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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１つの基板、または複数の基板と、
電極装置と、
光の偏光化のための１つの素子、または複数の素子と、および
変調媒体とを含む電気光学的光変調素子であって、
光変調素子が、駆動されてない状態での変調媒体が光学的等方相である温度で動作するこ
と、および
メソゲン性変調媒体が、１種または２種以上のキラル化合物であって、そのうちの少なく
ともひとつが、ネマチックホスト混合物ＭＬＣ－６８２８（メルク社製）中で決定して５
６μｍ－１以上の螺旋ねじれ力（Ｈｅｒｉｃａｌ　Ｔｗｉｓｔｉｎｇ　Ｐｏｗｅｒ（ＨＴ
Ｐ））を有するキラル化合物からなるキラル成分である成分（Ａ）を含むこと、および
メソゲン性変調媒体が、１種または２種以上のアキラル化合物からなるアキラル成分であ
る成分（Ｂ）を含むこと、および
光変調素子は、メソゲン性変調媒体がブルー相を有する温度で動作すること、
そして変調媒体の７０％相対的コントラスト（Ｖ７０）に対する、特性電圧（Ｖ７０）の
相対的温度依存性（ｄＶ＊

７０／ｄＴ）が、特性温度（Ｔｃｈａｒ．）より２°高い温度
付近＋／－１°の範囲において、２３％／度またはそれ以下であること、および
電極装置が、メソゲン性変調媒体の表面と平行に、有意な成分を有する電界を発生させる
ことができること、および
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コレステリック相から等方相への変換温度より４度高い温度での、変調媒体の誘電感受性
（εａｖ．）が４０またはそれ以上であること
を特徴とする、前記電気光学的光変調素子。
【請求項２】
メソゲン性変調媒体がブルー相を有すること
を特徴とする、請求項１に記載の電気光学的光変調素子。
【請求項３】
メソゲン性変調媒体が、２種または３種以上のキラル化合物からなるキラル成分である成
分（Ａ）を含むこと
を特徴とする、請求項１または２に記載の光変調素子。
【請求項４】
成分（Ａ）の全てのキラル化合物が、参照混合物中、２０℃で、ＨＴＰの同じサインを有
すること
を特徴とする、請求項３に記載の光変調素子。
【請求項５】
成分（Ａ）の１種または２種以上のキラル化合物のＨＴＰ値が、参照混合物中、２０℃で
、１０μｍ－１、またはそれ以上であること
を特徴とする、請求項３または４に記載の光変調素子。
【請求項６】
メソゲン性変調媒体が、１種または２種以上のアキラル化合物からなるアキラル成分であ
る成分（Ｂ）を含むこと
を特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の光変調素子。
【請求項７】
　コレステリック相から等方相への変換温度より４度高い温度での、変調媒体の誘電感受
性（εａｖ．）が５５またはそれ以上であること
を特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の光変調素子。
【請求項８】
コレステリック相から等方相への転移温度より４度低い温度での光学的異方性が、０．０
５０またはそれ以上、好ましくは０．０８０またはそれ以上であること
を特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の光変調素子。
【請求項９】
請求項１～８のいずれか一項に記載の１種または２種以上の光変調素子を含有する電気光
学的ディスプレイ。
【請求項１０】
ディスプレイがアクチブマトリックスにより駆動されることを特徴とする、請求項９に記
載の電気光学的ディスプレイ。
【請求項１１】
請求項９または１０に記載の１種または２種以上の電気光学的ディスプレイを含有する電
気光学的ディスプレイシステム。
【請求項１２】
テレビジョンスクリーン、コンピューターモニター、またはその双方として用いることが
できることを特徴とする、請求項１１に記載の電気光学的ディスプレイシステム。
【請求項１３】
請求項１～８のいずれか一項に記載の光変調素子の、情報のディスプレイのための使用。
【請求項１４】
請求項９または１０に記載の電気光学的ディスプレイの電気光学的ディスプレイシステム
における使用。
【請求項１５】
請求項１１または１２に記載の電気光学的ディスプレイシステムの、ビデオシグナルまた
はデジタルシグナルのディスプレイのための使用。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、光変調素子、これを含むディスプレイおよび光変調媒体に関する。光変調素
子は、好ましくは、ある温度で異方性特性を有する変調媒体、例えば液晶などを用いる。
光変調素子は、変調媒体がブルー相にある温度において動作する。等方相にある変調媒体
を用いる類似のディスプレイは、本出願人による他の２つの特許出願である、DE 102 17 
273.0および現在まで刊行されていない２００２年９月４日付けDE 102 41 301.0に記載さ
れている。
【０００２】
　本発明は、電気光学的光変調素子並びにこのタイプの素子を含む電気光学的ディスプレ
イおよびディスプレイシステム、例えばテレビスクリーンおよびコンピューターモニター
並びに光変調素子において用いられる変調媒体などに関する。本発明の光変調素子は、光
変調素子の動作の間、ブルー相にあるメソゲン性変調媒体を含む。良好なコントラストお
よびコントラストの低い視野角依存性、短い応答時間および比較的低い動作電圧に加えて
、これらは、特に、動作電圧の極めて低い温度依存性により区別される。
　特に、本発明は、メソゲン性媒体およびこのタイプの光変調素子における変調媒体とし
ての使用に関する。
【０００３】
目的および従来技術
　通常の電気光学的液晶ディスプレイは、一般的用語において知られている。これらは、
変調媒体が一般的に光学的異方性のメソ相にある温度において動作する。ほとんどのディ
スプレイタイプにおいて、変調媒体は、ネマチック相において用いられる。メソ相におい
て、変調媒体は、一般的に電界を印加しなくとも、異方性特性、例えば複屈折（Δｎ）な
どを有する。これは、電界が印加された際にのみ誘起されるものではない。ＴＮ（「ねじ
れネマチック」）およびＳＴＮ（「超ねじれネマチック」）ディスプレイが最も広まって
いる。これらのディスプレイにおける液晶セルは、液晶媒体の２つの相対する側上の基板
上に電極を有する。電界は、このように液晶層に本質的に垂直である。最初に述べたディ
スプレイは、特に、例えばラップトップおよびノート型コンピューターにおける、大きい
情報容量および高い解像度を有するディスプレイに駆動するＴＦＴ（「薄膜トランジスタ
」）と組み合わせて用いられる。
【０００４】
　最近、特にデスクトップコンピューターモニターにおいて、ＩＰＳ（「面内切換」、例
えばDE 40 00 451およびEP 0 588 568）タイプまたは、あるいはまたＶＡＮ（「垂直配向
ネマチック」）タイプの液晶ディスプレイが、ますます用いられている。ＶＡＮディスプ
レイは、ＥＣＢ（「電気的制御複屈折」）ディスプレイの最新の改良型である。更なる最
新の改良型であるＭＶＡ（「マルチドメイン垂直配向」）ディスプレイにおいては、複数
のドメインが、駆動された電極毎に安定化されており、さらに特定の光学的補償層が用い
られている。これらのディスプレイは、すでに述べたＴＮディスプレイと同様に、液晶層
に垂直な電界を用いる。これとは対照的に、ＩＰＳディスプレイは、一般的に、１つのみ
の基板上で、即ち液晶層の一方の側において、電極を用い、即ち、液晶層に平行な電界の
有意な成分により特徴づけられる。
【０００５】
　通常の全てのディスプレイは、比較的長い応答時間であり、特に、ますます広まってき
ているＴＶおよびマルチメディア用途のためには、応答時間が充分に短くない。これは、
現実に随所にある陰極線管と比較して、特に顕著である。液晶ディスプレイにおいて用い
られる既知の電気光学的効果のさらなる欠点は、大部分のタイプにおける、達成されたコ
ントラストの顕著な視野角依存性である。ほとんどの場合において、これは非常に大きい
ため、補償層、典型的にいくつかの場合において複雑な構造を有する異方性フィルムを、
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直接観察で動作するディスプレイのために用いなければならない。
【０００６】
　DE 102 17 273.0には、メソゲン性変調媒体が、動作温度において等方相である光変調
素子が、記載されている。これらの光変調素子は、特に迅速に切り換えられ、コントラス
トの良好な視野角依存性を有する。しかし、駆動電圧は、多くの用途には高すぎる。した
がって、特に低下した駆動電圧を有する改善された光変調素子についての要求が存在する
。
【０００７】
　さらに、本出願人による未公開出願DE 102 41 301.0には、動作電圧の顕著な低下をも
たらす特別の電極構造が提案されている。しかし、これらの電極構造には、光変調素子の
生産において、多大な労力が必要である。
【０００８】
　加えて、DE 102 17 273.0およびDE 102 41 301.0で提案されている光変調素子は、顕著
な温度依存性を有する。等方相の変調媒体で、電界により誘起された電気光学的効果は、
変調媒体の透明点に近い温度で最も顕著である。これが、光変調素子が最も低い特性電圧
を有するところであり、すなわち、最も低い駆動電圧が必要なところである。昇温させる
と、特性電圧は極めて増加し、したがって、動作電圧も増加する。しきい値電圧の典型的
な温度依存性は、１度につき２、３ボルトから１度につき１０ボルトまたはそれ以上まで
の範囲である。DE 102 17 273.0およびDE 102 41 301.0に記載の等方性の変調媒体を含有
する、種々の光変調素子の特性電圧の相対的温度依存性は、１次近似により、用いられる
媒体および電極構造に依存しないものと認めることができる。DE 102 17 273.0には、等
方相で動作する光変調素子に用いることができる、顕著に変化する組成を有する等方性の
媒体が記載され、DE 102 41 301.0には種々の電極構造が記載されている。しきい値電圧
の相対的温度依存性は、透明点より１°高い温度で、ほぼ５０％／度の程度である。それ
は、昇温させると低下する。透明点より５°高い温度温度で、ほぼ数十％／度の程度であ
る。
【０００９】
　実用的なディスプレイで用いられる光変調素子のためには、この電気光学的効果の温度
依存性は、通常大きすぎる。一般的に、少なくとも２、３度、好ましくは５°またはそれ
以上、特に好ましくは、１０°またはそれ以上、非常に好ましくは、２０°またはそれ以
上の温度範囲に亘り、動作電圧が実質的に動作温度に依存しない効果に対する需要がある
。
【００１０】
　駆動電圧に続いて、電子工学の代替的な発達は、比較的複雑である。一方では、これは
、結局、最も高い作動温度でも充分に大きくなければならないので、それは、一般的に利
用できる駆動電圧の一部を失うことになる。他方では、それは、いくつかの測定努力およ
びコントロール努力に関連している。したがって、光変調素子の電流温度が決定されなけ
ればならない。比較的大きい画面を有するディスプレイでは、ディスプレイの複数のポイ
ントでの温度勾配または温度を決定することが必要であり得る。　
【００１１】
　光変調素子の温度を一定に保つことの更なる代替手段も、同様に、容易には達成するこ
とができない。明白な現実的理由のため、ディスプレイは、この目的のため加熱されなけ
ればならない。この代替手段も同様に、光変調素子の温度の決定を必要とする。
【００１２】
　DE 102 17 273.0に記載された、等方性の変調媒体を使用するディスプレイの特に良好
なコントラストの利点は、現実的に、容易には利用することができない。
　したがって、光学的等方相で変調媒体を使用し、および特性電圧の低い温度依存性を示
す光変調素子に対し、多大な需要が存在することが分かる。
【００１３】
　相応して大きなキラルツイストを有する液晶は、１種または２種以上の光学的等方性の
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メソ相を有することができる。これらの相は、対応するコレステリックピッチ、すなわち
ピッチが可視光の波長領域にある場合、充分に大きな層厚で、わずかに青みがかったよう
に見える。この理由のため、それらは、ブルー相として知られる（Gray and Goodby, “S
mectic Liquid Crystals, Textures and Structures”, Leonhard Hill, USA, Canada (1
984)）。
【００１４】
　ブルー相の液晶に与える電界の効果は、例えば、H.S. Kitzerow, “The Effect of Ele
ctric Fields on Blue Phases”, Mol. Cryst. Liq. Cryst, (1991), Vol. 202, pp. 51-
83に記載されている。電界のない液晶で観察することができるブルー相の３種のタイプ（
ＢＰ Ｉ～ＢＰ ＩＩＩ）は、ここで言及されている。しかしながら、電場誘起複屈折を利
用する電気光学的ディスプレイは記載されていない。電界の影響下で、ブルー相Ｉ、ＩＩ
、およびＩＩＩとは異なる更なるブルー相または他の相が生じ得る。
【００１５】
　したがって、本発明は、電界のない状態で光学的等方相にある変調媒体を用いた光変調
素子の特に速い切換を開発すること、良好なコントラスト、良好な視野角依存性、低い駆
動電圧、および特に駆動電圧の低い温度依存性を有すること、ならびにこの目的のために
必要な変調媒体を提供する目的を有していた。これらの光変調素子は、ＦＰＤ（フラット
パネルディスプレイ）、例えば、コンピューター用フラットパネルスクリーンの素子とし
て使用するのに好適であるために、できるだけ小さい変調媒体の層厚を有するべきである
。それらは、さらにできるだけ単純な電極配置により駆動されるべきである。
【００１６】
本発明
　驚くべきことに、未公開出願DE10217273.0に記載される光変調素子のような、光学的等
方相で変調媒体を使用する光変調素子は、ブルー相である変調媒体を用いることで、下記
するように、顕著に改善されることが見出された。特に、光変調素子は、特性電圧の温度
依存性を顕著に低下させ、したがって、動作電圧の温度依存性を達成することができる。
【００１７】
　本発明の電気光学的光変調素子は、
－１つまたは２つ以上、好ましくは１つまたは２つ、特に好ましくは２つの基板
－電極装置
－光の偏光化のための１つの素子、または複数の素子、および
－変調媒体
を含み、
－光変調素子が、駆動されてない状態での変調媒体が光学的等方相である温度で動作する
こと、および
－メソゲン性変調媒体が、１種または２種以上のキラル化合物からなるキラル成分である
成分（Ａ）を含むこと、および
－任意に、好ましくは必ず、１種または２種以上のアキラル化合物からなるアキラル成分
である成分（Ｂ）を含むこと、および
－メソゲン性変調媒体が、光変調素子がブルー相を有する温度で動作すること、または
－メソゲン性変調媒体が、光変調素子が等方相である温度で動作すること、および
－任意に、電極装置が、メソゲン性変調媒体の表面と平行な有意な成分を有する電界を発
生させることができること
を特徴とする。
【００１８】
　メソゲン性変調媒体の表面と平行な有意な成分を有する電界を発生させることができる
電極装置の使用が好ましい。
　本発明を以下に詳細に説明する。
【００１９】
