在について、非置換または置換芳香族
基、非置換または置換脂環式基、非置換または置換複素環式基およびその混合物から選択
される二価基から選択され、該置換基は、Ｐで表される基、チオール、アミド、液晶メソ
ゲン、ハロゲン、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ、ポリ（Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ）、アミノ、
アミノ（Ｃ１～Ｃ１８）アルキレン、Ｃ１～Ｃ１８アルキルアミノ、ジ－（Ｃ１～Ｃ１８

）アルキルアミノ、Ｃ１～Ｃ１８アルキル、Ｃ２～Ｃ１８アルケン、Ｃ２～Ｃ１８アルキ
ン、Ｃ１～Ｃ１８アルキル（Ｃ１～Ｃ１８）アルコキシ、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシカルボ
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ニル、Ｃ１～Ｃ１８アルキルカルボニル、Ｃ１～Ｃ１８アルキルカーボネート、アリール
カーボネート、Ｃ１～Ｃ１８アセチル、Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキル、Ｃ３～Ｃ１０シク
ロアルコキシ、イソシアナト、アミド、シアノ、ニトロ、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ１８

アルキル基（シアノ、ハロまたはＣ１～Ｃ１８アルコキシによる一置換であるか、または
、ハロおよび下記式：－Ｍ（Ｔ）（ｔ－１）およびＭ（ＯＴ）（ｔ－１）（式中、Ｍは、
アルミニウム、アンチモン、タンタル、チタン、ジルコニウムおよびケイ素から選択され
、Ｔは、有機官能残基、有機官能炭化水素残基、脂肪族炭化水素残基および芳香族炭化水
素残基から選択され、ｔは、Ｍの原子価である）の１つを含む基による多置換である）か
ら選択され；
（ｉｉ）ｃ、ｄ、ｅおよびｆは、各々、独立して、０と２０とを含めた０～２０の範囲の
整数から選択され；そして各Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４およびＳ５は、独立して、各存在に
ついて、
（Ａ）　－（ＣＨ２）ｇ－、－（ＣＦ２）ｈ－、－Ｓｉ（ＣＨ２）ｇ－、－（Ｓｉ［（Ｃ
Ｈ３）２］Ｏ）ｈ－（式中、ｇは、独立して、各存在について１～２０から選択される；
ｈは、１と１６とを含めた１～１６の整数である）；
（Ｂ）　－Ｎ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｃ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｎ－、－Ｃ（Ｚ’）－Ｃ
（Ｚ’）－（式中、Ｚは、独立して、各存在について、水素、Ｃ１～Ｃ６アルキル、シク
ロアルキルおよびアリールから選択され、Ｚ’は、独立して、各存在について、Ｃ１～Ｃ

６アルキル、シクロアルキルおよびアリールから選択される）；および
（Ｃ）　－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ≡Ｃ－、－Ｎ＝Ｎ－、－Ｓ－、－Ｓ（Ｏ）－、－Ｓ
（Ｏ）（Ｏ）－、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ２４アルキレン残基（該Ｃ１～Ｃ２４アルキ
レン残基は、非置換、シアノもしくはハロによる一置換またはハロによる多置換である）
から選択されるスペーサー単位から選択され、
　ただし、ヘテロ原子を含有する２個のスペーサー単位が互いに結合している場合、該ス
ペーサー単位は、ヘテロ原子が互いに直接結合しないように結合し、Ｓ１およびＳ５が、
それぞれＰＣおよびＰに結合する場合、これらは、２つのヘテロ原子が互いに直接結合し
ないように結合するものとし、
（ｉｉｉ）Ｐが、アジリジニル、水素、ヒドロキシ、アリール、アルキル、アルコキシ、
アミノ、アルキルアミノ、アルキルアルコキシ、アルコキシアルコキシ、ニトロ、ポリア
ルキルエーテル、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ６）アル
キル、ポリエチレンオキシ、ポリプロピレンオキシ、エチレン、アクリレート、メタクリ
レート、２－クロロアクリレート、２－フェニルアクリレート、アクリロイルフェニレン
、アクリルアミド、メタクリルアミド、２－クロロアクリルアミド、２－フェニルアクリ
ルアミド、エポキシ、イソシアネート、チオール、チオイソシアネート、イタコン酸エス
テル、ビニルエーテル、ビニルエステル、スチレン誘導体、シロキサン、主鎖型および側
鎖型液晶ポリマー、エチレンイミン誘導体、マレイン酸誘導体、フマル酸誘導体、非置換
ケイ皮酸誘導体、ケイ皮酸誘導体（これらは、メチル、メトキシ、シアノおよびハロゲン
の少なくとも１種で置換されている）、ならびにステロイド残基、テルペノイド残基、ア
ルカロイド残基およびその混合物から選択される置換および非置換キラルおよび非キラル
一価または二価基（ここで、置換基は、独立して、アルキル、アルコキシ、アミノ、シク
ロアルキル、アルキルアルコキシ、フルオロアルキル、シアノアルキル、シアノアルコキ
シおよびその混合物から選択される）から選択され；そして
（ｉｖ）ｄ’、ｅ’およびｆ’は、各々、独立して、０、１、２、３および４から選択さ
れるが、ただし、ｄ’＋ｅ’＋ｆ’の合計は少なくとも３である、少なくとも１種類の延
長剤Ｌ、
を含有する化合物を含む、
ポリマー系シート。
【請求項２】
　前記フォトクロミック二色性材料が、少なくとも化学線放射に応答して第１の状態から
第２の状態に切り替わり、そして少なくとも該第２の状態において少なくとも透過した放
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射線を直線偏光させるように適合されている、請求項１に記載のポリマー系シート。
【請求項３】
　前記フォトクロミック性二色材料が、セル法により測定したとき活性化状態において少
なくとも１．５の吸光度比を有する、請求項１に記載のポリマー系シート。
【請求項４】
　前記フォトクロミック性二色材料が、セル法により測定したとき活性化状態において３
～３０の範囲の吸光度比を有する、請求項３に記載のポリマー系シート。
【請求項５】
　前記シートが、押し出し、延伸、剪断力、キャスティングおよび／または成形により配
向している、請求項１に記載のポリマー系シート。
【請求項６】
　前記シートが、延伸により配向している、請求項５に記載のポリマー系シート。
【請求項７】
　前記シートが、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、ポリアクリレ
ートおよびポリカプロラクタムからなる群より選択されるポリマー材料を含む、請求項１
に記載のポリマー系シート。
【請求項８】
　前記フォトクロミック二色性材料が、
　（ａ）ピラン、オキサジンおよびフルギドから選択される少なくとも１個のフォトクロ
ミック基；および
　（ｂ）少なくとも１種類の延長剤Ｌであって、該少なくとも１種類の延長剤Ｌは、該少
なくとも１個のフォトクロミック基に結合し、そして
－［Ｓ１］ｃ－［Ｑ１－［Ｓ２］ｄ］ｄ’－［Ｑ２－［Ｓ３］ｅ］ｅ’－［Ｑ３－［Ｓ４

］ｆ］ｆ’－Ｓ５－Ｐ
により表され、ここで、
（ｉ）各Ｑ１、Ｑ２およびＱ３は、独立して、各存在について、非置換または置換芳香族
基、非置換または置換脂環式基、非置換または置換複素環式基およびその混合物から選択
される二価基から選択され、該置換基は、Ｐで表される基、チオール、アミド、液晶メソ
ゲン、ハロゲン、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ、ポリ（Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ）、アミノ、
アミノ（Ｃ１～Ｃ１８）アルキレン、Ｃ１～Ｃ１８アルキルアミノ、ジ－（Ｃ１～Ｃ１８

）アルキルアミノ、Ｃ１～Ｃ１８アルキル、Ｃ２～Ｃ１８アルケン、Ｃ２～Ｃ１８アルキ
ン、Ｃ１～Ｃ１８アルキル（Ｃ１～Ｃ１８）アルコキシ、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシカルボ
ニル、Ｃ１～Ｃ１８アルキルカルボニル、Ｃ１～Ｃ１８アルキルカーボネート、アリール
カーボネート、Ｃ１～Ｃ１８アセチル、Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキル、Ｃ３～Ｃ１０シク
ロアルコキシ、イソシアナト、アミド、シアノ、ニトロ、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ１８

アルキル基（シアノ、ハロまたはＣ１～Ｃ１８アルコキシによる一置換であるか、または
、ハロおよび下記式：－Ｍ（Ｔ）（ｔ－１）およびＭ（ＯＴ）（ｔ－１）（式中、Ｍは、
アルミニウム、アンチモン、タンタル、チタン、ジルコニウムおよびケイ素から選択され
、Ｔは、有機官能残基、有機官能炭化水素残基、脂肪族炭化水素残基および芳香族炭化水
素残基から選択され、ｔは、Ｍの原子価である）の１つを含む基による多置換である）か
ら選択され；
（ｉｉ）ｃ、ｄ、ｅおよびｆは、各々、独立して、０と２０とを含めた０～２０の範囲の
整数から選択され；そして各Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４およびＳ５は、独立して、各存在に
ついて、
（Ａ）　－（ＣＨ２）ｇ－、－（ＣＦ２）ｈ－、－Ｓｉ（ＣＨ２）ｇ－、－（Ｓｉ［（Ｃ
Ｈ３）２］Ｏ）ｈ－（式中、ｇは、独立して、各存在について１～２０から選択される；
ｈは、１と１６とを含めた１～１６の整数である）；
（Ｂ）　－Ｎ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｃ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｎ－、－Ｃ（Ｚ’）－Ｃ
（Ｚ’）－（式中、Ｚは、独立して、各存在について、水素、Ｃ１～Ｃ６アルキル、シク
ロアルキルおよびアリールから選択され、Ｚ’は、独立して、各存在について、Ｃ１～Ｃ
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６アルキル、シクロアルキルおよびアリールから選択される）；および
（Ｃ）　－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ≡Ｃ－、－Ｎ＝Ｎ－、－Ｓ－、－Ｓ（Ｏ）－、－Ｓ
（Ｏ）（Ｏ）－、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ２４アルキレン残基（該Ｃ１～Ｃ２４アルキ
レン残基は、非置換、シアノもしくはハロによる一置換またはハロによる多置換である）
から選択されるスペーサー単位から選択され、
　ただし、ヘテロ原子を含有する２個のスペーサー単位が互いに結合している場合、該ス
ペーサー単位は、ヘテロ原子が互いに直接結合しないように結合し、Ｓ１およびＳ５が、
それぞれＰＣおよびＰに結合する場合、これらは、２つのヘテロ原子が互いに直接結合し
ないように結合するものとし、
（ｉｉｉ）Ｐが、アジリジニル、水素、ヒドロキシ、アリール、アルキル、アルコキシ、
アミノ、アルキルアミノ、アルキルアルコキシ、アルコキシアルコキシ、ニトロ、ポリア
ルキルエーテル、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ６）アル
キル、ポリエチレンオキシ、ポリプロピレンオキシ、エチレン、アクリレート、メタクリ
レート、２－クロロアクリレート、２－フェニルアクリレート、アクリロイルフェニレン
、アクリルアミド、メタクリルアミド、２－クロロアクリルアミド、２－フェニルアクリ
ルアミド、エポキシ、イソシアネート、チオール、チオイソシアネート、イタコン酸エス
テル、ビニルエーテル、ビニルエステル、スチレン誘導体、シロキサン、主鎖型および側
鎖型液晶ポリマー、エチレンイミン誘導体、マレイン酸誘導体、フマル酸誘導体、非置換
ケイ皮酸誘導体、ケイ皮酸誘導体（これらは、メチル、メトキシ、シアノおよびハロゲン
の少なくとも１種で置換されている）、ならびにステロイド残基、テルペノイド残基、ア
ルカロイド残基およびその混合物から選択される置換および非置換キラルおよび非キラル
一価または二価基（ここで、置換基は、独立して、アルキル、アルコキシ、アミノ、シク
ロアルキル、アルキルアルコキシ、フルオロアルキル、シアノアルキル、シアノアルコキ
シおよびその混合物から選択される）から選択され；そして
（ｉｖ）ｄ’、ｅ’およびｆ’は、各々、独立して、０、１、２、３および４から選択さ
れるが、ただし、ｄ’＋ｅ’＋ｆ’の合計は少なくとも３である、少なくとも１種類の延
長剤Ｌ、
を含有する化合物を含む、
請求項１に記載のポリマー系シート。
【請求項９】
　Ｑ１、Ｑ２およびＱ３のうちの少なくとも１つが、イソソルビトール、ジベンゾフロ、
ジベンゾチエノ、ベンゾフロ、ベンゾチエノ、チエノ、フロ、ジオキシノ、カルバゾロ、
アントラニリル、アゼピニル、ベンゾオキサゾリル、ジアゼピニル、ジオアズリル（ｄｉ
ｏａｚｌｙｌ）、イミダゾリジニル、イミダゾリル、イミダゾリニル、インダゾリル、イ
ンドレニニル、インドリニル、インドリジニル、インドリル、インドキサジニル、イソベ
ンズアゾリル、イソインドリル、イソオキサゾリル、イソオキサジル、イソピロリル、イ
ソキノリル、イソチアゾリル、モルホリノ、モルホリニル、オキサジアゾリル、オキサチ
アゾリル、オキサチアジル、オキサチオリル、オキサトリアゾリル、オキサゾリル、ピペ
ラジニル、ピペラジル、ピペリジル、プリニル、ピラノピロリル、ピラジニル、ピラゾリ
ジニル、ピラゾリニル、ピラゾリル、ピラジル、ピリダジニル、ピリダジル、ピリジル、
ピリミジニル、ピリミジル、ピリデニル、ピロリジニル、ピロリニル、ピロリル、キノリ
ジニル、キヌクリジニル、キノリル、チアゾリル、トリアゾリル、トリアジル、Ｎ－アリ
ールピペラジノ、アジリジノ、アリールピペリジノ、チオモルホリノ、テトラヒドロキノ
リノ、テトラヒドロイソキノリノ、ピリル、非置換、一または二置換Ｃ４～Ｃ１８スピロ
二環式アミン、ならびに非置換、一または二置換のＣ４～Ｃ１８スピロ三環式アミンから
選択される、非置換または置換複素環式基である、請求項８に記載のポリマー系シート。
【請求項１０】
　Ｑ１、Ｑ２およびＱ３のうちの少なくとも１つが、シクロヘキシル、シクロプロピル、
ノルボルネニル、デカリニル、アダマンタニル、ビシクロオクタン、ペルヒドロフルオレ
ンおよびキュバニルから選択される、非置換または置換脂環式基である、請求項８に記載
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のポリマー系シート。
【請求項１１】
　前記化合物が、さらに、前記少なくとも１つのフォトクロミック基に結合する少なくと
も１つのＲ１基を含み、各Ｒ１は、独立して、各存在について、以下から選択される：
（ａ）水素、Ｃｌ～Ｃｌ２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルキリデン、Ｃ２～Ｃ１２アルキリ
ジン、ビニル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ１～Ｃ１２ハロアルキル、アリル、ハロゲ
ン、および非置換またはＣｌ～Ｃｌ２アルキルおよびＣｌ～Ｃｌ２アルコキシの少なくと
も一つでモノ置換されたベンジル；
（ｂ）フェニル基であって、そのｐ位において、Ｃ１～Ｃ７アルコキシ、直鎖または分岐
鎖状のＣｌ～Ｃ２０アルキレン、直鎖または分岐鎖状のＣ１～Ｃ４ポリオキシアルキレン
、環状Ｃ３～Ｃ２０アルキレン、フェニレン、ナフチレン、Ｃ１～Ｃ４アルキル置換フェ
ニレン、モノウレタン（Ｃ１～Ｃ２０）アルキレンまたはポリウレタン（Ｃ１～Ｃ２０）
アルキレン、モノエステル（Ｃ１～Ｃ２０）アルキレンまたはポリエステル（Ｃ１～Ｃ２

０）アルキレン、モノカーボネート（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレンまたはポリカーボネート
（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレン、ポリシラニレン、ポリシロキサニレンおよびこれらの混合
物から選択される少なくとも一つの置換基でモノ置換され、少なくとも一つの置換基はフ
ォトクロミック材料のアリールに結合される、フェニル基；
（ｃ）－ＣＨ（ＣＮ）２および－ＣＨ（ＣＯＯＸ１）２（式中、Ｘ１は、延長剤Ｌ、水素
、非置換またはフェニルでモノ置換されたＣ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルキル
またはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置換されたフェニル（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、お
よび非置換、モノ置換またはジ置換されたアリール基（アリール基の置換基はそれぞれ独
立してＣ１～Ｃ１２アルキルおよびＣ１～Ｃ１２アルコキシから選択される）の少なくと
も一つから選択される）；
（ｄ）－ＣＨ（Ｘ２）（Ｘ３）（式中、　
　（ｉ）Ｘ２は、延長剤Ｌ、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、および非置換、モノ置換また
はジ置換されたアリール基（アリール基の置換基はそれぞれ独立してＣ１～Ｃ１２アルキ
ルおよびＣ１～Ｃ１２アルコキシから選択される）の少なくとも一つから選択され；そし
て
　（ｉｉ）Ｘ３は、－ＣＯＯＸ１、－ＣＯＸ１、－ＣＯＸ４、および－ＣＨ２ＯＸ５の少
なくとも一つから選択され、式中、
　　（Ａ）Ｘ４は、モルホリノ、ピペリジノ、非置換またはＣ１～Ｃ１２アルキルでモノ
置換またはジ置換されたアミノ、およびフェニルアミノおよびジフェニルアミノから選択
される非置換、モノ置換またはジ置換の基（各置換基は独立してＣ１～Ｃ１２アルキルま
たはＣ１～Ｃ１２アルコキシから選択される）の少なくとも一つから選択され；そして
　　（Ｂ）Ｘ５は、延長剤Ｌ、水素、－Ｃ（Ｏ）Ｘ２、非置換または（Ｃ１～Ｃ１２）ア
ルコキシまたはフェニルでモノ置換されたＣ１～Ｃ１２アルキル、（Ｃ１～Ｃ１２）アル
コキシでモノ置換されたフェニル（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、および非置換またはモノ置
換またはジ置換されたアリール基（アリール基の各置換基は独立してＣ１～Ｃ１２アルキ
ルおよびＣ１～Ｃ１２アルコキシから選択される）から選択される）；
（ｅ）非置換、またはモノ置換、ジ置換あるいはトリ置換されたアリール基；９－ジュロ
リジニル；またはピリジル、フラニル、ベンゾフラン－２－イル、ベンゾフラン－３－イ
ル、チエニル、ベンゾチエン－２－イル、ベンゾチエン－３－イル、ジベンゾフラニル、
ジベンゾチエニル、カルバゾイル、ベンゾピリジル、インドリニル、およびフルオレニル
から選択される、非置換、モノ置換またはジ置換ヘテロ芳香族基であって；ここで、各置
換基は、各存在について独立して以下から選択される：
　（ｉ）延長剤Ｌ；
　（ｉｉ）－Ｃ（Ｏ）Ｘ６（式中、Ｘ６は、延長剤Ｌ、水素、Ｃｌ～Ｃｌ２アルコキシ、
非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置換またはジ置換さ
れたフェノキシ、非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置
換またはジ置換されたアリール基、非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキルでモノ置換またはジ置
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でモノ置換またはジ置換されたフェニルアミノ基の少なくとも一つから選択される）；
　（ｉｉｉ）アリール、ハロアリール、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキルアリール、およびＣ１

～Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置換またはジ置換されたアリール
基；
　（ｉｖ）Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキ
ルオキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、アリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、アリールオキ
シ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）
アルキルまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（
Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）
アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、ハロアルキル、およびモノ（Ｃ１～Ｃ１

２）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル；
　（ｖ）Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、Ｃ３～Ｃ７シクロアルコキシ、シクロアルキルオキシ
（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、アリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、アリールオキシ（
Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）ア
ルコキシまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、およ
びモノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシまたはジ（Ｃ１

～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ；
　（ｖｉ）アミド、アミノ、モノアルキルアミノまたはジアルキルアミノ、ジアリールア
ミノ、ピペラジノ、Ｎ－（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルピペラジノ、Ｎ－アリールピペラジノ
、アジリジノ、インドリノ、ピペリジノ、モルホリノ、チオモルホリノ、テトラヒドロキ
ノリノ、テトラヒドロイソキノリノ、ピロリジル、ヒドロキシ、アクリルオキシ、メタク
リルオキシおよびハロゲン；
　（ｖｉｉ）－ＯＸ７または－Ｎ（Ｘ７）２（式中、Ｘ７は、以下から選択される：
　　（Ａ）　延長剤Ｌ、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アシル、フェニル（
Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル置換フェニル（Ｃ１～Ｃ１２）
アルキル、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ置換フェニル（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル；Ｃ

１～Ｃ１２アルコキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル；Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル；モノ（Ｃ

１～Ｃ１２）アルキル置換Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ１～Ｃ１２ハロアルキル、アリ
ル、ベンゾイル、モノ置換ベンゾイル、ナフトイルまたはモノ置換ナフトイル（上記ベン
ゾイル置換基およびナフトイル置換基は、それぞれ独立してＣ１～Ｃ１２アルキルおよび
Ｃ１～Ｃ１２アルコキシから選択される）；
　　（Ｂ）　－ＣＨ（Ｘ８）Ｘ９（式中、Ｘ８は、延長剤Ｌ、水素、またはＣ１～Ｃ１２

アルキルから選択され、Ｘ９は、延長剤Ｌ、－ＣＮ、－ＣＦ３、または－ＣＯＯＸ１０か
ら選択され、式中、Ｘ１０は、延長剤Ｌ、ＨまたはＣ１～Ｃ１２アルキルから選択される
）；
　　（Ｃ）　－Ｃ（Ｏ）Ｘ６；または
　　（Ｄ）　トリ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルシリル、トリ（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシシ
リル、ジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル（Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ）シリル、またはジ（Ｃ１

～Ｃ１２）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ１２アルキル）シリル；
　（ｖｉｉｉ）－ＳＸ１１（式中、Ｘ１１は、延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、非置換
、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシまたはハロゲンでモノ置換またはジ置
換されたアリール基から選択される）；
　（ｉｘ）式ｉで表される窒素含有環：
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【化１】

（式中、
　　（Ａ）ｎは、０、１、２、および３から選択される整数であり、ただしｎが０の場合
は、Ｕ’はＵであり、各Ｕは、独立して、各存在について、－ＣＨ２－、－ＣＨ（Ｘ１２

）－、－Ｃ（Ｘ１２）２－、－ＣＨ（Ｘ１３）－、－Ｃ（Ｘ１３）２－、および－Ｃ（Ｘ

１２）（Ｘ１３）－から選択され、式中、Ｘ１２は、延長剤Ｌ、およびＣ１～Ｃ１２アル
キルから選択され、Ｘ１３は延長剤Ｌ、フェニルおよびナフチルから選択され、そして
　　（Ｂ）Ｕ’は、Ｕ、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｓ（Ｏ）－、－ＮＨ－、－Ｎ（Ｘ１２）－、
または－Ｎ（Ｘ１３）－から選択され、ｍは、１、２、および３から選択される整数であ
る）；ならびに
　（ｘ）式ｉｉまたはｉｉｉの一つで表される基：
【化２】

 
（式中、Ｘ１４、Ｘ１５、およびＸ１６は、独立して、各存在について、延長剤Ｌ、Ｃ１

～Ｃ１２アルキル、フェニルおよびナフチルから選択されるか、またはＸ１４とＸ１５と
が一緒になって炭素原子５～８個の環を形成し；ｐは、０、１、または２から選択される
整数であり、Ｘ１７は、独立して、各存在について、延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、
Ｃ１～Ｃ１２アルコキシまたはハロゲンから選択される）；
（ｆ）非置換またはモノ置換の基であって、ピラゾリル、イミダゾリル、ピラゾリニル、
イミダゾリニル、ピロリジニル、フェノチアジニル、フェノキサジニル、フェナジニルま
たはアクリジニルから選択される基（各置換基は、独立して、延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２ア
ルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、フェニル、ヒドロキシ、アミノまたはハロゲンから選
択される）；
（ｇ）式ｉｖまたはｖで表される基：

【化３】
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（式中、
　（ｉ）Ｖ’は、各式で独立して、－Ｏ－、－ＣＨ－、Ｃ１～Ｃ６アルキレン、およびＣ

３～Ｃ７シクロアルキレンから選択され、
　（ｉｉ）Ｖは、各式で独立して、－Ｏ－または－Ｎ（Ｘ２１）－から選択され、式中、
Ｘ２１は、延長剤Ｌ、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、およびＣ２～Ｃ１２アシルから選択
され、ただしＶが－Ｎ（Ｘ２１）－の場合Ｖ’は－ＣＨ２－であり、
　（ｉｉｉ）Ｘ１８およびＸ１９はそれぞれ独立して、延長剤Ｌ、水素およびＣ１～Ｃ１

２アルキルから選択され、そして
　（ｉｖ）ｋは、０、１および２から選択され、各Ｘ２０は、独立して、各存在について
、延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、ヒドロキシおよびハロゲ
ンから選択される）；
（ｈ）式ｖｉで表される基：
【化４】

 
（式中、
　（ｉ）Ｘ２２は、延長剤Ｌ、水素およびＣ１～Ｃ１２アルキルから選択され、そして
　（ｉｉ）Ｘ２３は、延長剤Ｌ、または、ナフチル、フェニル、フラニル、およびチエニ
ルから選択される非置換、モノ置換またはジ置換の基（式中、各置換基は、独立して、各
存在について、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシおよびハロゲンから選択
される）から選択される）；
（ｉ）－Ｃ（Ｏ）Ｘ２４

（式中、Ｘ２４は、延長剤Ｌ、ヒドロキシ、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコ
キシ、非置換またはＣ１～Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置換され
たフェニル、非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、フェニル、ベンジルおよびナフチルの少な
くとも一つでモノ置換またはジ置換されたアミノから選択される）；
（ｊ）－ＯＸ７および－Ｎ（Ｘ７）２；
（ｋ）－ＳＸ１１；
（ｌ）式ｉで表される窒素含有環；
（ｍ）式ｉｉまたはｉｉｉの一つで表された基；または
（ｎ）すぐ隣のＲ１基が一緒になって、式ｖｉｉ、ｖｉｉｉおよびｉｘの一つによって表
される基を形成する：

【化５】

 
（式中、
　（ｉ）ＷおよびＷ’は、独立して、各存在について、－Ｏ－、－Ｎ（Ｘ７）－、－Ｃ（
Ｘ１４）－、－Ｃ（Ｘ１７）－から選択され、
　（ｉｉ）Ｘ１４、Ｘ１５、およびＸ１７は、上記の通りであり、そして
　（ｉｉｉ）ｑは、０、１、２、３および４から選択される整数である）、
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請求項８に記載のポリマー系シート。
【請求項１２】
　請求項１に記載のポリマー系シートを備える光学素子。
【請求項１３】
　前記光学素子が、眼科用素子およびデバイス、ディスプレイ素子およびデバイス、ウィ
ンドウ、反射鏡ならびに能動および受動液晶セル素子およびデバイスを構成する、請求項
１２に記載の光学素子。
【請求項１４】
　前記眼科用素子が、矯正レンズ、非矯正レンズ、コンタクトレンズ、眼内レンズ、拡大
レンズ、保護レンズ、または遮光板を構成する、請求項１３に記載の光学素子。
【請求項１５】
　基材をさらに備え、該基材は、薄い着色のない基材、薄く着色された基材、フォトクロ
ミック基材、薄く着色されたフォトクロミック基材、または直線偏光性基材を含む、請求
項１２に記載の光学素子。
【請求項１６】
　前記基材が、ポリカーボネート、ポリ（尿素－ウレタン）、ポリチオウレタン、ポリオ
ール（アリルカーボネート）、これらのコポリマー、および／またはこれらの混合物を含
む、請求項１５に記載の光学素子。
【請求項１７】
　前記ディスプレイ素子が、スクリーン、モニターおよびセキュリティ素子を構成する、
請求項１３に記載の光学素子。
【請求項１８】
　前記セキュリティ素子が、１つ以上のコーティングまたはシートを備えて、視角依存性
特性を有する多層反射セキュリティ素子を形成している、請求項１７に記載の光学素子。
【請求項１９】
　請求項１に記載のポリマー系シートを複数備える光学素子。
【請求項２０】
　フォトクロミック性二色材料を含む配向されたポリマー系シートであって、該フォトク
ロミック二色性材料が、
　（ａ）ピラン、オキサジンおよびフルギドから選択される少なくとも１個のフォトクロ
ミック基；および
　（ｂ）少なくとも１種類の延長剤Ｌであって、該少なくとも１種類の延長剤Ｌは、該少
なくとも１個のフォトクロミック基に結合し、そして
－［Ｓ１］ｃ－［Ｑ１－［Ｓ２］ｄ］ｄ’－［Ｑ２－［Ｓ３］ｅ］ｅ’－［Ｑ３－［Ｓ４

］ｆ］ｆ’－Ｓ５－Ｐ
により表され、ここで
（ｉ）各Ｑ１、Ｑ２およびＱ３は、独立して、各存在について、非置換または置換芳香族
基、非置換または置換脂環式基、非置換または置換複素環式基およびその混合物から選択
される二価基から選択され、該置換基は、Ｐで表される基、チオール、アミド、液晶メソ
ゲン、ハロゲン、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ、ポリ（Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ）、アミノ、
アミノ（Ｃ１～Ｃ１８）アルキレン、Ｃ１～Ｃ１８アルキルアミノ、ジ－（Ｃ１～Ｃ１８

）アルキルアミノ、Ｃ１～Ｃ１８アルキル、Ｃ２～Ｃ１８アルケン、Ｃ２～Ｃ１８アルキ
ン、Ｃ１～Ｃ１８アルキル（Ｃ１～Ｃ１８）アルコキシ、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシカルボ
ニル、Ｃ１～Ｃ１８アルキルカルボニル、Ｃ１～Ｃ１８アルキルカーボネート、アリール
カーボネート、Ｃ１～Ｃ１８アセチル、Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキル、Ｃ３～Ｃ１０シク
ロアルコキシ、イソシアナト、アミド、シアノ、ニトロ、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ１８

アルキル基（シアノ、ハロまたはＣ１～Ｃ１８アルコキシによる一置換であるか、または
、ハロおよび下記式：－Ｍ（Ｔ）（ｔ－１）およびＭ（ＯＴ）（ｔ－１）（式中、Ｍは、
アルミニウム、アンチモン、タンタル、チタン、ジルコニウムおよびケイ素から選択され
、Ｔは、有機官能残基、有機官能炭化水素残基、脂肪族炭化水素残基および芳香族炭化水
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素残基から選択され、ｔは、Ｍの原子価である）の１つを含む基による多置換である）か
ら選択され；
（ｉｉ）ｃ、ｄ、ｅおよびｆは、各々、独立して、０と２０とを含めた０～２０の範囲の
整数から選択され；そして各Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４およびＳ５は、独立して、各存在に
ついて、
（Ａ）　－（ＣＨ２）ｇ－、－（ＣＦ２）ｈ－、－Ｓｉ（ＣＨ２）ｇ－、－（Ｓｉ［（Ｃ
Ｈ３）２］Ｏ）ｈ－（式中、ｇは、独立して、各存在について１～２０から選択される；
ｈは、１と１６とを含めた１～１６の整数である）；
（Ｂ）　－Ｎ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｃ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｎ－、－Ｃ（Ｚ’）－Ｃ
（Ｚ’）－（式中、Ｚは、独立して、各存在について、水素、Ｃ１～Ｃ６アルキル、シク
ロアルキルおよびアリールから選択され、Ｚ’は、独立して、各存在について、Ｃ１～Ｃ

６アルキル、シクロアルキルおよびアリールから選択される）；および
（Ｃ）　－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ≡Ｃ－、－Ｎ＝Ｎ－、－Ｓ－、－Ｓ（Ｏ）－、－Ｓ
（Ｏ）（Ｏ）－、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ２４アルキレン残基（該Ｃ１～Ｃ２４アルキ
レン残基は、非置換、シアノもしくはハロによる一置換またはハロによる多置換である）
から選択されるスペーサー単位から選択され、
　ただし、ヘテロ原子を含有する２個のスペーサー単位が互いに結合している場合、該ス
ペーサー単位は、ヘテロ原子が互いに直接結合しないように結合し、Ｓ１およびＳ５が、
それぞれＰＣおよびＰに結合する場合、これらは、２つのヘテロ原子が互いに直接結合し
ないように結合するものとし、
（ｉｉｉ）Ｐが、アジリジニル、水素、ヒドロキシ、アリール、アルキル、アルコキシ、
アミノ、アルキルアミノ、アルキルアルコキシ、アルコキシアルコキシ、ニトロ、ポリア
ルキルエーテル、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ６）アル
キル、ポリエチレンオキシ、ポリプロピレンオキシ、エチレン、アクリレート、メタクリ
レート、２－クロロアクリレート、２－フェニルアクリレート、アクリロイルフェニレン
、アクリルアミド、メタクリルアミド、２－クロロアクリルアミド、２－フェニルアクリ
ルアミド、エポキシ、イソシアネート、チオール、チオイソシアネート、イタコン酸エス
テル、ビニルエーテル、ビニルエステル、スチレン誘導体、シロキサン、主鎖型および側
鎖型液晶ポリマー、エチレンイミン誘導体、マレイン酸誘導体、フマル酸誘導体、非置換
ケイ皮酸誘導体、ケイ皮酸誘導体（これらは、メチル、メトキシ、シアノおよびハロゲン
の少なくとも１種で置換されている）、ならびにステロイド残基、テルペノイド残基、ア
ルカロイド残基およびその混合物から選択される置換および非置換キラルおよび非キラル
一価または二価基（ここで、置換基は、独立して、アルキル、アルコキシ、アミノ、シク
ロアルキル、アルキルアルコキシ、フルオロアルキル、シアノアルキル、シアノアルコキ
シおよびその混合物から選択される）から選択され；そして
（ｉｖ）ｄ’、ｅ’およびｆ’は、各々、独立して、０、１、２、３および４から選択さ
れるが、ただし、ｄ’＋ｅ’＋ｆ’の合計は少なくとも３である、少なくとも１種類の延
長剤Ｌ、
を含有する化合物を含み、
該シートは、第１一般方向を有する第１の整列させた領域、および第１の整列させた領域
と隣接し、第１一般方向とは異なる第２一般方向を有する少なくとも１つの第２の整列さ
せた領域を備え、該フォトクロミック性二色材料は活性化状態における分子の長軸が互い
におおむね平行になるようにアライメントされており、該ポリマー系シートは該フォトク
ロミック性二色材料の活性化状態において直線偏光を示す、ポリマー系シート。
【請求項２１】
　前記ポリマー系シートは、複数の整列させた領域を有し、該領域の各々は、該シートに
所望のパターンを形成するように、残りの領域と同じまたは異なる一般方向を有する、請
求項２０に記載のポリマー系シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国仮特許出願第６０／４８４，１００号（２００３年７月１日出願）に基
づく利益を主張し、この米国仮特許出願第６０／４８４，１００号は、本明細書中で参考
として具体的に援用される。
【０００２】
　（連邦政府の支援による研究または開発に関する記載）
　該当なし。
【０００３】
　（配列表への言及）
　該当なし。
【０００４】
　本明細書中に開示された種々の実施形態は、一般的に、光学素子、セキュリティ液晶セ
ルおよびその作製方法に関する。
【背景技術】
【０００５】
　（背景）
　従来の直線偏光素子（例えば、サングラス用直線偏光レンズおよび直線偏光フィルター
など）は、典型的には、二色性染料などの二色性材料を含有する延伸されたポリマーシー
トから形成される。その結果、従来の直線偏光素子は、単一の直線偏光状態を有する静的
素子である。したがって、従来の直線偏光素子を、適切な波長のランダム偏光放射線また
は反射放射線のいずれかに曝露すると、この素子を透過した放射線のある程度の割合は直
線偏光される。本明細書中で使用する場合、用語「直線偏光させる」は、光波の電界ベク
トルの振動が一方向または一平面に限定されることを意味する。
【０００６】
　さらに、従来の直線偏光素子は、典型的には、薄く着色されている。すなわち、従来の
直線偏光素子は、着色剤（すなわち、二色性材料）を含み、化学線放射に応答して変化し
ない吸収スペクトルを有する。本明細書中で使用する場合、「化学線放射」は、応答をも
たらす紫外線および可視光放射線などの電磁放射線を意味するが、これらに限定されない
。従来の直線偏光素子の色は、この素子を形成するために使用される着色剤に依存し、最
も一般的には、中間色（例えば、ブラウンまたはグレー）である。したがって、従来の直
線偏光素子は、その薄い着色のため、反射光グレアを低減するに有用であるが、ある一定
の微光条件下での使用にはあまり適さない。さらに、従来の直線偏光素子は、単一の薄く
色づいた直線偏光状態しか有さないため、これらが情報を保存または表示する能力は限定
的である。
【０００７】
　上記のように、従来の直線偏光素子は、典型的には、二色性材料を含有する延伸された
ポリマー膜のシートを用いて形成される。本明細書中で使用する場合、用語「二色性」は
、少なくとも透過した放射線の２つの直交する平面偏光成分の一方を他方よりも強く吸収
することができることを意味する。したがって、二色性材料は、二色性材料の分子が好適
に配置または配列されていない場合は、透過した放射線の２つの直交する平面偏光成分の
一方を優先的に吸収することができるが、透過した放射線の純量（ｎｅｔ）の直線偏光は
達成されない。すなわち、二色性材料の分子のランダムな配置により、個々の分子による
選択的吸収は、互いに相殺し、純量または総合的直線偏光効果が得られなくなる。したが
って、一般的に、純量直線偏光を達成するために、別の材料によるアライメントによって
二色性材料の分子を好適に配置または配列することが必要である。
【０００８】
　二色性染料の分子をアライメントさせる一般的な一方法は、ポリビニルアルコール（「
ＰＶＡ」）のシートまたは層を加熱してこのＰＶＡを柔軟にすること、および次いで、こ
のシートを延伸してＰＶＡポリマー鎖を配向させることを含む。その後、二色性染料を延
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伸されたシート内に含浸すると、染料分子は、ポリマー鎖の配向を呈する。すなわち、染
料分子は、染料分子の長軸が、配向させたポリマー鎖とおおむね平行になるようにアライ
メントされる。あるいはまた、二色性染料をまずＰＶＡシート内に含浸させ、その後、シ
ートを上記のようにして加熱および延伸してＰＶＡポリマー鎖および会合した染料を配向
させ得る。このようにして、二色性染料の分子を、ＰＶＡシートの配向させたポリマー鎖
内に好適に配置または配列させることができ、純量直線偏光を達成することができる。す
なわち、ＰＶＡシートを、透過した放射線を直線偏光させるように作製することができ、
換言すると、直線偏光フィルターを形成することができる。
【０００９】
　上記の二色性素子とは対照的に、従来のフォトクロミック素子、例えば、従来の熱的可
逆性フォトクロミック材料を用いて形成されるフォトクロミックレンズなどは、一般的に
、化学線放射に応答して第１の状態（例えば、「透明状態」）から第２の状態（例えば、
「着色状態」）に変化することができ、熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻るこ
とができる。本明細書中で使用する場合、用語「フォトクロミック」は、少なくとも化学
線放射に応答して変化する少なくとも可視光放射に対する吸収スペクトルを有することを
意味する。したがって、従来のフォトクロミック素子は、一般的に、微光および光輝の両
方の条件における使用に充分適する。しかしながら、直線偏光フィルターを含まない従来
のフォトクロミック素子は、一般的に、放射線を直線偏光させることに適合させていない
。すなわち、従来のフォトクロミック素子の吸光度比は、いずれの状態でも、一般的に、
２未満である。本明細書中で使用する場合、用語「吸光度比」は、第１平面において直線
偏光した放射線の吸光度の、第１平面に直交する平面において直線偏光した同じ波長の放
射線の吸光度に対する比をいう（ここで、第１平面は、最大吸光度を有する平面とする）
。したがって、従来のフォトクロミック素子は反射光グレアを、従来の直線偏光素子と同
程度まで低減することができない。さらに、従来のフォトクロミック素子は、情報を保存
または表示するため能力が限定されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、直線偏光およびフォトクロミック特性の両方を示すように適合された素子
およびデバイスを提供することが好都合であり得る。さらに、円偏光または楕円偏光およ
びフォトクロミック特性を示すように適合された素子およびデバイスを提供することが好
都合であり得る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明は、例えば、以下を提供する：
　（項目１）
光学素子であって、該光学素子は、第１の状態および第２の状態を有し、基材の少なくと
も一部分に結合される少なくとも部分コーティングを備え、該少なくとも部分コーティン
グは、少なくとも化学線放射に応答して該第１の状態から該第２の状態に切り替わり、熱
エネルギーに応答して該第１の状態に戻り、かつ第１の状態および第２の状態の少なくと
も一方において、少なくとも透過した放射線を直線偏光させるように適合された、光学素
子。
　（項目２）
上記光学素子が、眼科用素子、ディスプレイ素子、ウィンドウ、反射鏡ならびに能動およ
び受動液晶セル素子から選択される、項目１に記載の光学素子。
　（項目３）
上記眼科用素子が、矯正レンズ、非矯正レンズ、コンタクトレンズ、眼内レンズ、拡大鏡
、保護レンズおよび遮光板から選択される、項目２に記載の光学素子。
　（項目４）
上記ディスプレイ素子が、スクリーン、モニターおよびセキュリティ素子から選択される
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、項目２に記載の光学素子。
　（項目５）
上記基材が、薄い着色のない基材、薄く着色された基材、フォトクロミック基材、薄く着
色されたフォトクロミック基材および直線偏光性基材から選択される、項目１に記載の光
学素子。
　（項目６）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、該第
１の状態において非偏光状態であり第２の状態において直線偏光状態であるように適合さ
れた、項目１に記載の光学素子。
　（項目７）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、該第
２の状態において少なくとも紫外線放射を直線偏光させるように適合された、項目６に記
載の光学素子。
　（項目８）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、該第
２の状態において少なくとも可視光放射線を直線偏光させるように適合された、項目６に
記載の光学素子。
　（項目９）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、該第
１の状態において透明であり第２の状態において着色状態であるように適合された、項目
１に記載の光学素子。
　（項目１０）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する少なくとも部分コーティングが、第１の状
態において第１の色を、第２の状態において第２の色を有するように適合された、項目１
に記載の光学素子。
　（項目１１）
第１の状態および第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、該第１の状態
および該第２の状態の両方において可視光放射線を直線偏光させるように適合された、項
目１に記載の光学素子。
　（項目１２）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する少なくとも部分コーティングが、該第１の
状態において紫外線放射を直線偏光させ、該第２の状態において可視光放射線を直線偏光
させるように適合された、項目１に記載の光学素子。
　（項目１３）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、少な
くとも一方の状態において少なくとも１．５の平均吸光度比を有する、項目１に記載の光
学素子。
　（項目１４）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、少な
くとも一方の状態において１．５～５０の範囲の平均吸光度比を有する、項目１３に記載
の光学素子。
　（項目１５）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、少な
くとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を
含有してなる、項目１に記載の光学素子。
　（項目１６）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において少なくとも１．５の
平均吸光度比を有する、項目１５に記載の光学素子。
　（項目１７）



