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2【これまでの研究背景】

～セルロースによる液晶の発現 ～

セルロースはβ-グルコースが直鎖状に重合した天
然高分子であり、木材、綿、紙の主成分である。
セロテープもセルロースから作られており、古く
から私たちの日常生活で身近な高分子である。
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J. Watanabe et al., High Perform. Polym. 11, 41 (1999).

HPCの末端の水酸基をアルキル鎖長の異なる脂肪酸でエステル化した
HPC誘導体の温度に対するブラッグ反射波長シフト

【HPC誘導体による液晶の報告例】
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【本発表者らのこれまでの研究成果①】
本発表者らは、HPCの側鎖に不飽和二重結合を有するアクリロイル基を
修飾した架橋性セルロース誘導体（HPC-AcE）を合成し、光架橋反応を
利用してブラッグ反射特性の永続的な固定化を試みた。
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【本発表者らのこれまでの研究成果②】
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【HPC-AcE/BuEによるフルカラーイメージング】

“日経産業新聞 (2016/11/8)”と”TBSテレビ・未来の起源(2017/1/22)”に紹介されました。



7

【セルロース液晶エラストマー膜の発見】
本発表者らは、サーモトロピックなコレステリック液晶を示す架橋性セルロー
ス誘導体を紫外線照射によって架橋すると、鮮やかなブラッグ反射特性だけで
なく、ゴム弾性も兼ね備えた新しいセルロース・コレステリック液晶エラスト
マー膜になることを発見した。
例えば、初期状態で赤色の反射を示すセルロース液晶エラストマー膜に機械的
な圧縮力を加えると、一瞬にして、圧縮した局所領域だけが赤色から青緑色に
変化した。それだけでなく、圧縮力を取り去れば、直ちに、緑色の反射は初期
状態の赤色に戻った。

古海 誓一, 鈴木 花菜, 石﨑 拓郎、特願2016-186266 (特開2018-48289) .
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【圧力による変色のメカニズム】

このブラッグ反射の変色は、圧縮力によってセルロース液晶エラストマ
ー膜の膜厚を縮めたことで、分子らせん構造のらせんピッチ長も収縮し
、これに伴って反射波長が短波長シフトしたと推察できる。

【圧力による変色の動画】
透明なプラスチックスプーンで

膜を押し付けると…

動画をご覧下さい。
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【架橋性セルロース誘導体の分子デザイン】
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特性
混合アクリルエステル：
HPC-AcE/BuE

混合アクリルカーバメート/エステル：
HPC-AcC/BuE

アクリロイル基の
エステル化度

(AcE or AcC = 0.01～2.0)

０．７７ ０．０５
（アクリロイル基の導入量が少なくてもフィ

ルムになる。）

UV光の照射時間
（365 nm, 10 mW/cm2)

約４０分 約１０分
（短時間のUV照射でもフィルムになる。）

反射光の強度 約１５％ 約３０％（反射光強度が高い。）

ゴム弾性
（引張試験機で測定）

＜ フィルムの弾性が良い。
アクリロイル基の寄与に加えて、

カルバメート結合の水素結合が

寄与していると推察している。

HPC混合アクリルエステルと
HPC混合アクリルカルバメート/エステルとの特性比較

【架橋性セルロース誘導体の特性の比較】



11【本発明のモチベーション】
Ø 架橋性セルロース誘導体は、加熱をすることでコレステリック液晶由来のブ

ラッグ反射が可視波長領域で発現した。したがって、セルロース液晶エラス
トマー膜を作製するためには、加熱をしながら紫外線照射をしなければなら
なかった。

Ø これまでのセルロース液晶エラストマー膜は圧縮力によってブラッグ反射が
応答するが、ゴム弾性が不十分であるために、ブラッグ反射の圧力応答性が
低かった。

古海 誓一, 鈴木 花菜, 府川 将司、特願2018-014066.

