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(57)【要約】
本発明は、例えば、センサー分野における使用におい
て、高速で応答することが可能であり、その上、高い感
度で発色でき、変色可能な液状色素含有組成物を提供す
ることを課題とする。
本発明は、炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数
６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状色素、およ
びバインダー樹脂を含む、液状色素含有組成物を提供す
る。さらに、本発明は、液状色素含有組成物、それを含
む膜、その製造方法、それを含む化学センサー、液状色
素、液状色素の製造方法、液状色素を含む簡易検査用（
創薬および／または診断分析）デバイスまたはキット、
並びに液状色素を含む薄膜発光材料を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
色素、および
バインダー樹脂を含む、液状色素含有組成物。
【請求項２】
前記色素アニオンが、少なくとも２個の酸素原子を有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
前記色素アニオンは、炭素数１〜２０の炭化水素基を有し、
前記色素アニオンを形成する色素は、アゾ色素、ポルフィリン色素、フタロシアニン色
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素、トリフェニルメタン系色素、ナフトキノン色素、アントラキノン色素、ナフタレンテ
トラカルボン酸ジイミド色素、ペリレンテトラカルボン酸ジイミド色素、オリゴフェニレ
ン系色素、オキサゾール系色素、クマリン系色素、フタレイン系色素、ジシアノメチレン
系色素、キナクリドン系色素、ペリレン系、キノフタロン系色素、オキサジン系色素、ポ
リメチン系色素、有機金属錯体系色素、フォトクロミック色素、アントラセン、ルブレン
、ジフェニルテトラセン、ジフェニルアントラセンおよびキサンテン系色素から成る群か
ら選択される少なくとも１種である、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
前記イオン液体カチオンが、ピラゾリウム系カチオン、ピロリジニウム系カチオン、ア
ンモニウム系カチオン、イミダゾリウム系カチオン、ピリジニウム系カチオン、ホスホニ
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ウム系カチオン、スルホニウム系カチオン、およびピペリジニウム系カチオンから成る群
から選択される少なくとも１種である、請求項１〜３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
前記バインダー樹脂が、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレン、ポリプロピレン、
ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチル（アクリル）（ＰＭＭＡ）、ポリエチレンテレフ
タレート、セルロース系樹脂およびポリビニルアルコールから選択される少なくとも１種
である、請求項１〜４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
色素、および
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バインダー樹脂を含み、
変色可逆性を有する、膜。
【請求項７】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
色素、および
バインダー樹脂を含む組成物を、
乾燥膜厚が０．１〜５．０μｍとなるように塗布することを含む、
膜の製造方法。
【請求項８】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む、液
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状色素を含む、化学センサー。
【請求項９】
さらに、バインダー樹脂を含む、請求項８に記載の化学センサー。
【請求項１０】
イオンセンサー、ガスセンサーおよびバイオセンサーから選択される請求項８または９
に記載の化学センサー。
【請求項１１】
アニオン選択性を有するイオンセンサーである、請求項１０に記載の化学センサー。
【請求項１２】
酵素バイオセンサーおよびタンパク質センサーから選択される前記バイオセンサーであ
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る、請求項１０に記載の化学センサー。
【請求項１３】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含み、
前記色素アニオンが疎水性である、液状色素。
【請求項１４】
請求項１３に記載の色素アニオンとイオン液体カチオンとを含む液状色素の製造方法で
あって、色素アニオンを形成し得る色素とイオン液体カチオンを形成し得るイオン液体と
を、溶媒を介して接触させることを含み、水系溶媒を除去することを含み得る、液状色素
の製造方法。
【請求項１５】
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炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
色素、および
バインダー樹脂を含み、
簡易検査用創薬デバイス、簡易検査用創薬キット、簡易検査用診断分析デバイスおよび簡
易検査用診断分析キットからなる群から選択される、簡易検査用デバイスまたはキット。
【請求項１６】
電解質、生理活性物質およびタンパク質から選択される少なくとも１種の検出に用いる
、請求項１５に記載の簡易検査用デバイスまたはキット。
【請求項１７】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
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色素、および
バインダー樹脂を含む、
薄膜発光材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、液状色素を含む組成物、膜、その製造方法、その液状色素を含む化学センサ
ー、液状色素、液状色素の製造方法、その液状色素を含む簡易検査用（創薬および／また
は診断分析）デバイスまたはキット、並びに薄膜発光材料に関する。
【背景技術】
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【０００２】
色素は、様々な用途で用いられており、例えば、センサー用途においては、創薬、診断
に用いる分析用デバイスとして用いられている。また、色素を含む薄膜は、例えば、分析
技術の分野において、注目されている。
【０００３】
非特許文献１には、例えば、血液中の塩素を検出するための蛍光色素を含むセンサーが
開示されている。非特許文献２には、色素をイオン液体溶媒に溶解させ、その溶解物とポ
リ塩化ビニル（ＰＶＣ）とを混合した組成物から形成したアニオンセンサーが開示されて
いる。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】S. Tan.他 Reversible optical sensing membrane for the determinat
ion of chloride in serum. Analytica Chimica Acta, 255 (1991) 35−44.
【非特許文献２】Zhu J.W.他 Applications of hydrophobic room temperature ionic li
quids in ion‑selective optodes. Sensor. Actuator. B‑Chem. 2011;159:256−260
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
色素は、固体粉末状であるため、通常、溶剤または膜形成樹脂等を用いて希釈または溶
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解して、利用される。色素を溶剤等で希釈または溶解すると、その用途に応じて要求され
る色素濃度を満たさないことが多く、例えば、色素濃度を上げる、膜厚を増やす等の対策
が必要である。
非特許文献１および２において開示された技術を含め、例えば、センサー用途において
、センサーの感度を高めるために、色素濃度を上げる、膜厚を増やす等の必要がある。
しかし、固体粉末状の色素の溶解度には限界があり、センサーの感度を高めることは容
易でない。また、膜厚が増加すると、色素の拡散距離が増加し、応答速度が遅くなるとい
う問題が生じている。
このため、例えば、センサー用途において、高感度で、かつ応答速度が速いセンサーが
求められている。
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【０００６】
本発明は、上記現状に鑑み、例えば、センサー、デバイス、キットなどの分野における
使用において、高速で応答することが可能であり、その上、高い感度で発色および／また
は変色可能な液状色素を提供することを目的とする。さらに、本発明は、液状色素を含む
組成物、膜、その製造方法、その液状色素を含む化学センサー、液状色素の製造方法、そ
の液状色素を含む簡易検査用創薬および／または診断分析デバイスまたはキット、並びに
薄膜発光材料を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するため、本明細書は下記態様を提供する。

20

［１］炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む
液状色素、および
バインダー樹脂を含む、液状色素含有組成物。
［２］前記色素アニオンが、少なくとも２個の酸素原子を有する、［１］に記載の組成物
。
［３］前記色素アニオンは、炭素数１〜２０の炭化水素基を有し、
前記色素アニオンを形成する色素は、アゾ色素、ポルフィリン色素、フタロシアニン色
素、トリフェニルメタン系色素、ナフトキノン色素、アントラキノン色素、ナフタレンテ
トラカルボン酸ジイミド色素、ペリレンテトラカルボン酸ジイミド色素、オリゴフェニレ
ン系色素、オキサゾール系色素、クマリン系色素、フタレイン系色素、ジシアノメチレン
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系色素、キナクリドン系色素、ペリレン系、キノフタロン系色素、オキサジン系色素、ポ
リメチン系色素、有機金属錯体系色素、フォトクロミック色素、アントラセン、ルブレン
、ジフェニルテトラセン、ジフェニルアントラセンおよびキサンテン系色素から成る群か
ら選択される少なくとも１つである、［１］または［２］に記載の組成物。
［４］前記イオン液体カチオンが、ピラゾリウム系カチオン、ピロリジニウム系カチオン
、アンモニウム系カチオン、イミダゾリウム系カチオン、ピリジニウム系カチオン、ホス
ホニウム系カチオン、スルホニウム系カチオン、およびピペリジニウム系カチオンから成
る群から選択される少なくとも１つである、［１］〜［３］のいずれか１に記載の組成物
。
［５］前記バインダー樹脂が、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレン、ポリプロピレ
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ン、ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチル（アクリル）（ＰＭＭＡ）、ポリエチレンテ
レフタレート、セルロース系樹脂およびポリビニルアルコールから選択される少なくとも
１種である、［１］〜［４］のいずれか１に記載の組成物。
［６］炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む
液状色素、および
バインダー樹脂を含み、
変色可逆性を有する、膜。
［７］炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む
液状色素、および
バインダー樹脂を含む組成物を、
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乾燥膜厚が０．１〜５．０μｍとなるように塗布することを含む、
膜の製造方法。
［８］炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む
、液状色素を含む、化学センサー。
［９］さらに、バインダー樹脂を含む、［８］に記載の化学センサー。
［１０］イオンセンサー、ガスセンサー、バイオセンサーから選択される［８］または［
９］に記載の化学センサー。
［１１］アニオン選択性を有するイオンセンサーである、［１０］に記載の化学センサー
。
［１２］酵素バイオセンサーおよびタンパク質センサーから選択される前記バイオセンサ
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ーである、［１０］に記載の化学センサー。
［１３］炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含
み、前記色素アニオンが疎水性である、液状色素。
［１４］前記［１３］に記載の色素アニオンとイオン液体カチオンとを含む液状色素の製
造方法であって、色素アニオンを形成し得る色素とイオン液体カチオンを形成し得るイオ
ン液体とを、溶媒を介して接触させることを含み、水系溶媒を除去することを含み得る、
液状色素の製造方法。
［１５］炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含
む液状色素、および
20

