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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から照射される第１偏光を透過させ第２偏光を反射させるために、基材の内部に複
数個の分散体を含むランダム分散型反射偏光子であって、前記複数個の分散体は前記基材
と少なくとも一つの軸方向に屈折率が異なり、前記複数個の分散体の個数は、３２インチ
を基準として厚さが１２０μｍであるとき、２５，０００，０００～８０，０００，００
０個であり、前記基材の内部に含まれた複数個の分散体のうち、８０％以上が長さ方向の
垂直断面を基準として長軸の長さに対する短縮の長さの縦横比が１／２以下であり、前記
縦横比が１／２以下である各分散体は断面積が異なる３つ以上のグループを含み、第１グ
ループの断面積は０．２～２．０μｍ２であり、第２グループの断面積は２．０μｍ２超
から５．０μｍ２以下であり、第３グループの断面積は５．０超から１０．０μｍ２以下
であり、前記縦横比が１／２以下である分散体のうち、前記第１グループの個数比率は３
０～５０％であり、前記第２グループの個数比率は２５～４５％であり、前記第３グルー
プの個数比率は１０～３０％であり、前記第１グループの分散体の個数を前記第３グルー
プの分散体の個数で割った値が３～５であり、前記第１グループの分散体、前記第２グル
ープの分散体および前記第３グループの分散体はランダムに配列されたコア層を含む、ラ
ンダム分散型反射偏光子。
【請求項２】
　前記基材と前記分散体の屈折率は２つの軸方向に対する屈折率の差が０．０５以下であ
り、残りの１つの軸方向に対する屈折率の差が０．１以上であることを特徴とする、請求
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項１に記載のランダム分散型反射偏光子。
【請求項３】
　前記反射偏光子は少なくとも一つの軸方向に延伸されることを特徴とする、請求項１に
記載のランダム分散型反射偏光子。
【請求項４】
　前記コア層の少なくとも一面にスキン層をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記
載のランダム分散型反射偏光子。
【請求項５】
　前記コア層の少なくとも一面に形成された構造化された表面層を含むことを特徴とする
、請求項１に記載のランダム分散型反射偏光子。
【請求項６】
　前記コア層と前記構造化された表面層との間に接着力強化のためのプライマー層をさら
に含むことを特徴とする、請求項５に記載のランダム分散型反射偏光子。
【請求項７】
　前記構造化された表面層は微細パターン層であることを特徴とする、請求項５または請
求項６に記載のランダム分散型反射偏光子。
【請求項８】
　前記微細パターン層は、プリズム、レンチキュラー、マイクロレンズ、三角錐およびピ
ラミッドパターンで構成される群から選択されるいずれか一つ以上であることを特徴とす
る、請求項７に記載のランダム分散型反射偏光子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はランダム分散型反射偏光子に関するもので、より詳細には光損失を最小化しつ
つ輝度向上を最大化できるランダム分散型反射偏光子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　フラットパネルディスプレイ技術はＴＶ分野で既に市場を確保した液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）、プロジェクションディスプレイおよびプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）が主流
をなしており、また、電界放出ディスプレイ（ＦＥＤ）と電界発光ディスプレイ（ＥＬＤ
）などが関連技術の向上とともに各特性による分野を占有するものと展望される。液晶デ
ィスプレイは現在、ノートパソコン、パーソナルコンピュータのモニター、液晶ＴＶ、自
動車、航空機など、その使用範囲が拡大される中、フラットパネル市場の８０％ほどを占
めており、世界的にＬＣＤの需要が急増して現在まで好況を享受している。
【０００３】
　従来の液晶ディスプレイは、一対の吸光性光学フィルムの間に液晶および電極マトリッ
クスを配置する。液晶ディスプレイにおいて、液晶部分は二つの電極に電圧を印加して生
成される電場によって液晶部分を動かすことによって、これにより変更される光学状態を
有している。このような処理は情報を載せた「ピクセル」を特定方向の偏光を利用して映
像を表示する。このような理由から、液晶ディスプレイは偏光を誘導する前面光学フィル
ムおよび背面光学フィルムを含む。
【０００４】
　このような液晶ディスプレイで用いられる光学フィルムはバックライトから発射される
光の利用効率が必ずしも高いとは限らない。これは、バックライトから発射される光のう
ち、５０％以上が背面側光学フィルム（吸収型偏光フィルム）によって吸収されるためで
ある。そのため、液晶ディスプレイにおけるバックライト光の利用効率を高めるために、
光学キャビティーと液晶アセンブリーの間に反射型偏光子を設置する。
【０００５】
　図１は従来の反射型偏光子の光学原理を図示する図面である。具体的に光学キャビティ
ーから液晶アセンブリーへ向かう光のうち、Ｐ偏光は反射型偏光子を通過して液晶アセン
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ブリーに伝達されるようにし、Ｓ偏光は反射型偏光子から光学キャビティーに反射された
後、光学キャビティーの拡散反射面で光の偏光方向が無作為化された状態で反射されて再
び反射型偏光子に伝達され、結局はＳ偏光が液晶アセンブリーの偏光器を通過できるＰ偏
光に変換されて反射型偏光子を通過した後、液晶アセンブリーに伝達されるようにするこ
とである。
【０００６】
　前記反射型偏光子の入射光に対するＳ偏光の選択的反射とＰ偏光の透過作用は異方性屈
折率を有するフラットパネル上の光学層と、等方性屈折率を有するフラットパネル上の光
学層が相互交互に積層された状態で各光学層間の屈折率差と積層された光学層の伸長処理
による各光学層の光学的厚さの設定および光学層の屈折率変化によってなされる。
【０００７】
　すなわち、反射型偏光子に入射される光は各光学層を通過しながらＳ偏光の反射とＰ偏
光の透過作用を繰り返し、結局は入射偏光のうち、Ｐ偏光だけが液晶アセンブリーに伝達
される。一方、反射したＳ偏光は、前述した通り、光学キャビティーの拡散反射面で偏光
状態が無作為化された状態で反射されて再び反射型偏光子に伝達される。これによって、
光源から発生した光の損失とともに無駄な電力を減らすことができた。
【０００８】
　ところで、このような従来反射型偏光子は屈折率が異なるフラットパネル上の等方性光
学層と異方性光学層が交互に積層され、これを伸長処理して入射偏光の選択的反射および
透過に最適化され得る各光学層間の光学的厚さおよび屈折率を有するように製作されるた
め、反射型偏光子の製作工程が複雑であるという問題点があった。特に、反射型偏光子の
各光学層がフラットパネル構造を有しており、入射偏光の広範囲な入射角範囲に対応して
Ｐ偏光とＳ偏光を分離しなければならないため、光学層の積層数が過度に増加して生産費
用が幾何級数的に増加するという問題点があった。また、光学層の積層数が過度に形成さ
れる構造によって光損失による光学的性能が低下する恐れがあるという問題点があった。
【０００９】
　図２は従来の多層反射型偏光子（ＤＢＥＦ）の断面図である。具体的には、多層反射型
偏光子は基材８の両面にスキン層９、１０が形成される。基材８は４つのグループ１、２
、３、４に区分されるが、それぞれのグループは等方層と異方層が交互に積層されて概略
２００層を形成する。一方、前記基材８を形成する４つのグループ１、２、３、４の間に
これらを結合するための別途の接着層５、６、７が形成される。また、それぞれのグルー
プは２００層内外の非常に薄い厚さを有するため、これらのグループを個別的に共圧出す
る場合、それぞれのグループが損傷する恐れがあり、前記グループは保護層（ＰＢＬ）を
含む場合が多かった。この場合、基材の厚さが厚くなり製造原価が上昇する問題があった
。また、ディスプレイパネルに含まれる反射型偏光子の場合、スリム化のために基材の厚
さに制約があるため、基材および／またはスキン層に接着層が形成されるとその厚さの分
だけ基材が減らされることになるため、光学物性を向上することができないという問題が
あった。さらには、基材の内部および基材とスキン層を接着層で結合しているため、外力
を加えたり、長時間が経過または保管場所が悪い場合には層間剥離現象が発生するという
問題があった。また、接着層の付着過程において不良率が過度に高くなるたけでなく、接
着層の形成によって光源に対する相殺干渉が発生する問題があった。
【００１０】
　前記基材８の両面にスキン層９、１０が形成され、前記基材８とスキン層９、１０の間
にこれらを結合するために別途の接着層１１、１２が形成される。従来のポリカーボネー
ト材質のスキン層とＰＥＮ－ｃｏＰＥＮが交互に積層された基材と共圧出を通じて一体化
する場合、相溶性の不在によって剥離が発生する可能性があり、結晶化度が１５％内外で
あるため、延伸工程遂行時に伸長軸に対する複屈折発生の危険性が高い。そのため、無延
伸工程のポリカーボネートシートを適用するためには接着層を形成せざるを得なかった。
その結果、接着層工程の追加によって外部の異物および工程不良発生にともなう歩留まり
