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(57)【要約】
【課題】逆波長分散性を有して広帯域の波長に対応でき
、薄型化が可能な位相差フィルムとその製造方法を提供
する。
【解決手段】複屈折誘起材料からなる第一の光学異方性
層１と、重合性液晶からなる、第二の光学異方性層２と
が、粘着層を介さずに直接積層された広帯域位相差フィ
ルム１０であって、波長４５０nｍ、５５０ｎｍ、６５
０ｎｍの光に対するリタデーションをＲｅ４５０、Ｒｅ
５５０、Ｒｅ６５０とした際、第一の光学異方性層は、
第二の光学異方性層よりも、Ｒｅ４５０／Ｒｅ５５０の
値が小さく、Ｒｅ６５０／Ｒｅ５５０の値が大きく、か
つＲｅ５５０の値が小さく、第一の光学異方性層の遅相
軸方向と、第二の光学異方性層の遅相軸方向とが、所定
の角度で交差している位相差フィルムとする。この位相
差フィルムは、複屈折誘起材料層を基材上に形成した後
の第一の偏光照射と、重合性液晶層を積層した後の第二
の偏光照射を含む方法により、製造される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複屈折誘起材料からなる第一の光学異方性層と、
　重合性液晶からなる、第二の光学異方性層とが、粘着層を介さずに直接積層された位相
差フィルムであって、
　波長４５０ｎｍの光に対するリタデーションをＲｅ４５０、波長５５０ｎｍの光に対す
るリタデーションをＲｅ５５０、波長６５０ｎｍの光に対するリタデーションをＲｅ６５
０とした際、
　第一の光学異方性層は、第二の光学異方性層よりも、Ｒｅ４５０／Ｒｅ５５０の値が小
さく、Ｒｅ６５０／Ｒｅ５５０の値が大きく、かつＲｅ５５０の値が小さく、
　第一の光学異方性層の遅相軸方向と、第二の光学異方性層の遅相軸方向とが、所定の角
度で交差していることを特徴とする位相差フィルム。
【請求項２】
　請求項１に記載の位相差フィルムであって、前記第一の光学異方性層の面内遅相軸の方
向と、第二の光学異方性層の面内遅相軸の方向とが、直交している、位相差フィルム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の位相差フィルムであって、位相差フィルム全体として、Ｒｅ
５５０の値が１１３～１６５ｎｍであり、１／４波長板として使用される位相差フィルム
。
【請求項４】
　直線偏光板と、前記直線偏光板に貼りあわされた、請求項１から３のいずれか一項に記
載の位相差フィルムとを有する、円偏光板。
【請求項５】
　位相差フィルムの製造方法であって、
　支持基材上に、複屈折誘起材料を塗布し、複屈折誘起材料層を形成する工程と、
　前記複屈折誘起材料層上に、第一の偏光を照射する、第一の光照射工程と、
　前記第一の偏光を照射された、前記複屈折誘起材料層上に、重合性液晶を塗布して、前
記複屈折誘起材料層上に重合性液晶材料層が積層された積層体を形成する工程と、
　前記積層体に第二の偏光を照射する第二の光照射工程とを含み、
　前記第一の偏光の偏光軸方向と、前記第二の偏光の偏光軸方向とが、異なることを特徴
とする、位相差フィルムの製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の位相差フィルムの製造方法であって、前記第一の偏光の偏光軸方向と
、第二の偏光の偏光軸方向とが、９０°異なることを特徴とする、位相差フィルムの製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルや有機ＥＬ表示装置などにおける反射防止フィルム、光学補償
フィルムとして好適な位相差フィルムおよびその製造方法に関し、またこのような位相差
フィルムを有する光学部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ポリマーフィルムの延伸などにより得られる種々のリタデーションを持った
位相差フィルムがあり、様々な用途に使用されている。特に、有機ＥＬ表示装置などに反
射防止膜として使用される円偏光板には、直線偏光板と貼合したλ／４板（１/４波長板
）が用いられている。しかしながら、それら位相差フィルムのリタデーションは、透過光
の波長毎に異なり、その機能は可視光域の中心付近の特定波長に限定されるという問題点
があった。たとえば、波長５５０ｎｍの光に対してλ／４板とした位相差フィルムを偏光
板と貼合し、前述の反射防止膜として使用した場合、５５０ｎｍ以外の光に対しては反射
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防止機能が十分ではなく、青色や紫色の光が反射してしまう問題があった。
【０００３】
　この問題の解決方法として、光が短波長であるほどその光に対して付与するリタデーシ
ョン値が小さくなる様にリタデーションの波長分散を制御した、いわゆる逆波長分散性を
有する位相差フィルムが求められている。そのような位相差フィルムの製造方法として、
２枚の位相差フィルムを積層する方法が知られており、特許文献１には波長分散性の異な
る２枚以上の延伸プラスチックフィルムを特定の角度で積層する方法が開示されている。
また、特許文献２には、位相差が１／４波長と１／２波長である２枚の位相差板をそれぞ
れの光軸が交差した状態で積層する方法により、広帯域の波長光において１／４波長の位
相差を実現できることが開示されている。しかしながら、これらの方法では実際の製造工
程において２種類のフィルムをそれぞれ所定の角度に精度よくチップカットし、それらを
精密に貼合する必要がある為、工程が煩雑であり生産性が悪い。さらに、チップカットに
よる端材ロスの発生や貼合ズレによる歩留り低下などによりコストアップの原因となる上
、２枚のフィルムを貼り合せるため分厚くなり、薄型化が求められる表示装置等に使用す
る際には好適でないという問題がある。
【０００４】
　また、特許文献３や特許文献４にはセルロースエステルフィルムや変性ポリカーボネー
トフィルムを延伸することにより１枚のフィルムで逆波長分散性の位相差フィルムを実現
