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(57)【要約】
【課題】 カードラン分子自体がゲル化機能と液晶形成
機能を併せ持つとともに、人体に害を及ぼさず生分解性
を有し、光学的に複屈折率の勾配を有するカードランか
らなる液晶ゲルを複屈折率、透明性及びゲル強度の制御
をして製造する。
【解決手段】 カードランからなる液晶ゲルは、糸状、
円柱状又は球状に形成され、糸状及び円柱状の場合、長
手方向に垂直な断面で観察したときに、また球状の場合
直径方向で観察したときに、それぞれ中心から放射状に
配向しかつ同心円状の多層構造を有する。円柱状液晶ゲ
ルは、アルカリ性水溶液にカードランを溶解してなる原
液を透析膜チューブに充填密封した後、カルシウム塩を
含む水溶液中に浸漬して原液を透析することにより生成
され、生成された円柱状液晶ゲルをＤＭＳＯに浸漬する
ことにより、光学的性質並びに力学的性質が向上される
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルカリ性水溶液にカードラン又は再生カードランであるパラミロンを溶解して原液を
調製する工程と、
前記原液を透析膜のチューブに充填して密封する工程と、
前記チューブに充填密封した原液をカルシウム塩、マグネシウム塩、ストロンチウム塩
、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバルト塩、或いはアルミニウ
ム塩を含む水溶液中に浸漬して前記原液を透析することにより、カードラン分子のコンフ
ォメーション変化とカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、銅、鉄、マ
ンガン、カドミウム、コバルト、或いはアルミニウムによって誘発された架橋を生じさせ
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てチューブ長手方向に垂直な断面で観察したときに中心から放射状に配向しかつ同心円状
の多層構造を有する円柱状液晶ゲルを前記チューブ内に生成する工程と、
前記チューブ内に生成された円柱状液晶ゲルを前記チューブとともに或いは前記チュー
ブから取出してジメチルスルホキシド又はジメチルスルホキシドを含む溶液に浸漬する工
程と
を含むことを特徴とするカードランからなる液晶ゲルの製造方法。
【請求項２】
アルカリ性水溶液にカードラン又は再生カードランであるパラミロンを溶解して原液を
調製する工程と、
前記原液をカルシウム塩、マグネシウム塩、ストロンチウム塩、バリウム塩、銅塩、鉄
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塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバルト塩、或いはアルミニウム塩を含む水溶液中に滴
下して前記水溶液中において液滴全周囲に透析膜を形成するとともに前記原液を透析する
ことにより、カードラン分子のコンフォメーション変化とカルシウム、マグネシウム、ス
トロンチウム、バリウム、銅、鉄、マンガン、カドミウム、コバルト、或いはアルミニウ
ムによって誘発された架橋を生じさせて直径断面で観察したときに中心から放射状に配向
しかつ同心円状の多層構造を有する球状液晶ゲルを前記透析膜内に生成する工程と、
前記得られた球状液晶ゲルをジメチルスルホキシド又はジメチルスルホキシドを含む溶
液に浸漬する工程と
を含むことを特徴とするカードランからなる液晶ゲルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、カードランからなる糸状、円柱状、球状の液晶ゲルを製造する方法に関する
。更に詳しくは、生成した液晶ゲルの複屈折率、ゲル強度を制御し得るカードランからな
る液晶ゲルの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
カードランは生体に対する毒性がないため、食品、医薬品等の種々の用途に供せられて
いる。多くの場合、カードランはハイドロゲルとして用いられる。ハイドロゲルの調製方
法としては、カードラン粉末を水に分散して加熱することによりゲル化させる方法や、ア
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ルカリ性水溶液にカードランが溶解した溶解液から中和などによって溶解性物質を前記溶
解液から減少させてゲル化した後、所定の形状に成形する方法が開示されている（例えば
、特許文献１参照。）。
一方、カードランをアルカリ性水溶液に溶解して調製した紡糸原液を、アルカリ土類金
属塩、又はアルカリ金属塩を主成分とする非酸性水溶液からなる凝固浴に吐出して糸条を