バインダー樹脂を含み、
簡易検査用創薬デバイス、簡易検査用創薬キット、簡易検査用診断分析デバイスおよび簡
易検査用診断分析キットからなる群から選択される、簡易検査用デバイスまたはキット。
［１６］電解質、生理活性物質およびタンパク質から選択される少なくとも１種の検出に
用いる、［１５］に記載の簡易検査用デバイスまたはキット。
［１７］炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含
む液状色素、および
バインダー樹脂を含む、
薄膜発光材料。
また、液状色素に含まれる色素アニオンは、少なくとも２個の酸素原子を有してもよく
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、炭素数１〜２０の炭化水素基を有してもよい。
【発明の効果】
【０００８】
本発明の液状色素は、液状で使用でき、溶剤等による希釈、溶解などを行わなくてもよ
い。さらに、高い感度を示し、高速に発色、変色可能な色素である。また、本発明の液状
色素を含む組成物は、高い感度を示し、高速に発色および／または変色可能な膜、化学セ
ンサーなどの製造に効果的である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、ＰＶＣ含量が１０重量％である膜の、フローセル中における膜外観を示
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す図である。
【図２】図２は、[Ｐ66614]2 [ＮＰ]を含む膜における応答時間と、ＰＶＣ濃度の関係と
を示す図である。
【図３】図３は、色素における変色応答の機構を示す概略図である。
【図４】図４（ａ）は、得られた薄い膜に、１Ｍ

ＨＣｌ、１Ｍ

ＮａＯＨ水溶液を交互

に接触させた際の変色の可逆性を示す図である。図４（ｂ）は、得られた薄い膜に、１Ｍ
ＨＣｌ、１Ｍ

ＮａＯＨ水溶液に接触させた１回目の吸収スペクトルと、１２回目の吸

収スペクトルを示す図である。
【図５】図５は、薄膜に各種アニオンを含む緩衝溶液を接触させた際の変色挙動を示す。
【図６】図６（ａ）は、実施例で得られた[Ｐ66614]2[ＮＰ]を含む薄膜に関するコントラ
スト評価の結果である。図６（ｂ）は、色素を溶媒に単に溶解させて製膜した従来型の膜
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に関するコントラスト評価の結果である。
【図７】図７は、本発明における液状色素を含む膜（可視光にて観察）および、紫外線ラ
ンプ照射時の膜外観である。
【図８】図８（ａ）は、[Ｐ66614][４ＭＥ１２ａ]を用いた膜の変色の可逆性を示す図で
あり、図８（ｂ）は、その応答時間を示す図であり、図８（ｃ）は、その膜の塩化物イオ
ンセンサーとしての光学応答を示す図である。
【図９】図９（ａ）は、[４ＭＥ１２ａ]を溶解させて形成した従来型の膜における可逆性
に関する図である。図９（ｂ）は、応答時間を示す図である。
【図１０】図１０は、［Ｐ６６６１４］［ＨＤＯＰＰ］３［ＫＤ−Ｍ７］２を含む可塑化
ＰＶＣ膜の外観写真である。
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【図１１】図１１は、［Ｐ６６６１４］［ＨＤＯＰＰ］３［ＫＤ−Ｍ７］２を含む、可塑
化ＰＶＣ膜の可逆応答性を示す図である。
【図１２】図１２は、［Ｐ６６６１４］［ＨＤＯＰＰ］３［ＫＤ−Ｍ７］２を含む、可塑
化ＰＶＣの各種イオン（カチオン）に対する変色応答挙動を示す図である。
【図１３】図１３は、［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を含む可塑化ＰＶＣ膜の外観写真
である。
【図１４】図１４は、［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を含む可塑化ＰＶＣ膜のスペクト
ル変化とその際の色変化を示す写真である。
【図１５】図１５は、［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を含む可塑化ＰＶＣ膜の各種アニ
オンへの応答挙動を示す図である。
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【図１６】図１６は、［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を含む可塑化ＰＶＣ膜の可逆応答
性と応答時間を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（液状色素）
ある態様において、本発明は、色素アニオンと、イオン液体カチオンとを含む、液状色
素に関する。より詳細には、本発明の実施形態の液状色素は、炭素数５〜５０の色素アニ
オンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む。
例えば、後述する本発明の実施形態の液状色素含有組成物は、前記液状色素とバインダ
ー樹脂とを含む。
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本明細書において、液状とは、室温（２５℃）、１ａｔｍで流動性を有することを意味
する。すなわち、本発明の液状色素は、溶剤等を用いて希釈したり溶解したりすることな
く、流動性を有しているので、そのままの状態で使用できる。
一方、要求される色素濃度を満たすために、溶剤などで希釈して用いてもよく、樹脂中
に分散させて使用してもよい。
このような態様においても、本発明の色素は液状であるので、均一に分散できる。
【００１１】
ここで、本発明の液状色素と、従来から用いられてきた、色素を単に溶剤等に溶解させ
た溶解物との違いについて、説明する。
本発明の液状色素は、色素のアニオンとイオン液体のカチオンとを有する物質である。
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通常、固体粉末状で得られる色素を液状にしたものである。
すなわち、本発明では、色素自体が液状であるため、希釈、溶解等をすることなく、色
素を使用できる。
一方、通常の固体粉末状の色素を単に溶剤等に溶解させた溶解物の場合、色素を一旦希
釈するなどして用いる必要がある。固体粉末状の色素の溶解度には限界上限があるので、
本発明の液状色素とは異なり、所望の機能をもたらすためには、溶解物中の色素濃度を高
くしなければならない場合がある。さらに、本発明の液状色素と比べて、溶解物中の色素
は析出しやすく、用途においては、溶解物を容易に使用できない。
【００１２】
上述したように、本発明の液状色素は流動性を有しているので、例えば、バインダー樹
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脂に対して高い分散性を示すことができる。このため、例えば、液状色素とバインダー樹
脂とを含む組成物から膜を形成した場合、色素が均一に分散し、色素の析出がないまたは
ほとんど生じない膜が得られる。また、色素の析出等により起こり得る膜の崩壊を抑制で
きる。
さらに、本発明の液状色素であれば、バインダー樹脂に対して高い分散性を示すことが
できるので、例えば、乾燥膜厚が０．１〜５．０μｍ、好ましくは０．１〜３．０μｍ、
より好ましくは０．１〜２．０μｍ、例えば、０．１〜１．５μｍである超薄膜を形成で
き、その上、色素が均一に分散した膜を得ることができる。
ある態様においては、例えば、センサー用途においては、薄膜中に、十分量の色素を含
むことができる。
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さらに、例えば、センサー用途に本発明の液状色素を用いる場合、高感度の発色、変色
を実現できる。また、薄膜化しても十分な感度が得られることから、薄膜のメリットであ
る高速応答も得られる。
ある態様においては、本発明の液状色素を含む膜は、フローセル内においても安定して
使用でき、その上、高精度な測定を行える。また、色素は液状であるので、セル内部への
色素の析出を抑制できる。色素の析出を抑制できると、フローセル内に析出、固着した色
素により生じ得るスペクトルへの悪影響を大幅に低減できる。
【００１３】
本発明における、色素アニオンとイオン液体カチオンとを有する液状色素は、イオン交
換率は、４０％以上であってもよい。イオン交換率は、好ましくは５０％以上、より好ま
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しくは６０％以上、特に好ましくは７０％以上、とりわけ好ましくは８０％以上である。
ある態様においては、イオン交換率は９０％〜１００％である。
イオン交換率とは、液状色素に含まれるイオン液体カチオン１モルに対する色素アニオ
ンの割合を示すモル比（百分率）である。イオン交換率の測定は、既知の方法を用いるこ
とができる。
【００１４】
イオン交換率がこのような範囲内であることにより、常温において、液状色素は安定し
た状態で存在できる。さらに、発色、変色などの際においても、液状色素は安定した状態
で存在し得るので、例えば、センサー用途に本発明の液状色素を用いる場合、高感度の発
色、変色を実現できる。また、薄膜化しても十分な感度が得られることから、薄膜のメリ
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ットである高速応答も得られる。このような効果を有することにより、従来のセンサーの
ように、色素濃度を高くする必要がなく、およびセンサーの膜厚を増やす必要がない。
【００１５】
本発明の液状色素は、イオン液体カチオンと色素アニオンがイオン結合したものである
と推定される。イオン液体カチオンと色素アニオンは、任意の価数を有することができる
。例えば、イオン液体カチオンが１価のカチオンであり、色素アニオンが１価のアニオン
である場合、イオン液体カチオンの出発物質であるイオン液体に由来するプロトン数と、
色素アニオンの出発物質である色素に由来するプロトン数とを比較すると、液状色素にお
ける、イオン液体部位：色素部位＝１：０．１〜１：１の範囲内であり得、例えば、イオ
ン液体部位：色素部位＝１：０．５〜１：１の範囲内であり得、より好ましくは、イオン
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液体部位：色素部位＝１：０．８〜１：１の範囲内である。
イオン液体カチオンの出発物質であるイオン液体に由来するプロトン数と、色素アニオ
ンの出発物質である色素に由来するプロトン数との比較は、一般的に核磁気共鳴分析（Ｎ
ＭＲ）法を用いて行うことができる。また、公知の方法、例えば、質量分析法、イオンビ
ーム法などを用いてもよい。
ある態様において、イオン液体カチオンが１価のカチオンであり、色素アニオンが２価
のアニオンである場合、イオン液体カチオンの出発物質であるイオン液体に由来するプロ
トン数と、色素アニオンの出発物質である色素に由来するプロトン数とを比較すると、液
状色素における、イオン液体部位：色素部位＝２：０．１〜２：１の範囲内であり得、例
えば、イオン液体部位：色素部位＝２：０．５〜２：１の範囲内であり得、より好ましく
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は、イオン液体部位：色素部位＝２：０．６〜１：１の範囲内である。プロトン数の比較
は、上述したような公知の方法を用いて行える。
イオン液体部位と色素部位との関係が、上記のような範囲内であることにより、常温に
おいて、液状色素は安定した状態で存在し得る。さらに、発色、変色などの際においても
、液状色素は安定した状態で存在し得る。例えば、センサー用途に本発明の液状色素を用
いる場合、高速での応答ができ、その上、高感度の発色、変色を実現できる。
【００１６】
本発明においては、上記態様に限定されず、色素アニオンが様々な価数を有する場合に
おいても、好ましくは、液状色素における液体部位と色素部位の関係は、当量な関係を示
10