～ これまでの研究での課題 ～

架橋性セルロース誘導体を用いて、室温で可視波長のブラッグ反射を示
す架橋性リオトロピック・コレステリック液晶を調整し、ブラッグ反射
の圧力応答性に優れたセルロース液晶エラストマー膜の作製を目指す。
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【リオトロピック液晶（HPC-AcC/PrE_BA）】



13【ブラッグ反射の圧力応答性の比較】
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【想定される用途】
Ø 社会インフラセンサー

本セルロース液晶エラストマー膜を崩落の危険性のあるトンネ
ルの外壁などに貼り付ける。構造物にクラックや歪みが生じた
場合、反射色が変化するので、いち早く危険性を検知できる。

Ø ウェアラブルセンサー
本セルロース液晶エラストマー膜を人体の表面に貼り付ける。

たとえば、手首に貼り付ければ、脈拍センサーとして応用でき
る可能性がある。また、褥瘡（床ずれ）の簡便な早期診断が可
能になる。

Ø 反射型ディスプレイ
簡便かつ低コストなカラー表示材料として応用できる。
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Ø 本発明では、紙、綿、パルプの主成分であるセルロースに
着目して、新しいコレステリック液晶エラストマー膜を創製
した。

Ø 医薬品などの凝固剤として使われているヒドロキシプロピ
ルセルロースから、簡単な化学反応によって架橋性セルロー
ス誘導体を合成し、反射特性とゴム弾性を併せ持ったコレス
テリック液晶エラストマーを調製できた。しかも、歪みセン
サーや凹凸センサーとして応用できることを見出した。

Ø 架橋性セルロース誘導体の化学構造などによって、コレス
テリック液晶エラストマー膜のゴム弾性を調整できる。

【新技術の特徴】
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【実用化に向けた課題】
Ø セルロース液晶エラストマー膜に圧縮もしくは延伸の

力を加えた場合の反射波長のシフトについて、今後も実
験を積み重ねて、データを蓄積する必要がある。

Ø セルロース液晶エラストマー膜の特徴である膜の変形
率と反射波長のシフト量が不十分である。これらの特性
値が最大となる架橋性セルロース誘導体を合成し、評価
を行う。

Ø 反射率の向上には、コレステリック液晶の分子らせん
構造を高配向にする必要があるので、配向処理の手法に
ついて最適化する。
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【企業への期待】
Ø 新しい架橋性セルロース誘導体の開発に協力して下さ

る化学・材料関連の企業と共同研究を実施したい。
Ø 反射特性とゴム弾性を兼ね備えたセルロース液晶エラ

ストマー膜の機械的特性評価について協力して下さる精
密機器関連の企業と共同研究を実施したい。

Ø 社会インフラセンサーの実用化研究について協力して
下さる建設関連の企業と共同研究を実施したい。

Ø ウェアラブルセンサーの萌芽的研究について協力して
下さる医療機器関連の企業と共同研究を実施したい。



18【本技術に関する知的財産権】
• “液晶材料、液晶フィルム及びその製造方法、センサー、並びに、光学素子”
• 出願番号： 特願2016-186266（2016年9月23日 出願）

特開2018-48289（2018年3月29日 公開）
• 発明者： 古海 誓一・鈴木 花菜・石﨑 拓郎（東京理科大学）

• “リオトロピック液晶材料、リオトロピック液晶フィルム及びその製造方法、
センサー、並びに、光学素子”

• 出願番号： 特願2018-014066（2018年1月30日 出願）
• 発明者： 古海 誓一・鈴木 花菜・府川 将司（東京理科大学）

• “液晶材料、液晶フィルム及びその製造方法、センサー、並びに、光学素子”
• 出願番号： 特願2018-063259（2018年3月28日 出願）
• 発明者： 古海 誓一・府川 将司・鈴木 達也・鈴木 花菜（東京理科大学）

• “分散物及びその製造方法”
• 出願番号： 特願2018-122541（2018年6月27日 出願）
• 発明者： 古海 誓一・小池 尊（東京理科大学）



19【産学連携の経歴】
• 1998～2001年（東京工業大学大学院、指導教員: 市村 國宏 先生）

博士課程の時に、富士フイルム(株)と共同研究を実施した。

• 2010～2014年（物質・材料研究機構）
JST・さきがけ「ナノシステムと機能創発」領域で研究に従事した。
（領域総括: 長田 義仁 先生）

• 2010～2013年（物質・材料研究機構）
複数企業との共同研究を実施した。

• 2014～2015年（東京理科大学)
JST・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)
フィージビリティスタディステージ 探索タイプで研究に従事した。

• 2016年～現在（東京理科大学）
現在、複数企業とのNDAを締結している。
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問い合わせ先

東京理科大学

研究戦略・産学連携センター

ＴＥＬ ０３－５２２８－７４４０

ＦＡＸ ０３－５２２８－７４４１

e-mail ｕｒａ＠ａｄｍｉｎ.ｔｕｓ.ａｃ.ｊｐ
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