形成させることを特徴とするカードラン繊維の製造方法が開示されている（例えば、特許
文献２参照。）。
【特許文献１】特公昭４８−４４８６５号公報（特許請求の範囲）
【特許文献２】特開平７−３１０２３８号公報（請求項１）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、特許文献１及び２に記載された方法は、均質なゲル化したカードランを
製造することを目的とするだけであって、本発明のようなカードラン分子自体がゲル化機
能と液晶形成機能を併せ持つようにカードランからなる液晶ゲルを製造するものではない
。
【０００４】
本発明の第１の目的は、カードラン分子自体がゲル化機能と液晶形成機能を併せ持つカ
ードランからなる液晶ゲルの製造方法を提供することにある。
本発明の第２の目的は、人体に害を及ぼさず、生分解性を有するカードランからなる液

10

晶ゲルの製造方法を提供することにある。
本発明の第３の目的は、光学的に複屈折率の勾配を有するカードランからなる液晶ゲル
の製造方法を提供することにある。
本発明の第４の目的は、複屈折率、透明性及びゲル強度を制御し得るカードランからな
る液晶ゲルの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の製造方法における「液晶ゲル」とは、カードラン分子の凝集状態が液晶である
とともにゲルであるものをいい、円柱状液晶ゲルは、糸状又は円柱状に形成され、長手方
向に垂直な断面で観察したときに中心から放射状に配向しかつ同心円状の多層構造を有し
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、球状液晶ゲルは、球状に形成され、直径断面で観察したときに中心から放射状に配向し
かつ同心円状の多層構造を有する。
【０００６】
請求項１に係る発明は、アルカリ性水溶液にカードラン又は再生カードランであるパラ
ミロンを溶解して原液を調製する工程と、原液を透析膜のチューブに充填して密封する工
程と、チューブに充填密封した原液をカルシウム塩、マグネシウム塩、ストロンチウム塩
、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバルト塩、或いはアルミニウ
ム塩を含む水溶液中に浸漬して原液を透析することにより、カードラン分子のコンフォメ
ーション変化とカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、銅、鉄、マンガ
ン、カドミウム、コバルト、或いはアルミニウムによって誘発された架橋を生じさせてチ
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ューブ長手方向に垂直な断面で観察したときに中心から放射状に配向しかつ同心円状の多
層構造を有する円柱状液晶ゲルをチューブ内に生成する工程と、チューブ内に生成された
円柱状液晶ゲルをチューブとともに或いはチューブから取出してジメチルスルホキシド（
以下、ＤＭＳＯという。）又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬する工程とを含むことを特徴と
するカードランからなる液晶ゲルの製造方法である。
請求項２に係る発明は、アルカリ性水溶液にカードラン又は再生カードランであるパラ
ミロンを溶解して原液を調製する工程と、原液をカルシウム塩、マグネシウム塩、ストロ
ンチウム塩、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバルト塩、或いは
アルミニウム塩を含む水溶液中に滴下して水溶液中において液滴全周囲に透析膜を形成す
るとともに原液を透析することにより、カードラン分子のコンフォメーション変化とカル
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シウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、銅、鉄、マンガン、カドミウム、コ
バルト、或いはアルミニウムによって誘発された架橋を生じさせて直径断面で観察したと
きに中心から放射状に配向しかつ同心円状の多層構造を有する球状液晶ゲルを透析膜内に
生成する工程と、得られた球状液晶ゲルをＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬する工
程とを含むことを特徴とするカードランからなる液晶ゲルの製造方法である。
【発明の効果】
【０００７】
本願請求項１に係る方法では、所定のアルカリ濃度と温度を有するアルカリ性水溶液に
所定の割合でカードランを溶解することにより所望の粘性を有する原液が調製され、この
原液を充填密封した透析チューブを所定の濃度と温度を有するカルシウム塩、マグネシウ