(14) JP 5213129 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において２．３より大きい平
均吸光度比を有する、項目１５に記載の光学素子。
　（項目１８）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において１．５～５０の範囲
の平均吸光度比を有する、項目１５に記載の光学素子。
　（項目１９）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において２．５～５０の範囲
の平均吸光度比を有する、項目１５に記載の光学素子。
　（項目２０）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において３～３０の範囲の平
均吸光度比を有する、項目１５に記載の光学素子。
　（項目２１）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において４～２０の範囲の平
均吸光度比を有する、項目１５に記載の光学素子。
　（項目２２）
上記第１の状態および第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、少なくと
も２種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミック二色性化
合物を含有し、該少なくとも２種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロ
ミック二色性化合物が、補足的吸収スペクトルおよび補足的直線偏光状態の少なくとも一
方を有する、項目１５に記載の光学素子。
　（項目２３）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、少な
くとも部分的に整列させたマトリックス相および少なくとも部分的に整列させたゲスト相
を含有する相分離ポリマーを含有し、該少なくとも部分的に整列させたゲスト相の少なく
とも一部が、少なくとも部分的に整列させたゲスト相の少なくとも一部に少なくとも部分
的にアライメントされた少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を
含有する、項目１に記載の光学素子。
　（項目２４）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、少な
くとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および少なくとも１種類の高分
子材料を含有する相互貫入重合体網目を含有し、該少なくとも部分的に整列させた異方性
材料の少なくとも一部が、少なくとも部分的に整列させた異方性材料の少なくとも一部に
少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック
二色性化合物を含有する、項目１に記載の光学素子。
　（項目２５）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、染料
、アライメント促進剤、運動促進添加剤、光開始剤、熱開始剤、重合禁止剤、溶剤、光安
定剤、熱安定剤、離型剤、レオロジー制御剤、レベリング剤、フリーラジカルスカベンジ
ャーおよび接着促進剤から選択される少なくとも１種類の添加剤をさらに含有する、項目
１に記載の光学素子。
　（項目２６）
上記第１の状態および上記第２の状態を有する上記少なくとも部分コーティングが、アゾ
メチン系、インジゴイド系、チオインジゴイド系、メロシアニン系、インダン系、キノフ
タロン系染料、ペリレン、フタロペリン系、トリフェノジオキサジン、インドロキノキサ
リン系、イミダゾトリアジン類、テトラジン類、アゾおよび（ポリ）アゾ染料、ベンゾキ
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ノン系、ナフトキノン系、アントロキノンおよび（ポリ）アントロキノン系、アントロピ
リミジノン系、ヨウ素、ならびにヨウ素酸塩から選択される少なくとも１種類の二色性材
料をさらに含有する、項目１に記載の光学素子。
　（項目２７）
上記基材の上記少なくとも１つの表面の少なくとも一部分と、上記第１の状態および上記
第２の状態を有し、該基材の該少なくとも１つの表面の該少なくとも一部分に結合される
少なくとも部分コーティングとの間に、少なくとも１つの下塗りコーティングをさらに備
える、項目１に記載の光学素子。
　（項目２８）
上記基材の表面の少なくとも一部分上に、フォトクロミックコーティング、抗ミラーコー
ティング、直線偏光性コーティング、円偏光性コーティング、楕円偏光性コーティング、
中間コーティング、下塗りコーティングおよび保護コーティングから選択される少なくと
も１つのさらなる少なくとも部分コーティングをさらに備える、項目１に記載の光学素子
。
　（項目２９）
光学素子であって、
　基材；および
　熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物であって、該基材の少なくとも一部分に結合
され、セル法により測定したとき活性化状態において２．３より大きい平均吸光度比を有
する少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた、熱的可逆性フォトクロ
ミック二色性化合物、
を備える、光学素子。
　（項目３０）
上記光学素子が、眼科用素子、ディスプレイ素子、ウィンドウ、反射鏡ならびに能動およ
び受動液晶セル素子から選択される、項目２９に記載の光学素子。
　（項目３１）
上記眼科用素子が、矯正レンズ、非矯正レンズ、コンタクトレンズ、眼内レンズ、拡大鏡
、保護レンズおよび遮光板から選択される、項目３０に記載の光学素子。
　（項目３２）
上記ディスプレイ素子が、スクリーン、モニターおよびセキュリティ素子から選択される
、項目３０に記載の光学素子。
　（項目３３）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において２．５～５０の範囲
の平均吸光度比を有する、項目２９に記載の光学素子。
　（項目３４）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において３～３０の範囲の平
均吸光度比を有する、項目２９に記載の光学素子。
　（項目３５）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において４～２０の範囲の平
均吸光度比を有する、項目２９に記載の光学素子。
　（項目３６）
少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミック
二色性化合物が、
（１）３－フェニル３－（４－（４－（３－（１－（２－ヒドロキシエチル）ピペリジン
－４－イル）プロピル）ピペリジノ）フェニル）－１３，１３－ジメチル－インデノ［２
’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（２）３－フェニル－３－（４－（４－（４－ブチル－フェニルカルバモイル）－ピペリ
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ジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－フェニ
ル－ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラ
ン；
（３）３－フェニル－３－（４－（［１，４’］ビピペリジニル－ｌ’－イル）フェニル
）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（［１，４’］ビピペリジニル－１’－
イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（４）３－フェニル－３－（４－（４－フェニル－ピペラジン－１－イル）フェニル）－
１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）－
ピペリジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（５）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４’－オクチルオキシ－ビフェニル４
－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト
［１，２－ｂ］ピラン；
（６）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル
）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，
１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－
イルオキシカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－インデノ［２’，３’：３，
４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（７）３－フェニル－３－（４－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０
，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１
６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキ
シカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－フェニル）－１３，１３－ジメチル－
６－メトキシ－７－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメ
チル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テ
トラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニル
オキシ］－ピペリジン－１－イル｝－）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２
－ｂ］ピラン；
（８）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４’－オクチルオキシ－ビフェ
ニル－４－カルボニルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’
：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（９）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－ヘキシルオキシフェニルカ
ルボニルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナ
フト［１，２－ｂ］ピラン；
（１０）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－
１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－（２－フルオロベンゾイ
ルオキシ）ベンゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’
：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１１）３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３－ヒドロ
キシ－１３－エチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ
）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－
ｂ］ピラン；
（１２）３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－
ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）ベンゾイルオキ
シ）－インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１３）３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－
ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）ベンゾイ
ルオキシ）ベンゾイルオキシ）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピ
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ラン；
（１４）３－フェニル－３－（４－（４－メトキシフェニル）－ピペラジン－１－イル）
）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（３－フェニル
プロプ－２－イノイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）－インデノ［２’，３
’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１５）３－（４－メトキシフェニル）－３－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジ
ン－１－イル）フェニル）－１３－エチル－１３－ヒドロキシ－６－メトキシ－７－（４
－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ
［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１６）３－フェニル－３－｛４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３－［１７
－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，
１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペ
ンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシ］－１３－エチル－６－メトキシ－７－（４
－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，
８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－
シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ］－ピペラジン－
１－イル）－インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１７）３－フェニル－３－（４－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１
０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，
１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオ
キシカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－フェニル）－１３－エチル－１３－
ヒドロキシ－６－メトキシ－７－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０
，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１
６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキ
シカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－）インデノ［２’，３’：３，４］ナ
フト［１，２－ｂ］ピラン；
（１８）３－フェニル－３－｛４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－
ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－（３－フェニル－３－｛４－（ピロリ
ジン－１－イル）フェニル｝－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－インデノ［２’，
３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン－７－イル）－ピペラジン－１－イル）オキ
シカルボニル）フェニル）フェニル）カルボニルオキシ）インデノ［２’，３’：３，４
］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１９）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－メトキシカルボニル－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］ピラン；
（２０）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－ヒドロキシカルボニル－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］ピラン
；
（２１）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－（４－フェニル－（フェン－１－オキシ）カルボニル）－３
Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］ピラン；
（２２）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－（Ｎ－（４－（（４－ジメチルアミノ）フェニル）ジアゼニ
ル）フェニル）カルバモイル－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］ピラン；
（２３）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－ベンゾフロ［３’，２’：７，８］ベンゾ［ｂ］ピラン；
（２４）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－ベンゾチエノ［３’，２’：７，８］ベンゾ［ｂ］ピラン；
（２５）７－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３
，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒド
ロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ｝－２
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－フェニル－２－（４－ピロリジン－１－イル－フェニル）－６－メトキシカルボニル－
２Ｈ－ベンゾ［ｂ］ピラン；
（２６）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－９－ヒドロキシ－８－メトキシカルボニル－２Ｈ－ナフト［１，
２－ｂ］ピラン；
（２７）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－９－ヒドロキシ－８－（Ｎ－（４－ブチル－フェニル））カルバ
モイル－２Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（２８）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－９－ヒドロキシ－８－（Ｎ－（４－フェニル）フェニル）カルバ
モイル－２Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（２９）１，３，３－トリメチル－６’－（４－エトキシカルボニル）－ピペリジン－１
－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキ
サジン］；
（３０）１，３，３－トリメチル－６’－（４－［Ｎ－（４－ブチルフェニル）カルバモ
イル］－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，
１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（３１）１，３，３－トリメチル－６’－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジン－
１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オ
キサジン］；
（３２）１，３，３－トリメチル－６’－（４－（４－ヒドロキシフェニル）ピペラジン
－１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］
オキサジン］；
（３３）１，３，３，５，６－ペンタメチル－７’－（４－（４－メトキシフェニル）ピ
ペラジン－１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［
１，４］オキサジン］；
（３４）１，３－ジエチル－３－メチル－５－メトキシ－６’－（４－（４’－ヘキシル
オキシ－ビフェニル４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インド
リン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（３５）１，３－ジエチル－３－メチル－５－［４－（４－ペンタデカフルオロヘプチル
オキシ－フェニルカルバモイル）－ベンジルオキシ］－６’－（４－（４’－ヘキシルオ
キシ－ビフェニル－４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インド
リン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（３６）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－５－カルボメトキシ－８－（Ｎ－（４－フェニル）フェニル）カ
ルバモイル－２Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（３７）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－５－カルボメトキシ－８－（Ｎ－（４－フェニル）フェニル）カ
ルバモイル－２Ｈ－フルオアンテノ［１，２－ｂ］ピラン；
（３８）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－５－カルボメトキシ－１１－（４－｛１７－（１，５－ジメチル
－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１
３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナント
レン－３－イルオキシカルボニルオキシ｝フェニル）－２Ｈ－フルオアンテノ［１，２－
ｂ］ピラン；
（３９）１－（４－カルボキシブチル）－６－（４－（４－プロピルフェニル）カルボニ
ルオキシ）フェニル）－３，３－ジメチル－６’－（４－エトキシカルボニル）－ピペリ
ジン－１－イル）－スピロ［（１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラノ［４’，５’：６
，７］、インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４０）１－（４－カルボキシブチル）－６－（４－（４－プロピルフェニル）カルボニ
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ルオキシ）フェニル）－３，３－ジメチル－７’－（４－エトキシカルボニル）－ピペリ
ジン－１－イル）－スピロ［（１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラノ［４’，５’：６
，７］、インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４１）１，３－ジエチル－３－メチル－５－（４－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキ
シル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１
４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－
３－イルオキシカルボニルオキシ｝フェニル）－６’－（４－（４’－ヘキシルオキシ－
ビフェニル－４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インドリン－
２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４２）１－ブチル－３－エチル－３－メチル－５－メトキシ－７’－（４－（４’－ヘ
キシルオキシ－ビフェニル－４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ
［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４３）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）ピペラジン－１－
イル］－フェニル｝－５－メトキシカルボニル－６－メチル－２Ｈ－９－（４－（４－プ
ロピルフェニル）カルボニルオキシ）フェニル）（１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラ
ノ［４’，５’：６，７］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（４４）３－（４－メトキシフェニル）－３－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジ
ン－１－イル）フェニル）－１３－エチル－１３－ヒドロキシ－６－メトキシ－７－（４
－（４－プロピルフェニル）カルボニルオキシ）フェニル）－［１，２－ジヒドロ－９Ｈ
－ジオキソラノ［４’’，５’’：６，７］［インデノ［２’，３’：３，４］］ナフト
［１，２－ｂ］ピラン；
（４５）３－フェニル３－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジン－１－イル）フェ
ニル）－１３－エチル－１３－ヒドロキシ－６－メトキシ－７－（４－（４－ヘキシルフ
ェニル）カルボニルオキシ）フェニル）－［１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラノ［４
’’，５’’：５，６］［インデノ［２’，３’：３，４］］ナフト［１，２－ｂ］ピラ
ン；
（４６）４－（４－（（４－シクロヘキシルインデン－１－エチル－２，５－ジオキソピ
ロリン－３－イリデン）エチル）－２－チエニル）フェニル－（４－プロピル）ベンゾエ
ート；
（４７）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－１－（４－（４－ヘキシルフ
ェニル）カルボニルオキシ）フェニル）－２，５－ジオキソピロリン－３－イリデン）エ
チル）－２－チエニル）フェニル－（４－プロピル）ベンゾエート；
（４８）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－２，５－ジオキソ－１－（４
－（４－（４－プロピルフェニル）ピペラジニル）フェニル）ピロリン－３－イリデン）
エチル）－２－チエニル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエート；
（４９）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－２，５－ジオキソ－１－（４
－（４－（４－プロピルフェニル）ピペラジニル）フェニル）ピロリン－３－イリデン）
エチル）－１－メチルピロール－２－イル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエート；
（５０）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－２，５－ジオキソ－１－（４
－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，
８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－
シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ｝フェニル）ピロ
リン－３－イリデン）エチル）－１－メチルピロール－２－イル）フェニル（４－プロピ
ル）ベンゾエート；
（５１）４－（４－メチル－５，７－ジオキソ－６－（４－（４－（４－プロピルフェニ
ル）ピペラジニル）フェニル）スピロ［８，７ａ－ジヒドロチアフェノ［４，５－ｆ］イ
ソインドール－８，２’－アダマンタン］－２－イル）フェニル（４－プロピル）フェニ
ルベンゾエート；
（５２）Ｎ－（４－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－
２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデ
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カヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ
｝フェニル－６，７－ジヒドロ－４－メチル－２－フェニルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ
］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（５３）Ｎ－シアノメチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－プロピルフェニ
ル）ピペラジニル）フェニル）－４－メチルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ］チオフェンジ
カルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（５４）Ｎ－フェニルエチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－ヘキシルベン
ゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル－４－メチルスピロ（５，６
－ベンゾ［ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］
デカン）；
（５５）Ｎ－フェニルエチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－ヘキシルベン
ゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル４－シクロプロピルスピロ（
５，６－ベンゾ［ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１
．１］デカン）；
（５６）Ｎ－フェニルエチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－ヘキシルベン
ゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル４－シクロプロピルスピロ（
５，６－ベンゾ［ｂ］フロジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］
デカン）；
（５７）Ｎ－シアノメチル－６，７－ジヒドロ－４－（４－（４－（４－ヘキシルベンゾ
イルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル－２－フェニルスピロ（５，６
－ベンゾ［ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］
デカン）；
（５８）Ｎ－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３
，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒド
ロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニル－６，７－ジ
ヒドロ－２－（４－メトキシフェニル）フェニル－４－メチルスピロ（５，６－ベンゾ［
ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（５９）Ｎ－シアノメチル－２－（４－（６－（４－ブチルフェニル）カルボニルオキシ
－（４，８－ジオキサビシクロ［３．３．０］オクト－２－イル））オキシカルボニル）
フェニル－６，７－ジヒドロ－４－シクロプロピルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ］チオフ
ェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（６０）６，７－ジヒドロ－Ｎ－メトキシカルボニルメチル－４－（４－（６－（４－ブ
チルフェニル）カルボニルオキシ－（４，８－ジオキサビシクロ［３．３．０］オクト－
２－イル））オキシカルボニル）フェニル－２－フェニルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ］
チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；およ
び
（６１）３－フェニル３－（４－ピロリジニルフェニル）－１３，１３－ジメチル－６－
メトキシ－７－（４－（４－（４－（４－（６－（４－（４－（４－ノニルフェニルカル
ボニルオキシ）フェニル）オキシカルボニル）フェノキシ）ヘキシルオキシ）フェニル）
ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン
から選択される、項目２９に記載の光学素子。
　（項目３７）
上記基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも第１一般方向を有する少なくとも１
つの配向機能体をさらに備える、項目２９に記載の光学素子。
　（項目３８）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物の上記少なくとも一部が、活性化状態の該熱的可逆性フォトクロミック
二色性化合物の長軸が該少なくとも１つの配向機能体の少なくとも上記第１一般方向とお
おむね平行になるように少なくとも部分的にアライメントされる、項目３７に記載の光学
素子。
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　（項目３９）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物の上記少なくとも一部が、上記少なくとも１つの配向機能体の上記少な
くとも一部分に結合している、項目３８に記載の光学素子。
　（項目４０）
上記少なくとも１つの配向機能体が複数の少なくとも部分的に整列させた領域を備え、各
領域が、残りの領域と同じまたは異なる一般方向を有する、項目３７に記載の光学素子。
　（項目４１）
上記少なくとも１つの配向機能体が、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を
含有する少なくとも部分コーティング、少なくとも部分的に整列させたポリマー系シート
、少なくとも部分的に処理された表面およびラングミュア－ブロジェット膜のうちの少な
くとも１つを備える、項目３７に記載の光学素子。
　（項目４２）
上記少なくとも１つの配向機能体が、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を
含有する少なくとも部分コーティングを備え、上記少なくとも１種類の少なくとも部分的
にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物が、該少なくとも部分的
に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも１つの少なくとも部分コーティング
の少なくとも一部分に結合される、項目３７に記載の光学素子。
　（項目４３）
上記アライメント媒体が、光配向材料、摩擦配向材料および液晶材料から選択される、項
目４２に記載の光学素子。
　（項目４４）
上記光配向材料が、アゾベンゼン誘導体、ケイ皮酸誘導体、クマリン誘導体、フェルラ酸
誘導体およびポリイミドから選択される光配向性重合体網目である、項目４３に記載の光
学素子。
　（項目４５）
上記摩擦配向材料が、（ポリ）イミド、（ポリ）シロキサン、（ポリ）アクリレートおよ
び（ポリ）クマリンから選択される、項目４３に記載の光学素子。
　（項目４６）
上記液晶材料が、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、液晶モノマーおよび液晶メソゲンか
ら選択される、項目４３に記載の光学素子。
　（項目４７）
上記少なくとも部分的に整列させたアライメント転送材料を含有する少なくとも部分コー
ティングが、上記少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する上記少なく
とも部分コーティングの少なくとも一部分に結合され、上記少なくとも１種類の少なくと
も部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物が、該少なくと
も部分的に整列させたアライメント転送材料を含有する該少なくとも１つの少なくとも部
分コーティングの少なくとも一部分に結合される、項目４２に記載の光学素子。
　（項目４８）
上記アライメント転送材料が、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、液晶モノマーおよび液
晶メソゲンの少なくとも１種から選択される液晶材料である、項目４７に記載の光学素子
。
　（項目４９）
上記液晶材料が架橋性である、項目４８に記載の光学素子。
　（項目５０）
上記液晶材料が光架橋性である、項目４８に記載の光学素子。
　（項目５１）
上記アライメント転送材料が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエーテル
、アルキン、アミノ、無水物、エポキシド、水酸化物、イソシアネート、ブロック化イソ
シアネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、ウレア、ビニルおよびビニルエー
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テルから選択される少なくとも１個の官能基を有する液晶材料である、項目４７に記載の
光学素子。
　（項目５２）
上記基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列さ
せた異方性材料をさらに含有する、項目２９に記載の光学素子。
　（項目５３）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物の少なくとも一部が、上記少なくとも部分的に整列させた異方性材料に
少なくとも部分的にアライメントされた、項目５２に記載の光学素子。
　（項目５４）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物の少なくとも一部が、上記少なくとも部分的に整列させた異方性材料に
結合される、項目５３に記載の光学素子。
　（項目５５）
上記少なくとも１種の異方性材料が、液晶ポリマー、液晶プレポリマー、液晶モノマーお
よび液晶メソゲンの少なくとも１種から選択される液晶材料である、項目５２に記載の光
学素子。
　（項目５６）
上記液晶材料が架橋性である、項目５５に記載の光学素子。
　（項目５７）
上記液晶材料が光架橋性である、項目５５に記載の光学素子。
　（項目５８）
上記異方性材料が、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエーテル、アルキン
、アミン、無水物、エポキシド、水酸化物、イソシアネート、ブロック化イソシアネート
、シロキサン、チオシアネート、チオール、ウレア、ビニルおよびビニルエーテルから選
択される少なくとも１個の官能基を有する液晶材料である、項目５２に記載の光学素子。
　（項目５９）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミック二色性化合
物が、上記基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも部分コーティングを形成する
、項目５２に記載の光学素子。
　（項目６０）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミック二色性化合
物により形成される少なくとも部分コーティングと、上記基材の少なくとも一部分との間
に配置される少なくとも１つの配向機能体をさらに備える、項目５９に記載の光学素子。
　（項目６１）
光学素子であって、
　基材；
　基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも１つの少なくとも部分的に整列させた
配向機能体；および
　該少なくとも部分的に整列させた配向機能体の少なくとも一部分に結合される少なくと
も部分コーティング、
を備え、ここで、該少なくとも部分コーティングは、少なくとも１種類の少なくとも部分
的に整列させた異方性材料を含有し、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物
が、該少なくとも部分的に整列させた異方性材料の少なくとも一部と少なくとも部分的に
アライメントされる、光学素子。
　（項目６２）
上記光学素子が、眼科用素子、ディスプレイ素子、ウィンドウ、反射鏡ならびに能動およ
び受動液晶セル素子から選択される、項目６１に記載の光学素子。
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　（項目６３）
上記眼科用素子が、矯正レンズ、非矯正レンズ、コンタクトレンズ、眼内レンズ、拡大鏡
、保護レンズおよび遮光板から選択される、項目６２に記載の光学素子。
　（項目６４）
上記ディスプレイ素子が、スクリーン、モニターおよびセキュリティ素子から選択される
、項目６２に記載の光学素子。
　（項目６５）
上記少なくとも１つの配向機能体が、少なくとも第１一般方向を有する、項目６１に記載
の光学素子。
　（項目６６）
上記少なくとも１つの配向機能体が、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を
含有する少なくとも部分コーティング、少なくとも部分的に整列させたポリマー系シート
、少なくとも部分的に処理された表面およびラングミュア－ブロジェット膜のうちの少な
くとも１つを備える、項目６１に記載の光学素子。
　（項目６７）
上記少なくとも１つの配向機能体が、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を
含有する少なくとも部分コーティングを備える、項目６１に記載の光学素子。
　（項目６８）
上記アライメント媒体が、光配向材料、摩擦配向材料および液晶材料から選択される、項
目６７に記載の光学素子。
　（項目６９）
上記少なくとも１つの少なくとも部分的に整列させた配向機能体の上記少なくとも一部分
と、少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングとの
間に、少なくとも部分的に整列させたアライメント転送材料を含有する少なくとも１つの
少なくとも部分コーティングをさらに備える、項目６１に記載の光学素子。
　（項目７０）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングが、
第１の状態および第２の状態を有し、化学線放射に応答して該第１の状態から該第２の状
態に切り替わり、熱エネルギーに応答して該第１の状態に戻るように適合された、項目６
１に記載の光学素子。
　（項目７１）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングが、
上記第１の状態において透明であり、上記第２の状態において着色状態であるように適合
された、項目７０に記載の光学素子。
　（項目７２）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングが、
上記第１の状態において第１の色を、上記第２の状態において第２の色を有するように適
合された、項目７０に記載の光学素子。
　（項目７３）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングが、
上記第１の状態において非偏光状態であり、上記第２の状態において直線偏光状態である
ように適合された、項目７０に記載の光学素子。
　（項目７４）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングが、
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上記第１の状態において紫外線放射を、上記第２の状態において少なくとも可視光放射線
を直線偏光させるように適合された、項目７０に記載の光学素子。
　（項目７５）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングが、
少なくとも一方の状態において少なくとも１．５の平均吸光度比を有する、項目７０に記
載の光学素子。
　（項目７６）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料が、上記少なくとも１
種類のフォトクロミック二色性化合物が上記第１の状態と上記第２の状態との間で所望の
速度で切り替わるのを許容するように適合された、項目７０に記載の光学素子。
　（項目７７）
上記少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部が、上記少なく
とも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料の少なくとも一部分に結合される
、項目６１に記載の光学素子。
　（項目７８）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングが、
相分離ポリマーコーティングである、項目６１に記載の光学素子。
　（項目７９）
上記相分離ポリマーコーティングが、
　マトリックス相、および
　該マトリックス相内に分布した上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた
異方性材料および上記少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有するゲス
ト相、
を含有する、項目７８に記載の光学素子。
　（項目８０）
上記マトリックス相が、少なくとも１種類の液晶ポリマーを含有する、項目７９に記載の
光学素子。
　（項目８１）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングが、
相互貫入重合体網目コーティングである、項目６１に記載の光学素子。
　（項目８２）
上記相互貫入重合体網目コーティングが、上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整
列させた異方性材料の少なくとも一部分と相互貫入する高分子材料を含有する、項目８１
に記載の光学素子。
　（項目８３）
上記少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が、セル法により測定したとき活
性化状態において少なくとも１．５の平均吸光度比を有する、項目６１に記載の光学素子
。
　（項目８４）
上記少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が、セル法により測定したとき活
性化状態において２．３より大きい平均吸光度比を有する、項目６１に記載の光学素子。
　（項目８５）
上記少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が、セル法により測定したとき活
性化状態において２．５～５０の範囲の平均吸光度比を有する、項目６１に記載の光学素
子。
　（項目８６）
上記少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が、
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（１）３－フェニル－３－（４－（４－（３－ピペリジン－４－イル－プロピル）ピペリ
ジノ）フェニル）－１３，１３－ジメチル－インデノ［２’，３’：３，４］－ナフト［
１，２－ｂ］ピラン；
（２）３－フェニル－３－（４－（４－（３－（１－（２－ヒドロキシエチル）ピペリジ
ン－４－イル）プロピル）ピペリジノ）フェニル）－１３，１３－ジメチル－インデノ［
２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（３）３－フェニル－３－（４－（４－（４－ブチル－フェニルカルバモイル）－ピペリ
ジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－フェニ
ル－ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラ
ン；
（４）３－フェニル－３－（４－（［１，４’］ビピペリジニル－１’－イル）フェニル
）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（［１，４’］ビピペリジニル－１’－
イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（５）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）－ピ
ペリジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（６）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４’－オクチルオキシ－ビフェニル－
４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフ
ト［１，２－ｂ］ピラン；
（７）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル
）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，
１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－
イルオキシカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－インデノ［２’，３’：３，
４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（８）３－フェニル－３－（４－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０
，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１
６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキ
シカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－フェニル）－１３，１３－ジメチル－
６－メトキシ－７－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメ
チル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テ
トラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニル
オキシ］－ピペリジン－１－イル｝－）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２
－ｂ］ピラン；
（９）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４’－オクチルオキシ－ビフェ
ニル－４－カルボニルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’
：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１０）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－
１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－ヘキシルオキシフェニル
カルボニルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］
ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１１）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－
１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－（２－フルオロベンゾイ
ルオキシ）ベンゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’
：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１２）３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３－ヒドロ
キシ－１３－エチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ
）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－
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ｂ］ピラン；
（１３）３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－
ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）ベンゾイルオキ
シ）－インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１４）３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－
ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）ベンゾイ
ルオキシ）ベンゾイルオキシ）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピ
ラン；
（１５）３－フェニル－３－（４－（４－メトキシフェニル）－ピペラジン－１－イル）
）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（３－フェニル
プロプ－２－イノイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）－インデノ［２’，３
’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１６）３－（４－メトキシフェニル）－３－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジ
ン－１－イル）フェニル）－１３－エチル－１３－ヒドロキシ－６－メトキシ－７－（４
－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ
［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１７）３－フェニル－３－｛４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３－［１７
－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，
１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペ
ンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシ］－ｌ３－エチル－６－メトキシ－７－（４
－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－ｌ０、１３－ジメチル－２，３，４，７，
８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－
シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ］－ピペラジン－
１－イル）－インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１８）３－フェニル－３－（４－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１
０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，
１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオ
キシカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－フェニル）－１３－エチル－１３－
ヒドロキシ－６－メトキシ－７－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０
，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１
６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキ
シカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－）インデノ［２’，３’：３，４］ナ
フト［１，２－ｂ］ピラン；
（１９）３－フェニル－３－｛４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－
ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－（３－フェニル３－｛４－（ピロリジ
ン－１－イル）フェニル｝－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－インデノ［２’，３
’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン７－イル）－ピペラジン－１－イル）オキシカ
ルボニル）フェニル）フェニル）カルボニルオキシ）インデノ［２’，３’：３，４］ナ
フト［１，２－ｂ］ピラン；
（２０）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－メトキシカルボニル－３Ｈ－ナフト［２、１－ｂ］ピラン；
（２１）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－ヒドロキシカルボニル－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］ピラン
；
（２２）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－（４－フェニル（フェン－１－オキシ）カルボニル）－３Ｈ
－ナフト［２，１－ｂ］ピラン；
（２３）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－（Ｎ－（４－（（４－ジメチルアミノ）フェニル）ジアゼニ
ル）フェニル）カルバモイル－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］ピラン；
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（２４）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－ベンゾフロ［３’，２’：７，８］ベンゾ［ｂ］ピラン；
（２５）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－ベンゾチエノ［３’，２’：７，８］ベンゾ［ｂ］ピラン；
（２６）７－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３
，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒド
ロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ｝－２
－フェニル－２－（４－ピロリジン－１－イル－フェニル）－６－メトキシカルボニル－
２Ｈ－ベンゾ［ｂ］ピラン；
（２７）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－９－ヒドロキシ－８－メトキシカルボニル－２Ｈ－ナフト［１，
２－ｂ］ピラン；
（２８）２－フェニル２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－
イル］－フェニル｝－９－ヒドロキシ－８－（Ｎ－（４－ブチル－フェニル））カルバモ
イル－２Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（２９）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－９－ヒドロキシ－８－（Ｎ－（４－フェニル）フェニル）カルバ
モイル－２Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（３０）１，３，３－トリメチル－６’－（４－エトキシカルボニル）－ピペリジン－１
－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキ
サジン］；
（３１）１，３，３－トリメチル－６’－（４－［Ｎ－（４－ブチルフェニル）カルバモ
イル］－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，
１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（３２）１，３，３－トリメチル－６’－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジン－
１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オ
キサジン］；
（３３）１，３，３－トリメチル－６’－（４－（４－ヒドロキシフェニル）ピペラジン
－１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］
オキサジン］；
（３４）１，３，３，５，６－ペンタメチル－７’－（４－（４－メトキシフェニル）ピ
ペラジン－１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［
１，４］オキサジン］；
（３５）１，３－ジエチル－３－メチル－５－メトキシ－６’－（４－（４’－ヘキシル
オキシ－ビフェニル－４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ［イン
ドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（３６）１，３－ジエチル－３－メチル－５－［４－（４－ペンタデカフルオロヘプチル
オキシ－フェニルカルバモイル）－ベンジルオキシ］－６’－（４－（４’－ヘキシルオ
キシ－ビフェニル－４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インド
リン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（３７）２－フェニル－２－４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－
イル］－フェニル｝－５－カルボメトキシ－８－（Ｎ－（４－フェニル）フェニル）カル
バモイル－２Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（３８）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－５－カルボメトキシ－８－（Ｎ－（４－フェニル）フェニル）カ
ルバモイル－２Ｈ－フルオアンテノ［１，２－ｂ］ピラン；
（３９）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－５－カルボメトキシ－１１－（４－｛１７－（１，５－ジメチル
－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１
３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナント
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レン－３－イルオキシカルボニルオキシ｝フェニル）－２Ｈ－フルオアンテノ［１，２－
ｂ］ピラン；
（４０）１－（４－カルボキシブチル）－６－（４－（４－プロピルフェニル）カルボニ
ルオキシ）フェニル）－３，３－ジメチル－６’－（４－エトキシカルボニル）－ピペリ
ジン－１－イル）－スピロ［（１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラノ［４’，５’：６
，７］、インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４１）１－（４－カルボキシブチル）－６－（４－（４－プロピルフェニル）カルボニ
ルオキシ）フェニル）－３，３－ジメチル－７’－（４－エトキシカルボニル）－ピペリ
ジン－１－イル）－スピロ［（１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラノ［４’，５’：６
，７］インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４２）１，３－ジエチル－３－メチル－５－（４－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキ
シル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１
４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－
３－イルオキシカルボニルオキシ｝フェニル）－６’－（４－（４’－ヘキシルオキシ－
ビフェニル－４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インドリン－
２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４３）１－ブチル－３－エチル－３－メチル－５－メトキシ－７’－（４－（４’－ヘ
キシルオキシ－ビフェニル－４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ
［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４４）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－５－メトキシカルボニル－６－メチル－２Ｈ－９－（４－（４－
プロピルフェニル）カルボニルオキシ）フェニル）（１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソ
ラノ［４’，５’：６，７］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（４５）３－（４－メトキシフェニル）－３－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジ
ン－１－イル）フェニル）－１３－エチル－１３－ヒドロキシ－６－メトキシ－７－（４
－（４－プロピルフェニル）カルボニルオキシ）フェニル）－［１，２－ジヒドロ－９Ｈ
－ジオキソラノ［４’’，５’’：６，７］［インデノ［２’，３’：３，４］］ナフト
［１，２－ｂ］ピラン；
（４６）３－フェニル－３－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジン－１－イル）フ
ェニル）－１３－エチル－１３－ヒドロキシ－６－メトキシ－７－（４－（４－ヘキシル
フェニル）カルボニルオキシ）フェニル）－［１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラノ［
４’’，５’’：５，６］［インデノ［２’，３’：３，４］］ナフト［１，２－ｂ］ピ
ラン；
（４７）４－（４－（（４－シクロヘキシルインデン－１－エチル－２，５－ジオキソピ
ロリン－３－イリデン）エチル）２－チエニル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエート
；
（４８）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－１－（４－（４－ヘキシルフ
ェニル）カルボニルオキシ）フェニル）－２，５－ジオキソピロリン－３－イリデン）エ
チル）－２－チエニル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエート；
（４９）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－２，５－ジオキソ－１－（４
－（４－（４－プロピルフェニル）ピペラジニル）フェニル）ピロリン－３－イリデン）
エチル）－２－チエニル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエート；
（５０）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－２，５－ジオキソ－１－（４
－（４－（４－プロピルフェニル）ピペラジニル）フェニル）ピロリン－３－イリデン）
エチル）－１－メチルピロール－２－イル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエート；
（５１）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－２，５－ジオキソ－１－（４
－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，
８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－
シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ｝フェニル）ピロ
リン－３－イリデン）エチル）－１－メチルピロール－２－イル）フェニル（４－プロピ
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ル）ベンゾエート；
（５２）４－（４－メチル－５，７－ジオキソ－６－（４－（４－（４－プロピルフェニ
ル）ピペラジニル）フェニル）スピロ［８，７ａ－ジヒドロチアフェノ［４，５－ｆ］イ
ソインドール－８，２’－アダメンタン］－２－イル）フェニル（４－プロピル）フェニ
ルベンゾエート；
（５３）Ｎ－（４－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－
２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデ
カヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ
｝フェニル－６，７－ジヒドロ－４－メチル－２－フェニルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ
］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（５４）Ｎ－シアノメチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－プロピルフェニ
ル）ピペラジニル）フェニル）－４－メチルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ］チオフェンジ
カルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（５５）Ｎ－フェニルエチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－ヘキシルベン
ゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル４－メチルスピロ（５，６－
ベンゾ［ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デ
カン）；
（５６）Ｎ－フェニルエチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－ヘキシルベン
ゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル－４－シクロプロピルスピロ
（５，６－ベンゾ［ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．
１．１］デカン）；
（５７）Ｎ－フェニルエチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－ヘキシルベン
ゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル－４－シクロプロピルスピロ
（５，６－ベンゾ［ｂ］、フロジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．
１］デカン）；
（５８）Ｎ－シアノメチル－６，７－ジヒドロ－４－（４－（４－（４－ヘキシルベンゾ
イルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル－２－フェニルスピロ（５，６
－ベンゾ［ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］
デカン）；
（５９）Ｎ－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３
，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒド
ロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニル－６，７－ジ
ヒドロ－２－（４－メトキシフェニル）フェニル－４－メチルスピロ（５，６－ベンゾ［
ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（６０）Ｎ－シアノメチル－２－（４－（６－（４－ブチルフェニル）カルボニルオキシ
－（４，８－ジオキサビシクロ［３．３．０］オクト－２－イル））オキシカルボニル）
フェニル－６，７－ジヒドロ－４－シクロプロピルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ］チオフ
ェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（６１）６，７－ジヒドロ－Ｎ－メトキシカルボニルメチル－４－（４－（６－（４－ブ
チルフェニル）カルボニルオキシ－（４，８－ジオキサビシクロ［３．３．０］オクト－
２－イル））オキシカルボニル）フェニル－２－フェニルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ］
チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；およ
び
（６２）３－フェニル－３－（４－ピロリジニルフェニル）－１３，１３－ジメチル－６
－メトキシ－７－（４－（４－（４－（４－（６－（４－（４－（４－ノニルフェニルカ
ルボニルオキシ）フェニル）オキシカルボニル）フェノキシ）ヘキシルオキシ）フェニル
）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン
から選択される、項目６１に記載の光学素子。
　（項目８７）
フォトクロミックコーティング、抗ミラーコーティング、直線偏光性コーティング、円偏
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光性コーティング、楕円偏光性コーティング、中間コーティング、下塗りコーティングお
よび保護コーティングから選択される少なくとも１つのさらなる少なくとも部分コーティ
ングを上記基材の少なくとも一部分上にさらに備える、項目６１に記載の光学素子。
　（項目８８）
上記少なくとも１つのさらなる少なくとも部分コーティングが、上記少なくとも１種類の
少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少なくとも１種類のフォトクロミッ
ク二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分上にある
、項目８７に記載の光学素子。
　（項目８９）
上記少なくとも１つのさらなる少なくとも部分コーティングが、上記基材の第１表面に結
合され、上記少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料および上記少
なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティング
が、該基材の第２表面の少なくとも一部分に結合され、該第１表面が該第２表面に対向し
ている、項目８７に記載の光学素子。
　（項目９０）
光学素子であって、
　基材；
　該基材の少なくとも１つの表面の少なくとも一部分に結合される少なくとも部分的に整
列させたアライメント媒体を含有する第１の少なくとも部分コーティング；
　該少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体の少なくとも一部に少なくとも部分
的にアライメントされたに結合されるアライメント転送材料を含有する第２の少なくとも
部分コーティング；および
　該アライメント転送材料の少なくとも一部分に結合される第３の少なくとも部分コーテ
ィングであって、ここで、該第３の少なくとも部分コーティングは、該少なくとも部分的
にアライメントされたアライメント転送材料の少なくとも一部分に少なくとも部分的にア
ライメントされた少なくとも１種の異方性材料および該少なくとも部分的にアライメント
された異方性材料の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメントされた少なくと
も１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する、第３の少なくとも部分コーティン
グ、
を備える、光学素子。
　（項目９１）
上記第１の少なくとも部分コーティングが、少なくとも０．５ナノメートル～１０，００
０ナノメートルの範囲の厚みを有する、項目９０に記載の光学素子。
　（項目９２）
上記第１の少なくとも部分コーティングが、少なくとも０．５ナノメートル～１０００ナ
ノメートルの範囲の厚みを有する、項目９０に記載の光学素子。
　（項目９３）
上記第１の少なくとも部分コーティングが、少なくとも２ナノメートル～５００ナノメー
トルの範囲の厚みを有する、項目９０に記載の光学素子。
　（項目９４）
上記第１の少なくとも部分コーティングが、少なくとも１００ナノメートル～５００ナノ
メートルの範囲の厚みを有する、項目９０に記載の光学素子。
　（項目９５）
上記第１の少なくとも部分コーティングが、従来の二色性材料、従来のフォトクロミック
材料およびフォトクロミック二色性化合物少なくとも１種類をさらに含有する、項目９０
に記載の光学素子。
　（項目９６）
上記第１の少なくとも部分コーティングが、染料、アライメント促進剤、運動促進添加剤
、光開始剤、熱開始剤、重合禁止剤、溶剤、光安定剤、熱安定剤、離型剤、レオロジー制
御剤、レベリング剤、フリーラジカルスカベンジャーおよび接着促進剤から選択される少
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なくとも１種類の添加剤をさらに含有する、項目９０に記載の光学素子。
　（項目９７）
上記第２の少なくとも部分コーティングが、０．５ミクロン～１０００ミクロンの範囲の
厚みを有する、項目９０に記載の光学素子。
　（項目９８）
上記第２の少なくとも部分コーティングが、１～２５ミクロンの範囲の厚みを有する、項
目９０に記載の光学素子。
　（項目９９）
上記第２の少なくとも部分コーティングが、５～２０ミクロンの範囲の厚みを有する、項
目９０に記載の光学素子。
　（項目１００）
上記第２の少なくとも部分コーティングが、従来の二色性材料、従来のフォトクロミック
材料およびフォトクロミック二色性化合物のうちの少なくとも１種類をさらに含有する、
項目９０に記載の光学素子。
　（項目１０１）
上記第２の少なくとも部分コーティングが、染料、アライメント促進剤、運動促進添加剤
、光開始剤、熱開始剤、重合禁止剤、溶剤、光安定剤、熱安定剤、離型剤、レオロジー制
御剤、レベリング剤、フリーラジカルスカベンジャーおよび接着促進剤から選択される少
なくとも１種類の添加剤をさらに含有する、項目９０に記載の光学素子。
　（項目１０２）
上記第３の少なくとも部分コーティングが、少なくとも５ミクロンの平均厚みを有する、
項目９０に記載の光学素子。
　（項目１０３）
上記第３の少なくとも部分コーティングが、０．５ミクロン～１０００ミクロンの範囲の
厚みを有する、項目９０に記載の光学素子。
　（項目１０４）
上記第３の少なくとも部分コーティングが、１～２５ミクロンの範囲の厚みを有する、項
目９０に記載の光学素子。
　（項目１０５）
上記第３の少なくとも部分コーティングが、５～２０ミクロンの範囲の厚みを有する、項
目９０に記載の光学素子。
　（項目１０６）
上記少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が、セル法により測定したとき活
性化状態において少なくとも１．５の平均吸光度比を有する、項目９０に記載の光学素子
。
　（項目１０７）
上記少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が、セル法により測定したとき活
性化状態において２．３より大きい平均吸光度比を有する、項目９０に記載の光学素子。
　（項目１０８）
上記少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が、セル法により測定したとき活
性化状態において２．５～５０の範囲の平均吸光度比を有する、項目９０に記載の光学素
子。
　（項目１０９）
複合光学素子であって、
　基材；
　該基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも部分的に整列させたポリマー系シー
ト；および
　該少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートの少なくとも一部分と少なくとも部
分的にアライメントされ、セル法により測定したとき活性化状態において２．３より大き
い平均吸光度比を有する少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物、
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を備える、複合光学素子。
　（項目１１０）
上記少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートが、延伸されたポリマーシート、少
なくとも部分的に整列させた液晶ポリマーシートおよび光配向させたポリマーシートから
選択される、項目１０９に記載の複合光学素子。
　（項目１１１）
上記基材と上記少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートとの間に挟持される第１
剛直ポリマー系シート、および該少なくとも部分的に整列させたポリマー系シート上に配
置される第２剛直ポリマー系シートをさらに備える、項目１０９に記載の複合光学素子。
　（項目１１２）
上記基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも１つのさらなる少なくとも部分的に
整列させたポリマー系シートをさらに備える、項目１０９に記載の複合光学素子。
　（項目１１３）
複合光学素子であって、
　基材；ならびに
　該基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも１つのシートであって、ここで該少
なくとも１つのシートは、
　　少なくとも第１一般方向を有する少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマー；
　　該少なくとも第１一般方向におおむね平行である少なくとも第２一般方向を有し、該
液晶ポリマーの少なくとも一部分内に分布した少なくとも１種類の少なくとも部分的に整
列させた液晶材料；および
　　該少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた液晶材料の少なくとも一部分に
少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合
物
を含有する、少なくとも１つのシート、
を備える、複合光学素子。
　（項目１１４）
光学素子の作製方法であって、
　少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミッ
ク二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングを、基材の少なくとも一部分上に
形成する工程、
を包含する、方法。
　（項目１１５）
上記少なくとも部分コーティングが、少なくとも１．５の平均吸光度比を有する、項目１
１４に記載の方法。
　（項目１１６）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において少なくとも１．５の
平均吸光度比を有する、項目１１４に記載の方法。
　（項目１１７）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物が、セル法により測定したとき活性化状態において２．３より大きい平
均吸光度比を有する、項目１１４に記載の方法。
　（項目１１８）
上記少なくとも部分コーティングを形成する工程が、
　少なくとも１種の異方性材料を上記基材の少なくとも一部分に適用する工程；
　上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を該少なくとも１種
類の異方性材料の少なくとも一部分内に吸収させる工程；
　該異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程；および
　該少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、
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該少なくとも部分的に整列させた異方性材料の少なくとも一部に少なくとも部分的にアラ
イメントさせる工程、
を包含する、項目１１４に記載の方法。
　（項目１１９）
上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を該少なくとも１種類
の異方性材料の少なくとも一部分内に吸収させる工程が、該異方性材料の少なくとも一部
分を少なくとも部分的に整列させる工程の前、その最中、またはその後の少なくとも１つ
で起こる、項目１１８に記載の方法。
　（項目１２０）
上記少なくとも部分コーティングを形成する工程が、
　少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物および少なくとも１種類
の異方性材料を上記基材の少なくとも一部分に適用する工程；
　該異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程；および
　少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、該
少なくとも部分的に整列させた異方性材料の少なくとも一部に少なくとも部分的にアライ
メントさせる工程
を包含する、項目１１４に記載の方法。
　（項目１２１）
上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物および上記少なくとも
１種類の異方性材料を上記基材の少なくとも一部分に適用する工程が、該異方性材料の少
なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程および該少なくとも１種類の熱的可
逆性フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を少なくとも部分的にアライメント
させる工程の前、その最中、またはその後の少なくとも１つで起こる、項目１２０に記載
の方法。
　（項目１２２）
上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物および少なくとも１種
類の異方性材料を適用する工程が、スピンコーティング、スプレーコーティング、スプレ
ー／スピンコーティング、カーテンコーティング、フローコーティング、ディップコーテ
ィング、射出成形、キャスティング、ロールコーティング、ワイヤーコーティング、オー
バーモールディングの少なくとも１つを含む、項目１２０に記載の方法。
　（項目１２３）
上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物および上記少なくとも
１種類の異方性材料を上記基材の少なくとも一部分に適用する工程が、
　液晶材料を含有するマトリックス相形成材料ならびに少なくとも１種類の異方性材料お
よび少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を含有するゲスト相形
成材料を含む相分離性ポリマー系を該基材の少なくとも一部分に適用する工程；
　該マトリックス相形成材料の少なくとも一部分および該ゲスト相形成材料の少なくとも
一部分を少なくとも部分的に整列させる工程；
　該少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、
該少なくとも部分的に整列させたゲスト相形成材料の少なくとも一部分に少なくとも部分
的にアライメントさせる工程；ならびに
　該ゲスト相形成材料の少なくとも一部分を、重合誘導型相分離および溶剤誘導型相分離
の少なくとも一方により、該マトリックス相形成材料の少なくとも一部分から分離させる
工程、
を包含する、項目１２０に記載の方法。
　（項目１２４）
上記相分離性ポリマー系を適用する工程が、上記マトリックス相形成材料、上記ゲスト相
形成材料、上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物、および少
なくとも１種類の共通溶剤を含有してなる溶液を、該光学基材の少なくとも一部分上に適
用する工程を包含する、項目１２３に記載の方法。
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　（項目１２５）
上記マトリックス相形成材料が液晶ポリマーであり、上記ゲスト相形成材料が、該マトリ
ックス相形成材料の液晶ポリマーと異なる液晶ポリマーであり；そして
　該ゲスト相形成材料の少なくとも一部分を、該マトリックス相形成材料の少なくとも一
部分から分離させる工程が、上記少なくとも１種類の共通溶剤の少なくとも一部を蒸発さ
せる工程、
を包含する、項目１２４に記載の方法。
　（項目１２６）
上記マトリックス相形成材料が液晶モノマーであり、上記ゲスト相形成材料が液晶メソゲ
ンおよびマトリックス相形成材料の液晶モノマーと異なる低粘度液晶モノマーから選択さ
れ；そして
　該ゲスト相形成材料の少なくとも一部分を、マトリックス相形成材料の少なくとも一部
分から分離させる工程が、マトリックス相形成材料の液晶モノマーの少なくとも一部を重
合させる工程、
を包含する、項目１２３に記載の方法。
　（項目１２７）
上記マトリックス相形成材料の上記液晶モノマーの少なくとも一部を重合させる工程が、
光誘起重合および熱誘起重合の少なくとも一方を含む、項目１２６に記載の方法。
　（項目１２８）
上記ゲスト相形成材料が低粘度液晶モノマーであり、該ゲスト相形成材料の少なくとも一
部分が、上記マトリックス相形成材料の上記液晶モノマーの少なくとも一部を重合させた
後に少なくとも部分的に重合される、項目１２６に記載の方法。
　（項目１２９）
上記マトリックス相形成材料が、液晶モノマー、液晶プレポリマーおよび液晶ポリマーか
ら選択される液晶材料を含有する、項目１２３に記載の方法。
　（項目１３０）
上記ゲスト相形成材料が、液晶メソゲン、液晶モノマー、液晶プレポリマーおよび液晶ポ
リマーから選択される液晶材料を含有する、項目１２３に記載の方法。
　（項目１３１）
上記少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を整列させる工程が、該異方性材
料の少なくとも一部分を、少なくとも、磁界、電界、直線偏光させた紫外線放射、直線偏
光させた赤外線放射、直線偏光させた可視光放射線および剪断力に曝露する工程を含む、
項目１２０に記載の方法。
　（項目１３２）
上記少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化する工
程をさらに包含する、項目１２０に記載の方法。
　（項目１３３）
上記少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化する工
程が、該少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に架橋す
る工程を含む、項目１３２に記載の方法。
　（項目１３４）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングを上記基材の少なくとも一
部分上に形成する前に、少なくとも１つの配向機能体を該基材の少なくとも一部分上に、
該少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分が、該少なくとも部分コーティングの
少なくとも一部分と該基材の少なくとも一部分との間に存在するように設ける工程をさら
に包含する、項目１１４に記載の方法。
　（項目１３５）
上記少なくとも１つの配向機能体を上記基材の少なくとも一部分上に設ける工程が、
　少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティン
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グを該基材の少なくとも一部分上に形成する工程；
　少なくとも部分的に整列させたポリマーシートを該基材の少なくとも一部分に適用する
工程；
　該基材の少なくとも１つの表面の少なくとも一部分を少なくとも部分的に処理する工程
；および
　ラングミュア－ブロジェット膜を該基材の少なくとも一部分上に形成する工程、
の少なくとも１つを含む、項目１３４に記載の方法。
　（項目１３６）
上記少なくとも１つの配向機能体を上記基材の少なくとも一部分上に設ける工程が、少な
くとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングを該
基材の少なくとも一部分上に形成する工程を包含し、該アライメント媒体が、光配向材料
、摩擦配向材料および液晶材料から選択される、項目１３４に記載の方法。
　（項目１３７）
上記少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティ
ングを形成する工程が、
　アライメント媒体を上記基材の少なくとも一部分に適用する工程、および
　該アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程、
を包含する、項目１３６に記載の方法。
　（項目１３８）
上記アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程が、
　該アライメント媒体の少なくとも一部を直線偏光させた赤外線放射に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を直線偏光させた赤外線放線に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を直線偏光させた可視光放射線に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を磁界に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を電界に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部をエッチングする工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を剪断力に曝露する工程；および
　該アライメント媒体の少なくとも一部を摩擦する工程、
の少なくとも１つを包含する、項目１３７に記載の方法。
　（項目１３９）
上記アライメント媒体が光配向材料であり、該アライメント媒体の少なくとも一部を少な
くとも部分的に整列させる工程が、該光配向材料の少なくとも一部を直線偏光させた紫外
線放射に曝露する工程を包含する、項目１３６に記載の方法。
　（項目１４０）
上記少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する上記少なくとも部分コー
ティングを形成する工程が、
　該アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させた後に、該アライ
メント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に乾燥する工程、
　該アライメント媒体の該少なくとも一部を少なくとも部分的に架橋する工程、および
　該アライメント媒体の該少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化する工程、
の少なくとも１つにより、該アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に硬
化させる工程をさらに包含する、項目１３９に記載の方法。
　（項目１４１）
上記アライメント媒体の上記少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化する工程が、紫外
線硬化、電子線硬化および熱硬化の少なくとも１つを含む、項目１４０に記載の方法。
　（項目１４２）
上記少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性
化合物を含有する上記少なくとも部分コーティングを形成する工程が、
　重合性組成物、少なくとも１種の異方性材料、および少なくとも１種類の熱的可逆性フ
ォトクロミック二色性化合物を、上記少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分に
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適用する工程；
　該少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を、少なくとも１つの配向機能体
の少なくとも一部分にアライメントさせる工程；ならびに
　該少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、
該少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種の異方性材料の少なくとも一部
分にアライメントさせる工程、
を包含する、項目１３４に記載の方法。
　（項目１４３）
項目１４２に記載の方法であって、
　上記少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分を、紫外線放射に曝露することに
より、該少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化す
る工程、および
　該少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分を熱エネルギーに曝露することによ
り、該重合性組成物の少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化する工程、
をさらに含む、方法。
　（項目１４４）
上記少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化する工
程が、上記重合性組成物の少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化する工程の前、その
最中、またはその後の少なくとも１つで起こる、項目１４３に記載の方法。
　（項目１４５）
上記少なくとも１種の異方性材料が液晶材料であり、上記重合性組成物がジヒドロキシモ
ノマーおよびイソシアネートモノマーを含有する、項目１４３に記載の方法。
　（項目１４６）
光学素子の作製方法であって、該方法は、
　（ａ）少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一部分上に形成する工程；およ
び
　（ｂ）化学線放射に応答して第１の状態から第２の直線偏光状態に切り替わり、かつ熱
エネルギーに応答して該第１の状態に戻るように、該少なくとも部分コーティングの少な
くとも一部分を適合させる工程
を包含する、方法。
　（項目１４７）
項目１４６に記載の方法であって、（ａ）上記少なくとも部分コーティングを形成する工
程が、（ｂ）化学線放射に応答して上記第１の状態から上記第２の直線偏光状態に切り替
わり、かつ熱エネルギーに応答して該第１の状態に戻るように、該少なくとも部分コーテ
ィングの少なくとも一部分を適合させる工程の前、その最中、またはその後の少なくとも
１つで起こる、方法。
　（項目１４８）
項目１４６に記載の方法であって、
　（ａ）上記少なくとも部分コーティングを形成する工程が、少なくとも１種の異方性材
料および少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を上記基材の少な
くとも一部分上に適用する工程を包含し；そして
　（ｂ）化学線放射に応答して上記第１の状態から上記第２の直線偏光状態に切り替わり
、かつ熱エネルギーに応答して該第１の状態に戻るように、該少なくとも部分コーティン
グの少なくとも一部分を適合させる工程が、該少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロ
ミック二色性化合物の少なくとも一部を少なくとも部分的にアライメントさせる工程を含
む、
方法。
　（項目１４９）
上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を少
なくとも部分的にアライメントさせる工程が、