　光変調素子に用いられる変調媒体は、好ましくはメソゲン性媒体である。本明細書にお
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いて、メソゲン性媒体またはメソゲン性化合物の用語は、メソ相を有し、メソ相に溶解し
、またはメソ相を誘起する媒体または化合物を示す。メソ相は、スメクチック相、ネマチ
ック相、またはブルー相である。スメクチック相およびネマチック相は、ここで好ましく
は、キラルである。本明細書において、「キラルネマチック相」および「コレステリック
相」の用語は、他で特に明記されてない限り、同義語として用いられる。「ブルー相」の
用語は、任意に既知のブルー相を示し、他で特に明記されてない限り、これらの複数の相
を同時に包含する。
【００２０】
　電界を印加すると、例えば、ＢＰＨおよびＢＰＸなどの電界に誘起される相が発生し得
る。強い電界強度の電界の場合には、電界なしで比較的低温で発生する相への相転移がさ
らに可能である。光変調素子の特性の場合、相の決定は、他で明記しない限り、対応する
電圧、一般的に動作電圧、またはしきい値電圧を印加して行われるが、材料、特に変調媒
体それ自体の特性に対する相の決定は、電界が印加されない場合に関する。転移温度Ｔ（
ＢＰ，Ｉ）は、光変調素子の特性電圧の温度依存性の増加における変化から、電界を印加
して決定されるが、転移温度Ｔ（＊，ＢＰ）は、電界のない状態で決定される。
【００２１】
　変調媒体は、好ましくはブルー相を有し、特に好ましくはブルー相および更にメソ相、
好ましくはコレステリック相を有する。
　メソ相を有してない材料のメソゲン性性質を調べるために用いられる好ましい媒体は、
Merck KGaA, Darmstadt, Germanyからのネマチック混合物ＺＬＩ－４７９２である。メソ
ゲン性材料は、好ましくは、この混合物の１０％溶液から外挿して、－５０℃またはそれ
以上、特に好ましくは－２０℃またはそれ以上、および非常に好ましくは０℃またはそれ
以上の透明点を有する。
【００２２】
　変調媒体は、キラルドーピング成分である成分（Ａ）、および任意に、アキラルな成分
である成分（Ｂ）を含む。キラル成分（Ａ）は、１種または２種以上のキラルな化合物を
含み、好ましくは、これらの化合物からなる。これらのキラルな化合物は、メソゲン性構
造を有し、好ましくはそれ自体、１種または２種以上のメソ相、好ましくは少なくとも１
種のコレステリック相を有する。
　本発明の第１の態様では、メソゲン性変調媒体は、キラル成分（Ａ）のみからなる。こ
の場合、変調媒体は、１種または２種以上、好ましくは２種または３種以上、特に好まし
くは３種、４種または５種以上のキラル化合物を含む。変調媒体は、好ましくは、コレス
テリック相を有する１種または２種以上の化合物を、好ましくは含む。しかしながら、あ
る態様では、変調媒体は、１種、２種以上または全てが、それ自体メソ相を有さない１種
または２種以上のキラル化合物を有利に含むこともできる。この場合、大気温度より高い
融点を有するキラル化合物が、操作性に優れているため好ましい。加えて、この場合、高
いＨＴＰを有する化合物、即ち、ネマチックホスト混合物中、低濃度で用いられても短い
コレステリックピッチを誘起させる化合物が特に好ましい。
【００２３】
　上記した態様、特に先の段落に記載された態様と同一であり得る特に好ましい態様には
、１種または２種のみのキラル化合物、好ましくは１種のみのキラル化合物が用いられる
。
　本発明の更なる好ましい態様には、メソゲン性変調媒体は、キラル成分（Ａ）およびア
キラル成分（Ｂ）からなる。この場合、キラル成分は、１種または２種以上、好ましくは
２種または３種以上のキラル化合物を含み、およびアキラル成分（Ｂ）は、１種または２
種以上、好ましくは２種または３種以上、特に好ましくは、３種、４種または５種以上の
アキラル化合物を含む。
【００２４】
　更なる態様には、キラル化合物、または成分（Ａ）の複数のキラル化合物は、メソ相、
好ましくはコレステリック相を有する。この態様では、キラル化合物は、メソゲン性アキ
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ラル成分（Ｂ）の、例えば、透明点、複屈折、および誘電異方性などの物理的性質に、比
較的わずかにだけ影響を与え、高い濃度のキラル成分（Ａ）を用いることも相応して可能
となり、比較的低いＨＴＰの化合物の使用も可能とする。メソゲン性アキラル成分（Ｂ）
の、例えば、透明点、複屈折、および誘電異方性などの物理的性質は、コレステリックピ
ッチが十分に長く、一般的には光の波長より十分に長い場合には、比較的わずかにだけ変
化する。
【００２５】
　他の好ましい態様には、キラル化合物、または成分（Ａ）の複数のキラル化合物はメソ
相を有さない。この態様は、キラル成分（Ａ）がアキラル成分（Ｂ）中で高いＨＴＰを有
する場合に特に好ましく、なぜならば、所望の低いコレステリックピッチは、その後に低
濃度のキラル成分（Ａ）で達成することができ、例えば、透明点、複屈折、および誘電異
方性などの変調媒体の物理的性質が、アキラル成分（Ｂ）のそれらと比較して、わずかだ
け変化することをもたらすためである。
　しかしながら、２つ前の段落で記載される２つの態様中の１つのコレステリックピッチ
、または他の態様中のコレステリックピッチが、比較的低い値をとる場合、光の波長順に
、キラル成分（Ａ）は、メソゲン性媒体中に、ネマチック相およびコレステリック相の構
造とは完全に異なる構造であるブルー相を誘起させる。
【００２６】
　キラル成分（Ａ）およびアキラル成分（Ｂ）の双方を含む媒体の、例えば、透明点、複
屈折、および誘電異方性などの物理的性質を、ネマチック液晶混合物のための通常の方法
を用いて、一般的に入手することはできない。この場合、対応する物理的性質を決定する
ためには、キラル成分（Ａ）を、アキラル成分（Ａ‘）に同濃度で置き換える。アキラル
成分（Ａ‘）は、成分（Ａ）と同じ濃度で、同じ化合物または複数の同じ化合物を含む。
しかしながら、成分（Ａ）と比較して、成分（Ａ‘）は、キラル化合物ではなく、代わり
に対応するラセミ体、即ち、複数の化合物のそれぞれにおけるそれぞれ２つの対応するエ
ナンチオマーの１：１の比率でのキラルでない混合物を含む。
【００２７】
　ブルー相は、成分（Ａ）および成分（Ｂ）の双方を含む媒体中で生じる。
　成分（Ｂ）の１種または２種以上のアキラル化合物は、メソ相、好ましくはスメクチッ
ク相および／またはネマチック相、好ましくはネマチック相を好ましくは有する。
　本発明の好ましい態様には、アキラル成分（Ｂ）は、変調媒体の主要な部分を構成する
。この態様では、変調媒体のキラル成分の濃度は、好ましくは０．５％～４５％、特に好
ましくは１％～３５％、および非常に好ましくは３％～２５％である。
【００２８】
　この態様では、キラルネマチック相とも称されるコレステリック相における変調媒体の
コレステリックピッチは、式（１）による１次近似に再び示すことができる。
Ｐ＝（ＨＴＰ・ｃ）－１ （１）　
ここで、Ｐはコレステリックピッチを示し、
ｃは、キラル成分（Ａ）の濃度を示し、およびＨＴＰ(螺旋ねじれ力)(helical twisting 
power)は、キラル物質のねじれ力(twisting power)を特徴付ける定数を示し、キラル物質
（成分（Ａ））およびアキラル成分（Ｂ）に依存する。
【００２９】
　より正確にピッチを決定する場合、式（１）は相応するように修正することができる。
このためには、多項式（２）の形態のコレステリックピッチの展開が通常用いられる。
Ｐ＝（ＨＴＰ・ｃ）－１＋（a１・ｃ）－２＋（a２・ｃ）－３＋．．． （２）　
ここで、パラメーターは式（１）に対して定義したとおりであり、ならびにa１およびa２
は、キラル成分（Ａ）およびアキラル成分（Ｂ）に依存する定数を示す。
多項式は、所望の正確性を可能にする程度まで続けることができる。
【００３０】
　キラル成分（Ａ）が２種または３種以上の化合物からなる場合、式（１）は修正されて
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式（３）となる。
Ｐ＝［Sｉ（ＨＴＰ（ｉ）・ｃｉ）］－１ （３）　
　ここで、Ｐはコレステリックピッチを示し、
ｃｉはキラル成分（Ａ）のｉ番目の化合物の濃度を示し、および
ＨＴＰ（ｉ）は、アキラル成分（Ｂ）中のキラル成分（Ａ）のｉ番目の化合物のＨＴＰを
示す。
　ＨＴＰの温度依存性は、線形要素の直後でしばしば終結することができる多項式展開（
４）でも通常表される。
ＨＴＰ（Ｔ）＝ＨＴＰ（Ｔ０）＋b１・（Ｔ－Ｔ０）＋b２・（Ｔ－Ｔ０）２＋．．． （
４）　
ここで、パラメーターは式（１）に対して定義したとおりであり、および
Ｔは温度を示し、
Ｔ０は参照温度を示し、
ＨＴＰ（Ｔ）は温度ＴでのＨＴＰを示し、
ＨＴＰ（Ｔ０）は温度Ｔ０でのＨＴＰを示し、および
b１およびb２は、キラル成分（Ａ）およびアキラル成分（Ｂ）に依存する定数を示す。
【００３１】
　本発明の好ましい態様には、キラル成分（Ａ）は、Merck KGaA, Darmstadtからの市販
のネマチックホスト混合物であるＭＬＣ－６２６０中で、１０μｍ－１　またはそれ以上
、好ましくは３０μｍ－１またはそれ以上、特に好ましくは５０μｍ－１またはそれ以上
、または非常に好ましくは９０μｍ－１またはそれ以上のＨＴＰ（螺旋ねじれ力）を有す
る、１種または２種以上のキラル化合物を含む。
　本発明の好ましい態様には、キラル成分（Ａ）は、２種または３種以上のキラル化合物
を含む。キラル化合物は、好ましくはすべてが、同じＨＴＰのサイン(sign)を有する。
【００３２】
　変調媒体は、－３０℃～８０℃、好ましくは５５℃までの範囲に、特性温度、好ましい
態様には透明点を有する。
　本発明の光変調素子は、好ましくは、動作温度でブルー相であるメソゲン性媒体を含有
する。この媒体は、有利には基板の上または下に位置する。
【００３３】
　一般的には、変調媒体は、２つの基板間に位置する。この態様が好ましい。変調媒体が
２つの基板間に位置する場合、これらの基板の少なくとも１つが透明である。透明基板ま
たは複数の透明基板は、例えば、ガラス、石英またはプラスチックからなることができる
。非透明基板が用いられる場合、これは、とりわけ、金属または半導体からなることがで
きる。これらの媒体は、そのようなものとして用いることができるし、または例えばセラ
ミックなどの支持体上に置くこともできる。変調媒体がポリマー媒体である場合、必要に
応じて、第２の基板の使用を省略することができる。ポリマー変調媒体は、自己支持形態
でも製造することができる。この場合、基板は全く必要ない。この場合、もっぱらフレキ
シブル基板を使用する場合と同様に、フレキシブル光変調素子を達成することができる。
【００３４】
　光変調素子の動作温度は、好ましくは、変調媒体の特性温度より高く、一般的には、変
調媒体のブルー相への転移温度より高く、一般的には、この温度より高い０．１°～５０
°の範囲、好ましくは、この温度より高い０．１°～１０°の範囲、特に好ましくは、こ
の温度より高い０．１°～５°の範囲で高い。動作温度は、好ましくは、変調媒体のブル
ー相への転移温度から、変調媒体の等方相への転移温度、透明点まで広がる範囲である。
しかしながら、光変調素子は、DE10117273.0に記載されるように、変調媒体が等方相であ
る温度でも動作させることができる。しかしながら、その結果、一般的に望ましくないこ
とだが、動作電圧の温度依存性が増大する。
【００３５】
　本発明の光変調素子の動作温度範囲は、好ましくは、少なくとも５°またはそれ以上、
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好ましくは２０°またはそれ以上、好ましくは３０°またはそれ以上、好ましくは４０°
またはそれ以上、特に好ましくは６０°またはそれ以上、非常に好ましくは８０°または
それ以上の温度範囲に広がる。本発明の光変調素子の動作温度範囲は、好ましくは、少な
くとも１０℃またはそれ以下～５０℃またはそれ以上まで、好ましくは、少なくとも０℃
またはそれ以下～６０℃またはそれ以上まで、特に好ましくは、少なくとも－２０℃また
はそれ以下～８０℃またはそれ以上まで、非常に好ましくは、少なくとも－３０℃または
それ以下～１００℃またはそれ以上まで、最も好ましくは、少なくとも－４０℃またはそ
れ以下～１２０℃またはそれ以上まで広がる。
【００３６】
　好ましい態様には、変調媒体の特性温度と比較した、本発明の光変調素子の動作温度範
囲は、少なくとも、特性温度より５０℃またはそれ以上高くまで、特に好ましくは、少な
くとも、特性温度より－５℃またはそれ以下に低くから、特性温度より６０℃またはそれ
以上に高くまで、および非常に好ましくは、少なくとも、特性温度より－１０℃またはそ
れ以下に低くから、特性温度より８０℃またはそれ以上に高くまで広がる。
　電圧を印加すると、配向が、光学的等方相におけるメソゲン性媒体に誘起され、それは
光学的遅延をもたらし、既知の方法、例えば好ましくは交差した偏光子間で視覚化させる
ことができる。不均一な電界が好ましくは用いられる。
【００３７】
　本発明の光変調素子は、光の偏光化のために少なくとも１つの素子を含有する。加えて
、それらは、好ましくは更なる光学的素子を含有する。この更なる光学的素子とは、光の
偏光化のための第２の素子であるリフレクターかまたはトランスフレクター(transflecto
r)である。
　光変調素子のメソゲン性媒体を光が通過するとき、光がメソゲン性媒体に入る前と、メ
ソゲン性媒体を出る後との双方で、少なくとも１つの偏光素子を少なくとも一度通過する
ように、光学的素子は配置されている。
【００３８】
　本発明の光変調素子の好ましい態様には、メソゲン性媒体は、２つの偏光子、即ち偏光
子と検光子との間に位置する。２つの直線的な偏光子が好ましくは用いられる。この態様
では、偏光子の吸収軸は、好ましくは９０°の角度で交差する。
　本発明の光変調素子は、任意に、１つまたは２つ以上の複屈折層を含有する。それは、
好ましくは１つのλ／４層または複数のλ／４層、好ましくは１つのλ／４層を含有する
。λ／４層の光学的遅延は、好ましくは約１４０ｎｍである。
【００３９】
　メソゲン性変調媒体の層厚（ｄ）は、好ましくは０．１μｍ～５０００μｍ（即ち５ｍ
ｍ）まで、特に好ましくは０．５μｍ～１０００μｍ（即ち、１ｍｍ）まで、特に好まし
くは１．０μｍ～１００μｍまで、非常に好ましくは１．５μｍ好ましくは３．０μｍ～
３０μｍまで、特に２．０μｍ好ましくは３．５μｍ～２０μｍまでである。好ましい態
様には、メソゲン性変調媒体の層厚は、好ましくは０．５μｍ～５０μｍまで、特に好ま
しくは１．０μｍ～２０μｍまで、非常に好ましくは１．０μｍ～８．０μｍまでである
。
【００４０】
　本発明は、また、１種または２種以上の本発明の光変調素子を含有する電気光学的ディ
スプレイに関する。これらの電気光学的ディスプレイは、好ましくは、アクティブマトリ
ックスにより駆動される。
　さらに本発明は、本発明の１種または２種以上の電気光学的ディスプレイを含有する電
気光学的ディスプレイシステムに関する。これらの電気光学的ディスプレイシステムは、
好ましくは、情報のディスプレイのため、とりわけ好ましくは、テレビジョンスクリーン
またはコンピューターモニターとして用いられる。ディスプレイされる情報は、好ましく
は、デジタルシグナルまたはビデオシグナルである。
【００４１】
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　本発明の光変調素子は、加えて、１種または２種以上の更なる通常の光学的素子、限定