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ム塩、ストロンチウム塩、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバル
ト塩、或いはアルミニウム塩を含む水溶液中に浸漬して透析することにより、カードラン
分子のコンフォメーション変化とカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム
、銅、鉄、マンガン、カドミウム、コバルト、或いはアルミニウムによって誘発された架
橋を生じさせてチューブ長手方向に垂直な断面で観察したときに中心から放射状に配向し
かつ同心円状の多層構造を有する円柱状液晶ゲルがチューブ内に生成される。このチュー
ブ内に生成された円柱状液晶ゲルをチューブとともに或いはチューブから取出してＤＭＳ
Ｏ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬することで、液晶ゲルの光学的物性及びゲル強度が制御
される。この液晶ゲルはカードラン分子自体がゲル化機能と液晶形成機能を併せ持つ特徴
を有する。
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【０００８】
請求項２に係る発明は、上記原液を所定の濃度と温度を有するカルシウム塩、マグネシ
ウム塩、ストロンチウム塩、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバ
ルト塩、或いはアルミニウム塩を含む水溶液中に滴下してこの水溶液中において液滴全周
囲に透析膜を形成するとともに原液を透析することにより、カードラン分子のコンフォメ
ーション変化とカルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、バリウム、銅、鉄、マンガ
ン、カドミウム、コバルト、或いはアルミニウムによって誘発された架橋を生じさせて直
径断面で観察したときに中心から放射状に配向しかつ同心円状の多層構造を有する球状液
晶ゲルが透析膜内に生成される。得られた球状液晶ゲルはＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶
液に浸漬することで液晶ゲルの光学的物性及びゲル強度が制御される。この液晶ゲルはカ
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ードラン分子自体がゲル化機能と液晶形成機能を併せ持つ特徴を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
以下、本発明の最良の実施の形態について説明する。
本発明で使用するカードラン又は再生カードランであるパラミロンは、β−１，３グル
カン構造をもつ多糖類である。本発明における「カードラン」はカードランは勿論、再生
カードランであるパラミロンをも含む。ここではカードランを用いた３つの液晶ゲルの製
造方法について述べる。なお、パラミロンを用いての液晶ゲルの製造は、入手可能なパラ
ミロンの分子量がカードランより小さいために原液への溶解量をカードランよりも３〜５
倍程度に多くする以外、カードランと同様に行うことができる。
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【００１０】
(a) 第 １ の 液 晶 ゲ ル の 製 造 方 法 （ 円 柱 状 液 晶 ゲ ル の 製 造 方 法 ）
先ずカードランをアルカリ性水溶液に溶解して原液を調製する。このときのアルカリ性
水溶液は、ｐＨを広く調節できること、カルシウム塩、マグネシウム塩、ストロンチウム
塩、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバルト塩、或いはアルミニ
ウム塩との反応により中和されること、中性から弱アルカリ性までの液晶ゲルを形成でき
ること、及びカードランに対する溶解性が高いこと等の理由から、水酸化ナトリウム、水
酸化カリウム又は水酸化リチウムの水溶液であることが好ましい。アルカリ性水溶液のア
ルカリ濃度は０．０５〜２規定の範囲内に調整することが好適である。好ましくは０．２
〜１．０規定であり、より好ましくは０．２〜０．４規定である。またアルカリ性水溶液
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の温度は０〜４０℃の範囲内が好適である。好ましくは１０〜２０℃である。またカード
ランの溶解割合はアルカリ性水溶液１００重量部に対して０．５〜１２重量部が好適であ
る。好ましくは４〜９重量部であり、より好ましくは５〜７重量部である。アルカリ濃度
が上限値以上又はカードランの量が下限値未満ではカードランがゲル化してもカードラン