し得る。
【００１７】
（色素アニオン）
本発明における色素アニオンの炭素数は５〜５０、好ましくは８〜４０、例えば、１０
〜３５である。ここで、色素アニオンの炭素数は、色素アニオンの出発物質となる色素の
骨格に含まれる炭素を意味する。このため、後述する、炭素数１〜２０の炭化水素基（例
えばアルキル基）などの置換基に存在する炭素数は、色素アニオンの炭素数に含まれない
。ここで、本発明において炭化水素基は、炭素原子と水素原子のみから構成される。
【００１８】
本発明における色素アニオンは、色素分子（以下、色素ともいう）から、水素イオンと
して電離し得る水素原子を一個以上除いた残りの原子または原子団からなる陰イオンを意

20

味する。
色素アニオンは、好ましくは、１〜５価のアニオンであり、好ましくは１〜３価のアニ
オンである。例えば、色素アニオンは１価のアニオンであり、別の態様では、色素アニオ
ンは２価のアニオンである。
ある態様においては、色素アニオンと組合せるイオン液体カチオンの価数に応じて、色
素アニオンの価数を選択できる。
【００１９】
ある態様において、色素アニオンは、酸素原子、窒素原子および硫黄原子から選択され
る少なくとも１個の原子、好ましくは少なくとも２個の原子を有してもよい。ある態様に
おいて、少なくとも２個の原子は、同一の原子であり、特に、酸素原子である。ある態様
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において、色素アニオンは、少なくとも３個の酸素原子を有してもよい。
このような原子を有することにより、イオン液体カチオンとの結合性が良好になり、イ
オン交換率が高い液状色素を得ることができる。また、色素の有する性質、例えば、変色
性、発色性を良好に発揮できる。
色素アニオンが、酸素原子、窒素原子および硫黄原子を有する態様は、色素内で、例え
ば、二重結合により炭素原子と結合している態様、炭素基と結合している態様を挙げられ
る。ある態様において、色素アニオンは、少なくとも２個の酸素原子を有し、好ましくは
、色素は、分子中に、エステル結合およびエーテル結合の少なくとも１つを有する。
【００２０】
ある態様において、色素アニオンは、少なくとも１個の酸素イオン（Ｏ−）、ハロゲン
−

イオン（Ｘ

）、酢酸イオン（ＣＨ３ＣＯＯ

−
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）、硝酸イオン（ＮＯ３

−

）、硫酸水素イ

オン（ＨＳＯ４−）、硫酸イオン（ＳＯ４２−）を有し得る。
好ましくは、色素アニオンは、少なくとも１個、より好ましくは少なくとも２個の酸素
イオンを有する。色素アニオンが酸素イオンを有することにより、イオン液体カチオンと
の結合により、本発明の液状色素は、常温であっても安定した状態で液状であることがで
きる。
ある態様において、色素アニオンは、上述した少なくとも２個の酸素原子とは別に、少
なくとも１個、より好ましくは少なくとも２個の酸素イオンを有する。酸素イオンは、通
常、酸素アニオンである。
このような態様においては、例えば、色素アニオンは少なくとも２個の酸素原子と、少
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なくとも１個の酸素イオンを有する。このような色素アニオンを有する液状色素は、色素
の有する発色性、変色性を損なうことなく、その上、常温であっても安定した状態で液状
であることができる。
【００２１】
ある態様において、色素アニオンは、炭素数１〜２０の炭化水素基、特に、アルキル基
を有し得る。好ましくは、色素アニオンは、炭素数２〜２０、より好ましくは炭素数５〜
２０、特に好ましくは炭素数５〜１５の炭化水素基、特に、アルキル基を有し得る。
また、炭化水素基の数は、限定されないが、例えば、色素アニオン中、１〜３個の炭化
水素基を有してもよく、炭化水素基は、適宜分岐していてもよい。
色素アニオンがこのような炭素数を有する炭化水素基を有することにより、イオン液体

10

カチオンと色素アニオンの結合がより安定した液状色素を得ることができる。
例えば、イオン液体カチオンの出発物質であるイオン液体に由来するプロトン数と、色
素アニオンの出発物質である色素に由来するプロトン数との比率を、理想的な比率の1：1
に近づけることができ、本発明の液状色素は、常温であっても、より安定した状態で液体
であることができる。
また、色素アニオンが有する炭化水素基長を選択することにより、本発明の液状色素の
粘性を調整できる。例えば、センサー用途に本発明の液状色素を用いる場合、要求される
応答感度、応答速度に応じて、色素アニオンが有する炭化水素基長を選択できる。
さらに、例えば、液状色素をセンサー用途に使用する場合、高い感度と高速応答性をも
たらし得る。

20

また、色素アニオンは、上記した炭化水素基を有することにより、色素アニオンは疎水
性を示し得る。疎水性を示すことにより、色素アニオンは水に溶解しにくくなる。例えば
、イオンセンサーに本発明の液状色素を用いる場合、何回測定しても色素が水溶液側に溶
け出しにくいので、応答の長期安定性を向上できる。このように、本発明の液状色素を含
むことにより、可逆応答の長期安定性に優れたセンサーを作製できる。
【００２２】
色素アニオンの基となる色素の具体例として、光吸収性の色素、光放射性（蛍光性）色
素、光誘起分極性の色素、光導電性の色素、可逆変化性の色素および化学反応性の色素を
挙げることができる。
例えば、本発明の液状色素を、センサー用途において用いる場合、上述の機能を有する
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色素のうち、好ましくは、可逆変化または化学反応などにより変色性を示す色素、および
蛍光発色性を有する色素等の光放射性の色素を選択できる。
【００２３】
可逆変化または化学反応などにより変色性を示す色素は、例えば、色調が可逆的かつ明
確に変化し、その色調変化を視認により、または光学的な読取装置等によって確認できる
ものである。さらに、色素は、経時的に色調変化するものであってもよく、即時に色調変
化するものであってもよい。
【００２４】
蛍光発色色素は、例えば、可視光領域（３８０〜７５０ｎｍ）で視認されず、紫外線（
３８０ｎｍ未満）により励起されて可視光領域に発光波長を有する色素が挙げられる。
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【００２５】
色素アニオンを形成する色素の具体例として、アゾ色素、ポルフィリン色素、フタロシ
アニン色素、トリフェニルメタン系色素、ナフトキノン色素、アントラキノン色素、ナフ
タレンテトラカルボン酸ジイミド色素、ペリレンテトラカルボン酸ジイミド色素、オリゴ
フェニレン系色素、オキサゾール系色素、クマリン系色素、フタレイン系色素、ジシアノ
メチレン系色素、キナクリドン系色素、ペリレン系、キノフタロン系色素、オキサジン系
色素、ポリメチン系色素、有機金属錯体系色素、フォトクロミック色素、アントラセン、
ルブレン、ジフェニルテトラセン、ジフェニルアントラセン、キサンテン系色素等を挙げ
ることができる。
【００２６】
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好ましくは、クマリン系色素、フタレイン系色素、およびキサンテン系色素である。ク
マリン系色素、フタレイン系色素およびキサンテン系色素は、少なくとも２個の酸素原子
を有し得る。さらに、所望により、クマリン系色素、フタレイン系色素およびキサンテン
系色素は、炭素数１〜２０の炭化水素基を有してもよい。
本発明においては、このような色素に基づく色素アニオンであることにより、液状色素
は、色素の有する発色性、変色性を損なうことなく、その上、常温であっても安定した状
態で液状であることができる。
【００２７】
ある態様において、色素は、下記式（Ｉ−ａ）で表されるナフトールフタレイン（フタ
レイン系色素）であってもよく、色素アニオンは、下記式（Ｉ−ｂ）で表される２価のナ
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フトールフタレインアニオンであり得る。ナフトールフタレインおよびナフトールフタレ
インアニオンは、要求され感度、応答速度などに応じて置換基を有してもよい。例えば、
炭素数１〜２０の炭化水素基を有してもよい。
【００２８】
【化１】

20

【００２９】
【化２】
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【００３０】
なお、本発明においては、上記した構造に限定されず、同様の構造を有し得る態様も含
まれる。
【００３１】
ある態様において、色素は、下記式（ＩＩ−ａ）で表されるクマリン系色素であってよ
く、色素アニオンは、下記式（ＩＩ−ｂ）で表される、１価のクマリン系アニオンであり
得る。クマリン系色素およびそのアニオンは、目的に応じて、更に置換基を有してもよい
。例えば、炭素数１〜２０の炭化水素基、特に、アルキル基を有してもよい。
【００３２】

40

(11)

JP WO2018/151311 A1 2018.8.23

【化３】

［式中、Ｒ１は、炭素数１〜２０の炭化水素基を示す。］
【００３３】
好ましくは、Ｒ１は、炭素数５〜２０の炭化水素基、より好ましくは、炭素数５〜１５
の炭化水素基である。
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【００３４】
【化４】