的ではないが例えば、複屈折層（例えば補償層）、拡散層など、ならびに複屈折および／
または光収率、および／または視野角依存性を増大させるための素子を含有することがで
きる。
　本発明の光変調素子は、用いられる偏光子の性質に、非常におよび実質的に主に依存し
ている良好なコントラストに特徴付けられる。通常のＴＮセルと比較して、ここで用いら
れるＴＮセルは、０．５０μｍの光学的遅延、明確なコントラスト、および隣接する基板
でネマチック液晶の優先的な配向に垂直な偏光子の吸収軸を有し、およびキラルでない液
晶を含有する。本発明の光変調素子のコントラストは、とりわけ特に、用いられる電極の
形、タイプおよび構造に依存する。同じ偏光子が本発明の光変調素子に用いられる場合、
これらの通常のＴＮセルでは、本発明の光変調素子のコントラストは、一般的に２０％ま
たはそれ以上、ある場合には、とりわけ垂直なディスプレイ表面と大きく異なる観察角で
は、ＴＮセルのコントラストより４０％またはそれ以上大きい。
【００４２】
　本発明光変調素子のコントラストの視野角依存性は、非常に良い。既知のＥＣＢセルの
視野角依存性より、極めて優れている。市販されているＩＰＳディスプレイ（例えば、日
立およびＮＥＣ、日本）およびＭＶＡディスプレイ（例えば、富士通、日本）で観察され
る視野角依存性に匹敵する。通常のＴＮディスプレイのものより、極めて低い。
　したがって、本発明の光変調素子でのコントラスト比に対するイソコントラスト(isoco
ntrast)カーブは、一般的に、ＴＮディスプレイでの同じコントラスト比に対する対応す
るイソコントラストカーブより、２倍、しばしば３倍以上の角度範囲を包含する。
　本発明の光変調素子の応答時間は、非常に短い。それらは一般的に５ｍｓまたはそれ以
下、好ましくは１ｍｓまたはそれ以下、特に好ましくは０．５ｍｓまたはそれ以下、非常
に好ましくは０．１ｍｓまたはそれ以下の値である。
【００４３】
　異なるグレイシェード(grey shade)間で切換するときの応答時間、特に切換をオンにす
るための応答時間が、印加される駆動電圧から実質的に独立していることは、特に有利で
ある。このことは、通常の光変調素子、例えばＴＮセルなどの液晶セルにわたって、極め
て有利であることを意味している。
　電気光学的特性線は、特性電圧により特徴付けられた。このためには、１０％、５０％
、および９０％相対的コントラストが達成される電圧が用いられた。これらの電圧（略し
てＶ１０、Ｖ５０およびＶ９０）は、それぞれ、しきい値、ミッドグレー(mid-grey)、お
よび飽和電圧として知られている。加えて、７０％相対的コントラスト（Ｖ７０）が達成
される電圧を、一般的に決定した。
【００４４】
　本発明による電気光学的ディスプレイは、本発明による１種または２種以上の光変調素
子を含有する。好ましい態様には、これらはアクティブマトリックスにより駆動される。
　他の好ましい態様には、本発明の光変調素子は、いわゆる「フィールド・シーケンシャ
ルモード」で駆動される。ここで、切換素子は、駆動と連動して、異なる色の光で連続的
に照らされる。パルスカラーの光をつくるために、例えば、カラーホイール、ストロボス
コープランプまたはフラッシュランプを用いることができる。
【００４５】
　本発明の電気光学的ディスプレイは、特にテレビジョンスクリーン、コンピューターモ
ニターなどのために用いられる場合には、カラー画像のディスプレイのために、カラーフ
ィルターを含有することができる。このカラーフィルターは、有利には、異なる色のフィ
ルター素子のモザイクからなる。典型的に、色のカラーフィルターモザイクの素子は、こ
こでは、それぞれの電気光学的切換素子に割り当てられている。
　本発明の光変調素子は、メソゲン性媒体の層と平行な有意な成分を有する電界を発生さ
せる電極構造を含む。この電極構造は、インターデジタル電極の形態に設計することがで
きる。それは、くし状またははしご状の形態に設計することができる。重ね合わせた「Ｈ
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」および二重の「Ｔ」または「Ｉ」の形態の態様も有利である。電極構造は、好ましくは
、これとメソゲン性媒体との間に少なくとも１つの基板を使用して、メソゲン性媒体の片
側にのみ、有利に位置する。電極構造は、好ましくは、少なくとも２種の異なる面に位置
し、メソゲン性変調媒体の片側に双方が位置する。このことは、特に電極が上にあるサブ
ストラクチャー(sub-structure)を含有する場合に適用される。これらのサブストラクチ
ャーは、有利には、誘電体層により互いに分離されている。サブストラクチャーが絶縁体
層の反対側に位置する場合、キャパシタの構築を許容する配置を選択することができる。
これは、アクティブマトリックスによりディスプレイを駆動する場合に、特に有利である
。このタイプのアクティブマトリックスディスプレイは、非直線の電流／電圧特性線を有
する駆動素子のマトリックスを使用し、それは、例えばＴＦＴｓまたはＭＩＭ（「金属－
絶縁体－金属」）などの個々の光変調素子に割り当てられる。
【００４６】
　光学的等方相にあるメソゲン性変調媒体を用いた光変調素子の構造は、基本的には、DE
10217273.0に記載されている。本発明の光変調素子の構造は、ここで簡潔に記載されてい
る。切換素子は、基板の内側表面の間に、変調媒体を含有する。異なる電位が印加され得
る、少なくとも２つの電極を有する電極構造は、一つの基板の内側表面に位置する。
　電極は、例えば、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）などの透明材料からなることができ
る。この場合、光変調素子の部品または複数の部品を、ブラックマスクによりカバーする
ことが有利であり得、ときには必要であり得る。これは、電界が有効でない領域を覆うこ
とを可能とし、したがって、コントラストが改善される。しかしながら、電極は、通常、
例えばクロミウム、アルミウム、タンタル、銅、銀または金、好ましくはクロミウムの金
属の非透明材料からなることもできる。この場合、分離されたブラックマスクの使用は、
不必要であり得る。
【００４７】
　印加される電界は、好ましくは不均一である。
　異なる電位が印加され得る電極の相互の横方向距離は、顕著な影響を光変調素子の特性
電圧に与えることが見出された。距離を減少させると、必要な駆動電圧が減少する。しか
しながら、距離が小さくなる場合、光変調素子の相対的なアパーチャ(aperture)も小さく
なり、輝度も減少する。電極は、好ましくは、０．５μｍ～１００μｍの範囲、好ましく
は１μｍ～２０μｍの範囲、特に好ましくは１μｍ～１５μｍの範囲、非常に好ましくは
２μｍ～１２μｍの範囲、最も好ましくは２μｍから、好ましくは３μｍ～１１μｍの範
囲の相互の距離を有する。
【００４８】
　電極距離を減少させると、駆動電圧は低下する。しかしながら、同時に相対的なアパー
チャ、ならびにしたがって透過、およびある照明に対するディスプレイの輝度も低下する
。目的が、電気光学的ディスプレイの輝度を最適化することである場合、８μｍまたはそ
れ以上、特に好ましくは１０μｍまたはそれ以上、非常に好ましくは１２μｍまたはそれ
以上の電極距離が用いられる。しかしながら、駆動電圧が最適化の主焦点である場合、電
極の相互の距離は、好ましくは１９μｍまたはそれ以下、特に好ましくは１５μｍまたは
それ以下、非常に好ましくは１０μｍまたはそれ以下、およびとりわけ好ましくは９μｍ
またはそれ以下である。
【００４９】
　異なる電位が印加される隣接する電極方向における電極幅は、この方向の電極の距離よ
りも重要でない。それは、光変調素子の特性電圧に実質的な影響を与えない。しかしなが
ら、電極の幅を増大させると光変調素子の相対的なアパーチャが小さくなり、特に電極が
光に透明でない材料からなる場合に、輝度が増大する。対照的に、電極の幅を減少させる
と、その電気（オーム）抵抗は増大する。電極は、好ましくは、０．５μｍ～３０μｍの
範囲、好ましくは０．５μｍ～２０μｍの範囲、特に好ましくは０．７μｍ～１９μｍの
範囲、非常に好ましくは１μｍ～９μｍの範囲、最も好ましくは１．５μｍ～６μｍの範
囲の幅を有する。
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【００５０】
　本発明のメソゲン性媒体は、好ましくはブルー相を有する。しかしながら、結晶相、ス
メクチック相またはネマチック相からの等方相への転移が実質的に生じるほど、ブルー相
の温度範囲が非常に狭い媒体の使用も可能である。
【００５１】
　好ましくはブルー相を有するメソゲン性媒体の特性温度または透明点は、好ましくは、
－２０℃～８０℃の範囲、好ましくは－３０℃～８０℃、好ましくは６０℃またはそれ以
下、特に好ましくは０℃～６０℃の範囲、好ましくは０℃～５５℃の範囲、非常に好まし
くは２０℃～６０℃の範囲、好ましくは５０℃までである。ディスプレイがバックライト
を有する場合、特性温度、好ましい態様における透明点は、好ましくは１０℃～７０℃の
範囲、特に好ましくは３０℃～６０℃の範囲である。
　ブルー相は、好ましくは－１０℃まで安定であり、特に好ましくは－０℃まで、非常に
好ましくは－４０℃まで安定である。
【００５２】
　媒体もしくは成分（Ｂ）の特性温度または透明点より４°低い温度での、媒体または媒
体のアキラル成分（Ｂ）の光学的異方性は、好ましくは、０．０７０またはそれ以上、好
ましくは０．０８０またはそれ以上、特に好ましくは０．０９０またはそれ以上、非常に
好ましくは０．１００またはそれ以上である。本発明の光変調素子で、より小さい光学的
異方性を有する媒体を用いると、より高い駆動電圧が、より大きい光学的異方性を有する
媒体を用いるよりも必要になる。相応して高い駆動電圧が利用できる限り、０．０７０よ
り小さい光学的異方性を有し、アキラル成分を有する媒体を用いることができる。
【００５３】
　好ましい態様には、本発明のメソゲン性媒体のアキラル成分（Ｂ）は、透明点より４度
低い温度で、ネマチック相において、０．１００またはそれ以上、特に好ましくは０．１
５０またはそれ以上、非常に好ましくは０．２００　またはそれ以上の複屈折（Dｎ）を
好ましくは有する。この好ましい態様では、キラル成分（Ａ）の濃度は、メソゲン性媒体
の、２０％またはそれ以下、好ましくは１０％またはそれ以下、非常に好ましくは７％ま
たはそれ以下である。
　成分（Ｂ）の複屈折の値は、本明細書においては限定しないのと同然である。しかしな
がら、実際的な面では、一般的に０．５００またはそれ以下、通常０．４５０またはそれ
以下である。本発明の媒体の複屈折の値は、ここでは、透明点より４度低い温度でのネマ
チック相において測定される。
【００５４】
　変調媒体（成分（Ｂ））のアキラル成分が、ネマチック相において、この温度でネマチ
ック相として安定でなく、または少なくともこの温度まで過冷却であり得ない場合には、
媒体の混合物の複屈折、およびMerck KGaAからのＺＬＩ－４７９２ネマチック混合物の複
屈折は、それぞれの物質およびプレミックスの場合として２０℃で測定され、混合物ＺＬ
Ｉ－４７９２と比較しての変化から純粋な媒体の値へ外挿される。１０％の媒体および９
０％の混合物ＺＬＩ－４７９２が用いられる。媒体の溶解性が十分でない場合、濃度を５
％に変化させ、それでも溶解性が十分でない場合には、用いられるホスト混合物は、詳細
は以下に記載するが、Merck KGaAからのネマチック混合物ＭＬＣ－６８２８であり、必要
な場合には、ここでの濃度は、１０％から５％へ低下させる。ホスト混合物からの値の外
挿方法は、ネマチック相において対応する温度で測定できない場合に、媒体の対応する性
質全てに対して用いられる。　
【００５５】
　本発明のメソゲン性媒体の成分（Ｂ）は、好ましくは、４デバイまたはそれ以上、特に
好ましくは６デバイまたはそれ以上、特に好ましくは８デバイまたはそれ以上の双極子モ
ーメントを有する。
　本発明の光変調素子に対しては、成分（Ｂ）がメソ相において正の誘電異方性（Δε）
を有するメソゲン性変調媒体、および成分（Ｂ）がメソ相において負の誘電異方性を有す
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るメソゲン性変調媒体の双方を用いることが可能である。成分（Ｂ）がメソ相において正
の誘電異方性（Δε）を有するメソゲン性変調媒体の使用が好ましい。
【００５６】
　メソゲン性変調媒体の成分（Ｂ）が正の誘電異方性を有する場合、これは、１ｋＨｚお
よび透明点より４°低い温度で、好ましくはネマチック相において、１５またはそれ以上
、特に好ましくは３０またはそれ以上、非常に好ましくは４５またはそれ以上の値を好ま
しくは有する。媒体の成分（Ｂ）がネマチック相を有さない場合、または透明点より４°
低い温度でネマチック相でない場合、誘電異方性は、複屈折のように、対応するホスト混
合物の値の外挿により決定される。
　メソゲン性変調媒体の成分（Ｂ）が負の誘電異方性を有する場合、これは好ましくは、
－５またはそれ以下、特に好ましくは－７またはそれ以下、非常に好ましくは－１０また
はそれ以下である。変調媒体の誘電異方性が負の成分（Ｂ）または成分（Ｂ）の誘電異方
性が負の構成成分に対しては、所望により、Merck KGaAからのネマチック混合物ＺＬＩ－
３０８６が、ホスト混合物として用いられる。
　正の誘電異方性の成分（Ｂ）を有する変調媒体が特に好ましい。　
【００５７】
　本発明の光変調素子における本発明媒体は、好ましくは、特性温度より２度高い温度で
、５Ｖ～１５０Ｖ、好ましくは１５Ｖ～１１０Ｖ、特に好ましくは２０Ｖ～９０Ｖ、非常
に好ましくは３０Ｖ～８０Ｖの範囲で特性電圧Ｖ１０を有する。特性電圧は、本明細書に
おいては、他で特に明記しない限り、１０μｍの電極幅、および１０μｍの電極距離を有
するセルに対し与えられる。本発明の光変調素子における本発明の変調媒体は、特性温度
より２度高い温度で、特に好ましくは、１０５Ｖまたはそれ以下、好ましくは９５Ｖまた
はそれ以下、特に好ましくは７５Ｖまたはそれ以下、非常に好ましくは５０Ｖまたはそれ
以下の特性電圧Ｖ１０を有する。　
【００５８】
　本発明の好ましい態様には、本発明の光変調素子における本発明の変調媒体は、特性温
度より２度高い温度で、２Ｖ、好ましくは５Ｖから１１０Ｖまでの範囲、特に好ましくは
１０Ｖ～９０Ｖ、非常に好ましくは１０Ｖ～８０Ｖの範囲に特性電圧Ｖ１０を有する。　
【００５９】
　本発明のさらに好ましい態様には、本発明の光変調媒体における本発明の変調媒体は、
特性温度より２度高い温度で、２Ｖ～１００Ｖの範囲、好ましくは３Ｖ～５０Ｖ、特に好
ましくは４Ｖ～３０Ｖ、非常に好ましくは５Ｖ～２０Ｖ、最も好ましくは５Ｖまたは７Ｖ
から１５Ｖまでの範囲に特性電圧Ｖ１０を有する。　
【００６０】
　本明細書では、特性温度（Ｔｃｈａｒ．）は、以下のように定義される：
特性電圧が、温度の関数として最小値を通過する場合、この最小値の温度が特性温度と呼
ばれ、
特性電圧が、温度の関数として最小値を有さないが、変調媒体が１種または２種以上のブ
ルー相を有する場合、ブルー相への転移温度、複数のブルー相が発生する場合には、昇温
させながら最初に発生するブルー相への転移温度が特性温度と呼ばれ、
特性電圧が温度の関数として最小値を有さず、変調媒体がブルー相を有さない場合、等方
相への転移温度が特性温度と呼ばれる。
【００６１】
　本発明の光変調素子における本発明の変調媒体は、好ましくは、特性電圧（ＶＸ）例え
ば、Ｖ１０、Ｖ５０、Ｖ７０、およびＶ９０の低い温度依存性を有する。特性電圧（ＶＸ