の減少が現れ、通常、スキン層のポリカーボネート無延伸シートを生産するときは、ワイ
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ンディング工程による不均一なせん断圧力による複屈折発生が現れ、これを補完するため
のポリマー分子構造変形および圧出ラインの速度制御などの別途の制御が要求され、生産
性低下の要因が発生した。
【００１１】
　前記従来の多層反射型偏光子の製造方法を簡単に説明すると、基材を形成する平均光学
的厚さが異なる４つのグループを別途共圧出した後、再び４つの共圧出された４つのグル
ープを延伸した後、延伸された４つのグループを接着剤で接着して基材を製作する。その
理由は、接着剤を接着した後で基材を延伸すると剥離現象が発生するためである。その後
、基材の両面にスキン層を接着することになる。つまり、多層構造を作るためには、２層
構造を折って４層構造を作り連続して折る方式の多層構造を作る工程を通じて一つのグル
ープ２０９層を形成し、これを共圧出するため、厚さの変化を与えることができず、一つ
の工程で多層の内部にグループを形成するのが困難であった。その結果、平均光学的厚さ
が異なる４つのグループを別途共圧出した後、これを接着せざるを得ないのが実情である
。
【００１２】
　前述した工程は断続的になされるため、製作単価の顕著な上昇をもたらし、その結果、
バックライトユニットに含まれるすべての光学フィルムの中でコストが最も高いという問
題があった。そのため、コスト低減のレベルで輝度低下を覚悟してでも反射型偏光子を除
いた液晶ディスプレイが頻繁に発売される深刻な問題が発生した。
【００１３】
　そこで、多層反射型偏光子ではない、基材の内部に長さ方向に伸張された複屈折性ポリ
マーを並べて反射型偏光子の機能を果たし得る分散体が分散された反射偏光子が提案され
た。図３は棒状ポリマーを含む反射型偏光子２０の斜視図であり、基材２１の内部に長さ
方向に伸張された複屈折性ポリマー２２が一方向に配列されている。これを通じて、基材
２１と複屈折性ポリマー２２間の複屈折性界面によって光変調効果を誘発して反射型偏光
子の機能を遂行することができるようになるのである。しかし、前述した交互に積層され
た反射型偏光子と比べて可視光線の全体波長領域の光を反射することが難しく、光変調効
率が過度に低下する問題が発生した。したがって、交互に積層された反射偏光子同等の透
過率および反射率を有するためには基材の内部に非常に多い数の複屈折性ポリマー２２を
配置しなければならない問題があった。具体的には、反射型偏光子の垂直断面を基準とし
て、横３２インチディスプレイパネルを製造する場合、横１５８０ｍｍ、高さ（厚さ）４
００μｍ以下の基材２１の内部に前述した積層型反射偏光子同等の光学物性を有するため
には、前記長さ方向の断面直径が０．１～０．３μｍの円形または楕円形の複屈折性ポリ
マー２２が少なくとも１億個以上含まれなければならないが、この場合、生産コストが過
度に多くなるだけでなく、設備が過度に複雑となり、また、これを生産する設備を製作す
ること自体がほとんど不可能であり商用化が難しいという問題があった。また、シート内
部に含まれる複屈折性ポリマー２２の光学的厚さを多様に構成することが困難であるため
、可視光線の全体領域の光を反射することが難しく、物性が減少する問題があった。
【００１４】
　これを克服するために、基材の内部に複屈折性海島糸を含む技術的思想が提案された。
図４は基材の内部に含まれる複屈折性海島糸の断面図であり、前記複屈折性海島糸は内部
の島の部分と海の部分の光変調界面で光変調効果を発生させることができるため、前述し
た複屈折性ポリマーのように非常に多数の海島糸を配置しなくても光学物性を達成するこ
とができる。しかし、複屈折性海島糸は繊維であるため、ポリマーである基材との相溶性
、取り扱い容易性、密着性の問題が発生した。ひいては、円形状であるため、光散乱が誘
導されて可視光線領域の光波長に対する反射偏光効率が低下し、既存製品対比偏光特性が
低下して輝度向上に限界があり、合わせて海島糸の場合、島接合現象を減らしながら海成
分の領域が細分化されるため、空隙の発生によって光漏れ、すなわち光損失現象による光
特性低下の要因が発生した。また、織物形態の組織構成のため、レイヤー構成の限界によ
って反射および偏光特性向上に限界点が発生する問題があった。また、分散型反射偏光子
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の場合、レイヤー間の間隔および分散体間の離隔空間によって輝線現象が観察される問題
が発生した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は前述した問題を解決するために案出されたもので、本発明は従来の分散型反射
偏光子と比べて輝線現象が改善されながらも視野角が広く、光損失を最小化しながらも輝
度向上を最大化できる、ランダム分散型反射偏光子を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記課題を解決するために、外部から照射される第１偏光を透過させ第２偏光を反射さ
せるために、基材の内部に複数個の分散体を含み、前記複数個の分散体は前記基材と少な
くとも一つの軸方向に屈折率が異なり、前記基材の内部に含まれた複数個の分散体のうち
、８０％以上が長さ方向の垂直断面を基準として長軸の長さに対する短縮の長さの縦横比
が１／２以下であり、前記縦横比が１／２以下である各分散体は断面積が異なる３つ以上
のグループを含み、第１グループの断面積は０．
【００１７】
　２～２．０μｍ２であり、第２グループの断面積は２．０μｍ２超から５．０μｍ２以
下であり、第３グループの断面積は５．０μｍ２超から１０．０μｍ２以下であり、第１
グループの分散体、第２グループの分散体および第３グループの分散体がランダムに配列
されたコア層；を含むランダム分散型反射偏光子を提供する。
【００１８】
　より好ましくは、前記コア層の少なくとも一面に形成された一体化されたスキン層をさ
らに含む、ランダム分散型反射偏光子を提供する。
【００１９】
　本発明の好ましい一実施例によれば、前記縦横比が１／２以下である分散体のうち、第
３グループの分散体の個数が１０％以上であり得る。
【００２０】
　本発明の好ましい他の一実施例によれば、前記縦横比が１／２以下である分散体のうち
、第１グループの個数は３０～５０％であり、第３グループの個数は１０～３０％であり
得、より好ましくは、第１グループの分散体の個数／第３グループの分散体の個数が３～
５であり得る。
【００２１】
　本発明のさらに他の好ましい一実施例によれば、前記縦横比が１／２以下である分散体
のうち、第２グループの個数は２５～４５％であり得る。
【００２２】
　本発明のさらに他の好ましい一実施例によれば、前記基材と分散体の屈折率は２つの軸
方向に対する屈折率の差が０．０５以下であり、残りの１つの軸方向に対する屈折率の差
が０．１以上であり得る。
【００２３】
　本発明のさらに他の好ましい一実施例によれば、前記反射型偏光子は少なくとも一つの
軸方向に延伸されたものであり得る。
【００２４】
　本発明のさらに他の好ましい一実施例によれば、前記基材の少なくとも一面に形成され
た構造化された表面層を含むことができる。
【００２５】
　本発明のさらに他の好ましい一実施例によれば、前記基材と構造化された表面層の間に
接着力強化のためのプライマー層をさらに含むことができる。
【００２６】
　本発明のさらに他の好ましい一実施例によれば、前記構造化された表面層は微細パター
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ン層であり得る。
【００２７】
　本発明のさらに他の好ましい一実施例によれば、前記微細パターンはプリズム、レンチ
キュラー、マイクロレンズ、三角錐およびピラミッドパターンで構成される群から選択さ
れるいずれか一つ以上であり得る。
【００２８】
　本発明の好ましい他の実施例によれば、（１）外部から照射される第１偏光を透過させ
第２偏光を反射させるために、基材の内部に複数個の分散体を含み、前記複数個の分散体
は前記基材と少なくとも一つの軸方向に屈折率が異なり、前記基材の内部に含まれた複数
個の分散体のうち、８０％以上が長さ方向の垂直断面を基準として長軸の長さに対する短
縮の長さの縦横比が１／２以下であり、前記縦横比が１／２以下である各分散体は断面積
が異なる３つ以上のグループを含み、第１グループの断面積は０．２～２．０μｍ２であ
り、第２グループの断面積は２．０μｍ２超から５．０μｍ２以下であり、第３グループ
の断面積は５．０μｍ２超から１０．０μｍ２以下であり、第１グループの分散体、第２
グループの分散体および第３グループの分散体がランダムに配列されたコア層を含む、ラ
ンダム分散型反射偏光子を製造する段階；を含む。
【００２９】
　本発明の好ましい他の一実施例によれば、前記コア層の少なくとも一面に一体化された
スキン層を製造する段階をさらに含むことができる。
【００３０】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記（１）段階の後で（２）段階とし
て、基材の少なくとも一面に構造化された表面層を形成する段階をさらに含むことができ
る。
【００３１】
　本発明のさらに他の好ましい一実施例によれば、前記（１）段階と（２）段階の間に、
前記基材と構造化された表面層の間に接着力強化のためのプライマー層を形成する段階を
さらに含むことができる。
