
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複屈折特性が相違する微小領域を分散含有する複屈折性フィルムからなり、その微小領
域が一般式（Ｉ）：－Ｙ－Ｚ－（ただしＹは、主鎖から分岐したポリメチレン鎖又はポリ
オキシメチレン鎖、Ｚはパラ置換環状化合物である。）で表される側鎖部分を有する熱可
塑性の側鎖型液晶ポリマーからなると共に、前記の複屈折性フィルムと微小領域との屈折
率差△ｎ１ 、△ｎ２ が直線偏光の最大透過率を示す軸方向に直交する方向において

（△ｎ１ ）であり、かつ最大透過率の軸方向において前記△ｎ１ の８０％以
下（△ｎ２ ）である光拡散板と、偏光板を有する積層体からなり、その光拡散板の当該△
ｎ１ 方向と偏光板の透過軸とが平行関係にあることを特徴とする光学素子。
【請求項２】
　請求項１において、光拡散板が、△ｎ１ 方向の長さが ～ μ mの微小領域を相分離
により分散含有するものである光学素子。
【請求項３】
　請求項１又は２において、光拡散板が、複屈折性フィルムの２層以上を当該△ｎ１ 方向
が上下の層で平行関係となるように重畳したものである光学素子。
【請求項４】
　請求項１～３ に記載の光学素子を、液晶セルの片側又は両側に有することを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項５】
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　請求項４において、液晶セルの視認側に光学素子をその光拡散板をセル側にして有する
液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の技術分野】
本発明は、直線偏光の散乱異方性によるその散乱方向の拡散性に優れて液晶表示装置等の
視認性の向上などに好適な光学素子に関する。
【０００２】
【発明の背景】
従来、プラスチックフィルムに透明微粒子を分散含有させたものやプラスチックフィルム
の表面を粗面化してなる光拡散板と偏光板を積層した光学素子が知られていた。かかる光
拡散板は、透過型の液晶表示装置等ではバックライトの光源イメージを緩和して液晶表示
装置等における視認性の向上に有効に機能する。しかしながら反射型の液晶表示装置等で
は、光拡散板を介した入射時と出射時の拡散光が干渉して画像のにじみやボケが顕著とな
る問題点があった。
【０００３】
前記した画像のにじみやボケは、液晶セルに隣接して光拡散板を配置することで低減しう
るが、その場合には偏光板を介した直線偏光が光拡散板に入射することとなり、偏光状態
が解消されてコントラストの低下を招き、特に黒表示では散乱光で白っぽくなる白ボケを
誘発する。
【０００４】
一方、光拡散板としては、母材中に屈折率異方性の領域を分散含有させて直線偏光に対し
散乱異方性を示すもの、その場合に熱可塑性樹脂と低分子液晶との組合せからなるもの、
低分子液晶と光架橋性低分子液晶との組合せからなるもの、ポリビニルアルコールと低分
子液晶との組合せからなるものも知られていた（ＵＳＰ２１２３９０号、ＷＯ８７／０１
８２２号公報、ＥＰ０５０６１７号、特開平９－２７４１０８号公報）。しかしながら、
その製造が困難なこと、液晶表示装置等に適用した場合に、その取扱が難しくて機能の安
定性にも乏しいことなどから実用的でない問題点があった。
【０００５】
【発明の技術的課題】
本発明は、製造が容易で熱的、化学的安定性に優れて実用性に優れる光拡散板を得て、画
像のにじみやボケの防止を目的に液晶セルと偏光板の間に配置してもコントラストの低下
や黒表示の白ボケを生じにくい光学素子や液晶表示装置を得ることを課題とする。
【０００６】
【課題の解決手段】
本発明は、複屈折特性が相違する微小領域を分散含有する複屈折性フィルムからなり、そ
の微小領域が一般式（Ｉ）：－Ｙ－Ｚ－（ただしＹは、主鎖から分岐したポリメチレン鎖
又はポリオキシメチレン鎖、Ｚはパラ置換環状化合物である。）で表される側鎖部分を有
する熱可塑性の側鎖型液晶ポリマーからなると共に、前記の複屈折性フィルムと微小領域
との屈折率差△ｎ１ 、△ｎ２ が直線偏光の最大透過率を示す軸方向に直交する方向におい
て （△ｎ１ ）であり、かつ最大透過率の軸方向において前記△ｎ１ の
８０％以下（△ｎ２ ）である光拡散板と、偏光板を有する積層体からなり、その光拡散板
の当該△ｎ１ 方向と偏光板の透過軸とが平行関係にあることを特徴とする光学素子、及び
その光学素子を液晶セルの片側又は両側に有することを特徴とする液晶表示装置を提供す
るものである。
【０００７】
【発明の効果】
本発明における光拡散板は、微小領域やそれを分散含有する母材がポリマー素材よりなる
ので形成材の取扱性に優れて製造が容易であり、その形成材の熱的、化学的安定性に基づ
いて光学機能の安定性に優れ実用性に優れている。また直線偏光の最大透過率を示す軸方
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向（△ｎ 2方向）では直線偏光がその偏光状態を良好に維持して透過し、前記△ｎ 2方向と
直交する方向（△ｎ 1方向）では複屈折性フィルムと微小領域との屈折率差△ｎ 1に基づい
て直線偏光が散乱されその偏光状態が緩和ないし解消する。
【０００８】
前記の結果、光拡散板に対して偏光板をその透過軸が前記△ｎ 1方向と平行関係となるよ
うに配置することにより、偏光板を透過した直線偏光が光拡散板に入射した際に散乱され