する方法が開示されている。しかしながら、円偏光板などとして使用する場合、位相差フ
ィルム面内の遅相軸が偏光板の吸収軸に対して、約４５度の角度を成すように貼合される
必要がある。一般的に偏光板は、長手方向に一軸延伸された長尺フィルムであり、その吸
収軸が長手方向（長尺搬送方向）と一致している。これに対し延伸による位相差フィルム
は一般的に長手方向か長手方向と直交方向（幅方向）に延伸された長尺フィルムである。
そのため、延伸されたフィルムの長手方向が平行となるように積層した場合、偏光板と位
相差フィルムは面内の遅相軸と搬送方向とのなす角度が０度か９０度の関係にある。位相
差フィルムを長尺フィルムとして製造する際に、任意の延伸方向にて安定して製造するこ
とは難しく、そのため、偏光板と貼合する場合には長尺フィルムから所定の角度で切り出
す必要があり、やはり製造工程の煩雑さが残る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０２－１２０８０４号公報
【特許文献２】特開平１０－６８８１６号公報
【特許文献３】特開２０００－１３７１１６号公報
【特許文献４】特開２００３－２９４９４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は以上のような点を鑑み、逆波長分散性を有し広帯域の波長に対応した位相差フ
ィルムとその製造方法に関し簡便な製造工程にて実現可能であり、精密なカットや貼合技
術によらずとも、面内遅相軸方向を自由に設定でき、塗布成膜により薄型化が可能な、位
相差フィルムとその製造方法を提供する事を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成するため、本発明は、下記の態様を含む、広帯域位相差フィルムお
よび、その製造方法を提供する。
　本発明の一態様にかかる広帯域位相差フィルムは、
　複屈折誘起材料からなる第一の光学異方性層と、
　重合性液晶からなる、第二の光学異方性層とが、粘着層を介さずに直接積層された広帯
域位相差フィルムであって、
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　波長４５０nmの光に対するリタデーションをＲｅ４５０、波長５５０ｎｍの光に対する
リタデーションをＲｅ５５０、波長６５０ｎｍの光に対するリタデーションをＲｅ６５０
とした際、
　第一の光学異方性層は、第二の光学異方性層よりも、Ｒｅ４５０／Ｒｅ５５０の値が小
さく、Ｒｅ６５０／Ｒｅ５５０の値が大きく、かつＲｅ５５０の値が小さく、
　第一の光学異方性層の遅相軸方向と、第二の光学異方性層の遅相軸方向とが、所定の角
度で交差していることを特徴とする位相差フィルムである。
【０００８】
　上記構成の位相差フィルムにおいては、透過光が短波長となるほど、光に付与するリタ
デーションが小さくなり、広い帯域（波長域）の光に対して、位相差フィルムとしての機
能を発揮することができる。また、位相差フィルムの光学的異方性が、複屈折誘起材料、
および重合性液晶材料の材料特性によって生じるので、延伸フィルムを貼り合わせた位相
差フィルムなどに比べて、薄膜化が容易である。
【０００９】
　上記の位相差フィルムは、第一の光学異方性層の面内遅相軸の方向と、第二の光学異方
性層の面内遅相軸の方向が直交（９０度で交差）するものでもよい。
　例えば、上記の位相差フィルムは、位相フィルム全体としてのＲｅ５５０の値が１１３
～１６３ｎｍとなり、λ/４板（１/４波長板）として用い得るものであってもよい。
　上記構成の位相差フィルムを、例えば、直線偏光板と貼り合わせることにより、従来の
光学部材よりも薄厚化が容易な、円偏光板を提供することができる。
【００１０】
　本発明の一態様にかかる光学部材は、前記の本発明にかかる位相差フィルムを有する光
学部材である。
　前記光学部材は、光学的等方体からなる基材と、前記基材上に積層された、前記本発明
にかかる位相差フィルムを有する位相差プレートであってもよい。この位相差プレートは
、基材が光学的等方体であるため、上記の位相差フィルムと同様の光学特性を発現するこ
とができ、各種の光学部材と組み合わせて用いることができる。また、二層の延伸フィル
ムを貼り合わせた位相差プレートよりも、薄型化が容易である。
【００１１】
　前記光学部材は、直線偏光板と、前記直線偏光板に接合された、前記の本発明にかかる
位相差フィルムとを有する円偏光板であってもよい。上記構成の円偏光板では、位相差フ
ィルムを薄型化することにより、薄型の円偏光板とすることが容易である。
【００１２】
　本発明の一態様にかかる広帯域位相差フィルムの製造方法は、
　支持基材上に、複屈折誘起材料を塗布し、複屈折誘起材料層を形成する工程と、
　前記複屈折誘起材料層上に、第一の偏光を照射する、第一の光照射工程と、
　前記第一の偏光を照射された、前記複屈折誘起材料層上に、重合性液晶を塗布して、前
記複屈折誘起材料層上に重合性液晶材料層が積層された積層体を形成する工程と、
　前記積層体に第二の偏光を照射する第二の光照射工程とを含み、
　前記第一の偏光の偏光軸方向と、前記第二の偏光の偏光軸方向とが、異なる、位相差フ
ィルムの製造方法である。
【００１３】
　上記方法においては、第一の光照射工程において、複屈折誘起材料に配向膜としての機
能が付与されるので、複屈折誘起材料層上に形成された重合性液晶層において、液晶分子
が配向する。次いで、第二の光照射工程において、複屈折誘起材料層を構成する分子に配
向性が付与される。第一の光照射工程で用いる偏光の偏光軸方向と、第二の光照射工程で
用いる偏光の偏光軸方向とは異なるので、複屈折誘起材料層と、重合性液晶層には異なる
配向性が付与され、結果として、遅相軸方向が互いに異なる、第一の光学異方性層と、第
二の光学異方性層からなる積層体（位相差フィルム）を形成することができる。
【００１４】
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　前記、位相差フィルムの製造方法において、例えば第一の偏光の偏光軸方向と、第二の