）の温度依存性（ｄＶＸ／ｄＴ）は、好ましくは、それらの相対的な値（ｄＶ＊
Ｘ／ｄＴ

）により記述される。この目的のために、参照温度でのそれぞれの特性電圧と比較される
。参照温度（Ｔｒｅｆ．）は、それぞれの変調媒体の特性温度より２度高い温度である。
ｄＶ＊

Ｘ／ｄＴ ＝ ｄＶＸ（Ｔｒｅｆ．）／ｄＴ ／ ＶＸ（Ｔｒｅｆ．） （５）　
ここで、
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ＶＸ：Ｘ％相対的コントラストが達成される電圧
Ｔは、温度を表し、
Ｔｒｅｆ．は、参照温度Ｔｒｅｆ．＝Ｔｃｈａｒ．＋２°（テキスト参照）を表し、およ
びＴｃｈａｒ．は、特性温度を表す。
【００６２】
　特性電圧、好ましくはＶ７０の相対的な温度依存性は、好ましくは、所望の動作温度よ
り低い温度から始まり高い温度までの、ある温度範囲に亘って引用される。動作温度は、
好ましくは０．５°～６０°、特に好ましくは１°～５０°、非常に好ましくは１°～３
０°の範囲であり、セル中の変調媒体の特性温度より高い。特性電圧の温度依存性の比較
のために、温度依存性は、本明細書では、変調媒体の特性温度より（約）２度高い温度よ
り（約）１度低い温度から、（約）１度高い温度までの範囲に亘って、引用される。温度
依存性は、極端な温度（限界温度または限度温度）での電圧値の差の指標として引用され
、これらの温度差は、他で特に明記されてない限り、これらの温度の平均に割り当てられ
る。
【００６３】
　この温度範囲での特性電圧、好ましくはＶ７０の温度依存性の総計および好ましくは、
値は、０％／度～３０％／度の範囲、好ましくは０％／度～２３％／度の範囲、好ましく
は２２％／度まで、好ましくは２０％／度まで、特に好ましくは０％／度～１５％／度の
範囲、好ましくは１２％／度まで、非常に好ましくは０％／度～７％／度である。
　本発明の光変調素子は、好ましくは、動作温度の広範囲に亘って、低い温度依存性を有
する。
【００６４】
　温度依存性に対する前記限界は、特に好ましくは、変調媒体の特性温度より２°高い温
度から特性温度より１０°高い温度までの範囲から選択される動作温度範囲における、動
作温度の前後＋／－１°またはそれ以上の温度範囲、特に好ましくは、特性温度より５°
高い温度の前後＋／－４°の温度範囲、とりわけ好ましくは、特性温度より２°高い温度
から特性温度より２０°高い温度までの範囲から選択される動作温度範囲における、動作
温度の前後＋／－１°またはそれ以上の温度範囲、非常に好ましくは、特性温度より１０
°高い温度からの温度前後の＋／－４°、好ましくは＋／－９°の温度範囲に亘って適合
する。
【００６５】
　本発明の光変調素子で用いられる変調媒体は、５度またはそれ以上、好ましくは１０度
またはそれ以上、特に好ましくは２０度またはそれ以上、非常に好ましくは３０度または
それ以上の幅を有する温度範囲に亘って広がるブルー相を有する。
　本発明の特に好ましい態様には、本発明の光変調素子に用いられる変調媒体は、１５度
またはそれ以上、特に好ましくは３０度またはそれ以上、非常に好ましくは４０度または
それ以上の幅を有する温度範囲に亘って広がるブルー相を有する。
【００６６】
　変調媒体は、２０℃またはそれ以下～３５℃またはそれ以上までの温度範囲、特に好ま
しくは１０℃またはそれ以下～５０℃またはそれ以上までの温度範囲、とりわけ好ましく
は０℃またはそれ以下～６０℃またはそれ以上までの温度範囲、非常に好ましくは－３０
℃またはそれ以下～８０℃またはそれ以上までの温度範囲の動作温度範囲、好ましくはブ
ルー相を、好ましくは有する。
　ブルー相の温度範囲の幅は、特に明記されない限り、以下のように決定される。
【００６７】
　まず、キラル成分（Ａ）または全体のキラル成分（Ａ）の個々の化合物のＨＴＰは、Me
rck KGaAから市販されている液晶混合物ＭＬＣ－６８２８で決定される。
　ブルー相の存在をチェックするために、アキラルな液晶混合物ＡＭ－３（この目的のた
めに特別に開発された）におけるキラル成分（Ａ）の混合物を、その後に調製する。この
混合物の組成および性質は、例４で示される。ここで、アキラル混合物における成分（Ａ
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）の濃度は、生成する混合物のコレステリックピッチが、１８０ｎｍ～８００ｎｍの範囲
、好ましくは４００ｎｍ～６００ｎｍの範囲、特に好ましくは５５０ｎｍになるように選
択される。このようにして得られた混合物の一滴は、標本スライドで
　ガラスカバースリップで覆われ、顕微鏡で調べられる。約１００μｍまたはそれ以上の
層厚において、ブルー相は直接観察することができる（この点について、Gray and Goodb
yも参照）。
【００６８】
　次に、調べられる変調媒体の混合物が、その後に調整され得る。この目的のために、キ
ラル成分（Ａ）は、アキラル成分（Ｂ）に所望の濃度で溶解させる。ブルー相の位置およ
び幅の決定のための上記方法の代替として、出発点はまた、成分（Ａ）および（Ｂ）の混
合物であり得る。この目的のために、コレステリックピッチは、所望により、ブルー相が
顕微鏡で観察できるまで、増大させることができる。以下の３つの可能性が、この目的の
ために利用でき、好ましい順に示される：
【００６９】
第１に、成分（Ａ）の濃度は、参照混合物ＡＭ－３を用いる方法と関連して前記したコレ
ステリックピッチの値が達成されるまで、例えば成分（Ｂ）の添加により減少される；
第２に、成分（Ａ）のＨＴＰの補償は、所望のピッチが達成されるまで、成分（Ａ）のＨ
ＴＰサインと反対のサインを有する、１種または２種以上のキラル化合物が使用される、
および
第３に、成分（Ａ）の化合物または複数の化合物に対応するエナンチオマーが、濃度の成
分（Ａ）のＨＴＰの補償のために使用され、達成される所望のピッチをもたらす。
【００７０】
　成分（Ａ）および（Ｂ）の混合物は、変調媒体として、２０μｍまたはそれ以下、好ま
しくは約１０μｍの層厚を有するセルに導入され、その電気光学的性質に関して調べられ
る。
　変調媒体の相挙動は、その後に、電気光学的テストセルで調べられる。この目的のため
に、変調媒体の特性電圧、好ましくはＶ１０の温度依存性が、本発明にしたがって、参照
セルにおいて調べられる。光変調素子におけるブルー相の存在は、昇温させての光学的等
方性の発現から明らかである。電気光学的効果は、DE 102 17 273.0に記載される方法と
類似する方法で、光学的等方相への変換が起こる変換温度で起こる。しかしながら、本発
明の媒体は、その後にDE 102 17 273.0で記載される媒体のように、等方相ではなく、ブ
ルー相になる。本発明の光変調素子における電気光学的効果は、以下のように特徴付けら
れる。セルは、交差偏光子で（完全に）暗くなっている。これは、特にコレステリックピ
ッチが用いられる光の波長よりもずっと短い場合に適用される。本発明の電気光学的効果
のコントラストは、ほとんど視野角依存性がなく、およびその効果は双安定性を示さない
。
【００７１】
　さらに温度を増大させると、特性電圧は一般的に、昇温させるとわずかに増加する。こ
の効果は、ブルー相の全範囲に亘って観察することができる。ブルー相から等方相への変
換を越してもなお、電気光学的効果を観察することができる。したがって、本発明の光変
調素子の動作温度範囲は、一般的に変調媒体でブルー相が発現する範囲より広くなる。し
かしながら、ブルー相から等方相への相転移より高い温度では、特性電圧の増大の温度と
の傾きは、ブルー相よりも顕著に大きい。ブルー相から等方相への転移温度は、この転移
温度より低いまたは高い温度での、それぞれの特性電圧の曲線（しばしば実質的に直線）
から内挿することにより得ることができる。
　変調媒体でブルー相が発現する温度範囲は、ＤＳＣ（示差走査熱量測定）により確かめ
ることもできる。
【００７２】
　本発明のセルにおける電気光学的効果の特性電圧が、最小値を通過する変調媒体では、
温度曲線の異なるスロープ（最初は平坦でその後に急勾配）を伴う２つの領域の区別は、
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一般的に観察できない。これらの場合、ブルー相の幅は、本明細書で以下のように定めら
れる。相範囲の上端の温度は、特性電圧が、特性電圧の最小値の２倍値を選定する場合の
温度として定められる。相範囲の下端の温度は、同様に、特性電圧が、特性電圧の最小値
の２倍値を選定する場合の温度として定められる。しかしながら、この値が最小値の温度
未満の温度で達成されない場合、電気光学的効果が昇温させながら最初に発現する温度が
、相範囲の下端の温度として定められる。
【００７３】
　好ましくは、３０°またはそれ以上まで、好ましくは４０°またはそれ以上まで、特に
好ましくは４５°またはそれ以上まで、非常に好ましくは６０°またはそれ以上まで、水
平および垂直に広がる視野角範囲に亘る好ましい視野角で観察される場合の電気光学的効
果は、好ましくは、５：１またはそれ以上、好ましくは１０：１またはそれ以上、非常に
好ましくは１５：１またはそれ以上のコントラスト比を示す。　
【００７４】
　電気光学的効果は、好ましくは、１５ｍｓまたはそれ以下、好ましくは１０ｍｓまたは
それ以下、特に好ましくは５ｍｓまたはそれ以下、非常に好ましくは３ｍｓまたはそれ以
下の応答時間を示す。本明細書中、応答時間とは、特に明記されない限り、以下の条件で
決定される。スイッチオン時間（tｏｎ）を決定するとき、矩形電圧の値は、切換素子の
Ｖ０～Ｖ１００まで増大し、透過における変化のために要する時間、または１０％～９０
％までの相対的コントラストが決定される。スイッチオフ時間（tｏｆｆ）は、Ｖ１００