【００３２】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記構造化された表面層は微細パター
ン層であり得、より好ましくは、前記微細パターンはプリズム、レンチキュラー、マイク
ロレンズ、三角錐およびピラミッドパターンで構成される群から選択されるいずれか一つ
以上であり得る。
【００３３】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記構造化された表面層は微細パター
ン層であり得、より好ましくは、前記微細パターンはプリズム、レンチキュラー、マイク
ロレンズ、三角錐およびピラミッドパターンで構成される群から選択されるいずれか一つ
以上であり得る。
【００３４】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記（２）段階はパターン形成用モー
ルドフィルムを通じて製造され得る。
【００３５】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記（２）段階はａ）前記反射型偏光
子を移送させる段階；ｂ）前記構造化された表面層の逆相のパターンが一面に成形された
パターン形成用モールドフィルムを移送させる段階；ｃ）前記反射型偏光子と前記パター
ン形成用モールドフィルムのうち、前記パターンが成形された一面を密着させる段階；ｄ
）前記反射型偏光子と前記パターン形成用モールドフィルムが密着する領域で流動性のあ
る材料を注入して前記パターンの間を充填させる段階；ｅ）前記パターンの間に充填され
た材料を硬化させることによって前記材料を前記反射型偏光子に塗布させる段階；および
ｆ）前記パターン形成用モールドフィルムと前記材料が塗布された前記反射型偏光子を分
離する段階を含み、前記ａ）段階とｂ）段階は順序に関わらず遂行され得る。
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【００３６】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記ｄ）段階と前記ｅ）段階の間に、
密着された前記スキン層と前記モールドフィルムに圧力を加えて前記材料を前記パターン
の間に均一に充填させる段階をさらに含むことができる。
【００３７】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記ｅ）段階が、前記パターンの間に
充填された材料に熱またはＵＶを照射する段階を含むことができる。
【００３８】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記（２）段階は２－１）前記構造化
された表面層の逆相のパターンが一面に成形されたマスターロールに反射型偏光子を密着
移送させ、前記マスターロールのパターン面または前記反射型偏光子に溶融された高分子
樹脂を塗布する段階；および２－２）前記高分子樹脂が前記マスターロールのパターン面
上で加圧成形される間、ＵＶまたは熱を照射して前記高分子樹脂をＵＶ硬化させてこれを
分離する段階；を含むことができる。
【００３９】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記２－２）段階の後で再度ＵＶまた
は熱を照射して前記高分子樹脂を二次硬化させることができる。
【００４０】
　本発明の好ましい他の一実施例によれば、前記基材は、ポリエチレンナフタレート（Ｐ
ＥＮ）、コポリエチレンナフタレート（ｃｏ－ＰＥＮ）、ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリカーボネート（ＰＣ）アロイ、ポリスタイレ
ン（ＰＳ）、耐熱ポリスタイレン（ＰＳ）、ポリメチルメタアクリレート（ＰＭＭＡ）、
ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ
）、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリイミ
ド（ＰＩ）、ポリビニルクロライド（ＰＶＣ）、スタイレンアクリロニトリルコポリマー
（ＳＡＮ）、エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアセタール（Ｐ
ＯＭ）、フェノール、エポキシ（ＥＰ）、ヨウ素（ＵＦ）、メラニン（ＭＦ）、不飽和ポ
リエステル（ＵＰ）、シリコン（ＳＩ）、エラストマーおよびシクロオレフィンポリマー
のうち、いずれか一つ以上であり得る。
【００４１】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記分散体は、ポリエチレンナフタレ
ート（ＰＥＮ）、コポリエチレンナフタレート（ｃｏ－ＰＥＮ）、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリカーボネート（ＰＣ）アロイ、ポリ
スタイレン（ＰＳ）、耐熱ポリスタイレン（ＰＳ）、ポリメチルメタアクリレート（ＰＭ
ＭＡ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレ
ン（ＰＥ）、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリウレタン（ＰＵ）、
ポリイミド（ＰＩ）、ポリビニルクロライド（ＰＶＣ）、スタイレンアクリロニトリルコ
ポリマー（ＳＡＮ）、エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアセタ
ール（ＰＯＭ）、フェノール、エポキシ（ＥＰ）、ヨウ素（ＵＦ）、メラニン（ＭＦ）、
不飽和ポリエステル（ＵＰ）、シリコン（ＳＩ）、エラストマーおよびシクロオレフィン
ポリマーのうち、いずれか一つ以上であり得る。
【００４２】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記基材と分散体の屈折率の差は伸張
された軸方向の屈折率の差が他の軸方向の屈折率の差より大きいこともある。
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記基材と分散体の屈折率は２つの軸
方向に対する屈折率の差が０．０５以下であり、残りの１つの軸方向に対する屈折率の差
が０．１以上であり得る。
【００４３】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記分散体は長さ方向に伸張すること
ができる。



(8) JP 6218970 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

【００４４】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記分散体と基材間に複屈折界面が形
成され得る。
【００４５】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記分散体は光学的複屈折性を有し、
前記基材は光学的等方性であり得る。
【００４６】
　以下、本明細書に用いられた用語について簡略に説明する。
【００４７】
　「分散体が複屈折性を有する」という意味は、方向により屈折率が異なる繊維に光を照
射する場合、分散体に入射した光が方向が異なる二つの光以上で屈折されるという意味で
ある。
【００４８】
　「等方性」とは、光が物体を通過する時、方向にかかわらず屈折率が一定であることを
意味する。
【００４９】
　「異方性」とは、光の方向により物体の光学的性質が異なるもので、異方性物体は複屈
折性を有し、等方性に対応する。
【００５０】
　「光変調」とは、照射された光が反射、屈折、散乱したり、光の強さ、波動の周期また
は光の性質が変化することを意味する。
【００５１】
　「縦横比」とは、分散体の長さ方向の垂直断面を基準として長軸の長さに対する短縮の
長さの比を意味する。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明の反射型偏光子は、従来の分散型反射偏光子と比べて輝線現象が改善されながら
も視野角が広く、光損失を最小化しながらも輝度向上を最大化することができる。
【００５３】
　また、反射偏光子の具現において、単純制御を通じてグループ分散体を形成することが
でき、工程簡素化を通した生産性の向上を最大化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】従来の反射型偏光子の原理を説明する概略図である。
【図２】現在使用されている多層反射型偏光子（ＤＢＥＦ）の断面図である。
【図３】棒状ポリマーを含む反射型偏光子の斜視図である。
【図４】反射型偏光子に用いられる複屈折性海島糸に入射した光の経路を図示した断面図
である。
【図５】本発明の好ましい一実施例に係るランダム分散型反射偏光子の断面図である。
【図６】本発明の好ましい一実施例に係るランダム分散型反射偏光子の斜視図である。
【図７】本発明の好ましい一実施例に係る分散体の断面図である。
【図８】本発明の好ましい一実施例に係る規則的にレンチキュラーパターンが形成された
ランダム分散型反射偏光子の斜視図である。
【図９】本発明の好ましい一実施例に係る不規則的にレンチキュラーパターンが形成され
たランダム分散型反射偏光子の斜視図である。
【図１０】本発明の好ましい一実施例に係る規則的にマイクロレンズが形成されたランダ
ム分散型反射偏光子の斜視図である。
【図１１】不規則的にマイクロレンズが形成されたランダム分散型反射偏光子の斜視図で
ある。