偏光の偏光軸方向が９０°異なってもよい。偏光軸の方向をこのように制御することによ
り、例えば、第一の光学異方性層の遅相軸方向と、第二の光学異方性層の遅相軸方向を直
交させることができる。
【００１５】
　前記、位相差フィルムの製造方法は、前記第二の光照射工程の後、前記積層体を所定温
度まで加熱した後、冷却する、加熱・冷却工程を含むものであってもよい。加熱・冷却工
程では、複屈折誘起材料層の配向を促進することができる。
【００１６】
　前記、位相差フィルムの製造方法には、前記第二の光照射工程の後、積層体に非偏光を
照射する第三の光照射工程を含むものであってもよい。この第三の光照射工程は、前記加
熱・冷却工程の後に行ってもよい。第三の光照射工程では、複屈折誘起材料層の分子の配
向性を安定化（固定）できる。なお、重合性液晶層の配向性は、第二の光照射工程の際の
光重合、または加熱・冷却工程の際の熱重合によって固定される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、逆波長分散性を有する広帯域位相差フィルムが得られる。前記位相差
フィルムでは、位相差フィルムを構成する第一の光学異方性層と第二の光学異方性層の配
向性を制御し、各層の面内遅相軸方向を自由に設定できる。そのため、このような位相差
フィルムと偏光板とをロールツーロールなどを用いて貼合することにより、広帯域円偏光
板や広帯域楕円偏光板などを簡単に効率よく製造可能である。さらに、本発明の広域帯位
相差フィルムは、塗布製膜により製造可能であるため、従来の延伸ポリマーフィルムによ
り得られる位相差フィルムと比較して薄型化が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態にかかる位相差フィルムの模式断面図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる位相差フィルムを構成する各層の遅相軸方向の関係
を模式的に示した図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる、透明の支持基材を有する位相差フィルムを示す模
式断面図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかる、円偏光板（基材レス広帯域円偏光板）の製造過程
における状態を示す、模式断面図である。
【図５】円偏光板を構成する偏光板の透過軸の方向と、位相差フィルム各層の面内遅相軸
の方向との関係を示す模式図である。
【図６】実施例１、および比較例１、２の位相差フィルムにおける面内リタデーションの
波長依存性を示すグラフである。
【図７】円偏光板の反射分光特性を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（広帯域位相差フィルムの基本構成）
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の
説明で引用する図１、３、４には各層の断面が示されているが、これらは実際の厚みの比
を示すものではないことに留意されたい。
　図１は、本発明の一実施形態にかかる位相差フィルム（広帯域位相差フィルム）の基本
的構成をなす、第一の光学異方性層１と、第二の光学異方性層２の積層体を示す、模式断
面図であり、図２は、この積層体における各層の面内遅相軸方向の関係を模式的に示す図
である。図２において、矢印は面遅相軸の方向を示しており、θ１、θ２は、それぞれ、
破線で示される直交座標の横軸に対する、第一の光学異方性層１の遅相軸と、第二の光学
異方性層２の遅相軸の角度を示している。
【００２０】
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　広帯域位相差フィルム（積層体）１０は、複屈折誘起材料からなる第一の光学異方性層
１と重合性液晶からなる第二の光学異方性層２から構成されている。図２に示すように、
第一の光学異方性層１と、第２の光学異方性層２は、両層の面内遅相軸方向が、平行では
ない、任意の角度（ゼロを除く角度）で交差するように、積層されている。その角度（θ
２-θ１）は、本発明の位相差フィルム（第一及び第二光学異方性層の積体）に所望され
る面内リタデーション値に応じて、各光学異方性層の面内リタデーションと、各光学異方
性層に用いる複屈折誘起材料、及び重合性液晶材料が持つ固有の波長分散特性に基づいて
設定される。
【００２１】
　位相差フィルム１０において、波長５５０ｎｍの光に対する面内リタデーションＲｅ５
５０は、第一の光学異方性層１のＲｅ５５０が第二の光学異方性層２のＲｅ５５０よりも
小さい。
　また位相差フィルム１０において、波長４５０ｎｍの光に対する面内リタデーションＲ
ｅ４５０と、波長５５０ｎｍの光に対する面内リタデーションＲｅ５５０との比、Ｒｅ４
５０/Ｒｅ５５０の値は、第一の光学異方性層１の値を第二の光学異方性層２の値より小
さいものとすることができる。また波長６５０ｎｍの光に対する面内リタデーションＲｅ
６５０とＲｅ５５０の比、Ｒｅ６５０/Ｒｅ５５０の値は、第一の光学異方性層１の値を
、第二の光学異方性層２の値よりも大きなものとすることができる。
【００２２】
　なお、各光学異方性層のリタデーションの値は、複屈折特性（常光と異常光の屈折率差
）と層厚に依存するため、各層の材料を適宜選択して、その配向性と、層厚を制御するこ
とにより、適宜調整することが可能である。
【００２３】
　上記の位相差フィルムは、第一の光学異方性層の面内遅相軸の方向と、第二の光学異方
性層の面内遅相軸の方向が直交（９０度で交差）するものでもよい。
　例えば、上記の位相差フィルムは、位相フィルム全体としてのＲｅ５５０の値が１１３
～１６３ｎｍとなり、λ/４板（１/４波長板）として用い得るものであってもよい。
　例えば、上記の位相差フィルムは、可視光波長全域の波長 ４００～７００ｎｍの光に
対し、均一な位相差特性を与える様なものであってもよい。
　位相差フィルムを構成する、第一の光学異方性層と第二の光学異方性層からなる積層体