［式中、Ｒ１は、炭素数１〜２０の炭化水素基を示す。］
【００３５】
好ましくは、Ｒ１は、炭素数５〜２０の炭化水素基、より好ましくは、炭素数５〜１５

20

の炭化水素基である。
なお、本発明においては、上記した構造に限定されず、同様の構造を有し得る態様も含
まれる。
【００３６】
ある態様において、色素アニオンを形成する色素として、ビス（４‑オクチルフェニル
）リン酸（ＨＤＯＰＰ）系の色素であってよい。また、色素アニオンを形成する色素とし
て、フルオレセイン系の色素を含んでもよい。これらの色素は、適宜、炭化水素基を導入
した誘導体であってもよい。
【００３７】
（イオン液体カチオン）
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本発明におけるイオン液体は、炭素数６〜６０のイオン液体であり、好ましくは炭素数
１５〜６０、より好ましくは、炭素数１５〜５５である。
【００３８】
イオン液体は、イオン液体あるいは常温溶融塩とも呼ばれ、アニオンとカチオンから構
成されている電解質であり、常温で液体の状態を保つ物質である。
イオン液体の粘度は、常温で融体である限り特に制限されないが、好ましくは１〜２０
０ｍＰａ・ｓである。
【００３９】
本発明において、イオン液体カチオンとは、イオン液体からアニオンを取り除いたもの
であり、イオン液体を構成するカチオンそのものを意味する。
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【００４０】
上述のように、イオン液体カチオンは、イオン液体を形成するカチオンそのものである
ことができる。イオン液体を形成するカチオンとしては、例えば、ピラゾリウム系カチオ
ン、ピロリジニウム系カチオン、アンモニウム系カチオン、イミダゾリウム系カチオン、
ピリジニウム系カチオン、ホスホニウム系カチオン、スルホニウム系カチオン、およびピ
ペリジニウム系カチオンを挙げることができる。
好ましくは、ピラゾリウム系カチオン、ピロリジニウム系カチオン、アンモニウム系カ
チオン、イミダゾリウム系カチオン、ピリジニウム系カチオン、ホスホニウム系カチオン
である。
さらに好ましくは、イオン液体を形成するカチオン、すなわち、イオン液体カチオンは
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、ホスホニウム系カチオンである。
【００４１】
イオン液体を形成するアニオンとしては、Ｃｌ−、Ｂｒ−、Ｉ−、ＮＣＯ３−、ＣＨ３
ＣＯＯ−、ＢＦ４−、ＰＦ６−、ＡｌＣｌ４−、Ａｌ２Ｃｌ７−、ＣｌＯ４−、ＮＯ３−
、ＣＦ３ＣＯＯ−、ＣＨ３ＳＯ３−、ＣＦ３ＳＯ３−、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ−、（ＣＦ
−

、ＡｓＦ６−、ＳｂＦ６−、ＮｂＦ６−、Ｃ４Ｆ９ＳＯ３−、（Ｃ２Ｆ

３ＳＯ２）３Ｃ

−

５ＳＯ２）２Ｎ

、（ＣＦ３ＳＯ２）（ＣＦ３ＣＯ）Ｎ−等を使用することができる。

【００４２】
以下に本発明におけるイオン液体カチオンの出発物質として利用可能なイオン液体を例
10

示する。しかし、これらに限定して解釈されるべきではない。
ピラゾリウム系カチオンを含むイオン液体の具体例としては、
１−エチル−２，３，５−トリメチルピラゾリウム

ビス（トリフルオロメタンスルホニ

ル）イミド、１−プロピル−２，３，５−トリメチルピラゾリウム

ビス（トリフルオロ

メタンスルホニル）イミド、１−ブチル−２，３，５−トリメチルピラゾリウム

ビス（

トリフルオロメタンスルホニル）イミド等が挙げられる。
【００４３】
ピロリジニウム系カチオンを含むイオン液体の具体例としては、１−ブチル−１−メチ
ルピロリジニウム

テトラフルオロボラート、１−ブチル−１−メチルピロリジニウム

ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１−メチル−１−プロピルピロリジニウ
ム

ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１−エチル−１−メチルピロリジニ

ウム
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ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド等が挙げられる。

【００４４】
アンモニウム系カチオンを含むイオン液体の具体例としては、
トリエチルペンチルアンモニウム
ラブチルアンモニウム
チルアンモニウム

ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、テト

ブロミド、テトラブチルアンモニウムクロリド、メチルトリオク

ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、ブチルトリメチルア

ンモニウム

ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、エチルジメチルプロピルア

ンモニウム

ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、テトラエチルアンモニウム

トリフルオロメタンスルホナート、トリメチルプロピル

ビス（トリフルオロメタンス

ルホニル）イミド、ジエチルメチル（２−メトキシエチル）アンモニウム
ロホスファート、ジエチルメチル（２−メトキシエチル）アンモニウム

ヘキサフルオ

30

ビス（トリフル

オロメタンスルホニル）イミド等が挙げられる。
【００４５】
イミダゾリウム系カチオンを含むイオン液体の具体例としては、
１−メチル−３−オクチルイミダゾリウム
３−オクチルイミダゾリウム
ム

ヘキサフルオロホスファート、１−メチル−

テトラフルオロボラート、１，３−ジメチルイミダゾリウ

クロリド、１，３−ジメチルイミダゾリウム

３−メチルイミダゾリウム

クロリド、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム

ド、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム
ゾリウム

ジメチルホスファート、１−エチル−

トリフルオロメタンスルホナート、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム

ｐ−トルエンスルホナート、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム
ト、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム
チルイミダゾリウム

エチルスルファー

ジシアナミド、１−エチル−３−メ

テトラフルオロボラート、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム

ヘキサフルオロホスファート、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム

ビス（トリフ

ルオロメタンスルホニル）イミド、１−メチル−３−プロピルイミダゾリウム
、１−ブチル−３−メチルイミダゾリウム
−メチルイミダゾリウム

ヨージド

クロリド、１−ブチル−３−メチルイミダゾ

ブロミド、１−ブチル−３−メチルイミダゾリウム

ミダゾリウム

40

２−（２−メトキシエトキシ）エチルスル

ファート、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム

リウム

ブロミ

ヨージド、１−エチル−３−メチルイミダ

ヨージド、１−ブチル−３

トリフルオロメタンスルホナート、１−ブチル−３−メチルイ

ヘキサフルオロホスファート、１−ブチル−３−メチルイミダゾリウム
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ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１−ブチル−３−メチルイミダゾリウム
テトラクロロフェラート、１−ヘキシル−３−メチルイミダゾリウム

クロリド、１−

ヘキシル−３−メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスファート、１−ヘキシル−３−
メチルイミダゾリウム
リウム

テトラフルオロボラート、１−エチル−２，３−メチルイミダゾ

ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１−ブチル−２，３−ジメチル

イミダゾリウム

クロリド、１−ブチル−２，３−ジメチルイミダゾリウムテトラフルオ

ロボラート、１−ブチル−２，３−ジメチルイミダゾリウム

ヘキサフルオロホスファー

ト等が挙げられる。
【００４６】
10

ピリジニウム系カチオンを含むイオン液体の具体例としては、
１−エチルピリジニウム
リジニウム

クロリド、１−エチルピリジニウム

クロリド、１−ブチルピリジニウム

ブロミド、１−ブチルピ

ブロミド、１−ブチルピリジニウム

ヘキサフルオロホスファート、１−ブチル−３−メチルピリジニウム
ト、１−ブチル−４−メチルピリジニウム

エチルスルファー

３−（ヒドロキシメチル）ピリジニウム

ヘキサフルオロホスファート、１−エチル−
エチルスルファート等が挙げられる。

【００４７】
ホスホニウム系カチオンを含むイオン液体の具体例としては、
トリヘキシルテトラデシルホスホニウム
、トリヘキシルテトラデシルホスホニウム

ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド

ニウム

クロリド、トリヘキシルテトラデシルホスホ

ホニウム

ブロミド、トリブチルヘキサデシルホスホニウム

ブロミド、テトラブチルホス

ブロミド、トリブチル（２−メトキシエチル）ホスホニウム

20

ビス（トリフル

オロメタンスルホニル）イミド等が挙げられる。
【００４８】
例えば、本発明のイオン液体カチオンが、トリヘキシルテトラデシルホスホニウムのハ
ロゲン化物由来のカチオンである場合、本発明に係るイオン液体カチオンは、トリヘキシ
ルテトラデシルホスホニウム（下記式（III−ａ））となる。
【００４９】
【化５】
30

【００５０】
ある態様において、ホスホニウム系カチオンを含むイオン液体カチオンは、一般式、
Ｐ＋（Ｒ２）４で示すことができる。式中、Ｒ２は、それぞれ同一または異なって、炭素

40

数１〜２０の炭化水素基であり、好ましくは、炭素数６〜２０の炭化水素基、特に、アル
キル基である。
【００５１】
本発明において、色素アニオンとイオン液体カチオンの組合せは、適宜選択できる。
ある態様において、色素アニオンは、クマリン系色素アニオンおよびフタレイン系色素
アニオンから選択される少なくとも１つである。
ある態様において、クマリン系色素アニオンおよびフタレイン系色素アニオンは、少な
くとも２個の酸素原子を有し得る。
さらに、所望により、クマリン系色素アニオンおよびフタレイン系色素アニオンは、炭
素数１〜２０の炭化水素基、特に、アルキル基を有してもよい。
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ある態様において、色素アニオンは、上記式（Ｉ−ｂ）で表されるナフトールフタレイ
ンアニオンであり、イオン液体カチオンは、上記式（III−ａ）で表されるトリヘキシル
テトラデシルホスホニウムであり得る。
ある態様において、色素アニオンは、上記式（ＩＩ−ｂ）で表される、クマリン系アニ
オンであり、イオン液体カチオンは、上記式（III−ａ）で表されるトリヘキシルテトラ
デシルホスホニウムである。
このような組合せであることにより、液状色素は、色素の有する発色性、変色性を損な
うことなく、その上、常温であっても安定した状態で液状であることができる。
さらに、このような組合せを有する液状色素を含む、膜、イオンセンサーなどは、高い
感度を示し、その上、高速応答性を有し得る。

10

【００５２】
（液状色素の製造方法）
本発明は、さらに、色素アニオンとイオン液体カチオンとを含む液状色素の製造方法で
あって、色素アニオンを形成し得る色素と、イオン液体カチオンを形成し得るイオン液体
とを接触させることを含む製造方法を提供する。
ある態様において、液状色素の製造方法は、色素アニオンを形成し得る色素とイオン液
体カチオンを形成し得るイオン液体とを、溶媒を介して接触させ（溶媒の存在下接触させ
）、溶媒、例えば、水等の水系溶媒を除去し得ることを含む。また、所望により、液状色
素の調製時に生成し得る塩、例えば、ナトリウムイオン、塩化物イオンなどを除去しても
よい。

20

【００５３】
例えば、イオン液体カチオンの基になるイオン液体と、色素アニオンの基になる色素を
、適当な溶媒を介して（溶媒の存在下）、１０℃〜４０℃、好ましくは１５℃〜３５℃の
温度、より好ましくは常温２０℃〜２５℃で、０．５〜２４時間、好ましくは０．５〜２
０時間、より好ましくは０．５〜１５時間撹拌し、有機相から溶媒を留去することにより
、本発明における液状色素を製造できる。
例えば、色素アニオンが上記した炭化水素基、好ましくは、上記したアルキル基を有す
ることにより、色素アニオンは疎水性を示し得る。疎水性を示すことにより、色素アニオ
ンは水に溶解しにくくなり、色素は、より高い確率で有機相に存在し得る。これにより、
色素アニオンとイオン液体カチオンの反応をより効率的に行える。