【図１２】本発明の好ましい一実施例に係る規則的にプリズムパターンが形成されたラン
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ダム分散型反射偏光子の斜視図である。
【図１３】本発明の好ましい一実施例に係る不規則的にプリズムパターンが形成されたラ
ンダム分散型反射偏光子の斜視図である。
【図１４】本発明の好ましい一実施例に係るコートハンガーダイの断面図と側面図である
。
【図１５】本発明の好ましい一実施例に係るコートハンガーダイの断面図と側面図である
。
【図１６】本発明の好ましい一実施例に係る微細パターン形成工程の概略図である。
【図１７】図１６の成形部の細部構造を示した断面図である。
【図１８】本発明の好ましい一実施例に係る微細パターン形成工程の概略図である。
【図１９】本発明の好ましい一実施例に係る微細パターン形成工程の概略図である。
【図２０】本発明の好ましいさらに他の一具現例に係る本発明の反射型偏光子を含む分散
体が分散された反射型偏光子の分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　以下、本発明を添付された図面を参照してより詳細に説明する。
【００５６】
　本発明のランダム分散型反射型偏光子は外部から照射される第１偏光を透過させ第２偏
光を反射させるために、基材の内部に複数個の分散体を含み、前記複数個の分散体は前記
基材と少なくとも一つの軸方向に屈折率が異なり、前記基材の内部に含まれた複数個の分
散体のうち、８０％以上が長さ方向の垂直断面を基準として長軸の長さに対する短縮の長
さの縦横比が１／２以下であり、前記縦横比が１／２以下である各分散体は断面積が異な
る３つ以上のグループを含み、第１グループの断面積は０．２～２．０μｍ２であり、第
２グループの断面積は２．０μｍ２超から５．０μｍ２以下であり、第３グループの断面
積は５．０μｍ２超から１０．０μｍ２以下であり、第１グループの分散体、第２グルー
プの分散体および第３グループの分散体はランダムに配列されたコア層；を含む。これを
通じて従来の分散型反射偏光子と比べて輝線現象が改善されながらも視野角が広く、光損
失を最小化しながらも輝度向上を最大化することができる。
【００５７】
　図５は本発明の好ましい一実施例に係る基材の内部に分散体がランダムに分散された反
射偏光子の断面図である。具体的には、基材２００の内部に複数個の分散体２０１～２０
６がランダムに分散して配列されたコア層２００、２０１～２０６を含み、前記コア層の
少なくとも一面に一体形成されたスキン層２０７をさらに含むことができる。
【００５８】
　まず、コア層を説明する。コア層は前記基材の内部に含まれた複数個の分散体のうち、
８０％以上は長さ方向の垂直断面を基準として長軸の長さに対する短縮の長さの縦横比が
１／２以下でなければならなく、より好ましくは、９０％以上が前記縦横比の値が１／２
以下を満足しなければならない。図７は本発明に用いることができる分散体の長さ方向の
垂直断面であり、長軸の長さをａとし、短縮の長さをｂとした時、長軸の長さａと短縮の
長さｂの相対的な長さの比（縦横比）が１／２以下でなければならない。換言すれば、長
軸の長さａが２のとき、短縮の長さｂはその１／２である１より小さいか同じでなければ
ならない。万一、長軸の長さに対する短縮の長さの比が１／２よりも大きい分散体が全体
分散体の個数のうち、２０％超過で含まれる場合には所望の光学物性を達成し難い。
【００５９】
　前記縦横比が１／２以下である各分散体は断面積が異なる３つ以上のグループを含む。
具体的には、図５で断面積が最も小さい第１グループの分散体２０１、２０２と断面積が
中間の大きさを有する第２グループの分散体２０３、２０４および断面積が最も大きい第
３グループ２０５、２０６の分散体をすべて含めてランダムに分散される。この場合、第
１グループの断面積は０．２～２．０μｍ２であり、第２グループの断面積は２．０μｍ
２超から５．０μｍ２以下であり、第３グループの断面積は５．０μｍ２超から１０．０
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μｍ２以下であり、第１グループの分散体、第２グループの分散体および第３グループの
分散体はランダムに配列される。万一、第１～第３グループの分散体のうち、いずれか一
つのグループの分散体を含まない場合には所望の光学物性を達成し難い（表１参照）。
【００６０】
　この場合、好ましくは、前記縦横比が１／２以下である分散体のうち、第３グループの
分散体の個数は１０％以上であり得る。万一、１０％未満であると光学的物性の向上が不
十分となり得る。より好ましくは前記縦横比が１／２以下である分散体のうち、第１グル
ープに該当する分散体の個数は３０～５０％を満足し、第３グループに該当する分散体の
個数が１０～３０％であり得、これを通じて光学物性を向上させることができる（表１参
照）。
【００６１】
　一方、より好ましくは、第１グループの分散体の個数／第３グループの分散体の個数が
３～５の値を有する場合、光学物性の最大化に非常に有利となり得る（表１参照）。
【００６２】
　好ましくは、前記縦横比が１／２以下である分散体のうち、第２グループに該当する分
散体の個数は２５～４５％を満足することができる。また、前記第１～第３分散体の断面
積の範囲から外れる分散体が既縦横比が１／２以下である分散体に残量として含まれ得る
。
【００６３】
　これを通じて、従来の分散型反射偏光子と比べて輝線現象が改善されながらも視野角が
広く、光損失を最小化しながらも輝度向上を最大化することができる。
【００６４】
　また、前述したコア層の少なくとも一面にスキン層２０７をさらに含むことができるが
、前記コア層とスキン層２０７の間にも一体形成される。その結果、接着層による光学物
性の低下を防止できるだけでなく、より多くの層を限定された厚さに付加することができ
、光学物性を顕著に改善させることができる。さらに、スキン層はコア層と同時に製造さ
れた後延伸工程が遂行されるため、従来のコア層の延伸後未延伸スキン層との接着とは違
って本発明のスキン層は少なくとも一つの軸方向に延伸され得る。これを通じて未延伸ス
キン層に比べて表面硬度が向上して耐スクラッチ性が改善され、耐熱性が向上され得る。
【００６５】
　図６は本発明の好ましい一実施例に係る反射型偏光子の斜視図であり、基材２１０の内
部に複数個のランダム分散体２１１が長さ方向に伸張されており、スキン層２１２はコア
層の上部に形成される。この場合、前記ランダム分散体２１１は、それぞれ多様な方向に
伸張され得るが、好ましくは、ある一方向に平行して伸張されることが有利であり、より
好ましくは、外部光源から照射される光に垂直する方向に伸長体間に平行して伸張される
ことが光変調効果の最大化に効果的である。
【００６６】
　本発明の好ましい一具現例によれば、基材の内部に含まれる分散体（第１成分）と基材
（第２成分）との間に複屈折界面が形成され得る。具体的には、基材の内部に分散体を含
む反射型偏光子において、基材と分散体との間の空間上のＸ、ＹおよびＺ軸に沿った屈折
率の実質的な一致または不一致の大きさはその軸に沿って偏光された光線の散乱程度に影
響を及ぼす。一般的に、散乱能は屈折率の不一致の自乗に比例して変化する。したがって
、特定軸に沿った屈折率の不一致の程度がより大きいほど、その軸に沿って偏光された光
線がより強く散乱される。反対に、特定軸に沿った不一致が小さい場合、その軸に沿って
偏光された光線はより少ない程度で散乱される。ある軸に沿って基材の屈折率が分散体の
屈折率と実質的に一致する場合、このような軸に平行した電場で偏光された入射光は、分
散体の部分の大きさ、形および密度にかかわらず散乱されずに分散体を通過するであろう
。また、その軸に沿った屈折率が実質的に一致する場合、光線は実質的に散乱されずに物
体を通じて通過する。より具体的には、第１偏光（Ｐ波）は、基材と分散体の境界に形成
される複屈折界面に影響を受けずに透過されるが、第２偏光（Ｓ波）は基材と分散体との
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間の境界に形成される複屈折性界面に影響を受けて光変調が起きる。これを通じてＰ波は
透過しＳ波は光の散乱、反射などの光変調が発生し、結局偏光の分離がなされるのである
。
【００６７】
　したがって、前記基材と分散体は複屈折界面を形成しなければ光変調効果を誘発するこ
とができないため、前記基材が光学的等方性である場合、分散体は複屈折性を有すること
ができて、反対に前記基材が光学的に複屈折性を有する場合には分散体は光学的等方性を
有することができる。具体的には、前記分散体のｘ軸方向の屈折率がｎＸ１、ｙ軸方向の
屈折率がｎＹ１およびｚ軸方向の屈折率がｎＺ１であり、基材の屈折率がｎＸ２、ｎＹ２

およびｎＺ２であるとき、ｎＸ１とｎＹ１の間の面内複屈折が発生する可能性がある。さ
らに好ましくは、基材と分散体のＸ、Ｙ、Ｚ軸屈折率のうち、少なくともいずれか一つが
異なり得、より好ましくは、伸長軸がＸ軸である場合、Ｙ軸およびＺ軸方向に対する屈折
率の差が０．０５以下であり、Ｘ軸方向に対する屈折率の差が０．１以上であり得る。一
方、通常的に屈折率の差が０．０５以下であれば整合と解釈される。
【００６８】
　一方、本発明で基材の厚さは２０～１８０μｍであり得るがこれに制限されず、スキン
層の厚さは５０～５００μｍであり得るがこれに制限されない。また、全体分散体の個数
は３２インチを基準として基材の厚さが１２０μｍであるとき、２５，０００，０００～
８０，０００，０００個であり得るがこれに制限されない。