の膜厚は、例えば１～５０μｍ、好ましくは１～２０μｍとすることができる。
【００２４】
（支持基材）
　本発明において、第一の光学異方性層１及び、第二の光学異方性層２は、それぞれ支持
基材の上に各層の材料を塗布製膜することにより、形成される。
　支持基材は、光学的等方体からなる基材、すなわちガラスや、トリアセチルセルロース
フィルム（ＴＡＣフィルム）など、光学的等方相からなり、面内リタデーションが１０ｎ
ｍ以下（好ましくはゼロ）である透明基材であってもよい。支持基材としては、例えば、
汎用ポリエステルフィルムなどの、第一の光学異方性層との密着性が低い材料からなる基
材を、離型用基材として用いてもよい。離型用基材の場合、基材自体のリタデーションの
有無は考慮しなくてもよく、面内リタデーションが１０ｎｍを超える基材や、不透明な基
材を用いてもよい。離型用基材を用いる場合、基材上に本発明の広帯域位相差フィルムを
形成した後、粘着剤などを介して他の光学部材（例えば偏光板など）に接合し、その後離
型用基材を剥離して使用することにより、広帯域位相差フィルムを、支持基材を持たない
構成とし、厚みが実質的に光学異方性層の膜厚のみからなる、薄型の光学部材とすること
ができる。
【００２５】
（光学部材）
　上記の広帯域位相差フィルムを用いることにより、広帯域に対して位相差補償機能を有
し、かつ薄型化の容易な光学部材を提供できる。例えば、本発明にかかる光学部材は、ト
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かかる位相差フィルムが積層されたものであってもよい。あるいは、偏光板などの光学部
材に粘着剤層などを介して、次の位相差フィルムを貼り合わせたものであってもよい。例
えば、直線偏光板に、本発明の位相差フィルムを貼り合わせることにより、円偏光板を提
供することができる。
【００２６】
　図３は、本発明の一実施形態にかかる位相差板１１を示す模式断面図である。支持基材
３上には、図１の位相差フィルム１０と同様の、第一の光学異方性層１と、第二の光学異
方性層２からなる積層体が積層されている。支持基材３を光学的等方体からなるものとす
れば、支持基材３と、第一の光学異方性層１と、第二の光学異方性層２からなる位相差板
１１は、上述の位相差フィルム１０と同様の光学特性を発現することができる。
【００２７】
　図４は、本発明の一実施形態にかかる、光学プレート（円偏光板）１２の一実施形態を
示す模式断面図である。図４は、離型用基材４上に、図１で示した位相差フィルム１０と
同様の、第一の光学異方性層１と、第二の光学異方性層２からなる積層体を形成し、粘着
剤層５を介して、偏光板（直線偏光板）６に接着した後、離型用基材４を剥離する段階を
示している。離型用基材４を剥離した後の光学プレート１２は、偏光板と位相差フィルム
が積層された円偏光板として機能することができる。その際、基材が剥離されているので
、従来にくらべ、薄型の円偏光板を提供することができる。
【００２８】
　図５は、第一の光学異方性層１、第二の光学異方性層２と、偏光板３からなる円偏光板
における光学軸の関係を示すための模式図である。図２と同様に、破線で示される面内直
交座標において、θ１は第一の光学異方性層１の遅相軸の方向（矢印）を示す角度、θ２
は第二の光学異方性層２の遅相軸の方向（矢印）を示す角度である。偏光板３に示す矢印
は、偏光板６の透過軸の方向を示しており、その方向は角度θ３で示される。本発明によ
れば、θ１、θ２、θ３を任意の角度に設定することが可能である。
【００２９】
（複屈折誘起材料）
　第一の光学異方性層は、複屈折誘起材料から製膜されたものである。本発明において、
複屈折誘起材料とは、本出願人らがさきに公開している、特開２００２－２０２４０９号
公報、特開２００４－２５８４２６号公報や特開２００７－３０４２１５号、などに記載
のあるような、光照射（好ましくは光照射と加熱冷却処理）により軸選択的に複屈折を発
現することができる有機材料を指す。
【００３０】
　例えば、複屈折誘起材料は、炭化水素、アクリレート、メタクリレート、シロキサンな
どの構造を主鎖に有し、メソゲン基（芳香族環－連結基－芳香族環）と、必要に応じて挿
入されるスペーサ（例えば、酸素原子、アルキレン基など）と、下記化学式１または化学
式２で示されるナフチルアクロイル構造またはその誘導体構造単位、ないしは下記化学式
３または化学式４または化学式５で示されるビフェニルアクロイルまたはその誘導体から
なる構造単位とが連結している側鎖を有する液晶性高分子であってもよい。メソゲン基中
の連結基としては、例えば、なし（none）、－ＣＯＯ、－ＯＣＯ－、－Ｎ＝Ｎ－、－Ｃ≡
Ｃ－、－Ｃ６Ｈ４－のいずれかが挙げられる。
【００３１】
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【００３２】
【化２】

【００３３】
【化３】

【００３４】
【化４】

【００３５】
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【００３６】
　上記の式中、－Ｒ１～－Ｒ１１は、－Ｈ、ハロゲン原子、－ＣＮ、ニトロ基、アミノ基
、アルキル基またはメトキシ基などのアルキルオキシ基、またはそれらを弗化した基から
選択されるいずれかである。
　上記の複屈折誘起材料として、例えば、下記の化学式６で示されるような誘導体を挙げ
ることができる。
【００３７】
【化６】

【００３８】
　式中、ｘ、ｙはｘ：ｙ＝１００～０：０～１００となる整数、ｎは１～１２の整数、ｍ
は１～１２の整数、ｊは１～１２の整数、連結基Ｘ、Ｙは、それぞれ独立に、なし（none
）、－ＣＯＯ、－ＯＣＯ－、－Ｎ＝Ｎ－、－Ｃ≡Ｃ－、－Ｃ６Ｈ４－のいずれか、Ｗ１、
Ｗ２は、化学式１または化学式２で表される構造である。
【００３９】
　また、複屈折誘起材料として、炭化水素、アクリレート、メタクリレート、シロキサン
などの構造を主鎖に有し、側鎖末端にカルボキシル基を有する液晶性高分子が用いられて
もよい。この複屈折誘起材料は、側鎖末端のカルボキシル基の水素結合による２量体の形