30

なお、用いることができる溶媒は、イオン液体および色素と反応しないものであり、本
発明の液状色素を得られるものであれば、適宜選択できる。例えば、クロロホルム、ヘキ
サン、酢酸エチル、トルエン、ベンゼン等が挙げられる。
また、有機相の洗浄、残留水分の除去などは、公知の方法を用いることができる。
水の除去についても、公知の方法を用いることができる。例えば、脱水剤による乾燥に
より除去でき、これにより、本発明の液状色素に含まれる色素アニオンを形成し得る原料
色素と、イオン液体カチオンを形成し得るイオン液体との結合を破壊すること無く、水を
除去できる。
【００５４】
本発明の製造方法によると、色素アニオンを形成し得る原料色素と、イオン液体カチオ
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ンを形成し得るイオン液体とを、ほぼ当量で結合させることが可能である。
【００５５】
ある態様においては、色素に炭素数１〜２０の炭化水素基を結合させた後、炭化水素基
含有色素とイオン液体とを反応させ、液状色素を形成してもよい。色素とイオン液体の組
合せなどに応じて、色素に炭化水素基を導入することにより、色素とイオン液体とを、ほ
ぼ当量でイオン結合させることができる。
更に、液状色素を製造した後、バインダー樹脂と混合することにより、液状色素含有組
成物を製造できる。この際、本発明の液状色素であれば、溶剤等を用いて更に希釈したり
溶解したりすることなく、流動性を有しているので、そのままの状態で使用できる。この
ような態様においても、本発明の色素は液状であるので、組成物中で均一に分散できる。
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【００５６】
（液状色素含有組成物）
本発明は、さらに、本発明に係る液状色素と、バインダー樹脂とを含む液状色素含有組
成物を提供する。組成物は、炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン
液体カチオンとを含む液状色素、およびバインダー樹脂を含む、液状色素含有組成物であ
る。また、前記組成物において、色素アニオンは、少なくとも２個の酸素原子を有し得る
。別の態様では、色素アニオンは、炭素数１〜２０の炭化水素基を有し得る。ある態様に
おいて、イオン液体カチオンは、ピラゾリウム系カチオン、ピロリジニウム系カチオン、
アンモニウム系カチオン、イミダゾリウム系カチオン、ピリジニウム系カチオン、ホスホ
ニウム系カチオン、スルホニウム系カチオン、およびピペリジニウム系カチオンから成る

10

群から選択される少なくとも１つであり得る。
本発明の組成物は、上記した本発明に係る液状色素とバインダー樹脂とが均一に分散す
るので、例えば、製膜した際、色素の析出を抑制でき、均一な薄膜を形成できる。
なお、組成物は、その目的および用途などに応じて、本発明に係る液状色素に加えて、
既知の材料を有してもよい。また、既知の材料の配合量は、本発明に係る液状色素の機能
を損なわない範囲で、適宜調整できる。
【００５７】
バインダー樹脂は、本発明の液状色素含有組成物を得ることができ、液状色素の機能を
阻害しない限り、適宜選択できる。バインダー樹脂は、好ましくは熱可塑性樹脂であり、
例えば、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポ
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リメタクリル酸メチル（アクリル）（ＰＭＭＡ）、ポリエチレンテレフタレート、酢酸セ
ルロース等のセルロース系樹脂およびポリビニルアルコールから選択される少なくとも１
種である。特に好ましくは、バインダー樹脂は、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ＰＭＭＡ、
ポリスチレン、セルロース系樹脂から選択される少なくとも１種である。
【００５８】
本発明の液状色素含有組成物を得られる限り、液状色素とバインダー樹脂の配合比は、
特に限定されない。例えば、液状色素とバインダー樹脂の合計重量を１００重量％とした
場合、バインダー樹脂の含有量は、好ましくは５〜２０重量％、より好ましくは、７〜１
５重量％である。バインダー樹脂の含有量が上記範囲内であることにより、例えば、膜を
、可逆性を有するセンサーとして使用する場合、測定回数が増加しても、色素が析出しに
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くく、安定した膜を形成できる。さらに、膜を可逆的センサーとして使用する場合、早い
応答時間を保持でき得る。
【００５９】
（可逆性を有する膜）
本発明は、さらに、液状色素と、バインダー樹脂とを含む膜であって、液状色素は、上
記した本発明にかかる液状色素であり、可逆性を有する膜を提供する。膜に含まれる液状
色素は、炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含
む。なお、「液状色素」および「バインダー樹脂」などについて、上述の本明細書の記載
を参照できる。
ここで、可逆性を有する膜とは、例えば、膜に塩基性水溶液を接触させると、発色し、
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酸性水溶液を接触させると、塩基性水溶液を接触させる前の状態を示す膜であってもよい
。同様に、特定の化学物質の有無に応じて、変色と元の色に戻ることを繰り返すことがで
きる膜であってもよい。さらに、塩基性水溶液の塩基成分濃度に応じて、色彩が変化する
態様であってもよい。本明細書においては、可逆的に変色する膜を、変色可逆性を有する
膜と称する場合がある。変色には、色変化が生じることに加え、蛍光発色することも含む
。
【００６０】
本発明の液状色素を含む、可逆性を有する膜は、高い可逆性を示すことができる。また
、膜に接触させるイオンに対して、選択的に応答することが可能である。このため、本発
明における膜であれば、様々なイオンが存在する溶液から、特定の物質、例えばイオンが
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低濃度で含まれる場合であっても、所望の物質を検出できる。さらに、色素が可逆性を有
する場合、膜も高い可逆性を示すことができる。
【００６１】
可逆性を有する膜の膜厚は、例えば０．１〜５．０μｍであり、好ましくは０．１〜４
．０μｍであり、より好ましくは０．１〜３．０μｍであり、とりわけ好ましくは０．１
〜２．０μｍである。
ある態様においては、本発明の液状色素とバインダー樹脂を含む薄膜発光材料が提供さ
れ、例えば、薄膜発光材料の膜厚は、０．１μｍ以上１．０μｍ以下、好ましくは０．１
μｍ以上０．６μｍ以下である。本発明の液状色素を含むことで、薄膜発光材料をこのよ
うに極めて薄くでき、かつ、高感度の発色、変色を実現できる薄膜発光材料を得ることが

10

できる。また、薄膜発光材料は、変色可逆性を有してもよい。
本発明に係る液状色素を用いることにより、薄膜化が可能となる。更に、例えば、膜を
センサー用途に用いる場合、薄膜化しても十分な感度が得られ、色素の拡散距離を短くで
き、応答速度を高くすることが可能となる。その上、高感度の発色、変色を実現できる。
また、可逆性を有する膜の膜厚を薄くできるので、特定の物質、例えばイオンが低濃度
で含まれる場合であっても、所望の物質を高い感度および高速に検出でき、その上、繰り
返し使用することができる。
【００６２】
本発明は、さらに、液状色素と、バインダー樹脂とを含む膜の製造方法を提供する。
ある態様においては、乾燥膜厚が例えば、０．１〜５．０μｍの範囲、好ましくは０．
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１〜４．０μｍ、より好ましくは０．１〜３．０μｍ、とりわけ好ましくは０．１〜２．
０μｍとなるように、本発明における組成物を塗布することを含む。また、液状色素は、
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む。
膜は、例えば、スピンコーターを用いて形成できる。本発明における液状色素を含むこ
とにより、上記範囲の膜厚を有する薄膜を形成できる。
本発明によると、このような薄膜であっても、色素を均一に分散させることができる。
さらに、色素を析出させることなく膜形成が可能である。さらに、従来は得られることの
できなかった、高濃度で色素が存在する膜を形成でき、薄膜でありながら、応答時間の短
縮と高感度のセンサーを提供できる。
その上、このような範囲に膜厚を有するので、本発明の製造方法により形成された膜は

30

、高い可逆性を有し、高速応答および高感度変色が可能である。
【００６３】
さらに、本発明の膜は、用いる樹脂の特性により様々な性質を有し得る。本発明に係る
液状色素を含む膜であれば、色素に起因する膜の崩壊が生じにくく、例えば、曲面に沿っ
た膜など、任意の形状の膜を形成できる。また、均一に色素が分散し、強度に優れた膜を
形成でき、例えば、フローセル中においても使用できる。また、良好な平滑性を有し得る
。
【００６４】
（用途）
本発明の液状色素は、様々な用途に適用できる。ある態様において、本発明の液状色素

40

を含み、バインダー樹脂を含む液状色素含有組成物は、膜状の化学センサー、例えば、イ
オンセンサー、ガスセンサー、バイオセンサー等に適用できる。また、液状色素は、炭素
数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む。
ある態様においては、化学センサーは、アニオン選択性を有するイオンセンサーであっ
てもよく、酵素バイオセンサーおよびタンパク質センサーから選択されるバイオセンサー
であってもよい。
例えば、特定のイオン種の存在により変色、蛍光性を示すイオンセンサーとして適用で
きる。本発明の液状色素を含むイオンセンサーであれば、高い可逆性を有し、高速応答お
よび高感度変色が可能である。ある態様においては、イオンセンサーは、アニオン選択性
を示す。また、例えば、特定のイオン濃度の上昇に伴い、色の濃淡、色調が変化するイオ
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ンセンサーを提供できる。
なお、化学センサー、例えば、イオンセンサー、ガスセンサー、バイオセンサー等は、
本発明に係る液状色素を含み、更に、バインダー樹脂を含んでもよい。また、「液状色素
」および「バインダー樹脂」などについて、上述の本明細書の記載を参照できる。
【００６５】
例えば、本発明に係る膜は、ＳＣＮ−、ハロゲンイオン、例えば、Ｂｒ−およびＣｌ−
、ＳＯ４２−などのイオン選択性を有することができる。ある態様においては、ＳＣＮ−
＞Ｂｒ−＞Ｃｌ−＞ＳＯ４２−の順で選択性を有することができる。例えば、アニオンセ
ンサーである場合、アニオンの疎水性の序列に従い応答できる。
10