【００６９】
　図６は本発明の好ましい一実施例に係る構造化された表面層が形成された反射型偏光子
の斜視図であり、基材の内部に複数個の分散体が長さ方向に伸張されており、これらはコ
ア層を形成する。この場合、前記分散体はそれぞれ多様な方向に伸張され得るが、好まし
くは、ある一方向に平行して伸張されることが有利であり、より好ましくは、外部光源か
ら照射される光に垂直する方向に伸長体間に平行して伸張されることが光変調効果の最大
化に効果的である。前記スキン層２１２の一面（スキン層を含まない場合、基材の一面）
にプライマー層（図示されず）が選択的に形成され得る。これを通じて構造化された表面
層の接着力、外観、電光特性を改善することができる。この材料としては、アクリル、エ
ステル、ウレタンなどを用いることができるがこれに限定されない。プライマー層は他の
層と比べて薄く形成することができ、プライマー層の厚さを調節して光透過率を向上させ
ることができ、反射率を低くすることができる。
【００７０】
　このようなプライマー層の厚さは５ｎｍ～３００ｎｍであり得る。万一、プライマー層
の厚さが５ｎｍ未満であると、コア層と構造化された表面層との間の接着力が微小となり
得、プライマー層の厚さが３００ｎｍを超過すると、プライマー処理時にシミや分子の塊
が発生する恐れがある。
【００７１】
　一方、本発明の反射型偏光子は少なくとも一面に構造化された表面層を形成して集光効
果を最大化し、表面で乱反射を防止して輝度を顕著に向上させることができる。前記構造
化された表面層は基材上に形成されるかプライマー層上に形成され得る。
【００７２】
　本発明で適用され得る構造化された表面層は集光効果を向上させることができる構造と
して、好ましくは、微細パターン層であり得る。この場合、適用され得る微細パターンは
、プリズム、レンチキュラー、マイクロレンズ、三角錐およびピラミッドパターンで構成
される群から選択されるいずれか一つ以上であり得、これらのそれぞれが単独でパターン
を形成したり組合わせられて形成され得る。
【００７３】
　図８では反射型偏光子の基材層の一面にスキン層２１２およびレンチキュラーパターン
層２１３が形成されており、これを中心に説明すると、レンチキュラーの高さ（ｈ）は１
０～５０μｍであり得る。万一、レンチキュラーパターンの高さが１０μｍ未満であると
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パターン層の具現に困難な問題が発生する恐れがあり、５０μｍを超過すると光の全反射
量の増加によって輝度が減少する問題が発生する恐れがある。
【００７４】
　また、レンチキュラーのピッチ（ｐｉｔｃｈ）は２０～１００μｍであり得る。万一、
レンチキュラーパターンのピッチが２０μｍ未満であると単位面積当たりのフィルムの谷
部分の増加によってレンズ形状の集光効果が多少低下し、形状加工の精密度の限界とパタ
ーンの形状が過度に狭くてパターンの具現が難しい問題が発生する恐れがあり、１００μ
ｍを超過するとパターン構造物とパネルとの間のモアレ発生の可能性が非常に大きくなる
。
【００７５】
　一方、レンチキュラーレンズ当たり、楕円断面の短縮半径をａとし、長軸半径をｂと定
義するとき、長軸／短縮（ｂ／ａ）の比が１．０～３．０を充足する。長軸／短縮（ｂ／
ａ）の比率が前記範囲から外れると、複屈折偏光層を通過する光に対する輝線隠蔽効率が
低下する問題が発生する恐れがある。
【００７６】
　また、レンチキュラーレンズの高さｈを定義するにあたって、レンズ下端部の両端点で
の接線角度αは３０～８０度間を充足しなければならない。この時、αが３０度より小さ
いと、輝線隠蔽効率が低下し、８０度より大きいと、レンズパターンの製作が難しくなる
問題がある。レンチキュラーレンズの断面形状が三角形の場合には輝線隠蔽効果のために
頂点角度θが９０～１２０度を充足した方が良い。
【００７７】
　一方、レンチキュラーの形状は図８に示したように、同一高さとピッチを有するパター
ンで形成されるか、図９のように異なる高さとピッチを有するレンチキュラーパターンが
混在され得る。
【００７８】
　図１０は反射型偏光子の一面にマイクロレンズパターン層が形成されたものであり、こ
れを中心に説明すると、マイクロレンズの高さは１０～５０μｍであり得る。万一、マイ
クロレンズパターンの高さが１０μｍ未満であると集光効果が多少低下し、パターンの具
現も難しい問題が発生する恐れがあり、５０μｍを超過するとモアレ現象が発生しやすく
、画像にパターンが見える問題が発生する恐れがある。
【００７９】
　また、マイクロレンズの直径は２０～１００μｍであり得る。好ましくは、３０～６０
μｍであり得る。前記範囲において、外観特性が良好でありつつマイクロレンズの集光機
能および光拡散特性が優秀であり得、実際の製作が容易であり得る。万一、マイクロレン
ズパターンの直径が２０μｍ未満であると、有効でない角度から入射される入射光に対し
て集光効率が低い問題が発生する恐れがあり、１００μｍを超過すると垂直光に対する集
光効率が低下し、またモアレ現象問題が発生する恐れがある。
【００８０】
　一方、マイクロレンズパターン層も図１０のように、同一高さと直径を有するパターン
で形成されるか、図１１のように異なる高さと直径を有するマイクロレンズパターンが混
在され得る。このようなマイクロレンズパターンは、レンズの密集度（Ｄｅｎｓｉｔｙ）
、含浸度（Ａｓｐｅｃｔ　Ｒａｔｉｏ）によって光特性に大きい差があるため、密集度を
最大限に上げて、含浸度は１／２を有するのが理想的である。
【００８１】
　図１２においては、反射型偏光子の一面にプリズムパターン層２１３が形成されており
、これを中心に説明すると、プリズムの高さ（ｈ）は１０～５０μｍであり得る。万一、
プリズムパターンの高さが１０μｍ未満であると、プリズムパターン部の形状を製造する
時、ベースフィルムが圧力に損傷を受ける恐れがあり、５０μｍを超過すると光源から入
射される光の透過率が低下する問題が発生する恐れがある。
【００８２】



(13) JP 6218970 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

　また、プリズムのピッチ（ｐｉｔｃｈ）は２０～１００μｍであり得る。万一、プリズ
ムパターンのピッチが２０μｍ未満であると、印刻が難しく、パターン層の具現および製
造工程が複雑となる問題が発生する恐れがあり、１００μｍを超過するとモアレ現象が発
生しやすく、画像にパターンが見える問題が発生する恐れがある。
【００８３】
　一方、プリズムの形状は図１２のように同一高さとピッチを有するパターンで形成され
るか、図１３のように異なる高さとピッチを有するプリズムパターンが混在され得る。こ
のようなプリズムパターンは、ベースフィルムよりも屈折率が高い物質で構成され得るが
、これはベースフィルムの屈折率がより高い場合、ベースフィルムの後面に入射された光
の一部がプリズムパターンの表面から全反射されてプリズム構造に入射できない恐れがあ
るためである。前記プリズムの形状は好ましくは、線形プリズムの形状であり、垂直断面
は三角形であり、前記三角形は下部面と対向する頂点が６０～１１０°の角をなした方が
好ましい。
【００８４】
　構造化された表面層の材質は好ましくは、熱硬化性または光硬化性アクリル樹脂などを
含む高分子樹脂を用いることができる。例えば、プリズムパターンは不飽和脂肪酸エステ
ル、芳香族ビニル化合物、不飽和脂肪酸とその誘導体、メタクリロニトリルのようなビニ
ルシアナイド化合物などを用いることができ、具体的には、ウレタニックアクリレート、
メタクリリックアクリレート樹脂などを用いることができる。また構造化された表面層は
反射型偏光子より屈折率が高い物質で構成され得る。
【００８５】
　次にランダム分散型反射型偏光子の製造方法を説明する。
【００８６】
　まず、（１）段階として、基材成分、分散体成分およびスキン層成分を圧出部に供給す
る。前記基材成分は、通常的に分散体が分散された反射偏光子で用いられることならば制
限なしに用いられるし、好ましくは、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、コポリエチ
レンナフタレート（ｃｏ－ＰＥＮ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカー
ボネート（ＰＣ）、ポリカーボネート（ＰＣ）アロイ、ポリスタイレン（ＰＳ）、耐熱ポ
リスタイレン（ＰＳ）、ポリメチルメタアクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリブチレンテレフ
タレート（ＰＢＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、アクリロニトリ
ルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリビ
ニルクロライド（ＰＶＣ）、スタイレンアクリロニトリルコポリマー（ＳＡＮ）、エチレ
ン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、フェノール
、エポキシ（ＥＰ）、ヨウ素（ＵＦ）、メラニン（ＭＦ）、不飽和ポリエステル（ＵＰ）
、シリコン（ＳＩ）およびシクロオレフィンポリマーを用いることができ、より好ましく
は、ＰＥＮであり得る。
【００８７】
　前記分散体の成分は、通常的に分散体が分散された反射偏光子で用いられるものであれ
ば制限なく用いることができ、好ましくは、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、コポ