成により、従来技術の材料のようなメソゲン基を構造に含まなくとも液晶相を発現する材
料である。この材料は、メソゲン基とスペーサと下記化学式７で示される構造単位とが連
結している側鎖を有していてもよい。
【００４０】
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【化７】

【００４１】
　式中、ｋは０～１２の整数、ｍは０または１、ｃは０または１、ｎは１、２、３のいず
れかの整数、Ｘはなし、またはО、－ＣＨ２－、－Ｎ＝Ｎ－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－Ｃ≡Ｃ
－、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－Ｃ６Ｈ４－（フェニレン）のいずれか、Ｒ１、Ｒ２は、
それぞれＨ、アルキル基、アルキルオキシ基、ハロゲン原子のいずれかである。
【００４２】
　このような材料では、メソゲン基をその構造に含まないことから、感光性基の光反応を
進行する波長の光を吸収することがない。このことで、照射された光は感光性基の吸収に
のみ消費され光反応が促進される。結果として、光反応効率を大きく向上することができ
る。
　このような光配向材は、同一の繰り返し単位からなる単一重合体または構造の異なる側
鎖を有する単位の共重合体でもよく、あるいは感光性基を含まない側鎖を有する単位を共
重合させることも可能である。
　更には、液晶性を損なわない程度に耐熱性を向上させるための架橋剤を添加することや
、液晶性を損なうことなく液晶性を示さない単量体を感光性の重合体に共重合してもかま
わない。
【００４３】
　また、特開２００２－２０２４０９号公報に記載したようなメソゲン成分として多用さ
れているビフェニル、ターフェニル、フェニルベンゾエート、アゾベンゼンなどの置換基
を有する結晶性または、液晶性を有する低分子化合物を混合することもできる。混合する
低分子化合物は、単一の化合物のみとは限らず複数種の化合物を混合することも可能であ
る。
　更には、液晶性を損なわない程度に配向性を向上させるための配向助剤や耐熱性を向上
させるための架橋剤を添加することや、液晶性を損なうことなく液晶性を示さない単量体
を感光性の重合体に共重合してもかまわない。
【００４４】
（重合性液晶材料）
　第二の光学異方性層を構成する重合性液晶材料は、反応性官能基とメソゲン性基とを少
なくとも含む単官能もしくは二官能性の重合性液晶化合物を含む組成物であって、光学異
方性層として配向させた際に前記複屈折誘起材料層よりも波長分散性が低い材料（重合性
液晶層において、Ｒｅ４５０／Ｒｅ５５０の値が複屈折誘起材料層より小さくなり、Ｒｅ
６５０／Ｒｅ５５０の値が複屈折有機材料層より大きくなる材料）であればよく、市販の
重合性液晶材料を用いることができる。また、重合性液晶材料は、光重合開始剤、熱重合
開始剤を含有するものであってもよく、さらにその塗工液には塗布成膜表面の平滑性確保
を目的として界面活性剤を添加することが好ましい。
【００４５】
　重合性液晶化合物は、液晶性モノマーであってもよく、液晶性ポリマーであってもよい
。例えば、重合性液晶化合物としては、光や熱により重合する官能基を有する重合性液晶
モノマーおよび／または重合性液晶ポリマーや、イソシアネート材料、エポキシ材料など
の架橋剤により、液晶性を損なわない程度に架橋構造を導入した液晶性ポリマーがあげら
れる。
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【００４６】
　重合性液晶化合物は、メソゲン形成基を有するモノマーまたはメソゲン形成性基で構成
されたユニットを有するポリマーであって、液晶構造を形成できるとともに、重合性を有
する限り特に限定されず、各種重合性液晶化合物を利用することができる。重合性液晶化
合物としては、例えば、シッフ塩基系、ビフェニル系、ターフェニル系、エステル系、チ
オエステル系、スチルベン系、トラン系、アゾキシ系、アゾ系、フェニルシクロヘキサン
系、ピリミジン系、シクロヘキシルシクロヘキサン系、トリメシン酸系、トリフェニレン
系、トルクセン系、フタロシアニン系、ポルフィリン系分子骨格を有する液晶化合物、ま
たはこれらの化合物の混合物等が挙げられ、ネマチック性、コレステリック性またはスメ
クチック性の液晶相を示す化合物であればいずれでもよい。一例として、重合性液晶化合
物はとして、光重合性のネマチック液晶モノマーを用いてもよい。
【００４７】
　前記メソゲン形成性基で構成されたユニットは、液晶ポリマーの主鎖にあってもよく、
側鎖にあってもよい。主鎖型液晶ポリマーとしては、ポリエステル系、ポリアミド系、ポ
リカーボネート系、ポリイミド系、ポリウレタン系、ポリベンズイミダゾール系、ポリベ
ンズオキサゾール系、ポリベンズチアゾール系、ポリアゾメチン系、ポリエステルアミド
系、ポリエステルカーボネート系、ポリエステルイミド系の液晶ポリマー、またはこれら
の混合物等が挙げられる。また側鎖型液晶性ポリマーとしては、ポリアクリレート系、ポ
リメタクリレート系、ポリビニル系、ポリシロキサン系、ポリエーテル系、ポリマロネー
ト系等の直鎖状又は環状構造の骨格鎖を有する高分子に側鎖としてメソゲン基が結合した
液晶ポリマー、またはこれらの混合物等が挙げられる。
【００４８】
　また、重合性液晶化合物は、必要に応じて導入された架橋性基あるいは適宜な架橋剤の
ブレンドによって、液晶状態あるいは液晶転移温度以下に冷却した状態で、架橋（熱架橋
あるいは光架橋）等の手段により配向固定化できる液晶化合物でもよい。このような液晶
化合物は、ネマチック性、コレステリック性またはスメクチック性の液晶相を示す液晶化
合物であればいずれでもよく、メソゲン基を有するモノマーまたはメソゲン形成性基で構
成されたユニットを有するポリマーである限り特に限定されない。
【００４９】
　架橋性基としては、ビニル基、ビニルオキシ基、１－クロロビニル基、イソプロペニル