自体に液晶形成機能を付与することができず、カードランの濃度が上限値を越えると粘性
が増加し均質な溶液を得ることが困難になる。パラミロンの溶解割合はアルカリ性水溶液
１００重量部に対して１０〜３０重量部が好適である。特にアルカリ濃度が上限値を越え
る場合、カードランの分解反応が速く進むため黄色から褐色に着色するとともに分子量が
低下する等の副反応が起こるという不具合を生じる。アルカリ濃度が下限値未満ではゲル
化はするが液晶はできない。水溶液の温度が下限値未満では溶液が凝固し、また上限値を
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越えると次のチューブに充填する前でゲル化が開始してしまう不具合を生じる。
【００１１】
次いで得られた原液を透析膜のチューブに充填する。充填前にチューブの下端は封止さ
れる。透析膜としては、特に制限はなく、酢酸セルロース、ポリメチルメタクリレート等
が例示されるが、セルロース系透析膜が好ましい。ここで透析チューブの膜厚及び直径に
より、ゲル化の速度及び得られるゲルの液晶性と層構造が変化する。最終的に得られる円
柱状液晶ゲルの直径はチューブの直径に依存する。チューブの直径及び長さは液晶ゲルの
用途に応じて決められる。例えば直径６ｍｍ〜１０ｃｍの範囲から選択され、このチュー
ブからは直径６ｍｍ〜１０ｃｍの円柱状液晶ゲルが得られる。原液をチューブに充填した
後、チューブの上端を封止することにより、原液がチューブに充填密封される。
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【００１２】
次にチューブに充填密封された原液をカルシウム塩を含む水溶液中に浸漬する。このと
きのカルシウム塩を含む水溶液は、塩化カルシウム、硝酸カルシウム又は酢酸カルシウム
の水溶液であることが、配向性や力学的強度などの物性が良い液晶ゲルが得られるため好
ましい。液晶ゲルを得るための水溶液のカルシウム濃度は０．０２規定から飽和濃度であ
る。好ましくは０．０２〜７．２規定であり、より好ましくは０．１〜３規定であり、更
により好ましくは０．５〜２規定である。カルシウム濃度が下限値未満では液晶ゲルが生
成されず、上限値を越えるとゲルが収縮し過ぎるという不具合を生じる。またこの水溶液
の調製時の温度は０℃以上が好ましく、１５℃以上がより好ましい。更にこの水溶液の透
析時の温度は０〜４５℃である。好ましくは０〜２５℃であり、より好ましくは１５〜２
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５℃である。調製時の温度が下限値未満ではカルシウム塩が均一に溶解せず、また透析時
の温度が下限値未満では溶液が凝固してしまう不具合がある。透析時の温度が上限値を越
えると透析中にカードランの分子量が低下するとともに、分解したカードランがゲル中に
沈殿する等の副反応が生じるという不具合を生じる。チューブをカルシウム塩を含む水溶
液に浸漬すると、透析膜のチューブ内のＯＨアニオンがチューブ外に拡散し、一方チュー
ブ外の解離したＣａカチオンがチューブ内に拡散する。上記透析によりチューブ内に円柱
状液晶ゲルが生成する。チューブの直径に応じた直径の円柱状液晶ゲルが生成される。
【００１３】
次に、チューブ内に生成された円柱状液晶ゲルをチューブとともに或いはチューブから
取出してＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬する。生成された円柱状液晶ゲルをＤＭ
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ＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬することにより、カードランからなる液晶ゲルの複屈
折率や透明性などの光学的物性及びゲル強度などの力学的性質を向上させることができる
。生成された円柱状液晶ゲルの光学的物性をＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬する
ことにより変化させることができる理由は明らかではないが、カードランとＤＭＳＯの高
い親和性によりゲルネットワークが広がり、液晶を形成しているカードランの会合体が延
伸されるためではないかと考えられる。
【００１４】
生成された円柱状液晶ゲルの光学的物性は、ＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液への浸漬
する時間によって、複屈折率と透明性を所望の割合に制御することができる。生成された
カードランからなる液晶ゲルの複屈折率は、円周の外縁から中心に向かって徐々に低下し
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ているが、ＤＭＳＯへの浸漬により、円周の外縁から中心付近に向かって徐々に複屈折率