リエチレンナフタレート（ｃｏ－ＰＥＮ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポ
リカーボネート（ＰＣ）、ポリカーボネート（ＰＣ）アロイ、ポリスタイレン（ＰＳ）、
耐熱ポリスタイレン（ＰＳ）、ポリメチルメタアクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリブチレン
テレフタレート（ＰＢＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、アクリロ
ニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリイミド（ＰＩ）、
ポリビニルクロライド（ＰＶＣ）、スタイレンアクリロニトリルコポリマー（ＳＡＮ）、
エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、フェ
ノール、エポキシ（ＥＰ）、ヨウ素（ＵＦ）、メラニン（ＭＦ）、不飽和ポリエステル（
ＵＰ）、シリコン（ＳＩ）およびシクロオレフィンポリマーを単独または混合して用いる
ことができ、より好ましくは、ジメチル－２、６－ナフタレンジカルボキシレート、ジメ
チルテレフタレートおよびエチレングリコール、シクロヘキサンジメタノール（ＣＨＤＭ



(14) JP 6218970 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

）などの単量体が適切に重合されたｃｏ－ＰＥＮであり得る。
【００８８】
　前記スキン層の成分は、通常的に用いられる成分を用いることができ、好ましくは、反
射偏光子で用いられるものであれば制限なく用いることができ、好ましくは、ポリエチレ
ンナフタレート（ＰＥＮ）、コポリエチレンナフタレート（ｃｏ－ＰＥＮ）、ポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリカーボネート（ＰＣ）ア
ロイ、ポリスタイレン（ＰＳ）、耐熱ポリスタイレン（ＰＳ）、ポリメチルメタアクリレ
ート（ＰＭＭＡ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、
ポリエチレン（ＰＥ）、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリウレタン
（ＰＵ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリビニルクロライド（ＰＶＣ）、スタイレンアクリロ
ニトリルコポリマー（ＳＡＮ）、エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）、ポリアミド（ＰＡ）、
ポリアセタール（ＰＯＭ）、フェノール、エポキシ（ＥＰ）、ヨウ素（ＵＦ）、メラニン
（ＭＦ）、不飽和ポリエステル（ＵＰ）、シリコン（ＳＩ）およびシクロオレフィンポリ
マーを単独または混合して用いることができ、より好ましくは、ジメチル－２、６－ナフ
タレンジカルボキシレート、ジメチルテレフタレートおよびエチレングリコール、シクロ
ヘキサンジメタノール（ＣＨＤＭ）などの単量体が適切に重合されたｃｏ－ＰＥＮであり
得る。
【００８９】
　一方、前記基材成分と分散体成分を個別的に独立した圧出部に供給することができ、こ
の場合、圧出部は２つ以上に構成され得る。また、ポリマーが混合されないように、別途
の供給路および分配口を含む一つの圧出部に供給するものも本発明に含まれる。前記圧出
部は押出機であり得、これは固体相で供給されたポリマーを液相に転換させ得るように加
熱手段などをさらに含むことができる。
【００９０】
　基材成分の内部に分散体成分が配列され得るように、ポリマーの流れ性に差があるよう
に粘度を差があるように設計し、好ましくは、基材成分の流れ性を分散体成分の流れ性よ
り良くする。次に、基材成分と分散体成分がミキシングゾーンとメッシュフィルタゾーン
を通過しながら基材内に分散体成分が粘性の差を通じてランダムに配列される。
【００９１】
　その後、前記製造されたコア層の少なくとも一面を圧出部から移送されたスキン層成分
をラミネートすることができる。好ましくは、前記スキン層成分は前記コア層の両面にラ
ミネートすることができる。両面にスキン層がラミネートされる場合、前記スキン層の材
質および厚さは互いに同一であるか異なり得る。
【００９２】
　次に、基材の内部に含まれた分散体成分がランダムに配列されるように、流れ制御部で
拡散を誘導する。具体的には、図１４は本発明に適用され得る好ましい流れ制御部の一種
であるコートハンガーダイの断面図であり、図１５はその側面図である。これを通じて基
材の拡散の程度を適切に調節して分散体成分の断面積の大きさおよび配列をランダムに調
節することができる。図１４において、流路を通じて移送されたスキン層がラミネートさ
れた基材がコートハンガーダイで左右に広く拡散するため、内部に含まれた分散体成分も
左右に広く拡散される。
【００９３】
　本発明の好ましい一具現例によれば、流れ制御部で移送された拡散が誘導された偏光子
を冷却および平滑化する段階、前記平滑化段階を経た偏光子を延伸する段階；および前記
延伸された偏光子を熱固定する段階をさらに含むことができる。
【００９４】
　まず、流れ制御部で移送された偏光子を冷却および平滑化する段階として、通常の反射
偏光子の製造で用いられていた偏光子を冷却してこれを固形化し、その後キャスティング
ロール工程などを通して平滑化段階を遂行することができる。
【００９５】
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　その後、前記平滑化段階を経た偏光子を延伸する工程を経る。前記延伸は、通常の反射
偏光子の延伸工程を通じて遂行することができ、これを通じて基材成分と分散体成分との
間の屈折率差を誘発して界面で光変調現象を誘発することができ、前記拡散が誘導された
第１成分（分散体成分）は延伸を通じて縦横比がさらに減少される。このために好ましく
は、延伸工程は一軸延伸または二軸延伸を遂行することができ、より好ましくは、一軸延
伸を遂行することができる。一軸延伸の場合、延伸方向は第１成分の長さ方向に延伸を遂
行することができる。また、延伸比は３～１２倍であり得る。一方、等方性材料を複屈折
性に変化させる方法は通常的に知られているものであり、例えば適切な温度条件下で延伸
させる場合、分散体の分子が配向されて材料が複屈折性に変化され得る。
【００９６】
　次に、前記延伸された偏光子を熱固定する段階を経て最終的な反射型偏光子を製造する
ことができる。前記熱固定は常法を通じて熱固定することができ、好ましくは、１８０～
２００℃で０．１～３分の間ＩＲヒーターを通じて遂行され得る。
【００９７】
　次に、（２）段階として、製造された反射型偏光子（コア層またはスキン層）の少なく
とも一面に構造化された表面層を形成する。この時、構造化された表面層の形成をより容
易にするために、コア層（またはスキン層）の少なくとも一面にプライマー層をさらに形
成することができる。これを通じて構造化された表面層の接着力、外観、電光特性を改善
することができる。この材料としては、アクリル、エステル、ウレタンなどを用いること
ができるがこれに限定されない。プライマー層は他の層に比べて薄く形成され得、プライ
マー層の厚さを調節して、光透過率を向上させることができ、これとともに反射率を低く
することができる。
【００９８】
　このようなプライマー層の厚さは５ｎｍ～３００ｎｍであり得る。万一、プライマー層
の厚さが５ｎｍ未満であると、コア層と構造化された表面層との間の接着力が微小となり
得、プライマー層の厚さが３００ｎｍを超過すると、プライマー処理時のシミや分子の塊
が発生する恐れがある。
【００９９】
　一方、本発明の反射型偏光子は少なくとも一面に構造化された表面層を形成して集光効
果を最大化し、表面で乱反射を防止して輝度を顕著に向上させることができる。
【０１００】
　本発明で適用され得る構造化された表面層は、集光効果を向上させることができる構造
として好ましくは、微細パターン層であり得る。この場合、適用され得る微細パターンは
プリズム、レンチキュラー、マイクロレンズ、三角錐およびピラミッドパターンで構成さ
れる群から選択されるいずれか一つ以上であり得、これらのそれぞれが単独でパターンを
形成するか組合わせられて形成され得る。また、単独でパターンが形成される場合にも、
パターンが一定であるか、高さ、ピッチなどが異なるように配列され得る。
【０１０１】
　構造化された表面層の材質は好ましくは、熱硬化性または光硬化性アクリル樹脂などを
含む高分子樹脂を用いることができる。例えば、プリズムパターンは不飽和脂肪酸エステ
ル、芳香族ビニル化合物、不飽和脂肪酸とその誘導体、メタクリロニトリルのようなビニ
ルシアナイド化合物などを用いることができ、具体的には、ウレタンアクリレート、メタ
クリリックアクリレート樹脂などを用いることができる。また構造化された表面層は反射
型偏光子より屈折率が高い物質で構成され得る。
【０１０２】
　一方、前記微細パターン層はパターン形成用モールドフィルムを通じて製造され得る。
パターン形成用モールドフィルムの材質としては、透明で柔軟性があり、所定の引張強度
および耐久性があるフィルムを用いることができ、ＰＥＴフィルムを用いることが好まし
い。
【０１０３】
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　この場合、本発明の好ましい一具現例によれば、前記（２）段階は、２－１）前記構造