(37) JP 5213129 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

　上記異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程、および
　該少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を、該少なくとも部分
的に整列させた異方性材料の少なくとも一部に少なくとも部分的にアライメントさせる工
程、
を包含する、項目１４８に記載の方法。
　（項目１５０）
項目１４６に記載の方法であって、
　（ａ）上記少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一部分上に形成する工程が
、アライメント媒体を該基材の少なくとも一部分に適用する工程を包含し；そして
　（ｂ）化学線放射に応答して上記第１の状態から上記第２の直線偏光状態に切り替わり
、かつ熱エネルギーに応答して該第１の状態に戻るように該少なくとも部分コーティング
の少なくとも一部分を適合させる工程が、
　　該アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程、
　　少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を、該アライメント媒
体を含有する該少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分に適用する工程；および
　　該少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を
、該少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体の少なくとも一部に少なくとも部分
的にアライメントさせる工程、
を包含する、方法。
　（項目１５１）
上記アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程が、
　該アライメント媒体の該少なくとも一部を直線偏光させた紫外線放射に曝露する工程、
　該アライメント媒体の該少なくとも一部を電界に曝露する工程、
　該アライメント媒体の該少なくとも一部を磁界に曝露する工程、
　該アライメント媒体の該少なくとも一部を直線偏光させた赤外線放射に曝露する工程、
　該アライメント媒体の該少なくとも一部を直線偏光させた可視光放射線に曝露する工程
、
　該アライメント媒体の該少なくとも一部をエッチングする工程、
　該アライメント媒体の該少なくとも一部を剪断力に曝露する工程、および
　該アライメント媒体の該少なくとも一部を摩擦する工程、
の少なくとも１つを含む、項目１５０に記載の方法。
　（項目１５２）
上記アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程の後であっ
て、上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を適用する工程の
前に、該アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化させる工程をさら
に包含する、項目１５０に記載の方法。
　（項目１５３）
上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を少
なくとも部分的にアライメントさせる工程が、該少なくとも１種類の熱的可逆性フォトク
ロミック二色性化合物を、上記アライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティング
の少なくとも一部分に適用する工程の前、その最中、またはその後の少なくとも１つで起
こる、項目１５０に記載の方法。
　（項目１５４）
上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を、上記アライメント
媒体を含有する上記少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分に適用する工程が、
スピンコーティング、スプレーコーティング、スプレー／スピンコーティング、カーテン
コーティング、フローコーティング、ディップコーティング、射出成形、キャスティング
、ロールコーティング、ワイヤーコーティング、オーバーモールディング、および吸収の
少なくとも１つを含む、項目１５０に記載の方法。
　（項目１５５）
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上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を適用する工程が、
　該少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物および少なくとも１種
類の異方性材料を含有する上記少なくとも部分コーティングを、少なくとも部分的に整列
させたアライメント媒体の少なくとも一部上に形成する工程、
を包含し、上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物の少なくと
も一部を少なくとも部分的にアライメントさせる工程が、少なくとも１種類の異方性材料
の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体の少なくとも一
部に少なくとも部分的にアライメントさせる工程、
を包含する、項目１５０に記載の方法。
　（項目１５６）
光学素子の作製方法であって、
　アライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングを、基材の少なくとも１つの
表面の少なくとも一部分に形成し、該アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部
分的に整列させる工程；
アライメント転送材料を含有する少なくとも１つの少なくとも部分コーティングを、該ア
ライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分上に形成し、
該アライメント転送材料の少なくとも一部を、該少なくとも部分的に整列させたアライメ
ント媒体の少なくとも一部に少なくとも部分的にアライメントさせる工程；ならびに
　異方性材料および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なく
とも部分コーティングを、該アライメント転送材料の少なくとも一部分上に形成し、該異
方性材料の少なくとも一部分を、該少なくとも部分的にアライメントされたアライメント
転送材料の少なくとも一部分に、少なくとも部分的にアライメントさせ、該少なくとも１
種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、該少なくとも部分的にアライ
メントされた異方性材料の少なくとも一部分に、少なくとも部分的にアライメントさせる
工程
を包含する、方法。
　（項目１５７）
上記アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程が、
　該アライメント媒体の少なくとも一部を直線偏光させた紫外線放射に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を直線偏光させた赤外線放射に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を直線偏光させた可視光放射線に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を磁界に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を電界に曝露する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部を乾燥する工程；
　該アライメント媒体の少なくとも一部をエッチングする工程；および
　該アライメント媒体の少なくとも一部を摩擦する工程、
の少なくとも１つを包含する、項目１５６に記載の方法。
　（項目１５８）
上記アライメント転送材料を含有する上記少なくとも１つの少なくとも部分コーティング
を形成する工程が、
　アライメント転送材料を含有する第１の少なくとも部分コーティングを上記基材の少な
くとも１つの表面の少なくとも一部分上に形成する工程であって、ここで該第１の少なく
とも部分コーティングは２～８ミクロンの範囲の厚みを有する、工程；
　該アライメント転送材料の少なくとも一部を、上記少なくとも部分的に整列させたアラ
イメント媒体の少なくとも一部に少なくとも部分的にアライメントさせる工程；
　該アライメント転送材料の少なくとも一部を少なくとも部分的にアライメントさせた後
に、該アライメント転送材料の少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化する工程；
　アライメント転送材料を含有する第２の少なくとも部分コーティングを形成する工程で
あって、ここで該第２の少なくとも部分コーティングは５より大きく３０ミクロンまでの
範囲の厚みを有する、工程；および
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　該アライメント転送材料の少なくとも一部を、該第１の少なくとも部分コーティングの
該少なくとも部分的にアライメントされたアライメント転送材料の少なくとも一部分に、
少なくとも部分的にアライメントさせる工程、
を包含する、項目１５６に記載の方法。
　（項目１５９）
複合素子の作製方法であって、該方法は、
　少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートを基材の少なくとも一部分に結合する
工程、
を包含し、該少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートが、その少なくとも一部分
に結合され、かつセル法により測定したとき活性化状態において２．３より大きい平均吸
光度比を有する少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フ
ォトクロミック二色性化合物を含有する、方法。
　（項目１６０）
上記少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートが、延伸されたポリマーシート、光
配向させたポリマーシート、少なくとも部分的に整列させた相分離シートおよびその組合
せから選択される、項目１５９に記載の方法。
　（項目１６１）
上記少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートが、
　光配向性重合体網目の少なくとも部分層を離型層上に適用し、続いて、光配向性重合体
網目の少なくとも一部を整列させ、少なくとも部分的に硬化する工程；
　異方性材料および少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物の少な
くとも部分コーティングを、該光配向性重合体網目を含有する少なくとも部分層の少なく
とも一部分上に形成し、該異方性材料および少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミ
ック二色性化合物の少なくとも一部分を、該光配向性重合体網目の少なくとも一部分に少
なくとも部分的にアライメントさせ、該異方性材料の少なくとも一部を少なくとも部分的
に硬化する工程；ならびに
　該光配向性重合体網目の該少なくとも部分層を離型層から離型させて、少なくとも部分
的に整列させたポリマー系シートを形成する工程、
により形成される、項目１５９に記載の方法。
　（項目１６２）
上記少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートが、液晶材料を含有する少なくとも
部分的に整列させたマトリックス相と液晶材料を含有する少なくとも部分的に整列させた
ゲスト相とを含有する相分離ポリマーを含有し、ここで、該少なくとも１種類の熱的可逆
性フォトクロミック二色性化合物が、該少なくとも部分的に整列させたゲスト相の少なく
とも一部に結合され、かつこれに少なくとも部分的にアライメントされる、項目１５９に
記載の方法。
　（項目１６３）
上記少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートを、上記基材の少なくとも一部分に
結合する工程が、ラミネート加工、融合、インモールド成形、および少なくとも部分的に
整列させたポリマー系シートの該基材の少なくとも一部分への接着性結合の少なくとも１
つを含む、項目１５９に記載の方法。
　（項目１６４）
複合素子の作製方法であって、少なくとも第１一般方向を有する少なくとも部分的に整列
させた液晶ポリマー、少なくとも第２一般方向を有し、該液晶ポリマーの少なくとも一部
分内に分布した液晶材料；および該液晶材料の少なくとも一部に少なくとも部分的にアラ
イメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有するシートを形
成する工程；および
　該シートの少なくとも一部分を光学基材の少なくとも一部分に結合させて複合素子を形
成する工程
を包含する、方法。
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　（項目１６５）
上記シートを形成する工程が、
　液晶材料を含有するマトリックス相形成材料、液晶材料を含有するゲスト相形成材料、
および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する相分離性ポリマー系
を、基材の少なくとも一部分上に適用する工程；
　該少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、マトリック
ス相形成材料の少なくとも一部分および該ゲスト相形成材料の少なくとも一部分を少なく
とも部分的に整列させる工程により、少なくとも部分的にアライメントさせる工程；
　該ゲスト相形成材料の少なくとも一部分を、重合誘導型相分離および溶剤誘導型相分離
の少なくとも一方により、該マトリックス相形成材料の少なくとも一部分から分離させる
工程；ならびに
　該コーティングを該基材から剥がす工程、
を包含する、項目１６４に記載の方法。
　（項目１６６）
上記シートを形成する工程が、
　少なくとも第１一般方向を有する少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマーシートを
形成する工程；ならびに
　少なくとも１種類の液晶メソゲンおよび少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化
合物を、該少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマーシートの少なくとも一部分内に吸
収させる工程、
を包含する、項目１６４に記載の方法。
　（項目１６７）
上記シートを形成する工程が、
　液晶ポリマーシートを形成する工程；
　少なくとも１種類の液晶メソゲンおよび少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化
合物を、該液晶ポリマーシートの少なくとも一部分内に吸収させる工程；および
　少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、該液晶ポリマ
ーシートの少なくとも一部分および該少なくとも１種類の液晶メソゲンの少なくとも一部
を少なくとも部分的に整列させることにより、少なくとも部分的にアライメントさせる工
程
を包含する、項目１６４に記載の方法。
　（項目１６８）
上記シートを上記光学基材の少なくとも一部分に結合する工程が、ラミネート加工、融合
、インモールド成形、および該シートの少なくとも一部分の該光学基材への接着性結合の
少なくとも１つを含む、項目１６４に記載の方法。
　（項目１６９）
複合素子の作製方法であって、
　少なくとも第１一般方向を有する少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマーと、少な
くとも第２一般方向を有し、該液晶ポリマーの少なくとも一部分内に分布した液晶材料と
を含有するシートを形成する工程；
　該シートの少なくとも一部分を光学基材の少なくとも一部分に結合する工程；および
　少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を該シートの少なくとも一部分に吸
収させる工程、
を包含する、方法。
　（項目１７０）
光学素子の作製方法であって、
　少なくとも部分的に整列させた液晶材料および少なくとも１種類の少なくとも部分的に
アライメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティン
グを、光学基材の少なくとも一部分上にオーバーモールディングする工程、
を包含する、方法。
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　（項目１７１）
上記オーバーモールディングする工程が、
　上記光学基材の表面の少なくとも一部分を透明モールドの表面に、該光学基材の表面お
よび該透明モールドの表面がモールディング領域を規定するように隣接して配置する工程
；
　液晶材料および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を、該光学基材の表
面および該透明モールドの表面により規定される該モールディング領域内に、該液晶材料
の少なくとも一部が、該光学基材の表面の少なくとも一部分をコートするように導入する
工程；
　該液晶材料の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させて、該液晶材料の少なくと
も一部分が部分的に整列するようにし、該少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化
合物の少なくとも一部を、該少なくとも部分的に整列させた液晶材料の少なくとも一部に
少なくとも部分的にアライメントさせる工程；
　該液晶材料の少なくとも一部を少なくとも部分的に重合する工程；ならびに
　該光学基材および該液晶材料を透明モールドから分離する工程、
を包含する、項目１７０に記載の方法。
　（項目１７２）
上記オーバーモールディングする工程が、
　液晶材料および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を、透明モールドの
表面上に導入する工程；
　該液晶材料の少なくとも一部を光学基材の表面の少なくとも一部分に、該液晶材料の少
なくとも一部を、該光学基材の表面の該一部分と透明モールドの表面の一部分との間に流
動させ、かつ光学基材の表面の少なくとも一部分を工程するように接触させる工程；
　該液晶材料の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させ、該液晶材料の少なくとも
一部分が部分的に整列するようにし、該少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合
物の少なくとも一部を、該少なくとも部分的に整列させた液晶材料の少なくとも一部に少
なくとも部分的にアライメントさせる工程；
　該液晶材料の少なくとも一部を少なくとも部分的に重合する工程；ならびに
　該光学基材および該液晶材料を該透明モールドから分離する工程
を包含する、項目１７０に記載の方法。
　（項目１７３）
上記透明モールドの表面の少なくとも一部分および上記光学基材の表面の少なくとも一部
分の少なくとも一方が、少なくとも第１一般方向を有する少なくとも１つの配向機能体を
含む、項目１７２に記載の方法。
　（項目１７４）
上記光学基材が、マルチビジョンセグメント眼科用レンズである、項目１７３に記載の方
法。
　（項目１７５）
光学素子の作製方法であって、
　少なくとも部分的に整列させた液晶材料を含有する少なくとも部分コーティングを、光
学基材の少なくとも一部分上にオーバーモールディングする工程；および
　少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を、該少なくとも部分的に整列させ
た液晶材料の少なくとも一部内に吸収させる工程、
を包含する、方法。
　（項目１７６）
基材の少なくとも一部分に結合されるセキュリティ素子であって、該セキュリティ素子は
、第１の状態および第２の状態を有し、該基材の少なくとも一部分に結合される少なくと
も部分コーティングを含有し、ここで該少なくとも部分コーティングが、少なくとも化学
線放射に応答して該第１の状態から該第２の状態に切り替わり、かつ熱エネルギーに応答
して該第１の状態に戻り、そして該第１の状態および該第２の状態の少なくとも一方にお
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いて少なくとも透過した放射線を直線偏光させるように適合された、セキュリティ素子。
　（項目１７７）
上記セキュリティ素子が、セキュリティマークおよび認証マークの少なくとも一方である
、項目１７６に記載のセキュリティ素子。
　（項目１７８）
上記基材が、透明基材および反射基材から選択される、項目１７６に記載のセキュリティ
素子。
　（項目１７９）
上記セキュリティマークが結合される上記基材の上記少なくとも一部分が、反射材料でコ
ートされる、項目１７６に記載のセキュリティ素子。
　（項目１８０）
上記基材が、薄い着色のない基材、薄く着色された基材、フォトクロミック基材、薄く着
色されたフォトクロミック基材、直線偏光性基材、円偏光性基材および楕円偏光性基材か
ら選択される、項目１７６に記載のセキュリティ素子。
　（項目１８１）
上記基材が、アクセスカードおよびアクセスパス；譲渡可能証券および非譲渡可能証券；
政府発行書類；消費財；クレジットカード；ならびに商品用タグ、ラベルおよびパッケー
ジ類から選択される、項目１７６に記載のセキュリティ素子。
　（項目１８２）
上記少なくとも部分コーティングが、セル法により測定したとき活性化状態において少な
くとも１．５の平均吸光度比を有する少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物
を含有する、項目１７６に記載のセキュリティ素子。
　（項目１８３）
上記基材の少なくとも一部分に結合される、直線偏光性コーティング、円偏光性コーティ
ング、楕円偏光性コーティング、フォトクロミックコーティング、ミラーコーティング、
および薄く着色されたコーティングから選択される少なくとも１つのさらなる少なくとも
部分コーティングをさらに備える、項目１７６に記載のセキュリティ素子。
　（項目１８４）
上記基材の少なくとも一部分に結合される、直線偏光性シート、円偏光性シート、楕円偏
光性シート、フォトクロミックシート、ミラーシート、薄く着色されたシート、遅延剤シ
ート、および広視野角シートから選択される少なくとも１つのシートをさらに備える、項
目１７６に記載のセキュリティ素子。
　（項目１８５）
セキュリティ素子の作製方法であって、
　少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一部分上に形成する工程、
を包含し、該少なくとも部分コーティングが、少なくとも１種類の少なくとも部分的にア
ライメントされた熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を含有する、方法。
　（項目１８６）
上記少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物が、セル法により測定
したとき活性化状態において少なくとも１．５の平均吸光度比を有する、項目１８５に記
載の方法。
　（項目１８７）
上記少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性
化合物を基材の少なくとも一部分上に形成する前に、直線偏光性コーティング、円偏光性
コーティング、楕円偏光性コーティング、フォトクロミックコーティング、ミラーコーテ
ィング、薄く着色されたコーティング、遅延剤コーティング、および広視野角コーティン
グから選択される少なくとも１つのさらなる少なくとも部分コーティングを、該基材の少
なくとも一部分上に形成する工程をさらに包含する、項目１８５に記載の方法。
　（項目１８８）
上記少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性
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化合物を、上記基材の少なくとも一部分上に形成した後に、直線偏光性コーティング、円
偏光性コーティング、楕円偏光性コーティング、フォトクロミックコーティング、ミラー
コーティング、薄く着色されたコーティング、遅延剤コーティング、および広視野角コー
ティングから選択される少なくとも１つのさらなる少なくとも部分コーティングを、該基
材の少なくとも一部分上に形成する工程をさらに包含する、項目１８５に記載の方法。
　（項目１８９）
上記少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性
化合物を、上記基材の少なくとも一部分上に形成する前に、直線偏光性シート、円偏光性
シート、楕円偏光性シート、フォトクロミックシート、ミラーシート、薄く着色されたシ
ート、遅延剤シート、および広視野角シートから選択されるシートを該基材の少なくとも
一部分に適用する工程をさらに包含する、項目１８５に記載の方法。
　（項目１９０）
上記少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性
化合物基材の少なくとも一部分上に形成した後に、直線偏光性シート、円偏光性シート、
楕円偏光性シート、フォトクロミックシート、ミラーシート、薄く着色されたシート、遅
延剤シート、および広視野角シートから選択されるシートを該基材の少なくとも一部分に
適用する工程をさらに包含する、項目１８５に記載の方法。
　（項目１９１）
液晶セルであって、
　第１表面を有する第１基材；
　第２表面を有する第２基材であって、ここで、該第２基材の第２表面は、一領域を規定
するように該第１基材の該第１表面に対向し、これから隔てられている、第２表面；んら
びに
　該第１表面および該第２表面により規定される領域内に配置される、少なくとも部分的
に整列されるように適合された液晶材料、および少なくとも部分的にアライメントされる
ように適合され、セル法により測定したとき活性化状態において２．３より大きい平均吸
光度比を有する少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物、
を備える、液晶セル。
　（項目１９２）
上記液晶セルが、スクリーン、モニターおよびセキュリティ素子から選択されるディスプ
レイ素子である、項目１９１に記載の液晶セル。
　（項目１９３）
上記第１基材および上記第２基材が、独立して、薄い着色のない基材、薄く着色された基
材、フォトクロミック基材、薄く着色されたフォトクロミック基材、直線偏光性基材、円
偏光性基材および楕円偏光性基材から選択される、項目１９１に記載の液晶セル。
　（項目１９４）
上記第１表面に隣接して配置される第１配向機能体および上記第２表面に隣接して配置さ
れる第２配向機能体をさらに備える、項目１９１に記載の液晶セル。
　（項目１９５）
上記第１配向機能体の少なくとも一部分と上記第１表面との間に挟持される第１電極、お
よび上記第２配向機能体の少なくとも一部分と上記第２表面との間に挟持される第２電極
をさらに備える、項目１９４に記載の液晶セル。
　（項目１９６）
上記液晶セルが、電気回路の少なくとも一部分を形成する、項目１９５に記載の液晶セル
。
　（項目１９７）
上記第１表面に隣接する第１電極、および上記第２表面に隣接する第２電極をさらに備え
る、項目１９１に記載の液晶セル。
　（項目１９８）
上記液晶セルが、電気回路の少なくとも一部分を形成する、項目１９１に記載の液晶セル
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。
　（項目１９９）
上記第１基材および上記第２基材の少なくとも一方の表面の少なくとも一部分に結合され
る、直線偏光性コーティング、円偏光性コーティング、楕円偏光性コーティング、フォト
クロミックコーティング、ミラーコーティング、薄く着色されたコーティング、遅延剤コ
ーティング、および広視野角コーティングから選択される少なくとも部分コーティングを
さらに備える、項目１９１に記載の液晶セル。
　（項目２００）
上記第１基材および上記第２基材の少なくとも一方の表面の少なくとも一部分に結合され
る、直線偏光性シート、円偏光性シート、楕円偏光性シート、フォトクロミックシート、
ミラーシート、薄く着色されたシート、遅延剤シート、および広視野角シートから選択さ
れる少なくとも１つのシートをさらに備える、項目１９１に記載の液晶セル。
　（項目２０１）
光学素子であって、
　基材；および
　少なくとも部分コーティングであって、該基材の少なくとも一部分上の、第１の状態お
よび第２の状態を有し、ここで、該少なくとも部分コーティングは、少なくとも一方の状
態において円偏光または楕円偏光するように適合され、そして
　　該少なくとも部分コーティングの厚み全体にらせん状に配列される分子を有するキラ
ルネマチックまたはレステリック液晶材料；および
　　少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物であって、該少なくとも１種類の
フォトクロミック二色性化合物の分子の長軸が液晶材料の分子とおおむね平行になるよう
に、該液晶材料に少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物、
を含有する、少なくとも部分コーティング、
を備える、光学素子。
　（項目２０２）
光学素子であって、
　基材；および
　該基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも部分コーティングであって、ここで
該少なくとも部分コーティングは、少なくとも部分的に整列させた異方性材料、および該
少なくとも部分的に整列させた異方性材料に少なくとも部分的にアライメントされた少な
くとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有し、該フォトクロミック二色性化合
物は、
　（ａ）ピラン、オキサジンおよびフルギドから選択される少なくとも１個のフォトクロ
ミック基；および
　（ｂ）少なくとも１種類の延長剤Ｌであって、該少なくとも１種類の延長剤Ｌは、少な
くとも１個のフォトクロミック基に結合し、そして
－［Ｓ１］ｃ－［Ｑ１－［Ｓ２］ｄ］ｄ’－［Ｑ２－［Ｓ３］ｅ］ｅ’－［Ｑ３－［Ｓ４

］ｆ］ｆ’－Ｓ５－Ｐ
により表され、ここで
（ｉ）各Ｑ１、Ｑ２およびＱ３は、独立して、各存在について、非置換または置換芳香族
基、非置換または置換脂環式基、非置換または置換複素環式基およびその混合から選択さ
れる二価基から選択され、該置換基は、
Ｐで表される基、チオールアミド、液晶メソゲン、ハロゲン、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ，
ポリ（Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ）、アミノ、アミノ（Ｃ１～Ｃ１８）アルキレン、Ｃ１～
Ｃ１８アルキルアミノ、ジ－（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、Ｃ１～Ｃ１８アルキル、
Ｃ２～Ｃ１８アルケン、Ｃ２～Ｃ１８アルキン、Ｃ１～Ｃ１８アルキル（Ｃ１～Ｃ１８）
アルコキシ、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシカルボニル、Ｃ１～Ｃ１８アルキルカルボニル、Ｃ

１～Ｃ１８アルキルカーボネート、アリールカーボネート、Ｃ１～Ｃ１８アセチル、Ｃ３
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～Ｃ１０シクロアルキル、Ｃ３～Ｃ１０シクロアルコキシ、イソシアナート、アミド、シ
アノ、ニトロ、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ１８アルキル基（シアノ、ハロまたはＣ１～Ｃ

１８アルコキシによる一置換であるか、または、ハロおよび下記式：－Ｍ（Ｔ）（ｔ－１

）およびＭ（ＯＴ）（ｔ－１）（式中、Ｍは、アルミニウム、アンチモン、タンタル、チ
タン、ジルコニウムおよびケイ素から選択され、Ｔは、有機官能残基、有機官能炭化水素
残基、脂肪族炭化水素残基および芳香族炭化水素残基から選択され、ｔは、Ｍの原子価で
ある）の１つを含む基による多置換である）から選択され；
（ｉｉ）ｃ、ｄ、ｅおよびｆは、各々、独立して、０～２０を含む範囲の整数から選択さ
れ；そして各Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４およびＳ５は、独立して、各存在について、
（Ａ）－（ＣＨ２）ｇ－、－（ＣＦ２）ｈ－、－Ｓｉ（ＣＨ２）ｇ－、－（Ｓｉ［（ＣＨ

３）２］Ｏ）ｈ－（式中、ｇは、独立して、各存在について１～２０から選択される；ｈ
は、１～１６を含む整数である）；
（Ｂ）－Ｎ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｃ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｎ－、－Ｃ（Ｚ’）－Ｃ（
Ｚ’）－（式中、Ｚは、独立して、各存在について、水素、Ｃ１～Ｃ６アルキル、シクロ
アルキルおよびアリールから選択され、Ｚ’は、独立して、各存在について、Ｃ１～Ｃ６

アルキル、シクロアルキルおよびアリールから選択される）；および
（Ｃ）－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ≡Ｃ－、－Ｎ＝Ｎ－、－Ｓ－、－Ｓ（Ｏ）－、－Ｓ（
Ｏ）（Ｏ）－、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ２４アルキレン残基（該Ｃ１～Ｃ２４アルキレ
ン残基は、非置換、シアノまたはハロによる一置換、ハロによる多置換である）
から選択されるスペーサー単位から選択され、
　ただし、ヘテロ原子を含有する２個のスペーサー単位が互いに結合している場合、該ス
ペーサー単位は、ヘテロ原子が互いに直接結合しないように結合し、Ｓ１およびＳ５が、
それぞれＰＣおよびＰに結合する場合、これらは、２つのヘテロ原子が互いに直接結合し
ないように結合するものとし、
（ｉｉｉ）Ｐが、アジリジニル、水素、ヒドロキシ、アリール、アルキル、アルコキシ、
アミノ、アルキルアミノ、アルキルアルコキシ、アルコキシアルコキシ、ニトロ、ポリア
ルキルエーテル、（Ｃ１～Ｃ６）アルキル（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ６）アル
キル、ポリエチレンオキシ、ポリプロピレンオキシ、エチレン、アクリレート、メタクリ
レート、２－クロロアクリレート、２－フェニルアクリレート，アクリロイルフェニレン
、アクリルアミド、メタクリルアミド、２－クロロアクリルアミド、２－フェニルアクリ
ルアミド、エポキシ、イソシアネート、チオール、チオイソシアネート、イタコン酸エス
テル、ビニルエーテル、ビニルエステル、スチレン誘導体、シロキサン、主鎖型および側
鎖型液晶ポリマー、エチレンイミン誘導体、マレイン酸誘導体、フマル酸誘導体、非置換
ケイ皮酸誘導体、ケイ皮酸誘導体（これらは、メチル、メトキシ、シアノおよびハロゲン
の少なくとも１種で置換されている）、ならびにステロイド残基、テルペノイド残基、ア
ルカロイド残基およびその混合から選択される置換および非置換キラルおよび非キラル一
価または二価基（ここで、置換基は、独立して、アルキル、アルコキシ、アミノ、シクロ
アルキル、アルキルアルコキシ、フルオロアルキル、シアノアルキル、シアノアルコキシ
およびその混合から選択される）から選択され；そして
（ｉｖ）ｄ’、ｅ’およびｆ’は、各々、独立して、０，１，２，３および４から選択さ
れるが、ただし、ｄ’＋ｅ’＋ｆ’の合計は少なくとも１である、少なくとも１種類の延
長剤Ｌ、
を含有する、少なくとも部分コーティング、
を備える、光学素子。
　（開示の要旨）
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態は、光学素子に関する。例えば、非
限定的な一実施形態は、第１の状態および第２の状態を有し、基材の少なくとも一部分に
結合される少なくとも部分コーティングを備え、この少なくとも部分コーティングは、少
なくとも化学線放射に応答して第１の状態から第２の状態に切り替わり、熱エネルギーに
応答して元の第１の状態に戻り、かつ第１の状態および第２の状態の少なくとも一方にお
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いて、少なくとも透過した放射線を直線偏光させるように適合された、光学素子を提供す
る。
【００１２】
　別の非限定的な実施形態は、基材、および基材の少なくとも一部分に結合され、セル法
（ＣＥＬＬ　ＭＥＴＨＯＤ）により測定したとき活性化状態において２．３より大きい平
均吸光度比を有する少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆
性フォトクロミック二色性化合物を含有する光学素子を提供する。
【００１３】
　さらに別の非限定的な実施形態は、基材、基材の少なくとも一部分に結合される少なく
とも１つの少なくとも部分的に整列させた配向機能体（ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　ｆａｃ
ｉｌｉｔｙ）、および少なくとも部分的に整列させた配向機能体の少なくとも一部分に結
合される少なくとも部分コーティングを備え、この少なくとも部分コーティングが、少な
くとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料と、少なくとも部分的に整列さ
せた異方性材料の少なくとも一部に少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１
種類のフォトクロミック二色性化合物とを含有する光学素子を提供する。
【００１４】
　さらにまた別の非限定的な実施形態は、基材、基材の少なくとも１つの表面の少なくと
も一部分に結合される少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を備える第１の少
なくとも部分コーティング、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体の少なくと
も一部に結合され、かつ少なくとも部分的にアライメントされたアライメント転送材料を
含有する第２の少なくとも部分コーティング、およびアライメント転送材料（ａｌｉｎｇ
ｍｅｎｔ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｍａｔｅｒｉａｌ）の少なくとも一部分に結合される第３
の少なくとも部分コーティングを含有し、この第３の少なくとも部分コーティングが、少
なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料と、少なくとも部分的にアラ
イメントされたアライメント転送材料の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメ
ントされた少なくとも１種類の異方性材料と、少なくとも部分的にアライメントされた異
方性材料の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類
のフォトクロミック二色性化合物とを含有する、光学素子を提供する。
【００１５】
　他の非限定的な実施形態は、複合光学素子に関する。例えば、非限定的な一実施形態は
、基材、基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも部分的に整列させたポリマー系
シート、および少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートの少なくとも一部分と少
なくとも部分的にアライメントされ、かつセル法により測定したとき活性化状態において
２．３より大きい平均吸光度比を有する少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック
二色性化合物を備える複合光学素子を提供する。
【００１６】
　別の非限定的な実施形態は、基材、および基材の少なくとも一部分に結合される少なく
とも１つのシートを備え、この少なくとも１つのシートが、少なくとも、第１一般方向を
有する少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマー、この液晶ポリマーの少なくとも一部
分内に分布したこの少なくとも第１一般方向とおおむね平行である少なくとも第２一般方
向を有する少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた液晶材料、および少なくと
も１種類の少なくとも部分的に整列させた液晶材料の少なくとも一部分に少なくとも部分
的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する、
複合光学素子を提供する。
【００１７】
　さらに他の非限定的な実施形態は、光学素子の作製方法に関する。例えば、非限定的な
一実施形態は、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フ
ォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも
一部分上に形成する工程を包含する、光学素子の作製方法を提供する。
【００１８】
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　別の非限定的な実施形態は、（ａ）少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一
部分上に形成する工程、および（ｂ）化学線放射に応答して第１の状態から第２の直線偏
光状態に切り替わり、かつ熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻るように少なくと
も部分コーティングの少なくとも一部分を適合させる工程を含む、光学素子の作製方法を
提供する。
【００１９】
　さらに別の非限定的な実施形態は、アライメント媒体を含有する少なくとも部分コーテ
ィングを基材の少なくとも１つの表面の少なくとも一部分に形成し、このアライメント媒
体の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程；アライメント転送材料を、こ
のアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分上に含有
する少なくとも１つの少なくとも部分コーティングを形成し、このアライメント転送材料
の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体の少なくとも一
部と少なくとも部分的にアライメントさせる工程；および異方性材料と少なくとも１種類
のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングを、アライメン
ト転送材料の少なくとも一部分上に形成する工程；この異方性材料の少なくとも一部分に
少なくとも部分的にアライメントされたアライメント転送材料の少なくとも一部分に少な
くとも部分的にアライメントさせる工程；ならびに少なくとも１種類のフォトクロミック
二色性化合物の少なくとも一部を少なくとも部分的にアライメントされた異方性材料の少
なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメントさせる工程を包含する、光学素子の作
製方法を提供する。
【００２０】
　さらに別の非限定的な実施形態は、少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートを
基材の少なくとも一部分に結合する工程を包含し、この少なくとも部分的に整列させたポ
リマー系シートが、その少なくとも一部分に結合され、セル法により測定したとき活性化
状態において２．３より大きい平均吸光度比を有する少なくとも１種類の少なくとも部分
的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を含有する、複合素子
の作製方法を提供する。
【００２１】
　さらにまた別の非限定的な実施形態は、少なくとも第１一般方向を有する少なくとも部
分的に整列させた液晶ポリマー、この液晶ポリマーの少なくとも一部分内に分布した少な
くとも第２一般方向を有する少なくとも１種類の液晶材料、およびこの液晶材料の少なく
とも一部分に少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロミッ
ク二色性化合物を含有するシートを形成する工程；ならびにこのシートの少なくとも一部
分を光学基材の少なくとも一部分に結合させて複合素子を形成する工程を包含する、複合
素子の作製方法を提供する。　
【００２２】
　さらに別の非限定的な実施形態は、少なくとも第１一般方向を有する少なくとも部分的
に整列させた液晶ポリマー、およびこの液晶ポリマーの少なくとも一部分内に分布した少
なくとも第２一般方向を有する液晶材料を含有するシートを形成する工程、このシートの
少なくとも一部分を光学基材の少なくとも一部分に結合する工程、および少なくとも１種
類のフォトクロミック二色性化合物をこのシートの少なくとも一部分に吸収させる工程を
包含する、複合素子の作製方法を提供する。
【００２３】
　別の非限定的な実施形態は、少なくとも部分的に整列させた液晶材料および少なくとも
１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有す
る少なくとも部分コーティングを、光学基材の少なくとも一部分上にオーバーモールディ
ングする工程を包含する、光学素子の作製方法を提供する。
【００２４】
　さらに別の非限定的な実施形態は、少なくとも部分的に整列させた液晶材料を含有する
少なくとも部分コーティングを光学基材の少なくとも一部分上にオーバーモールディング
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する工程；および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物をこの少なくとも部
分的に整列させた液晶材料の少なくとも一部分に吸収させる工程を包含する、光学素子の
作製方法を提供する。
【００２５】
　他の非限定的な実施形態は、セキュリティ素子に関する。例えば、非限定的な一実施形
態は、基材の少なくとも一部分に結合され、第１の状態および第２の状態を有し、基材の
少なくとも一部分に結合される少なくとも部分コーティングを備え、この少なくとも部分
コーティングは、少なくとも化学線放射に応答して第１の状態から第２の状態に切り替わ
り、熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻り、かつ第１の状態および第２の状態の
少なくとも一方において、少なくとも透過した放射線を直線偏光させるように適合された
セキュリティ素子を提供する。
【００２６】
　別の非限定的な実施形態は、少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一部分上
に形成する工程を包含し、この少なくとも部分コーティングが、少なくとも１種類の少な
くとも部分的にアライメントされた熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物を含有する
セキュリティ素子の作製方法を提供する。
【００２７】
　他の非限定的な実施形態は、液晶セルに関する。例えば、非限定的な一実施形態は、第
１表面を有する第１基材、第２表面を有する第２基材（ここで、第２基材の第２表面は、
ある領域を規定するように、第１基材の第１表面に対向しており、かつこれから隔てられ
ている）、少なくとも部分的に整列させるように適合された液晶材料と、少なくとも部分
的にアライメントさせるように適合され、セル法により測定したとき活性化状態において
２．３より大きい平均吸光度比を有する、第１表面およびこの第２表面により規定される
領域内に配置される少なくとも１種類の熱的可逆性フォトクロミック二色性化合物とを含
有する液晶セルを提供する。
【００２８】
　別の非限定的な実施形態は、基材、および第１の状態および第２の状態を基材の少なく
とも一部分に有する少なくとも部分コーティングを備え、少なくとも部分コーティングは
、少なくとも一方の状態において円偏光または楕円偏光するように適合させてあり、この
少なくとも部分コーティングの厚み全体にらせん状に配列された分子を有するキラルネマ
チックまたはコレステリック液晶材料、その長軸がこの液晶材料の分子とおおむね平行に
なるようにこの液晶材料と少なくとも部分的にアライメントされている、少なくとも１種
類のフォトクロミック二色性化合物を含有する光学素子を提供する。
【００２９】
　別の非限定的な実施形態は、基材、および基材の少なくとも一部分に結合される少なく
とも部分コーティングを備える光学素子であって、この少なくとも部分コーティングが、
少なくとも部分的に整列させた異方性材料と、少なくとも部分的に整列させた異方性材料
に少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化
合物とを含有し、このフォトクロミック二色性化合物が、（ａ）ピラン、オキサジンおよ
びフルギドから選択される少なくとも１個のフォトクロミック基；および（ｂ）この少な
くとも１個のフォトクロミック基に結合し、
－［Ｓ１］ｃ－［Ｑ１－［Ｓ２］ｄ］ｄ’－［Ｑ２－［Ｓ３］ｅ］ｅ’－［Ｑ３－［Ｓ４

］ｆ］ｆ’－Ｓ５－Ｐ
により表される少なくとも１種類の延長剤（ｌｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）Ｌ（
これは、以下に詳細に説明する）を含有する、光学素子を提供する。
【００３０】
　本発明の種々の非限定的な実施形態は、図面と関連させて読むと、より良好に理解され
よう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
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【図１】図１は、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によるコーティング
について得られた２つの平均差吸収スペクトルを示す。
【図２】図２は、本明細書中に開示された非限定的な一実施形態によるオーバーモールド
アセンブリの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　（実施形態の詳細な説明）
　本明細書中および添付の特許請求の範囲で使用する場合、冠詞「ａ」、「ａｎ」および
「ｔｈｅ」は、特に記載のない限り、および明白に１つの指示対象に限定しない限り、複
数の指示対象を含む。
【００３３】
　加えて、本明細書の目的のため、特に記載のない限り、本明細書において使用する構成
成分、反応条件および他の特性またはパラメータの量を示すすべての数字は、あらゆる場
合において、用語「約」によって修飾されると理解するものとする。したがって、特に記
載のない限り、以下の明細書および添付の特許請求の範囲に記載する数値パラメータは近
似値であることを理解されたい。控えめに言っても、均等論を特許請求の範囲の範囲に適
用用途するのを制限する試みとしてではなく、報告した有効数字の数値および通常の周辺
技術の適用用途に鑑みて読んで頂きたい。
【００３４】
　さらに、本発明の広範囲に示される数値範囲およびパラメータは、上記のように近似値
であるが、実施例のセクションに示す数値は、できるだけ正確に報告している。しかしな
がら、かかる数値は、測定装置および／または測定技術に起因するある一定の誤差を固有
に含むことを理解されたい。
【００３５】
　以下に、光本発明の種々の非限定的な実施形態による光学素子およびデバイスについて
記載する。本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態は、第１の状態および第２
の状態を有し、基材の少なくとも１つの表面の少なくとも一部分に結合される少なくとも
部分コーティングを備える光学素子であって、この少なくとも部分コーティングが、少な
くとも化学線放射に応答して第１の状態から第２の状態に切り替わり、かつ熱エネルギー
に応答して元の第１の状態に戻り、第１の状態および第２の状態の少なくとも一方におい
て少なくとも透過した放射線を直線偏光させるように適合された光学素子を提供する。本
明細書中で使用する場合、用語「熱エネルギー」は、任意の形態の熱を意味する。
【００３６】
　用語「状態」を変更するために本明細書中で使用する場合、用語「第１」および「第２
」は、なんら特定の順序または時系列を示すのではなく、２つの異なる条件または特性を
示すことを意図する。例えば、本明細書において限定しないが、コーティングの第１の状
態および第２の状態は、少なくとも１つの光学特性、例えば、限定されないが、可視光お
よび／またはＵＶ放射線の吸収または直線偏光に関して異なり得る。したがって、本明細
書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも部分コーティングは、
第１および第２の状態の各々において異なる吸収スペクトルを有するように適合され得る
。例えば、本明細書において限定しないが、少なくとも部分コーティングは、第１の状態
において透明であり第２の状態において着色状態であり得る。あるいはまた、少なくとも
部分コーティングは、第１の状態において第１の色を、第２の状態において第２の色を有
するように適合され得る。さらに、以下により詳細に記載するように、少なくとも部分コ
ーティングは、第１の状態において直線偏光ではなく（または「非偏光状態」）第２の状
態において直線偏光状態であるように適合され得る。
【００３７】
　本明細書中で使用する場合、用語「光学」は、光および／または視力に関するか、また
はそれに関連することを意味する。例えば、本明細書中に開示された種々の非限定的な実
施形態によれば、光学素子またはデバイスは、眼科用素子および素子、ディスプレイ素子
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および素子、ウィンドウ、反射鏡ならびに能動および受動液晶セル素子および素子から選
択され得る。本明細書中で使用する場合、用語「眼科用」は、目および視力に関するか、
またはそれに関連することを意味する。眼科用素子の非限定的な例としては、矯正および
非矯正レンズ（シングルビジョンレンズ、またはマルチビジョンレンズ（これは、セグメ
ントまたは非セグメントいずれのマルチビジョンレンズでもよい（例えば、限定されない
が、二焦点レンズ、三焦点レンズおよびプログレッシブレンズなど）を含む））ならびに
視力を（美容上またはその他として）矯正、保護または強化するために使用される他の素
子（限定されないが、コンタクトレンズ、眼内レンズ、拡大鏡および保護レンズまたは遮
光板を含む）が挙げられる。本明細書中で使用する場合、用語、「ディスプレイ」は、目
視または機械読取可能な、単語、数、記号、模様または図による情報の表示を意味する。
ディスプレイ素子および素子非限定的な例としては、スクリーン、モニターおよびセキュ
リティ素子（例えば、セキュリティマークなど）が挙げられる。本明細書中で使用する場
合、用語「ウィンドウ」は、放射線がこれを透過することを可能にするように適合された
開口部を意味する。ウィンドウの非限定的な例としては、自動車および航空機用の透明板
（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｙ）、フィルター、シャッターおよび光スイッチが挙げられる
。本明細書中で使用する場合、用語「反射鏡」は、入射光の大部分を正反射する表面を意
味する。
【００３８】
　本明細書中で使用する場合、用語「液晶セル」は、整列させられ得る液晶材料を含有す
る構造をいう。能動液晶セルは、液晶材料が、整列された状態と無秩序状態の間、または
２つの整列された状態間で、電界または磁界などの外力の印加により切り替わり得るセル
である。受動液晶セルは、液晶材料が整列された状態を維持するセルである。能動液晶セ
ル素子またはデバイスの非限定的な一例は液晶ディスプレイである。
【００３９】
　上記のように、非限定的な一実施形態は、ひとつには、第１の状態および第２の状態を
有し、基材の少なくとも１つの表面の少なくとも一部分に結合される少なくとも部分コー
ティングを備える光学素子を提供する。本明細書中で使用する場合、用語「コーティング
」は、流動性組成物に由来する支持膜を意味し、これは均一な厚みを有していても有して
いなくてもよいが、明確にポリマー系シートは除外される。本明細書中で使用する場合、
用語「シート」は、おおむね均一な厚みを有し、自立（ｓｅｌｆ-ｓｕｐｐｏｒｔ）可能
である予備形成された膜を意味する。さらに、本明細書中で使用する場合、用語「に結合
される」は、物体と直接接触している、または１つ以上の他の構造体または材料（これら
の少なくとも１つはこの物体と直接接触している）により物体と間接的に接触しているこ
とを意味する。したがって、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば
、第１の状態および第２の状態を有する少なくとも部分コーティングは、基材の少なくと
も一部分と直接接触していてもよく、または１つ以上の他の構造または材料により、基材
の少なくとも一部分と間接的に接触していてもよい。例えば、本明細書において限定しな
いが、少なくとも部分コーティングは、１つ以上の他の少なくとも部分コーティング、ポ
リマーシートまたはその組合せ（その少なくとも１種は、基材の少なくとも一部分と直接
接触している）と接触していてもよい。
【００４０】
　一般的に言うと、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態との組み合わせに
おける使用に好適な基材としては、限定されないが、有機材料、無機材料またはその組合
せ（例えば、複合材料）から形成される基材が挙げられる。本明細書中に開示された種々
の非限定的な実施形態に従って使用され得る基材の非限定的な例を、以下に、より詳細に
記載する。
【００４１】
　本明細書中に開示された基材を形成するために使用され得る有機材料の非限定的な具体
例としては、高分子材料、例えば、米国特許第５，９６２，６１７号および米国特許第５
，６５８，５０１号の第１５欄、第２８行～第１６欄、第１７行（これらの米国特許の開
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示は、これにより本明細書中に具体的に参考として援用される）に開示されたモノマーお
よびモノマー混合物から調製されるホモポリマーおよびコポリマーが挙げられる。例えば
、かかる高分子材料は、熱可塑性または熱硬化性高分子材料であり得、透明または光学的
に透明であり得、必要とされる任意の屈折率を有する。開示されたかかるモノマーおよび
ポリマーの非限定的な例としては、ポリオール（アリルカーボネート）モノマー（例えば
、ジエチレングリコールビス（アリルカーボネート）（このモノマーは、ＰＰＧ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．より商標ＣＲ－３９で販売されている）などのアリルジグリコ
ールカーボネート）；ポリウレタンプレポリマーとジアミン硬化剤との反応により調製さ
れる、ポリ尿素－ポリウレタン（ポリ尿素－ウレタン）ポリマー（かかるポリマーの１つ
の組成物は、ＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．により商標ＴＲＩＶＥＸで販売さ
れている）；ポリオール（メタ）アクリロイル末端カーボネートモノマー；ジエチレング
リコールジメタクリレートモノマー；エトキシル化フェノールメタクリレートモノマー；
ジイソプロペニルベンゼンモノマー；エトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレ
ートモノマー；エチレングリコールビスメタクリレートモノマー；ポリ（エチレングリコ
ール）ビスメタクリレートモノマー；ウレタンアクリレートモノマー；ポリ（エトキシル
化ビスフェノールＡ　ジメタクリレート）；ポリ（酢酸ビニル）；ポリ（ビニルアルコー
ル）；ポリ（塩化ビニル）；ポリ（塩化ビニリデン）；ポリエチレン；ポリプロピレン；
ポリウレタン；ポリチオウレタン；ビスフェノールＡおよびホスゲン由来カーボネート結
合樹脂などの熱可塑性ポリカーボネートが挙げられ、かかる材料の一例は、商標ＬＥＸＡ
Ｎで販売されている；商標ＭＹＬＡＲで販売されている材料などのポリエステル；ポリ（
エチレンテレフタレート）；ポリビニルブチラール；商標ＰＬＥＸＩＧＬＡＳで販売され
ている材料などのポリ（メチルメタクリレート）、および多官能性イソシアネートをポリ
チオールまたはポリエピスルフィドモノマーと反応させることにより調製されるポリマー
（単独重合、またはポリチオール、ポリイソシアネート、ポリイソチオシアネートおよび
任意選択でエチレン性不飽和モノマーまたはハロゲン化芳香族含有ビニルモノマーとの共
重合および／もしくは三量体化のいずれかである）が挙げられる。また、例えば、ブロッ
クコポリマーまたは相互貫入網目生成物を形成するため、かかるモノマーのコポリマー、
および記載のポリマーのブレンド、および他のポリマーとのコポリマーも企図される。
【００４２】
　本明細書において限定しないが、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態に
よれば、基材は眼科用基材であり得る。本明細書中で使用する場合、用語「眼科用基材」
は、レンズ、部分形成されたレンズおよびレンズブランクを意味する。本明細書中に開示
された種々の非限定的な実施形態による眼科用基材の形成における使用に好適な有機材料
非限定的な例としては、限定されないが、眼科用基材として有用な、当この技術分野にお
いてよく知られたポリマー、例えば、眼科用レンズなどの光学適用用途のための光学的に
透明な成型体を作製するために使用される有機光学樹脂が挙げられる。
【００４３】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態にしたがって基材を形成することに
おける使用に好適な有機材料の他の非限定的な例としては、合成有機材料および天然有機
材料の両方が挙げられ、限定されないが、不透明または半透明高分子材料、天然および合
成織物ならびに紙および木材などのセルロース系材料が含まれる。
【００４４】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態にしたがって基材を形成することに
おける使用に好適な無機材料の非限定的な例としては、ガラス、鉱物、セラミックおよび
金属が挙げられる。例えば、非限定的な一実施形態において、基材はガラスを含有し得る
。他の非限定的な実施形態において、基材は、反射表面、例えば、研磨されたセラミック
基材、金属基材または鉱物基材を有し得る。他の非限定的な実施形態において、ミラーコ
ーティング（ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　ｃｏａｔｉｎｇ）またはミラー層は、無機または有
機基材の表面に堆積またはその他の方法で適用し、反射性にするか、またはその反射率増
大させ得る。
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【００４５】
　さらに、本明細書中に開示されたある特定の非限定的な実施形態によれば、基材は、保
護コーティング、例えば、限定されないが耐摩耗性コーティング、例えば、「ハードコー
ティング」など、をその外側表面上に有し得る。例えば、市販の熱可塑性ポリカーボネー
ト眼科用レンズ基材は、しばしば、その外側表面にすでに適用された耐摩耗性コーティン
グを伴って販売されている。それは、これらの表面は容易に傷つき、擦れ、擦れ落ちる傾
向にあるからである。かかるレンズ基材の一例は、ＧＥＮＴＥＸＴＭポリカーボネートレ
ンズ（Ｇｅｎｔｅｘ　Ｏｐｔｉｃｓから入手可能）である。したがって、本明細書中で使
用する場合、用語「基材」としては、限定されないが、耐摩耗性コーティングなどの保護
コーティングをその表面（１つまたは複数）上に有する基材が挙げられる。
【００４６】
　さらにまた、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による基材は、薄い着
色のない基材、薄く着色された基材、直線偏光性基材、円偏光性基材、楕円偏光性基材、
フォトクロミック基材または薄く着色されたフォトクロミック基材であり得る。基材に関
して本明細書中で使用する場合、用語「薄い着色のない」は、着色剤添加（例えば、限定
されないが、従来の染料など）が本質的になく、化学線放射に応答して有意に変化しない
可視光放射線の吸収スペクトルを有する基材を意味する。さらに、基材に関して、用語「
薄く着色された」は、着色剤添加（例えば、限定されないが、従来の染料など）を有し、
化学線放射に応答して有意に変化しない可視光放射線の吸収スペクトル有する基材を意味
する。
【００４７】
　基材に関して本明細書中で使用する場合、用語「直線偏光性」は、放射線を直線偏光さ
せるように適合された基材をいう。基材に関して本明細書中で使用する場合、用語「円偏
光性」は放射線を円偏光するように適合された基材をいう。基材に関して本明細書中で使
用する場合、用語「楕円偏光性」は、放射線を楕円偏光するように適合された基材をいう
。基材に関して本明細書中で使用する場合、用語「フォトクロミック」は、少なくとも化
学線放射に応答して変化する可視光放射線の吸収スペクトルを有する基材をいう。さらに
、基材に関して本明細書中で使用する場合、用語「薄く着色されたフォトクロミック」は
、フォトクロミック材料に加えて着色剤添加を含み、少なくとも化学線放射に応答して変
化する可視光放射線の吸収スペクトルを有する基材を意味する。したがって、例えば、お
よび限定されないが、薄く着色されたフォトクロミック基材は、化学線放射に曝露された
とき、着色剤の特徴を示す第１の色および着色剤とフォトクロミック材料の組み合わせの
特徴を示す第２の色を有し得る。
【００４８】
　前述のように、従来の直線偏光素子は、典型的には、延伸されたポリマーシートおよび
二色性染料を用いて形成される。しかしながら、これらの従来の直線偏光素子は、一般的
に、単一の薄く着色された直線偏光状態を有する。前述のように、用語「直線偏光させる
」は、光波の電界ベクトルの振動を一方向限定することを意味する。さらに、前記のよう
に、従来のフォトクロミック素子は、従来のフォトクロミック化合物から形成され、少な
くとも２つの状態、例えば、透明状態および着色状態を有する。前述のように、用語「フ
ォトクロミック」は、少なくとも化学線放射に応答して変化する少なくとも可視光放射線
の吸収スペクトル有することを意味する。しかしながら、従来のフォトクロミック素子は
、一般的に、放射線を直線偏光させるように適合されていない。
【００４９】
　上記のように、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による光学素子は、
第１の状態および第２の状態を有し、化学線放射に応答して第１の状態から第２の状態に
切り替わり、熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻り、かつ第１の状態および第２
の状態の少なくとも一方において直線偏光状態であるように適合された、少なくとも部分
コーティングを備える。すなわち、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態に
よる光学素子は、フォトクロミック二色性素子であり得る。本明細書中で使用する場合、
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用語「フォトクロミック二色性」は、ある一定の条件下で、フォトクロミック性および二
色性（すなわち、直線偏光）の両方の特性を示すことを意味し、この特性は、機器の使用
によって少なくとも検出可能である。さらに、以下により詳細に記載するように、本明細
書中に開示された種々の非限定的な実施形態による光学素子は、少なくとも部分的にアラ
イメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を用いて形成され得る
。
【００５０】
　前記のように、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくと
も部分コーティングは、第１の状態において非偏光状態であり（すなわち、コーティング
は、光波の電界ベクトルの振動を一方向に限定しない）、第２の状態において少なくとも
透過した放射線を直線偏光させるように適合され得る。本明細書中で使用する場合、用語
「透過した放射線」は、物体の少なくとも一部分を通り抜けた放射線をいう。本明細書に
おいて限定しないが、透過した放射線は、紫外線放射、可視光放射線またはその組み合わ
せであり得る。したがって、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば
、少なくとも部分コーティングは、第１の状態において非偏光状態であり、第２の状態に
おいて、透過した紫外線放射、透過した可視光放射線またはその組み合わせを直線偏光さ
せるように適合され得る。
【００５１】
　さらに他の非限定的な実施形態によれば、第１の状態および第２の状態を有する少なく
とも部分コーティングは、第１の状態において第１吸収スペクトルを、第２の状態におい
て第２吸収スペクトルを有し、第１および第２の状態の両方において直線偏光状態である
ように、適合され得る。
【００５２】
　非限定的な一実施形態によれば、第１の状態および第２の状態を有する少なくとも部分
コーティングは、少なくとも一方の状態において少なくとも１．５の平均吸光度比を有し
得る。別の非限定的な実施形態によれば、少なくとも部分コーティングは、少なくとも一
方の状態において少なくとも１．５～５０（またはそれより大きい）範囲の平均吸光度比
を有し得る。前述のように、用語「吸光度比」は、第１平面における直線偏光した放射線
の吸光度の、第１平面に直交する平面における直線偏光した放射線の吸光度に対する比を
いい、ここで第１平面は、最大吸光度を有する平面とする。したがって、吸光度比（およ
び平均吸光度比（以下に記載））は、放射線の２つの直交平面偏光成分の一方がどれだけ
強く物体または材料により吸収されたかの指標である。
【００５３】
　フォトクロミック二色性化合物を含有するコーティングまたは素子の平均吸光度比は、
以下に記載するようにして測定され得る。例えば、フォトクロミック二色性化合物を含有
するコーティングの平均吸光度比を測定するため、コーティングを有する基材を光学ベン
チ上に配置し、コーティングを、フォトクロミック二色性化合物の活性化によって直線偏
光状態に置く。活性化は、コーティングをＵＶ放射線に、飽和またはほぼ飽和状態（すな
わち、コーティングの吸収特性が、測定が行なわれている時間中、実質的に変化しない状
態）に達するのに充分な時間曝露することによってなされる。吸光度測定値は、ある一定
時間（典型的には、１０～３００秒）、３秒間隔で、光学ベンチに垂直な平面（０°偏光
平面または方向という）において直線偏光状態の光、および光学ベンチと平行な平面（９
０°偏光平面または方向という）において直線偏光状態の光について、以下のシーケンス
：０°、９０°、９０°、０°などで取得する。コーティングによる直線偏光された光の
吸光度は、各時間間隔で、試験した波長のすべてについて測定され、同じ波長範囲の非活
性化吸光度（非活性化状態におけるコーティングの吸光度）を差し引き、０°および９０
°偏光平面の各々での活性化状態におけるコーティングの吸収スペクトルを得、飽和また
はほぼ飽和状態におけるコーティングの各偏光平面の平均差吸収スペクトルを得る。
【００５４】
　例えば、図１を参照すると、本明細書中に開示された非限定的な一実施形態によるコー
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ティングについて得られた一偏光平面における平均差吸収スペクトル（一般的に、１０で
示す）が示されている。平均吸収スペクトル（一般的に、１１で示す）は、直交偏光平面
における同じコーティングについて得られた平均差吸収スペクトルである。
【００５５】
　コーティングについて得られた平均差吸収スペクトルに基づき、コーティングの平均吸
光度比は、以下のようにして得られる。λｍａｘ－ｖｉｓ＋／－５ナノメートルに相当す
る所定範囲の波長（λｍａｘ－ｖｉｓは、任意の平面にいてコーティングが最大平均吸光
度を有した波長）（一般的に、図１において１４で示す）における各波長でのコーティン
グの吸光度比は、以下の等式：
　　ＡＲλｉ＝Ａｂ１