基、４－ビニルフェニル基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、オキシラ
ニル基、オキセタニル基等が挙げられる。中でも、アクリロイルオキシ基、メタクリロイ
ルオキシ基、ビニルオキシ基、オキシラニル基及びオキセタニル基が好ましく、特にアク
リロイルオキシ基がより好ましい。
【００５０】
　光重合開始剤としては、イルガキュア（Irgacure）９０７、イルガキュア１８４、イル
ガキュア６５１、イルガキュア８１９、イルガキュア２５０、イルガキュア３６９（以上
、全てチバ・ジャパン（株）製）、セイクオールＢＺ、セイクオールＺ、セイクオールＢ
ＥＥ（以上、全て精工化学（株）製）、カヤキュアー（kayacure）ＢＰ１００（日本化薬
（株）製）、カヤキュアーＵＶＩ－６９９２（ダウ社製）、アデカオプトマーＳＰ－１５
２又はアデカオプトマーＳＰ－１７０（以上、全て（株）ＡＤＥＫＡ製）、ＴＡＺ－Ａ、
ＴＡＺ－ＰＰ（以上、日本シイベルヘグナー社製）及びＴＡＺ－１０４（三和ケミカル社
製）など、市販の光重合開始剤を用いることができる。
【００５１】
　熱重合開始剤としては、アゾビスイソブチロニトリル等のアゾ化合物；過酸化水素、過
硫酸塩、過酸化ベンゾイル等の過酸化物等が挙げられる。
【００５２】
　重合開始剤の含有量は、重合性液晶化合物１００質量部に対して、０．１～３０質量部
が好ましく、０．５～１０質量部がより好ましく、０．５～８質量部がさらに好ましい。
上記範囲内であれば、重合性液晶化合物の配向を乱すことなく重合させることができる。
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【００５３】
　なお、重合開始剤として光重合開始剤を用いる場合、光増感剤を併用してもよい。光増
感剤としては、例えば、キサントン及びチオキサントン等のキサントン化合物（例えば、
２，４－ジエチルチオキサントン、２－イソプロピルチオキサントン等）；アントラセン
及びアルコキシ基含有アントラセン(例えば、ジブトキシアントラセン等)等のアントラセ
ン化合物；フェノチアジン；ルブレン等が挙げられる。
【００５４】
（粘着剤）
　離型用基材上に形成した位相差フィルムと、偏光板等の光学部材との貼り合わせに用い
られる粘着剤としては、例えば、アクリル系ポリマー、シリコーン系ポリマー、ポリエス
テル、ポリウレタン、ポリエーテルなどをベースポリマーとするものを挙げることができ
る。その中でも、アクリル系ポリマーをベースポリマーとするアクリル系粘着剤を用いる
ことが好ましい。
【００５５】
（広帯域位相差フィルムの製造工程）
　本発明における一実施形態として、本発明に係る、広帯域位相差フィルムは、基材上に
、複屈折有機材料の塗膜を形成し、複屈折有機材料層を形成する工程と、前記複屈折有機
材料層に偏光（例えば直線偏光）を照射し、配向膜としての機能を付与する第一の光照射
工程と、前記複屈折有機材料層上に、重合性液晶材料の塗膜を形成し、液晶相が配向した
重合性液晶層を形成する工程と、前記重合性液晶層上から、第一の光照射工程とは、異な
る方向に偏光軸を有する偏光を照射し（第二の光照射工程）、次いで必要に応じて積層体
を加熱・冷却することにより（加熱・冷却工程）、複屈折有機材料層全体に分子配向を誘
起するとともに、前記重合性液晶層の配向を固定する工程と、次いで必要に応じ、前記積
層体に非偏光を照射することにより、前記複屈折有機材料の配向性を固定する工程（第三
の光照射工程）と、を含む、製造方法によって製造することができる。
　以下、この製造方法の各工程について、説明する。
【００５６】
（複屈折誘起材料の塗膜の形成）
　まず、上述のような複屈折誘起材料を溶媒に溶解して溶液とし、この溶液を基材上に塗
布する。溶媒は、複屈折誘起材料の種類に応じて適宜選択することができ、例えば、ジオ
キサン、ジクロロエタン、シクロヘキサノン、トルエン、テトラヒドロフラン、ｏ－ジク
ロロベンゼン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、エチレングリコール誘導
体（例えば、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチル
エーテルなど）、プロピレングリコール誘導体（プロピレンモノメチルエーテル、プロピ
レングリコール１－モノメチルエーテル２－アセタート）などが挙げられ、これらの溶媒
は、単独でまたは二種以上組み合わせて使用してもよい。
　溶媒の濃度は、特に限定されないが、例えば、複屈折誘起材料を５～５０重量％含有す
るものであってもよい。基材への溶液の塗布には、スピンコート、ロールコート等、公知
の塗工方法を用いることができる。
　基材には、上述のような光学的等方体からなる基材、または離型用基材を用いることが
できる。
　塗工後、必要に応じ、加熱して塗膜を乾燥させ、基材と複屈折誘起材料層を有する積層
体とする。
【００５７】
（第一の光照射工程）
　次いで、複屈折誘起材料層に対し、偏光を照射する。この偏光は、紫外線の直線偏光で
あってもよい。この偏光照射により、複屈折誘起材料層において、偏光軸方向に対応して
、分子の選択的な光反応が生じ、次の工程で塗布される重合性液晶層に対して、一時的に
配向膜として機能する。但し、この際、複屈折誘起材料の分子配向を誘起することは好ま
しくないため、偏光の照射エネルギーは、配向膜としての機能を付与する必要最小限のエ
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ネルギーであることが好ましい。
　例えば、偏光の照射量（単位面積あたりの照射エネルギー）は、０．１ｍＪ／ｃｍ２～
１Ｊ／ｃｍ２、好ましくは１～１００ｍＪ／ｃｍ２程度であってもよい。
【００５８】
（重合性液晶層の形成）
　次いで、複屈折誘起材料層上に重合性液晶層が形成される。形成にあたっては、溶媒に
溶解した重合性液晶性材料をスピンコート、ロールコート等の公知の塗工方法で塗布すれ
ばよい。重合性液晶性材料は、上述のような材料から選択することができ、溶媒としては