が上昇する液晶ゲルに成形し直すことができる。ＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液への浸
漬時間は３分〜１０時間が好適である。好ましくは１０分〜５時間、より好ましくは２０
分〜２時間である。浸漬時間が３分未満では複屈折率の向上などの変化が少なく、１０時
間を越えるとゲルが膨潤してしまい、ゲル強度など諸物性の低下が著しくなる。
【００１５】
ＤＭＳＯを含む溶液は、ＤＭＳＯと、ＤＭＳＯを溶解することが可能であって、カード
ランとの親和性が悪くない溶媒とを任意の割合で混合した溶液である。溶媒としては水や
アセトンなどのケトン類、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノールなど
のアルコール類、酢酸、蟻酸などの弱酸、硝酸亜鉛などの水溶液が挙げられる。ＤＭＳＯ
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を含む溶液に生成された液晶ゲルを浸漬する場合、その溶液の混合割合を変化させること
でも、液晶ゲルの複屈折率と透明度を制御することができる。ＤＭＳＯを含む溶液への浸
漬は、ＤＭＳＯに浸漬する場合に比べて急激に複屈折率等が変化することがないため、光
学的物性の精密な制御をする際に好適である。生成された円柱状液晶ゲルをＤＭＳＯ又は
ＤＭＳＯを含む溶液に浸漬する際の温度範囲は１８〜８０℃、好ましくは２０〜５０℃、
より好ましくは２０〜３０℃である。１８℃未満ではＤＭＳＯが凝固してしまい、８０℃
を越えると溶媒が気化するといった不都合を生じる。
【００１６】
ＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬した液晶ゲルをチューブから取り出し、チュー
ブ長手方向に垂直に液晶ゲルを切断し切断面を自然光で観察すると、図１の模式図に示す
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ように、中心から放射状に配向しかつ同心円状の多層構造を有する上、中心と外周縁では
配向度の異なる円柱状液晶ゲル１０が得られる。これはチューブ内に拡散したＯＨアニオ
ンとＣａカチオンにより、カードランにコンフォメーション変化が起こるとともにカード
ランが架橋したためである。カードラン分子の秩序正しさは、層が透析チューブの中心に
向かうに従って同心状の液晶層の曲率が増大することにより減少する。 図１に示した液
晶ゲルは液晶の配向度が異なるため、光学的に複屈折率の勾配を有し、また円柱体外周部
分の液晶ゲルの内側には、立体障害により同心円状でしかもリング状のアモルファス層１
１が存在する。アモルファス層１１は液晶構造を有しないが、アモルファス層の内側は液
晶構造を有する。液晶ゲル１０の半径をＲ0、アモルファス層１１のリング外径をＲ1とす
るとき、Ｒ0−Ｒ1＝δが液晶層の厚さである。本発明の液晶ゲルは、δ／Ｒ0が０．１５
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以上の値を有することが好ましく、０．４以上の値を有することが更に好ましい。また液
晶ゲルの直径が大きい場合には、アモルファス層は同心円状に複数形成される。特にアル
カリ性水溶液のアルカリ濃度が０．２〜０．４規定の範囲で、カードラン濃度が４〜９重
量部で、しかもカルシウム濃度が０．５〜２規定の範囲ではδ／Ｒ0が０．１５以上にな
る。カードランからなる液晶ゲルの屈折率勾配や透明性などの構造は液晶ゲルの構成成分
濃度によっても制御することができる。
【００１７】
なお、カルシウム塩を含む水溶液を用いた場合に最も形状が整った液晶ゲルを製造する
ことができるが、このカルシウム塩を含む水溶液に代えて、マグネシウム塩、ストロンチ
ウム塩、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバルト塩、或いはアル
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ミニウム塩を含む水溶液を用いてカードランからなる液晶ゲルを製造することができる。
このうち、３価の鉄塩、アルミニウム塩を含む水溶液を用いた場合が比較的形状の整った
液晶ゲルを製造することができる。上記マグネシウム塩、ストロンチウム塩、バリウム塩
、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバルト塩、或いはアルミニウム塩を含む水
溶液の濃度はカルシウム塩を含む水溶液と同程度として良い。また、上記マグネシウム塩
、ストロンチウム塩、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバルト塩