λｉ／Ａｂ２
λｉ　　　　　　　　　　　　　式１

（式中、ＡＲλｉは、波長λｉにおける吸光度比であり、Ａｂ１
λｉは、高い方の吸光度

を有する偏光方向（すなわち、０°または９０°）での波長λｉにおける平均吸光度であ
り、Ａｂ２

λｉは、残りの偏光方向での波長λｉにおける平均吸光度である）にしたがっ
て算出される。前述のように、「吸光度比」は、第１平面において直線偏光した放射線の
吸光度の、第１平面に直交する平面において直線偏光した同じ波長の放射線の吸光度に対
する比をいい、ここで、第１平面は、最大吸光度を有する平面とする。
【００５６】
　コーティングの平均吸光度比（「ＡＲ」）は、したがって、
所定の波長範囲（すなわち、λｍａｘ－ｖｉｓ＋／－５ナノメートル）にわたる個々の吸
光度比を、以下の等式
　　ＡＲ＝Σ（ＡＲλｉ）／ｎｉ　　　　　　　　　　　　　　式２
（式中、ＡＲは、コーティングの平均吸光度比であり、ＡＲλｉは、所定の波長範囲内で
の各波長での個々の吸光度比（上記等式１により算出）であり、ｎｉは、平均した個々の
吸光度比の数である）
にしたがって平均することにより算出される。平均吸光度比の測定方法のより詳細な記載
は、以下の実施例に提供する。
【００５７】
　前記のように、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、第１の状
態および第２の状態を有する少なくとも部分コーティングは、少なくとも部分的にアライ
メントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を備え得る。前述のよう
に、用語「フォトクロミック二色性」は、ある一定の条件下で、フォトクロミックおよび
二色性（すなわち、直線偏光）の両方特性を示すことを意味し、この特性は、機器の使用
によって少なくとも検出可能である。したがって、「フォトクロミック二色性化合物」は
、ある一定の条件下で、フォトクロミック性および二色性（すなわち、直線偏光）の両方
特性を示し、その特性が機器の使用によって少なくとも検出可能である化合物である。し
たがって、フォトクロミック二色性化合物は、少なくとも化学線放射に応答して変化し、
少なくとも透過した放射線の２つの直交平面偏光成分の一方を他方よりもより強く吸収す
ることができる少なくとも可視光放射線の吸収スペクトルを有する。加えて、上記の従来
のフォトクロミック化合物のように、本明細書中に開示されたフォトクロミック二色性化
合物は、熱的可逆性であり得る。すなわち、フォトクロミック二色性化合物は、化学線放
射に応答して第１の状態から第２の状態に切り替わり、熱エネルギーに応答して元の第１
の状態に戻り得る。本明細書中で使用する場合、用語「化合物」は、２種類以上の元素、
成分、構成成分または部分の結合体で形成された物質を意味し、限定されないが、２種類
以上の元素、成分、構成成分または部分の結合体で形成された分子および高分子（例えば
、ポリマーおよびオリゴマー）が挙げられる。
【００５８】
　例えば、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種
類のフォトクロミック二色性化合物は、第１吸収スペクトルを有する第１の状態、第１吸
収スペクトルと異なる第２吸収スペクトルを有する第２の状態を有し得、少なくとも化学
線放射に応答して第１の状態から第２の状態に切り替わり、熱エネルギーに応答して元の
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第１の状態に戻るように適合され得る。さらに、フォトクロミック二色性化合物は、第１
の状態および第２の状態の一方または両方において二色性（すなわち、直線偏光）であり
得る。例えば、要求されないが、フォトクロミック二色性化合物は、活性化状態において
直線偏光であり、脱色または色あせた（すなわち、活性化されていない）状態において非
偏光状態であり得る。本明細書中で使用する場合、用語「活性化状態」は、フォトクロミ
ック二色性化合物が、充分な化学線放射に曝露されると、フォトクロミック二色性化合物
の少なくとも一部分が、第１の状態から第２の状態に切り替わることをいう。さらに、要
求されないが、フォトクロミック二色性化合物は、第１および第２の状態の両方において
二色性であり得る。本明細書において限定しないが、例えば、フォトクロミック二色性化
合物は、活性化状態および脱色状態の両方において可視光放射線を直線偏光させ得る。さ
らに、フォトクロミック二色性化合物は、活性化状態において可視光放射線直線偏光させ
得、脱色状態においてＵＶ放射線を直線偏光させ得る。
【００５９】
　要求されないが、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なく
とも１種類のフォトクロミック二色性化合物は、セル法により測定したとき活性化状態に
おいて少なくとも１．５の平均吸光度比を有し得る。本明細書中に開示された他の非限定
的な実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物は、セル法に
より測定したとき活性化状態において２．３より大きい平均吸光度比を有し得る。さらに
他の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメント
されたフォトクロミック二色性化合物は、セル法により測定したとき活性化状態において
１．５～５０の範囲の平均吸光度比を有し得る。他の非限定的な実施形態によれば、少な
くとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物は
、セル法により測定したとき活性化状態において、４～２０の範囲の平均吸光度比を有し
得、さらに３～３０の範囲の平均吸光度比を有し得、またさらに２．５～５０の範囲の平
均吸光度比を有し得る。しかしながら、一般的に言うと、少なくとも１種類の少なくとも
部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物の平均吸光度比は、デバイス
または素子に所望の特性を付与するのに充分な任意の平均吸光度比であり得る。好適なフ
ォトクロミック二色性化合物の非限定的な例を、本明細書において、以下に詳細に記載す
る。
【００６０】
　フォトクロミック二色性化合物の平均吸光度比を測定するためのセル法は、コートされ
た基材の吸光度を測定する代わりに、アライメントされた液晶材料およびフォトクロミッ
ク二色性化合物を含有するセルアセンブリを試験する以外は、少なくとも部分コーティン
グの平均吸光度比を測定するために使用される方法（上記、および実施例において記載）
と本質的に同じである。より詳しくは、セルアセンブリは、２０ミクロン＋／－１ミクロ
ン間隔を空けて配置された２つの対向するガラス基材を備える。基材は、２つの対向して
いる縁部に沿ってシールされ、セルを構成する。ガラス基材の各々の内側表面は、ポリイ
ミドコーティングでコートされ、その表面は、摩擦によって少なくとも部分的に整列され
ている。フォトクロミック二色性化合物のアライメントは、フォトクロミック二色性化合
物および液晶媒体をセルアセンブリ内に導入し、液晶媒体を、摩擦されたポリイミド表面
にアライメントさせることによりなされる。液晶媒体およびフォトクロミック二色性化合
物がアライメントされたら、セルアセンブリを光学ベンチ（これは、実施例において詳細
に記載する）上に置き、平均吸光度比を、セルアセンブリの非活性化吸光度を活性化吸光
度から差し引いて平均差吸収スペクトルを得る以外は、コートされた基材について先に記
載したようにして測定する。
【００６１】
　前述のように、二色性化合物は、平面偏光された光の２つの直交する成分の一方を優先
的に吸収することができるが、一般的に、純量直線偏光効果を達成するために、二色性化
合物の分子を好適に位置または配列させることが必要である。同様に、一般的に、純量直
線偏光効果を達成するために、フォトクロミック二色性化合物の分子を好適に位置または
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配列させることが必要である。すなわち、一般的に、フォトクロミック二色性化合物の分
子を、活性化状態におけるフォトクロミック二色性化合物の分子の長軸が互いにおおむね
平行になるようにアライメントすることが必要である。したがって、上記のように、本明
細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物は、少なくとも部分的にアライメントされている。さらに、フォトク
ロミック二色性化合物の活性化状態が、材料の二色性状態に相当する場合、少なくとも１
種類のフォトクロミック二色性化合物は、活性化状態のフォトクロミック二色性化合物の
分子の長軸がアライメントされるように少なくとも部分的にアライメントされ得る。本明
細書中で使用する場合、用語「アライメントされる」は、別の材料、化合物または構造体
との相互作用により、好適な配列または位置に至らせることを意味する。
【００６２】
　さらに、本明細書において限定しないが、少なくとも部分コーティングは、複数のフォ
トクロミック二色性化合物を含有し得る。本明細書において限定しないが、２種類以上の
フォトクロミック二色性化合物が、組み合わせて使用される場合、フォトクロミック二色
性化合物は、互いに補完して所望の色または色相を生じるように選択され得る。例えば、
混合物のフォトクロミック二色性化合物を、本明細書中に開示されたある特定の非限定的
な実施形態にしたがって使用し、ほぼニュートラルグレーまたはほぼニュートラルブラウ
ンなどのある一定の活性化された色を得ることができる。例えば、ニュートラルグレーお
よびブラウンカラーを規定するパラメータが記載された米国特許第５，６４５，７６７号
、第１２欄、第６６行～第１３欄、第１９行（これにより具体的に本明細書中に参考とし
て援用される）を参照のこと。加えて、あるいはまた、少なくとも部分コーティングは、
補完的直線偏光状態を有するフォトクロミック二色性化合物の混合物を含有し得る。例え
ば、フォトクロミック二色性化合物は、光所望の波長範囲において偏光することができる
光学素子を作製するため、所望の波長範囲において補足的直線偏光状態を有し得る。さら
にまた、同じ波長で本質的に同じ偏光状態を有する補足的フォトクロミック二色性化合物
の混合物が、得られる総合的直線偏光を強化または増大させるために選択され得る。例え
ば、非限定的な一実施形態によれば、第１の状態および第２の状態を有する少なくとも部
分コーティングは、少なくとも２種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトク
ロミック二色性化合物を含有し得、この少なくとも２種類の少なくとも部分的にアライメ
ントされたフォトクロミック二色性化合物は、補色および補足的直線偏光状態の少なくと
も一方を有する。
【００６３】
　前述のように、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態は、基材の少なくと
も一部分に結合され少なくとも部分コーティングを備える光学素子を提供し、この少なく
とも部分コーティングは、少なくとも化学線放射に応答して第１の状態から第２の状態に
切り替わり、熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻り、第１の状態および第２の状
態の少なくとも一方において少なくとも透過した放射線を直線偏光させるように適合され
る。さらに、種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも部分コーティングは、少な
くとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を
含有し得る。
【００６４】
　加えて、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、第１の状態およ
び第２の状態を有する少なくとも部分コーティングは、少なくとも部分コーティングの加
工処理、特性または性能の１つ以上を促進し得る少なくとも１種類の添加剤をさらに含有
し得る。かかる添加剤の非限定的な例としては、染料、アライメント促進剤、運動促進添
加剤（ｋｉｎｅｔｉｃ　ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　ａｄｄｉｔｉｖｅ）、光開始剤、熱開始剤
、重合禁止剤、溶剤、光安定剤、（例えば、限定されないが、紫外線吸収剤および光安定
剤（ヒンダードアミン光安定剤（ＨＡＬＳ）など））、熱安定剤、離型剤、レオロジー制
御剤、レベリング剤、（例えば、限定されないが、界面活性剤）、フリーラジカルスカベ
ンジャー、および接着促進剤（例えば、ヘキサンジオールジアクリレートおよびカップリ
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ング剤）が挙げられる。
【００６５】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による少なくとも部分コーティング
中に存在させ得る染料の非限定的な例としては、所望の色または他の光学特性を上記少な
くとも部分コーティングに付与し得る有機染料が挙げられる。
【００６６】
　本明細書中で使用する場合、用語「アライメント促進剤」は、これが添加された材料の
アライメントの速度および均一性の少なくとも１つを促進し得る添加剤を意味する。本明
細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による少なくとも部分コーティング中に存
在させ得るアライメント促進剤の非限定的な例としては、米国特許第６，３３８，８０８
号および米国特許公開公報第２００２／００３９６２７号（これにより具体的に本明細書
中に参考として援用される）に記載されたものが挙げられる。
【００６７】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による少なくとも部分コーティング
中に存在させ得る運動促進添加剤の非限定的な例としては、エポキシ含有化合物、有機ポ
リオールおよび／または可塑剤が挙げられる。かかる運動促進添加剤のより具体的な例は
、米国特許第６，４３３，０４３号および米国特許公開公報第２００３／００４５６１２
号（これにより具体的に本明細書中に参考として援用される）に開示されている。
【００６８】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による少なくとも部分コーティング
中に存在させ得る光開始剤の非限定的な例としては、開裂型光開始剤および引抜き（ａｂ
ｓｔｒａｃｔｉｏｎ）型光開始剤が挙げられる。開裂型光開始剤の非限定的な例としては
、アセトフェノン、α－アミノアルキルフェノン、ベンゾインエーテル、ベンゾイルオキ
シム、アシルホスフィンオキシドおよびビスアシルホスフィンオキシド、またはかかる開
始剤の混合物が挙げられる。かかる光開始剤の市販品の例は、ＤＡＲＯＣＵＲＥ（登録商
標）　４２６５（これは、Ｃｉｂａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉｎｃ．から入手可能）であ
る。引抜き型光開始剤の非限定的な例としては、ベンゾフェノン、ミヒラーのケトン、チ
オキサンテン、アントラキノン、ショウノウキノン、フルオロン、ケトクマリンまたは開
始剤の混合物が挙げられる。
【００６９】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による少なくとも部分コーティング
中に存在させ得る光開始剤の別の非限定的な例は、可視光光開始剤である。好適な可視光
光開始剤の非限定的な例は、米国特許第６，６０２，６０３号（これにより具体的に本明
細書中に参考として援用される）の第１２欄、第１１行～第１３欄、第２１行に示されて
いる。
【００７０】
　熱開始剤の非限定的な例としては、有機ペルオキシ化合物およびアゾビス（有機ニトリ
ル）化合物が挙げられる。熱開始剤として有用な有機ペルオキシ化合物の非限定的な具体
例としては、ペルオキシモノカーボネートエステル（第三級ブチルペルオキシイソプロピ
ルカーボネートなど）；ペルオキシジカーボネートエステル（ジ（２－エチルヘキシル）
ペルオキシジカーボネート、ジ（第二級ブチル）ペルオキシジカーボネートおよびジイソ
プロピルペルオキシジカーボネートなど）；ジアシルペルオキシド（２、４－ジクロロベ
ンゾイルペルオキシド、イソブチリルペルオキシド、デカノールペルオキシド、ラウロイ
ルペルオキシド、プロピオニルペルオキシド、アセチルペルオキシド、ベンゾイルペルオ
キシドおよびｐ－クロロベンゾイルペルオキシド）；ｔ－ブチルペルオキシピバレート、
ｔ－ブチルペルオキシオクチレートおよびｔ－ブチルペルオキシイソブチレートなどのペ
ルオキシエステル；メチルエチルケトンペルオキシド、ならびにアセチルシクロヘキサン
、スルホニルペルオキシドが挙げられる。非限定的な一実施形態において、使用される熱
開始剤は、得られる重合物を退色させないものである。熱開始剤として使用され得るアゾ
ビス（有機ニトリル）化合物の非限定的な例としては、アゾビス（イソブチロニトリル）
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、アゾビス（２、４－ジメチルバレロニトリル）またはその混合物が挙げられる。
【００７１】
　重合禁止剤の非限定的な例としては、ニトロベンゼン、１，３，５，－トリニトロベン
ゼン、ｐ－ベンゾキノン、クロラニル、ＤＰＰＨ、ＦｅＣｌ３、ＣｕＣｌ２、酸素、硫黄
、アニリン、フェノール、ｐ－ジヒドロキシベンゼン、１，２，３－トリヒドロキシベン
ゼンおよび２，４，６－トリメチルフェノールが挙げられる。
【００７２】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による少なくとも部分コーティング
中に存在させ得る溶剤の非限定的な例としては、コーティングの固体成分を溶解し、コー
ティングならびに素子および基材と適合性であり、そして／またはコーティングが適用さ
れる外側表面（１つまたは複数）の均一な被覆率を確保し得るものが挙げられる。可能な
溶剤としては、限定されないが、以下のもの：プロピレングリコールモノメチルエーテル
アセテートおよびその誘導体（ＤＯＷＡＮＯＬ（登録商標）工業用溶剤として販売）、ア
セトン、プロピオン酸アミル、アニソール、ベンゼン、ブチルアセテート、シクロヘキサ
ン、エチレングリコールのジアルキルエーテル、例えば、ジエチレングリコールジメチル
エーテルおよびその誘導体（ＣＥＬＬＯＳＯＬＶＥ（登録商標）、工業用溶剤として販売
）、ジエチレングリコールジベンゾエート、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミ
ド、ジメトキシベンゼン、酢酸エチル、イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサノ
ン、シクロペンタノン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、プロピオン酸メ
チル、プロピレンカーボネート、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、２－メトキ
シエチルエーテル、３－プロピレングリコールメチルエーテルおよびその混合物が挙げら
れる。
【００７３】
　別の非限定的な実施形態において、第１の状態および第２の状態を有する少なくとも部
分コーティングは、少なくとも１種類の従来の二色性化合物をさらに含有し得る。好適な
従来の二色性化合物の非限定的な例としては、アゾメチン、インジゴイド系、チオインジ
ゴイド系、メロシアニン系、インダン系、キノフタロン系染料、ペリレン、フタロペリン
系、トリフェノジオキサジン系、インドロキノキサリン系、イミダゾトリアジン類、テト
ラジン類、アゾおよび（ポリ）アゾ染料、ベンゾキノン系、ナフトキノン系、アントロキ
ノンおよび（ポリ）アントロキノン系、アントロピリミジノン系、ヨウ素、ならびにヨウ
素酸塩が挙げられる。別の非限定的な実施形態において、二色性材料は、重合性二色性化
合物であり得る。すなわち、この非限定的な実施形態によれば、二色性材料は、重合し得
る基（すなわち、「重合性基」）を少なくとも１個含有し得る。例えば、本明細書におい
て限定しないが、非限定的な一実施形態において、少なくとも１つの二色性化合物は、少
なくとも１個の重合性基を有する少なくとも１個のアルコキシ、ポリアルコキシ、アルキ
ルまたはポリアルキル置換基末端を有し得る。
【００７４】
　さらにまた、適合された第１の状態および第２の状態を有する少なくとも部分コーティ
ングは、少なくとも１種類の従来のフォトクロミック化合物を含有し得る。本明細書中で
使用する場合、用語「従来のフォトクロミック化合物」には、熱的可逆性フォトクロミッ
ク化合物および非熱的可逆性（または光可逆性）フォトクロミック化合物の両方が含まれ
る。一般的に、本明細書中において限定しないが、２種類以上の従来のフォトクロミック
材料が互いに組み合わせて、またはフォトクロミック二色性化合物との組み合わせて使用
される場合、種々の材料は、互いに補足的で所望の色または色相を生じるように選択され
得る。例えば、フォトクロミック化合物の混合物を、本明細書中に開示されたある特定の
非限定的な実施形態にしたがって使用し、ほぼニュートラルグレーまたはほぼニュートラ
ルブラウンなどのある一定の活性化された色を得ることができる。例えば、ニュートラル
グレーおよびブラウンカラーを規定するパラメータが記載された米国特許第５，６４５，
７６７号、第１２欄、第６６行～第１３欄、第１９行（これにより具体的に本明細書中に
参考として援用される）を参照のこと。
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【００７５】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による光学素子は、光学素子の基材
に結合される種々のコーティングの任意の結合、接着またはぬれを促進し得る、少なくと
も１つのさらなる少なくとも部分コーティングをさらに備え得る。例えば、非限定的な一
実施形態によれば、光学素子は、少なくとも部分下塗りコーティングを、第１の状態およ
び第２の状態を有する少なくとも部分コーティングと基材の一部分との間に備え得る。さ
らに、本明細書中に開示されたいくつかの非限定的な実施形態において、下塗りコーティ
ングは、コーティング構成成分のこの素子または基材の表面との相互作用（またその逆）
を妨げるためのバリアコーティングとしての機能を果たし得る。
【００７６】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態と組み合わせて使用され得る下塗り
コーティングの非限定的な例としては、カップリング剤、カップリング剤の少なくとも部
分加水分解物およびその混合物を含有するコーティングが挙げられる。本明細書中で使用
する場合、「カップリング剤」は、少なくとも１つの表面上の基と反応、結合および／ま
たは会合することができる少なくとも１個の基を有する材料を意味する。非限定的な一実
施形態において、カップリング剤は、類似または異なる表面であり得る少なくとも２つの
表面の界面における分子ブリッジとしての機能を果たし得る。カップリング剤、別の非限
定的な実施形態において、モノマー、オリゴマー、プレポリマーおよび／またはポリマー
であり得る。かかる材料としては、限定されないが、有機金属、例えば、シラン、チタン
酸塩、ジルコン酸塩、アルミン酸塩、アルミン酸ジルコニウム、その加水分解物、および
その混合物が挙げられる。本明細書中で使用する場合、語句「カップリング剤の少なくと
も部分加水分解物」は、カップリング剤上の加水分解性基の少なくとも一部から全部が加
水分解されていることを意味する。カップリング剤および／またはカップリング剤の加水
分解物に加えて、下塗りコーティングは、他の接着促進性構成成分を含有し得る。例えば
、本明細書において限定しないが、下塗りコーティングは、接着促進量のエポキシ含有材
料をさらに含有し得る。接着促進量のエポキシ含有材料は、カップリング剤含有コーティ
ング組成物に添加されると、後に適用されるコーティングの接着を、エポキシ含有材料を
本質的に含まないカップリング剤含有コーティング組成物と比べて改善し得る。本明細書
中に開示された種々の非限定的な実施形態との組み合わせにおける使用に好適な下塗りコ
ーティングの他の非限定的な例としては、米国特許第６，６０２，６０３号および米国特
許第６，１５０，４３０号（これにより具体的に本明細書中に参考として援用される）に
記載されたものが挙げられる。
【００７７】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による光学素子は、基材の少なくと
も一部分に結合される、従来のフォトクロミックコーティング、抗ミラーコーティング、
直線偏光性コーティング、円偏光性コーティング、楕円偏光性コーティング、中間コーテ
ィング（ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎａｌ　ｃｏａｔｉｎｇ）、下塗りコーティング（例えば、
上記のもの）および保護コーティングから選択される少なくとも１つのさらなる少なくと
も部分コーティングをさらに備え得る。例えば、本明細書において限定しないが、少なく
とも１つのさらなる少なくとも部分コーティングは、第１の状態および第２の状態を有す
る少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分の上に存在、すなわち、オーバーコー
トとしてであり得、または少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分の下に存在、
すなわち、アンダーコートとしてであり得る。加えて、あるいはまた、第１の状態および
第２の状態を有する少なくとも部分コーティングは、基材の第１表面の少なくとも一部分
に結合され得、この少なくとも１つのさらなる少なくとも部分コーティングは、基材の第
２表面の少なくとも一部分に結合され得、ここでこの第１表面がこの第２表面に対向して
いる。
【００７８】
　従来のフォトクロミックコーティングの非限定的な例としては、以下に詳細に記載する
任意の従来のフォトクロミック化合物を含有するコーティングが挙げられる。例えば、本
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明細書において限定しないが、フォトクロミックコーティングは、フォトクロミックポリ
ウレタンコーティング（米国特許第６，１８７，４４４号に記載されたものなど）；フォ
トクロミックアミノプラスト樹脂コーティング（米国特許第４，７５６，９７３号、同第
６，４３２，５４４号および同第６，５０６，４８８号に記載されたものなど）；フォト
クロミックポリシランコーティング（米国特許第４，５５６，６０５号に記載されたもの
など）；フォトクロミックポリ（メタ）アクリレートコーティング（米国特許第６，６０
２，６０３号、同第６，１５０，４３０号および同第６，０２５，０２６号ならびに国際
公開公報ＷＯ　０１／０２４４９に記載されたものなど）；ポリ無水物フォトクロミック
コーティング（米国特許第６，４３６，５２５号に記載されたものなど）；フォトクロミ
ックポリアクリルアミドコーティング（米国特許第６，０６０，００１号に記載されたも
のなど）；フォトクロミックエポキシ樹脂コーティング（米国特許第４，７５６，９７３
号および同第６，２６８，０５５号に記載されたものなど）；およびフォトクロミックポ
リ（尿素－ウレタン）コーティング（米国特許第６，５３１，０７６号に記載されたもの
など）であり得る。上記米国特許および国際公開公報の明細書は、これにより本明細書中
に参考として援用される。
【００７９】
　直線偏光性コーティングの非限定的な例としては、限定されないが、従来の二色性化合
物（例えば、限定されないが、上記のものなど）を含有するコーティングが挙げられる。
【００８０】
　本明細書中で使用する場合、用語「中間コーティング」は、２つのコーティング間の特
性において勾配を生じるのを補助するコーティングを意味する。例えば、本明細書におい
て限定しないが、中間コーティングは、比較的硬質なコーティングと比較的軟質なコーテ
ィング間の硬度において勾配を生じるのを補助し得る。中間コーティングの非限定的な例
としては、放射線硬化型アクリレート系薄膜が挙げられる。
【００８１】
　保護コーティングの非限定的な例としては、オルガノシランを含有する耐摩耗性コーテ
ィング、放射線硬化型アクリレート系薄膜を含む耐摩耗性コーティング、シリカ、チタニ
アおよび／またはジルコニアなどの無機材料系耐摩耗性コーティング、紫外線硬化性酸素
バリアコーティング、ＵＶ遮光性コーティングおよびその組合せのタイプの有機耐摩耗性
コーティングが挙げられる。例えば、非限定的な一実施形態によれば、保護コーティング
は、放射線硬化型アクリレート系薄膜の第１コーティング、およびオルガノシランを含有
する第２コーティングを含み得る。市販の保護コーティング製品の非限定的な例としては
、ＳＩＬＶＵＥ（登録商標）　１２４およびＨＩ－ＧＡＲＤ（登録商標）コーティング（
それぞれ、ＳＤＣ　Ｃｏａｔｉｎｇｓ，　Ｉｎｃ．およびＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ
，　Ｉｎｃ．から入手可能である）が挙げられる。
【００８２】
　本明細書中に開示された他の非限定的な実施形態は、基材と、基材の少なくとも一部分
に結合され、セル法により測定したとき活性化状態において２．３より大きい平均吸光度
比を有する少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック
二色性化合物とを備える光学素子提供する。さらに、本明細書中に開示された種々の非限
定的な実施形態によれば、少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色
性化合物の吸光度比は、４～２０の範囲であり得、さらに３～３０の範囲であり得、また
さらに２．５～５０またはそれ以上の範囲であり得る。
【００８３】
　前述のように、用語「に結合される」は、物体と直接接触している、または１つ以上の
他の構造（これらの少なくとも１つはこの物体と直接接触している）により物体と間接的
に接触していることを意味する。したがって、前記の非限定的な実施形態によれば、基材
の少なくとも一部分に結合され得る少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメント
されたフォトクロミック二色性化合物は、基材の少なくとも一部分と直接接触され得るか
、または基材と直接または間接的に接触している１つ以上の他の構造または材料と接触し
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得る。例えば、本明細書において限定しないが、非限定的な一実施形態において、少なく
とも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物は、
少なくとも部分コーティングまたは基材の少なくとも一部分と直接接触しているポリマー
系シートの一部として存在し得る。別の非限定的な実施形態において、この少なくとも１
種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物は、コーテ
ィング、または１つ以上の他の少なくとも部分コーティングまたはシート（これらの少な
くとも一方は、基材の少なくとも一部分と直接接触している）と直接接触しているシート
の一部として存在し得る。
【００８４】
　さらに他の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアラ
イメントされたフォトクロミック二色性化合物は、基材の少なくとも一部分と直接（また
は間接的に）接触している少なくとも部分的に整列させた液晶材料中に含有され得る。さ
らに、この非限定的な実施形態によれば、例えば、能動または受動液晶セルを形成するた
め、光学素子は２つの基材を備え、少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミ
ック二色性化合物を含有する少なくとも部分的に整列させた液晶材料が２つの基材間に配
置され得る。
【００８５】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態と組み合わせて使用するのに好適な
フォトクロミック二色性化合物の非限定的な例としては、
（１）３－フェニル－３－（４－（４－（３－ピペリジン－４－イル－プロピル）ピペリ
ジノ）フェニル）－１３，１３－ジメチル－インデノ［２’，３’：３，４］－ナフト［
１，２－ｂ］ピラン；
（２）３－フェニル－３－（４－（４－（３－（１－（２－ヒドロキシエチル）ピペリジ
ン－４－イル）プロピル）ピペリジノ）フェニル）－１３，１３－ジメチル－インデノ［
２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（３）３－フェニル－３－（４－（４－（４－ブチル－フェニルカルバモイル）－ピペリ
ジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－フェニ
ル－ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラ
ン；
（４）３－フェニル－３－（４－（［１，４’］ビピペリジニル－１’－イル）フェニル
）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（［１，４’］ビピペリジニル－１’－
イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（５）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）－ピ
ペリジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（６）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４’－オクチルオキシ－ビフェニル４
－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト
［１，２－ｂ］ピラン；
（７）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル
）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，
１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－
イルオキシカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－インデノ［２’，３’：３，
４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（８）３－フェニル－３－（４－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０
，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１
６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキ
シカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－フェニル）－１３，１３－ジメチル－
６－メトキシ－７－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメ
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チル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テ
トラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニル
オキシ］－ピペリジン－１－イル｝－）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２
－ｂ］ピラン；
（９）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１
３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４’－オクチルオキシ－ビフェ
ニル４－カルボニルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：
３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１０）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－
１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－ヘキシルオキシフェニル
カルボニルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］
ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１１）３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－
１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－（２－フルオロベンゾイ
ルオキシ）ベンゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’
：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１２）３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３－ヒドロ
キシ－１３－エチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ
）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－
ｂ］ピラン；
（１３）３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－
ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）ベンゾイルオキ
シ）－インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１４）３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－
ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）ベンゾイ
ルオキシ）ベンゾイルオキシ）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピ
ラン；
（１５）３－フェニル－３－（４－（４－メトキシフェニル）－ピペラジン－１－イル）
）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（３－フェニル
プロプ－２－イノイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）－インデノ［２’，３
’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１６）３－（４－メトキシフェニル）－３－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジ
ン－１－イル）フェニル）－１３－エチル－１３－ヒドロキシ－６－メトキシ－７－（４
－（４－（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－Ｉ－イル）インデノ
［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１７）３－フェニル－３－｛４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３－［１７
－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，
１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペ
ンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシ］－１３－エチル－６－メトキシ－７－（４
－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，
８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－
シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ］－ピペラジン－
１－イル）－インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（１８）３－フェニル－３－（４－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１
０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，
１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオ
キシカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－フェニル）－１３－エチル－１３－
ヒドロキシ－６－メトキシ－７－｛４－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０
，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１
６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキ
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シカルボニルオキシ］－ピペリジン－１－イル｝－）インデノ［２’，３’：３，４］ナ
フト［１，２－ｂ］ピラン；
（１９）３－フェニル－３－｛４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－
ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－（３－フェニル３－｛４－（ピロリジ
ン－１－イル）フェニル｝－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－インデノ［２’，３
’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン７－イル）－ピペラジン－１－イル）オキシカ
ルボニル）フェニル）フェニル）カルボニルオキシ）インデノ［２’，３’：３，４］ナ
フト［１，２－ｂ］ピラン；
（２０）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－メトキシカルボニル－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］ピラン；
（２１）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－ヒドロキシカルボニル－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］ピラン
；
（２２）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－（４－フェニル（フェン－１－オキシ）カルボニル）－３Ｈ
－ナフト［２，１－ｂ］ピラン；
（２３）３－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－イル］－フェ
ニル｝－３－フェニル－７－（Ｎ－（４－（（４－ジメチルアミノ）フェニル）ジアゼニ
ル）フェニル）カルバモイル－３Ｈ－ナフト［２、１－ｂ］ピラン；
（２４）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－ベンゾフロ［３’，２’：７，８］ベンゾ［ｂ］ピラン；
（２５）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－ベンゾチエノ［３’，２’：７，８］ベンゾ［ｂ］ピラン；
（２６）７－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３
，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒド
ロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ｝－２
－フェニル２－（４－ピロリジン－１－イル－フェニル）－６－メトキシカルボニル－２
Ｈ－ベンゾ［ｂ］ピラン；
（２７）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－９－ヒドロキシ－８－メトキシカルボニル－２Ｈ－ナフト［１，
２－ｂ］ピラン；
（２８）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－９－ヒドロキシ－８－（Ｎ－（４－ブチル－フェニル））カルバ
モイル－２Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（２９）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－９－ヒドロキシ－８－（Ｎ－（４－フェニル）フェニル）カルバ
モイル－２Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（３０）１，３，３－トリメチル－６’－（４－エトキシカルボニル）－ピペリジン－１
－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキ
サジン］；
（３１）１，３，３－トリメチル－６’－（４－［Ｎ－（４－ブチルフェニル）カルバモ
イル］－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，
１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（３２）１，３，３－トリメチル－６’－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジン－
１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オ
キサジン］；
（３３）１，３，３－トリメチル－６’－（４－（４－ヒドロキシフェニル）ピペラジン
－１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］
オキサジン］；
（３４）１，３，３，５，６－ペンタメチル－７’－（４－（４－メトキシフェニル）ピ
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ペラジン－１－イル）－スピロ［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［
１，４］オキサジン］；
（３５）１，３－ジエチル－３－メチル－５－メトキシ－６’－（４－（４’－ヘキシル
オキシ－ビフェニル４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インド
リン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（３６）１，３－ジエチル－３－メチル－５－［４－（４－ペンタデカフルオロヘプチル
オキシ－フェニルカルバモイル）－ベンジルオキシ］－６’－（４－（４’－ヘキシルオ
キシ－ビフェニル４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インドリ
ン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（３７）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－５－カルボメトキシ－８－（Ｎ－（４－フェニル）フェニル）カ
ルバモイル－２Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（３８）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－５－カルボメトキシ－８－（Ｎ－（４－フェニル）フェニル）カ
ルバモイル－２Ｈ－フルオアンテノ［１，２－ｂ］ピラン；
（３９）２－フェニル－２－｛４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１
－イル］－フェニル｝－５－カルボメトキシ－１１－（４－｛１７－（１，５－ジメチル
－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１
３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナント
レン－３－イルオキシカルボニルオキシ｝フェニル）－２Ｈ－フルオアンテノ［１，２－
ｂ］ピラン；
（４０）１－（４－カルボキシブチル）－６－（４－（４－プロピルフェニル）カルボニ
ルオキシ）フェニル）－３，３－ジメチル－６’－（４－エトキシカルボニル）－ピペリ
ジン－１－イル）－スピロ［（１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラノ［４’，５’：６
，７］、インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４１）１－（４－カルボキシブチル）－６－（４－（４－プロピルフェニル）カルボニ
ルオキシ）フェニル）－３，３－ジメチル－７’－（４－エトキシカルボニル）－ピペリ
ジン－１－イル）－スピロ［（１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラノ［４’，５’：６
，７］インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４２）１，３－ジエチル－３－メチル－５－（４－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキ
シル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１
４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－
３－イルオキシカルボニルオキシ｝フェニル）－６’－（４－（４’－ヘキシルオキシ－
ビフェニル－４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ［インドリン－
２，３’－３Ｈ－ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４３）１－ブチル－３－エチル－３－メチル－５－メトキシ－７’－（４－（４’－ヘ
キシルオキシ－ビフェニル－４－カルボニルオキシ）－ピペリジン－１－イル）－スピロ
［インドリン－２，３’－３Ｈ－ナフト［１，２－ｂ］［１，４］オキサジン］；
（４４）２－フェニル－２－４－［４－（４－メトキシ－フェニル）－ピペラジン－１－
イル］－フェニル｝－５－メトキシカルボニル－６－メチル－２Ｈ－９－（４－（４－プ
ロピルフェニル）カルボニルオキシ）フェニル）（１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラ
ノ［４’，５’：６，７］ナフト［１，２－ｂ］ピラン；
（４５）３－（４－メトキシフェニル）－３－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジ
ン－１－イル）フェニル）－１３－エチル－１３－ヒドロキシ－６－メトキシ－７－（４
－（４－プロピルフェニル）カルボニルオキシ）フェニル）－［１，２－ジヒドロ－９Ｈ
－ジオキソラノ［４’’，５’’：６，７］［インデノ［２’，３’：３，４］］ナフト
［１，２－ｂ］ピラン；
（４６）３－フェニル－３－（４－（４－メトキシフェニル）ピペラジン－１－イル）フ
ェニル）－１３－エチル－１３－ヒドロキシ－６－メトキシ－７－（４－（４－ヘキシル
フェニル）カルボニルオキシ）フェニル）－［１，２－ジヒドロ－９Ｈ－ジオキソラノ［
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４’’，５’’：５，６］［インデノ［２’，３’：３，４］］ナフト［１，２－ｂ］ピ
ラン；
（４７）４－（４－（（４－シクロヘキシルインデン－１－エチル－２，５－ジオキソピ
ロリン－３－イリデン）エチル）－２－チエニル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエー
ト；
（４８）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－１－（４－（４－ヘキシルフ
ェニル）カルボニルオキシ）フェニル）－２，５－ジオキソピロリン－３－イリデン）エ
チル）－２－チエニル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエート；
（４９）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－２，５－ジオキソ－１－（４
－（４－（４－プロピルフェニル）ピペラジニル）フェニル）ピロリン－３－イリデン）
エチル）－２－チエニル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエート；
（５０）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－２，５－ジオキソ－１－（４
－（４－（４－プロピルフェニル）ピペラジニル）フェニル）ピロリン－３－イリデン）
エチル）－１－メチルピロール－２－イル）フェニル（４－プロピル）ベンゾエート；
（５１）４－（４－（（４－アダマンタン－２－イリデン－２，５－ジオキソ－１－（４
－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３，４，７，
８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒドロ－１Ｈ－
シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ｝フェニル）ピロ
リン－３－イリデン）エチル）－１－メチルピロール－２－イル）フェニル（４－プロピ
ル）ベンゾエート；
（５２）４－（４－メチル－５，７－ジオキソ－６－（４－（４－（４－プロピルフェニ
ル）ピペラジニル）フェニル）スピロ［８，７ａ－ジヒドロチアフェノ［４，５－ｆ］イ
ソインドール－８，２’－アダメンタン］－２－イル）フェニル（４－プロピル）フェニ
ルベンゾエート；
（５３）Ｎ－（４－｛１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－
２，３，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデ
カヒドロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニルオキシ
｝フェニル－６，７－ジヒドロ－４－メチル－２－フェニルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ
］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（５４）Ｎ－シアノメチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－プロピルフェニ
ル）ピペラジニル）フェニル）－４－メチルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ］チオフェンジ
カルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（５５）Ｎ－フェニルエチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－ヘキシルベン
ゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル－４－メチルスピロ（５，６
－ベンゾ［ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］
デカン）；
（５６）Ｎ－フェニルエチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－ヘキシルベン
ゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル－４－シクロプロピルスピロ
（５，６－ベンゾ［ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．
１．１］デカン）；
（５７）Ｎ－フェニルエチル－６，７－ジヒドロ－２－（４－（４－（４－ヘキシルベン
ゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル－４－シクロプロピルスピロ
（５，６－ベンゾ［ｂ］フロジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１
］デカン）；
（５８）Ｎ－シアノメチル－６，７－ジヒドロ－４－（４－（４－（４－ヘキシルベンゾ
イルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）フェニル－２－フェニルスピロ（５，６
－ベンゾ［ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］
デカン）；
（５９）Ｎ－［１７－（１，５－ジメチル－ヘキシル）－１０，１３－ジメチル－２，３
，４，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７－テトラデカヒド
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ロ－１Ｈ－シクロペンタ［ａ］フェナントレン－３－イルオキシカルボニル－６，７－ジ
ヒドロ－２－（４－メトキシフェニル）フェニル－４－メチルスピロ（５，６－ベンゾ［
ｂ］チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（６０）Ｎ－シアノメチル－２－（４－（６－（４－ブチルフェニル）カルボニルオキシ
－（４，８－ジオキサビシクロ［３．３．０］オクト－２－イル））オキシカルボニル）
フェニル－６，７－ジヒドロ－４－シクロプロピルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ］チオフ
ェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；
（６１）６，７－ジヒドロ－Ｎ－メトキシカルボニルメチル－４－（４－（６－（４－ブ
チルフェニル）カルボニルオキシ－（４，８－ジオキサビシクロ［３．３．０］オクト－
２－イル））オキシカルボニル）フェニル－２－フェニルスピロ（５，６－ベンゾ［ｂ］
チオフェンジカルボキシイミド－７，２－トリシクロ［３．３．１．１］デカン）；およ
び
（６２）３－フェニル３－（４－ピロリジニルフェニル）－１３，１３－ジメチル－６－
メトキシ－７－（４－（４－（４－（４－（６－（４－（４－（４－ノニルフェニルカル
ボニルオキシ）フェニル）オキシカルボニル）フェノキシ）ヘキシルオキシ）フェニル）
ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン
が挙げられる。
【００８６】
　より一般的には、かかるフォトクロミック二色性化合物は、
（ａ）ピラン、オキサジンおよびフルギドから選択される少なくとも１個のフォトクロミ
ック基（ＰＣ）；および（ｂ）少なくとも１個のフォトクロミック基に結合した少なくと
も１種類の延長剤を含有する。ここで、延長剤（Ｌ）は、下記式Ｉ（これは、以下に詳細
に記載する）により表される。
－［Ｓ１］ｃ－［Ｑ１－［Ｓ２］ｄ］ｄ’－［Ｑ２－［Ｓ３］ｅ］ｅ’－［Ｑ３－［Ｓ４

］ｆ］ｆ’－Ｓ５－Ｐ　　　　　Ｉ
　本明細書中で使用する場合、用語「結合した（ａｔｔａｃｈｅｄ）」は、直接結合、ま
たは別の基を介して間接的にしていることを意味する。したがって、例えば、本明細書中
に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、Ｌは、ＰＣに置換基としてＰＣ上に直
接結合され得るか、またはＬは、ＰＣに直接結合した別の基（例えば、Ｒ１で表される基
など、これは以下に記載する）上の置換基であり得る（すなわち、ＬはＰＣに間接的に結
合している）。本明細書において限定しないが、種々の非限定的な実施形態によれば、Ｌ
は、伸長されたＰＣ（すなわちフォトクロミック化合物）の吸光度比がＰＣ単独と比べて
増大されるように、活性化状態においてＰＣを伸長または延長するようにＰＣに結合され
得る。本明細書中において限定しないが、種々の非限定的な実施形態によれば、ＰＣ上の
Ｌの結合の位置は、活性化形態のＰＣの理論遷移双極子モーメントに対して平行な方向お
よび垂直な方向の少なくとも一方においてＰＣを延長するとなるように選択され得る。本
明細書中で使用する場合、用語「理論遷移双極子モーメント」は、電磁放射線と分子との
相互作用によって生じる過渡的（ｔｒａｎｓｉｅｎｔ）双極子偏光をいう。例えば、ＩＵ
ＰＡＣ　Ｃｏｍｐｅｎｄｉｕｍ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．第２
版，Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｕｎｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｕｒｅ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｅ
ｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　（１９９７）を参照のこと。
【００８７】
　上記式Ｉに関し、各Ｑ１、Ｑ２およびＱ３は、独立して、各存在について、非置換また
は置換芳香族基、非置換または置換脂環式基、非置換または置換複素環式基およびその混
合から選択される二価基から選択され、この置換基は、Ｐで表される基（以下に示す）、
アリール、チオールアミド、液晶メソゲン、ハロゲン、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ、ポリ（
Ｃ１～Ｃ１８アルコキシ）、アミノ、アミノ（Ｃ１～Ｃ１８）アルキレン、Ｃ１～Ｃ１８

アルキルアミノ、ジ（Ｃ１～Ｃ１８）アルキルアミノ、Ｃ１～Ｃ１８アルキル、Ｃ２～Ｃ

１８アルケン、Ｃ２～Ｃ１８アルキン、Ｃ１～Ｃ１８アルキル（Ｃ１～Ｃ１８）アルコキ
シ、Ｃ１～Ｃ１８アルコキシカルボニル、Ｃ１～Ｃ１８アルキルカルボニル、Ｃ１～Ｃ１
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８アルキルカーボネート、アリールカーボネート、Ｃ１～Ｃ１８アセチル、Ｃ３～Ｃｌ０

シクロアルキル、Ｃ３～Ｃｌ０シクロアルコキシ、イソシアナート、アミド、シアノ、ニ
トロ、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ１８アルキル基（シアノ、ハロまたはＣ１～Ｃ１８アル
コキシによる一置換であるか、または、ハロおよび下記式：－Ｍ（Ｔ）（ｔ－１）および
－Ｍ（ＯＴ）（ｔ－１）（式中、Ｍは、アルミニウム、アンチモン、タンタル、チタン、
ジルコニウムおよびケイ素から選択され、Ｔは、有機官能残基、有機官能炭化水素残基、
脂肪族炭化水素残基および芳香族炭化水素残基から選択され、ｔは、Ｍの原子価である）
の１つで表される基による多置換である）から選択される。本明細書中で使用する場合、
接頭辞「ポリ」は少なくとも２つを意味する。
【００８８】
　上記のように、Ｑ１、Ｑ２およびＱ３は、独立して、各存在について、二価基、例えば
、非置換または置換芳香族基、非置換または置換複素環式基および非置換または置換脂環
式基などから選択される。有用である芳香族基の非限定的な例としては、ベンゾ、ナフト
、フェナントロ、ビフェニル、テトラヒドロナフト、ターフェニルおよびアントラセノが
挙げられる。
【００８９】
　本明細書中で使用する場合、用語「複素環式基」は、環を形成する少なくとも１個の原
子が、その環形成する他の原子と異なっている原子の環有する化合物を意味する。さらに
、本明細書中で使用する場合、用語複素環式基は、縮合複素環式基を明白に除外する。Ｑ

１、Ｑ２およびＱ３が選択され得る好適な複素環式基の非限定的な例としては、イソソル
ビトール、ジベンゾフロ、ジベンゾチエノ、ベンゾフロ、ベンゾチエノ、チエノ、フロ、
ジオキシノ、カルバゾロ、アントラニリル、アゼピニル、ベンゾオキサゾリル、ジアゼピ
ニル、ジオアズリル（ｄｉｏａｚｌｙｌ）、イミダゾリジニル、イミダゾリル、イミダゾ
リニル、インダゾリル、インドレニニル、インドリニル、インドリジニル、インドリル、
インドキサジニル（ｉｎｄｏｘａｚｉｎｙｌ）、イソベンズアゾリル、イソインドリル、
イソオキサゾリル、イソオキサジル、イソピロリル、イソキノリル、イソチアゾリル、モ
ルホリノ、モルホリニル、オキサジアゾリル、オキサチアゾリル、オキサチアジル、オキ
サチオリル、オキサトリアゾリル、オキサゾリル、ピペラジニル、ピペラジル、ピペリジ
ル、プリニル、ピラノピロリル、ピラジニル、ピラゾリジニル、ピラゾリニル、ピラゾリ
ル、ピラジル、ピリダジニル、ピリダジル、ピリジル、ピリミジニル、ピリミジル、ピリ
デニル、ピロリジニル、ピロリニル、ピロール、キノリジニル、キヌクリジニル、キノリ
ル、チアゾリル、トリアゾリル、トリアジル、Ｎ－アリールピペラジノ、アジリジノ、ア
リールピペリジノ、チオモルホリノ、テトラヒドロキノリノ、テトラヒドロイソキノリノ
、ピリル、非置換、一または二置換Ｃ４～Ｃ１８スピロ二環式アミン、ならびに非置換、
一または二置換のＣ４～Ｃ１８スピロ三環式アミンが挙げられる。
【００９０】
　上記のように、Ｑ１、Ｑ２およびＱ３は、一または二置換Ｃ４～Ｃ１８スピロ二環式ア
ミンおよびＣ４～Ｃ１８スピロ三環式アミンから選択され得る。好適な置換基の非限定的
な例としては、アリール、Ｃ１～Ｃ６アルキル、Ｃ１～Ｃ６アルコキシまたはフェニル（
Ｃ１～Ｃ６）アルキルが挙げられる。一または二置換スピロ二環式アミンの非限定的な具
体例としては、２－アザビシクロ［２．２．１］ヘプト－２－イル；３－アザビシクロ［
３．２．１］オクト－３－イル；２－アザビシクロ［２．２．２］オクト－２－イル；お
よび６－アザビシクロ［３．２．２］ノナン－６－イルが挙げられる。一または二置換三
環式アミンの非限定的な具体例としては、２－アザトリシクロ［３．３．１．１（３，７
）］デカン－２－イル；４－ベンジル－２－アザトリシクロ［３．３．１．１（３，７）
］デカン－２－イル；４－メトキシ－６－メチル－２－アザトリシクロ［３．３．１．１
（３，７）］デカン－２－イル；４－アザトリシクロ［４．３．１．１（３，８）］ウン
デカン－４－イル；および７－メチル－４－アザトリシクロ［４．３．１．１（３，８）
］ウンデカン－４－イルが挙げられる。Ｑ１、Ｑ２およびＱ３が選択され得る脂環式基の
例としては、限定されないが、シクロヘキシル、シクロプロピル、ノルボルネニル、デカ
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リニル、アダマンタニル、ビシクロオクタン、ペルヒドロフルオレンおよびキュバニルが
挙げられる。
【００９１】
　続けて式Ｉに関し、各Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４およびＳ５は、独立して、各存在につい
て、
（１）－（ＣＨ２）ｇ－、－（ＣＦ２）ｈ－、－Ｓｉ（ＣＨ２）ｇ－、－（Ｓｉ［（ＣＨ

３）２］Ｏ）ｈ－（式中、ｇは、独立して、各存在について１～２０から選択される；ｈ
は、１～１６から選択される）；
（２）－Ｎ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｃ（Ｚ）－、－Ｃ（Ｚ）＝Ｎ－、－Ｃ（Ｚ’）－Ｃ（
Ｚ’）－（式中、Ｚは、独立して、各存在について、水素、Ｃ１～Ｃ６アルキル、シクロ
アルキルおよびアリールから選択され、Ｚ’は、独立して、各存在について、Ｃ１～Ｃ６

アルキル、シクロアルキルおよびアリールから選択される）；および
（３）－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｃ≡Ｃ－、－Ｎ＝Ｎ－、－Ｓ－、－Ｓ（Ｏ）－、－Ｓ（
Ｏ）（Ｏ）－、直鎖または分枝鎖Ｃ１～Ｃ２４アルキレン残基（このＣ１～Ｃ２４アルキ
レン残基は、非置換、シアノまたはハロによる一置換、ハロによる多置換である）
から選択されるスペーサー単位から選択される。ただし、ヘテロ原子を含有する２個のス
ペーサー単位が互いに結合している場合、このスペーサー単位は、ヘテロ原子が互いに直
接結合しないように結合し、Ｓ１およびＳ５が、それぞれＰＣおよびＰに結合する場合、
これらは、２つのヘテロ原子が互いに直接結合しないように結合するものとする。本明細
書中で使用する場合、用語「ヘテロ原子」は、炭素または水素以外の他の原子を意味する
。
【００９２】
　さらに、式Ｉにおいて、種々の非限定的な実施形態によれば、ｃ、ｄ、ｅおよびｆは、
各々、独立して、１～２０を含む範囲の整数から選択され得；そしてｄ’、ｅ’およびｆ
’は、各々、独立して、０，１，２，３および４から選択され得る、ただし、ｄ’＋ｅ’
＋ｆ’の合計は少なくとも１であるものとする。他の非限定的な実施形態によれば、ｃ、
ｄ、ｅおよびｆは、各々、独立して、０～２０を含む範囲の整数から選択され得；そして
ｄ’、ｅ’およびｆ’は、各々、独立して、０，１，２，３および４から選択され得るが
、ただし、ｄ’＋ｅ’＋ｆ’の合計は少なくとも２であるものとする。さらに他の非限定
的な実施形態によれば、ｃ、ｄ、ｅおよびｆは、各々、独立して、０～２０を含む範囲の
整数から選択され得；そしてｄ’、ｅ’およびｆ’は、各々、独立して、０，１，２，３
および４から選択され得るが、ただし、ｄ’＋ｅ’＋ｆ’の合計は少なくとも３であるも
のとする。さらに他の非限定的な実施形態によれば、ｃ、ｄ、ｅおよびｆは、各々、独立
して、０～２０を含む範囲の整数から選択され得；およびｄ’、ｅ’およびｆ’は、各々
、独立して、０，１，２，３および４から選択され得るが、ただし、ｄ’＋ｅ’＋ｆ’の
合計は少なくとも１であるものとする。
【００９３】
　さらに、式Ｉにおいて、Ｐは、アジリジニル、水素、ヒドロキシ、アリール、アルキル
、アルコキシ、アミノ、アルキルアミノ、アルキルアルコキシ、アルコキシアルコキシ、
ニトロ、ポリアルキルエーテル、（Ｃ１－Ｃ６）アルキル（Ｃ１－Ｃ６）アルコキシ（Ｃ