、ジオキサン、ジクロロエタン、シクロヘキサノン、トルエン、テトラヒドロフラン、ｏ
－ジクロロベンゼン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、エチレングリコー
ル誘導体（例えば、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエ
チルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテルなど）、プロピレングリコール
誘導体（プロピレンモノメチルエーテル、プロピレングリコール１－モノメチルエーテル
２－アセタート）などが挙げられ、これらの溶媒は、単独でまたは二種以上組み合わせて
使用してもよい。溶剤は、光配向膜を侵さない溶媒であるのが好ましく、例えば、エチレ
ングルコール誘導体、プロピレングリコール誘導体などが好ましい。
　溶液の塗布により塗膜を形成し、必要に応じ加熱して塗膜を乾燥させる。その際、下部
に存在する複屈折誘起材料層が配向膜（配向性付与膜）として機能し、液晶の配向（液晶
分子の配向）が生じる。これにより所定の方向に液晶が配向した重合性液晶層が形成され
る。
【００５９】
（第二の光照射工程）
　次いで、基材と、複屈折誘起材料層と、重合性液晶材料層からなる積層体に対し、第一
の光照射工程で用いた偏光とは、異なる方向に偏光軸を有する偏光を照射する。偏光は、
例えば、紫外線の直線偏光であってもよい。これによって、複屈折誘起材料層において、
分子の選択的な光反応が生じ、分子の配向性が誘起される。なお、その際、重合性液晶は
すでに配向しているので、複屈折誘起材料層に生じる配向性による影響は小さい。これに
より、例えば、重合性液晶層の配向方向（遅相軸方向）と、直交する配向方向を有する配
向性を複屈折誘起材料層に付与することができる。
　複屈折誘起材料層に配向性を誘起するため、第二の光照射工程で用いる偏光のエネルギ
ーは、第一の光照射工程で用いた偏光のエネルギーより大きなものとすることが好ましい
。なお、その際、同様の光源（例えば紫外線ランプ）の光を用い、光量によってエネルギ
ーを調節してもよい。
　第二の偏光照射における、偏光の照射量は、１ｍＪ／ｃｍ２～１０Ｊ／ｃｍ２、好まし
くは１０ｍＪ／ｃｍ２～１Ｊ／ｃｍ２とすることが好ましい。
【００６０】
（加熱・冷却工程）
　必要に応じて、第二の偏光の照射後、積層体を所定温度に加熱してもよい。第二の光照
射工程では、複屈折誘起材料層中で、偏光の照射方向と振動方向に依存する分子配向が誘
起され、未配向の分子も配向した分子に従って再配列するが、加熱することにより、未配
向分子の再配列を促進することができる。積層体は、加熱した後、例えば放置することな
どにより室温程度まで、冷却すればよい。第二の偏光照射後の、積層体の加熱は、複屈折
誘起材料の等方相転移点付近が加熱温度の目安であり、好ましくは１００℃～１４０℃で
、５～３０分程度行ってもよい。
【００６１】
　なお、重合性液晶材料層では、すでに所定の方向に液晶が配向しており、上記の第二の
光照射工程および/または加熱・冷却工程において、重合性液晶材料が重合することによ
り、配向性が固定される。
　具体的には、重合性液晶層が、光重合性の材料からなる場合、偏光の照射時に光架橋が
生じ、配向性が固定される。重合性液晶層が、熱重合性の材料からなる場合、偏光照射後
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の加熱時に熱架橋が生じ、配向性が固定される。
【００６２】
（非偏光照射）
　次いで、積層体に非偏光を照射することが好ましい。非偏光の照射により、複屈折誘起
材料層において光反応を進め、上記の工程で形成された分子の配向性を安定化（固定）す
ることができる。非偏光は、例えば、非偏光紫外線でもよい。非偏光の照射量は、１０ｍ
Ｊ／ｃｍ２～１００Ｊ／ｃｍ２、好ましくは１００ｍＪ／ｃｍ２～１０Ｊ／ｃｍ２とする
ことが好ましい。
　上記の方法により、遅相軸方向が互いに異なる光学異方性層が積層された積層体を形成
することができる。離型用基材を基材として用いた場合、例えば、偏光板等の光学部材に
、重合性液晶層を接着した後、複屈折誘起材料層と基材の界面で、基材を剥離すればよい
。これにより、従来の位相差部材に比べて膜厚の薄い、位相差フィルムを提供することが
できる。具体的には、位相差フィルムの膜厚は１～５０μｍ、好ましくは１～２０μｍ程
度に制御することが可能である。
【００６３】
　なお、特に限定するものではないが、上記に記載した本発明の実施形態において、各層
のリタデーションは、偏光測定装置（例えば、ミュラー行列ポラリメータ）を用いて測定
することができる。膜厚は、エリプソメータなどを用いて測定することができる。光照射
に紫外線を用いる場合、高圧水銀灯やメタルハライドランプ、ＬＥＤなど、他の公知の紫
外線光源を用い、偏光照射を行う場合には、例えば、グランテーラープリズムを用いて直
線偏光に変換した光を照射すればよい。照射エネルギーは、照射光を予め光量計で測定し
て設定した条件を用いて照射を行うことにより、所定の値に調整できる。
【実施例】
【００６４】
［実施例１］
　下記化学式の単量体をテトラヒドロフラン中に溶解し、反応開始剤としてＡＩＢＮ（ア
ゾビスイソブチロニトリル）を添加して重合することにより重合体を得た。この重合体は
１３５℃から１８７℃の温度範囲で液晶性を呈した。
【００６５】
【化８】

【００６６】
　この重合体をエチレングリコールモノエチルエーテルに対し２０ｗｔ％の割合で溶解し
複屈折誘起材料の塗工液１を得た。
　また、重合性液晶（ＢＡＳＦ社製、商品名ＰａｌｉｏｃｏｌｏｒＬＣ２４２）に対して
、当該重合性液晶化合物に対する光重合開始剤（チバスペシャリティーケミカルズ社製、
商品名イルガキュア９０７）を５ｗｔ％で混合したものを、トルエンに３０ｗｔ％の割合
で溶解した後、界面活性剤（ビックケミー社製、商品名ＢＹＫ－３５０）を０．０５ｗｔ
％添加して重合性液晶の塗工液２を得た。
【００６７】
　厚み５０μｍのＴＡＣ（トリアセチルセルロース）フィルム上に塗工液１を１０００ｒ