、或いはアルミニウム塩を含む水溶液は、塩化物のような水溶性塩であれば液晶ゲルを製
造することができる。
【００１８】
(b) 第 ２ の 液 晶 ゲ ル の 製 造 方 法 （ 球 状 液 晶 ゲ ル の 製 造 方 法 ）
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第１の製造方法と同様に原液及びカルシウム塩を含む水溶液を調製する。この原液を調
製するときのアルカリ性水溶液のアルカリ濃度及びカードランの含有量は、透析膜を自己
形成させるために、界面張力により形を球状に保てる程度の粘性が必要であるという点で
第１の製造方法と異なる。即ち、アルカリ性水溶液のアルカリ濃度は０．０５〜１規定の
範囲内に調整することが好適である。好ましくは０．２〜０．８規定であり、より好まし
くは０．２〜０．４規定である。また、カードラン濃度はアルカリ性溶液１００重量部に
対して３〜１２重量部であり、好ましくは４〜９重量部であり、より好ましくは５〜７重
量部である。さらに、カルシウム塩を含む水溶液のカルシウム濃度は、透析膜を自己形成
させるために、即座に架橋を生じなくてはならないという理由から、０．１規定以上でな
くてはならない点で第１の製造方法と異なる。即ち、この水溶液のカルシウム濃度は０．
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１規定から飽和濃度である。好ましくは０．１〜７．２規定である。より好ましくは０．
１〜３規定であり、更により好ましくは１〜２規定である。なお、アルカリ性水溶液の温
度及びカルシウム塩を含む水溶液の温度は、それぞれ第１の製造方法と同じである。
【００１９】
第 ２ の 製 造 方 法 で は 、 透 析 膜 の チ ュ ー ブ の 代 わ り に シ リ ン ジ （ syringe） 又 は ノ ズ ル を
用いる。最終的に得られる球状液晶ゲルの直径はシリンジ又はノズルの吐出口の口径に依
存する。このシリンジ又はノズルの吐出口の口径は液晶ゲルの用途に応じて決められる。
例えば、１μｍ〜１ｍｍの範囲から選択され、このシリンジ又はノズルからは直径１００
μｍ〜４ｍｍの球状液晶ゲルが得られる。原液をシリンジ又はノズルに充填した後、吐出
口を下方に向けてシリンジ又はノズルをカルシウム塩を含む水溶液の液面より１〜１５ｃ
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ｍ上方の所定の位置に固定する。
【００２０】
次いでシリンジ又はノズルの内部を加圧することにより、シリンジ又はノズルに充填さ
れた原液をカルシウム塩を含む水溶液中に滴下させる。原液が液滴の形態で水溶液中に泳
動する間において液滴全周囲に透析膜が形成される。この透析膜はＣａカチオンにより誘
発されたカードラン分子からなる。この状態を維持すると、液滴を構成していた原液が透
析され、透析膜内部に球状液晶ゲルが生成される。シリンジ又はノズルの吐出口の口径に
応じた直径の球状液晶ゲルが生成される。
【００２１】
次に、生成された球状液晶ゲルを第１の製造方法と同様にＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む
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溶液に浸漬する。生成された球状液晶ゲルをＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬する
ことにより、カードランからなる液晶ゲルの複屈折率や透明性などの光学的物性及びゲル
強度などの力学的性質を向上させることができる。
【００２２】
この球状液晶ゲルを半球になるように直径方向に切断し切断面を観察すると、図示しな
いが、球状液晶ゲルは、外殻を有し、中心から放射状に配向しかつ同心円状の多層構造を
有する中心と外周縁では配向度の異なる構造になっている。この液晶ゲル部分の内側にも
、第１の製造方法で作られた円柱状液晶ゲルと同様に、立体障害により同心円状でしかも
リング状のアモルファス層が存在する。この構造が形成されるメカニズムは円柱状液晶ゲ
ルと同じである。
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【００２３】
なお、この第２の製造方法においても、カルシウム塩を含む水溶液に代えて、マグネシ
ウム塩、ストロンチウム塩、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバ
ルト塩、或いはアルミニウム塩を含む水溶液を用いてカードランからなる液晶ゲルを製造
することができる。
【００２４】
(c) 第 ３ の 液 晶 ゲ ル の 製 造 方 法 （ 糸 状 液 晶 ゲ ル の 製 造 方 法 ）