１－Ｃ６）アルキル、ポリエチレンオキシ、ポリプロピレンオキシ、エチレン、アクリレ
ート、メタクリレート、２－クロロアクリレート、２－フェニルアクリレート、アクリロ
イルフェニレン、アクリルアミド、メタクリルアミド、２－クロロアクリルアミド、２－
フェニルアクリルアミド、エポキシ、イソシアネート、チオール、チオイソシアネート、
イタコン酸エステル、ビニルエーテル、ビニルエステル、スチレン誘導体、シロキサン、
主鎖型および側鎖型液晶ポリマー、液晶メソゲン、エチレンイミン、誘導体、マレイン酸
誘導体、フマル酸誘導体、非置換ケイ皮酸誘導体、ケイ皮酸誘導体（これらは、メチル、
メトキシ、シアノおよびハロゲンの少なくとも１種で置換されている）、ならびにステロ
イド残基、テルペノイド残基、アルカロイド残基およびその混合から選択される置換およ
び非置換キラルおよび非キラル一価または二価基（ここで、置換基は、独立して、アルキ



(69) JP 5213129 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

ル、アルコキシ、アミノ、シクロアルキル、アルキルアルコキシ、フルオロアルキル、シ
アノアルキル、シアノアルコキシおよびその混合から選択される）から選択され得る。
【００９４】
　さらに、本明細書中において限定しないが、Ｐが重合性基である場合、重合性基は、重
合反応に関与するように適合された任意の官能基であり得る。重合反応の非限定的な例と
しては、Ｈａｗｌｅｙ’ｓ　Ｃｏｎｄｅｎｓｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｄｉｃｔｉｏｎａ
ｒｙ　第１３版，１９９７，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ、第９０１～９０２頁
（その開示はこれにより本明細書中に参考として援用される）の「重合」の定義に記載さ
れたものが挙げられる。例えば、本明細書において限定しないが、重合反応としては、「
付加重合」（これは、フリーラジカルが、一方に付加すると同時に他方で新しい自由電子
を生成することによりモノマーの二重結合と反応する開始剤である）；「縮合重合」（こ
れは、２種類の反応性分子が結合し、水分子などの小さい分子の除去を伴ってより大きな
分子を形成する）；および「酸化カップリング重合」が挙げられる。さらに、重合性基の
非限定的な例としては、ヒドロキシ、アクリルオキシ、メタクリルオキシ、２－（アクリ
ルオキシ）エチルカルバミル、２－（メタクリルオキシ）エチルカルバミル、イソシアネ
ート、アジリジン、アリルカーボネートおよびエポキシ（例えば、オキシラニルメチル）
が挙げられる。
【００９５】
　さらに、Ｐは、主鎖型または側鎖型液晶ポリマーおよび液晶メソゲンから選択され得る
。本明細書中で使用する場合、用語、液晶「メソゲン」は、剛直な棒状または円板状液晶
分子を意味する。さらに、本明細書中で使用する場合、用語「主鎖型液晶ポリマー」は、
ポリマーの骨格（すなわち、主鎖）構造内に液晶メソゲンを有するポリマーをいう。本明
細書中で使用する場合、用語「側鎖型液晶ポリマー」は、ポリマーの側鎖に結合した液晶
メソゲン有するポリマーをいう。本明細書中において限定しないが、一般的に、メソゲン
は、液晶ポリマーの動きを制限する２個以上の芳香族環で構成される。好適な棒状液晶メ
ソゲンの例としては、限定されないが、置換または非置換芳香族エステル、置換または非
置換線状芳香族化合物および置換または非置換テルフェニルが挙げられる。別の非限定的
な具体的実施形態によれば、Ｐは、ステロイド、例えば、限定されないが、コレステロー
ル系化合物から選択され得る。
【００９６】
　フォトクロミック基ＰＣが選択され得る熱的可逆性フォトクロミックピランの非限定的
な例としては、ベンゾピラン、ナフトピラン（例えば、ナフト［１，２－ｂ］ピラン、ナ
フト［２，１－ｂ］ピラン、インデノ縮合ナフトピラン（例えば、米国特許第５，６４５
，７６７号に開示されたものなど）および複素環縮合ナフトピラン（例えば、米国特許第
５，７２３，０７２号、同第５，６９８，１４１号、同第６，１５３，１２６号および同
第６，０２２，４９７号に開示されたものなど）（これらの特許はこれにより本明細書中
に参考として援用される））；スピロ－９－フルオレノ［１，２－ｂ］ピラン；フェナン
トロピラン；キノピラン；フルオロアンテノピラン；スピロピラン（例えば、スピロ（ベ
ンズインドリン）ナフトピラン、スピロ（インドリン）ベンゾピラン、スピロ（インドリ
ン）ナフトピラン、スピロ（インドリン）キノピランおよびスピロ（インドリン）ピラン
）が挙げられる。ナフトピランおよび補足的有機フォトクロミック物質のより具体的な例
は、米国特許第５，６５８，５０１号（これにより具体的に本明細書中に参考として援用
される）に記載されている。また、スピロ（インドリン）ピランは、教科書Ｔｅｃｈｎｉ
ｑｕｅｓ　ｉｎ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、第ＩＩＩ巻「フォトクロミズム」、第３章、Ｇｌ
ｅｎｎ　Ｈ．Ｂｒｏｗｎ編、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ　Ｉｎｃ．，　Ｎ
ｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９７１（これは本明細書中に参考として援用される）に記載されてい
る。
【００９７】
　ＰＣが選択され得るフォトクロミックオキサジンの非限定的な例としては、ベンズオキ
サジン、ナフトオキサジン、およびスピロオキサジン（例えば、スピロ（インドリン）ナ
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フトオキサジン、スピロ（インドリン）ピリドベンズオキサジン、スピロ（ベンズインド
リン）ピリドベンズオキサジン、スピロ（ベンズインドリン）ナフトオキサジン、スピロ
（インドリン）ベンズオキサジン、スピロ（インドリン）フルオランテンオキサジンおよ
びスピロ（インドリン）キノキサジン）が挙げられる。ＰＣが選択され得るフォトクロミ
ックフルギドの非限定的な例としては、米国特許第４，９３１，２２０号（これにより具
体的に本明細書中に参考として援用される）に開示されたフルギミド、および３－フリル
および３－チエニルフルギドおよびフルギミドならびに任意の上記フォトクロミック材料
／化合物の混合物が挙げられる。
【００９８】
　さらに、フォトクロミック二色性化合物が少なくとも２つのＰＣを含有する場合、ＰＣ
は、個々のＰＣ上の連結基置換基により互いに連結され得る。例えば、ＰＣは、重合性フ
ォトクロミック基またはホスト材料と適合性であるように適合されたフォトクロミック基
（「適合化（ｃｏｍｐａｔｉｂｌｉｚｅｄ）フォトクロミック基」）であり得る。ＰＣが
選択され得、かつ本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態との組み合わせに有
用な重合性フォトクロミック基の非限定的な例は、米国特許第６，１１３，８１４号（こ
れにより具体的に本明細書中に参考として援用される）に開示されている。ＰＣが選択さ
れ得、かつ本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態との組み合わせに有用な適
合化フォトクロミック基の非限定的な例は、米国特許第６，５５５，０２８号（これによ
り具体的に本明細書中に参考として援用される）に開示されている。
【００９９】
　他の好適なフォトクロミック基および補足的フォトクロミック基は、米国特許第６，０
８０，３３８号の第２欄、第２１行～第１４欄、第４３行；同第６，１３６，９６８号の
第２欄、第４３行～第２０欄、第６７行；同第６，２９６，７８５号の第２欄、第４７行
～第３１欄、第５行；同第６，３４８，６０４号の第３欄、第２６行～第１７欄、第１５
行；同第６，３５３，１０２の第１欄、第６２行～第１１欄、第６４行；および同第６，
６３０，５９７号の第２欄、第１６行～第１６欄、第２３行（上記特許の開示内容は、こ
れにより本明細書中に参考として援用される）に記載されている。
【０１００】
　さらに、少なくとも一つの延長剤（Ｌ）に加えて、フォトクロミック化合物は、さらに
、ＰＣに直接結合するＲ１で表される少なくとも一つの基を含むことができる。必ずしも
必要ではないが、先に検討したように、少なくとも一つの延長剤（Ｌ）は、Ｒ１で表され
る少なくとも一つの基を介してＰＣに間接的に結合することもできる。すなわち、Ｌは、
ＰＣに結合する少なくとも一つの基Ｒ１上の置換基であり得る。本明細書で開示される種
々の非限定的な実施形態によれば、Ｒ１は、独立して、各存在について、以下から選択す
ることができる：
（ｉ）水素、Ｃｌ～Ｃｌ２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルキリデン、Ｃ２～Ｃ１２アルキリ
ジン、ビニル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ１～Ｃ１２ハロアルキル、アリル、ハロゲ
ン、および非置換またはＣｌ～Ｃｌ２アルキルおよびＣｌ～Ｃｌ２アルコキシの少なくと
も一つでモノ置換されたベンジル；
（ｉｉ）フェニル基であって、そのｐ位において、Ｃ１～Ｃ７アルコキシ、直鎖または分
岐鎖状のＣｌ～Ｃ２０アルキレン、直鎖または分岐鎖状のＣ１～Ｃ４ポリオキシアルキレ
ン、環状Ｃ３～Ｃ２０アルキレン、フェニレン、ナフチレン、Ｃ１～Ｃ４アルキル置換フ
ェニレン、モノウレタン（Ｃ１～Ｃ２０）アルキレンまたはポリウレタン（Ｃ１～Ｃ２０

）アルキレン、モノエステル（Ｃ１～Ｃ２０）アルキレンまたはポリエステル（Ｃ１～Ｃ

２０）アルキレン、モノカーボネート（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレンまたはポリカーボネー
ト（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレン、ポリシラニレン、ポリシロキサニレンおよびこれらの混
合物から選択される少なくとも一つの置換基でモノ置換され、少なくとも一つの置換基は
フォトクロミック物質のアリールに結合される、フェニル基；
（ｉｉｉ）－ＣＨ（ＣＮ）２および－ＣＨ（ＣＯＯＸ１）２（式中、Ｘ１は、上記式Ｉで
表される延長剤Ｌ、Ｈ、非置換またはフェニルでモノ置換されたＣ１～Ｃ１２アルキル、
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Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置換されたフェニル（Ｃ１～
Ｃ１２）アルキル、および非置換、モノ置換またはジ置換されたアリール基（アリール基
の置換基はそれぞれ独立してＣ１～Ｃ１２アルキルおよびＣ１～Ｃ１２アルコキシから選
択される）の少なくとも一つから選択される）；
（ｉｖ）－ＣＨ（Ｘ２）（Ｘ３）（式中、　
　（Ａ）Ｘ２は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、および非
置換、モノ置換またはジ置換されたアリール基（アリール基の置換基はそれぞれ独立して
Ｃ１～Ｃ１２アルキルおよびＣ１～Ｃ１２アルコキシから選択される）の少なくとも一つ
から選択され；そして
　（Ｂ）Ｘ３は、－ＣＯＯＸ１、－ＣＯＸ１、－ＣＯＸ４、および－ＣＨ２ＯＸ５の少な
くとも一つから選択され、式中、
　　（１）Ｘ４は、モルホリノ、ピペリジノ、非置換またはＣ１～Ｃ１２アルキルでモノ
置換またはジ置換されたアミノ、およびフェニルアミノおよびジフェニルアミノから選択
される非置換、モノ置換またはジ置換基（各置換基は独立してＣ１～Ｃ１２アルキルまた
はＣ１～Ｃ１２アルコキシから選択される）の少なくとも一つから選択され；そして
　　（２）Ｘ５は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、水素、－Ｃ（Ｏ）Ｘ２、非置換または
（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシまたはフェニルでモノ置換されたＣ１～Ｃ１２アルキル、（
Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシでモノ置換されたフェニル（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、および
非置換またはモノ置換またはジ置換されたアリール基（アリール基の各置換基は独立して
Ｃ１～Ｃ１２アルキルおよびＣ１～Ｃ１２アルコキシから選択される）から選択される）
；
（ｖ）非置換、またはモノ置換、ジ置換あるいはトリ置換された、フェニル、ナフチル、
フェナントリルまたはピレニルのようなアリール基；９－ジュロリジニル；またはピリジ
ル、フラニル、ベンゾフラン－２－イル、ベンゾフラン－３－イル、チエニル、ベンゾチ
エン－２－イル、ベンゾチエン－３－イル、ジベンゾフラニル、ジベンゾチエニル、カル
バゾイル、ベンゾピリジル、インドリニル、およびフルオレニルから選択される、非置換
、モノ置換またはジ置換ヘテロ芳香族基であって、この置換基は、各存在について独立し
て以下から選択される：　
　（Ａ）上記式Ｉで表される延長剤Ｌ；
　（Ｂ）－Ｃ（Ｏ）Ｘ６（式中、Ｘ６は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、Ｈ、Ｃｌ～Ｃｌ

２アルコキシ、非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置換
またはジ置換されたフェノキシ、非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アル
コキシでモノ置換またはジ置換されたアリール基、非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキルでモノ
置換またはジ置換されたアミノ基、および非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ

１２アルコキシでモノ置換またはジ置換されたフェニルアミノの少なくとも一つから選択
される）；
　（Ｃ）アリール、ハロアリール、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキルアリール、およびＣ１～Ｃ

１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置換またはジ置換されたアリール基；
　（Ｄ）Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル
オキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、アリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、アリールオキシ
（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）ア
ルキルまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（Ｃ

１～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）ア
ルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、ハロアルキル、およびモノ（Ｃ１～Ｃ１２

）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル；
　（Ｅ）Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、Ｃ３～Ｃ７シクロアルコキシ、シクロアルキルオキシ
（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、アリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、アリールオキシ（
Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）ア
ルコキシまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、およ
びモノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシまたはジ（Ｃ１
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～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ；
　（Ｆ）アミド、アミノ、モノアルキルアミノまたはジアルキルアミノ、ジアリールアミ
ノ、ピペラジノ、Ｎ－（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルピペラジノ、Ｎ－アリールピペラジノ、
アジリジノ、インドリノ、ピペリジノ、モルホリノ、チオモルホリノ、テトラヒドロキノ
リノ、テトラヒドロイソキノリノ、ピロリジル、ヒドロキシ、アクリルオキシ、メタクリ
ルオキシおよびハロゲン；
　（Ｇ）－ＯＸ７および－Ｎ（Ｘ７）２（式中、Ｘ７は、以下から選択される：
　　（１）上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２ア
シル、フェニル（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル置換フェニル
（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ置換フェニル（Ｃ１～Ｃ１

２）アルキル；Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル；Ｃ３～Ｃ７シクロア
ルキル；モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル置換Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ１～Ｃ１２ハ
ロアルキル、アリル、ベンゾイル、モノ置換ベンゾイル、ナフトイルまたはモノ置換ナフ
トイル（上記ベンゾイル置換基およびナフトイル置換基は、それぞれ独立してＣ１～Ｃ１

２アルキルおよびＣ１～Ｃ１２アルコキシから選択される）；
　　（２）－ＣＨ（Ｘ８）Ｘ９（式中、Ｘ８は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、Ｈ、また
はＣ１～Ｃ１２アルキルから選択され、Ｘ９は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、－ＣＮ、
－ＣＦ３、または－ＣＯＯＸ１０から選択され、式中、Ｘ１０は、上記式Ｉで表される延
長剤Ｌ、ＨまたはＣ１～Ｃ１２アルキルから選択される）；
　　（３）－Ｃ（Ｏ）Ｘ６；および
　　（４）トリ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルシリル、トリ（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシシリ
ル、ジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル（Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ）シリル、またはジ（Ｃ１～
Ｃ１２）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ１２アルキル）シリル；
　（Ｈ）－ＳＸ１１（式中、Ｘ１１は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２アル
キル、非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシまたはハロゲンでモノ置
換またはジ置換されたアリール基から選択される）；
　（Ｉ）式ｉで表される窒素含有環：
【０１０１】

【化１】

（式中、
　　（１）ｎは、０、１、２、および３から選択される整数であり、ただしｎが０の場合
は、Ｕ’はＵであり、各Ｕは、独立して、各存在について、－ＣＨ２－、－ＣＨ（Ｘ１２

）－、－Ｃ（Ｘ１２）２－、－ＣＨ（Ｘ１３）－、－Ｃ（Ｘ１３）２－、および－Ｃ（Ｘ

１２）（Ｘ１３）－から選択され、式中、Ｘ１２は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、およ
びＣ１～Ｃ１２アルキルから選択され、Ｘ１３は上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、フェニル
およびナフチルから選択され、そして
　　（２）Ｕ’は、Ｕ、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｓ（Ｏ）－、－ＮＨ－、－Ｎ（Ｘ１２）－、
または－Ｎ（Ｘ１３）－から選択され、ｍは、１、２、および３から選択される整数であ
る）；ならびに
　（Ｊ）式ｉｉまたはｉｉｉの一つで表される基：
【０１０２】
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【化２】

（式中、Ｘ１４、Ｘ１５、およびＸ１６は、独立して、各存在について、上記式Ｉで表さ
れる延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、フェニルおよびナフチルから選択されるか、また
はＸ１４とＸ１５とが一緒になって炭素原子５～８個の環を形成し；ｐは、０、１、また
は２から選択される整数であり、Ｘ１７は、独立して、各存在について、上記式Ｉで表さ
れる延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシおよびハロゲンから選択
される）；
（ｖｉ）非置換またはモノ置換基であって、ピラゾリル、イミダゾリル、ピラゾリニル、
イミダゾリニル、ピロリジニル、フェノチアジニル、フェノキサジニル、フェナジニルお
よびアクリジニルから選択される基（各置換基は、独立して、上記式Ｉで表される延長剤
Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、フェニル、ヒドロキシ、アミノお
よびハロゲンから選択される）；
（ｖｉｉ）式ｉｖまたはｖで表される基：
【０１０３】

【化３】

（式中、
　（Ａ）Ｖ’は、各式で独立して、－Ｏ－、－ＣＨ－、Ｃ１～Ｃ６アルキレン、およびＣ

３～Ｃ７シクロアルキレンから選択され、
　（Ｂ）Ｖは、各式で独立して、－Ｏ－または－Ｎ（Ｘ２１）－から選択され、式中、Ｘ

２１は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、およびＣ２～Ｃ１

２アシルから選択され、ただしＶが－Ｎ（Ｘ２１）－の場合Ｖ’は－ＣＨ２－であり、
　（Ｃ）Ｘ１８およびＸ１９はそれぞれ独立して、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、水素お
よびＣ１～Ｃ１２アルキルから選択され、そして
　（Ｄ）ｋは、０、１および２から選択され、各Ｘ２０は、独立して、各存在について、
上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、ヒドロ
キシおよびハロゲンから選択される）；
（ｖｉｉｉ）式ｖｉで表される基：
【０１０４】

【化４】
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（式中、
　（Ａ）Ｘ２２は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、水素およびＣ１～Ｃ１２アルキルから
選択され、そして
　（Ｂ）Ｘ２３は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、または、ナフチル、フェニル、フラニ
ル、およびチエニルから選択される非置換、モノ置換またはジ置換基（式中、各置換基は
、独立して、各存在について、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシおよびハ
ロゲンから選択される）から選択される）；
（ｉｘ）－Ｃ（Ｏ）Ｘ２４

（式中、Ｘ２４は、上記式Ｉで表される延長剤Ｌ、ヒドロキシ、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、
Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、非置換またはＣ１～Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコ
キシでモノ置換されたフェニル、非置換、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、フェニル、ベンジルお
よびナフチルの少なくとも一つでモノ置換またはジ置換されたアミノから選択される）；
（ｘ）－ＯＸ７および－Ｎ（Ｘ７）２（式中、Ｘ７は上記の通り）；
（ｘｉ）－ＳＸ１１（式中、Ｘ１１は、上記の通り）；
（ｘｉｉ）上記式ｉｖで表される窒素含有環；
（ｘｉｉｉ）上記で示された式ｖまたはｖｉの一つで表された基；および
（ｘｉｖ）すぐ隣のＲ１基が一緒になって形成される、式ｖｉｉ、ｖｉｉｉおよびｉｘの
一つによって表される基：
【０１０５】
【化５】

（式中、
　（Ａ）ＷおよびＷ’は、独立して、各存在について、－Ｏ－、－Ｎ（Ｘ７）－、－Ｃ（
Ｘ１４）－、－Ｃ（Ｘ１７）－（式中、Ｘ７、Ｘ１４、およびＸ１７は、上記の通り）か
ら選択され、
　（Ｂ）Ｘ１４、Ｘ１５、およびＸ１７は、上記の通りであり、および
　（Ｃ）ｑは、０、１、２、３および４から選択される整数である）。
【０１０６】
　他の非限定的な実施形態によると、上記フォトクロミック化合物は式ＩＩで表されるフ
ォトクロミック化合物は、式ＩＩで表されるフォトクロミックピランであり得：
【０１０７】

【化６】

　式ＩＩに関し、Ａは、ナフト、ベンゾ、フェナントロ、フルオランテノ、アンテノ、キ
ノリノ、チエノ、フロ、インドロ、インドリノ、インデノ、ベンゾフロ、ベンゾチエノ、
チオフェノ、インデノ縮合ナフト、複素環縮合ナフトおよび複素環縮合ベンゾから選択さ
れる芳香環または縮合芳香環である；そして、ＢおよびＢ’はそれぞれ独立して、以下か
ら選択され得る：
（ｉ）水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルキリデン、Ｃ２～Ｃ１２アルキリ
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ジン、ビニル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ１～Ｃ１２ハロアルキル、アリル、ハロゲ
ン、および、非置換またはＣ１～Ｃ１２アルキルおよびＣ１～Ｃ１２アルコキシの少なく
とも一つでモノ置換されたベンジル；
（ｉｉ）フェニル基であって、そのｐ位において、Ｃ１～Ｃ７アルコキシ、直鎖または分
岐鎖状のＣｌ～Ｃ２０アルキレン、直鎖または分岐鎖状のＣ１～Ｃ４ポリオキシアルキレ
ン、環状Ｃ３～Ｃ２０アルキレン、フェニレン、ナフチレン、Ｃ１～Ｃ４アルキル置換フ
ェニレン、モノまたはポリウレタン（Ｃ１～Ｃ２０）アルキレン、モノまたはポリエステ
ル（Ｃ１～Ｃ２０）アルキレン、モノまたはポリカーボネート（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレ
ン、ポリシラニレン、ポリシロキサニレンおよびこれらの混合物から選択される少なくと
も一つの置換基でモノ置換され、少なくとも一つの置換基はフォトクロミック物質のアリ
ールに結合するフェニル基；
（ｉｉｉ）－ＣＨ（ＣＮ）２および－ＣＨ（ＣＯＯＸ１）２（式中、Ｘ１は上記の通り）
；
（ｉｖ）－ＣＨ（Ｘ２）（Ｘ３）（式中、Ｘ２およびＸ３は上記の通り）；
（ｖ）非置換、またはモノ置換、ジ置換あるいはトリ置換された、フェニル、ナフチル、
フェナントリルまたはピレニルのようなアリール基；９－ジュロリジニル；またはピリジ
ル、フラニル、ベンゾフラン－２－イル、ベンゾフラン－３－イル、チエニル、ベンゾチ
エン－２－イル、ベンゾチエン－３－イル、ジベンゾフラニル、ジベンゾチエニル、カル
バゾイル、ベンゾピリジル、インドリニル、およびフルオレニルから選択される、非置換
、モノ置換またはジ置換ヘテロ芳香族基であって、置換基は、各存在について独立して以
下から選択される：
　（Ａ）上記式Ｉで表される延長剤Ｌ；
　（Ｂ）－Ｃ（Ｏ）Ｘ６（式中、Ｘ６は、上記の通り）；
　（Ｃ）アリール、ハロアリール、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキルアリール、およびＣ１～Ｃ

１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置換またはジ置換されたアリール基；
　（Ｄ）Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル
オキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、アリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、アリールオキシ
（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）ア
ルキルまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（Ｃ

１～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）ア
ルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、ハロアルキル、およびモノ（Ｃ１～Ｃ１２

）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル；
　（Ｅ）Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、Ｃ３～Ｃ７シクロアルコキシ、シクロアルキルオキシ
（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、アリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、アリールオキシ（
Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）ア
ルコキシまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、およ
びモノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシまたはジ（Ｃ１

～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ；
　（Ｆ）アミド、アミノ、モノアルキルアミノまたはジアルキルアミノ、ジアリールアミ
ノ、ピペラジノ、Ｎ－（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルピペラジノ、Ｎ－アリールピペラジノ、
アジリジノ、インドリノ、ピペリジノ、モルホリノ、チオモルホリノ、テトラヒドロキノ
リノ、テトラヒドロイソキノリノ、ピロリジル、ヒドロキシ、アクリルオキシ、メタクリ
ルオキシおよびハロゲン；
　（Ｇ）－ＯＸ７および－Ｎ（Ｘ７）２（式中、Ｘ７は上記の通り）；
　（Ｈ）－ＳＸ１１（式中、Ｘ１１は上記の通り）；
　（Ｉ）式ｉ（上記の通り）で表される窒素含有環；および
　（Ｊ）式ｉｉまたはｉｉｉ（上記の通り）の一つで表される基；
（ｖｉ）非置換またはモノ置換基であって、ピラゾリル、イミダゾリル、ピラゾリニル、
イミダゾリニル、ピロリジニル、フェノチアジニル、フェノキサジニル、フェナジニルお
よびアクリジニルから選択される基（各置換基は、独立して、延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２ア
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択される）；
（ｖｉｉ）式ｉｖまたはｖ（上記の通り）の一つで表される基；および
（ｖｉｉｉ）式ｖｉ（上記の通り）で表される基。
【０１０８】
　あるいは、ＢおよびＢ’は一緒になって、以下の基を形成することもできる：（ａ）非
置換、モノ置換またはジ置換されたフルオレン－９－イリデンであって、フルオレン－９
－イリデンの各置換基は、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ１～Ｃ４アルコキシ、フルオロおよび
クロロから選択される；（ｂ）飽和Ｃ３～Ｃ１２スピロ単環式炭化水素環、たとえば、シ
クロプロピリデン、シクロブチリデン、シクロペンチリデン、シクロヘキシリデン、シク
ロヘプチリデン、シクロオクチリデン、シクロノニリデン、シクロデシリデン、シクロウ
ンデシリデン、シクロドデシリデン；（ｃ）飽和Ｃ７～Ｃ１２スピロ－二環式炭化水素環
、たとえば、ビシクロ［２．２．１］ヘプチリデンすなわちノルボルニリデン、１，７，
７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプチリデンすなわちボルニリデン、ビシクロ［
３．２．１］オクチリデン、ビシクロ［３．３．１］ノナン－９－イリデン、ビシクロ［
４．３．２］ウンデカン；または（ｄ）飽和Ｃ７～Ｃ１２スピロ－三環式炭化水素環、た
とえば、トリシクロ［２．２．１．０２，６］ヘプチリデン、トリシクロ［３．３．１．
１３，７］デシリデンすなわちアダマンチリデン、およびトリシクロ［５．３．１．１２

，６］ドデシリデン。さらに、以下でより詳細に検討する種々の非限定的な実施形態によ
れば、ＢおよびＢ’は、一緒になって、非置換またはＲ２で表される少なくとも一つの基
で置換された、インドリノまたはベンゾインドリノを形成することもできる。
【０１０９】
　再び式ＩＩに関し、種々の非限定的な実施形態によれば、「ｉ」は、０からＡ上の可能
な位置の総数までから選択される整数であり得、各Ｒ２は、それぞれ独立して、各存在に
ついて以下の基から選択することができる：（ｉ）式Ｉ（上記の通り）で表される延長剤
Ｌ、および（ｉｉ）Ｒ１（上記の通り）で表される基；ただし、式ＩＩで表されるフォト
クロミック二色性化合物は、上記式Ｉによって表される少なくとも一つの延長剤Ｌを含む
。
【０１１０】
　したがって、たとえば、式ＩＩにおいて、「ｉ」は、少なくとも１であり得、Ｒ２基の
少なくとも一つは延長剤Ｌであり得る。加えてあるいは代わりに、フォトクロミック二色
性化合物は、少なくとも一つのＲ２基、少なくとも一つのＢ基、または少なくとも一つの
、延長剤Ｌで置換されたＢ’基を含むことができる。したがって、たとえば、限定されな
いが、Ｌは、ピラン基に直接結合することができ（たとえば、ここでｉは少なくとも１で
Ｒ２はＬである）、または、Ｌは、たとえば、Ｒ２、Ｂ基またはＢ’基上の置換基として
、ピラン基に間接的に結合することもでき、その結果、Ｌが活性化状態においてピラン基
を延長して、フォトクロミック化合物の吸収率が延長されていないピラン基に比べて増強
される。たとえば、限定されないが、このＢまたはＢ’基は、延長剤Ｌでモノ置換された
フェニル基であり得る。
【０１１１】
　たとえば、種々の非限定的な実施形態によれば、フォトクロミック二色性化合物は、式
ＩＩＩ：
【０１１２】
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【化７】

で表されるナフト［１，２－ｂ］ピランであり得：ここで、
（ａ）６位のＲ２置換基、８位のＲ２置換基、ＢおよびＢ’の少なくとも一つは延長剤Ｌ
を含み；
（ｂ）６位のＲ２置換基は、５位のＲ２置換基と一緒になって式ｘ～式ｘｉｖ：
【０１１３】

【化８】

（式中、Ｋは、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｎ（Ｘ７）－、非置換Ｃまたはアルキル、ヒドロキシ
、アルコキシ、オキソまたはアリールで置換されたＣから選択され；Ｋ’は、－Ｃ－、－
Ｏ－、または－Ｎ（Ｘ７）－であり；Ｋ’’は、－Ｏ－または－Ｎ（Ｘ７）－から選択さ
れ；Ｘ２５はＲ２（上記で詳しく定義される通り）で表される基であり；Ｘ２６は、水素
、アルキル、アリールから選択することができるか、または一緒になってベンゾまたナフ
トを形成してもよく；各Ｘ２７は、アルキルおよびアリールから選択されるか、または一
緒になってオキソであり；ただし８位のＲ２置換基、Ｘ２５、Ｋ、Ｋ’、Ｋ’’、Ｂまた
はＢ’の少なくとも一つは延長剤Ｌを含む）の一つで表される基を形成し；または
（ｃ）６位のＲ２置換基と７位のＲ２置換基とは一緒になって、ベンゼノおよびナフトか
ら選択される芳香族基を形成し、ただし、８位のＲ２置換基、ＢおよびＢ’の少なくとも
一つは延長剤Ｌを含む）で表されるナフト［１，２－ｂ］ピランであってもよい。
【０１１４】
　さらに、他の非限定的な実施形態によれば、フォトクロミック二色性化合物は、式IＶ
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【０１１５】
【化９】

で表されるインデノ縮合ナフト［１，２－ｂ］ピランであり得：（式中、Ｋは上記の通り
であり、１１位のＲ２置換基、７位のＲ２置換基、Ｋ、ＢおよびＢ’の少なくとも一つは
延長剤Ｌを含む）。さらに、特定の非限定的な実施形態によれば、１１位のＲ２置換基お
よび７位のＲ２置換基の少なくとも一つは延長剤Ｌである。
【０１１６】
　他の非限定的な実施形態によれば、フォトクロミック二色性化合物は、式Ｖ：
【０１１７】
【化１０】

で表されるナフト［１，２－ｂ］ピランであり得：（式中、６位のＲ２置換基および７位
のＲ２置換基、ＢおよびＢ’の少なくとも一つは延長剤Ｌを含む）。さらに詳しくは、非
限定的な一実施形態によれば、６位のＲ２置換基および７位のＲ２置換基の少なくとも一
つは延長剤Ｌである。
【０１１８】
　さらに、なお他の非限定的な実施形態によれば、フォトクロミック二色性化合物は、式
ＶＩ：
【０１１９】
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【化１１】

（式中、
（ａ）５位のＲ２置換基、７位のＲ２置換基、ＢおよびＢ’の少なくとも一つは延長剤Ｌ
を含む；あるいは
（ｂ）すぐ隣のＲ２置換と一緒になった５位のＲ置換基および７位のＲ２置換基（すなわ
ち、６位または８位のＲ２置換基と一緒になった７位のＲ２置換基、または６位のＲ置換
基と一緒になった５位のＲ２置換基）の少なくとも一つが、式ｘ～ｘｉｖ（上記の通り）
で表される基を形成し、ただし、５位のＲ２置換基および７位のＲ２置換基のうちの一つ
のみが６位のＲ２置換基と一緒に結合し、そして５位のＲ２置換基、７位のＲ２置換基、
Ｘ２５、Ｋ、Ｋ’、Ｋ’’、ＢまたはＢ’の少なくとも一つは延長剤Ｌを含む）で表され
るベンゾピランでもよい。
【０１２０】
　本明細書中に開示される種々の非限定的な実施形態において使用され、一般的に、上記
式ＩＩで表されるフォトクロミック二色性化合物を形成するための一般反応順序を、以下
の反応順序Ａに示す。
【０１２１】
　（反応順序Ａ）
【０１２２】
【化１２】

　反応順序Ａ、パート１において、式α１で表される４－フルオロベンゾフェノンは、窒
素下、無水ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）溶媒中で、式α２で表される延長剤Ｌと反
応させ、式α３で表されるＬ置換ケトンを形成することができる。４－フルオロベンゾフ
ェノンは、購入することができ、また、当該分野で公知のフリーデル－クラフツ（Ｆｒｉ
ｅｄｅｌ－Ｃｒａｆｔｓ）法によって調製することができることは、当業者によって理解
される。たとえば、刊行物　Ｆｒｉｅｄｅｌ－Ｃｒａｆｔｓ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　
Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ，Ｇｅｏｒｇｅ　Ａ．Ｏｌａｈ，Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂ
ｌｉｓｈｅｒｓ，１９６４，第３巻，ＸＸＸＩ章（Ａｒｏｍａｔｉｃ　Ｋｅｔｏｎｅ　Ｓ
ｙｎｔｈｅｓｉｓ），および「Ｒｅｇｉｏｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｆｒｉｅｄｅｌ－Ｃｒａ
ｆｔｓ　Ａｃｙｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　１，２，３，４－Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｑｕｉｎｏ
ｌｉｎｅ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｎｉｔｒｏｇｅｎ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｅｓ：Ｅ
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ｆｆｅｃｔ　ｏｎ　ＮＨ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ａｎｄ　Ｒｉｎｇ　Ｓ
ｉｚｅ」Ｉｓｈｉｈａｒａ，Ｙｕｇｉら，Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，Ｐｅｒｋｉｎ　Ｔｒ
ａｎｓ．１，３４０１－３４０６頁，１９９２参照。
【０１２３】
【化１３】

　反応順序Ａのパート２で示すように、式α３で表されるＬ置換ケトンは、たとえば（こ
れに限定されない）無水テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）のような適切な溶媒中でナトリウ
ムアセチリドと反応させ、対応するプロパルギルアルコール（式α４で表される）を形成
することができる。
【０１２４】

【化１４】

　反応順序Ａのパート３において、式α４で表されるプロパルギルアルコールは、ヒドロ
キシ置換Ａ基（式α５で表される）と結合させ、本明細書で開示される非限定的な一実施
形態による、式α６で表されるフォトクロミックピランを形成することができる。必要に
応じて、Ａ基は、１またはそれ以上のＲ２基によって置換されていてもよく、各Ｒ２は、
残留Ｌ置換基と同じか、または相違する延長剤Ｌを含んでもよい。本明細書で開示される
種々の非限定的な実施形態との併用に適したＡおよびＲ２基の非限定的な例示は、先に詳
しく述べている。少なくとも一つの延長剤Ｌで置換されたヒドロキシル化Ａ基を形成する
ための一般反応順序の非限定的な例示を、以下の反応順序Ｂ、Ｃ、およびＤに示す。
【０１２５】
　反応順序Ａは、式ＩＩで表され、Ｌ置換フェニルおよびフェニルから選択されるＢおよ
びＢ’基を有するフォトクロミック化合物を形成するための一般反応順序を示すが、式Ｉ
Ｉで一般的に表され、上記式α６中で示された基以外のＢおよびＢ’基を有するフォトク
ロミック化合物（この化合物は、必要に応じて、１またはそれ以上のＬ基、またはＬを含
むＲ２基の１またはそれ以上で置換されることができる）は、市販のケトン類から、また
はアシルハライドとナフタレンまたはヘテロ芳香族化合物などの置換または非置換材料と
の反応によって調製することができることが、当業者に理解される。本明細書で開示され
る種々の非限定的な実施形態との併用に適切なＢおよびＢ’置換基の非限定的な例示は、
先に詳しく述べている。
【０１２６】
　反応順序Ｂ、ＣおよびＤに、少なくとも一つの延長剤Ｌで置換されたヒドロキシル化Ａ
基であって、本明細書で開示される種々の非限定的な実施形態によるフォトクロミックピ
ラン類の形成に使用することのできるヒドロキシル化Ａ基を形成するための、３つの相違
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する一般反応順序を示す。たとえば、ここで限定するものではないが、反応順序Ａにおい
て先に検討したように、得られたＬ置換ヒドロキシル化Ａ基は、プロパルギルアルコール
と結合させて、本明細書で開示される種々の非限定的な実施形態によるフォトクロミック
ピランを形成することができる。さらに、先に検討したように、必要に応じて、Ａ基はま
た、１またはそれ以上の追加のＲ２基によって置換されていてもよく、各Ｒ２は、残留Ｌ
と同じか、または相違する延長剤Ｌを含んでもよい。　
【０１２７】
　（反応順序Ｂ）
【０１２８】
【化１５】

　反応順序Ｂでは、式β１で表されるヒドロキシル化Ａ基を、無水テトラヒドロフラン中
で、たとえば（限定ではない）メチルリチウム（ＭｅＬｉ）のようなアルキルリチウムの
存在下で、式β２で表されるＬ置換ピペリジンと反応させ、式β３で表されるヒドロキシ
ル化Ａ基に結合するＬ置換Ｒ２基を生成する。さらに、先に示したように、Ａ基はまた、
１またはそれ以上の追加のＲ２基によって置換されていてもよく、各Ｒ２は、残留Ｌと同
じか、または相違する延長剤Ｌを含んでもよい。さらに、Ｋは、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｎ（
Ｘ７）－または置換または非置換の炭素から選択することができる。たとえば、Ｋは、メ
チルでジ置換された炭素であることもでき、またはエチル基およびヒドロキシル基で置換
することもできる。
【０１２９】
　（反応順序Ｃ）
【０１３０】

【化１６】

　反応順序Ｃでは、式χ１で表されるＲ２置換ヒドロキシル化Ａ基を、メチレンクロライ
ド中、ジシクロヘキシルカルボジイミドの存在下で、式χ２で表されるＬ置換フェノール
とエステル化反応において反応させ、式χ３で表されるヒドロキシル化Ａ基に結合するＬ
置換Ｒ２基を生成する。さらに反応順序Ｃにおいて示したように、式χ３で表される基は
、必要に応じて、１またはそれ以上の追加のＲ２基によって置換されていてもよく、各Ｒ
２は、残留Ｌと同じか、または相違する延長剤Ｌを含んでもよい。
【０１３１】
　以下の反応順序Ｄでは、式δ１で表されるヒドロキシ置換ナフトールを塩素と反応させ
、式δ２で表される化合物を形成する。式δ２で表される化合物を、式δ３で表されるＬ
置換ピペリジンと反応させ、式δ４で表される物質を形成する。式δ４で表される物質を
、水素雰囲気中で、炭素担持パラジウム触媒で還元し、式δ５で表される、ヒドロキシル
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化Ａ基に結合したＬ置換Ｒ２基を形成する。
【０１３２】
　（反応順序Ｄ）
【０１３３】
【化１７】

　反応順序ＥおよびＦは、延長剤Ｌで置換されたナフトピランを形成し、本明細書で開示
される種々の非限定的な実施形態によるフォトクロミックナフトピランを形成する２つの
異なる方法を示す。
【０１３４】
　（反応順序Ｅ）
【０１３５】
【化１８】

　反応順序Ｅでは、式ε１で表されるヒドロキシ置換Ａ基（この基は必要に応じて少なく
とも一つのＲ２基で置換されている）を、たとえば（限定ではない）メチルリチウム（Ｍ
ｅＬｉ）のようなアルキルリチウムの存在下、無水テトラヒドロフラン中で、式ε２で表
されるヒドロキシ置換ピペリジンと反応させ、式ε３で表される、ヒドロキシル化Ａ基に
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結合する４－ヒドロキシピペリジニルを生成する。次いで、式ε３で表される化合物を、
式ε４で表されるプロパルギルアルコールと結合させ、式ε５で表される、インデノ縮合
ナフトピランに結合する４－ヒドロキシピペリジニルを生成する。式ε５で表されるナフ
トピランは、反応順序Ｅの経路（１）で示すように、たとえば（限定ではない）塩化メチ
レンのような溶媒中、たとえば（限定ではない）トリエチルアミンのような３級アミンを
使用したアセチル化反応によって、式ε６で表されるＬ置換化合物とさらに反応させ、式
ε７で表される、本明細書で開示される非限定的な一実施形態によるインデノ縮合ナフト
ピランに結合するＬ置換ピペリジニルを生成することができる。あるいは、経路（２）で
示すように、式ε５で表されるナフトピランを、式ε８で表されるＬ置換化合物と反応さ
せ、式ε９で表され、本明細書で開示される非限定的な一実施形態による、インデノ縮合
ナフトピランに結合するＬ置換ピペリジニルを生成することもできる。さらに、反応順序
Ｅで示すように、式ε７および式ε９で表される、インデノ縮合ナフトピランに結合する
Ｌ置換ピペリジニルは、必要に応じて、１またはそれ以上の追加のＲ２基によって置換さ
れていてもよく、各Ｒ２は、残留Ｌと同じか、または相違する延長剤Ｌを含んでもよい。
【０１３６】
　下記の反応順序Ｆでは、式φ１で表されるヒドロキシル化Ａ基を、式φ２で表されるプ
ロパルギルアルコールと結合して、式φ３で表されるナフトピランを生成する。次いで、
式φ３で表されるナフトピランを、式φ４で表されるＬ置換フェニルアミンと反応させ、
式φ５で表され、本明細書で開示される種々の非限定的な実施形態による、ナフトピラン
に結合するＬ置換フェニルアミンを生成する。適切なＢおよびＢ’置換基の非限定的な例
示は先に詳しく述べている。
【０１３７】
　（反応順序Ｆ）
【０１３８】
【化１９】

　ここで限定するものではないが、式β１および式ε１（これらはそれぞれ反応順序Ｂお
よびＥにおいて記載される）で表されるヒドロキシ置換Ａ基において、Ｋはメチルでジ置
換された炭素であり得、２，３－ジメトキシ－７，７－ジメチル－７Ｈ－ベンゾ［ｃ］フ
ルオレン－５－オールを形成することができる。当業者であれば、このようなヒドロキシ
置換Ａ基の複数の製造方法を認識する。たとえば、限定ではないが、２，３－ジメトキシ
－７，７－ジメチル－７Ｈ－ベンゾ［ｃ］フルオレン－５－オールを形成する方法の一つ
が、米国特許第６，２９６，７８５号（これは参考として本明細書に具体的に援用される
）の実施例９、工程２に記載されている。さらに詳しくは、米国特許第６，２９６，７８
５号の実施例９、工程２に記載されているように、２，３－ジメトキシ－７，７－ジメチ
ル－７Ｈ－ベンゾ［ｃ］フルオレン－５－オールの非限定的な一つの形成方法は以下の通
りである。
【０１３９】
　工程１：１，２－ジメトキシベンゼン（９２．５ｇ）、および塩化ベンゾイル（８４．
３ｇ）の５００ミリリッター（ｍＬ）塩化メチレン溶液を、窒素雰囲気下で、固形物追加
漏斗を備える反応フラスコに加える。必要に応じて反応混合物を氷／水浴中で冷却しなが
ら、固形物状の無水塩化アルミニウム（８９．７ｇ）を、反応混合物に加える。反応混合
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物を室温で３時間撹拌する。得られた混合物を、３００ｍＬの氷および１Ｎ塩酸の１：１
混合物に注ぎ入れ、１５分間激しく撹拌する。混合物を１００ｍＬの塩化メチレンで２回
抽出する。有機層を合わせて、５０ｍＬの１０重量％水酸化ナトリウム、次いで５０ｍＬ
の水で洗浄する。塩化メチレン溶媒を回転蒸発によって取り除き、黄色の固形物を得る。
９５％エタノールから再結晶し、融点が１０３～１０５℃のベージュ色の針状物を１４７
ｇ得る。生成物は、３，４，－ジメトキシベンゾフェノンと一致する構造を持つと考えら
れる。
【０１４０】
　工程２：カリウムｔ－ブトキシド（６２ｇ）および９０ｇの上記工程１の生成物を３０
０ｍＬのトルエンを含む反応フラスコに窒素雰囲気下で加える。混合物を加熱して還流し
、コハク酸ジメチル（１４４．８ｇ）を１時間にわたって滴下する。混合物を５時間還流
し、室温まで冷却する。３００ｍＬの水を反応混合物に加え、２０分間激しく撹拌する。
水相と有機相とを分離し、有機相を１回１００ｍＬの水で３回抽出する。合わせた水相を
１回５０ｍＬのクロロホルムで３回洗浄する。水層を６Ｎ塩酸で酸性化してｐＨ２とし、
沈殿物を形成し、これを濾過によって取り除く。水層を１回１００ｍＬのクロロホルムで
３回抽出する。有機抽出物を合わせ、回転蒸発によって濃縮する。得られた油状物は（Ｅ
およびＺ）４－（３，４－ジメトキシフェニル）－４－フェニル－３－メトキシカルボニ
ル－３－ブテン酸の混合物と一致する構造を持つと考えられる。
【０１４１】
　工程３：上記工程２で得られた生成物（８．６ｇ）、５ｍＬの無水酢酸、および５０ｍ
Ｌのトルエンを窒素雰囲気下で反応フラスコに加える。反応混合物を１１０℃で６時間加
熱し、室温に冷却し、溶媒（トルエンおよび無水酢酸）を回転蒸発により取り除く。残渣
を３００ｍＬの塩化メチレンと２００ｍＬの水に溶解する。固体状の炭酸ナトリウムを上
記二相性混合物に泡立ちがなくなるまで加える。層を分離し、水層を１回５０ｍＬの塩化
メチレンで２回抽出する。有機層を合わせて、溶媒（塩化メチレン）を回転蒸発によって
取り除き、濃い赤色の油状物を得る。この油状物を温かいメタノールに溶解し、０℃で２
時間冷凍する。得られた結晶を減圧濾過によって集め、冷メタノールで洗浄し、融点が１
７６～１７７℃の生成物を５ｇ生成する。回収した固体状の生成物は、１－（３，４－ジ
メトキシフェニル）－２－メトキシカルボニル－４－アセトキシナフタレンおよび１－フ
ェニル－２－メトキシカルボニル－４－アセトキシ－６，７－ジメトキシナフタレンの混
合物に一致する構造を有すると考えられる。
【０１４２】
　工程４：５ｇの上記工程３の混合生成物、５ｍＬの１２Ｍ塩酸および３０ｍＬのメタノ
ールを反応フラスコ内で合わせ、１時間加熱還流する。反応混合物を冷却し、得られた沈
殿物を減圧濾過によって集め、冷メタノールで洗浄する。生成物を、ヘキサンおよび酢酸
エチルの２：１混合物を溶離液として用いるシリカゲルのプラグを通す濾過によって精製
する。濾液を回転蒸発で濃縮し、１－フェニル－２－メトキシカルボニル－６，７－ジメ
トキシナフト－４－オールと一致する構造を有すると考えられるベージュ色の固形物を３
ｇ得る。
【０１４３】
　工程５：反応フラスコに窒素雰囲気下で２．８ｇの工程４で得られた生成物を充填する
。無水テトラヒドロフラン（４０ｍＬ）をこのフラスコに加える。反応混合物をドライア
イス／アセトン浴中で冷却し、４１ｍＬのメチルマグネシウムクロライド溶液（テトラヒ
ドロフラン中１Ｍ）を１５分にわたって滴下する。得られた黄色の反応混合物を０℃で２
時間撹拌し、ゆっくりと室温まで温める。反応混合物を５０ｍＬの氷／水混合物中に注ぎ
入れる。エーテル（２０ｍＬ）を加え、層を分離する。水層を１回２０ｍＬのエーテルで
２回抽出し、有機部分を合わせ、３０ｍＬの水で洗浄する。有機層を無水硫酸マグネシウ
ムで乾燥し、回転蒸発によって濃縮する。得られた油状物を５０ｍＬのトルエンを含む反
応容器（ディーンスターク（Ｄｅａｎ－Ｓｔａｒｋ）トラップに固定されている）に移し
、これにドデシルベンゼンスルホン酸を２滴加える。反応混合物を２時間加熱して還流し
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、冷却する。トルエンを回転蒸発によって取り除き、所望の化合物を２ｇ得る。
【０１４４】
　別の非限定的な実施形態によれば、フォトクロミック二色性化合物は、フォトクロミッ
クスピロ－ピランまたはフォトクロミックスピロ－オキサジンであり得、これは式ＶＩＩ
により表される：
【０１４５】
【化２０】