【００６６】
本発明の液状色素は、簡易検査用創薬・診断分析デバイス、キットに使用できる。例え
ば、電解質、生理活性物質およびタンパク質などの検出に使用できる。
さらに、本発明の液状色素は、超薄膜発光材料などの、薄膜にも使用できる。
例えば、簡易検査用（創薬および／または診断分析）デバイスまたはキットは、炭素数
５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状色素を含
み、バインダー樹脂を含んでもよい。ここで、「液状色素」および「バインダー樹脂」等
について、本明細書の記載を参照できる。
ここで、上記簡易検査用（創薬および／または診断分析）デバイスまたはキットは、簡
易検査用創薬デバイス、簡易検査用創薬キット、簡易検査用診断分析デバイスおよび簡易
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検査用診断分析キットを含む。
ある態様において、簡易検査用創薬および／または診断分析デバイスまたはキットは、
電解質、生理活性物質およびタンパク質から選択される少なくとも１種の検出に用いるこ
とができる。
【実施例】
【００６７】
以下の実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されない
。実施例中「部」および「％」は、ことわりのない限り重量基準による。
【００６８】
（実施例１）

30

（液状分子の合成−１）
液状色素分子[Ｐ66614]2[ＮＰ]の合成
１００２ｍｇのトリヘキシルテトラデシルホスホニウムブロミド（Ｐ66614 Ｂｒ）を５
０ｍＬの塩化メチレンに溶解し、７５５．８ｍｇのナフトールフタレイン（ＮＰ）を含む
水溶液１Ｍ ＮａＯＨ水溶液１０ｍＬと接触させ、常温（２５℃）にて約１２時間、撹拌
した。
その後、水相を捨て、新たに純水を加えて撹拌する操作を３回繰り返し、有機相を洗浄
した。
次いで、有機相をとり、そこに適量の無水硫酸ナトリウムを加えて残存している水分を
取り除いた。
固体の無水硫酸ナトリウムを濾別し、有機相の溶媒を留去し、液状色素（[Ｐ66614]

2

[ＮＰ]）を得た。
核磁気共鳴分析（ＮＭＲ）のデータから、トリヘキシルテトラデシルホスホニウム［Ｐ
66614］由来のアルキルプロトン数とナフトールフタレイン[ＮＰ]由来のプロトン数を比

較したところ、その比率は、当量で反応した場合の比率の２：１に対し、約２：０．７で
あった。このため、極めて高い比率で、色素アニオンとイオン液体カチオンがイオン結合
した液状色素（[Ｐ66614]

2

[ＮＰ]）を得ることができた。なお、イオン交換率は、約７

０％であった。
この実施例における化学反応の概略を、以下の式に示す。
【００６９】
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【化６】

10

【００７０】
（実施例２）
（液状分子の合成−２）
液状色素分子[Ｐ66614] [４ＭＥ１２ａ]の合成
１５２ｍｇのトリヘキシルテトラデシルホスホニウムクロリド（Ｐ66614 Ｃｌ）および
炭素数１２の炭化水素基を導入したクマリン誘導体（４ＭＥ１２ａ）１０９ｍｇを１５０
ｍＬのクロロホルムに溶解し、ＮａＯＨ水溶液を加えて振とうした。その後、水相を捨て
、純水を加えて再度振とうし、有機相の洗浄を２回行った。有機相を取り出し、無水硫酸
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ナトリウムを加え、残留水分を除去した。固体の硫酸ナトリウムを濾別し、有機相の溶媒
を留去し、液状の色素（[Ｐ66614] [４ＭＥ１２ａ]）を得た。
核磁気共鳴分析（ＮＭＲ）のデータから、Ｐ66614 由来のアルキルプロトン数と４ＭＥ
１２ａ由来のプロトン数を比較したところ、その比率は、当量で反応した場合の比率であ
る１：１であった。この実施例における化学反応の概略を、以下の式に示す。
【００７１】
【化７】
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【００７２】
（実施例３）
[Ｐ66614]2 [ＮＰ]を用いた可塑化ＰＶＣ膜の作製
ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）と、実施例１で調製した[Ｐ66614]2 [ＮＰ]の合計重量が１

40

００ｍｇとなるように組成を変化させ、液状色素を含む組成物を調製した。
得られた組成物を、溶媒となるテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）４５０ｍｇに溶解させた
。プラスチック基板上に溶解物を滴下し、スピンコーターを用いて膜材を均一展開し、Ｔ
ＨＦを蒸発させ、厚さ約２．０〜３．０μｍの薄膜を作製した。このような工程を経て、
本発明の液状色素を含む膜を形成した。
【００７３】
得られた様々な膜の一例として、ＰＶＣ含量が１０重量％である膜におけるフローセル
中の外観図を、図１に示す。図１に示されるように、青色に着色した、膜は、平滑であり
、割れなどが生じていない。また、膜の色彩もムラが無く、均一である。このように、本
発明による液状色素を含むことにより、例えば、フローセル中においても均一で安定した
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膜を形成できる。
【００７４】
（実施例３−２）
[Ｐ66614]2 [ＮＰ]を用いた可塑化ＰＶＣ膜における膜性能の評価
（膜外観）
実施例１で得られた[Ｐ66614]2 [ＮＰ]を含み、ＰＶＣ含量が５重量％、１０重量％お
よび２０重量％である膜を、フローセルにセットし、塩化物イオンの水溶液と水酸化ナト
リウム水溶液を交互に接触させ、プロトンと塩化物イオンの協同抽出モデルに基づく変色
挙動を評価した。
例えば、ＰＶＣ含量が１０重量％である膜について１２回測定をおこなったところ、[

10

Ｐ66614]2 [ＮＰ]の流出は観察されなかった。よって、本発明の液状色素を含む膜は、膜
強度が高く、その上、色素の流出を抑制できることが判る。
【００７５】
（応答時間）
また、実施例１で得られた[Ｐ66614]2 [ＮＰ]を含み、ＰＶＣ含量が５重量％、１０重
量％および２０重量％のいずれの膜においても、応答時間が短い膜を得ることができた。
応答時間と、ＰＶＣ濃度の関係を示す結果を、図２に示す。図２において、応答時間のデ
ータの横軸は時間、縦軸は全色素中の脱プロトン化色素の割合をとっている。
また、色素分子の変色応答の機構は図３に示すように、プロトンとアニオン（塩化物イ
20

オン）の協同抽出に基づいている。
【００７６】
（可逆応答性評価）
ＰＶＣ１０ｍｇと、実施例１で得られた[Ｐ66614]2[ＮＰ]９０ｍｇとを、ＴＨＦ １５
００ｍｇに溶解させ、スピンコーターを用いて薄膜を作製した（膜厚約５００ｎｍ）。
図４（ａ）は、得られた薄い膜に、１Ｍ

ＨＣｌ、１Ｍ

ＮａＯＨ水溶液を交互に接触

させた際の変色の可逆性を示す図である。図４（ａ）によると、本発明の液状色素を含む
薄膜は、高い可逆性を有していることが判る。
図４（ｂ）は、得られた薄い膜に、１Ｍ

ＨＣｌ、１Ｍ

ＮａＯＨ水溶液に接触させた

１回目の吸収スペクトルと、１２回目の吸収スペクトルを示す図である。ここで、図４（
ｂ）において、３７０ｎｍ付近と６７０ｎｍ付近とにピークを有する曲線は、膜を１Ｍ
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ＮａＯＨ水溶液に接触させたときを示す曲線であり、前記ピークを有する曲線と比べて、
ほぼ平坦な曲線は、膜を１Ｍ

ＨＣｌに接触させたときを示す曲線である。また、それぞ

れの局線において、実線は１回目のスペクトルを示し、破線は１２回目のスペクトルを示
す。この図からも明らかなように、１回目の吸収スペクトルと、１２回目の吸収スペクト
ルは、１ＭＮａＯＨ水溶液に接触させたときも、１Ｍ

ＨＣｌに接触させたときも、両方

とも、ほぼ一致しており、本発明の液状色素を含む薄膜は、高い可逆性を有していること
が判る。
【００７７】
（各種イオン（アニオン）に対する変色応答挙動）
ＰＶＣ１０ｍｇと、実施例１で得られた[Ｐ66614]2[ＮＰ]９０ｍｇとを、ＴＨＦ １５
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００ｍｇに溶解させ、スピンコーターを用いて薄膜を作製した（膜厚約５００ｎｍ）。
その膜に、各種アニオン（Ｃｌ‑、Ｂｒ‑、ＳＣＮ‑、ＳＯ４２‑）を含む５０ｍＭホウ酸
‑ＮａＯＨ緩衝溶液（ｐH１０）を接触させた。
図５は、薄膜に各種アニオンを含む緩衝溶液を接触させた際の変色挙動を示す。この図
から明らかなように、[Ｐ66614]2[ＮＰ]を含む薄膜においては、特にＳＣＮ‑に対し、低
い濃度から応答していることが分かる。また、ＳＣＮ−＞Ｂｒ−＞Ｃｌ−＞ＳＯ４２−の
順で選択性を有することが分かる。
【００７８】
（薄膜化によるコントラスト評価）
ＰＶＣ１０ｍｇと、実施例１で得られた[Ｐ66614]2[ＮＰ]９０ｍｇとを、ＴＨＦ １５
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００ｍｇに溶解させ、スピンコーターを用いて薄膜を作製した（膜厚約５００ｎｍ）。
塩化物イオン（Ｃｌ‑）濃度への変色応答は、膜をフラットベッドスキャナーに載せ、
カラーモードでスキャン画像を取得した。
図６（ａ）は、実施例１で得られた[Ｐ66614]2[ＮＰ]を含む薄膜に関するコントラスト
評価の結果である。図６（ａ）において、左（ＮａＯＨ）側は深い青であり、右（ＨＣｌ
）側は浅い黄色である。また、１０−４から１００に向かって、グラデーションのように
、段階的に浅い黄色に変化している。このように、本発明による液状色素を含むことによ
り、塩化物イオン濃度の上昇とともに深い青が浅い黄色へと段階的に変化していることが
分かり、変色も明確に区別することができる。
10