～Ｖ０まで電圧を減少させる間、９０％～１０％までの切換相対的コントラストに対し引
用される。
【００７５】
　バルク(bulk)において、変調媒体がブルー相を有さず、特性電圧も最小値を通過しない
特性電圧と、セルの変調媒体の透明点が異なる場合、温度はセルの透明点に基づく。
　透明点測定装置（Ｍｅｔｔｌｅｒ）のキャピラリーで決定する場合においてメソゲン性
変調媒体が、鋭い透明点ではなく、比較的幅のある、典型的には数度の幅を有する場合、
通常の定義と対照的に、ここでの透明点は、透明点の始点ではなく、透明範囲の終点とし
て定義される。
　本発明のメソゲン性媒体は、好ましくは、２種～４０種の化合物、特に好ましくは５種
～３０種の化合物、非常に好ましくは７種～２５種の化合物からなる。
【００７６】
　キラル成分（Ａ）のキラル化合物は、好ましくは、高いＨＴＰを有する。それらは一般
的に、相対的に低い濃度でメソゲン性基本混合物に添加されるため、それらもまたキラル
ドーパントと呼ばれる。それらは、好ましくは、アキラル成分（Ｂ）における良好な溶解
性を有する。コレステリックピッチが、光の波長よりも極めて小さい値を有する限り、そ
れらは、メソゲン性媒体のメソゲン性質または液晶性質を損なわないか、または小さい程
度でしか損なわない。しかしながら、コレステリックピッチが、光の波長程度である場合
、それらは、コレステリック相の構造とは全く異なる構造を有するブルー相を誘起する。
２種または３種以上のキラル化合物が用いられる場合、それらは同一または反対の回転方
向、および同一または反対のねじれ温度依存性を有することができる。
【００７７】
　Merck KGaAからの市販の液晶混合物ＭＬＣ－６８２８において、２０μｍ－１またはそ
れ以上、特に４０μｍ－１またはそれ以上、特に好ましくは７０μｍ－１またはそれ以上
のＨＴＰを有するキラル化合物が特に好ましい。
　本発明の好ましい態様には、キラル成分（Ａ）は、全てがＨＴＰの同一のサインを有す
る２種または３種以上のキラル化合物からなる。
　個々の化合物のＨＴＰの温度依存性は、高くても低くてもよい。媒体のピッチの温度依
存性は、ＨＴＰの異なる温度依存性を有する化合物を、対応する比率で混合することによ
り、補償することができる。
【００７８】
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　光学的に活性な成分に対しては、いくつかは市販されている、複数のキラルドーパント
が、当業者には入手可能であり、例えば、ノナン酸コレステリル、Ｒ／Ｓ－８１１、Ｒ／
Ｓ－１０１１、Ｒ／Ｓ－２０１１、Ｒ／Ｓ－３０１１、Ｒ／Ｓ－４０１１、Ｂ（ＯＣ）２
Ｃ＊Ｈ－Ｃ－３またはＣＢ１５（全てMerck KGaA、Darmstadt）である。
　特に好適なドーパントは、１種もしくは２種以上のキラル基および１種もしくは２種以
上のメソゲン性基またはキラル基を伴ってメソゲン性基を形成する１種または２種以上の
芳香族基または脂環式基を含有する化合物である。
　好適なキラル基は、例えば、キラルな分枝状炭化水素基、キラルなエタンジオール、ビ
ナフトールまたはジオキソラン、さらに糖誘導体、糖アルコール、糖酸、乳酸、キラルな
置換グリコール、ステロイド誘導体、テルペン誘導体、アミノ酸、２、３好ましくは１～
５のアミノ酸の配列からなる群から選択される１価または多価のキラル基である。
【００７９】
　好ましいキラル基は、糖誘導体、例えば、グルコース、マンノース、ガラクトース、フ
ルクトース、アラビノース、デキストロース；糖アルコール、例えば、ソルビトール、マ
ンニトール、イジトール、ガラクチトールまたはそれらの無水物誘導体、特にジアンヒド
ロヘキシトール、例えば、ジアンヒドロソルバイド（１，４：３，６－ジアンヒドロ－Ｄ
－ソルバイド、イソソルバイド）、ジアンヒドロマンニトール（イソソルビトール）また
はジアンヒドロイジトール（イソイジトール）；糖酸、例えば、グルコン酸、ケトグルコ
ン酸；キラルな置換グリコール基、例えば、モノ－またはオリゴエチレンもしくはプロピ
レングリコール、ここで１つまたは２つ以上のＣＨ２基は、アルキルまたはアルコキシで
置換されている：アミノ酸、例えば、アラニン、バリン、フェニルグリシン、もしくはフ
ェニルアラニン、または１～５個のこれらのアミノ酸の配列：ステロイド誘導体、例えば
、コレステリルまたはコール酸基；テルペン誘導体、例えば、メンチル、ネオメンチル、
カンフェイル(campheyl)、ピネイル(pineyl)、テルピンイル(terpineyl)、イソロンギホ
リル(isolongifolyl)、フェンチル(fenchyl)、カレイル(carreyl)、ミルテニル(myrtheny
l)、ノピル(nopyl)、ゲラニル、リナロイル、ネリル、シトロネリルまたはジヒドロシト
ロネリルである。
【００８０】
　好適なキラル基およびメソゲン性キラル化合物は、例えば、DE 34 25 503、DE 35 34 7
77、DE 35 34 778、DE 35 34 779およびDE 35 34 780、DE 43 42 280、EP 01 038 941、
およびDE 195 41 820に記載されている。
　以下の式Ａ－Ｉ～Ａ－ＩＩＩの化合物からなる群から選択されるドーパントが特に好ま
しい：
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【化１】

ここで、
Ｒａ１１およびＲａ１２は、互いに独立して、２～９個、好ましくは７個までのＣ原子を
有するアルキル、オキサアルキルまたはアルケニルを示し、およびＲａ１１は、代替的に
、メチルまたは１～９個のＣ原子を有するアルコキシを示し、好ましくは双方が、アルキ
ル、好ましくはｎ－アルキルを示す、
Ｒａ２１およびＲａ２２は、互いに独立して、１～９個、好ましくは７個までのＣ原子を
有するアルキルまたはアルコキシ、２～９個、好ましくは７個までのＣ原子を有するオキ
サアルキル、アルケニルまたはアルケニルオキシを示し、好ましくは双方が、アルキル、
好ましくはｎ－アルキルを示す、
Ｒａ３１およびＲａ３２は、互いに独立して、２～９個、好ましくは７個までのＣ原子を
有するアルキル、オキサアルキルまたはアルケニルを示し、およびＲａ１１は、代替的に
、メチル、１～９個のＣ原子を有するアルコキシを示し、好ましくは双方がアルキル、好
ましくはｎ－アルキルを示す。
【００８１】
　以下の式の化合物からなる群から選択されるドーパントが特に好ましい：
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【００８２】
　さらに好ましいドーパントは、以下の式Ａ－ＩＶのイソソルバイド、イソマンニトール
またはイソイジトールの誘導体である：
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【化３】

を示し、
好ましくはジアンヒドロソルビトール、
および例えば、ジフェニルエタンジオール（ヒドロベンゾイン）、特に以下の式Ａ－Ｖの
メソゲン性ヒドロベンゾイン誘導体を示し、
【化４】

示しはしないが、（Ｒ，Ｓ）、（Ｓ，Ｒ）、（Ｒ，Ｒ）、および（Ｓ，Ｓ）のエナンチオ
マーを含み、
ここで、
ＢおよびＣは、互いにそれぞれ独立して、Ｌで単置換、二置換、もしくは三置換されても
よい１，４－フェニレンまたは１，４－シクロヘキシレンを示し、Ｌは、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、
ＣＮまたは１～７個のＣ原子を有し、任意にハロゲン化されたアルキル、アルコキシ、ア
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ｃは、０または１を示し、
Ｚ０ は、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＣＨ２ＣＨ２－または単結合を示し、および
Ｒ０ は、１～１２個のＣ原子を有するアルキル、アルコキシ、アルキルカルボニル、ア
ルコキシカルボニルまたはアルキルカルボニルオキシを示す、
で表される前記式Ａ－Ｖのメソゲン性ハイドロベンゾイン誘導体などのキラルエタンジオ
ールを示す。
【００８３】
　式Ａ－ＩＶの化合物は、WO 98/00 428に記載されている。式Ａ－Ｖの化合物は、GB-A-2
,328,207に記載されている。
　非常に好ましいドーパントは、WO02/94 805に記載されているようなキラルなビナフチ
ル誘導体、WO02/34 739に記載されているようなキラルなビナフトールアセタール誘導体
、WO 02/06 265に記載されているようなキラルなＴＡＤＤＯＬ誘導体、ならびにWO 02/06
 196およびWO 02/06 195に記載されているような、少なくとも１種のフッ素化された架橋
基(bridging group)および末端基または中央のキラル基を含有するキラルドーパントであ
る。
【００８４】
　式Ａ－ＶＩのキラルな化合物が特に好ましい。
【化５】

ここで、
Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、およびＹ２は、それぞれ互いに独立して、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣＮ
、ＳＣＮ、ＳＦ５、１～２５個のＣ原子を有する直鎖状または分枝状アルキルを示し、そ
れは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、ＩまたはＣＮで、単置換または多置換されてもよく、およびここ
で、加えて、１つまたは２つ以上の非隣接ＣＨ２基は、Ｏおよび／またはＳ原子が、それ
ぞれ直接的に結合しないように、それぞれ互いに独立して、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＮＨ－、
ＮＲ０－、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＯＣＯＯ－、－Ｓ－ＣＯ－、－ＣＯ－
Ｓ－、－ＣＨ＝ＣＨ－、もしくは－Ｃ≡Ｃ－で置換されてよく、重合性基または２０個ま
でのＣ原子を有するシクロアルキルもしくはアリールを示し、それは、任意にハロゲン、
好ましくはＦ、または重合性基で単置換または多置換されてもよく、
Ｒ０は、Ｈまたは１～４個のＣ原子を有するアルキルを示し、
ｘ１およびｘ２は、それぞれ互いに独立して、０、１または２を示し、
ｙ１およびｙ２は、それぞれ互いに独立して、０、１、２、３または４を示し、Ｂ１およ
びＢ２は、それぞれ互いに独立して、芳香族環または完全にもしくは部分的に飽和の脂肪
族６員環を示し、ここで１つまたは２つ以上のＣＨ基は、Ｎ原子で置換されてよく、およ
び１つまたは２つ以上の非隣接ＣＨ２基は、Ｏおよび／またはＳで置換されてよい、
Ｗ１およびＷ２は、それぞれ互いに独立して、－Ｚ１－Ａ１－（Ｚ２－Ａ２）ｍ－Ｒを示
し、および２つの内の１つは、代替的に、Ｒ１またはＡ３を示すが、双方は同時にはＨを
示さず、または
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【化６】

を示し、
Ｕ１およびＵ２は、それぞれ互いに独立して、ＣＨ２、Ｏ、Ｓ、ＣＯまたはＣＳを示し、
Ｖ１およびＶ２は、それぞれ互いに独立して、（ＣＨ２）ｎを示し、１～４つの非隣接Ｃ
Ｈ２基は、Ｏおよび／またはＳ、ならびにＶ１およびＶ２の１つで置換されてよく、およ
びここで
【化７】

を示し、双方は単結合を示し、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ互いに独立して、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－、
－ＯＣＯ－、－Ｏ－ＣＯＯ－、－ＣＯ－ＮＲ０－、－ＮＲ０－ＣＯ－、－Ｏ－ＣＨ２－、
－ＣＨ２－Ｏ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－ＣＦ２－Ｏ－、－Ｏ－ＣＦ２－、
－ＣＦ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＦ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＦ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２

－ＣＦ２－、－ＣＦ２－ＣＦ２－、－ＣＨ＝Ｎ－、－Ｎ＝ＣＨ－、－Ｎ＝Ｎ－、－ＣＨ＝
ＣＨ－、－ＣＦ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＦ－、－ＣＦ＝ＣＦ－、－Ｃ≡Ｃ－、Ｏおよび／ま
たはＳおよび／またはＮ原子の２つはそれぞれ直接的には結合しない、これら基の２つの
組み合わせ、好ましくは、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＯＯ－または－ＣＯＯ－ＣＨ＝ＣＨ－または
単結合を示し、
Ａ１、Ａ２、およびＡ３は、それぞれ互いに独立して、１つまたは２つの非隣接ＣＨ基が
Ｎで置換されてもよい１，４－フェニレン、１つまたは２つの非隣接ＣＨ２基がＯおよび
／またはＳで置換されてよい１，４－シクロヘキシレン、１，３－ジオキソラン－４，５
－ジイル、１，４－シクロヘキセニレン、１，４－ビシクロ［２．２．２］オクチレン、
ピペリジン－１，４－ジイル、ナフタレン－２，６－ジイル、デカヒドロナフタレン－２
，６－ジイルまたは１，２，３，４－テトラヒドロナフタレン－２，６－ジイルを示し、
ここで、これらの基のそれぞれは、Ｌで単置換または多置換されてよく、加えてＡ１は、
単結合を示し、
Ｌは、ハロゲン原子、好ましくはＦ、ＣＮ、ＮＯ２、１～７個のＣ原子を有するアルキル
、アルコキシ、アルキルカルボニル、アルコキシカルボニルまたはアルコキシカルボニル
オキシを示し、ここで１つまたは２つ以上のＨ原子は、ＦまたはＣｌで置換されてよく、
ｍは、それぞれの場合、独立して、０、１、２または３を示し、および
ＲおよびＲ１は、それぞれ互いに独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣＮ、ＳＣＮ、Ｓ
Ｆ５、１個または３個～２５個のＣ原子をそれぞれ有する直鎖状アルキルまたは分枝状ア
ルキルを示し、それは任意に、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、ＩまたはＣＮで単置換または多置換され
てよく、およびここで１つまたは２つ以上の非隣接ＣＨ２基は、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＮＨ
－、－ＮＲ０－、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－Ｏ－ＣＯＯ－、－Ｓ－ＣＯ－、
－ＣＯ－Ｓ－、－ＣＨ＝ＣＨ－または－Ｃ≡Ｃ－で置換されてよく、ここでＯおよび／ま
たはＳ原子の２つは、それぞれ直接には結合せず、または重合性基を示す、
で表される前記式Ａ－ＶＩのキラルな化合物が特に好ましい。
【００８５】
　式Ａ－ＶＩ－１のキラルなビナフチル誘導体が特に好ましく、
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【化８】