化された表面層の逆相のパターンが一面に成形されたマスターロールに反射型偏光子を密
着移送させ、前記マスターロールのパターン面または前記コア層面に溶融された高分子樹
脂を塗布する段階；および２－２）前記高分子樹脂が前記マスターロールのパターン面上
で加圧成形される間、ＵＶまたは熱を照射して前記高分子樹脂をＵＶ硬化させてこれを分
離する段階；を含むことができる。
【０１０４】
　本発明の好ましいさらに他の一実施例によれば、前記２－２）段階の後で再度ＵＶまた
は熱を照射して前記高分子樹脂を二次硬化させることができる。
【０１０５】
　具体的には、図１６は本発明の好ましい一実施例に係る微細パターン形成工程の概略図
であり、図１７は図１６の成形部の細部構造を示した断面図である。図１６において、反
射型偏光子７７０はスタートロール７５５から巻き出されながらガイドロール７５４を過
ぎて赤外線ランプ７５１を経ることになる。この過程で、前記反射型偏光子７７０は赤外
線ランプの赤外線によって表面が改質されて前記パターン形成層７７１との付着性が良く
なる。スタートロール７５５を離れた反射型偏光子７７０は、パターンガイドロール７６
４を経てマスターロール７０５に引入られる時、注入部７４２から前記マスターロール７
０５のパターン面にはパターン形成層７７１の材料、パターン層高分子が塗布されて 反
射型偏光子７７０と合わせられる。この過程で前記レジンは常温で溶融された樹脂であり
、前記マスターロール７０５の下部に置かれた１次ＵＶ硬化装置７５２から照射される１
次ＵＶ光により１次硬化され得る。この時、前記硬化装置７５２周辺の温度は２０～３０
℃であり、前記レジンが硬化されながら発生する熱の温度は４０～８０℃であって、前記
レジンのガラス転移温度（Ｔｇ：高分子樹脂で、固体から液体に完全な相変化を経る前に
やわらかいゴムのように変化された特性を現わす温度）付近となり得る。前記ガラス転移
状態でマスターロール表面のパターンの形を完全にコピーしたパターン形成層７７１は、
再びパターンガイドロール７６４を通り過ぎながら反射型偏光子７７０とパターン形成層
７７１が合体されたパターンが形成された反射型偏光子７７２に成形され、ガイドロール
７５４を通ってフィニッシュロール７５６に巻き取られる。
【０１０６】
　図１６のように、２回にわたってＵＶを照射して製作されたターンが形成された反射型
偏光子７７２の断面は、マスターロール７０５の断面に相反する形態の面であって、例え
ばマスターロールが陰刻のエングレービング（ｅｎｇｒａｖｅｄ）面であるとすれば、タ
ーンが形成された反射型偏光子７７２は陽刻のエンボシング（ｅｍｂｏｓｓｅｄ）面とな
る。
【０１０７】
　この場合、本発明の好ましい一具現例によれば、前記（２）段階は、ａ）前記反射型偏
光子を移送させる段階；ｂ）前記構造化された表面層の逆相のパターンが一面に成形され
たパターン形成用モールドフィルムを移送させる段階；ｃ）前記反射型偏光子の一面と前
記パターン形成用モールドフィルムのうち、前記パターンが成形された一面を密着させる
段階；ｄ）前記反射型偏光子と前記パターン形成用モールドフィルムが密着される領域で
流動性のある材料を注入して前記パターンの間を充填させる段階；ｅ）前記パターンの間
に充填された材料を硬化させることによって前記材料を前記反射型偏光子に塗布させる段
階；およびｆ）前記パターン形成用モールドフィルムと前記材料が塗布された前記反射型
偏光子を分離する段階を含み、前記ａ）段階とｂ）段階は順序に関係なく遂行され得る。
【０１０８】
　好ましくは、前記ｄ）段階と前記ｅ）段階の間に、密着された前記反射型偏光子と前記
モールドフィルムに圧力を加えて前記材料を前記パターンの間に均一に充填させる段階を
さらに含むことができる。
【０１０９】
　好ましくは、前記ｅ）段階が、前記パターンの間に充填された材料に熱またはＵＶを照
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射する段階を含むことができる。
【０１１０】
　具体的には、図１８は本発明の好ましい他の具現例に係る微細パターン形成工程の概略
図である。まず、第１ロール８２０に巻き取られた反射型偏光子８１０はガイドロール８
３０ａ～８３０ｃにより移送される。この時、パターンモールディング部８４０の成形モ
ールド８４２もマスターロール８４４とパターンガイドロール８４６ａ、８４６ｂに巻き
取られたまま移送／回転する状態となる。この時、マスターロール８４４はガイドロール
８３０ｃおよび８３０ｄに噛み合わせられているため、反射型偏光子８１０はガイドロー
ル８３０ｃに引きずられて成形モールド８４２に噛み合わせられることになる。ここで、
ガイドロール８３０ｃは反射型偏光子８１０に塗布されるコート液、すなわちパターン層
が樹脂印刻された反射型偏光子８１２のパターン層の厚さを調節するギャップ調節機能を
遂行することになる。より具体的には、ガイドロール８３０ｃがマスターロール８４４に
密着すると反射型偏光子のパターン層をより薄く形成することができ、反対にガイドロー
ル８３０ｃをマスターロールとより離れるようにする場合、反射型偏光子のパターン層を
より厚く形成することができる。このような反射型偏光子パターン層の厚さは、ガイドロ
ール８３０ｃとマスターロール８４４の間の間隔の以外にも、コート液の粘度、パターニ
ングの速度および反射型偏光子の張力などによって調節可能である。
【０１１１】
　一方、反射型偏光子８１０が、ガイドロール８３０ｃとマスターロール８４４噛み合わ
せられた地点には、コート液注入手段８６０によりコート液が注入されて成形モールド８
４２のパターンの間に入っていき充填され、ガイドロール８３０ｃとマスターロール８４
４の間の圧力によって均一に分布されてパターンが成形される。パターンの間に分布され
たコート液は硬化手段８７０から放出される熱またはＵＶによって硬化される。パターン
成形されたコート液が硬化および塗布された反射型偏光子は、ガイドロール８３０ｄに引
きずられながら成形モールド８４２と分離され、パターンが形成された反射型偏光子８１
２はガイドロール８３０ｅにより移送されて第２ロール８５０に巻き取られることになる
。ここで、ガイドロール８３０ｄはコート液が塗布された、すなわちパターン層が形成さ
れた反射型偏光子８１２を成形モールド８４２と分離させる剥離機能を遂行することにな
る。
【０１１２】
　前記において、反射型偏光子８１０とパターン層が形成された反射型偏光子８１２は互
いに連結された状態であって、説明の便宜上名称を分類したのである。すなわち、反射型
偏光子８１０はパターンが形成される以前の状態を意味し、パターン層が形成された反射
型偏光子８１２はパターンモールディング部８４０を通過してパターン成形されたコート
液が反射型偏光子に塗布されて完成された状態を意味する。また、図１８ではパターン層
が形成された反射型偏光子８１２に形成されたパターン層の一部だけを図示しているが、
実際には第２ロール８５０に巻き取られた反射型偏光子もパターン層が形成された状態と
なる。
【０１１３】
　図１９は本発明の好ましい他の具現例に係る微細パターン形成工程の概略図である。具
体的には、成形モールド９４２を反射型偏光子９１０の長さだけロールタイプに形成する
ことによって、パターン層が形成された反射型偏光子９１２に継ぎ目が無いようにした実
施例である。
【０１１４】
　本発明に係る光学部材製造装置の第２実施例も反射型偏光子９１０が巻き取られている
第１ロール９２０とパターン層が形成された反射型偏光子９１２が巻き取られる第２ロー
ル９５０が両側に具備され、反射型偏光子およびパターン層が形成された反射型偏光子を
移送させるガイドロール９３０ａ～９３０ｆが第１ロール９２０と第２ロール９５０の間
に具備される。また、ガイドロール９３０ｃとガイドロール９３０ｄの間には反射型偏光
子９１０にパターン成形されたコート液を塗布するために、パターンモールディング部９
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４０のマスターロール９４６が密着される。ここで、ガイドロール９３０ａ～９３０ｆの
個数と位置などは実施状態により変更可能であることは言うまでもない。パターンモール
ディング部９４０はパターンの形状が具現されたフィルム状の成形モールド９４２、成形
モールドが巻き取られている第３ロール９４４、注入されるコート液を成形モールドに圧
着させて成形モールドのパターンの通りにコート液をパターン成形し、これを反射型偏光
子９１０に塗布させるマスターロール９４６、成形モールドを移送させるパターンガイド
ロール９４７ａ～９４７ｄおよび移送された成形モールドが巻き取られる第４ロール９４
８からなる。パターンガイドロール９４７ａ～９４７ｄの個数と位置などは実施状態によ
り変更できるということは言うまでもない。
【０１１５】
　前記成形モールド９４２は、図１８の実施例とは違って第３ロール９４４に巻き取られ
たままマスターロール９４６およびガイドロール９４７ａ～９４７ｄにより移送されなが
ら反射型偏光子９１０にコート液からなるパターンを成形した後、第４ロール９４８に巻
き取られることになる。この時、成形モールド９４２は反射型偏光子９１０と同じ長さで
形成することが好ましく、これを通じてパターン層が形成された反射型偏光子９１２に継
ぎ目によるパターン不良やパターンが切れることなく、全領域にわたってパターンが均一
に形成される。図１９では成形モールドのパターン層に具現されたパターンを一部だけ図