（式中、
（ａ）Ａは、ナフト、ベンゾ、フェナントロ、フルオランテノ、アンテノ、キノリノ、チ
エノ、フロ、インドロ、インドリノ、インデノ、ベンゾフロ、ベンゾチエノ、チオフェノ
、インデノ縮合ナフト、複素環縮合ナフトおよび複素環縮合ベンゾから選択され；
（ｂ）ＹはＣまたはＮであり；
（ｃ）ＳＰは、インドリノおよびベンズインドリから選択されるスピロ基であり；そして
（ｄ）ｉは、０からＡ上の可能な位置の総数までから選択される整数であり、ｒは、０か
らＳＰ上の可能な位置の総数までから選択される整数であり、ただし、ｉ＋ｒの合計は少
なくとも１であり、各Ｒ３は独立して各存在について、以下から選択される：
　（ｉ）上記の式Ｉにより表される延長剤Ｌ：および
　（ｉｉ）上記Ｒ１により表される基、
ただし、式ＶＩＩにより表されるフォトクロミック二色性化合物は、少なくとも一つの、
上記の式Ｉにより表される延長剤（Ｌ）を含む）。
【０１４６】
　本明細書で開示される、式ＩＩにより一般的に表されるフォトクロミック化合物に関し
て先に検討したように、式ＶＩＩで一般的に表されるフォトクロミック化合物は、Ｌまた
は延長剤Ｌで置換されたＲ３基で置換することによって、任意の可能な位置において延長
され得、および／またはＬまたは延長剤Ｌで置換されたＲ３基による可能な位置での複数
の組み合わせの置換によって、任意の所望の方向へ延長され得る。したがって、たとえば
、ここで限定されるわけではないが、式ＶＩＩで一般的に表されるフォトクロミック化合
物を、ＳＰ基をＬまたはＬで置換されたＲ３基で置換することによって、そして／または
Ａ基をＬまたはＬで置換されたＲ３基で置換することによって、延長することができ、そ
の結果、所望の平均吸収率のフォトクロミック化合物を提供する。たとえば、ここで限定
されるわけではないが、特定の非限定的な実施形態によると、フォトクロミック二色性化
合物は、式ＶＩＩＩ：
【０１４７】
【化２１】
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（式中、各Ｒ’’は独立して、各存在について、水素、置換または非置換アルキル、シク
ロアルキル、アリールアルキルから選択されるか、または一緒になって、置換または非置
換シクロアルキルを形成し；Ｒ’’’は、非置換または（ｉ）－ＣＨ（ＣＮ）２または－
ＣＨ（ＣＯＯＸ１）２；（ｉｉ）－ＣＨ（Ｘ２）（Ｘ３）；および（ｉｉｉ）－Ｃ（Ｏ）
Ｘ２４（式中、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、およびＸ２４は上記の通り）；および（ｉｖ）ハロゲ
ン、ヒドロキシ、エステルまたはアミンの少なくとも一つで置換されたアルキル基、アリ
ール基、またはアリールアルキル基から選択され；ｉおよびｒの少なくとも一つは少なく
とも１であり、少なくとも一つのＲ３は、Ｌを含む）で表すことができる。さらに、非限
定的な一実施形態によれば、少なくとも一つのＲ３はＬである。式ＶＩＩに関して先に検
討したように、式ＶＩＩＩ中のＹは、ＣまたはＮから選択することができる。たとえば、
種々の非限定的な実施形態によれば、ＹはＣでもよく、フォトクロミック化合物は、スピ
ロ（インドリノ）ピランでもよい。他の非限定的な実施形態によれば、ＹはＮでもよく、
フォトクロミック化合物は、スピロ（インドリノ）オキサジンでもよい。
【０１４８】
　別の非限定的な実施形態によれば、フォトクロミック二色性化合物は、式ＩＸ：
【０１４９】
【化２２】

（式中、６位のＲ３または７位のＲ３の少なくとも一つは延長剤Ｌを含む）で表すことが
できる。さらに、特定の非限定的な一つの実施形態によれば、式ＩＸの６位のＲ３または
７位のＲ３の少なくとも一つは延長剤Ｌである。
【０１５０】
　さらに別の非限定的な実施形態によれば、フォトクロミック二色性化合物は、式Ｘ：
【０１５１】
【化２３】

（式中、少なくとも７位のＲ３は延長剤Ｌを含む）で表すことができる。さらに、特定の
非限定的な一つの実施形態によれば、７位のＲ３基は延長剤Ｌである。
【０１５２】
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　さらに別の非限定的な実施形態によれば、フォトクロミック二色性化合物は、式ＸＩ：
【０１５３】
【化２４】

（式中、少なくとも６位のＲ３基は延長剤Ｌを含む）により表すことができる。さらに、
種々の非限定的な実施形態によれば、６位のＲ３基は延長剤Ｌである。
【０１５４】
　本明細書中に開示される種々の非限定的な実施形態において使用され得る、式ＶＩＩで
一般的に表されるフォトクロミック二色性化合物を合成するための一般反応順序を以下の
反応順序Ｇに示す。
【０１５５】
　（反応順序Ｇ）
【０１５６】

【化２５】

　反応順序Ｇ、パート１は、式γ１で表されるヒドロキシル化Ａ基を、たとえば（限定で
はない）酢酸のような酸の存在下、亜硝酸ナトリウムと反応させ、式γ２で表されるニト
ロソ置換Ａ基を生成する一般的なニトロソ化方法を示す。Ａ基の適切な非限定的例示とし
て、ナフト、ベンゾ、フェナントロ、フルオランテノ、アンテノ、キノリノ、インデノ縮
合ナフト、複素環縮合ナフトおよび複素環縮合ベンゾが挙げられる。必要に応じて、Ａ基
は１またはそれ以上のＲ３基で置換することができ、これらはそれぞれ、残留Ｌと同じか
、または相違する延長剤Ｌを含んでもよい。
【０１５７】
【化２６】

　反応順序Ｇのパート２において、式γ２で表されるニトロソ置換Ａ基を、式γ３で表さ
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れるフィッシャー（Ｆｉｓｃｈｅｒ）塩基とカップリングさせる。このカップリングは、
たとえば（限定ではない）無水エタノールのような溶媒中で行い、還流条件下で加熱し、
式γ４で表される本明細書で開示される種々の非限定的な実施形態によるフォトクロミッ
クオキサジンを生成する。
【０１５８】
　反応順序Ｇのパート１で示した一般的なニトロソ化方法を、以下の２つの順序（反応順
序ＨおよびＩ）でさらに詳しく記載するが、これらは一般的に、ニトロソ置換Ａ基を生成
するための、２つのニトロソフェノール合成方法を示す。上記ニトロソ置換Ａ基は必要に
応じて少なくとも一つのＲ３で置換されていてもよく、カップリング反応で使用され、本
発明のオキサジン生成物を生成することができる。順序ＨおよびＩの経路（２）で説明す
るように、ＮａＮＯ２と反応させる前に、中間化合物をさらに１またはそれ以上の他の反
応体と反応させ、Ａ基上に適切な延長剤Ｌを形成することができる。
【０１５９】
　（反応順序Ｈ）
【０１６０】
【化２７】

　さらに詳しくは、反応順序Ｈにおいて、式η１で表されるヒドロキシル化Ａ基のカルボ
ン酸を、式η２で表されるヒドロキシル化Ａ基のエステルに変換し、次いで、式η２で表
されるヒドロキシル化Ａ基のエステルを、たとえば（限定ではない）酢酸のような酸の存
在下、亜硝酸ナトリウムと反応させ、式η３のニトロソ置換Ａ基を生成することができる
。あるいは、経路（２）に示すように、式η２で表されるヒドロキシル化Ａ基のエステル
を、塩基性条件下で４－ピペリジノアニリン（式η４で表される）と反応させ、式η５で
表されるＬ置換化合物を生成することもできる。次いで、式η５で表されるＬ置換化合物
を、ニトロソ化反応に供し、式η６で表されるＬおよびニトロソ置換Ａ基を生成する。さ
らに、Ｌおよびニトロソ置換Ａ基は、必要に応じて、１またはそれ以上のＲ３基で置換す
ることもでき、Ｒ３基の各々は、残留Ｌと同じか、または相違する延長剤Ｌを含むことが
できる。
【０１６１】
　反応順序Ｈに関し先に検討したように、反応順序Ｉ（下記）において、式ι１で表され
るヒドロキシル化Ａ基のカルボン酸を、式ι２で表されるヒドロキシル化Ａ基のエステル
に変換する。次いで、式ι２で表されるヒドロキシル化Ａ基のエステルを、たとえば（限
定ではない）酢酸のような酸の存在下、亜硝酸ナトリウムと反応させ、式ι３のニトロソ
置換Ａ基を生成することができる。あるいは、経路（２）に示すように、式ι２で表され
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される）と反応させ、式ι５で表されるＬ置換４－フェニルアニリンを生成することもで
きる。次いで、式ι５で表されるＬ置換４－フェニルアニリンを、ニトロソ化反応に供し
、式ι６で表されるＬおよびニトロソ置換Ａ基を生成する。先に検討したように、（Ｌ置
換（ニトロソ置換Ａ基））は、必要に応じて、１またはそれ以上のＲ３基で置換すること
もでき、Ｒ３基の各々は、残留Ｌと同じか、または相違する延長剤Ｌを含むことができる
。
【０１６２】
　（反応順序Ｉ）
【０１６３】
【化２８】

　本明細書中に開示される種々の非限定的な実施形態によるフォトクロミック化合物を合
成するさらに詳しい反応順序を、以下の反応順序ＪおよびＫに示す。
【０１６４】
　反応順序Ｊ（下記）において、式φ１で表されるニトロソフェノールを、メタノール中
で延長剤Ｌのピペラジノフェノール（式φ２で表される）と反応させ、式φ３で表される
Ｌ置換ニトロソナフトールを形成する。反応順序Ｊに示すように、Ｌ置換ニトロソナフト
ールをさらに、１またはそれ以上のＲ基で置換することもでき、Ｒ基の各々は、残留Ｌと
同じか、または相違する延長剤Ｌを含むことができる。次いで、式φ３で表されるＬ置換
ニトロソナフトールを、式φ４で表されるフィッシャー塩基と加熱することによりカップ
リングし、式φ５で表されるＬ置換ナフトオキサジンを生成する。
【０１６５】
　（反応順序Ｊ）
【０１６６】
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　引き続き反応順序Ｊを参照し、式φ５で表されるＬ置換ナフトオキサジンは、Ｌ置換ナ
フトオキサジンと式φ６で表される他のＬ置換化合物とを反応させることによってさらに
延長され、本明細書で開示される、種々の非限定的な実施形態による、式φ７で表される
ナフトオキサジンを生成することができる。さらに、先に検討したように、および反応順
序Ｊで示したように、式φ７で表されるナフトオキサジンは、必要に応じて、１またはそ
れ以上のＲ３基で置換することもでき、Ｒ３基の各々は、残留Ｌと同じか、または相違す
る延長剤Ｌを含むことができる。
【０１６７】
　先に反応順序Ｊにおいて示したように、一般的に、ニトロソフェノールとフィッシャー
塩基とをカップリングした後、得られたナフトオキサジンは、さらに１またはそれ以上の
他の反応物と反応させ、ナフトオキサジンを延長剤Ｌで延長することができる。しかし、
これに付け加えてあるいは代わりに、ニトロソフェノールとフィッシャー塩基とのカップ
リングの前に、このニトロソフェノールを反応させ、ニトロソフェノールを１またはそれ
以上の延長剤Ｌで置換することができる（たとえば、反応順序ＨおよびＩで先に示される
ように）ことを、当業者は理解する。さらに、このようなＬ置換ニトロソフェノールを、
一般的に下記反応順序Ｋで示すように、フィッシャー塩基とカップリングさせ、Ｌ－置換
ナフトオキサジンを形成することができる。
【０１６８】
　（反応順序Ｋ）　
【０１６９】
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　さらに詳しく言えば、反応順序Ｋにおいて、式κ１で表されるＬ置換ピペリジニルナフ
トールを、トリアルコキシメタンと反応させ、加熱して、式κ２で表されるＬおよびホル
ミル置換ナフトールを形成する。次いで、式κ２で表される化合物をフィッシャー塩基（
式κ３で表される）と反応させ、本明細書で開示される、種々の非限定的な実施形態によ
る式κ４で表されるＬ置換スピロナフトピランを生成する。
【０１７０】
　先に検討したように、一般的に、ニトロソフェノールとフィッシャー塩基（たとえば、
反応順序Ｊに示す）とをカップリングした後、得られたナフトオキサジンを、さらに１ま
たはそれ以上の他の反応物と反応させ、ナフトオキサジンを延長剤Ｌで延長することがで
きる。このような延長の数種の非限定的な例示が、以下の一般化した反応順序Ｍに提供さ
れる。
【０１７１】
　さらに詳しく言えば、反応順序Ｍ（下記）は、延長剤Ｌをナフトオキサジンに付加させ
、本明細書で開示される、種々の非限定的な実施形態による、フォトクロミックオキサジ
ンを生成する３つの経路を示す。第一経路（１）では、式μ１で表されるナフトオキサジ
ンをヒドロキシフェニルピペラジンと反応させ、式μ２で表される物質を生成する。式μ

２で表される物質を塩化ヘキシルベンゾイルでベンゾイル化し、式μ３で表される物質を
生成する。第二経路（２）では、式μ１で表される物質を加水分解し、式μ４の物質に変
換する。塩化メチレン中、ジシクロヘキシルカルボジイミドの存在下でのフェノール様物
質とのエステル化反応では、式μ４で表される物質を、式μ５で表される、テトラヒドロ
ピラン保護基を有する物質に変換する。式μ５で表される物質を、たとえば（限定ではな
い）エタノールのようなアルコール性溶媒中の塩酸の希釈溶液で脱保護し、式μ６で表さ
れる物質を形成する。式μ６で表される物質をコレステロールクロロホルメートと反応さ
せ、式μ７で表される物質を形成する。第三経路（３）では、式μ６で表される物質を、
４－フェニルベンゾイルクロライドでベンゾイル化し、式μ８で表される物質を形成する
。
【０１７２】
　（反応順序Ｍ）
【０１７３】
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【化３１】

　別の非限定的な実施形態によると、フォトクロミック二色性化合物は、式ＸＩＩで表さ
れ得る：
【０１７４】

【化３２】

（式中、
（ａ）Ａは、ナフト、ベンゾ、フェナントロ、フルオランテノ、アンテノ、キノリノ、チ
エノ、フロ、インドロ、インドリノ、インデノ、ベンゾフロ、ベンゾチエノ、チオフェノ
、インデノ縮合ナフト、複素環縮合ナフトおよび複素環縮合ベンゾから選択され；
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（ｂ）Ｊはスピロ脂環であり；
（ｃ）各Ｄは独立してＯ、Ｎ（Ｚ）、Ｃ（Ｘ４）、Ｃ（ＣＮ）２から選択され、式中、Ｚ
は独立して各存在について水素、Ｃ１～Ｃ６アルキル、シクロアルキルおよびアリールか
ら選択され；
（ｄ）Ｇはアルキル、シクロアルキルおよびアリールから選択される基であって、これら
は非置換または少なくとも一つの置換基Ｒ４で置換されていてもよく；
（ｅ）Ｅは－Ｏ－または－Ｎ（Ｒ５）－であり、式中、Ｒ５は以下から選択される：　
　（ｉ）水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケン、Ｃ２～Ｃ１２アルキン、
ビニル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ１～Ｃ１２ハロアルキル、アリル、ハロゲン、お
よび非置換またはＣ１～Ｃ１２アルキルおよびＣ１～Ｃ１２アルコキシの少なくとも一つ
でモノ置換されたベンジル；
　（ｉｉ）ｐ位において、Ｃ１～Ｃ７アルコキシ、直鎖または分岐鎖状のＣｌ～Ｃ２０ア
ルキレン、直鎖または分岐鎖状のＣ１～Ｃ４ポリオキシアルキレン、環状Ｃ３～Ｃ２０ア
ルキレン、フェニレン、ナフチレン、Ｃ１～Ｃ４アルキル置換フェニレン、モノウレタン
（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレンまたはポリウレタン（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレン、モノエス
テル（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレンまたはポリエステル（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレン、モノ
カーボネート（Ｃｌ～Ｃ２０）アルキレンまたはポリカーボネート（Ｃｌ～Ｃ２０）アル
キレン、ポリシラニレン、ポリシロキサニレンおよびこれらの混合物から選択される少な
くとも一つの置換基でモノ置換されたフェニルであって、少なくとも一つの置換基がフォ
トクロミック物質のアリール基に結合する、フェニル；
　（ｉｉｉ）－ＣＨ（ＣＮ）２および－ＣＨ（ＣＯＯＸ１）２（式中、Ｘ１は上記の通り
）；
　（ｉｖ）－ＣＨ（Ｘ２）（Ｘ３）（式中、Ｘ２およびＸ３は上記の通り）；
　（ｖ）フェニル、ナフチル、フェナントリルまたはピレニルのような非置換、モノ置換
、ジ置換、またはトリ置換アリール基；９ジュロリジニル；またはピリジル、フラニル、
ベンゾフラン－２－イル、ベンゾフラン－３－イル、チエニル、ベンゾチエン－２－イル
、ベンゾチエン－３－イル、ジベンゾフラニル、ジベンゾチエニル、カルバゾイル、ベン
ゾピリジル、インドリニルおよびフルオレニルから選択される非置換、モノ置換またはジ
置換ヘテロ芳香族基（ここで、上記置換基は独立して、各存在について、以下から選択さ
れる：
　　（Ａ）上記式Ｉで表される延長剤Ｌ；
　　（Ｂ）－Ｃ（Ｏ）Ｘ６（式中、Ｘ６は上記の通り）；
　　（Ｃ）アリール、ハロアリール、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキルアリール、およびＣ１～
Ｃ１２アルキルまたはＣ１～Ｃ１２アルコキシでモノ置換またはジ置換されたアリール基
；
　　（Ｄ）Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキル、Ｃ３～Ｃ７シクロアルキ
ルオキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、アリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、アリールオキ
シ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）
アルキルまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、モノ（
Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）
アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル、ハロアルキル、およびモノ（Ｃ１～Ｃ１

２）アルコキシ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキル；
　　（Ｅ）Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、Ｃ３～Ｃ７シクロアルコキシ、シクロアルキルオキ
シ（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、アリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、アリールオキシ
（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、モノ（Ｃ１－Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）
アルコキシまたはジ（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ、お
よびモノ（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシまたはジ（Ｃ

１～Ｃ１２）アルコキシアリール（Ｃ１～Ｃ１２）アルコキシ；
　　（Ｆ）アミド、アミノ、モノアルキルアミノまたはジアルキルアミノ、ジアリールア
ミノ、ピペラジノ、Ｎ－（Ｃ１～Ｃ１２）アルキルピペラジノ、Ｎ－アリールピペラジノ
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、アジリジノ、インドリノ、ピペリジノ、モルホリノ、チオモルホリノ、テトラヒドロキ
ノリノ、テトラヒドロイソキノリノ、ピロリジル、ヒドロキシ、アクリルオキシ、メタク
リルオキシ、およびハロゲン；
　　（Ｇ）－ＯＸ７および－Ｎ（Ｘ７）２（式中、Ｘ７は上記の通り）；
　　（Ｈ）－ＳＸ１１（式中、Ｘ１１は上記の通り）；
　　（Ｉ）上記式ｉで表される窒素含有環；および
　　（Ｊ）上記式ｉｉまたはｉｉｉの一つで表される基）；
　（ｖｉ）ピラゾリル、イミダゾリル、ピラゾリニル、イミダゾリニル、ピロリジニル、
フェノチアジニル、フェノキサジニル、フェナジニル、またはアクリジニルから選択され
る非置換またはモノ置換基であって、各置換基は独立して、延長剤Ｌ、Ｃ１～Ｃ１２アル
キル、Ｃ１～Ｃ１２アルコキシ、フェニル、ヒドロキシ、アミノまたはハロゲンから選択
される；
　（ｖｉｉ）上記式ｉｖまたはｖの一つで表される基；
　（ｖｉｉｉ）上記式ｖｉで表される基；および
　（ｉｘ）上記式Ｉで表される延長剤Ｌ；ならびに
（ｆ）ｉは０からＡ上の可能な位置の総数までから選択される整数であり、各Ｒ４は、独
立して各存在について、以下から選択される：
　（ｉ）式Ｉにより表される延長剤Ｌ；および
　（ｉｉ）Ｒ１で表される基、
ただし、式ＶＩＩにより表されるフォトクロミック二色性化合物は、少なくとも一つの上
記式Ｉにより表される延長剤（Ｌ）を含む）。
【０１７５】
　上記フォトクロミック二色性化合物に関して検討したように、式ＸＩＩで一般的に表さ
れるフォトクロミック二色性化合物は、ＬまたはＬで置換されたＲ４基で置換することに
よって、任意の可能な位置において延長され得、および／またはＬまたはＬで置換された
Ｒ４基による可能な位置での複数の組み合わせの置換によって、任意の所望の方向へ延長
され得る。したがって、たとえば、ここで限定されるわけではないが、少なくとも活性化
状態においてフルギドの平均吸収率を高めるために、Ｄ、Ｇ、および少なくとも一つのＲ
４の少なくとも一つとして、ＬまたはＬで置換された基を選択することによって、本明細
書で開示されるフルギド類を延長することができる。さらに、ここで限定されるわけでは
ないが、以下でさらに詳しく検討するように、ＥがＮ－（Ｒ５）である場合、Ｒ５はＬま
たはＬで置換された基であることもできる。たとえば、一つの非限定的名実施形態によれ
ば、フォトクロミック二色性化合物は、式ＸＩＩＩ：
【０１７６】
【化３３】

（式中、Ｒ５、Ｇ、またはＲ４の少なくとも一つは延長剤Ｌを含む）で表されることもで
きる。
【０１７７】
　本明細書中において開示される種々の非限定的な実施形態において使用され得、上記式
ＸＩＩにより表される、フォトクロミック二色性化合物を合成するための一般反応順序を
以下の反応順序Ｎに示す。反応順序Ｎ（下記）において、式ν１で表される脂環式ケトン
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を、ストッベ（Ｓｔｏｂｂｅ）縮合で、式ν２で表されるコハク酸ジメチルと反応させ、
式ν３で表されるハーフエステル生成物を生成する。式ν３で表されるハーフエステル生
成物をエステル化し、式ν４で表されるジエステル生成物を形成する。式ν４で表される
ジエステル生成物を、ストッベ縮合で、式ν５で表されるカルボニル置換Ａ基と反応させ
、式ν６で表されるハーフエステル物質を生成する。式ν５が示すように、カルボニル置
換Ａ基はまた、それぞれ残留Ｌと同じか、または相違する延長剤Ｌを含むことができる、
１またはそれ以上のＲ４基で置換されることもできる。式ν７で表されるハーフエステル
物質は、加水分解して、式ν７で表される二酸物質を生成する。式ν７の二酸物質をエー
テルおよび／またはテトラヒドロフラン溶媒中で塩化アセチルと反応させ、式ν８で表さ
れる無水物を形成する。
【０１７８】
　反応順序Ｎ（下記）の経路（１）で示すように、式ν８の無水物をアミノ置換延長剤Ｌ
と反応させ、次いで塩化アセチルと還流条件下で反応させて、式ν９で表される、本明細
書で開示される非限定的な一実施形態によるフォトクロミックフルギミド化合物を生成す
ることができる。あるいは、経路（２）に示すように、式ν８の無水物を、アンモニア、
次いで塩化アセチルと反応させて、式ν１０で表される、本明細書で開示される種々の非
限定的な実施形態によるフォトクロミックフルギド化合物を生成することができる。さら
に、式ν１０のフォトクロミックフルギド化合物を、さらに適切な反応体と反応させて、
窒素がＲ５基で置換された、式ν１１で表される、本明細書で開示される種々の非限定的
な実施形態によるフォトクロミックフルギド化合物を形成することができる。さらに、種
々の非限定的な実施形態によれば、Ｒ５基は延長剤Ｌであることもでき、あるいは、延長
剤Ｌで置換された他の置換基を含むこともできる。
【０１７９】
　（反応順序Ｎ）
【０１８０】
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【化３４】

　反応順序Ｐ、ＱおよびＴは、延長剤Ｌをフルギド上の種々の位置において置換するため
の３つの一般反応スキームを説明する。　
【０１８１】
　（反応順序Ｐ）
【０１８２】

【化３５】
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　反応順序Ｐでは、式π１で表されるヒドロキシル化化合物を、フリーデル－クラフツ（
Ｆｒｉｅｄｅｌ－Ｃｒａｆｔｓ）反応に供し、式π２で表されるカルボニル置換基を形成
する。反応順序Ｎにおいて式ν５で表される物質を反応させたように、反応順序Ｐにおい
ても式π２で表される物質を反応させ、式π３で表されるヒドロキシフェニル置換チオフ
ェノ縮合フルギドを形成する。式π３で表されるフルギドを４－フェニルベンゾイルクロ
ライドでベンゾイル化し、式π４で表される、本明細書で開示される非限定的な一つの実
施形態による熱的に可逆的なフォトクロミック化合物を形成する。さらに上記式ＸＩＩに
関し、式π４で表されるように、Ａ基は、延長剤Ｌで置換されたチオフェノである。先に
検討したように、種々の非限定的な実施形態によれば（および下記反応順序Ｑに示すよう
に）、式π４中のＲ５基は延長剤Ｌであることもでき、あるいは、延長剤Ｌで置換された
他の置換基を含むこともできる。さらに、Ｇ基も、延長剤Ｌであることもでき、あるいは
、（たとえば、下記反応順序Ｔで示すように）延長剤Ｌで置換された他の置換基を含むこ
ともできる。
【０１８３】
　（反応順序Ｑ）
【０１８４】
【化３６】

　反応順序Ｑでは、式θ１で表されるフルギドは、反応順序Ｎに従って、当業者には認識
される適切な修飾によって調製され得る。式θ１において、窒素原子に結合するＲ５基は
、ｐ－アミノ安息香酸のメチルエステルである。次いで、ｐ－アミノ安息香酸のメチルエ
ステルを４－アミノジアゾベンゼンと反応させ、式θ２で表される、本明細書で開示され
る非限定的な一つの実施形態による熱的に可逆的なフォトクロミック化合物を形成する。
先に検討したように、Ｒ５基は延長剤Ｌであることもでき、あるいは延長剤Ｌで置換され
た他の置換基であることもできる。さらに、先に検討したように（そして上記反応順序Ｐ
で示すように）、式θ２で表される熱的に可逆的なフォトクロミック化合物のＡ基は、必
要に応じて、それぞれ残留Ｌと同じか、または相違する延長剤Ｌを含んでもよい、１また
はそれ以上のＲ４基で置換されることもできる。さらに、下記反応順序Ｔに示すように、
式θ２中のＧ基は延長剤Ｌであることもできるし、または延長剤Ｌで置換された他の置換
基であることもできる。
【０１８５】
　（反応順序Ｔ）
【０１８６】
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【化３７】

　反応順序Ｔでは、式τ１で表されるフルギドは、反応順序Ｎに従って、当業者には認識
される適切な修飾によって調製され得る。次いで、式τ１で表されるフルギドをｐ－アミ
ノベンゾイルクロライドと反応させ、式τ２で表される、本明細書で開示される非限定的
な一つの実施形態による熱的に可逆的なフォトクロミック化合物を形成することができる
。先に検討したように（そして上記反応順序Ｑで示すように）、式τ２で表される熱的に
可逆的なフォトクロミック化合物のＲ５基は、延長剤Ｌであることもでき、あるいはＬで
置換された他の置換基であることもできる。さらに、先に検討したように（そして上記反
応順序Ｐで示したように）、式τ２で表される熱的に可逆的なフォトクロミック化合物の
Ａ基は、必要に応じて、それぞれ残留Ｌと同じか、または相違する延長剤Ｌを含んでもよ
い、１またはそれ以上のＲ４基で置換されることもできる。
【０１８７】
　前述のように、本明細書中に開示された非限定的な一実施形態は、基材、および基材の
少なくとも一部分に結合され、セル法（ＣＥＬＬ　ＭＥＴＨＯＤ）により測定したとき活
性化状態において２．３より大きい平均吸光度比を有する少なくとも１種類の少なくとも
部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を備える光学素子を提供する
。加えて、この非限定的な実施形態によれば、光学素子は、少なくとも第１一般方向を有
し、基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも１つの配向機能体をさらに備え得、
少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合
物の少なくとも一部が、配向機能体との相互作用により、少なくとも部分的にアライメン
トされ得る。
【０１８８】
　本明細書中で使用する場合、用語「配向機能体」は、直接および／または間接的に少な
くともその一部分に曝露された１つ以上の他の構造の位置決めを促進し得る機構を意味す
る。本明細書中で使用する場合、用語「整列させる」は、別の構造または材料とアライメ
ントさせることなど、または、いくつかの他の力または効果によって好適な配列または位
置に至らせることを意味する。したがって、本明細書中で使用する場合、用語「整列させ
る」は、別の構造または材料にアライメントさせることなどにより材料を整列させる接触
方法と、外力または効果に曝露することなどにより材料を整列させる非接触方法の両方を
包含する。用語整列させるはまた、接触方法と非接触方法の組み合わせも包含する。
【０１８９】
　例えば、非限定的な一実施形態において、少なくとも１つの配向機能体との相互作用に
より少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類の少なくとも部分的にアラ
イメントされたフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部は、活性化状態における
フォトクロミック二色性化合物の長軸が、少なくとも１つの配向機能体の少なくとも第１
一般方向と本質的に平行になるように、少なくとも部分的にアライメントされ得る。別の
非限定的な実施形態によれば、少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分との相互
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作用により少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類の少なくとも部分的
にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部は、少なくとも１
つの配向機能体のこの部分に結合しているか、または反応する。材料または構造を整列さ
せるか、またはそのアライメントに関して、本明細書中で使用する場合、用語「一般方向
」は、材料、化合物または構造の優勢な配列または配向をいう。さらに、材料、化合物ま
たは構造は、材料、化合物または構造の配列内においてある程度のばらつきはあったとし
ても、一般方向を有し得ることは、当業者に認識されよう（ただし、その材料、化合物ま
たは構造は、少なくとも１つの優勢な配列を有するものとする）。
【０１９０】
　上記のように、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による配向機能体は
、少なくとも第１一般方向を有し得る。例えば、配向機能体は、第１一般方向を有する第
１の整列させた領域、および第１の整列させた領域と隣接し、第１一般方向とは異なる第
２一般方向を有する少なくとも１つの第２の整列させた領域を備え得る。さらに、この配
向機能体は複数の領域を有し得、各領域は、所望のパターンまたは模様を形成するように
、残りの領域と同じまたは異なる一般方向を有する。加えて、少なくとも１つの配向機能
体は、１つ以上の異なる型の配向機能体を備え得る。本明細書中に開示されたこの、およ
び他の非限定的な実施形態と組み合わせて使用され得る配向機能体の非限定的な例として
は、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティ
ング、少なくとも部分的に整列させたポリマーシート、少なくとも部分的に処理された表
面、ラングミュア－ブロジェット膜およびその組合せが挙げられる。
【０１９１】
　例えば、本明細書において限定しないが、非限定的な一実施形態によれば、配向機能体
は、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティ
ングを備え得る。本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態と組み合わせて使用
され得る好適なアライメント媒体の非限定的な例としては、光配向材料、摩擦配向材料お
よび液晶材料が挙げられる。このアライメント媒体の少なくとも一部を整列させることの
非限定的な方法は、本明細書において以下に詳細に記載する。
【０１９２】
　上記のように、種々の非限定的な実施形態によれば、アライメント媒体は液晶材料であ
り得る。液晶材料は、その構造のため、一般的に、一般方向を呈するように整列またはア
ライメントさせることができる。より詳しくは、液晶分子は、棒状または円板状構造、剛
直な長軸および強い双極子を有するため、液晶分子は、外力または別の構造との相互作用
によって、分子の長軸が共通軸とおおむね平行である配向を呈するように整列またはアラ
イメントされ得る。例えば、本明細書において限定しないが、液晶材料の分子を、磁界、
電界、直線偏光させた赤外線放射、直線偏光させた紫外線放射、直線偏光させた可視光放
射または剪断力にアライメントさせることが可能である。また、液晶分子を、配向させた
表面にアライメントさせることが可能である。すなわち、液晶分子は、例えば、摩擦、グ
ルービング（ｇｒｏｏｖｉｎｇ）または光アライメント方法によって配向された表面に付
与し、続いて、液晶分子の各々の長軸が表面の配向の一般方向とおおむね平行である配向
を呈するようにアライメントされ得る。本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形
態によるアライメント媒体としての使用に好適な液晶材料の非限定的な例としては、液晶
ポリマー、液晶プレポリマー、液晶モノマーおよび液晶メソゲンが挙げられる。本明細書
中で使用する場合、用語「プレポリマー」は、部分的に重合された材料を意味する。
【０１９３】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態との組み合わせにおける使用に好適
な液晶モノマーとしては、単官能および多官能液晶モノマーが挙げられる。さらに、本明
細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、液晶モノマーは架橋性液晶モノ
マーであり得、さらに光架橋性液晶モノマーであり得る。本明細書中で使用する場合、用
語「光架橋性」は、化学線放射に曝露されると架橋し得るモノマー、プレポリマーまたは
ポリマーなどの材料を意味する。例えば、光架橋性液晶モノマーとしては、重合禁止剤の
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使用を伴って、またはこれなしで、紫外線放射および／または可視光放射に曝露されると
架橋し得る液晶モノマーが挙げられる。
【０１９４】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態にしたがう使用に好適な架橋性液晶
モノマーの非限定的な例としては、アクリレート、メタクリレート、アリル、アリルエー
テル、アルキン、アミノ、無水物、エポキシド、水酸化物、イソシアネート、ブロック化
イソシアネート、シロキサン、チオシアネート、チオール、尿素、ビニル、ビニルエーテ
ルおよびその混合物から選択される官能基を有する液晶モノマーが挙げられる。本明細書
中に開示された種々の非限定的な実施形態によるアライメント設備の少なくとも部分コー
ティングにおける使用に好適な光架橋性液晶モノマーの非限定的な例としては、アクリレ
ート、メタクリレート、アルキン，エポキシド、チオールおよびその混合物から選択され
る官能基を有する液晶モノマーが挙げられる。
【０１９５】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態との組み合わせにおける使用に好適
な液晶ポリマーおよびプレポリマーとしては、主鎖型液晶ポリマーおよびプレポリマー、
ならびに側鎖型液晶ポリマーおよびプレポリマーが挙げられる。主鎖型液晶ポリマーおよ
びプレポリマーでは、棒状または円板状液晶メソゲンが主にポリマー骨格内に配置されて
いる。側鎖型ポリマーおよびプレポリマーでは、棒状または円板状液晶メソゲンが主にポ
リマーの側鎖内に配置されている。加えて、本明細書中に開示された種々の非限定的な実
施形態によれば、液晶ポリマーまたはプレポリマーは、架橋性であり得、さらに光架橋性
であり得る。
【０１９６】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態にしたがう使用に好適な液晶ポリマ
ーおよびプレポリマーの非限定的な例としては、限定されないが、アクリレート、メタク
リレート、アリル、アリルエーテル、アルキン、アミノ、無水物、エポキシド、水酸化物
、イソシアネート、ブロック化イソシアネート、シロキサン、チオシアネート、チオール
，尿素、ビニル、ビニルエーテルおよびその混合物から選択される官能基を有する主鎖型
および側鎖型ポリマーおよびプレポリマーが挙げられる。本明細書中に開示された種々の
非限定的な実施形態によるアライメント設備の少なくとも部分コーティングにおける使用
に好適な光架橋性液晶ポリマーおよびプレポリマーの非限定的な例としては、アクリレー
ト、メタクリレート、アルキン、エポキシド、チオールおよびその混合物から選択される
官能基を有するポリマーおよびプレポリマーが挙げられる。
【０１９７】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態との組み合わせにおける使用に好適
な液晶メソゲンとしては、サーモトロピック液晶メソゲンおよびリオトロピック液晶メソ
ゲンが挙げられる。さらに、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態との組み
合わせにおける使用に好適な液晶メソゲンの非限定的な例としては、柱状（または棒状）
液晶メソゲンおよびディスコティック（または円板状）液晶メソゲンが挙げられる。
【０１９８】
　開示された種々の非限定的な実施形態と組み合わせるアライメント媒体としての使用に
好適な光配向材料の非限定的な例としては光配向性重合体網目が挙げられる。好適な光配
向性重合体網目の非限定的な具体例としては、アゾベンゼン誘導体、ケイ皮酸誘導体、ク
マリン誘導体、フェルラ酸誘導体およびポリイミドが挙げられる。例えば、非限定的な一
実施形態によれば、配向機能体は、アゾベンゼン誘導体、ケイ皮酸誘導体、クマリン誘導
体、フェルラ酸誘導体およびポリイミドから選択される少なくとも部分的に整列させた光
配向性重合体網目を含有する少なくとも１つの少なくとも部分コーティングを備え得る。
本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態と組み合わせてアライメント媒体とし
て使用され得るケイ皮酸誘導体の非限定的な具体例としては、ポリビニルシンナメートお
よびパラメトキシケイ皮酸のポリビニルエステルが挙げられる。
【０１９９】
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　本明細書中で使用する場合、用語「摩擦配向材料」は、材料の表面の少なくとも一部分
を、別の適当にざらざらした表面の材料で摩擦することによって少なくとも部分的に整列
させ得る材料を意味する。例えば、本明細書において限定しないが、非限定的な一実施形
態において、摩擦配向材料は、適当にざらざらした表面の布またはベルベットブラシで摩
擦し得る。本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態と組み合わせるアライメン
ト媒体としての使用に好適な摩擦配向材料の非限定的な例としては、（ポリ）イミド、（
ポリ）シロキサン、（ポリ）アクリレートおよび（ポリ）クマリンが挙げられる。したが
って、例えば、本明細書において限定しないが、アライメント媒体を含有する少なくとも
部分コーティングは、ポリイミドの表面の少なくとも一部分が少なくとも部分的に整列す
るようにベルベットまたは布で摩擦されたポリイミドを含有する少なくとも部分コーティ
ングであり得る。
【０２００】
　上記のように、本明細書中に開示されたある一定の非限定的な実施形態による少なくと
も１つの配向機能体は、少なくとも部分的に整列させたポリマーシートを備え得る。例え
ば、本明細書において限定しないが、ポリビニルアルコールのシートを、このシートを延
伸することにより少なくとも部分的に整列させ得、その後、このシートを光学基材の表面
の少なくとも一部分に結合し、配向機能体を形成し得る。あるいはまた、整列させたポリ
マーシートは、例えば、限定されないが、作製中に押し出し成形によりポリマー鎖を少な
くとも部分的に整列させる方法により作製し得る。さらに、少なくとも部分的に整列させ
たポリマーシートは、キャスティングまたはその他の方法で液晶材料のシート形成し、そ
の後、例えば、しかしシートを磁界、電界または剪断力の少なくとも１つに曝露すること
によってシートを少なくとも部分的に整列させることにより形成され得る。さらにまた、
少なくとも部分的に整列させたポリマーシートは、光配向法を用いて作製され得る。例え
ば、限定されないが、光配向材料のシートは、例えば、キャスティングし、その後、直線
偏光させた紫外線放射に曝露することによって少なくとも部分的に整列させるにより形成
され得る。少なくとも部分的に整列させたポリマーシートを形成するさらに他の非限定的
な方法は、本明細書において以下に記載する。
【０２０１】
　さらにまた、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による配向機能体は、
少なくとも部分的に処理された表面を備え得る。本明細書中で使用する場合、用語「処理
された表面」は、物理的に改変して表面の少なくとも一部分上に少なくとも１つの整列さ
せた領域をもたらした表面の少なくとも一部分をいう。少なくとも部分的に処理された表
面の非限定的な例としては、少なくとも部分的に摩擦された表面、少なくとも部分的にエ
ッチングされた表面、および少なくとも部分的にエンボス加工された表面が挙げられる。
さらに、少なくとも部分的に処理された表面は、例えば、光リソグラフィーまたはインタ
ーフェログラフィープロセスを用いて模様を施し得る。本明細書中に開示された種々の非
限定的な実施形態にしたがって配向機能体を形成するのに有用な少なくとも部分的に処理
された表面の非限定的な例としては、化学的にエッチングされた表面、プラズマエッチン
グされた表面、ナノエッチングされた表面（例えば、走査型トンネル顕微鏡または原子間
力顕微鏡を用いてエッチングされた表面など）、レーザーエッチングされた表面および電
子線エッチングされた表面が挙げられる。
【０２０２】
　配向機能体が少なくとも部分的に処理された表面を備える非限定的な具体的一実施形態
において、配向機能体を設けることは、金属塩（金属酸化物または金属フッ化物など）を
表面の少なくとも一部分上に堆積させ、その後、この堆積物をエッチングして配向機能体
を形成することを含み得る。金属塩を堆積させるのに好適な技術の非限定的な例としては
、プラズマ蒸着、化学蒸着、およびスパッタリングが挙げられる。エッチングプロセスの
非限定的な例は、前述している。
【０２０３】
　本明細書中で使用する場合、用語「ラングミュア－ブロジェット膜」は、表面上の１つ
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以上の少なくとも部分的に整列させた分子膜を意味する。例えば、本明細書において限定
しないが、ラングミュア－ブロジェット膜は、基材を液体中に、分子膜によって少なくと
も部分的に被覆されるように１回以上浸漬し、次いで、基材を液体から、液体および基材
の相対表面張力により、分子膜の分子が、一般方向に少なくとも部分的に整列されるよう
に取り出すことによって形成され得る。本明細書中で使用する場合、用語、分子膜は、単
分子膜（すなわち、単層）および１つより多い単層を備える膜をいう。
【０２０４】
　上記配向機能体に加え、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による光学
素子は、少なくとも１つの配向機能体とフォトクロミック二色性化合物（またはこれを含
有する少なくとも部分コーティング）との間に挟持される、少なくとも部分的に整列させ
たアライメント転送材料を含有する少なくとも１つの少なくとも部分コーティングをさら
に備え得る。さらにまた、光学素子は、少なくとも１つの配向機能体とフォトクロミック
二色性化合物との間に挟持される、アライメント転送を含有する複数の少なくとも部分コ
ーティングを備え得る。例えば、本明細書中において限定しないが、光学素子は、光学基
材の少なくとも一部分に結合され、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含
有する少なくとも部分コーティングと、配向機能体の少なくとも一部分に結合され、少な
くとも部分的に整列させたアライメント転送材料を含有する少なくとも１つの少なくとも
部分コーティングとを備える少なくとも１つの配向機能体を備え得る。さらに、この非限
定的な実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物は、少なく
とも部分的に整列させたアライメント転送材料との相互作用によって少なくとも部分的に
アライメントされ得る。より詳しくは、本明細書において限定しないが、非限定的な一実
施形態において、アライメント転送材料の少なくとも一部は、少なくとも部分的に整列さ
せたアライメント媒体の少なくとも一部との相互作用によってアライメントされ得、少な
くとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部は、アライメント転送材
料の少なくとも部分的にアライメントされた部分との相互作用によってアライメントされ
得る。すなわち、アライメント転送材料は、配向機能体から少なくとも１種類のフォトク
ロミック二色性化合物への好適な配列または位置の伝播または転送を促進し得る。
【０２０５】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態との組み合わせにおける使用に好適
なアライメント転送材料の非限定的な例としては、限定されないが、本明細書中に開示さ
れたアライメント媒体との組み合わせにおいて先に記載した液晶材料が挙げられる。前述
のように、配向させた表面によって液晶材料の分子をアライメントさせることが可能であ
る。すなわち、液晶材料は、配向させ、続いて、液晶分子の長軸が表面の配向の一般方向
とおおむね平行である配向を呈するようにアライメントされた表面に付与され得る。した
がって、アライメント転送材料が液晶材料を含有する本明細書中に開示された種々の非限
定的な実施形態によれば、液晶材料は、液晶材料の分子の少なくとも一部の長軸が、配向
機能体の少なくとも第１一般方向とおおむね平行になるように液晶材料の少なくとも一部
を配向機能体の少なくとも一部分にアライメントさせることによって、少なくとも部分的
に整列させ得る。このようにして、配向機能体の一般方向が液晶材料に転送され得、これ
が、今度は、別の構造または材料の一般方向に転送され得る。さらに、少なくとも１つの
配向機能体が、ともに模様またはパターン（上記のもの）を形成する一般方向を有する複
数の領域を備える場合、その模様またはパターンが液晶材料に、上記のようにして液晶材
料を配向機能体の種々の領域にアライメントさせることによって転送され得る。加えて、
要求されないが、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、液晶材料
の少なくとも一部は、配向機能体の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメント
された状態で、磁界、電界、直線偏光させた赤外線放射、直線偏光させた紫外線放射およ
び直線偏光させた可視光放射の少なくとも１つに曝露させ得る。
【０２０６】
　さらにまた、基材の少なくとも一部分に結合される少なくとも１種類の少なくとも部分
的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物に加え、本明細書中に開示された
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種々の非限定的な実施形態による光学素子は、基材の少なくとも１つの表面の少なくとも
一部分に結合される少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料を備え