特に、以下の式Ａ－ＶＩ－１ａ～Ａ－ＶＩ－１ｃから選択された誘導体が好ましく
【化９】

ここで、Ｂ、Ｒ０およびＺ０は、式Ａ－ＩＶに対して定義されて通りであり、およびｂは
、０、１または２であり、およびＺ０は、特に－ＯＣＯ－または単結合を示す。
【００８６】
　さらに、式Ａ－ＶＩ－２のキラルなビナフチル誘導体が特に好ましく、

【化１０】

特に、以下の式Ａ－ＶＩ－２ａ～Ａ－ＶＩ－２ｆから選択された誘導体が好ましく、
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【化１１】

ここで、Ｒ０は、式Ａ－ＩＶに対して定義した通りであり、ＸはＨ、Ｆ，Ｃｌ、ＣＮを示
し、またはＲ０は好ましくはＦを示す。
【００８７】
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　特に、前記基Ａ－ＩＶ、Ａ－Ｖ、およびＡ－ＶＩのドーパント、特にＡ－ＶＩ－１ａ～
Ａ－ＶＩ－１ｃ、およびＡ－ＶＩ－２ａ～Ａ－ＶＩ－２ｄのドーパントが、アキラル成分
中での良好な溶解性を示し、および高いねじれおよびらせんピッチの低い温度依存性を有
するコレステリック構造を誘起させる。したがって、これらのドーパントを少量でも用い
ると、好ましい性質を有する本発明の媒体を得ることができ、それは特に、変調媒体が光
学的等方相で駆動される光変調媒体の使用に対して好適である。
【００８８】
　正の誘電異方性を有する本発明のメソゲン性媒体のアキラル成分（Ｂ）は、好ましくは
、
－３０またはそれ以上の非常に大きい正の誘電異方性を有する１種または２種以上の化合
物からなる成分（Ｂ－Ａ）
－任意に、１０から３０未満の大きい正の誘電異方性を有する１種または２種以上の化合
物からなる成分（Ｂ－Ｂ）
－任意に、１．５より大きく１０未満の中程度の正の誘電異方性を有する１種または２種
以上の化合物からなる成分（Ｂ－Ｃ）
－任意に、－１．５～＋１．５の範囲の誘電異方性を有する誘電的に中性の１種または２
種以上の化合物からなる成分（Ｂ－Ｄ）
－任意に、－１．５未満の負の誘電異方性を有する１種または２種以上の化合物からなる
成分（Ｂ－Ｅ）
を含む。
【００８９】
　これらの媒体の成分（Ｂ）の成分（Ｂ－Ａ）は、好ましくは、式Ｉの１種または２種以
上の化合物を含み、特に好ましくは、主に、式Ｉおよび式ＩＩの化合物から選択される１
種または２種以上の化合物からなり、非常に好ましくは、ほぼ完全になる：
【化１２】

ここで、
Ｒ１ は、１～７個のＣ原子を有するアルキルまたは２～７個のＣ原子を有するオキサア
ルキルを示し、それぞれは好ましくは、２～５個のＣ原子を有し、好ましくはアルキルで
あり、
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【化１３】

を示し、
Ｚ１１およびＺ１２は、それぞれ互いに独立して、単結合、－ＣＯ－Ｏ－、トランス－Ｃ
Ｈ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＦ－、－ＣＦ＝ＣＨ－、－ＣＦ＝ＣＦ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＯ－
Ｏ－、－ＣＦ＝ＣＦ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＦ＝ＣＨ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＨ＝ＣＦ－ＣＯ－Ｏ
－、－ＣＦ２－Ｏ－、－Ｏ－ＣＦ２－、もしくは－Ｃ≡Ｃ－またはこれらの基の２種また
は３種以上の組み合わせを示し、好ましくはこれらの基の少なくとも１種は－ＣＯＯ－ま
たは－ＣＦ２－Ｏ－であり、
Ｘ１は、Ｆ、－ＯＣＦ３、－ＣＦ３、－ＯＣＦ２Ｈ、Ｃｌ、ＣＮ、－Ｃ≡Ｃ－ＣＮ、また
はＮＣＳ、好ましくはＣＮ、－ＣＦ３、－Ｃ≡Ｃ－ＣＮまたはＮＣＳ、特に好ましくはＣ
Ｎまたは－ＣＦ３を示し、　
Ｙ１１、Ｙ１２、Ｙ１３、およびＹ１４は、ＨまたはＦを示し、および
ｎ１は、０または１、好ましくは０を示し、
ここで、式Ｉの化合物は、好ましくは３種または４種以上、特に好ましくは４種または５
種以上のフッ素原子をフェニル環上に有しているが、好ましくは、フェニル環毎に多くて
２つのＦ原子を有し、Ｙ１１、Ｙ１２、およびＹ１３は、特に好ましくはＦであり、Ｚ１

２は好ましくは－ＣＯＯ－であり、
【化１４】

【００９０】
ここで、
Ｒ２ は、１～７個のＣ原子を有するアルキルまたはアルコキシ、２～７個のＣ原子を有
するアルケニル、アルケニルオキシまたはオキサアルキルを示し、好ましくは、１～５個
のＣ原子を有するアルキルまたはアルコキシまたは２～５個のＣ原子を有するアルケニル
、好ましくはアルキルまたはアルコキシを示し、
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【化１５】

であり、
Ｚ２１およびＺ２２は、それぞれ互いに独立して、単結合、－ＣＯ－Ｏ－、トランス－Ｃ
Ｈ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＦ－、－ＣＦ＝ＣＨ－、－ＣＦ＝ＣＦ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＯ－
Ｏ－、－ＣＦ＝ＣＦ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＦ＝ＣＨ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＨ＝ＣＦ－ＣＯ－Ｏ
－、－ＣＦ２－Ｏ－、－Ｏ－ＣＦ２－、もしくは－Ｃ≡Ｃ－またはこれらの基の２種また
は３種以上の組み合わせを示し、好ましくは、これらの基の少なくとも１種は、－ＣＯＯ
－または－ＣＦ２－Ｏ－であり、
Ｘ２は、Ｆ、－ＯＣＦ３、－ＣＦ３、－ＯＣＦ２Ｈ、Ｃｌ、ＣＮ、－Ｃ≡Ｃ－ＣＮまたは
ＮＣＳを示し、好ましくはＣＮ、－ＣＦ３、－Ｃ≡Ｃ－ＣＮまたはＮＣＳ、特に好ましく
はＣＮを示し、
Ｙ２は、ＨまたはＦを示し、および
ｎ２は、０または１を示す。
【００９１】
　本発明の好ましい態様には、媒体の成分（Ｂ）は、式Ｉの１種または２種以上の化合物
を含み、好ましくは、主に、特に好ましくは、ほぼ完全に、式Ｉの化合物から選択される
１種または２種以上の化合物からなる。
【００９２】
　式Ｉの化合物は、好ましくは、化合物Ｉ－１およびＩ－２からなる群から選択され、
【化１６】

ここで、パラメーターは、式Ｉで定義したとおりであり、好ましくは
Ｒ１は、１～７個、好ましくは１～５個、好ましくは３個までのＣ原子を有するアルキル
を示し、
Ｚ１２は、－ＣＯＯ－または－ＣＦ２－Ｏ－を示し、および
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Ｘ１は、ＣＮ、－ＣＦ３またはＮＣＳ、好ましくはＣＮまたは－ＣＦ３を示す。
【００９３】
　本発明の媒体は、特に好ましくは、式Ｉの化合物の１種または２種以上を含み、好まし
くはＸ１がＣＦ３である式Ｉ－１および／または式Ｉ－２の化合物を含む。
【００９４】
　式ＩＩの化合物は、好ましくは、化合物ＩＩ－１～ＩＩ－７からなる群から選択され、
【化１７】