【００７９】
（比較例１）
一方、コントラスト評価に関する比較対象として、炭素数１８のアルキル基を有するナ
フトールフタレイン（１８‑ＮＰ）を合成し、固体状の色素を溶解させて形成する従来型
の膜を作製した。
具体的には、１８−ＮＰ

５ｍｇ、ＰＶＣ３０ｍｇ、膜溶媒としてニトロフェニルオク

チルエーテル（ＮＰＯＥ）を６０ｍｇ、テトラドデシルアンモニウムブロミド５ｍｇを、
１５００ｍｇのＴＨＦに溶解し、スピンコート法で膜を作製した。膜厚は、約５００ｎｍ
程度である。
図６（ｂ）は、色素を溶媒に単に溶解させて製膜した従来型の膜に関するコントラスト
20

評価の結果である。
−４

その結果、従来型の膜では元々の青色が薄く、１０

から１０

０

の間においても、変

色もはっきりはわからない程度である。この場合、色素濃度は約６倍以上になっており、
液状色素の優位性がわかる。
【００８０】
（実施例４−１）
[４ＭＥ１２ａ]を用いた可塑化ＰＶＣ膜の作製
実施例２で得られた[Ｐ66614] [4ME12a]を４６．３ｍｇ、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）５
．２ｍｇを、ＴＨＦ１０３５ｍｇに溶解させた。
プラスチック基板上にその液体を滴下し、スピンコーターを用いて膜材を均一展開し、
かつＴＨＦを蒸発させ、厚み５００ｎｍ程度の薄膜を作製した。
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図７は、作製した膜（可視光にて観察）および、紫外線ランプ照射時の膜外観である。
可視光にて観察した膜は、ほぼ無色透明であり、均一な薄膜である。さらに、紫外線ラン
プ照射時の膜は、鮮やかな蛍光色（青色）を発している。
紫外線ランプ照射時の膜外観から明らかなように、本発明の液状色素を含む膜は、溶質
の析出なく、均一に薄膜が作製されていることがわかる。また、極薄い膜であるにも拘ら
ず、非常に強い発蛍光を示すこともわかる。
【００８１】
（実施例４−２）
[Ｐ66614] [４ＭＥ１２ａ]を用いた可塑化ＰＶＣ膜のイオン（アニオン）に対する変色
応答挙動

40

実施例（４−１）で作製した膜に１Ｍ ＨＣｌ水溶液、１Ｍ ＮａＯＨ水溶液を交互に接
触させた際の変色の可逆性を、図８に示す。
図８（ａ）は、[Ｐ66614][４ＭＥ１２ａ]を用いた膜の変色の可逆性を示す図であり、
図８（ｂ）は、その応答時間を示す図であり、図８（ｃ）は、その膜の塩化物イオンセン
サーとしての光学応答を示す図である。
具体的には、図８（ａ）によると、本発明の液状色素を有する膜は、ＨＣｌ接触時には
塩化物イオン（Ｃｌ‑）とプロトンが協同抽出されるために吸光度が下がり、ＮａＯＨ接
触時には、逆に塩化物イオンとプロトンが膜相から水相に放出されるために吸光度が上が
っている。交互にそのプロセスを繰り返すと高い可逆性が得られている。この際の応答時
間は図８（ｂ）からも分かるように約１．５秒程度である。液状色素を用いた場合には吸
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光度差が約０．６となることが分かる。図８（ｃ）は、ｐＨを７．４に固定して、塩化物
イオン濃度を振ったときの吸光度応答を、全色素中の脱プロトン色素分子の割合（α）で
表記したものである。約０．００１Ｍ〜１Ｍ程度の塩化物イオン濃度に応答して吸光度が
変化していることが分かる。本発明の液状色素を有する膜は、幅広い濃度の対象物に対し
て、応答性を示すことができ、非常に高感度であることが分かる。
【００８２】
（比較例２）
固体状の色素[４ＭＥ１２ａ]を溶解させて形成する従来型の膜を作製した。具体的には
、[４ＭＥ１２ａ]３ｍｇ、ＰＶＣ３０ｍｇ、膜溶媒としてフタル酸ジオクチル（ＤＯＰ）
を６０ｍｇ、テトラドデシルアンモニウムブロミド７ｍｇを、１０００ｍｇのＴＨＦに溶

10

解し、スピンコート法で膜を作製した。膜厚は、約５００ｎｍであった。
図９（ａ）は、[４ＭＥ１２ａ]を溶解させて形成した従来型の膜における可逆性に関す
る図である。図９（ｂ）は、応答時間を示す図である。
得られた吸光度差は、従来法ではＨＣｌ接触時とＮａＯＨ接触時の吸光度差が０．１７
程度であった。また、応答時間は約１０秒であった。
【００８３】
したがって、本発明における液状色素を含む膜であれば、固体状の色素を溶解させて形
成する従来の膜と比べて、約７倍の高速化が実現できた。さらに、吸光度差も、約３．５
倍の高感度化が達成できた。
20

【００８４】
（実施例５−１）
（液状色素分子の合成−３）
液状色素分子[Ｐ66614] ［ＨＤＯＰＰ］の合成
１１３ｍｇのトリヘキシルテトラデシルホスホニウムクロリド（Ｐ６６６１４

Ｃｌ）

と１１０ｍｇのビス（４‑オクチルフェニル）リン酸カルシウム塩（ＨＤＯＰＰＣａ）を
７５ｍＬの塩化メチレンに溶解し、純水で２回、１ＭのＨＣｌ水溶液で2回、１ＭのＮａ
ＯＨ水溶液で2回、有機相の洗浄を行った。有機相を取り出し、無水硫酸ナトリウムを加
え、残留水分を除去した。固体の硫酸ナトリウムを濾別し、有機相の溶媒を留去し、液状
の色素分子（［Ｐ６６６１４］［ＨＤＯＰＰ］）を得た。
核磁気共鳴分析（ＮＭＲ）のデータから、Ｐ６６６１４ 由来のアルキルプロトン数と

30

ＨＤＯＰＰ由来のプロトン数を比較したところ、その比率は、当量で反応した場合の比率
である１：１であった。この実施例における化学反応の概略を、以下の式に示す。
【００８５】
【化８】

40

【００８６】
（実施例５−２）
液状色素分子［Ｐ６６６１４］［ＨＤＯＰＰ］３［ＫＤ−Ｍ７］２を含む可塑化ＰＶＣ
膜の作製
１００ｍｇのＨＤＯＰＰＣａおよび、既知材料の1‑(ドデシル)‑4‑[(3
4

‑オキソシクロヘキサ‑2

,5

,5

‑ジブチル‑

‑ジエニリデン)エチリデン]‑1,4‑ジヒドロピリジン（Ｋ
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Ｄ−Ｍ７）１００ｍｇを、２３００ｍｇのＴＨＦに溶解した溶液を調製し、実施例（５−
１）で調製した[Ｐ６６６１４]［ＨＤＯＰＰ］９５．７ｍｇを加えた。
混合溶液中で得られた液状の色素は、［Ｐ６６６１４］［ＨＤＯＰＰ］３［ＫＤ−Ｍ７］
２である。

【００８７】
上記工程で得られた混合溶液に、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）約３３ｍｇを溶解させ、プ
ラスチック基板上に溶解物を滴下し、スピンコーターを用いて膜材を均一展開し、ＴＨＦ
を蒸発させ、厚さ約０．９μｍの薄膜を作製した。このような工程を経て、本発明の液状
色素を含むＰＶＣ膜を形成した。得られた可塑化ＰＶＣ膜の外観を、図１０に示す。図に
示されるように、得られた膜は、薄膜であり、均一な表面を有し、崩壊、欠損などが生じ

10

ていない。さらに、深い青色を呈している。
【００８８】
（実施例５−３）
［Ｐ６６６１４］［ＨＤＯＰＰ］３［ＫＤ−Ｍ７］２を含む、可塑化ＰＶＣ膜の可逆応
答性評価
実施例５−２で作製したＰＶＣ膜に、1Ｍ

Ｈ３ＰＯ４、１Ｍ

ＮａＯＨ水溶液を交互

に接触させた際の変色の可逆性を、図１１に示す。図１１において、右上に示される膜は
、図１０で示した膜と同一で有り、深い青色を呈している。一方、右下に示される膜は、
浅い黄色を示しており、これらの膜は明らかに色彩が異なっている。このように、図１１
によると、ＰＶＣ膜は高い色変化の可逆性を有していることが分かる。1Ｍ
、１Ｍ

Ｈ３ＰＯ４

20

ＮａＯＨ水溶液を交互に接触させることを１０回繰り返して測定した際の標準偏

差は０．３１％であり、極めて高い可逆性であることがわかる。
【００８９】
（実施例５−４）
［Ｐ６６６１４］［ＨＤＯＰＰ］３［ＫＤ−Ｍ７］２を含む、可塑化ＰＶＣの各種イオ
ン（カチオン）に対する変色応答挙動
実施例５−２で作製したＰＶＣ膜に、各種カチオン（Ｃａ２＋, Ｎａ＋, Ｋ＋）を含む
５０ｍＭホウ酸‑ＮａＯＨ緩衝溶液（ｐＨ１０）を接触させた際の変色挙動を図１２に示
す。特にＣａ２＋に対して選択的に応答していることが分かる。
【００９０】