得る。すなわち、ある特定の非限定的な実施形態によれば、この光学素子は、基材、基材
の少なくとも一部分に結合され、セル法により測定したとき活性化状態において２．３よ
り大きい平均吸光度比を有する少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされ
たフォトクロミック二色性化合物、および基材の少なくとも１つの表面の少なくとも一部
分に結合される少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料を備える。
【０２０７】
　本明細書中で使用する場合、用語「異方性」は、少なくとも１つの異なる方向において
測定したとき値が異なる少なくとも１つの特性を有することを意味する。したがって、「
異方性材料」は、少なくとも１つの異なる方向において測定したとき値が異なる少なくと
も１つの特性を有する材料である。本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態と
の組み合わせにおける使用に好適な異方性材料の非限定的な例としては、限定されないが
、上記の液晶材料が挙げられる。
【０２０８】
　種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメ
ントされたフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部は、少なくとも１種類の少な
くとも部分的に整列させた異方性材料との相互作用によって少なくとも部分的にアライメ
ントされ得る。例えば、本明細書において限定しないが、少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物の少なくとも一部は、二色性状態のフォトクロミック二色性化合物の
長軸が、異方性材料の一般方向と本質的にと平行になるように、アライメントされ得る。
さらに、要求されないが、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物は、少なく
とも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料の少なくとも一部分に結合または
これと反応し得る。
【０２０９】
　さらに、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種
類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物および少なく
とも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料は、少なくとも部分的コーティン
グとして基材の少なくとも一部分上に存在し得る。例えば、非限定的な一実施形態によれ
ば、少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料は液晶材料であり得、
少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合
物および少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料は、少なくとも部
分液晶コーティングとして基材の少なくとも一部分上に存在し得る。別の非限定的な実施
形態によれば、少なくとも部分コーティングは、マトリックス相、およびマトリックス相
内にゲスト相を含有する相分離ポリマーコーティングであり得る。本明細書において限定
しないが、この非限定的な実施形態によれば、マトリックス相は、少なくとも部分的に整
列させた液晶ポリマーを含有し得る。さらに、この非限定的な実施形態によれば、ゲスト
相は、少なくとも部分的に整列させた異方性材料、および少なくとも１種類の少なくとも
部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を含有し得
る。さらにまた、上記のように、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントさ
れたフォトクロミック二色性化合物は、少なくとも部分的に整列させた異方性材料との相
互作用によって、少なくとも部分的にアライメントされ得る。
【０２１０】
　別の非限定的な実施形態において、少なくとも部分コーティングは、相互貫入重合体網
目を含有し得る。この非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類の少なくとも部分
的に整列させた異方性材料および高分子材料は相互貫入重合体網目を形成し得、ここで、
高分子材料の少なくとも一部分が、少なくとも部分的に整列させた異方性材料の少なくと
も一部と相互貫入する。本明細書中で使用する場合、用語「相互貫入重合体網目」は、ポ
リマーの絡み合った組み合わせであって、そのうちの少なくとも１種類が架橋しており、
ポリマー同士は互いに結合していないものを意味する。したがって、本明細書中で使用す
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る場合、用語、相互貫入重合体網目としては、半（ｓｅｍｉ－）相互貫入重合体網目が挙
げられる。例えば、Ｌ．Ｈ．Ｓｐｅｒｌｉｎｇ，Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ
，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９８６）の第４６頁を参照のこと。さらに、この非限定的な実施
形態によれば、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミ
ック二色性化合物の少なくとも一部分は、少なくとも部分的に整列された異方性材料に、
少なくとも部分的にアライメントさせ得る。さらにまた、この非限定的な実施形態によれ
ば、高分子材料は、等方性または異方性であり得るが、ただし、全体として、少なくとも
部分コーティングは異方性であるものとする。かかる少なくとも部分コーティングを形成
する方法は、本明細書において以下により詳細に記載する。
【０２１１】
　本明細書中に開示されたさらに他の非限定的な実施形態は、基材、基材の少なくとも一
部分に結合される少なくとも１つの少なくとも部分的に整列させた配向機能体、および少
なくとも部分的に整列させた配向機能体の少なくとも一部分に結合される少なくとも部分
コーティングを備える光学素子であって、この少なくとも部分コーティングは、少なくと
も部分的に整列させた配向機能体の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメント
された少なくとも１種の異方性材料、および少なくとも部分的にアライメントされた異方
性材料の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類の
フォトクロミック二色性化合物を含有する光学素子を提供する。
【０２１２】
　前述のように、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による配向機能体は
、第１一般方向を有する第１の整列させた領域、および第１領域に隣接し、第１一般方向
と異なる第２一般方向有する少なくとも１つの第２の整列させた領域を備え得る。さらに
、配向機能体は、ともに特定の模様またはパターンをもたらす複数の一般方向を有する複
数の整列させた領域を備え得る。この非限定的な実施形態との組み合わせにおける使用に
好適な配向機能体の非限定的な例は、先に詳細に記載している。加えて、本明細書中に開
示された種々の非限定的な実施形態によれば、アライメント転送材料を含有する少なくと
も部分コーティングは、少なくとも１つの配向機能体と、異方性材料および少なくとも１
種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングとの間に配
置され得る。さらに、少なくとも１つの配向機能体の一般方向またはパターンは、アライ
メント転送材料に、アライメントによって転送され得、これが、今度は、配向機能体の一
般方向を異方性材料および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する
少なくとも部分コーティングにアライメントによって転送し得る。すなわち、少なくとも
部分コーティングの異方性材料が、少なくとも部分的にアライメントされたアライメント
転送材料に少なくとも部分的にアライメントされ得る。さらに、少なくとも１種類のフォ
トクロミック二色性化合物が、少なくとも部分的にアライメントされた異方性材料との相
互作用によって、少なくとも部分的にアライメントされ得る。
【０２１３】
　さらに、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種
類の異方性材料は、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が、第１の状態か
ら第２の状態に所望の速度で切り替わるのを許容するように適合され得る。一般的に言う
と、従来のフォトクロミック化合物は、化学線放射に応答してある１つの異性体形態から
別の形態への変換を行い得る（各異性体形態は特性吸収スペクトルを有する）。本明細書
中に開示された種々の非限定的な実施形態によるフォトクロミック二色性化合物は、同様
の異性体変換を行なう。異性体変換（および逆変換）が起こる速度またはスピードは、ひ
とつには、フォトクロミック二色性化合物の周囲の局所環境（すなわち、「ホスト」）の
特性に依存する。本明細書中において限定しないが、本発明者らは、フォトクロミック二
色性化合物の変換の速度は、ひとつには、ホストの鎖セグメントの柔軟性、すなわちホス
トの鎖セグメントの可動性または粘性に依存すると考える。特に、本明細書において限定
しないが、フォトクロミック二色性化合物の変換の速度は、一般的に、柔軟性の鎖セグメ
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ントを有するホストにおいて、堅いまたは剛直鎖セグメントを有するホストよりも早いと
考えられる。したがって、本明細書中に開示されたある特定の非限定的な実施形態によれ
ば、異方性材料がホストである場合、異方性材料は、フォトクロミック二色性化合物が種
々の異性体状態間で所望の速度で変換することを許容するように適合され得る。例えば、
本明細書において限定しないが、異方性材料は、異方性材料の分子量および架橋密度の１
つ以上を調整することによって適合され得る。
【０２１４】
　別の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種の異方性材料および少なくとも１種
類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングは、マトリッ
クス相（例えば、限定されないが、液晶ポリマー）およびマトリックス相内に分布したゲ
スト相を含有する相分離ポリマーコーティングであり得る。さらに、この非限定的な実施
形態によれば、ゲスト相は異方性材料を含有し得る。さらにまた、この非限定的な実施形
態によれば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の大部分が、相分離ポリ
マーコーティングのゲスト相内に含まれ得る。前述のように、少なくとも１種類のフォト
クロミック二色性化合物の変換速度は、ひとつには、これが含有されるホストに依存する
ため、この非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化
合物の変換速度は、ゲスト相の特性に大きく依存する。
【０２１５】
　例えば、非限定的な一実施形態は、基材、基材の表面の少なくとも一部分に結合される
少なくとも１つの配向機能体、および少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分に
結合され、相分離ポリマーを含有する少なくとも部分コーティングを備える光学素子を提
供する。この非限定的な実施形態によれば、相分離ポリマーは、その少なくとも一部分が
少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメントされ
たマトリックス相、および異方性材料を含有し、マトリックス相内に分散されたゲスト相
を含有し得る。さらに、この非限定的な実施形態によれば、ゲスト相の異方性材料の少な
くとも一部分は、少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分に少なくとも部分的に
アライメントされ得、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物は、この異方性
材料の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメントされ得る。さらにまた、本明
細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、相分離ポリマーのマトリックス
相は液晶ポリマーを含有し得、ゲスト相の異方性材料は、液晶ポリマーおよび液晶メソゲ
ンから選択され得る。かかる材料の非限定的な例は先に詳細に記載している。加えて、本
明細書において限定しないが、この非限定的な実施形態によれば、相分離ポリマーを含有
する少なくとも部分コーティングは、実質的に曇りがない。曇りは、ＡＳＴＭ　Ｄ　１０
０３　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｈａｚｅ　ａｎｄ　Ｌｕｍｉ
ｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｐｌａｓｔｉ
ｃｓに従って平均２．５度より大きく入射光線から逸れた透過光の割合で定義される。Ａ
ＳＴＭ　Ｄ　１００３に従って曇りを測定され得る装置の一例は、ＢＹＫ－Ｇａｒｄｅｎ
ｅｒによるＨａｚｅ－Ｇａｒｄ　ＰｌｕｓＴＭである。
【０２１６】
　さらに、本明細書において限定しないが、他の非限定的な実施形態によれば、少なくと
も１種類のフォトクロミック二色性化合物は、少なくとも部分的に整列させたホスト材料
で封入または被覆され得、次いで、封入または被覆されたフォトクロミック二色性化合物
を、別の材料内に分散させ得る。例えば、本明細書において限定しないが、少なくとも１
種類のフォトクロミック二色性化合物は、比較的柔軟な鎖セグメントを有する少なくとも
部分的に整列させた異方性材料（例えば、少なくとも部分的に整列させた液晶材料）で封
入またはオーバーコートされ得、その後、比較的剛直鎖セグメントを有する別の材料内に
分布または分布させ得る。例えば、封入されたフォトクロミック二色性化合物を、比較的
硬質鎖セグメントを有する液晶ポリマー内に分散または分布させ得、その後、混合物を基
材に付与してコーティングを形成し得る。
【０２１７】
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　さらに別の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種の異方性材料および少なくと
も１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングは相互
貫入重合体網目コーティングであり得る。例えば、少なくとも部分コーティングは、少な
くとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分と相互貫入する高分子材料を含有し得、少
なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部は、少なくとも部分的
にアライメントされた異方性材料に少なくとも部分的にアライメントされ得る。かかる相
互貫入網目コーティングの形成方法は以下により詳細に記載する。
【０２１８】
　本明細書中に開示されたさらに他の非限定的な実施形態は、基材、基材の少なくとも１
つの表面の少なくとも一部分に結合される少なくとも部分的に整列させたアライメント媒
体を含有する第１の少なくとも部分コーティング、少なくとも部分的に整列させたアライ
メント媒体の少なくとも一部に結合され、かつ少なくとも部分的にアライメントされたア
ライメント転送材料を含有する第２の少なくとも部分コーティング、および少なくとも部
分的に整列させたアライメント転送材料の少なくとも一部分に結合され、少なくとも部分
的にアライメントされたアライメント転送材料の少なくとも一部分に少なくとも部分的に
アライメントされた少なくとも１種の異方性材料および少なくとも部分的にアライメント
された異方性材料の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメントされた少なくと
も１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する第３の少なくとも部分コーティング
を備える光学素子を提供する。
【０２１９】
　本明細書において限定しないが、種々の非限定的な実施形態によれば、第１の少なくと
も部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングは、最終
用途および／または使用する加工処理機器に大きく依存して変わる厚みを有し得る。例え
ば、非限定的な一実施形態において、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を
含有する少なくとも部分コーティングの厚みは、少なくとも０．５ナノメートル～１０，
０００ナノメートルの範囲であり得る。別の非限定的な実施形態において、少なくとも部
分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングは、少なくと
も０．５ナノメートル～１０００ナノメートルの範囲の厚み有し得る。さらに別の非限定
的な実施形態において、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少な
くとも部分コーティングは、少なくとも２ナノメートル～５００ナノメートルの範囲の厚
み有し得る。さらに別の非限定的な実施形態において、少なくとも部分的に整列させたア
ライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングは、１００ナノメートル～５００
ナノメートルの範囲の厚み有し得る。加えて、種々の非限定的な実施形態によれば、光学
素子は、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する複数の少なくとも部
分コーティングを備え得る。さらに、複数の少なくとも部分コーティングの各々は、複数
の他の少なくとも部分コーティングと同じまたは異なる厚みを有し得る。
【０２２０】
　さらに、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、アライメント転
送材料を含有する第２の少なくとも部分コーティングは、最終用途および／または使用す
る加工処理機器に大きく依存して変わる厚みを有し得る。例えば、非限定的な一実施形態
において、少なくとも部分的に整列させたアライメント転送材料を含有する少なくとも部
分コーティングの厚みは、０．５ミクロン～１０００ミクロンの範囲であり得る。別の非
限定的な実施形態において、少なくとも部分的に整列させたアライメント転送材料を含有
する少なくとも部分コーティングは１～２５ミクロンの範囲の厚み有し得る。さらに別の
非限定的な実施形態において、少なくとも部分的に整列させたアライメント転送材料を含
有する少なくとも部分コーティングは、５～２０ミクロンの範囲の厚みを有し得る。加え
て、種々の非限定的な実施形態によれば、光学素子は、アライメント転送材料を含有する
複数の少なくとも部分コーティングを備え得る。さらに、複数の少なくとも部分コーティ
ングの各々は、複数の他の少なくとも部分コーティングと同じまたは異なる厚みを有し得
る。
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【０２２１】
　さらにまた、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、異方性材料
および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する第３の少なくとも部
分コーティングは、最終用途および／または使用する加工処理機器に大きく依存して変わ
る厚みを有し得る。非限定的な一実施形態において、少なくとも部分的にアライメントさ
れた異方性材料および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少な
くとも部分コーティングは、少なくとも０．５ミクロン～１０００ミクロンの厚みを有し
得る。他の非限定的な実施形態によれば、第３の少なくとも部分コーティングは、１ミク
ロン～２５ミクロンの範囲の厚みを有し得る。さらに他の非限定的な実施形態によれば、
第３の少なくとも部分コーティングは、５ミクロン～２０ミクロンの範囲の厚みを有し得
る。加えて、種々の非限定的な実施形態によれば、光学素子は、少なくとも部分的にアラ
イメントされた異方性材料および少なくとも１つの二色性材料を含有する複数の少なくと
も部分コーティングを備え得る。さらに、複数の少なくとも部分コーティングの各々は、
複数の他の少なくとも部分コーティングと同じまたは異なる厚みを有し得る。好適なフォ
トクロミック二色性化合物の非限定的な例は先に詳細に記載している。
【０２２２】
　さらに、種々の非限定的な実施形態によれば、第３の少なくとも部分コーティングに加
え、第１および第２の少なくとも部分コーティングのいずれか、または両方が、第３の少
なくとも部分コーティングのフォトクロミック二色性化合物と同じまたは異なるフォトク
ロミック二色性化合物を含有し得る。さらにまた、種々の非限定的な実施形態によれば、
上記の少なくとも部分コーティングのいずれかは、少なくとも１種類の添加剤、少なくと
も１種類の従来の二色性化合物および／または少なくとも１種類の従来のフォトクロミッ
ク化合物をさらに含有し得る。好適な添加剤、従来の二色性化合物および従来のフォトク
ロミック化合物の非限定的な例は、先に記載している。さらに、上記のように、上記の第
１、第２および第３の少なくとも部分コーティングに加え、本明細書中に開示された種々
の非限定的な実施形態による光学素子は、下塗りコーティング、抗ミラーコーティング、
フォトクロミックコーティング、直線偏光性コーティング、円偏光性コーティング、楕円
偏光性コーティング、中間コーティングおよび保護コーティングをさらに備え得る。かか
るコーティングの非限定的な例は、先に示している。
【０２２３】
　本明細書中に開示された他の非限定的な実施形態は、基材、基材の少なくとも一部分に
結合される少なくとも部分的に整列させたポリマー系シート、および少なくとも部分的に
整列させたポリマー系シートの少なくとも一部分に結合され、セル法により測定したとき
活性化状態において２．３より大きい平均吸光度比を有する少なくとも１種類の少なくと
も部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を備える複合光学素子提供
する。例えば、本明細書において限定しないが、非限定的な一実施形態によれば、延伸さ
れたポリマーシートの配向させたポリマー鎖により少なくとも部分的にアライメントされ
た少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する延伸されたポリマーシー
トを、基材の少なくとも一部分に結合させ得る。
【０２２４】
　さらに、種々の非限定的な実施形態によれば、複合光学素子は、その少なくとも１つが
少なくとも部分的に整列され、基材の少なくとも一部分に結合される複数のポリマー系シ
ートを備え得る。例えば、本明細書において限定しないが、複合光学素子は、基材、およ
び基材の少なくとも一部分に結合される寸法安定性または「剛直」ポリマーシート間に挟
持される少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二
色性化合物を含有する少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートを備え得る。他の
非限定的な実施形態によれば、複合光学素子は、基材の少なくとも一部分に結合される少
なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有する２つ以上
の少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートを備え得る。さらに、２つ以上の少な
くとも部分的に整列させたポリマー系シートは、同じ一般方向または異なる一般方向を有
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し得、同じフォトクロミック二色性化合物または異なるフォトクロミック二色性化合物を
含有し得る。さらにまた、少なくとも２つの少なくとも部分的に整列させたポリマー系シ
ートは、基材上に積層または重層され得るか、または基材上に互いに隣接して配置され得
る。
【０２２５】
　この非限定的な実施形態と組み合わせて使用され得る少なくとも部分的に整列させたポ
リマー系シートの例としては、限定されないが、延伸されたポリマーシート、整列させた
液晶ポリマーシート、および光配向させたポリマーシートが挙げられる。本明細書中に開
示された種々の非限定的な実施形態によるポリマー系シートを形成するのに使用され得る
液晶材料および光配向材料以外の高分子材料の例としては、限定されないが、ポリビニル
アルコール、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、ポリアクリレートおよびポリカプロラクタ
ムが挙げられる。ポリマー系シートを少なくとも部分的に整列させる方法の非限定的な例
は、以下により詳細に記載する。
【０２２６】
　本明細書中に開示されたさらに他の非限定的な実施形態は、基材、および基材の少なく
とも一部分に結合される少なくとも１つのシートを備える複合光学素子であって、この少
なくとも１つのシートが、少なくとも第１一般方向を有する少なくとも部分的に整列させ
た液晶ポリマー、少なくとも第２一般方向を有し、この液晶ポリマーの少なくとも一部分
内に分布した少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた液晶材料、および少なく
とも１種類の少なくとも部分的に整列させた液晶材料の少なくとも一部分に少なくとも部
分的にアライメントされる少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有し、
この少なくとも第２一般方向が、この少なくとも第１一般方向とおおむね平行である複合
光学素子を提供する。
【０２２７】
　光学素子およびデバイスの作製方法の非限定的な実施形態を以下に記載する。非限定的
な一実施形態は、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロ
ミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングを、基材の少なくとも一部分
上に形成する工程を包含する、光学素子の作製方法を提供する。本明細書中で使用する場
合、用語「上に」は、物体（例えば、基材など）と直接接触している、または１つ以上の
他のコーティングまたは構造（その少なくとも１つは物体と直接接触している）により物
体と間接的に接触していることを意味する。さらに、この非限定的な実施形態によれば、
少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合
物に加え、少なくとも１種類の少なくとも部分的に整列させた異方性材料を基材の少なく
とも一部分に結合させ得る。
【０２２８】
　この非限定的な実施形態によれば、少なくとも部分コーティングは、少なくとも１．５
の平均吸光度比を有し得る。さらに、本明細書中に開示された素子および素子の作製方法
のこのおよび他の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類の少なくとも部分的に
アライメントされたフォトクロミック二色性化合物は、セル法により測定したとき活性化
状態において２．３より大きい平均吸光度比を有し得る。本明細書中に開示されたデバイ
スおよび素子の作製方法との組み合わせに有用なフォトクロミック二色性化合物の非限定
的な例は、先に詳細に記載している。
【０２２９】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類の少な
くとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも
部分コーティングを形成する工程は、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物
および少なくとも１種類の異方性材料を基材の少なくとも一部分上に付与する工程、少な
くとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程、な
らびに少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、少なくと
も部分的に整列させた異方性材料の少なくとも一部に少なくとも部分的にアライメントさ
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せる工程を包含し得る。本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による方法と
組み合わせて使用され得る、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物および少
なくとも１種類の異方性材料を基材に付与する非限定的な方法としては、限定されないが
、スピンコーティング、スプレーコーティング、スプレー／スピンコーティング、カーテ
ンコーティング、フローコーティング、ディップコーティング、射出成形、キャスティン
グ、ロールコーティング、ワイヤーコーティングおよびオーバーモールディングが挙げら
れる。
【０２３０】
　他の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物
および少なくとも１種類の異方性材料を基材の少なくとも一部分に付与する工程は、異方
性材料の少なくとも部分コーティングをモールド（離型材料で処理してもよい）の少なく
とも一部分上に形成する工程を包含し得る。その後、少なくとも１種類の異方性材料の少
なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させ得（以下により詳細に記載する）、少なく
とも部分的に硬化させる。その後、基材が、少なくとも部分コーティング上に、例えば、
基材形成性材料をモールド内で成形することによって形成され得る（すなわち、オーバー
モールディング）。次いで、基材形成性材料を少なくとも部分的に硬化させ、基材を形成
する。続いて、基材および少なくとも部分的に整列させた異方性材料の少なくとも部分コ
ーティングをモールドから離型し得る。さらに、この非限定的な実施形態によれば、少な
くとも１種類のフォトクロミック二色性化合物は、異方性材料とともにモールドに付与さ
れてもよく、異方性材料がモールドに付与された後、または異方性材料が少なくとも部分
的に整列された後、または整列させた異方性材料の少なくとも部分コーティングを有する
基材がモールドから離型された後に、異方性材料中に吸収させてもよい。
【０２３１】
　本明細書中に開示された他の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類の少なく
とも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部
分コーティングを形成する工程は、少なくとも１種の異方性材料を基材の少なくとも一部
分に付与する工程、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物をこの少なくとも
１種類の異方性材料の少なくとも一部分内に吸収させる工程、この少なくとも１種類の異
方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程、およびこの少なくと
も１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、少なくとも部分的に整列
させた異方性材料の少なくとも一部に少なくとも部分的にアライメントさせる工程を包含
し得る。フォトクロミック二色性化合物を種々のコーティング内に吸収させる非限定的な
方法は、本明細書において以下により詳細に記載する。
【０２３２】
　異方性材料を整列させる非限定的な方法としては、異方性材料を、磁界、電界、直線偏
光させた紫外線放射、直線偏光させた赤外線放射、直線偏光させた可視光放射および剪断
力の少なくとも１つに曝露することが挙げられる。さらに、少なくとも１種類の異方性材
料は、この異方性材料の少なくとも一部分を別の材料または構造にアライメントさせるこ
とによって少なくとも部分的に整列させ得る。例えば、本明細書において限定しないが、
少なくとも１種類の異方性材料は、異方性材料を配向機能体（例えば、限定されないが、
上記の配向機能体など）にアライメントさせることによって少なくとも部分的に整列させ
得る。
【０２３３】
　上記のように、少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を整列させることに
より、異方性材料に含有されるか、またはその他の方法で結合される少なくとも１種類の
フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を少なくとも部分的にアライメントさせ
ることが可能である。要求されないが、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合
物は、活性化状態のまま、少なくとも部分的にアライメントされ得る。さらに、本明細書
中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロミッ
ク二色性化合物および少なくとも１種類の異方性材料を基材のこの部分に付与する工程は
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、少なくとも１種類の異方性材料を整列させる工程および／または少なくとも１種類のフ
ォトクロミック二色性化合物をアライメントさせる工程と本質的に同時、その前またはそ
の後に起こり得る。
【０２３４】
　例えば、非限定的な一実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性
化合物およびこの少なくとも１種類の異方性材料を付与する工程は、少なくとも１種類の
異方性材料の少なくとも一部分を整列させる工程、および少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物の少なくとも一部をアライメントさせる工程と本質的に同時に起こり
得る。より具体的には、この限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物および少なくとも１種類の異方性材料は、基材の少なくとも一部分に
、少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分が、印加された剪断力の方向とおお
むね平行に少なくとも部分的に整列され得るように、付与中に剪断力を異方性材料の少な
くとも一部分に導入するコーティング技術を用いて付与され得る。例えば、本明細書にお
いて限定しないが、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物および少なくとも
１種類の異方性材料の溶液または混合物（任意選択で溶剤または担体中）を、基材の少な
くとも一部分上に、付与される材料に対する基材の表面の相対的移動により剪断力が付与
される材料に導入されるようにカーテンコートし得る。剪断力は、少なくとも１種類の異
方性材料の少なくとも一部分が、表面の移動の方向と本質的にと平行である一般方向に整
列するように至らせる。上記のように、このようにして少なくとも１種類の異方性材料の
少なくとも一部分を整列させることにより、異方性材料内に含まれるか、結合している少
なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部が、少なくとも部分的
に整列させた異方性材料の少なくとも一部によりアライメントされ得る。さらに、要求さ
れないが、カーテンコーティングプロセス中に、少なくとも１種類のフォトクロミック二
色性化合物の少なくとも一部が活性化状態となるように、少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物の少なくとも一部を化学線放射に曝露することにより、少なくとも１
種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも部分アライメントが、活性化状態のま
ま、達成され得る。
【０２３５】
　少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を整列させる工程および少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部をアライメントさせる工程の前
に、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物および少なくとも１種類の異方性
材料が基材のこの部分に付与される別の非限定的な実施形態において、材料を付与する工
程は、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物および少なくとも１種類の異方
性材料の溶液または混合物（任意選択で、溶剤または担体中）を、基材の少なくとも１つ
の表面の少なくとも一部分上にスピンコーティングする工程を包含し得る。その後、この
非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を、例
えば、少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を磁界、電界、直線偏光させた
紫外線放射、直線偏光させた赤外線放射、直線偏光させた可視光放射または剪断力曝露す
ることによって少なくとも部分的に整列させ得る。さらに、少なくとも１種類の異方性材
料の少なくとも一部分を、少なくとも一部分を別の材料または構造（例えば、配向機能体
）にアライメントさせることによって、少なくとも部分的に整列させ得る。
【０２３６】
　さらに別の非限定的な実施形態において、基材の少なくとも一部分に付与される前に、
少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部が少なくとも部分的
にアライメントされ、少なくとも１種類の異方性材料が少なくとも部分的に整列される場
合、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物および少なくとも異方性材料の溶
液または混合物（任意選択で、溶剤または担体中）を、整列させたポリマー系シートに付
与し、少なくとも部分コーティングを形成し得る。その後、少なくとも１種類の異方性材
料の少なくとも一部分を、整列させたポリマー系シートの少なくとも一部分にアライメン
トさせ得る。ポリマー系シートを、続いて、例えば、限定されないが、ラミネート加工ま
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たは結合によって基材の少なくとも一部分に付与し得る。あるいはまた、コーティングは
、ポリマー系シートから基材に、当該技術分野で公知の方法（例えば、限定されないが、
ホットスタンピング）によって転送され得る。ポリマー系シートを付与する他の方法は本
明細書において以下により詳細に記載する。
【０２３７】
　別の非限定的な実施形態において、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物
および少なくとも１種類の異方性材料を基材の少なくとも一部分に付与する工程は、液晶
材料を含有するマトリックス相形成材料と、少なくとも１種類の異方性材料および少なく
とも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有するゲスト相形成材料とを含有する相
分離性ポリマー系を付与する工程を包含し得る。相分離性ポリマー系を付与した後、この
非限定的な実施形態によれば、マトリックス相の液晶材料の少なくとも一部分およびゲス
ト相の異方性材料の少なくとも一部分が、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化
合物の少なくとも一部が、ゲスト相の少なくとも部分的に整列させた異方性材料の少なく
とも一部にアライメントされるように、少なくとも部分的に整列される。相分離性ポリマ
ー系のマトリックス相形成材料の少なくとも一部分およびゲスト相形成材料の少なくとも
一部分を少なくとも部分的に整列させる非限定的な方法としては、相分離性ポリマー系を
含有する少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分を磁界、電界、直線偏光させた
赤外線放射、直線偏光させた紫外線放射、直線偏光させた可視光放射および剪断力の少な
くとも１つに曝露することが挙げられる。さらに、マトリックス相形成材料の少なくとも
一部分およびゲスト相形成材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程
は、この一部分を、以下により詳細に記載する配向機能体に少なくとも部分的にアライメ
ントさせる工程を包含し得る。
【０２３８】
　マトリックス相形成材料の少なくとも一部分およびゲスト相形成材料を少なくとも部分
的に整列させた後、ゲスト相形成材料の少なくとも一部分を、マトリックス相形成材料の
少なくとも一部分から、重合誘導型相分離および溶剤誘導型相分離の少なくとも一方によ
り分離し得る。明確にするため、マトリックスとゲスト相形成材料の分離を、ゲスト相形
成材料がマトリックス相形成材料から分離する工程に関して本明細書において記載するが
、この文言は、２つの相形成材料間の任意の分離を包含することが意図されることを認識
されたい。すなわちこの文言は、ゲスト相形成材料のマトリックス相形成材料からの分離
、マトリックス相形成材料のゲスト相形成材料からの分離、および両方の相形成材料の同
時分離ならびにその任意の組み合わせを包含することが意図される。
【０２３９】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、マトリックス相形成材料
は、液晶モノマー、液晶プレポリマーおよび液晶ポリマーから選択される液晶材料を含有
し得る。さらに、種々の非限定的な実施形態によれば、ゲスト相形成材料は、液晶メソゲ
ン、液晶モノマーならびに液晶ポリマーおよびプレポリマーから選択される液晶材料を含
有し得る。かかる材料の非限定的な例は先に詳細に記載している。
【０２４０】
　非限定的な具体的一実施形態において、相分離性ポリマー系は、液晶モノマーを含有す
るマトリックス相形成材料、液晶メソゲンを含有するゲスト相形成材料、および少なくと
も１種類のフォトクロミック二色性化合物の混合物を含有し得る。この非限定的な実施形
態によれば、ゲスト相形成材料の少なくとも一部分の、マトリックス相形成材料の少なく
とも一部分からの分離を引き起こす工程は、重合誘導型相分離を包含し得る。すなわち、
マトリックス相の液晶モノマーの少なくとも一部分は重合され得、それによりゲスト相形
成材料の液晶メソゲンの少なくとも一部分から分離され得る。本明細書中に開示された種
々の非限定的な実施形態と組み合わせて使用され得る重合の非限定的な方法としては、光
誘起重合および熱誘起重合が挙げられる。
【０２４１】
　別の具体的な非限定的な実施形態において、相分離性ポリマー系は、液晶モノマーを含
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有するマトリックス相形成材料、マトリックス相の液晶モノマーと異なる官能性を有する
低粘度液晶モノマーを含有するゲスト相形成材料、および少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物の混合物を含有し得る。本明細書中で使用する場合、用語「低粘度液
晶モノマー、」は、室温で自由に流動する、液晶モノマーの混合物または溶液をいう。こ
の非限定的な実施形態によれば、ゲスト相形成材料の少なくとも一部分の、マトリックス
相形成材料の少なくとも一部分からの分離を引き起こす工程は、重合誘導型相分離を包含
し得る。すなわち、マトリックス相の液晶モノマーの少なくとも一部分が、ゲスト相の液
晶モノマーの重合を引き起こさない条件下で、重合され得る。マトリックス相形成材料の
重合中、ゲスト相形成材料はマトリックス相形成材料から分離する。その後、ゲスト相形
成材料の液晶モノマーが、別の重合プロセスで重合され得る。
【０２４２】
　別の具体的な非限定的な実施形態において、相分離性ポリマー系は、液晶ポリマーを含
有するマトリックス相形成材料、マトリックス相形成材料の液晶ポリマーと異なる液晶ポ
リマーを含有するゲスト相形成材料および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化
合物を少なくとも１種類の共通溶剤中に含有する溶液を含み得る。この非限定的な実施形
態によれば、ゲスト相形成材料の少なくとも一部分の、マトリックス相形成材料からの分
離を引き起こす工程は、溶剤融合型相分離を包含し得る。すなわち、少なくとも１種類の
共通溶剤の少なくとも一部は、液晶ポリマーの混合物から蒸発させ得、それにより２相が
互いに分離することに至らせ得る。
【０２４３】
　あるいはまた、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくと
も１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有
する少なくとも部分コーティングを形成する工程は、少なくとも１種の異方性材料を基材
の少なくとも一部分に付与する工程、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物
をこの少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分内に吸収させる工程、この異方
性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる工程、および少なくとも１種
類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、少なくとも部分的に整列させた
異方性材料の少なくとも一部に少なくとも部分的にアライメントさせる工程を包含し得る
。さらに、本明細書において限定しないが、この異方性材料の少なくとも一部分を少なく
とも部分的に整列させる工程は、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を、
その少なくとも一部分に吸収させる前に起こり得る。さらにまた、要求されないが、少な
くとも１種類のフォトクロミック二色性化合物は、活性化状態のまま、少なくとも部分的
にアライメントされ得る。異方性材料を付与およびアライメントさせる非限定的な方法は
、本明細書において以下に記載する。
【０２４４】
　例えば、非限定的な一実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性
化合物は、例えば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を担体中に含む溶
液または混合物を少なくとも異方性材料の一部分に付与し、少なくとも１種類のフォトク
ロミック二色性化合物の少なくとも一部を異方性材料中に拡散させる工程（加熱あり、ま
たはなしで）により、異方性材料内に吸収させ得る。さらに、この非限定的な実施形態に
よれば、異方性材料は、上記のように、相分離ポリマーコーティングの一部であり得る。
【０２４５】
　本明細書中に開示された他の非限定的な実施形態は、少なくとも１つの配向機能体を基
材の少なくとも一部分に設ける工程、続いて、少なくとも１種類の少なくとも部分的にア
ライメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティング
を少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分上に形成する工程を包含する、光学素
子の作製方法を提供する。本明細書中に開示されたこの、および他の非限定的な実施形態
によれば、少なくとも１つの配向機能体を基材の少なくとも一部分に設ける工程は、少な
くとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングを基
材の少なくとも一部分上に形成する工程、少なくとも部分的に整列させたポリマーシート