上記第２の製造方法と同一の原液、カルシウム塩を含む水溶液、シリンジ又はノズルを
用意する。第２の製造方法のようにシリンジ又はノズルの吐出口から原液をカルシウム塩
を含む水溶液に滴下することなく、吐出口から連続的に糸状に吐出する。これにより原液
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が糸状体の形態で水溶液中に泳動する間において糸状体全周囲に透析膜が形成される。球
状液晶ゲルと同様にこの状態を維持すると、糸状体を構成していた原液が透析され、透析
膜内部にシリンジ又はノズルの吐出口の口径に応じて太さ１００μｍ〜４ｍｍの糸状液晶
ゲルが得られる。
【００２５】
次に、糸状液晶ゲルを第１の製造方法と同様にＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬
する。生成された糸状液晶ゲルをＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬することにより
、カードランからなる液晶ゲルの複屈折率や透明性などの光学的物性及びゲル強度などの
力学的性質を向上させることができる。
【００２６】
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なお、この第３の製造方法においても、カルシウム塩を含む水溶液に代えて、マグネシ
ウム塩、ストロンチウム塩、バリウム塩、銅塩、鉄塩、マンガン塩、カドミウム塩、コバ
ルト塩、或いはアルミニウム塩を含む水溶液を用いてカードランからなる液晶ゲルを製造
することができる。
【００２７】
また、本実施の形態では、ＤＭＳＯ又はＤＭＳＯを含む溶液に浸漬した後の液晶ゲルを
純水又は金属塩水溶液に浸漬することにより、複屈折率を可逆的に変化させることができ
る。
【実施例】
【００２８】
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次に本発明の実施例を比較例とともに詳しく説明する。
＜実施例１＞
２５℃の０．３規定（０．３Ｍ）の水酸化ナトリウム水溶液に市販の分子量５．９×１
5

０ のカードランを５重量％の割合で溶解して原液を調製した。この原液１５ｍｌを下端
を封止した市販の酢酸セルロースからなる直径２０ｍｍのチューブに注入した後、上端を
封止して密封した。次いで原液を充填密封した透析膜のチューブを１．４規定（８ｇ／１
００ｍｌ）の２０℃の塩化カルシウム水溶液中に浸漬し、２日間維持した。上記原液が透
析され、チューブ内に円柱状ゲルが生成された。次に生成された円柱状ゲルをチューブか
ら取出して２０℃のＤＭＳＯに浸漬し、３０分間維持した。得られた円柱状ゲルを実施例
１とした。
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【００２９】
得られた円柱状ゲルを長軸方向に垂直に５ｍｍの長さに切断した。図２に実施例１で得
られた円柱状ゲルを切断した後の斜視図を示す。また図２の方向Ａから自然光で観察した
実施例１の円柱状ゲルの模式図を図１に示す。図１から明らかなように、自然光の下で同
心円状の複数の層が観察され、ゲルは液晶化していた。外周縁から中心から透明な層と濁
った層とが交互に現れた。これらのリング状の層はチューブの上端から下端まで連続して
パイプ状に形成された。得られた円柱状液晶ゲルは硬く、複屈折率は大きかった。
【００３０】
＜実施例２＞
生成された円柱状ゲルを透析膜のチューブから取出して２０℃のＤＭＳＯに浸漬し、１
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時間維持した以外は実施例１と同様にして円柱状ゲルを得た。この円柱状ゲルを実施例２
とした。
＜実施例３＞
生成された円柱状ゲルを透析膜のチューブから取出して２０℃のＤＭＳＯに浸漬し、２
時間維持した以外は実施例１と同様にして円柱状ゲルを得た。この円柱状ゲルを実施例３
とした。
＜実施例４＞
生成された円柱状ゲルを透析膜のチューブから取出して２０℃のＤＭＳＯに浸漬し、４
時間維持した以外は実施例１と同様にして円柱状ゲルを得た。この円柱状ゲルを実施例４
とした。
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＜実施例５＞
生成された円柱状ゲルを透析膜のチューブから取出して２０℃のＤＭＳＯに浸漬し、６
時間維持した以外は実施例１と同様にして円柱状ゲルを得た。この円柱状ゲルを実施例５
とした。
＜実施例６＞
生成された円柱状ゲルを透析膜のチューブから取出して２０℃のＤＭＳＯに浸漬し、８
時間維持した以外は実施例１と同様にして円柱状ゲルを得た。この円柱状ゲルを実施例６
とした。
【００３１】
＜実施例７＞
