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従来技術とその問題点

電気光学材料として、既に実用が近いとされて
いるものには、無機結晶KTNなどによる高誘電
物質があるが、

適用温度の制約に起因する制約

などが指摘されている。広く利用されるには
しばらくの猶予が必要であろう。

一方、本発明に関わる、PVCやPVAなどの汎用
高分子の電気光学効果は知られていない。
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本新技術で、何ができるようになったのか、
どこが他の技術と違うのか。

• PVCやPVAなど汎用高分子からなるゲル状物質が電場
の印加で特徴的な変形を生じる

• アクチュエータとして利用できることは報告済み

• 機構は誘電体内に誘起される非対称空間電荷分布

• これが、コロッサル誘電率を伴い、屈折率勾配を誘起

• 光を屈曲する機能を発現

• 圧電機能も発現

• 光学分野、センサ分野などでの新たな用途を示唆する
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可塑化PVCのコロッサル誘電率
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可塑化PVCの示す巨大な誘電率

• PVCと可塑剤のいずれも誘
電率は小さい。

• 可塑化したPVCは巨大な誘
電率を示す。

• ポリマーと可塑剤の協同効
果としてコロッサル誘電率
を生じている。

PVC

plasticizer
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Fig. 5 Dependence of DBA content on output voltage.

Inversion of polarity was 
observed in the 
composition range of 
1:0.7-1:0.8.

Might be attributed to the 
phase structure in the gel.

effect of plasticizer content on the 
induced field
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Figure 7. The space charge distribution of pure PVC 
film (a) and PVC gels made with various DBA content 
(b and c). (b) Shows raw data of negative charge 
accumulation near anode and (c) shows calculated 
area of charge accumulation 
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M. Ali, T. Hirai, Langmuir, 27(12), 7902-7908 (2011)
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10

実証データ、応用例や適用事例とその結果
（実験結果、検証結果など）
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電気光学効果への期待
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可塑化PVCとPVAゲルのコロッサル誘電率の比較
- 協同効果の相違点 -

PVC-DBA PVA-NMP PVA-DMSO

Both components 
cooperated each other to 
enhance ε’.
Light deflection result in 
Kerr effect.

In PVA system, 
solvents, NMP and DMSO, induced colossal 
value of ε’ in high frequency range very much.
Light deflection results in Pockets effect.
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Bending angle dependence on E
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Kerr effect
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Electro-optical effect 
of PVA gel

Pockels effect
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Fig. 5 Dependence of DBA content on output voltage.

Inversion of polarity was observed in 
the composition range of 1:0.7-1:0.8.

Might be attributed to the phase structure 
in the gel.

可塑剤含有量と圧電効果の関係
空間電荷分布、誘電率との対応が重要
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来の電気光学材料としての制約を汎用の高分子柔軟材料
まで拡大できることに成功した。

• 従来の優れた特性を持つ素材は、無機結晶材料に限られて
いたが、加工性を含め、使用可能な温度領域などにも制約
がある。

• 本技術にも、電気光学材料としては、応答性の改善などの課
題があるが、大きな電気光学効果を、極めてエネルギー散逸
の少ないデバイスとして利用できr可能性が高い。

• 本技術の適用により、汎用高分子が極めて単純な方法で利
用できるため、デバイスコストが大きく削減されることが期待
される。
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Light deflection function

Piezoelectric function of PVC gel
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想定される用途

• 本技術の特徴を電気光学デバイスに生かすた
めに、樹脂加工製造を適用できるので加工性や
デバイス化へのメリットが大きいと考えられる。

• 上記の電気光学効果以外に、コロッサル誘電率
を利用した、特異的な電歪や圧電の効果が得ら
れることも分かっており、用途は広い。

• また、達成されたデバイスに着目すると、駆動素
子やセンサ素子といった分野やエネルギーハー
ヴェスト用途に展開することも可能と思われる。
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実用化に向けた課題

• 現在、PVAやPVCについてポッケルス効果やカー効

果見出されおり、レーザ光の電場による屈曲が可能
であることを確認している。しかし、応答速度改善が
未解決である。

• 今後、他の汎用柔軟ポリマーについて実験データを
取得し、センサなどに適用していく場合の条件設定を
行っていく。

• 実用化に向けて、応答の速度と精度をmsまで向上で
きるようデバイス化技術を確立する必要もある。



20

今後の方向性、どのような産学連携（ライセ
ンスor共同研究など）を希望するか

• 光制御デバイス

• センサデバイス

• アクチュエータとしての機能と併用するデバイス

• 圧電を利用したエネルギーハーヴェスト分野への応用

• 基盤的な技術開発

• 応用デバイスの開発

• 各種デバイスの利用技術とマーケティング

• 新たなビジネスモデル構築による自律応答材料への応用
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企業への期待

• 未解決の応答速度については、材料の誘電
特性の改善とマイクロデバイス化技術により
克服できると考えている。

• 光学デバイス、マイクロデバイス化の技術を
持つ、企業との共同研究を希望。

• また、光学デバイスを開発中の企業、マイクロ
デバイス分野への展開を考えている企業には、
本技術の導入が有効と思われる。
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