(113) JP 5213129 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

を基材の少なくとも一部分に付与する工程、基材の少なくとも一部分を少なくとも部分的
に処理する工程、およびラングミュア－ブロジェット膜を基材の少なくとも一部分上に形
成する工程の少なくとも１つを包含し得る。
【０２４６】
　非限定的な一実施形態によれば、少なくとも１つの配向機能体を基材の少なくとも一部
分上に設ける工程は、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なく
とも部分コーティングを基材の少なくとも一部分上に形成する工程を包含し得る。さらに
、この非限定的な実施形態によれば、少なくとも部分コーティングを形成する工程は、ア
ライメント媒体を基材の少なくとも一部分に付与する工程、およびこのアライメント媒体
の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程を包含し得る。本明細書中に開示
されたこの、および他の非限定的な実施形態と組み合わせて使用され得るアライメント媒
体の少なくとも一部分を少なくとも部分的に整列させる方法としては、限定されないが、
このアライメント媒体の少なくとも一部を直線偏光させた紫外線放射、直線偏光させた赤
外線放射、直線偏光させた可視光放射、磁界、電界および剪断力の少なくとも１つに曝露
する工程が挙げられる。さらに、アライメント媒体の少なくとも一部分を整列させる工程
は、アライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングの表面の少なくとも一部分
を、例えば、限定されないが、このアライメント媒体の少なくとも一部をエッチングまた
は摩擦する工程によって、少なくとも部分的に処理する工程を包含し得る。
【０２４７】
　例えば、本明細書において限定しないが、配向機能体が、光配向材料（例えば、限定さ
れないが、光配向性重合体網目など）であるアライメント媒体を含有する少なくとも部分
コーティングを備える非限定的な一実施形態によれば、配向機能体を設ける工程は、光配
向材料を含有する少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一部分上に形成する工
程、および光配向材料の少なくとも一部を、少なくとも一部分を直線偏光させた紫外線放
射に曝露する工程によって少なくとも部分的に整列させる工程を包含し得る。その後、少
なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を、少なくとも部分的に整列させた光配
向材料の少なくとも一部分に付与し、少なくとも部分的にアライメントさせ得る。
【０２４８】
　要求されないが、配向機能体を設ける工程が少なくとも部分的に整列させたアライメン
ト媒体の少なくとも部分コーティングを形成する工程を包含し種々の非限定的な実施形態
によれば、アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化させ得る。さら
に、アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化する工程は、アライメ
ント媒体の少なくとも一部をアライメントさせる工程と本質的に同時に起こり得る、また
はアライメント媒体の少なくとも一部をアライメントさせた後に起こり得る。さらにまた
、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、アライメント媒体の少な
くとも一部を少なくとも部分的に硬化する工程は、アライメント媒体の少なくとも一部を
、赤外線、紫外線、ガンマ、マイクロ波または電子放射に、重合性成分の重合反応または
架橋が触媒または開始剤により、またはそれなしで開始するように曝露することにより、
少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化する工程を包含し得る。所望されるか、必要と
される場合、この後に加熱工程を行い得る。
【０２４９】
　上記のように、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、配向機能
体を基材の少なくとも一部分上に設けた後、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアラ
イメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングが
、配向機能体の少なくとも一部分上に形成される。少なくとも部分的にアライメントされ
た少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティ
ングを、少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分上に形成する方法としては、先
に詳細に記載した、少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１種類のフォトク
ロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一部分
上に形成する方法が挙げられる。
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【０２５０】
　例えば、本明細書において限定しないが、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアラ
イメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングを
形成する工程には、フォトクロミック二色性化合物を含有する組成物を配向機能体上にス
ピンコーティング、スプレーコーティング、スプレー／スピンコーティング、カーテンコ
ーティング、フローコーティング、ディップコーティング、射出成形、キャスティング、
ロールコーティング、ワイヤーコーティング、およびオーバーモールディングし、その後
、フォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部分を配向機能体および／または別の材
料もしくは構造（例えば、存在する場合はアライメント転送材料）に、磁界、電界、直線
偏光させた赤外線放射、直線偏光させた紫外線放射、直線偏光させた可視光放射または剪
断力への曝露により、またはこれなしでアライメントさせる工程が包含され得る。
【０２５１】
　非限定的な一実施形態によれば、少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも１
種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングを少なくと
も１つの配向機能体の少なくとも一部分上に形成する工程は、重合性組成物、少なくとも
１種の異方性材料、および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を、少なく
とも１つの配向機能体の少なくとも一部分に付与する工程を包含し得る。その後、少なく
とも１種類の異方性材料の少なくとも一部分が、少なくとも１つの配向機能体の少なくと
も一部分に少なくとも部分的にアライメントされ得、少なくとも１種類のフォトクロミッ
ク二色性化合物の少なくとも一部が、少なくとも部分的にアライメントされた異方性材料
の少なくとも一部分に、少なくとも部分的にアライメントされ得る。少なくとも１種類の
異方性材料の少なくとも一部分および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物
を少なくとも部分的にアライメントさせた後、少なくとも部分コーティングの少なくとも
一部分を二段（ｄｕａｌ）硬化プロセスに供してもよく、この場合、少なくとも１種類の
異方性材料の少なくとも一部分および重合性組成物の少なくとも一部は、少なくとも２つ
の硬化方法を用いて少なくとも部分的に硬化される。好適な硬化方法の非限定的な例とし
ては、少なくとも部分コーティングを紫外線放射、可視光放射、ガンマ放射、マイクロ波
放射、電子放射または熱エネルギーに曝露することが挙げられる。
【０２５２】
　例えば、本明細書において限定しないが、一実施形態において、この異方性材料の少な
くとも一部分を、紫外線または可視光放射に曝露し、少なくとも１種類の異方性材料の少
なくとも一部分の少なくとも部分的な硬化を引き起こし得る。その後、重合性組成物の少
なくとも一部を、熱エネルギーへの曝露により少なくとも部分的に硬化させ得る。さらに
、要求されないが、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部
を活性化状態のまま、少なくとも１種類の異方性材料が少なくとも１つの配向機能体の少
なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメントされるのを維持した状態で、フォトク
ロミック二色性化合物が第１の状態から第２の状態に切り替わるのを引き起こすのに充分
であるが、異方性材料が少なくとも部分的に硬化するのを引き起こすには不十分な紫外線
放射に少なくとも部分コーティングを曝露することによって、少なくとも１種類の異方性
材料の少なくとも一部分に少なくとも部分的にアライメントさせることができる（上記の
とおり）。
【０２５３】
　非限定的な具体的一実施形態において、重合性組成物は、ジヒドロキシモノマーおよび
イソシアネートモノマーであり得、少なくとも１種類の異方性材料は液晶モノマーを含有
し得る。この非限定的な実施形態によれば、重合性組成物、異方性材料および少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を配向機能体上に付与した後、この異方性材料の
少なくとも一部分が、少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分に、少なくとも部
分的にアライメントされ得、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が異方性
材料に少なくとも部分的にアライメントされ得る。さらに、アライメント後、コーティン
グの少なくとも一部分を、異方性材料の少なくとも一部が最小限に部分的に硬化するのを
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引き起こすのに充分な紫外線または可視光放射に曝露し得る。さらに、この異方性材料の
少なくとも一部分を硬化する前、その最中、またはその後に、重合性組成物の少なくとも
一部を、少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分を熱エネルギーに曝露すること
により少なくとも部分的に硬化させ得る。
【０２５４】
　別の非限定的な実施形態において、二段硬化プロセスは、最初に、重合性組成物の少な
くとも一部を、重合性組成物の少なくとも一部分が少なくとも部分的に硬化するのを引き
起こすのに充分な熱エネルギーに曝露する工程を包含し得る。その後、少なくとも１種類
の異方性材料の少なくとも一部分を紫外線または可視光放射に曝露し、この異方性材料の
少なくとも一部分が少なくとも部分的に硬化するのを引き起こし得る。さらに、少なくと
も１種類の異方性材料の少なくとも一部分は、コーティングの少なくとも一部分を熱エネ
ルギーに曝露する前、その最中、またはその後であって、少なくとも１種類の異方性材料
の少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化する前に、少なくとも部分的にアライメン
トされ得る。
【０２５５】
　さらに別の非限定的な実施形態において、二段硬化プロセスは、例えば、少なくとも部
分コーティングを紫外線または可視光放射および熱エネルギーに同時に曝露することによ
って、この異方性材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化するのと本質的に同
時に重合性組成物の少なくとも一部を少なくとも部分的に硬化する工程を包含し得る。
【０２５６】
　さらに、相互貫入重合体網目を含有するコーティングに関して上記したように、本明細
書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、重合性組成物は、等方性材料また
は異方性材料であり得るが、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされた
フォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングは、全体として異
方性であるものとする。
【０２５７】
　加えて、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による光学素子およびデバ
イスの作製方法は、少なくとも１つの配向機能体を基材の少なくとも一部分に設ける前、
または少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色
性化合物を含有する少なくとも部分コーティングをその上面に形成する前に、少なくとも
部分下塗りコーティングを基材の少なくとも一部分上に形成する工程をさらに包含し得る
。さらに、フォトクロミックコーティング、抗ミラーコーティング、直線偏光性コーティ
ング、円偏光性コーティング、楕円偏光性コーティング、中間コーティング、下塗りコー
ティングおよび保護コーティングから選択される少なくとも１つのさらなる少なくとも部
分コーティングを、基材の少なくとも１つの表面の少なくとも一部分上および／または少
なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティング
の少なくとも一部分の上に形成し得る。好適な下塗りコーティング、フォトクロミックコ
ーティング、抗ミラーコーティング，直線偏光性コーティング、中間コーティング、下塗
りコーティングおよび保護コーティングの非限定的な例は、すべて先に記載している。
【０２５８】
　本明細書中に開示された他の非限定的な実施形態は、少なくとも部分コーティングを基
材の少なくとも一部分上に形成すること、およびこの少なくとも部分コーティングの少な
くとも一部分を化学線放射に応答して第１の状態から第２の直線偏光状態に切り替わり、
かつ熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻るように適合させる工程を包含する、光
学素子の作製方法を提供する。非限定的な一実施形態によれば、少なくとも部分コーティ
ングを基材の少なくとも一部分上に形成すること、およびこの少なくとも部分コーティン
グの少なくとも一部分を化学線放射に応答して第１の状態から第２の直線偏光状態に切り
替わり、かつ熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻るように適合させる工程は、本
質的に同時に起こり得る。別の非限定的な実施形態によれば、少なくとも部分コーティン
グを基材の少なくとも一部分上に形成する工程は、この少なくとも部分コーティングの少
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なくとも一部分を化学線放射に応答して第１の状態から第２の直線偏光状態に切り替わり
、かつ熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻るように適合させる前に起こる。さら
に別の非限定的な実施形態によれば、少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一
部分上に形成する工程は、この少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分を化学線
放射に応答して第１の状態から第２の直線偏光状態に切り替わり、かつ熱エネルギーに応
答して元の第１の状態に戻るように適合させた後に起こる。
【０２５９】
　非限定的な一実施形態において、少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一部
分上に形成する工程は、少なくとも１種の異方性材料および少なくとも１種類のフォトク
ロミック二色性化合物を基材の少なくとも一部分に付与する工程を包含し得、少なくとも
部分コーティングの少なくとも一部分を化学線放射に応答して第１の状態から第２の直線
偏光状態に切り替わり、かつ熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻るように適合さ
せる工程は、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を少な
くとも部分的にアライメントさせる工程を包含し得る。さらに、この非限定的な実施形態
によれば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を少なく
とも部分的にアライメントさせる工程は、少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一
部分を少なくとも部分的に整列させる工程、および少なくとも１種類のフォトクロミック
二色性化合物を、少なくとも部分的に整列させた少なくとも１種の異方性材料の少なくと
も一部分に、少なくとも部分的にアライメントさせる工程を包含し得る。さらにまた、要
求されないが、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を活性化状態のまま、
例えば、フォトクロミック二色性化合物を、フォトクロミック二色性化合物のアライメン
トを維持した状態でフォトクロミック二色性化合物が第１の状態から第２の状態に切り替
わるのを引き起こすのに充分な化学線放射曝露する工程によって、アライメントされ得る
。
【０２６０】
　別の非限定的な実施形態において、少なくとも部分コーティングを基材の少なくとも一
部分上に形成する工程は、アライメント媒体を基材の少なくとも一部分に付与する工程を
包含し得、少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分を化学線放射に応答して第１
の状態から第２の直線偏光状態に切り替わり、かつ熱エネルギーに応答して元の第１の状
態に戻るように適合させる工程は、アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分
的に整列させる工程、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を、このアライ
メント媒体を含有する少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分に付与する工程、
およびこの少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を少なく
とも部分的にアライメントさせる工程を包含し得る。
【０２６１】
　非限定的な一実施形態において、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を
、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティン
グの少なくとも一部分に付与する工程は、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化
合物および少なくとも１種類の異方性材料を含有する少なくとも部分コーティングを、少
なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングの
少なくとも一部分上に形成する工程を包含し得る。さらに、少なくとも１種類のフォトク
ロミック二色性化合物の少なくとも一部を少なくとも部分的にアライメントさせる工程は
、少なくとも１種類の異方性材料の少なくとも一部分を、少なくとも部分的に整列させた
アライメント媒体の少なくとも一部にアライメントさせる工程を包含し得る。さらに、要
求されないが、このアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングの少なくと
も一部分を、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を付与する前に、少なく
とも部分的に硬化させ得る。
【０２６２】
　加えて、あるいはまた、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物は、少なく
とも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なくとも部分コーティングの少な
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くとも一部分に、吸収によって付与され得る。好適な吸収技術は、例えば、明細書はこれ
により具体的に本明細書中に参考として援用される、米国特許第５，１３０，３５３号お
よび同第５，１８５，３９０号）に記載されている。例えば、本明細書において限定しな
いが、フォトクロミック二色性化合物は、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒
体を含有する少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分に、少なくとも１種類のフ
ォトクロミック二色性化合物を、ニートのフォトクロミック二色性化合物として、または
ポリマー系または他の有機溶剤担体中に溶解した状態のいずれかで付与し、フォトクロミ
ック二色性化合物を、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体を含有する少なく
とも部分コーティングの少なくとも一部分中に、加熱しながら、またはこれなしで拡散さ
せることによって付与され得る。さらに、所望により、少なくとも１種類のフォトクロミ
ック二色性化合物を、少なくとも１つのフォトクロミック化合物が拡散中に第１の状態か
ら第２の状態に切り替わるのを引き起こすのに充分な化学線放射に曝露し得る。
【０２６３】
　本明細書中に開示された他の非限定的な実施形態は、アライメント媒体を含有する少な
くとも部分コーティングを、基材の少なくとも１つの表面の少なくとも一部分上に形成し
、アライメント媒体の少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程、アライメン
ト転送材料を含有する少なくとも１つの少なくとも部分コーティングを、このアライメン
ト媒体を含有する少なくとも部分コーティングの少なくとも一部分上に形成し、アライメ
ント転送材料の少なくとも一部を、少なくとも部分的に整列させたアライメント媒体の少
なくとも一部に、少なくとも部分的にアライメントさせる工程、および異方性材料および
少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティン
グを、アライメント転送材料の少なくとも一部分上に形成する工程、この異方性材料の少
なくとも一部分を、少なくとも部分的にアライメントされたアライメント転送材料の少な
くとも一部分に、少なくとも部分的にアライメントさせる工程、ならびに少なくとも１種
類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部を、少なくとも部分的にアライメン
トされた異方性材料の少なくとも一部分に、少なくとも部分的にアライメントさせる工程
を包含する、光学素子の作製方法を提供する。
【０２６４】
　さらに、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、アライメント転
送材料を含有する少なくとも１つの少なくとも部分コーティングを形成する工程は、アラ
イメント転送材料を含有する第１の少なくとも部分コーティングであって２～８ミクロン
の範囲の厚みを有する第１の少なくとも部分コーティングを形成する工程、第１の少なく
とも部分コーティングのアライメント転送材料の少なくとも一部を、少なくとも部分的に
整列させたアライメント媒体の少なくとも一部に、少なくとも部分的にアライメントさせ
る工程、および第１の少なくとも部分コーティングの少なくとも部分的に整列させたアラ
イメント転送材料の少なくとも一部分を少なくとも部分的に硬化する工程を包含し得る。
その後、５より大きく２０ミクロンまでの範囲の厚みを有し、アライメント転送材料を含
有する第２の少なくとも部分コーティングが、第１の少なくとも部分コーティングの少な
くとも一部分に付与され得、第２の少なくとも部分コーティングのアライメント転送材料
の少なくとも一部が、第１の少なくとも部分コーティングの少なくとも部分的にアライメ
ントされたアライメント転送材料の少なくとも一部分に、少なくとも部分的にアライメン
トされ得る。
【０２６５】
　本明細書中に開示されたさらに他の非限定的な実施形態は、少なくとも１つの少なくと
も部分的に整列させたポリマー系シートを基材の少なくとも一部分に結合する工程を包含
する複合光学素子の作製方法であって、この少なくとも部分的に整列させたポリマー系シ
ートが、基材の少なくとも一部分に結合され、セル法により測定したとき活性化状態にお
いて２．３より大きい平均吸光度比を有する少なくとも１種類の少なくとも部分的にアラ
イメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有する、複合光学素子の作製方法を提
供する。本明細書中において限定しないが、この非限定的な実施形態によれば、少なくと
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も１つの少なくとも部分的に整列させたポリマー系シートは、例えば、延伸されたポリマ
ーシート、光配向させたポリマーシート、少なくとも部分的に整列させた相分離ポリマー
シートまたはその組み合わせを含み得る。
【０２６６】
　本明細書中に開示された他の非限定的な実施形態は、少なくとも第１一般方向を有し、
少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマー、少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマ
ーの少なくとも一部分内に分布した少なくとも部分的に整列させた液晶材料、および少な
くとも部分的に整列させた液晶材料に少なくとも部分的にアライメントされた少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有するシートを、基材の少なくとも一部分に
結合する工程を包含する、複合光学素子の作製方法を提供する。さらに、この非限定的な
実施形態によれば、少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマーの少なくとも一部分内に
分布した少なくとも部分的に整列させた液晶材料は、液晶ポリマーの少なくとも第１一般
方向におおむね平行である少なくとも第２一般方向を有し得る。
【０２６７】
　例えば、本明細書において限定しないが、非限定的な一実施形態によれば、シートを形
成する工程は、液晶材料を含有するマトリックス相形成材料、液晶材料を含有するゲスト
相形成材料、および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する相分離
性ポリマー系を、基材の少なくとも一部上に付与する工程を包含し得る。その後、マトリ
ックス相形成材料の少なくとも一部分およびゲスト相形成材料の少なくとも一部分が少な
くとも部分的に整列され得、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なく
とも一部が、ゲスト相形成材料の少なくとも一部分に、少なくとも部分的にアライメント
され得る。アライメント後、ゲスト相形成材料の少なくとも一部分を、重合誘導型相分離
および溶剤誘導型相分離の少なくとも一方により、マトリックス相形成材料の少なくとも
一部分から分離し得、少なくとも部分的に整列させた相分離ポリマーコーティングを基材
から剥がしてシートを形成し得る。
【０２６８】
　あるいはまた、相分離性ポリマー系を、基材に付与し、上記のようにして整列およびア
ライメントさせ、その後、基材から剥がして相分離ポリマーシートを形成し得る。続いて
、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物をこのシートの少なくとも一部分内
に吸収させ得る。あるいはまた、加えて、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化
合物を、コーティングを基材から剥がしてシートを形成する前にコーティング内に吸収さ
せ得る。
【０２６９】
　さらに別の非限定的な実施形態によれば、シートを形成する工程は、少なくとも部分的
に整列させた液晶ポリマーシートを形成する工程、および液晶メソゲンおよび少なくとも
１種類のフォトクロミック二色性化合物を、少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマー
シートの少なくとも一部分内に吸収させる工程を包含し得る。例えば、この非限定的な実
施形態によれば、液晶ポリマーを含有するシートが形成され、液晶ポリマーを形成中に少
なくとも部分的に整列させるポリマーシートの形成方法、例えば押し出し成形により少な
くとも部分的に整列させ得る。あるいはまた、液晶ポリマーを基材上にキャスティングし
、上記の液晶材料を少なくとも部分的に整列させる非限定的な方法の１つにより、少なく
とも部分的に整列させ得る。例えば、本明細書において限定しないが、液晶材料の少なく
とも一部を磁界または電界に曝露し得る。少なくとも部分的に整列させた後、液晶ポリマ
ーを少なくとも部分的に硬化させ得、基材から剥がして少なくとも部分的に整列させた液
晶ポリマーマトリックスを含有するシートを形成し得る。またさらに、液晶ポリマーシー
トをキャスティングし、少なくとも部分的に硬化し、続いて延伸して少なくとも部分的に
整列させた液晶ポリマーを含有するシートを形成し得る。
【０２７０】
　少なくとも部分的に整列させた液晶ポリマーを含有するシートを形成した後、少なくと
も１種類の液晶メソゲンおよび少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を、液
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晶ポリマーマトリックスの少なくとも一部分内に吸収させ得る。例えば、本明細書におい
て限定しないが、少なくとも１種類の液晶メソゲンおよび少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物を液晶ポリマーの少なくとも一部分内に、少なくとも１種類の液晶メ
ソゲンおよび少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を担体中に含む溶液また
は混合物を液晶ポリマーの一部分に付与し、その後、少なくとも１種類の液晶メソゲンの
少なくとも一部および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を液晶ポリマー
シート内に、加熱しながら、またはこれなしで拡散させることにより吸収させ得る。ある
いはまた、液晶ポリマーを含有するシートを、少なくとも１種類の液晶メソゲンおよび少
なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を担体中に含む溶液または混合物中に浸
漬し、少なくとも１種類の液晶メソゲンおよび少なくとも１種類のフォトクロミック二色
性化合物を液晶ポリマーシート内に、加熱しながら、またはこれなしでの拡散によって吸
収させ得る。
【０２７１】
　さらに別の非限定的な実施形態によれば、シートを形成する工程は、液晶ポリマーシー
トを形成する工程、液晶ポリマーシートの少なくとも一部分に少なくとも１種類の液晶メ
ソゲンおよび少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を吸収させる工程（例え
ば、上記のように）、およびその後、液晶ポリマーの少なくとも一部分、少なくとも１種
類の液晶メソゲンの少なくとも一部、および内部に分布した少なくとも１種類のフォトク
ロミック二色性化合物を少なくとも部分的に整列させる工程を包含し得る。本明細書にお
いて限定しないが、例えば、液晶ポリマーシートの少なくとも一部分、少なくとも１種類
の液晶メソゲンの少なくとも一部、および内部に分布した少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物の少なくとも一部を、液晶ポリマーシートを延伸する工程により少な
くとも部分的に整列させ得る。さらに、この非限定的な実施形態によれば、液晶ポリマー
シートは、慣用のポリマー加工処理技術、例えば、限定されないが、押し出し成形および
キャスティングを用いて形成され得る。
【０２７２】
　さらに別の非限定的な実施形態において、異方性材料および少なくとも１種類のフォト
クロミック二色性化合物の少なくとも部分コーティングを含有する光配向させたポリマー
シートが基材に付与される。例えば、この非限定的な実施形態によれば、光配向させたポ
リマーシートは、光配向性重合体網目の少なくとも部分層を離型層上に付与し、続いて、
光配向性重合体網目の少なくとも一部を整列および少なくとも部分的に硬化させる工程；
異方性材料および少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも部分コ
ーティングを、光配向性重合体網目を含有する少なくとも部分層の少なくとも一部分上に
形成する工程、この異方性材料の少なくとも一部分および少なくとも１種類のフォトクロ
ミック二色性化合物を、光配向性重合体網目の少なくとも一部分に少なくとも部分的にア
ライメントさせる工程、ならびにこの異方性材料の少なくとも一部を少なくとも部分的に
硬化する工程により形成され得る。次いで、離型層を剥がし、異方性材料および少なくと
も１つのフォトクロミック二色性化合物の少なくとも部分コーティングを含有する光配向
性重合体網目の少なくとも部分層を離型層から剥がして、少なくとも部分的に整列させた
ポリマー系シートを形成し得る。
【０２７３】
　さらに、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種
類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有するポ
リマー系シートを基材の少なくとも一部分に結合する工程は、例えば、ラミネート加工、
融合、インモールド成形、およびポリマー系シートの基材の少なくとも一部分への接着的
結合の少なくとも１つを含み得る。本明細書中で使用する場合、インモールド成形として
は、種々のキャスティング技術、例えば、限定されないが、シートがモールド内に配置さ
れ、基材がこのシートの少なくとも一部分の上に（例えば、キャスティングにより）形成
されるオーバーモールディング；および基材がシートの周りに形成される射出成形が挙げ
られる。非限定的な一実施形態によれば、ポリマー系シートは、基材の第１部分の表面上
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に積層し得、その基材の第１部分を、モールド内に配置し得る。その後、基材の第２部分
が、（例えば、キャスティングにより）基材の第１部分の上面に、ポリマー系層が基材の
この２つの部分間にあるように形成され得る。
【０２７４】
　別の特定の非限定的な実施形態は、少なくとも部分的に整列させた液晶材料および少な
くとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を
含有する少なくとも部分コーティングを、光学基材の少なくとも一部分上に、より具体的
には、眼科用基材の少なくとも一部分上にオーバーモールディングする工程を包含する、
光学素子の作製方法を提供する。図２を参照すると、この非限定的な実施形態によれば、
この方法は、光学基材２１２の表面２１０少なくとも一部分を、透明モールド２１６の表
面２１４に隣接して配置し、モールディング領域２１７を規定する工程を包含する。透明
モールド２１６の表面２１４は、凹形または球状凹面（図示のとおり）であり得るか、ま
たは所望により他の立体形状を有し得る。さらに、要求されないが、ガスケットまたはス
ペーサー２１５を、光学基材２１２と透明モールド２１６の間に配置し得る。光学基材２
１２を配置した後、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物（図示せず）を含
有する液晶材料２１８を、光学基材２１２の表面２１０および透明モールド２１６の表面
２１４により規定されたモールディング領域２１７内に、液晶材料２１８の少なくとも一
部が両者間での流動を引き起こすように導入し得る。その後、液晶材料２１８の少なくと
も一部を、例えば、電界、磁界、直線偏光させた赤外線放射、直線偏光させた紫外線放射
および／または直線偏光させた可視光放射に曝露する工程により、少なくとも部分的に整
列させ得、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部が、少な
くとも部分的に整列させた液晶材料の少なくとも一部に、少なくとも部分的にアライメン
トされ得る。その後、液晶材料が少なくとも部分的に重合され得る。重合後、少なくとも
部分的に整列させた液晶材料および少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメント
されたフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分コーティングをその表面
の少なくとも一部分上に有する光学基材を、モールドから離型し得る。
【０２７５】
　あるいはまた、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を含有する液晶材料
２１８を、透明モールド２１６の表面２１４上に、それに隣接して光学基材２１２の表面
２１０の少なくとも一部分を配置する前に、表面２１０の少なくとも一部分が液晶材料２
１８の少なくとも一部と接触し、それにより液晶材料２１８の表面２１０と表面２１４間
での流動が引き起こされるように、導入し得る。その後、上記のように、液晶材料２１８
は少なくとも部分的に整列され得、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物の
少なくとも一部は、少なくとも部分的にアライメントされ得る。液晶材料の少なくとも一
部の重合後、少なくとも部分的に整列させた液晶材料および少なくとも１種類の少なくと
も部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物を含有する少なくとも部分
コーティングをその表面の少なくとも一部分上に有する光学基材を、モールドから離型し
得る。
【０２７６】
　さらに他の非限定的な実施形態によれば、少なくとも部分的に整列させた液晶材料を含
有しフォトクロミック二色性化合物を含有しない少なくとも部分コーティングが、上記の
ようにして、光学基材の表面上に形成され得る。基材およびコーティングをモールドから
離型した後、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物を、少なくとも部分的に
整列させた液晶材料内に吸収させ得る。
【０２７７】
　図２には示していないが、加えて、あるいはまた、少なくとも第１一般方向を有する配
向機能体を、光学基材の表面を液晶材料に接触させる前に液晶材料をモールド内および／
または光学基材の表面の少なくとも一部分上に導入する前に、透明モールドの表面の少な
くとも一部分上に設けてもよい。さらに、この非限定的な実施形態によれば、液晶材料の
少なくとも一部を少なくとも部分的に整列させる工程は、液晶材料の少なくとも一部を、
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モールドの表面上の少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分および／または光学
基材の表面上の少なくとも１つの配向機能体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的に
アライメントさせる工程を包含し得る。
【０２７８】
　本明細書において限定しないが、少なくとも部分コーティングを作製する上記オーバー
モールディング方法は、多焦点眼科用レンズ上にコーティングを形成する際に、または比
較的厚いアライメント設備が所望される他の付与用途のための少なくとも部分コーティン
グ形成するために特に有用であり得ることが企図される。
【０２７９】
　前述のように、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態は、ディスプレイ素
子および素子に関する。さらに、上記のように、本明細書中で使用する場合、用語「ディ
スプレイ」は、単語、数、記号、模様または図による情報の可視表示を意味する。ディス
プレイ素子および素子非限定的な例としては、スクリーン、モニターおよびセキュリティ
素子が挙げられる。セキュリティ素子の非限定的な例としては、基材の少なくとも一部分
に結合されるセキュリティマークおよび認証マーク、例えば、限定されないが、アクセス
カードおよびアクセスパス、例えば、チケット、バッジ、身分証明書または会員証、デビ
ットカードなど；譲渡可能証券および非譲渡可能証券、例えば、為替手形、小切手、債券
、約束手形、定期預金、株券など．；政府発行書類、例えば、貨幣、免許証、身分証明書
、保険証、ビザ、パスポート、公的資格、捺印証書など；消費財、例えば、ソフトウェア
、コンパクトディスク（「ＣＤ」）、デジタルビデオディスク（「ＤＶＤ」）、電気製品
、消費家電製品、スポーツ用品、自動車など；クレジットカード；ならびに商品用タグ、
ラベルおよびパッケージ類が挙げられる。
【０２８０】
　例えば、非限定的な一実施形態において、ディスプレイ素子は、基材の少なくとも一部
分に結合されるセキュリティ素子である。この非限定的な実施形態によれば、セキュリテ
ィ素子は、第１の状態および第２の状態を有し、少なくとも化学線放射に応答して第１の
状態から第２の状態に切り替わり、熱エネルギーに応答して元の第１の状態に戻り、かつ
第１の状態および第２の状態の少なくとも一方において少なくとも透過した放射を直線偏
光させるように適合された少なくとも部分コーティングを含む。少なくとも化学線放射に
応答して第１の状態から第２の状態に切り替わり、熱エネルギーに応答して元の第１の状
態に戻り、かつ第１の状態および第２の状態の少なくとも一方において少なくとも透過し
た放射を直線偏光させるように適合された少なくとも部分コーティング、およびその作製
方法の非限定的な例は、先に詳細に記載している。
【０２８１】
　この非限定的な実施形態によれば、セキュリティ素子は、セキュリティマークおよび／
または認証マークであり得る。さらに、セキュリティ素子は、透明基材および反射基材か
ら選択される基材の少なくとも一部分に結合され得る。あるいはまた、反射基材が必要と
されるある特定の非限定的な実施形態によれば、基材が、目的の用途に対して反射性また
は充分に反射でない場合、セキュリティマークを付与する前に、最初に、反射材料を基材
の少なくとも一部分に付与し得る。例えば、反射性アルミニウムコーティングを基材の少
なくとも一部分に、その上面にセキュリティ素子を形成する前に付与し得る。さらにまた
、セキュリティ素子は、薄い着色のない基材、薄く着色された基材、フォトクロミック基
材、薄く着色されたフォトクロミック基材、直線偏光性基材、円偏光性基材および楕円偏
光性基材から選択される基材の少なくとも一部分に結合され得る。
【０２８２】
　加えて、上記非限定的な実施形態による少なくとも部分コーティングは、セル法により
測定したとき活性化状態において少なくとも１．５の平均吸光度比を有する少なくとも１
種類のフォトクロミック二色性化合物を含有し得る。本明細書中に開示された他の非限定
的な実施形態によれば、少なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物は、セル法に
より測定したとき活性化状態において２．３より大きい平均吸光度比を有し得る。さらに
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他の非限定的な実施形態によれば、少なくとも１種類の少なくとも部分的にアライメント
されたフォトクロミック二色性化合物は、セル法により測定したとき活性化状態において
１．５～５０の範囲の平均吸光度比を有し得る。他の非限定的な実施形態によれば、少な
くとも１種類の少なくとも部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物は
、セル法により測定したとき活性化状態において、４～２０の範囲の平均吸光度比を有し
得、さらに３～３０の範囲の平均吸光度比を有し得、またさらに２．５～５０の範囲の平
均吸光度比を有し得る。しかしながら、一般的に言うと、少なくとも１種類の少なくとも
部分的にアライメントされたフォトクロミック二色性化合物の平均吸光度比は、デバイス
または素子に所望の特性を付与するのに充分な任意の平均吸光度比であり得る。この非限
定的な実施形態との組み合わせにおける使用に好適なフォトクロミック二色性化合物の非
限定的な例は、先に詳細に記載している。
【０２８３】
　さらにまた、前述の非限定的な実施形態によるセキュリティ素子は、引用により具体的
に本明細書中に参考として援用される、米国特許第６，６４１，８７４号に記載のような
視角依存性特性を有する多層反射セキュリティ素子を形成するために、１つ以上の他のコ
ーティングまたはシートをさらに備え得る。例えば、非限定的な一実施形態は、基材の少
なくとも一部分に結合され、第１の状態および第２の状態を有し、少なくとも化学線放射
に応答して第１の状態から第２の状態に切り替わり、熱エネルギーに応答して元の第１の
状態に戻り、かつ第１の状態および第２の状態の少なくとも一方において少なくとも透過
した放射を直線偏光させるように適合された基材の少なくとも一部分上の少なくとも部分
コーティング；および偏光性コーティングまたはシート、フォトクロミックコーティング
またはシート、ミラーコーティングまたはシート、薄く着色されたコーティングまたはシ
ート、円偏光性コーティングまたはシート、遅延剤コーティングまたはシート（すなわち
、その内部での伝播放射を遅延または遅滞させるコーティングまたはシート）、および広
視野角コーティングまたはシート（すなわち、視角を増大させるコーティングまたはシー
ト）から選択される少なくとも１つのさらなる少なくとも部分コーティングまたはシート
を備えるセキュリティ素子を提供する。さらに、この非限定的な実施形態によれば、少な
くとも１つのさらなる少なくとも部分コーティングまたはシートは、第１の状態および第
２の状態を有する少なくとも部分コーティングの上、この少なくとも部分的コーティング
の下に配置され得るか、または多数のコーティングおよび／またはシートが、このコーテ
ィングの上および／または下に配置され得る。
【０２８４】
　他の非限定的な実施形態は、第１表面を有する第１基材および第２表面を有する第２基
材を備える、ディスプレイ素子またはデバイスであり得る液晶セルであって、第２基材の
第２表面は第１基材の第１表面に、開口領域を規定するように対向し、これから隔てられ
ている、液晶セルを提供する。さらに、この非限定的な実施形態によれば、第１表面およ
び第２表面により規定された領域内に配置された、少なくとも部分的に整列されるように
適合された液晶材料、および少なくとも部分的にアライメントされるように適合され、セ
ル法により測定したとき活性化状態において少なくとも１．５の平均吸光度比を有する少
なくとも１種類のフォトクロミック二色性化合物が液晶セルを形成する。
【０２８５】
　さらに、この非限定的な実施形態によれば、第１基材および第２基材は、独立して、薄
い着色のない基材、薄く着色された基材、フォトクロミック基材、薄く着色されたフォト
クロミック基材および直線偏光性基材から選択され得る。
【０２８６】
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による液晶セルは、第１表面に隣接
して配置される第１配向機能体および第２表面に隣接して配置される第２配向機能体をさ
らに備え得る。前述のように、液晶材料を配向させた表面にアライメントさせることが可
能である。したがって、この非限定的な実施形態によれば、液晶セルの液晶材料の少なく
とも一部分は、第１および第２配向機能体の少なくとも一部分に、少なくとも部分的にア
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ライメントされ得る。
【０２８７】
　またさらに、第１電極が第１表面の少なくとも一部分に隣接して配置され得、第２電極
が第２表面の少なくとも一部分に隣接して配置され得、液晶セルが電気回路の少なくとも
一部分を形成し得る。さらに、配向機能体が存在する場合（上記のように）、電極が、配
向機能体と基材の表面との間に挟持され得る。
【０２８８】
　加えて、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による液晶セルは、第１基
材および第２基材の少なくとも一方の表面の少なくとも一部分に結合される、直線偏光性
コーティングまたはシート、フォトクロミックコーティングまたはシート、ミラーコーテ
ィングまたはシート、薄く着色されたコーティングまたはシート、円偏光性コーティング
またはシート、楕円偏光性コーティングまたはシート、遅延剤コーティングまたはシート
、および広視野角コーティングまたはシートから選択される少なくとも部分コーティング
またはシートをさらに含有し得る。
【０２８９】
　本明細書中に開示された他の非限定的な実施形態は、基材の少なくとも一部分上に基材
、および第１の状態および第２の状態を有し、この少なくとも部分コーティングの厚み全
体にらせん状に配列される分子を有するキラルネマチックまたはコレステリック液晶材料
を含有する、少なくとも部分コーティング；ならびにフォトクロミック二色性化合物の分
子の長軸が液晶材料の分子とおおむね平行になるように液晶材料に少なくとも部分的にア
ライメントされた少なくとも１つのフォトクロミック二色性化合物を備える光学素子を提
供する。この非限定的な実施形態によれば、少なくとも部分コーティングは、少なくとも
一方の状態において円偏光または楕円偏光するように適合され得る。
【０２９０】
　以下、本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態を、以下の非限定的な実施例
において説明する。
【実施例】
【０２９１】
　（実施例１）
　アライメントされた異方性材料および活性化状態において少なくとも部分的にアライメ
ントされ、基材に結合されたフォトクロミック二色性化合物を含有するコーティングを有
するサンプル基材を以下のようにして作製した。アライメントされた異方性材料および活
性化状態において少なくとも部分的にアライメントされ、基材に結合された市販のフォト
クロミック染料を含有するコーティングを有する比較基材もまた、以下のようにして作製
した。
【０２９２】
　（パートＡ：等方性材料の溶液の調製）
　表Ｉに列挙した液晶モノマーの各々をビーカーに列挙した順に攪拌しながら添加した。
【０２９３】
【表１】
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１ＲＭ　２３は、ＥＭＤ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃから入手可能な液晶モノマー（Ｌ
ＣＭ）であり、Ｃ２３Ｈ２３ＮＯ５の分子式を有することが報告されている。
２ＲＭ　２５７は、ＥＭＤ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃから入手可能な液晶モノマー（
ＬＣＭ）であり、Ｃ３３Ｈ３２Ｏ１０の分子式を有することが報告されている。
３ＲＭ　８２は、ＥＭＤ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃから入手可能な液晶モノマー（Ｌ
ＣＭ）であり、Ｃ３９Ｈ４４Ｏ１０の分子式を有することが報告されている。
４ＲＭ　１０５は、ＥＭＤ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃから入手可能な液晶モノマー（
ＬＣＭ）であり、Ｃ２３Ｈ２６Ｏ６の分子式を有することが報告されている。
【０２９４】
　次いで、アニソール（７．０グラム）をビーカーに添加し、得られた混合物を、目視に
より測定したとき固形物が溶解するまで６０℃に加熱し攪拌した。得られた液晶モノマー
溶液（ＬＣＭＳ）は、６５パーセント固形分を有した。
【０２９５】
　（パートＢ：フォトクロミック二色性化合物の調製）
　以下の３種類のフォトクロミック二色性化合物（それぞれＰ／Ｄ－１、Ｐ／Ｄ－２およ
びＰ／Ｄ－３）を以下のようにして調製した。
【０２９６】
　（Ｐ／Ｄ－１）
　（工程１）
　１－フェニル１－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－プロプ－２－イ
ン－１－オール（１５．８ｇ、４９．４ｍｍｏｌ）、２，３－ジメトキシ－７，７－ジメ
チル－７Ｈ－ベンゾ［ｃ］フルオレン－５－オール（１７．４ｇ、５４．３ｍｍｏｌ）お
よびクロロホルム（４００ｍＬ）を、滴下漏斗を装着した１０００ｍＬ容フラスコに添加
し、室温で攪拌した。トリフルオロ酢酸（０．５ｇ、４．４ｍｍｏｌ、２０ｍＬクロロホ
ルム中）のクロロホルム溶液を滴下漏斗により反応フラスコに滴下した。添加後、灰色色
が得られた。得られた反応混合物を６時間還流し、次いで、一晩室温で攪拌した。クロロ
ホルム溶液を飽和炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾燥し、濃縮
した。生成物をＣＨＣｌ３／エチルエーテルから再結晶した。オフホワイト固形物（２６
．３ｇ、収率９１、％）が得られた。ＮＭＲスペクトルにより、生成物が、３－フェニル
－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－ジメチル
－６，７－ジメトキシ－インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピランと
一致する構造を有することが示された。
【０２９７】
　（工程２）
　窒素雰囲気下、室温で、工程１の３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン
－１－イル）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６，７－ジメトキシ－インデノ［２’
，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン（１２ｇ、１７．９ｍｍｏｌ）、１－（４
－ヒドロキシフェニル）ピペラジン（９．５６ｇ，５３．７ｍｍｏｌ）およびＴＨＦ（２
００ｍＬ）を、滴下漏斗を装着した１リットル容フラスコに添加し、攪拌した。メチルリ
チウムの１．６Ｍエチルエーテル溶液（６７ｍＬ）を、ゆっくりと注意深く滴下漏斗によ
り添加した。混合物が沸騰し始めたときは、時々、氷浴を使用した。メチルリチウムの添
加中および添加後、大量の沈殿物がフラスコ内に生成した。メチルリチウム添加の３０分
後、反応混合物を、３Ｌの氷水を含む４Ｌ容ビーカー内に注いだ。塩基性混合物を、３Ｎ
　ＨＣｌの添加により約４のｐＨ値に酸性化した。形成された沈殿物を、真空濾過により
回収し、クロロホルム中に溶解し、硫酸マグネシウム上で乾燥し、濃縮し、フラッシュカ
ラムクロマトグラフィーに供した。灰色固形物（１２．６ｇ、収率８６％）が生成物とし
て得られた。ＮＭＲスペクトルにより、得られた生成物が、３－フェニル－３－（４－（
４－フェニル－ピペラジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メトキ
シ－７－（４－（４－ヒドロキシフェニル）－ピペラジン－１－イル）－インデノ［２’
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，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピランと一致する構造を有することが示された。
【０２９８】
　（工程３）
　工程２の３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）
－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－ヒドロキシフェニル）－ピペ
ラジン－１－イル）－インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピラン（０
．６７ｇ、０．８２ｍｍｏｌ）、４－ｎ－オクチルオキシビフェニル－４’－カルボン酸
（０．２９６ｇ、０．９ｍｍｏｌ）、ジシクロヘキシルカルボジイミド（０．１９ｇ、１
ｍｍｏｌ）、４－（ジメチルアミノ）－ピリジン、（０．０１ｇ、０．０８ｍｍｏｌ）お
よびジクロロメタン（１０ｍＬ）をフラスコに添加し、室温で２４時間攪拌した。生成し
た固形物を濾過により除去し、残った溶液を濃縮した。得られた固形粗生成物をフラッシ
ュカラムクロマトグラフィー（２／８　酢酸エチル／ヘキサン、容量比）により精製した
。回収された固形物を、ＣＨＣｌ３中への溶解によりさらに精製し、メタノールからの沈
殿により灰色がかった紫色固形物（０．８１ｇ、収率８８％）を得た。
【０２９９】
　ＮＭＲスペクトルにより最終生成物が、３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペ
ラジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４
－（４’－オクチルオキシ－ビフェニル－４－カルボニルオキシ）フェニル）ピペラジン
－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピランと一致する構
造を有することが示された。
【０３００】
　（Ｐ／Ｄ－２）
　（工程１）
　４－ヒドロキシ安息香酸（４５ｇ、０．３２６ｍｏｌ）、ドデシルベンゼンスルホン酸
（２滴）およびエチルエーテル（５００ｍＬ）フラスコに添加し、室温で攪拌した。ニー
トのジヒドロピラン（ＤＨＰ）（３５ｍＬ、０．３９ｍｏｌ）を、滴下漏斗により３０分
の時間以内で滴下し、白色結晶性沈殿物が形成された。得られた懸濁物を、一晩攪拌し、
沈殿物を、真空濾過により回収した。白色固形物生成物（４１ｇ）を回収した。ＮＭＲス
ペクトルにより、得られた生成物が、４－（２－テトラヒドロ－２Ｈ－ピランオキシ）安
息香酸と一致する構造を有することが示された。
【０３０１】
　（工程２）
　Ｐ／Ｄ－１に対する手順の工程３の４－ｎ－オクチルオキシビフェニル－４’－カルボ
ン酸の代わりに、工程１（上記）の生成物を使用し、生成物精製にシリカゲル上でのフラ
ッシュカラムクロマトグラフィーを使用しなかった以外はＰ／Ｄ－１に対する上記の手順
を使用した。その代わり、生成物は、クロロホルム中への溶解後、メタノールからの沈殿
させる技術により精製した。ＮＭＲスペクトルにより、得られた生成物である黒色固形物
が、３－フェニル－３－（４－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１３
，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－（４－（４－（２－テトラヒドロ－２Ｈ－
ピランオキシ）ベンゾイルオキシ）フェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，
３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］ピランと一致する構造を有することが示された。
【０３０２】
　（工程３）
　工程２の生成物（１１ｇ）、ピリジニウムｐ－トルエンスルホネート（０．２７ｇ）、
酢酸エチル（２５０ｍＬ）およびメタノール（４０ｍＬ）を反応フラスコに添加し、２４
時間還流した。得られた反応混合物を水で抽出し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮し、
３／７（容量／容量）酢酸エチル／ヘキサンを溶出液として用いるフラッシュカラムクロ
マトグラフィーに供した。回収した固形物を、クロロホルム（５０ｍＬ）を含むフラスコ
に添加し、３０分間攪拌した後、メタノール（８．３２ｇ）から沈殿させた。
【０３０３】
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　（工程４）
　工程３の生成物（１ｇ、１．１ｍｍｏｌ）、２－フルオロベンゾイルクロリド（０．５
ｇ，３．２ｍｍｏｌ）およびピリジン（２０ｍＬ）を反応フラスコに添加し、室温で４時
間攪拌した。得られた混合物を、３００ｍＬの水を含むビーカー内に注いだ。得られた沈
殿物を真空濾過により回収し、クロロホルム中に溶解し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濃
縮し、溶出液として２／８（容量／容量）酢酸エチル／ヘキサンを用いるシリカゲルから
のフラッシュカラムクロマトグラフィーに供した。回収された固形物を、ＣＨＣｌ３中へ
の溶解およびメタノールからの沈殿によりさらに精製し、灰色固形物（０．９９ｇ）を得
た。
【０３０４】
　ＮＭＲスペクトルにより、最終生成物である純粋な固形物が、３－フェニル－３－（４
－（４－フェニルピペラジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メト
キシ－７－（４－（４－（４－（２－フルオロベンゾイルオキシ）ベンゾイルオキシ）フ
ェニル）ピペラジン－１－イル）インデノ［２’，３’：３，４］ナフト［１，２－ｂ］
ピランと一致する構造を有することが示された。
【０３０５】
　（Ｐ／Ｄ－３）
　（工程１）
　４－ヒドロキシピペリジン（１９．５ｇ、０．１９３ｍｏｌ）、２，３－ジメトキシ－
７，７－ジメチル－７Ｈ－ベンゾ［ｃ］フルオレン－５－オール（４１．１７ｇ、０．１
２８ｍｏｌ）およびＴＨＦ（３００ｍＬ）を、気泡管を装着した２リットル容丸底フラス
コに添加し、マグネティックスターラーで室温にて攪拌した。メチルグリニャールを含む
ＴＨＦの３Ｍ溶液（１７１ｍＬ、０．５１４ｍｍｏｌ）を、混合物にゆっくりと滴下漏斗
により窒素雰囲気下で添加した。得られた混合物を濃縮して粘性油状物にした。この粘性
油状物を還流下で維持し、５日間攪拌した。薄層クロマトグラフィーにより、２種類の生
成物が反応液中に存在することが示された。得られた反応混合物を、水（１０００ｍＬ）
を含むビーカー内に注入し、ＨＣｌ（３Ｎ）で４～６のｐＨ値まで中和し、酢酸エチルで
抽出し、２：８（容量：容量）酢酸エチル：ヘキサンを溶出液として用いるフラッシュカ
ラムクロマトグラフィーに供した。両生成物を回収し、白色固形物として得た。ＮＭＲス
ペクトルにより、主生成物が７，７－ジメチル－３－メトキシ－７Ｈ－ベンゾ［ｃ］フル
オレン－２，５－ジオールと一致する構造を有し、副生成物が７，７－ジメチル－３－メ
トキシ－３－（４－ヒドロキシピペラジン－１－イル）－７Ｈ－ベンゾ［ｃ］フルオレン
－５－オールと一致する構造を有することが示された。
【０３０６】
　（工程２）
　工程１の７，７－ジメチル－３－メトキシ－７Ｈ－ベンゾ［ｃ］フルオレン－２，５－
ジオール（５．１ｇ）、１－フェニル－１－（４－ピロリジン－１－イル－フェニル）－
プロプ－２－イン－１－オール（５．１ｇ）、ピリジニウムｐ－トルエンスルホネート（
０．２ｇ）、オルトギ酸トリメチル（４ｇ）およびクロロホルム（１００ｍＬ）を反応フ
ラスコに添加し、週末の間、室温で攪拌した。次いで、反応混合物を濃縮し、２：８（容
量：容量）酢酸エチル：ヘキサンを溶出液として用いるフラッシュカラムクロマトグラフ
ィーに供した。灰色固形物（９．１ｇ）が回収された。ＮＭＲスペクトルにより、得られ
た生成物が、３－フェニル－３－（４－（ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１
３－ジメチル－６－メトキシ－７－ヒドロキシ－インデノ［２’，３’：３，４］ナフト
［１，２－ｂ］ピランと一致する構造を有することが示された。
【０３０７】
　（工程３）
　Ｐ／Ｄ－１の工程２の生成物の代わりに工程２（上記）の生成物を使用し；４－ｎ－オ
クチルオキシビフェニル－４’－カルボン酸の代わりに（Ｐ／Ｄ－２の工程１の）４－（
２－テトラヒドロ－２Ｈ－ピランオキシ）安息香酸を使用し；および生成物精製にシリカ
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ゲル上でのフラッシュカラムクロマトグラフィーを使用しなかった以外は、Ｐ／Ｄ－１の
工程３の手順を使用した。その代わり、生成物は、クロロホルム中への溶解後、メタノー
ルからの沈殿させる技術により精製した。
【０３０８】
　（工程４）
　工程３（上記）の生成物を用い、Ｐ／Ｄ－２の工程３および４の手順を順に行なった。
ＮＭＲスペクトルにより、最終生成物である青色固形物が、３－フェニル－３－（４－（
ピロリジン－１－イル）フェニル）－１３，１３－ジメチル－６－メトキシ－７－（４－
（４－ヘキシルベンゾイルオキシ）ベンゾイルオキシ）－インデノ［２’，３’：３，４
］ナフト［１，２－ｂ］ピランと一致する構造を有することが示された。
【０３０９】
　（パートＣ：コーティング組成物の調製）
　調製後、フォトクロミック二色性化合物（Ｐ／Ｄ－１～Ｐ／Ｄ－３）の各々を用い、フ
ォトクロミック二色性化合物および以下に記載のパートＡのＬＣＭを含有するコーティン
グ組成物を調製した（以下の表ＩＩにコーティング番号１～３（それぞれＰ／Ｄ－１～Ｐ
／Ｄ－３に対応）で示す）。またＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから市販され、１，３，
３，４，５（または１，３，３，５，６）－ペンタメチル－スピロ［インドリン－２，３
－［３Ｈ］ナフト［２，１－ｂ］［１，４］オキサジンであると報告されているＰｈｏｔ
ｏｓｏｌ　０２６５およびパートＡのＬＣＭＳを用いてコーティング組成物（表１にコー
ティング番号４で示す）を調製した。
【０３１０】
　各コーティング組成物を、フォトクロミック二色性化合物をパートＡで調製したＬＣＭ
に、コーティング溶液の全固形物を基準に重量パーセントで：４．０パーセントのフォト
クロミック二色性化合物；１．０パーセントのＩｒｇａｃｕｒｅ　８１９（Ｃｉｂａ－Ｇ
ｅｉｇｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能な光開始剤）；１．０パーセントのＴＩ
ＮＵＶＩＮ－１４４（Ｃｉｂａ－Ｇｅｉｇｙのコーティング用光安定剤）；およびＢＹＫ
　Ｃｈｅｍｉｅ，ＵＳＡによりＢＹＫ（登録商標）－３４６添加剤で販売されている、０
．５パーセントの界面活性剤を有するコーティング組成物をもたらすのに必要とされる量
で添加することにより調製した。
【０３１１】
　（パートＤ：配向機能体へのアライメントによるコートされた基材の調製）
　（工程１）
　寸法２インチ×２インチ×０．２５インチ（５．０８ｃｍ×５．０８ｃｍ×０．６３５
ｃｍ）の１０個の正方形試験基材（これらの各々は、ＣＲ－３９０（登録商標）モノマー
またはＴＲＩＶＥＸＴＭブランドレンズ材料（ともにＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，　
Ｉｎｃ．から入手可能）のいずれかで作製）。これらの試験基材を、表ＩＩにおいて基材
サンプル番号１ｘ～１０ｘで示し、ここで、ＣＲ－３９（登録商標）モノマーで作製され
た基材はｘ＝「Ａ」、ＴＲＩＶＥＸＴＭブランドレンズ材料で作製された基材はｘ＝「Ｂ
」である。１つの試験基材（基材サンプル番号１１Ｃで示す）は１．５ｍｍ×７６ｍｍ直
径の平ＧＥＮＴＥＸＴＭポリカーボネートレンズ（これは、Ｇｅｎｔｅｘ　Ｏｐｔｉｃｓ
から入手可能）であった。上記基材はすべて、液体セッケンおよび水を用いて洗浄し、脱
イオン水でリンスし、続いて、イソプロピルアルコールでリンスした。以下のパートＥに
記載する磁気アライメント手順において用いた２つの試験基材（表ＩＩにおいてラベルし
た基材サンプル番号９Ａおよび１０Ａ）を、１２．５重量パーセント水酸化ナトリウムを
含む超音波浴で３０分間さらに洗浄し、脱イオン水でリンスした。洗浄した基材はすべて
、乾燥させ、１００ミリリットル（ｍＬ）／分の酸素の流量で１００ワットの電力で１分
間、酸素プラズマで処理した。
【０３１２】
　また、基材サンプル番号９Ａおよび１０Ａを、米国特許第６，１５０，４３０号の接着
剤層形成製組成物で、接着剤層形成製組成物を１０秒間、１５００ｒｐｍで回転している



(128) JP 5213129 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

基材に付与することにより処理した。付与後、接着相層形成製組成を、Ｄｙｍａｘ　Ｃｏ
ｒｐ．のＬｉｇｈｔ－Ｗｅｌｄｅｒ（登録商標）５０００－ＥＣ　ＵＶ光源にて、光から
４インチの距離で１０秒間硬化させた。このようにして処理した試験基材を、表１におい
て（磁気）と示す。
【０３１３】
　（工程２）
　工程１にしたがって調製後、配向機能体を、以下のようにして、各基材サンプル番号１
ｘ～８ｘおよび１１Ｃの表面の少なくとも一部分上に形成した。Ｈｕｎｔｓｍａｎ　Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ　ＭａｔｅｒｉａｌｓからＳｔａｒａｌｉｇｎＴＭ　２２００　ＣＰ４溶液
として入手可能な、シクロペンタン中４重量パーセントを意味すると報告されている、光
配向性重合体網目の溶液を、上記に示したように、２～３秒、各試験基材に分注した。Ｓ
ｔａｒａｌｉｇｎＴＭ溶液を基材に分注したときは、基材サンプル番号１ｘ～８ｘを８０
０回転／分で約２～３分間で回転させたが、基材サンプル番号１１Ｃは、５００回転／分
で３分間で回転させた。その後、各基材を、炉内に入れ、１３０℃で２０～３０分間維持
した。
【０３１４】
　光配向性重合体網目を基材サンプル番号１ｘ～８ｘおよび１１Ｃに付与した後、光配向
性重合体網目の少なくとも一部分を、直線偏光させた紫外線に基材サンプル番号１１Ｃで
は１分間、その他のすべての基材では２分間、Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｉｎｃ．のＵＶ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｕｃ
ｋＴＭ電気光学ラジオメータを用いて測定したとき１８ミリワット／ｃｍ２のＵＶＡ（３
２０～３９０ｎｍ）のピーク強度で曝露することにより、少なくとも部分的に整列させた
。紫外線の光源は、ＢＬＡＫ－ＲＡＹ　Ｍｏｄｅｌ　Ｂ－１００Ａ、Ｌｏｎｇｗａｖｅ　
ＵＶ　Ｌａｍｐであった。光配向性重合体網目の少なくとも一部分を整列させた後、基材
を室温まで冷却し、被覆状態を維持した。
【０３１５】
　（工程３）
　サンプルコーティング番号１～４を、次いで、パートＤ（上記）の工程１および２で作
製した基材サンプル番号１ｘ～８ｘ、１１Ｃ上に、上記パートＣで調製したコーティング
組成物の１つを用いて以下のようにして形成した。各コーティングを形成するため、適切
なコーティング組成物を、基材（表ＩＩに示す）の１つの表面上の配向機能体の少なくと
も一部分にスピンコーティングにより付与した。より詳しくは、およそ１ｍＬのコーティ
ング組成物を、基材としての配向機能体の少なくとも一部分上に分注し、基材サンプル番
号１１Ｃは３００～４００回転／分で４～６分間回転させた以外は、いずれの過剰分も、
５００回転／分ですべての基材サンプルについて３分間回転させる前に排出した。コーテ
ィング組成物を付与後、基材を５５℃の炉内に２０～５０分入れ、液晶材料の少なくとも
一部およびフォトクロミック二色性化合物の少なくとも一部分をアライメントさせた。
【０３１６】
　アライメント後、少なくとも部分コーティングを、アライメントについて、Ｅｄｍｕｎ
ｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｏｐｔｉｃｓの２つの交差偏光膜（＃４５６６９）を用いて
以下のようにして試験した。コートされた基材を、交差偏光膜間に、コートされた基材が
膜の少なくとも一方に平行になるように配置した。この配向を透過した可視光は低減され
る。少なくとも部分アライメントを、この構造を透過する可視光光源を見た状態で、偏光
膜の一方を時計回りまたは反時計回りに４５度回転させたときの透過した可視光の増加を
観察することにより確認した。
【０３１７】
　少なくとも部分アライメントを確認した後、少なくとも部分コーティングのそれぞれを
、コートされた基材を３９０ナノメートル未満の紫外線波長を除くカットオフフィルター
で、カットオフフィルターがコートされた基材の表面の約１ｍｍ上になるように覆うこと
により硬化させた。得られたユニットを、紫外線コンベア硬化ライン（Ｅｙｅ　Ｕｌｔｒ
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ａｖｉｏｌｅｔ，Ｉｎｃから入手）に置き、３フィート／分で、２つの紫外線「Ｄ型」４
００ワット／インチヨウ化鉄ドープ水銀灯（１０インチ長さ、一方はコンベアの２．５イ
ンチ上に配置し、他方はコンベアの６．５インチ配置した）の下で移送した。硬化ライン
のＵＶＡ（３２０～３９０ｎｍ）およびＵＶＶ（３９５～４４５ｎｍ）のピーク強度は、
ＵＶ　Ｐｏｗｅｒ　ＰｕｃｋＴＭ電気光学ラジオメータを用いて測定したとき、それぞれ
、０．２３９ワット／ｃｍ２およびＵＶＶの０．４１６ワット／ｃｍ２であった。ＵＶコ
ンベア硬化ラインは、酸素レベルが１００ｐｐｍである窒素雰囲気を有した。
【０３１８】
　（パートＥ：磁界への曝露により整列させたコーティングの調製）
　パートＤで上記したようにして接着層でコートしたサンプル基材番号９Ａおよび１０Ａ
を、このパートＥで使用した。コーティング組成物の付与後および硬化前に、コートされ
た基材を、温度制御された赤外線ランプの８インチ下方かつ０．３５テスラ磁石のＮおよ
びＳ極（１１センチメートルの間隔で隔てた）の間の温度制御されたホットプレート上に
置いた以外は、サンプル基材番号１１に使用したパートＤの手順に従い、コーティング組
成物２および３のコーティングを、それぞれ、基材番号９Ａおよび１０Ａ上に形成した。
両温度制御装置を、およそ５５～６０℃の温度が維持されるように設定した。コートされ
た基材を、この条件下に１０～１５分維持し、続いて、パートＤに記載したようにして硬
化させた。
【０３１９】
　（実施例２）
　少なくとも部分コーティングを有する眼科用基材を、オーバーモールドプロセスを用い
、以下に記載のようにして作製した。
【０３２０】
　（工程１）
　全重量に対して約２重量パーセントのＰ／Ｄ－３を添加してオーバーモールディングコ
ーティング組成物を作製する前に、空気を２時間吹き付けることによりコーティング組成
物中の本質的にすべての溶剤を除去した以外は、実施例１のパートＡおよびＣの手順に従
い、オーバーモールディングコーティング組成物を形成した。
【０３２１】
　（工程２）
　ＣＲ－３９（登録商標）モノマーから作製した６ベースレンズを、酸素プラズマでの処
理前に、レンズを１００℃の炉内で１０分間乾燥した以外は、実施例１のパートＤ、工程
１の手順に従って洗浄した。
【０３２２】
　（工程３）
　直線偏光させた紫外線に対して９０秒間の曝露を使用した以外は、実施例１の工程２、
パートＤの手順に従って、少なくとも部分的に整列させた光配向性重合体網目のコーティ
ング備える配向機能体をレンズおよびガラスモールドに形成した。
【０３２３】
　（工程４）
　上記のようにして配向機能体を形成した後、ガラスモールドを、配向機能体を上向きに
して平坦表面上に設置した。モールド表面を被覆するのに充分な量のオーバーモールディ
ング溶液を、モールドの中央内に注入した。テフロン（登録商標）円形スリーブをモール
ドの端面上にスペーサーとしての使用のために設置した。レンズを、レンズ上の配向機能
体がオーバーモールディング溶液と接触するようにモールドに隣接して設置し、オーバー
モールディング溶液をレンズとモールドの間の領域に広げて充填した。クランプを取り付
けてアセンブリを形成し、これを４５℃の炉内に３０分間入れ、液晶材料を配向機能体に
少なくとも部分的にアライメントさせた。その後、このアセンブリを、実施例１の工程３
、パートＤに記載の紫外線コンベア硬化ライン上に設置した。硬化後、コートされたレン
ズをモールドから離型した。実施例１の工程３、パートＤにおいて前述の交差偏光膜を用
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いたコートされたレンズの検査により、コーティングのアライメントが観察された。吸光
度比の測定をコーティングについて行ない（後述）、二色性を観察した。
【０３２４】
　オーバーモールドしたコーティングの厚みを以下のようにして測定した。２つの断面を
レンズから得た（１つは、レンズの中央付近、１つはレンズの外縁付近）断面を１．５５
０の屈折率の液体でコートし、顕微鏡スライド上に置き、カバーガラスで覆った。次いで
、コーティング厚の測定値を、Ｌｅｉｔｚ偏光光顕微鏡およびＳｐｏｔデジタルカメラを
用いて得た。これらの測定値に基づき、コーティングは、レンズの中央付近で１２７＋／
－５ミクロン～１３０＋／－５ミクロンの範囲の厚み、レンズの外縁付近で１１８＋／－
５ミクロン～１２０＋／－５ミクロンの範囲の厚みを有することと判断した。
【０３２５】
　（実施例３）
　光学ベンチを用い、上記の実施例１および２で作製したコートされたサンプルの各々に
ついて、平均吸光度比を以下のようにして測定した。コートされたサンプルの各々を、コ
ートされた基材の表面に対して３０°の入射角で設置した、活性化光源を有する光学ベン
チ（Ｏｒｉｅｌ　Ｍｏｄｅｌ　６６０１１型３００ワットのキセノンアーク灯、Ｍｅｌｌ
ｅｓ　Ｇｒｉｏｔ　０４　ＩＥＳ　２１１　高速コンピュータ制御シャッター（これは、
ストレイライトがデータ収集プロセスを妨害しないようにデータ収集の間は一時的に閉じ
る）、Ｓｃｈｏｔｔ　３ｍｍ　ＫＧ－２帯域フィルター（これは、短波長放射を除く）、
強度減衰用の中間密度フィルター（１つまたは複数）、およびビーム視準用コンデンサー
レンズが取り付けられている）上に設置した。
【０３２６】
　応答測定値をモニターするための広帯域光源を、コートされた基材の表面に対して垂直
に設置した。スプリット末端（ｓｐｌｉｔ-ｅｎｄ）分岐ファイバー光ケーブルを有する
１００ワットのタングステンハロゲンランプ（Ｌａｍｂｄａ　ＵＰ６０－１４　一定電圧
電源により制御）からフィルターを通過した光を別々に集め、組み合わせることにより、
より短い可視光波長のシグナルの増大が得られた。タングステンハロゲンランプの一方か
らの光は、熱を吸収させるためにＳｃｈｏｔｔ　ＫＧ１フィルターに通し、より短波長を
通過させるためにＨｏｙａ　Ｂ－４４０フィルターに通した。光の他方は、Ｓｃｈｏｔｔ
　ＫＧ１フィルターに通すか、フィルターに通さないかのいずれかとした。光は、ランプ
からの各側面からの光を、スプリット末端分岐ファイバー光ケーブルの別々の末端に集め
ることにより集光し、続いて、ケーブルの単一末端から発生する１つの光源に組み合わせ
た。４インチ光パイプをそのケーブルの単一末端に取り付けて適正な混合を確保した。
【０３２７】
　光源の直線偏光は、ケーブルの単一末端からの光を、コンピュータ駆動モーター回転第
（Ｐｏｌｙｔｅｃｈ，　ＰＩのＭ－０６１－ＰＤ型）内に保持したＭｏｘｔｅｋ　Ｐｒｏ
ｆｌｕｘ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｒに通すことにより達成された。モニター用ビームを、一偏
光平面（０°）が、光学ベンチテーブルの平面に垂直になり、第２偏光平面（９０°）が
光学ベンチテーブルの平面に平行になるように設定した。サンプルの実験を大気中、実験
室空調システムまたは温度制御エアセルで維持した室温（７３°Ｆ±５°Ｆ）で行なった
。
【０３２８】
　測定を行なうため、コートされた基材を活性化光源からの６．７Ｗ／ｍ２のＵＶＡに５
～１５分間曝露し、フォトクロミック二色性化合物を活性化した。検出システム（ＳＥＤ
０３３型検出器、Ｂフィルターおよび拡散器）を備えたＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌ
ｉｇｈｔ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｒａｄｉｏｍｅｔｅｒ（ＩＬ－１７００型）を用い、各試
験前に曝露を確認した。０°偏光平面において偏光させたモニター用光源からの光を、次
いで、コートしたサンプルを通過させ、単一機能ファイバー光ケーブルを用いてＯｃｅａ
ｎ　Ｏｐｔｉｃｓ　２０００分光測光器に接続した２インチ積分球上に集めた。サンプル
を通過した後のスペクトル情報を、Ｏｃｅａｎ　Ｏｐｔｉｃｓ　ＯＯＩＢａｓｅ３２およ
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びＯＯＩＣｏｌｏｒソフトウェアならびにＰＰＧ適正ソフトウェアを用いて収集した。フ
ォトクロミック二色性化合物活性化しながら、偏光シートの位置を往復回転させ、モニタ
ー用光源からの光を９０°偏光平面に偏光したり戻したりした。データは、活性化中、３
秒間隔で収集し、各試験について、偏光装置の回転は、データを以下の偏光平面のシーケ
ンス：０°、９０°、９０°、０°などで収集するように調整した。
【０３２９】
　各コート基材について吸光度スペクトルを得、Ｉｇｏｒ　Ｐｒｏソフトウェア（Ｗａｖ
ｅＭｅｔｒｉｃｓから入手可能）を用いて解析した。各コート基材での吸光度の変化を、
試験した各波長での０時間（すなわち、未活性化）吸収測定値を差し引くことにより計算
した。各コート基材についてフォトクロミック応答が飽和またはほぼ飽和した活性化プロ
フィールの領域（すなわち、吸光度が経時間に増加しないか、または有意に増加しない領
域）において、この領域で各コート基材について各時間間隔で得た吸光度を平均すること
により、平均吸光度の値を得た（抽出した各波長について、５～１００データ点を平均し
た）。λｍａｘ－ｖｉｓ＋／－５ｎｍに相当する所定範囲の波長における平均吸光度の値
を０°および９０°偏光について抽出し、この範囲内の各波長での吸光度比を、大きい方
の平均吸光度を小さい方の平均吸光度で割ることにより計算した。抽出した各波長につい
て、５～１００データ点を平均した。次いで、サンプルの平均吸光度比を、これらの個々
の吸光度比を平均することにより計算した。
【０３３０】
　表ＩＩに列挙した各サンプル基材について、上記の手順を２回行なった。平均吸光度比
について表に示した値は、これらの２つの実施した手順から得た結果の平均を示す。
【０３３１】
【表２－１】

【０３３２】
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【表２－２】

　（実施例４）
　各フォトクロミック二色性化合物Ｐ／Ｄ－１～Ｐ／Ｄ－３の平均吸光度比およびＰＰＧ
　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．から市販され、１，３，３，４，５（または１，３，
３，５，６）－ペンタメチル－スピロ［インドリン－２，３－［３Ｈ］ナフト［２，１－
ｂ］［１，４］オキサジンであると報告されているＰｈｏｔｏｓｏｌＴＭ　０２６５（「
比較化合物」）のの平均吸光度比を、セル法を用いて測定した。（コートされた基材では
なく）試験対象の化合物および液晶材料を含むセルアセンブリ（後述）を光学ベンチ上に
設置した以外は、セル法に従って、平均コーティングの吸光度比を測定するための実施例
３で前述した光学ベンチおよび手順を用いた。
【０３３３】
　以下の構成を有するセルアセンブリを、Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ　Ｉｎｃ．か
ら入手した。各セルアセンブリは、２０ミクロン＋／－１ミクロンの直径を有するガラス
ビーズスペーサーで隔てられた２つの対向するガラス基材で形成されていた。各ガラス基
材の内側表面は、液晶材料のアライメントを提供する（後述）ための配向させたポリイミ
ドコーティングをその上面に有した。ガラス基材の２つの対向する端面をエポキシ封止剤
で封止し、２つの端面は充填用に開口状態のままにした。セルアセンブリの２つのガラス
基材の隙間に、試験材料（すなわち、フォトクロミック二色性化合物（Ｐ／Ｄ－１～Ｐ／
Ｄ－３）または比較化合物）の１つを含有する液晶溶液を充填した。液晶溶液は、以下の
成分を、表ＩＩＩに示した重量パーセントで、必要により加熱しながら混合し、試験材料
を溶解させることにより形成した。
【０３３４】
【表３】

　各試験材料について、上記手順を少なくとも２回行なった。平均吸光度比について表に
示した値は、実施した手順から得た結果の平均を示す。これらの試験の結果を以下の表Ｉ
Ｖに示す。
【０３３５】
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【表４】

　（実施例５）
　表Ｖ（下記）のフォトクロミック二色性化合物の平均吸光度比は、前述のようにして測
定した。表Ｖに列挙した化合物は、本明細書中に開示された教示および実施例にしたがっ
て、当業者に自明である適切な改変を伴って作製され得ることは、当業者に理解されよう
。さらに、当業者には、以下の表Ｖに示す名称を記載した化合物を作製するにおいて、開
示された方法に対する種々の改変および他の方法が使用され得ることが認識されよう。
【０３３６】
【表５－１】

【０３３７】
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【表５－２】

【０３３８】
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【表５－３】

　（実施例６）
　本明細書中に開示された種々の非限定的な実施形態による電気光学セルアセンブリを、
以下のようにして調製した。
【０３３９】
　（工程１）
　Ｄｅｌｔａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ,Ｌｉｍｉｔｅｄから入手した、２５×５０×
１．１ｍｍの寸法で、酸化スズインジウム（「ＩＴＯ」）コーティングをその１つの表面
上に有し、ＲＳ≦１００Ωである未研磨フロートガラススライドを使用した。２つのスラ
イドのＩＴＯコート表面を、以下のようにして調製したポリイミドコーティング溶液でさ
らにコートした。表ＶＩに列挙した成分を、列挙した順にビーカーに添加した。すべての
成分を添加した後、組成物を、成分が溶解するまで混合した。
【０３４０】
【表６】

　ポリイミドコーティング溶液をガラススライドのＩＴＯコート表面に、スピンコーティ
ングにより付与した。１．５ミリリットル（ｍＬ）のコーティング溶液を、１０００ｒｐ
ｍで回転するガラススライド上に９０秒間分注した。
【０３４１】
　（工程２）
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　工程１のコートされたスライドを１３０℃で１５分間保持し、その後、温度を２５０℃
まで上昇させ、その上昇させた温度で少なくとも９０分間保持した。スライドを取り出し
、室温まで冷却した。
【０３４２】
　（工程３）
　工程２のコートされたスライドを、コートされた面を上側にしてホルダー内に入れた。
コートされた面の表面を、ベルベットブラシで、縦方向に数回、穏やかにブラッシングし
、あらゆる汚れを除去した。その後、コートされた面を、もう１０回ブラッシングして、
コーティング内に平行な溝が形成されるのに充分な圧力を印加した。各スライドに対して
電気的接続がなされるように他方に延在する各スライドの一部分を有する平行に摩擦した
セルを形成するために他方のコートされたスライドを設置した場合はスペーサーとして機
能させるため、２０ミクロンの直径を有するガラス球を、コートされたスライドの一方に
付与した。得られた電気光学セルアセンブリをクランプで取り付けた。
【０３４３】
　（工程４）
　工程３の電気光学セルアセンブリの縦方向の端面を、Ｄｅｖｏｎ　Ｅｐｏｘｙ　Ｇｌｕ
ｅ（その成分は、予め１：１比で混合しておいた）でコートした。接着した電気光学セル
アセンブリを室温で１時間放置した後、少なくとも１時間、少なくとも１００℃で加熱し
た。
【０３４４】
　（工程５）
　工程４の電気光学セルアセンブリに、フォトクロミック液晶コーティング溶液を、キャ
ピラリーチューブを用いて充填し、セルアセンブリが充填されるまでこの溶液を付与した
。フォトクロミック液晶溶液は、少量のＰ／Ｄ－３を数滴のＬｉｃｒｉｓｔａｌＴＭ　Ｅ
７（ＥＭ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから入手可能）に添加することにより調製した。
【０３４５】
　（実施例７）
　実施例４の電気光学セルアセンブリの平均吸光度比を以下のようにして測定した。前述
の光学ベンチを、電気光学セルを所定位置に保持し、８ボルトＤＣの印加電流をＬａｍｂ
ｄａ　Ｍｏｄｅｌ　ＬＬＳ５０１８電源から通す機能を果たす導電性電気光学セル搭載デ
バイスを有するよう改造した。改造した光学ベンチを用い、応答測定値を得、下記のこと
以外は、実施例３の手順に従って、電気光学セルアセンブリに使用したＬｉｃｒｉｓｔａ
ｌＴＭ　Ｅ７液晶溶液中のＰ／Ｄ－３の吸光度比を導いた。
【０３４６】
　電気光学セルアセンブリを、電流の印加なしで１０分間活性化させ、平均吸光度比を測
定した。フィルターを通したキセノン光により活性化させたまま、８ボルトＤＣの電流印
加を電気光学セルアセンブリに対して１０分間、行ない、平均吸光度比を再び測定した。
結果を表ＶＩＩに示す。
【０３４７】
　（表ＶＩＩ）
【０３４８】
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【表７】

　表ＶＩＩの結果は、電気光学セルアセンブリが、電圧の印加なしでフォトクロミック活
性化放射に曝露したとき５０１～６４７ｎｍにわたる波長範囲で吸収度比３．４～５．３
を示したこと、およびフォトクロミック活性化放射への曝露を継続した状態での電圧（８
ボルトの直流）の印加により、同じ波長にわたって平均吸光度比１．７～１．５への低下
が引き起こされたことを示す。
【０３４９】
　本発明の記載は、本発明の明確な理解に関する本発明の局面を説明するものであること
を理解されたい。本発明の記載を簡素化するために、当業者に自明であり得、したがって
、本発明のよりよい理解を促さない本発明のある特定の局面は、示されていない。本発明
は、ある特定の実施形態に関して記載したが、本発明は、開示した特定の実施形態に限定
されず、添付の特許請求の範囲より規定される本発明の趣旨および範囲内の改変を包含す
ることが意図される。

【図１】

【図２】
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