示しているが、実際の実施においては、成形モールド全体にかけてパターンが具現される
。
【０１１６】
　反射型偏光子９１０がパターンモールディング部９４０に引入られる地点、すなわちガ
イドロール９３０ｃとマスターロール９４６が密着される地点にはコート液を注入するた
めのコート液注入手段９６０が具備され、反射型偏光子と成形モールド９４２が密着移動
する地点には熱またはＵＶを照射してコート液を硬化させるための硬化手段９７０が具備
される。
【０１１７】
　具体的には、図２０は本発明の反射型偏光子を採用した液晶表示装置の一例であって、
フレーム２７０上に反射板２８０が挿入され、前記反射板２８０の表面に冷陰極蛍光ラン
プ２９０が位置する。前記冷陰極蛍光ランプ２９０の表面に光学フィルム３２０が位置し
、前記光学フィルム３２０は拡散板３２１、光拡散フィルム３２２、プリズムフィルム３
２３、反射型偏光子３２４および吸収偏光フィルム３２５の順で積層されるが、前記積層
順序は目的により変更されたり、一部構成要素が省略されたり、複数個で具備され得る。
例えば、拡散板３２１、光拡散フィルム３２２やプリズムフィルム３２３などは全体の構
成から除外することもあり、順序が変更されるか他の位置に形成されることもある。さら
に、位相差フィルム（図示されず）なども液晶表示装置内の適切な位置に挿入され得る。
一方、前記光学フィルム３２０の表面に液晶表示パネル３１０がモールドフレーム３００
に挿入されて位置することができる。
【０１１８】
　光の経路を中心に詳察すれば、冷陰極蛍光ランプ２９０から照射された光が光学フィル
ム３２０中の拡散板３２１に到達する。前記拡散板３２１を通じて伝達された光は、光の
進行方向を光学フィルム３２０に対し垂直で進行させるために光拡散フィルム３２２を通
過することになる。前記光拡散フィルム３２２を通過したフィルムはプリズムフィルム３
２３を経た後、反射型偏光子３２４に到達して光変調が発生することになる。具体的には
、Ｐ波は反射型偏光子３２４を損失なく透過するが、Ｓ波の場合、光変調（反射、散乱、
屈折など）が発生して再び冷陰極蛍光ランプ２９０の裏面である反射板２８０により反射
され、その光の性質がＰ波またはＳ波にランダムに変わった後、再び反射型偏光子３２４
を通過することになるのである。その後、吸収偏光フィルム３２５を過ぎた後、液晶表示
パネル３１０に到達することになる。つまり、前述した原理によって本発明の反射型偏光
子を液晶表示装置に挿入させて使う場合、通常の反射型偏光子と比べて飛躍的な輝度の向
上を期待することができる。一方、前記冷陰極蛍光ランプ２９０はＬＥＤで代替すること
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ができる。
【０１１９】
　一方、本発明では反射型偏光子の用途を液晶ディスプレイを中心に説明したがこれに限
定されるものではなく、プロジェクションディスプレイ、プラズマディスプレイ、電界放
出ディスプレイおよび電界発光ディスプレイなど、フラットパネルディスプレイ技術に広
く用いることができる。
　発明の実施のための形態
【０１２０】
　以下、本発明を実施例および実験例によって詳細に説明する。下記の実施例および実験
例は本発明を例示するたけのものに過ぎず、本発明の範囲は下記の実施例および実験例に
限定されるものではない。
＜実施例１＞
【０１２１】
　分散体成分として屈折率が１．６５であるポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）と、基
材成分としてポリカーボネート６０重量％にテレフタレートとエチルグリコールとシクロ
ヘキサンジメタノール１：２モル比で重合反応したポリシクロヘキシレンジメチレンテレ
フタレート（ｐｏｌｙ　ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌｅｎｅ　ｄｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒ
ｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＣＴＧ）を３８重量％およびリン酸塩が含まれた熱安定剤２重
量％を含んだ原料をそれぞれ第１圧出部および第２圧出部に投入した。スキン層成分とし
て、ポリカーボネート６０重量％にテレフタレートとエチルグリコールとシクロヘキサン
ジメタノール１：２モル比で重合反応したポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレー
ト（ｐｏｌｙ　ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌｅｎｅ　ｄｉｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔ
ｈａｌａｔｅ、ＰＣＴＧ）を３８重量％およびリン酸塩が含まれた熱安定剤２重量％を第
３圧出部に投入した。
【０１２２】
　基材成分と分散体成分の圧出温度は２４５℃とし、Ｃａｐ．Ｒｈｅｏｍｅｔｅｒ確認し
てＩ．Ｖ．調整を通じてポリマー流れを補正し、Ｆｉｌｔｅｒａｔｉｏｎ　Ｍｉｘｅｒが
適用された流路を通過して基材の内部に分散体がランダム分散されるように誘導し、その
後基材層成分の両面にスキン層成分をラミネートした。ポリマーを流速および圧力勾配を
補正する図１４、１５のコートハンガーダイで拡散を誘導した。具体的には、ダイ入口の
幅は２００ｍｍであり、厚さは１０ｍｍ、ダイ出口の幅は１，２６０ｍｍ、厚さは２．５
ｍｍ、流速は１．０ｍ／ｍｉｎである。その後、冷却およびキャスティングロールで平滑
化工程を遂行し、ＭＤ方向に６倍延伸した。引き続き、１８０℃で２分の間ヒーターチャ
ンバーを通じて熱固定を遂行して厚さが１２０μｍである（Ｓｋｉｎ層を含む厚さは３０
０μｍ）、表１のようなランダム分散型偏光子を製造した。製造された反射型偏光子のポ
リエチレンナフタレート（ＰＥＮ）成分の屈折率は（ｎｘ：１．８８、ｎｙ：１．５８、
ｎｚ：１．５８）であり、ポリカーボネート６０重量％にテレフタレートとエチルグリコ
ールとシクロヘキサンジメタノール１：２モル比で重合反応したポリシクロヘキシレンジ
メチレンテレフタレート（ｐｏｌｙ　ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌｅｎｅ　ｄｉｍｅｔｈｙｌｅ
ｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＣＴＧ）を３８重量％およびリン酸塩が含まれた
熱安定剤２重量％の屈折率は１．５８であった。コア層の厚さは１２０μｍであり、スキ
ン層の厚さは上下面それぞれ９０μｍである。
【０１２３】
　その後、製造された反射型偏光子を図１９のような工程を経て屈折率が１．５９である
ウレタンアクリル系プリズムパターン層が形成された反射型偏光子を製造した。プリズム
パターンで高さは２０μｍ、ピッチは４０μｍであった。
＜実施例２～５および比較例１～２＞
【０１２４】
　下記の表１の条件を除いては実施例１と同一に実施してランダム分散型反射偏光子を製
造した。
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＜実験例＞
【０１２５】
　前記実施例１～5および比較例１～2を通じて製造された反射型偏光子について、次のよ
うな物性を評価し、その結果を表１に示した。
【０１２６】
　１．相対輝度
　前記製造された反射型偏光子の輝度を測定するために下記のように遂行した。拡散板、
反射型偏光子が具備された３２”直下型バックライトユニットの上にパネルを組み立てた
後、トプコン社のＢＭ－７測定機を利用して９つの地点の輝度を測定して平均値を示した
。
　相対輝度は実施例１の反射型偏光子の輝度を１００（基準）とした時、他の実施例およ
び比較例の輝度の相対値を示したものである。
【０１２７】
　２．輝線現象
　反射型偏光子、拡散板、拡散シート、プリズムシート、輝度強化フィルムが具備された
３２”直下型バックライトユニットの上にパネルを組み立てた後、輝線現象を評価した。
具体的には、輝線現象の評価は目視で輝線を観察し、輝線の個数が０個：非常に良好、１
個：良好、２～３個：普通、４～５個以上：不良と評価した。
【０１２８】
【表１】

【０１２９】
　前記表１で縦横比は全体分散体の個数のうち、縦横比が１／２以下である分散体の個数
を％で示し、１グループ、２グループ、３グループは縦横比が１／２以下である分散体の
うち、本発明の１グループ、２グループおよび３グループの断面積範囲に属する分散体の
個数を％で示し、１／３グループは１グループ個数／３グループ個数を％で示した。
【０１３０】
　表１からわかるように、本発明の範囲を満足する実施例１～５は、これを満足しない比
較例１、２に比べて輝度、偏光度および輝線現象がすべて優秀であった。一方、本発明の
１／３グループの範囲に属する実施例１は、これを満足しない実施例２～４に比べて優秀
な光学物性を示した。さらに１グループの含有量が範囲殻外れる実施例５に比べて実施例
１の光学物性が非常に優秀であった。
【０１３１】
　本発明の反射型偏光子は光変調性能が優秀であるため、光変調が要求される分野におい
て幅広く使用可能である。具体的には、モバイルディスプレイ、ＬＣＤ、ＬＥＤなど、高
輝度が要求される液晶表示装置、プロジェクションディスプレイ、プラズマディスプレイ
、電界放出ディスプレイおよび電界発光ディスプレイなどのフラットパネルディスプレイ
技術に広く用いることができる。
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