30

（実施例６−１）
液状色素分子［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］の合成
１００ｍｇのトリヘキシルテトラデシルホスホニウムクロリド（Ｐ６６６１４ Ｃｌ）
および炭素数１２の炭化水素基をフルオレセインのカルボキシル基に導入したフルオレセ
イン誘導体（１２−ＦＬ）９６ｍｇを１００ｍＬのクロロホルムに溶解し、飽和の炭酸水
素ナトリウム水溶液を加えて振とうした。その後、水相を捨て、純水を加えて再度振とう
し、有機相の洗浄を２回行った。有機相を取り出し、無水硫酸ナトリウムを加え、残留水
分を除去した。固体の硫酸ナトリウムを濾別し、有機相の溶媒を留去し、液状の色素（［
Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］）を得た。
核磁気共鳴分析（ＮＭＲ）のデータから、Ｐ６６６１４ 由来のアルキルプロトン数と
１２−ＦＬ由来のプロトン数を比較したところ、その比率は、当量で反応した場合の比率
である１：１であった。この実施例における化学反応の概略を、以下の式に示す。
【００９１】
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【化９】

【００９２】

10

（実施例６−２）
［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を含む可塑化ＰＶＣ膜の作製
ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）１０ｍｇと、実施例（６−１）で調製した［Ｐ６６６１４］
［１２−ＦＬ］９０ｍｇを、溶媒となるテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）１６００ｍｇに溶
解させた。プラスチック基板上に溶解物を滴下し、スピンコーターを用いて膜材を均一展
開し、ＴＨＦを蒸発させ、厚さ約０．１４μｍ程度の薄膜を作製した。得られた可塑化Ｐ
ＶＣ膜の外観を、図１３に示す。図１３に示される膜は、薄膜であり、均一な表面を有し
、崩壊、欠損などが生じていない。さらに、深いピンク色を呈する。
【００９３】
（実施例６−３）

20

［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を含む可塑化ＰＶＣ膜のスペクトル変化
実施例（６−２）で作製した膜にＮａＯＨ水溶液、ｐＨ７．４のリン酸緩衝液、１０−
４

M〜１Mの塩化物イオンを含む緩衝液および塩酸水溶液を接触させた際のスペクトル変化

とその際の色変化の写真を、図１４に示す。図１４の左上に示す膜は、薄膜であり、均一
な表面を有し、崩壊、欠損などが生じていない。さらに、浅い黄色を呈している。一方、
右上に示す膜は、図１３で示した膜と同一であり、薄膜であり、均一な表面を有し、崩壊
、欠損などが生じていない。さらに、深いピンク色を呈する。
このように、膜厚が１４０ｎｍしかないにもかかわらず、極めて視認性の良い色変化を
示していることがわかる。単位膜厚あたりの吸光度変化は膜厚１００ｎｍあたり約０．５
となった。

30

この結果は、吸光感度に優れている[Ｐ６６６１４]［４ＭＥ１２ａ］を用いた実施例と
比較して、約４．２倍、更に吸光感度が向上していた。また、黄色から赤への変色である
ことから、視認性もより優れていた。
【００９４】
（実施例６−４）
［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を含む可塑化ＰＶＣ膜の各種アニオンへの応答
実施例（６−２）で作製した薄膜に各種アニオンを含む緩衝溶液を接触させた際の変色
挙動を、図１５に示す。この図から明らかなように、［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を
含む薄膜においても、他の実施例と同様に、特にＳＣＮ‑に対し、低い濃度から応答して
いることが分かる。また、ＳＣＮ−＞Ｂｒ−＞Ｃｌ−＞ＳＯ４２−の順で選択性を有する

40

ことが分かる。
【００９５】
（実施例６−５）
［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を含む可塑化ＰＶＣ膜の可逆応答性と応答時間
図１６は、［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を含む可塑化ＰＶＣ膜の可逆応答性と応答
時間を示す。図１６の右図において、左上に示す膜は、薄膜であり、均一な表面を有し、
崩壊、欠損などが生じていない。さらに、深いピンク色を呈する。一方、右下に示す膜は
、薄膜であり、均一な表面を有し、崩壊、欠損などが生じていない。さらに、浅い黄色を
呈している。
［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］を用いた可塑化ＰＶＣ膜は、他の実施例と同様に、Ｈ
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Ｃｌ接触時には塩化物イオン（Ｃｌ‑）とプロトンが協同抽出されるために吸光度が下が
り、ＮａＯＨ接触時には、逆に塩化物イオンとプロトンが膜相から水相に放出されるため
に吸光度が上がっている。交互にそのプロセスを繰り返すと高い可逆性が得られている（
ＲＳＤ値：０．２４％（ｎ＝５））。この際の応答時間は図１６からも分かるように約０
．６秒程度である。
この結果は、迅速応答性においても優れている[Ｐ６６６１４]［４ＭＥ１２ａ］を用い
た実施例と比較して、約２．５倍の速度向上であり、迅速応答性が更に格段に向上してい
ることが分かる。
【００９６】
［Ｐ６６６１４］［１２−ＦＬ］における色素分子のアルキル直鎖の長さが可逆応答性

10

に与える効果
色素分子のアルキル直鎖の炭素数が６個である液状色素を、実施例（６−１）と同様の
操作で合成し、実施例（６−２）と同様の方法で可塑化ＰＶＣ膜を作製した。
得られた種々の薄膜に実施例（６−５）と同様にＨＣｌ、ＮａＯＨ水溶液を接触させ、
可逆応答性を実施例（６−５）と同様に測定した。
その結果、何れの薄膜においても、高い可逆応答性を示した。また、複数回のサイクル
にも使用できる良好な可逆応答性を示した。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
本発明は、例えば、センサー分野における使用において、高速で応答することが可能で
あり、その上、高い感度で発色、変色可能な色素を提供する。さらに、本発明は、液状色
素の製造方法、液状色素を含む組成物、液状色素を含む膜、その製造方法および液状色素
を含むイオンセンサーを提供する。

【図１】

【図３】

【図４】

【図２】

20

(25)
【図５】

【図８】

【図６】

【図７】

【図９】
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【図１２】

【図１０】
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【図１５】

【図１６】
【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月26日(2018.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
色素、および
バインダー樹脂を含み、
前記色素アニオンは、クマリン系色素、ビス（４−オクチルフェニル）リン酸（ＨＤＯ
ＰＰ）系の色素及びフルオレセイン系の色素から成る群から選択される少なくとも１種で
ある、液状色素含有組成物。
【請求項２】
前記色素アニオンが、少なくとも２個の酸素原子を有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
前記色素アニオンは、置換基として炭素数１〜２０の炭化水素基を有する、請求項１ま
たは２に記載の液状色素含有組成物。
【請求項４】
前記イオン液体カチオンが、ピラゾリウム系カチオン、ピロリジニウム系カチオン、ア
ンモニウム系カチオン、イミダゾリウム系カチオン、ピリジニウム系カチオン、ホスホニ
ウム系カチオン、スルホニウム系カチオン、およびピペリジニウム系カチオンから成る群
から選択される少なくとも１種である、請求項１〜３のいずれか１項に記載の組成物。
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【請求項５】
前記バインダー樹脂が、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレン、ポリプロピレン、
ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチル（アクリル）（ＰＭＭＡ）、ポリエチレンテレフ
タレート、セルロース系樹脂およびポリビニルアルコールから選択される少なくとも１種
である、請求項１〜４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
色素、および
バインダー樹脂を含み、
前記色素アニオンは、クマリン系色素、ビス（４−オクチルフェニル）リン酸（ＨＤＯ
ＰＰ）系の色素及びフルオレセイン系の色素から成る群から選択される少なくとも１種で
ある、変色可逆性を有する、膜。
【請求項７】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
色素、および
バインダー樹脂を含む組成物を、
乾燥膜厚が０．１〜５．０μｍとなるように塗布することを含み、
前記色素アニオンは、クマリン系色素、ビス（４−オクチルフェニル）リン酸（ＨＤＯ
ＰＰ）系の色素及びフルオレセイン系の色素から成る群から選択される少なくとも１種で
ある、膜の製造方法。
【請求項８】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む、液
状色素を含み、
前記色素アニオンは、クマリン系色素、ビス（４−オクチルフェニル）リン酸（ＨＤＯ
ＰＰ）系の色素及びフルオレセイン系の色素から成る群から選択される少なくとも１種で
ある、化学センサー。
【請求項９】
さらに、バインダー樹脂を含む、請求項８に記載の化学センサー。
【請求項１０】
イオンセンサー、ガスセンサーおよびバイオセンサーから選択される請求項８または９
に記載の化学センサー。
【請求項１１】
アニオン選択性を有するイオンセンサーである、請求項１０に記載の化学センサー。
【請求項１２】
酵素バイオセンサーおよびタンパク質センサーから選択される前記バイオセンサーであ
る、請求項１０に記載の化学センサー。
【請求項１３】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含み、
前記色素アニオンが疎水性であり、
前記色素アニオンは、クマリン系色素、ビス（４−オクチルフェニル）リン酸（ＨＤＯ
ＰＰ）系の色素及びフルオレセイン系の色素から成る群から選択される少なくとも１種で
ある、液状色素。
【請求項１４】
請求項１３に記載の色素アニオンとイオン液体カチオンとを含む液状色素の製造方法で
あって、色素アニオンを形成し得る色素とイオン液体カチオンを形成し得るイオン液体と
を、溶媒を介して接触させることを含み、水系溶媒を除去することを含み得る、液状色素
の製造方法。
【請求項１５】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
色素、および
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バインダー樹脂を含み、
前記色素アニオンは、クマリン系色素、ビス（４−オクチルフェニル）リン酸（ＨＤＯ
ＰＰ）系の色素及びフルオレセイン系の色素から成る群から選択される少なくとも１種で
ある、簡易検査用創薬デバイス、簡易検査用創薬キット、簡易検査用診断分析デバイスお
よび簡易検査用診断分析キットからなる群から選択される、簡易検査用デバイスまたはキ
ット。
【請求項１６】
電解質、生理活性物質およびタンパク質から選択される少なくとも１種の検出に用いる
、請求項１５に記載の簡易検査用デバイスまたはキット。
【請求項１７】
炭素数５〜５０の色素アニオンと、炭素数６〜６０のイオン液体カチオンとを含む液状
色素、および
バインダー樹脂を含み、
前記色素アニオンは、クマリン系色素、ビス（４−オクチルフェニル）リン酸（ＨＤＯ
ＰＰ）系の色素及びフルオレセイン系の色素から成る群から選択される少なくとも１種で
ある、薄膜発光材料。
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