ここで、パラメーターは式ＩＩで定義したとおりであり、好ましくは、
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Ｒ２は、１～７個のＣ原子を有するアルキルまたはアルコキシ、２～７個のＣ原子を有す
るアルケニル、アルケニルオキシまたはオキサアルキル、好ましくは１～５個のＣ原子を
有するアルキルまたはアルコキシを示し、
Ｚ２２は、単結合、－ＣＯ－Ｏ－または－ＣＦ２－Ｏ－、好ましくは、－ＣＯＯ－または
－ＣＦ２－Ｏ－を示し、式ＩＩ－６においては特に好ましくは、－Ｃ≡Ｃ－を示し、およ
び
Ｘ２は、ＣＮまたはＣＦ３、好ましくはＣＦ３を示し、式ＩＩ－６においては特に好まし
くは、ＣＮまたはＣＦ３、好ましくは、ＣＮを示す。
【００９５】
　本発明の媒体は、好ましくは式ＩＩ１～ＩＩ－５からなる群から選択される１種または
２種以上の化合物、好ましくは、Ｚ２２が－ＣＯ－Ｏ－または－ＣＦ２－Ｏ－を示す化合
物を含む。
　本発明の好ましい態様には、本発明媒体の成分（Ｂ）の成分（Ｂ－Ａ）は、好ましくは
、式ＩＩの化合物の１種または２種以上を含み、特に好ましくは、主に、式ＩＩの化合物
の１種または２種以上からなり、非常に好ましくは、ほぼ完全になる。
【００９６】
　本発明の光変調素子に対しては、メソ相において正の誘電異方性（De）を有するメソゲ
ン性変調媒体、および負の誘電異方性を有する媒体の双方を用いることが可能である。メ
ソ相において正の誘電異方性を有するメソゲン性変調媒体を用いることが好ましい。メソ
ゲン性変調媒体が正の誘電異方性を有する場合、これらの媒体のアキラル成分（Ｂ）は、
１ｋＨｚおよび透明点より４°低い温度で、好ましくはネマチック相で、好ましくは、４
０またはそれ以上、特に好ましくは、５０またはそれ以上、非常に好ましくは、６０また
はそれ以上のΔε値を有する。
【００９７】
　正の誘電異方性を有する本発明のメソゲン性媒体の成分（Ｂ）は、特に好ましくは、主
に、非常に好ましくは、完全に、成分（Ｂ－Ａ）からなる。
　好ましい態様には、正の誘電異方性を有する本発明のメソゲン性媒体の成分（Ｂ）は、
成分（Ｂ－Ｂ）～（Ｂ－Ｄ）からなる群、好ましくは、成分（Ｂ－Ｂ）及び成分（Ｂ－Ｄ
）、特に好ましくは成分（Ｂ－Ｂ）から選択される１種または２種以上の成分を含む。
【００９８】
　正の誘電異方性を有する本発明のメソゲン性媒体の成分（Ｂ）は、好ましくは、
－５％～８０％、好ましくは１０％～６０％、特に好ましくは１８％～４３％の式Ｉの１
種または２種以上の化合物
－５％～９５％、好ましくは１５％～８０％、特に好ましくは４０％～７０％の式ＩＩの
１種または２種以上の化合物
－０％～３０％、好ましくは０％～１５％、特に好ましくは０％～１０％の１種または２
種以上のさらなる化合物
を含む。
【００９９】
　正の誘電異方性を有する本発明のメソゲン性媒体の成分（Ｂ）は、好ましくは、
－３％～４５％、好ましくは５％～４０％、特に好ましくは１０％～３５％の式Ｉ－１の
１種または２種以上の化合物、および／または
－２％～３５％、好ましくは４％～３０％、特に好ましくは５％～３０％の式Ｉ－１の１
種または２種以上の化合物、および／または
－０～３０％、好ましくは２％～２５％、特に好ましくは５％～２０％の式ＩＩ－１の１
種または２種以上の化合物、および／または
－０～３０％、好ましくは２％～２５％、特に好ましくは５％～２０％の式ＩＩ－２の１
種または２種以上の化合物、および／または
－５％～７０％、好ましくは１５％～６５％、特に好ましくは２０％～６０％の式ＩＩ－
３および／または式ＩＩ－４、好ましくはＩＩ－４の１種または２種以上の化合物、およ
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び／または
－０％～２０％、好ましくは０％～１５％、特に好ましくは３％～１２％の式ＩＩ－５の
１種または２種以上の化合物、および／または
－０％～３０％、好ましくは０％～２０％、特に好ましくは３％～１５％の式ＩＩ－６の
１種または２種以上の化合物、および／または
－０％～３５％、好ましくは０％～３０％、特に好ましくは３％～１２％の式ＩＩ－７の
１種または２種以上の化合物
を含む。
【０１００】
　負の誘電異方性を有する本発明のメソゲン性媒体の成分（Ｂ）は、特に好ましくは、主
に、非常に好ましくは、ほぼ完全に、成分（Ｂ－Ｅ）からなる。
　これらの媒体の成分（Ｂ－Ｅ）は、好ましくは、１種または２種以上の化合物を含む。
【０１０１】
　負の誘電異方性を有する本発明のメソゲン性媒体は、好ましくは、
―－５またはそれ未満の大きい負の誘電異方性を有する１種または２種以上の化合物から
なる成分（Ｂ－Ａ‘）
－任意に、－１．５～－５未満の中程度の負の誘電異方性を有する１種または２種以上の
化合物からなる成分（Ｂ－Ｂ‘）
－任意に、－１．５～＋１．５の誘電異方性を有する誘電的に中性の１種または２種以上
の化合物からなる成分（Ｂ－Ｃ‘）、および
－任意に、１．５より大きい正の誘電異方性を有する１種または２種以上の化合物からな
る成分（Ｂ－Ｄ‘）
を含む。
【０１０２】
　本発明のメソゲン性媒体は、好ましくは、　
－成分（Ａ）および（Ｂ）の化合物からなる群から選択される、４種またはそれ以上、好
ましくは６種またはそれ以上の化合物、および／または
－成分（Ｂ）の化合物の５種またはそれ以上の化合物、および／または
－成分（Ａ）の化合物の１種、２種またはそれ以上の化合物
を含む。
【０１０３】
　本発明のメソゲン性媒体は、他の添加剤、例えば、安定剤または二色性染料を、通常の
濃度で含むことができる。これらの他の構成成分の合計の濃度は、全体の混合物を基準と
して、０％～１０％の範囲内、好ましくは０．１％～６％の範囲内である。これらの個別
の化合物の濃度は、０．１～３％の範囲内である。これらの化合物および混合物の類似す
る構成成分の濃度は、他で明記しない限り、他の混合物構成成分の濃度範囲を特定する際
には、考慮しない。
【０１０４】
　媒体は、通常の方法で、化合物から得られる。比較的少量で用いる化合物を、有利には
、比較的大量で用いる化合物に溶解させる。混合操作の間の温度が主要な成分の透明点よ
りも高く上昇させる場合には、溶解の完全さを、容易に観察することができる。しかし、
本発明の媒体を、また、他の方法で、例えばプレミックスを用いることにより製造するこ
とができる。用いることができるプレミックスは、特に、相同性混合物および／または共
融混合物である。しかし、プレミックスはまた、すでに使用可能な媒体自体であってもよ
い。これは、いわゆる２つのボトル(two-bottle)またはマルチボトル(multi-bottle)系に
おける場合である。
【０１０５】
　本明細書において、他に明白に述べない限り、以下のことが当てはまる。
　値の示した範囲は、好ましくは、限界値を含む。
【０１０６】
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　濃度を、重量％で示し、完全な混合物を基準とする。温度を、摂氏度で示し、温度差異
を、差異の摂氏度で示す。すべての物理的性質を、他に明白に述べない限りは、“Merck 
Liquid Crystals, Physical Properties of Liquid Crystals”, as of Nov. 1997, Merc
k KGaA, Germanyにおいて決定し、２０℃の温度について示す。また複屈折として知られ
ている光学異方性（Δｎ）を、５８９．３ｎｍの波長において決定する。誘電特性を、１
ｋＨｚの周波数において決定する。メソゲン性変調媒体の性質および特にそれらのアキラ
ルな成分（Ｂ）の性質は、それぞれの透明点より４°低い温度で決定される。
　コレステリック媒体またはキラルネマチック媒体のコレステリックピッチは、その重要
性に依存した既知の方法で決定される。
【０１０７】
　比較的大きい値の場合、それは、グランジャン－カノ(Grandjean-Cano)方法で決定され
る。この目的のために、材料は、基板にホモジニアスな配向を伴う、温度自動調節された
くさび型のセルに導入される。観察される転傾線(disclination line)の分離は決定され
、ピッチは、くさび角度によって計算される。用いられるくさび角度は、決定されるピッ
チに依存する。約０．１°～４°、好ましくは０．５°～３°、および特に好ましくは１
°～２°のくさび角度を有するセルが、典型的には用いられる。転傾線の分離は、好まし
くは、顕微鏡で測定される。配向の欠陥は、値を対応して平均化することで考慮に入れら
れる。代替的に、分離の平均は、転傾線グリッドでのレーザービーム（例えば、Ｈｅ－Ｎ
ｅレーザー）の回折により決定することができる。ここで、回折の最大値は、ダイオード
・アレーまたはＣＣＤにより、有利に決定される。くさび型のセルの角度は、好ましくは
、レーザービームの多重反射により決定される。代替的には、それは、セルの形状から得
ることができ、または既知ピッチの材料を用いる較正測定により得ることができる。ピッ
チの測定精度は、測定方法および電流値に依存するが、約＋／－１％～約＋／－３％であ
る。
【０１０８】
　ピッチの値が大きすぎる場合、レンズ法が用いられる。これにおいては、材料は、平面
プレートと凸レンズとの間に配向する。円状転傾線の分離は、その後に測定される。これ
は、データの平均化を単純化する画像処理システムを用いて行うことができる。平面基板
からのレンズ表面の分離は、転傾線の位置で、レンズの半径および接触ポイントからの転
傾線の分離から得られる。この方法の測定精度は、くさび型セルを用いる方法より、やや
劣るがピッチ値の大部分の範囲をカバーすることができる。
【０１０９】
　ピッチの非常に小さい値は、選択的反射の方法を用いて決定される。この目的のために
、材料の配向されたサンプルを通じた透過が決定される。ピッチは、材料の屈折率を経た
選択的反射の最大値の波長から決定される。この方法においては、ピッチに対する測定精
度は、同様に約＋／－１％である。
【０１１０】
　キラルな材料、特にキラルなそれぞれの化合物のＨＴＰは、本明細書に従い、２０℃の
温度で、Merck KGaA, Darmstadtから市販のネマチックホスト混合物ＭＬＣ－６８２８中
、グランジャン－カノ方法により決定される。ＨＴＰの温度依存性は、０℃～５０℃の範
囲で調べられ、典型的には２０℃で引用される。一般的に、ＨＴＰも、同様にMerck KGaA
から市販のネマチックホスト混合物ＭＬＣ－６２６０で決定される。
【０１１１】
　変調媒体のコレステリックピッチが決定できない場合、それは成分（Ｂ）中の成分（Ａ
）のＨＴＰから外挿される。成分（Ｂ）中の成分（Ａ）のＨＴＰ値も、対応する温度で決
定できない場合、これも、一般的により低温でのＨＴＰの温度依存性から外挿する。
【０１１２】
　媒体またはそれらの成分の組成の詳細に関連して、
－「含む」は、それぞれの場合、参照部、すなわち媒体または成分における当該材料、す
なわち成分または化合物の濃度が、好ましくは、１０％またはそれ以上、特に好ましくは
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、２０％またはそれ以上、非常に好ましくは、３０％またはそれ以上であることを意味す
る、
－「主に～からなる」は、参照部における当該材料の濃度が、好ましくは、５０％または
それ以上、特に好ましくは、６０％またはそれ以上、非常に好ましくは、７０％またはそ
れ以上であることを意味する、および
－「ほぼ完全に～からなる」は、参照部における当該材料の濃度が、好ましくは、８０％
またはそれ以上、特に好ましくは、９０％またはそれ以上、非常に好ましくは、９５％ま
たはそれ以上であることを意味する。
【０１１３】
　誘電的に正の化合物は、＞１．５のΔεを有し、誘電的に中性の化合物は、－１．５≦
Δε≦１．５の範囲内のΔεを有し、誘電的に負の化合物は、＜－１．５のΔεを有する
。また、同一の定義が、混合物の成分および混合物に適用される。
【０１１４】
　誘電特性、電気光学的特性（例えばしきい値電圧）および応答時間を、Merck KGaA, Da
rmstadt, Germanyにおいて製造されたテストセル中で決定した。Δεの決定についてのテ
ストセルは、２２μｍの層厚ならびに、１．１３ｃｍ２の面積および保護環を有する酸化
スズインジウム（ＩＴＯ）の円形電極を有していた。ε‖の決定のためのホメオトロピッ
ク配向のために、ホメオトロピック的に配向したポリイミド配向層を有するセルを用いた
。あるいはまた、レシチン(Merck KGaA)を、配向剤として用いることができる。ε⊥の決
定のためのセルは、日本国日本合成ゴムからのポリイミドＡＬ－１０５４の配向層を有し
ていた。キャパシタンスを、一般的に、矩形波および０．３Ｖｒｍｓの有効電圧を有する
ソラトロン(Solatron)１２６０周波数分析装置を用いて測定した。液晶ディレクターの再
配向が０．３Ｖｒｍｓで起こる高い誘電異方性を有する材料の場合、０．１Ｖｒｍｓのよ
り低い電圧が例外的に用いられる。電気光学的検査を、白色光を用いて行った。特性電圧
を、垂直観察で決定した。
【０１１５】
　材料の誘電特性は、好ましくは、１ｋＨｚおよび、可能であれば２０℃において、昇温
して最初に起こる光学的等方相（ブルー相または等方相）への転移温度より４°低い温度
、およびそれぞれの材料の透明点または特性温度より４°高い温度で決定される。
【０１１６】
　化合物の誘電異方性（Δε）は、２０℃において、ホスト混合物中のそれぞれの化合物
の１０％溶液の値の、１００％のそれぞれの化合物の比率への外挿により、決定される。
テスト混合物のキャパシタンスは、ホメオトロピック端部配向を有するセルおよびホモジ
ニアス端部配向を有するセルの両方において、決定される。２つのセルのタイプの層の厚
さは、約２０μｍである。測定を、１ｋＨｚの周波数および典型的には０．１Ｖまたは０
．２Ｖ～１．０Ｖの有効電圧（ｒｍｓ、二乗平均平方根）を有する矩形波を用いて行う。
各々の場合において、用いる電圧は、各々の場合において調べられる混合物の容量性しき
い値よりも低い。
【０１１７】
　誘電的に正の化合物について、混合物ＺＬＩ－４７９２を、ホスト混合物として用い、
誘電的に中性の化合物、および誘電的に負の化合物について、混合物ＺＬＩ－３０８６を
、ホスト混合物として用い、これらは、共に、Merck KGaA, Germanyからである。これら
のホスト混合物は、相当する温度においてもネマチック相を有しないか、またはネマチッ
ク相に相当する温度まで過冷却することができない成分および媒体についても用いる。そ
れぞれのホスト混合物における化合物、成分または媒体の溶解性が、１０％よりも低い場
合には、調べた物質の濃度は、例外的に５％まで低下する。誘電的に正の物質（化合物、
媒体の成分または媒体）のホスト混合物ＺＬＩ－４７９２への溶解性が、５％よりも低い
場合には、ネマチック混合物ＭＬＣ－６８２８、Merck KGaA， Germanyを、ホスト混合物
として用いる。ここで、また、調べられるべき物質の濃度は、必要に応じて、１０％～５
％まで半減する。純粋な物質の値を、ホスト混合物の値と比較した値の変化から外挿する
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。
【０１１８】
　本発明の媒体は、好ましくは、対応するホスト混合物（ＺＬＩ－３０８６またはＭＬＣ
－６８２８）への溶解性が５％よりも低い化合物を０％～１０％含む。これらの化合物の
濃度は、好ましくは８％またはそれ以下、特に好ましくは５％またはそれ以下、および非
常に好ましくは４％またはそれ以下である。
【０１１９】
　２０℃または透明点よりも４°低い温度でネマチック相にはないか、あるいはこの相に
おいてこの温度まで過冷却することができない化合物、成分、または媒体の誘電異方性を
、化合物の場合において上記したように、ホスト混合物から決定する。
　誘電定数ε‖およびε⊥を、約＋／－０．１～＋／－０．２の絶対精度で決定し、これ
により、誘電異方性（Δε）について、約＋／－０．２～＋／－０．４、典型的には＋／
－０．３の絶対精度が得られる。精度は、比較的大きい値において低下し、即ち可能な偏
差が増大する。２５～４０のΔεの値において、絶対精度は、約＋／－０．５であり、４
０より大きい値において、絶対精度は、約＋／－１．０である。
【０１２０】
　媒体の誘電感受性を、特性温度よりも４℃高い温度において決定する。まず得られた近
似の結果、ネマチック媒体の平均誘電感受性の透明点を超えての外挿から得ることができ
るから、これを平均誘電感受性（εａｖ．）と呼ぶ。媒体の誘電感受性を、典型的には、
約＋／－０．１～＋／－０．２の絶対精度で決定する。５０～１００までのεａｖ．の値
の場合において、絶対精度は約＋／－０．５であり、１００より大きい値の場合において
、絶対精度は約＋／－２である。　
【０１２１】
　本発明の媒体の複屈折の値を、ここでは、一次近似に、ネマチック相において、２０℃
および、透明点よりも４℃低い温度において測定する。媒体が、これら２つの温度の１つ
において、もしくはこれら２つの温度においてネマチック相として安定ではないか、また
は、少なくともネマチック相におけるこの温度にまで過冷却することができない場合には
、混合物の複屈折を、誘電異方性の決定について上記したように、対応するネマチックホ
スト混合物から外挿する。
【０１２２】
　本明細書におけるしきい値電圧の用語は、光学的しきい値を示し、１０％の相対的コン
トラスト（Ｖ１０）について示す。ミッドグレー電圧および飽和電圧を、同様に、光学的
に決定し、それぞれ５０％および９０％の相対的コントラストについて示す。本明細書中
に示す種々の媒体の電気光学的特性線の基準量および特性値は、一般的に電圧（Ｖ１０）
、例外的な場合に、特性線が７０％相対的コントラストの値に初めて到達する電圧（Ｖ７

０）である。またフレデリクスしきい値として知られている、容量性しきい値電圧（Ｖ０

）、または１００％相対的コントラストに達する電圧（Ｖ１００）を示す場合には、これ
を、明示的に記載する。
【０１２３】
　媒体を、インターデジタル電極を有するテストセル中に導入した。テストセルの層の厚
さは、一般的に約１０μｍであった。電極の幅は、１０μｍであり、隣接する電極間の距
離は、１５μｍであった。電気光学的特性線を、それぞれの媒体の特性温度より２度高い
温度において決定した。媒体のセル中への導入の間、透明点のわずかな増大が、いくつか
の場合において観察された。この効果は、薄層におけるネマチック相のある安定化により
説明することができる。透明点の増大は、ある場合に０．５度および約０．７度までであ
った。まれに、約２°～４°までの偏差が起こりえる。セルの特性温度（または透明点）
がバルクと異なる媒体の場合、セルの特性温度（または透明点）が特徴づけのために用い
られる。
　光の波長は、４００ｎｍ～８００ｎｍ、好ましくは５５５ｎｍとみなしている。
【０１２４】
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　本明細書において、特に以下に記載する例において、化学的化合物の構造を、略語によ
り示す。それぞれの略語の意味を、以下の表ＡおよびＢに示す。基ＣｎＨ２ｎ＋１および
ＣｍＨ２ｍ＋１全ては、それぞれｎ個およびｍ個のＣ原子を有する直鎖状アルキル基であ
る。表Ｂは、各々の場合において相同性化合物の式についての完全な略語を示すため、こ
れ自体自明である。表Ａにおいて、化合物のタイプの核となる構造にかかわる略語のみを
示す。それぞれの個別の化合物についての略語は、以下の表に示すように、それぞれ化合
物の核についてのこれらの関連する略語および、ダッシュにより結合させた基Ｒ１、Ｒ２