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生成された円柱状ゲルを透析膜のチューブから取出して２０℃の５０重量％ＤＭＳＯ水
溶液に浸漬し、３０分間維持した以外は実施例１と同様にして円柱状ゲルを得た。この円
柱状ゲルを実施例７とした。
＜実施例８＞
生成された円柱状ゲルを透析膜のチューブから取出して２０℃の５０重量％ＤＭＳＯの
アセトン溶液に浸漬し、３０分間維持した以外は実施例１と同様にして円柱状ゲルを得た
。この円柱状ゲルを実施例８とした。
【００３２】
＜比較例１＞
２５℃の０．３規定（０．３Ｍ）の水酸化ナトリウム水溶液に市販の分子量５．９×１
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5

０ のカードランを５重量％の割合で溶解して原液を調製した。この原液１５ｍｌを下端
を封止した市販の酢酸セルロースからなる直径２０ｍｍのチューブに注入した後、上端を
封止して密封した。次いで原液を充填密封した透析膜のチューブを１．４規定（８ｇ／１
００ｍｌ）の２０℃の塩化カルシウム水溶液中に浸漬し、２日間維持した。上記原液が透
析され、チューブ内に円柱状ゲルが生成された。この円柱状ゲルを比較例１とした。即ち
、生成された円柱状ゲルをＤＭＳＯやＤＭＳＯを含む溶液に浸漬しなかった。
【００３３】
＜比較評価＞
実施例１〜８、比較例１でそれぞれ得られた円柱状ゲルについて、以下の評価試験を行
った。得られた評価試験の結果を表１にそれぞれ示す。
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（１）複屈折率試験
先ず、得られた円柱状ゲルを長軸方向に垂直に１ｍｍの長さに切断し、厚さｄ＝１ｍｍ
のゲルフィルムとした。次いで平行に設置した二枚の偏光レンズの間に切り出したゲルフ
ィルムを平行に挿入した。これら偏光レンズ及びゲルフィルムに垂直に波長λ＝６３２．
８ｎｍのＨｅ−Ｎｅレーザーを照射し、クロスニコル下での透過光強度Ｉｃ及びオープン
ニコル下における透過光強度Ｉ0をフォトダイオードと電流計を用いて測定し、次の式（
１）から複屈折率Δｎを算出した。複屈折率は半径方向に変化するので、最大複屈折率を
表１に記す。
【００３４】
【数１】
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【００３５】
（２）濁度試験
得られた円柱状ゲルについて分光光度計を用いて全光線の濁度τcを測定した。
【００３６】
【数２】
40

【００３７】
*

ここでＩ は試料への入射光強度である。
【００３８】
（３）ゲル強度試験
直径２ｍｍ、長さ１５ｍｍの真鍮製プローブを取り付けたロードセルを用い、押し込み
法により、得られた円柱状ゲルの変形量と応力を測定し、次の式（３）からゲル強度を算
出した。
【００３９】
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【数３】

【００４０】
（４）液晶層の厚みとゲル半径の比
液晶層の厚みδとゲル半径Ｒ0の比δ／Ｒ0を読み取り顕微鏡により求めた。
（５）膨潤比
円柱状ゲルのＤＭＳＯへの浸漬後の体積と浸漬前の体積の比を求め、膨潤比とした。
【００４１】
【表１】
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【００４２】
表１より明らかなように、実施例１〜８の円柱状ゲルでは比較例１の円柱状ゲルに比べ
て複屈折率や透過率の光学的物性並びにゲル強度に優れた結果が得られた。また、実施例
１〜８の円柱状ゲルのように製造条件により光学的物性並びにゲル強度などの力学的性質
を制御することが可能であることが判った。
【産業上の利用可能性】

30

【００４３】
本発明の液晶ゲルは複屈折率を有するため、円柱状液晶ゲルの場合、これをスライスす
れば偏光レンズに利用できる。また本発明の液晶ゲルは、球状液晶ゲルの場合、原液に薬
成分を含ませておけば、球状液晶ゲル内に薬成分が含有され、液晶ゲルの同心円状の多層
構造に由来して、服薬したときに薬成分が液晶ゲルの外側より放散し、内側薬成分は外側
薬成分が放散した後で順次放散する徐放作用を生じるため、薬物の放出速度を制御可能な
ドラッグデリバリーシステム材料などに利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明実施の形態の円柱状液晶ゲルを模式的に示す断面図である。
【図２】実施例１で得られた円柱状ゲルを切断した後の斜視図である。
【符号の説明】
【００４５】
１０

円柱状液晶ゲル

１１

アモルファス層
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【図１】

【図２】
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