ｐｍ・２０secにてスピンコートし、５０℃にて３分間乾燥させ、約３μｍの複屈折誘起
材料層を製膜した。そこに高圧水銀灯の光をグランテーラープリズムを用いて直線偏光に
変換した偏光を用い、約４ｍＪ/ｃｍ２の照射量にて１回目の偏光ＵＶ照射を行った。
【００６８】
　この複屈折誘起材料層上に塗工液２を１６００ｒｐｍ・１０ｓｅｃにてスピンコートし
、８０℃にて２分間乾燥させ、約２．５μｍの重合性液晶層を製膜した。この時、重合性
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液晶層は1回目の偏光ＵＶ照射時の偏光軸とは直交方向に遅相軸を持ち配向していた。
【００６９】
　続いて、１回目の偏光ＵＶ照射とは９０度偏光軸が異なる偏光にて２回目の偏光ＵＶを
約１７０ｍＪ/ｃｍ２の照射量で照射した。そのフィルムを１２５℃まで加熱し、室温付
近まで徐冷した後、非偏光ＵＶを約２００ｍＪ/ｃｍ２照射し、複屈折誘起材料層の配向
誘起処理及び配向固定を行い、位相差フィルムのサンプルを得た。ミュラー行列ポラリメ
ータ（ＡＸＯＭＥＴＲＩＣＳ社製ＡｘｏＳｃａｎ）を用いて各波長毎の面内リタデーショ
ン値を測定した。得られたサンプルは波長５５０ｎｍにおいて約１／４波長の面内リタデ
ーションを有しており、また、図２における各層構成毎の遅相軸方向はθ１＝４５°、θ
２＝１３５°であり、積層状態における面内遅相軸はθ２（＝１３５°）と並行方向であ
った。
【００７０】
［実施例２］
　１回目の偏光ＵＶ照射の偏光軸方向に対して、２回目の偏光ＵＶ照射の偏光軸方向が約
６０度異なる点以外は、実施例１と同様の手順にて位相差フィルムサンプルを作製した。
得られたサンプルは複屈折誘起材料層ではＲｅ５５０≒１４５ｎｍ、重合性液晶層ではＲ
ｅ≒２８０ｎｍであり、図２における各層構成毎の遅相軸方向はθ１＝４５°、θ２＝１
０５°であった。
【００７１】
［比較例１］
　比較例として、膜厚５０μｍのトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に前記実
施例１で用いた複屈折誘起材料の塗工液１を１５００ｒｐｍ・２０ｓｅｃの条件にてスピ
ンコートし、５０℃で３分間乾燥し約２．５μｍの複屈折誘起材料層を成膜した。その後
、偏光ＵＶを約１７０ｍＪ／ｃｍ２の照射量で照射し、フィルムを１２５℃まで加熱し、
室温付近まで徐冷した後、非偏光ＵＶを約２００ｍＪ／ｃｍ２の照射量で照射して、複屈
折誘起材料層のみによる位相差フィルムを得た。実施例と同様に波長毎の面内リタデーシ
ョンを測定した。得られたサンプルは波長５５０ｎｍにおいて約１／４波長の面内リタデ
ーションを有していた。
【００７２】
［比較例２］
　比較例として、ポリカーボネートの一軸延伸フィルムである市販のλ／４ 板を用意し
、実施例と同様に波長毎の面内リタデーションを測定した。得られたサンプルは波長５５
０ｎｍにおいて約１／４波長の面内リタデーションを有していた。
【００７３】
［評価結果］
　実施例１と比較例１、２の可視光域（４００～７００ｎｍ）における各波長毎の面内リ
タデーションをＲｅ５５０の値で規格化した結果を図６に示す。比較例１、２ではその他
の各測定波長において順波長分散性を示すのに対し、本実施例１のサンプルは測定波長が
短波長であるほどその光に対して付与するリタデーション値が小さくなっており、逆波長
分散性を有していた。
【００７４】
　また、広帯域化の効果を確認するため、比較例１、２のフィルムサンプルは面内遅相軸
と透過軸が４５°となる様に、実施例１のフィルムサンプルは図５のθ３＝９０°となる
様に、実施例２のフィルムサンプルは図５のθ３＝１２０°となる様な軸角度にて偏光板
をそれぞれ貼合し円偏光板（＝反射防止膜）とした。これらを、位相差フィルム面側を下
にしてアルミ蒸着ミラー上に置き、正面鉛直方向反射強度の分光特性を測定した結果を図
７に示す。比較例１、２による円偏光板では波長５５０ｎｍ付近以外の反射光は抑制され
ずに反射しているのに対し、実施例１、２の円偏光板は波長４００～７５０ｎｍにおいて
反射光が抑制されており、反射防止効果が広帯域化されていることがわかる。
【００７５】
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　さらに、各円偏光板サンプルをアルミ蒸着ミラー上に置いた状態にて白色光源による正
反射光を目視で観察し、正面鉛直方向と傾斜約４５°方向（全方位）から反射光の色変化
を比較した。
　結果を表１に示す。正面方向では比較例１、２に比べて実施例１及び実施例２の反射光
は黒色で反射防止効果にすぐれることがわかる。特に、傾斜方向の反射光においては実施
例１の位相差フィルムを使用した円偏光板は色変化がなく黒色で、広帯域の反射防止効果
が得られていた。実施例１の位相差フィルムサンプルは、Ｎｚ係数が負（Ｎｚ＜０）であ
る複屈折誘起材料層と、ポジティブＡプレート（Ｎｚ≒1）である重合性液晶層とが面内
遅相軸が直交するように積層されているため、傾斜した入射光に対しても方位角によらず
、鉛直入射光に対するリタデーションと同等の概ね一定のリタデーション値を示す。これ
により光線が斜めに入射する場合にもその特性が一定となり色ズレの無い良好な反射防止
効果が得られる。なお、Ｎｚ係数とは位相差フィルムの面内屈折率をｎｘ、ｎｙ、厚み方
向屈折率ｎｚとした場合にＮｚ＝（ｎｘ－ｎｚ）／（ｎｘ－ｎｙ）の値であり、屈折率楕
円体の形状を表す。
【００７６】
【表１】

【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明によれば、逆波長分散性を有し広帯域の波長に対応した位相差フィルムを得るこ
とができる。この位相差フィルムは、薄型化が容易であるので、位相差フィルムを備えた
光学部材を薄型化することができる。
【符号の説明】
【００７８】
１　第一の光学異方性層
２　第二の光学異方性層
１０　位相差フィルム
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