、Ｌ１およびＬ２についての略語で構成されている
【０１２５】



(35) JP 5841301 B2 2016.1.13

10

20

30

40

【表１】

【０１２６】
表Ａ：
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【化１８】

【０１２７】
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【化１９】

【０１２８】
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【化２０】

【０１２９】
表Ｂ：
【化２１】

【０１３０】
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【化２２】

【０１３１】
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【化２３】

【０１３２】
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【化２４】

【０１３３】
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【化２５】

【０１３４】
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【化２６】

【０１３５】
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【化２７】

【０１３６】
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【化２８】

【０１３７】
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【化２９】

【０１３８】
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【化３０】

【０１３９】
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【化３１】

【０１４０】
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【化３２】

【０１４１】
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【化３３】

【０１４２】
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【化３４】

【０１４３】
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【化３５】

【０１４４】
　本明細書のメソゲン性媒体は、好ましくは、
－４種または５種以上、好ましくは６種または７種以上の、表ＡおよびＢで表される化合
物からなる群から選択された化合物および／または
－５種または６種以上の、表Ｂで表される化合物からなる群から選択された化合物および
／または
－２種または３種以上の、表Ａで表される化合物からなる群から選択された化合物
を含む。
【０１４５】
　本発明の媒体は、必要に応じて、安定剤として、または比抵抗を調整するために少量で
、１種または２種以上の他の化合物を含むことができる。それらは、好ましくは、表Ｃの
以下の化合物のリストから、好ましくは選択される１種または２種以上の安定剤を含む。
【０１４６】
表Ｃ

【化３６】

【０１４７】
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【化３７】

【０１４８】
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【化３８】

【０１４９】
　比抵抗を調整するために用いることができる典型的な化合物は以下の式を有する：
【化３９】

【０１５０】
例
　以下に記載する例は、本発明を、いかなる方法によってもこれを限定せずに説明する。
これらはさらに、当業者に、本発明により達成することができる特性および特に特性の組
み合わせを示す。
【０１５１】
例１および比較例１ａ～１ｄ
比較例１ａ
　以下の組成を有するアキラルな液晶混合物ＡＭ－１を調製し、調べた。
【表２】
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【０１５２】
　この液晶混合物を、テストセル中に導入し、この電気光学的特性を、７．７℃の温度、
および６．２℃～１０．７℃（透明点よりも５°高い）の範囲の温度に亘り調べた。
　用いたテストセルは、２つの基板の１つのみの上にインターデジタル電極を有していた
。液晶混合物を含有する光切換素子を有する電気光学的テストセルを製造した。基板は、
ガラスからなっていた。配向層を有しない基板およびパッシベーション層を有しない基板
を用いた。電極構造は、互いにかみ合うくし形状の電極からなっていた。電極の距離は、
１０μｍであり、互いからの電極の幅は、１０μｍであった。電極の層の厚さは、約１０
０ｎｍであった。電極を、すべて共通の平面内に配置した。変調媒体の層の厚さは、約１
０μｍであった。
【０１５３】
　第１の偏光板を、セルの前で用い、第２の偏光板を、セルの後ろの分析装置として用い
た。２つの偏光板の吸収軸は、互いに９０°の角度を形成していた。偏光板の最大吸収の
軸と、ディスプレイの平面中の電界の成分との間の角度は、各々の場合において４５°で
あった。電圧／透過特性線を、Autronic-Melchers, Karlsruhe, GermanyからのＤＭＳ　
７０３電気光学的測定ステーションを用いて決定した。垂直観察の際に、曲線が、電気的
に制御された複屈折（例えばＥＣＢ）を有するセルに典型的なものとして得られた。
媒体の透明点より高く温度を高くすると、特性電圧は単調に増加する。７．７℃で、Ｖ７

０は４５Ｖである。結果を以下の表に示す。
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【表３】

【０１５４】
例１
　比較例１ａのアキラルな液晶混合物ＡＭ－１を９７％、およびキラル化合物Ｂ（ＯＣ）
２Ｃ＊Ｈ－Ｃ－３を３％含む混合物を調製し、調べる。用いられる形態のキラル化合物は
、２０℃で、＋１３７μｍ－１（ＭＬＣ－６８２８中）およびＭＬＣ－６２６０中＋１０
４μｍ－１のＨＴＰを有する。
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【表４】

【０１５５】
　該混合物は、以下の位相順序を有する約２度の範囲に亘りブルー相を有する：　Ｎ＊１
１．５℃ ＢＰ１３．５℃ Ｉ
　比較例１ａに記載される混合物はをテストセルに導入し、上記したように調べる。特に
、その電気光学的性質を、その特性温度より数度高い温度まで調べる。比較例１ａの結果
との比較のため、結果を表１に示す。
　この表から分かるように、例１の液晶切換素子の特性電圧Ｖ７０は、特性温度より高く
近接した温度で、対応する温度での比較例１ａの特性電圧より、いくぶん大きい。例１の
液晶切換素子の特性電圧は、比較例１ａの特性電圧と同様に、昇温させると単調に増大す
る。しかしながら、例１ａの液晶切換素子における特性電圧は、比較例１の特性電圧より
、最初に著しく小さいため、２つの切換素子は、それらの参照温度より１．５°だけ高い
温度で、実質的に同じ電圧Ｖ７０を示す。それぞれの特性温度より２°高い温度での温度
依存性は、比較例１ａと例１との光変調素子を比較すると、２５％より大きい値から２０
％より小さい値まで低下する。特性温度より０．５°高い温度で、ここでは、特性電圧の
相対的温度依存性ｄＶ＊

７０（／Ｖ７０）／ｄＴは９％／°であり、特性温度より２°高
い温度で、特性電圧の相対的温度依存性ｄＶ＊

７０（／Ｖ７０）／ｄＴは４５％／°であ
る。
【０１５６】
　例１および比較例１ａの混合物の場合において、加えて、１５μｍの電極距離、および
１０μｍの電極幅を有するセルを調べた。結果を表２に示す。
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【表５】

【０１５７】
比較例１ｂ～１ｄ
　比較例１ｂ～１ｄでは、例１とは対照的に、例１ａのようにアキラル変調媒体が用いら
れた。しかしながら、ここでは、比較例１ａの変調媒体とは異なる組成を有する変調媒体
を用いた。
比較例１ｂ
　以下の組成および以下の性質を有する混合物を調整し、調べた。
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【表６】

結果を表２に示す。
【０１５８】
比較例１ｃ
　以下の組成および以下の性質を有する混合物を調整し、調べた。

【表７】

結果を表２に示す。
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【０１５９】
比較例１ｄ
　以下の組成および以下の性質を有する混合物を調整し、調べた。
【表８】

結果を表２に示す。
【０１６０】
　比較例１ｂ～１ｄの媒体を、１５μｍの電極距離、および１０μｍの電極幅を有するセ
ル中で、例１および比較例１ａのように調べた。結果を表２に示す。
表２から分かるように、相対的特性電圧Ｖ７０の温度依存性は、例１においてはわずか９
％であるのに対して、全ての４つの比較例に対し約２５％で実質的に同一である。
【０１６１】
例２ａ～２ｄおよび比較例２
比較例２
　最初に、以下の組成を有するアキラル混合物ＡＭ－２を調整し、調べた。
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【表９】

【０１６２】
例２ａ
　比較例２のアキラルな液晶混合物ＡＭ－２を９０％、およびキラル化合物　Ｂ（ＯＣ）
２Ｃ＊Ｈ－Ｃ－３を１０％含む混合物を調製し、調べる。この混合物は２２．５℃の特性
温度を有していたが、セル中２４．４℃が特性温度と思われる。電圧Ｖ７０の温度依存性
を以下の表（表３）に示す。

【表１０】
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【０１６３】
　この表（表３）から分かるように、このドープ混合物を含有するセルの特性電圧Ｖ７０

は、比較例１ａおよび例１のように、昇温させても増加しないが、その代わりに、昇温さ
せると最初は低下し、その後に約－１１．６℃で最小値を通過し、さらに昇温させると再
びわずかだけ上昇する。本明細書では、－１１．６℃の温度は、特性電圧が最小値を通過
するので、特性温度と称される。この温度（すなわち、Ｔｃｈａｒ．＝－１１．６℃）の
付近、約＋／－３°の温度範囲で、温度依存性（ｄＶ＊

７０／ｄＴ）は、実質的に消失す
る、すなわち約０Ｖ／度である。
【０１６４】
　ここで示されるブルー相の相範囲は、－１９．３℃～１３℃の範囲内である。電圧は、
低温で１５６Ｖにしか達しない、すなわち、８０Ｖの最小電圧値の２倍より小さい。温度
範囲の下限は、電気光学的効果が最初に利用できる温度である。それは観察される応答時
間から決定することができる。１３℃の温度で、１６４Ｖの電圧が達成され、最小電圧値
の２倍よりいくぶん大きい。この上限を特定するとき、下限に対する場合のように、１度
より小さい精度を有する値への内挿は省略する。
【０１６５】
例２ｂ
　例１のアキラル液晶混合物ＡＭ－２の８５％を、以下の組成を有するドーパント混合物
ＤＭ－１の１５％と混ぜる。
【表１１】

【０１６６】
　ドーパント混合物ＤＭ－１の全てで用いられるキラル化合物は、１つの例外を別として
、規定の組成を有する参照混合物において、高い正のＨＴＰ値を有する。
　生成する変調媒体に対し、透明点を決定し、または－２０℃までの温度において顕微鏡
でブルー相を決定することは可能でなかった。８５％のＡＭ－２、および１５％のＤＭ－
１を含む混合物を、式のフェノール０．１％で混合し、
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【化４０】

　テストセル中に導入し、比較例１ａに記載されるように調べる。特に、電気光学的性質
は、その特性温度より何度か高い温度で決定される。結果を表４に示し、および例２ａの
結果との比較のために表５に示す。

【表１２】

【０１６７】
　この表（表４）から分かるように、このドープ混合物を含有するセルの特性電圧Ｖ７０

は、実質的に、－１１．４℃～－５．６℃の温度範囲に亘り、温度から独立している。
　例２ａのように、ここで、Ｖ７０は最初に、昇温させると低下し、さらに昇温させると
再びわずかだけ増大する。Ｖ７０の最小値は約－８．５℃である。この参照温度付近、約
＋／－２°の温度範囲で、特性電圧（ｄＶ７０／ｄＴ）の温度依存性は、再び実質的に完
全に消失する（表５と比較）。
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【表１３】

【０１６８】
例２ｃ
　比較例２の液晶混合物ＡＭ－２の８５％を、例２ｂのように、ドーパント混合物の１５
％と再び混合物した。しかしながら、ここで、以下の組成を有するドーパント混合物ＤＭ
－２を用いた。



(65) JP 5841301 B2 2016.1.13

10

20

30

【表１４】

【０１６９】
　ドーパント混合物ＤＭ－２に用いられるキラル化合物は、参照混合物中、昇温させると
増大するＨＴＰ値を有する。生成する混合物は特性温度を有する。
　ＡＭ－２を８５％、およびＤＭ－２を１５％含む混合物を、例２ｂで用いられるフェノ
ール０．１％と混合し、テストセルに導入し、比較例１ａに記載されるように調べる。特
にその電気光学的性質は、その特性温度を、その特性温度より何度か高い温度で決定する
。これらの結果を、同様に、比較例１ａおよび例１の結果の比較ために、表１に示す。
【０１７０】
例２ｄ
　１０％のキラル化合物（１ＯＰＺＰＺ）２Ｘ＊を、比較例４の混合物ＡＭ－２に加えた
。
　生成混合物中でブルー相を直接観察することは、可能でなかった。－５℃～９℃までの
相転移範囲は、電気光学的データに由来する。ここで、推定された特性温度は例外的に９
℃であった。結果を以下の表、表６に示し、および同様に比較のために表１に含める。



(66) JP 5841301 B2 2016.1.13

10

20

30

【表１５】

【０１７１】
例３ａ～３ｆおよび比較例３
比較例３
　アキラルな出発混合物として、以下の組成を有する混合物ＡＭ－３を調製した。
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【表１６】

この混合物を、そのようなものとして調べた。特性温度は６０℃だった。結果を表７に示
す。
【０１７２】
例３ａ～３ｃ
　代替物として、例１で用いられるキラル化合物Ｂ（ＯＣ）２Ｃ＊Ｈ－Ｃ－３の３％、５
％、または７％を、比較例３の混合物ＡＭ－３に加えた（それぞれ例３ａ、３ｂ、および
３ｃ）。生成混合物は、それぞれ、約２４℃、約３６℃、および約４６℃で、ブルー相へ
の相転移を有していた。ここで、推定された特性温度は、それぞれ、２４．３℃、３６．
３℃、および４５．９℃であった。結果を表７に示し、および例３ｂの結果を同様に表１
に含める。
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【表１７】

【０１７３】
例３ｄ～３ｆ
　用いられるアキラルな出発混合物は、再び例３ａ～３ｃの混合物ＡＭ－３であった。
　１０％、１３％、または１６％のキラル化合物Ｂ（ＯＣ）２Ｃ＊Ｈ－Ｃ－３（例１で用
いられる）を、この混合物（ＡＭ－３）に加えた。生成混合物（それぞれ、例３ｄ、３ｅ
、および３ｆ）は、コレステリック相からブルー相への相転移を６℃の温度で有し（例３
ｄ）、または１℃（例３ｅ）および０．３℃（例３ｆ）の温度で、特性電圧の特性線の最
小値を有していた。結果を以下の表、表８に示す。
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