て良好に拡散し、入射時の反射光が表示光に影響することを抑制できて、反射型の液晶セ
ルと偏光板の間に光拡散板を配置してもコントラストの低下や黒表示の白ボケの発生を抑
制することができ、視認性を向上させることができる。
【０００９】
【発明の実施形態】
本発明による光学素子は、複屈折特性が相違する微小領域を分散含有する複屈折性フィル
ムからなり、その微小領域が一般式（Ｉ）：－Ｙ－Ｚ－（ただしＹは、主鎖から分岐した
ポリメチレン鎖又はポリオキシメチレン鎖、Ｚはパラ置換環状化合物である。）で表され
る側鎖部分を有する熱可塑性の側鎖型液晶ポリマーからなると共に、前記の複屈折性フィ
ルムと微小領域との屈折率差△ｎ１ 、△ｎ２ が直線偏光の最大透過率を示す軸方向に直交
する方向において （△ｎ１ ）であり、かつ最大透過率の軸方向におい
て前記△ｎ１ の８０％以下（△ｎ２ ）である光拡散板と、偏光板を有する積層体からなり
、その光拡散板の当該△ｎ１ 方向と偏光板の透過軸とが平行関係にあるものである。
【００１０】
本発明による光学素子の例を図１、図２に示した。１が光拡散板、３が偏光板であり、２
は必要に応じての接着層である。光拡散板１は、複屈折特性が相違する微小領域ｅを分散
分布させてなる複屈折性フィルムの１枚よりなっていてもよいし、図２に例示の如くかか
る複屈折性フィルム１１，１３，１５，１７の重畳体からなっていてもよい。なお１２，
１４，１６は接着層である。
【００１１】
複屈折特性が相違する微小領域を分散含有する複屈折性フィルムの形成は、例えば母材と
なるポリマー類の１種又は２種以上と、微小領域となる前記熱可塑性の側鎖型液晶ポリマ
ーの１種又は２種以上を、延伸処理等の適宜な配向処理で複屈折特性が相違する領域を形
成する組合せで用いて配向フィルムを形成する方式などの適宜な方式にて行うことができ
る。
【００１２】
前記のポリマー類としては、透明性の適宜なものを用いることができ、特に限定はない。
ちなみにその例としては、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレートの如
きポリエステル系ポリマー、ポリスチレンやアクリロニトリル・スチレン共重合体（ＡＳ
樹脂）の如きスチレン系ポリマー、ポリエチレンやポリプロピレン、シクロ系ないしノル
ボルネン構造を有するポリオレフィンやエチレン・プロピレン共重合体の如きオレフィン
系ポリマー、カーボネート系ポリマー、ポリメチルメタクリレートの如きアクリル系ポリ
マー、塩化ビニル系ポリマー、二酢酸セルロースや三酢酸セルロースの如きセルロース系
ポリマー、ナイロンや芳香族ポリアミドの如きアミド系ポリマー、イミド系ポリマー、ス
ルホン系ポリマー、ポリエーテルスルホン系ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン系ポ
リマー、ポリフェニレンスルフィド系ポリマー、ビニルアルコール系ポリマー、塩化ビニ
リデン系ポリマー、ビニルブチラール系ポリマー、アリレート系ポリマー、ポリオキシメ
チレン系ポリマー、あるいはそれらのブレンド物などがあげられる。
【００１３】
一方、熱可塑性の側鎖型液晶ポリマーとしては、一般式（Ｉ）：－Ｙ－Ｚ－（ただしＹは
、主鎖から分岐したポリメチレン鎖又はポリオキシメチレン鎖、Ｚはパラ置換環状化合物
である。）で表される側鎖部分を有するものが用いられる。従って前記の側鎖型液晶ポリ
マーとしては、下記の一般式（ II）で表されるモノマー成分からかるセグメントを有する
ものがあげられる。
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【００１４】
一般式（ II）：
　
　
　
　
　
【００１５】
前記の一般式においてＹは、屈曲性を示すスペーサ基であり、ポリメチレン鎖－（ＣＨ 2

） n－又はポリオキシメチレン鎖－（ＣＨ 2ＣＨ 2Ｏ） m－からなる。その繰返し数ｎ，ｍは
、それに結合するメソゲン基Ｚの化学構造等により適宜に決定でき、一般にはｎについて
は０～２０、就中２～１２、ｍについては０～１０、就中１～４である。
【００１６】
屈折率制御等の複屈折フィルムの形成性などの点より好ましいスペーサ基Ｙは、例えばエ
チレンやプロピレン、ブチレンやペンチレン、ヘキシレンやオクチレン、デシレンやウン
デシレン、ドデシレンやオクタデシレン、エトキシエチレンやメトキシブチレンなどであ
る。
【００１７】
一方、Ｚは液晶配向性を付与するメソゲン基となるパラ置換環状化合物であり、その例と
しては、アゾメチン型やアゾ型、アゾキシ型やエステル型、トラン型やフェニル型、ビフ
ェニル型やフェニルシクロヘキシル型、ビシクロヘキシル型の如きパラ置換芳香族単位や
パラ置換シクロヘキシル環単位などを有するものなどがあげられる。
【００１８】
屈折率制御等の複屈折フィルムの形成性などの点より好ましいパラ置換環状化合物Ｚとし
ては、下記の化学式で表されるものなどがあげられる。
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【００１９】
前記において、スペーサ基Ｙとメソゲン基Ｚはエーテル結合、すなわち－Ｏ－を介して結
合していてもよい。またパラ置換環状化合物を形成するフェニル基は、その１個又は２個
の水素がハロゲンで置換されていてもよく、その場合、ハロゲンとしては塩素又はフッ素
が好ましい。
【００２０】
なお前記の一般式（ II）におけるＸは、液晶ポリマーの主鎖を形成する骨格基であり、本
発明においては線状や分岐状や環状等の適宜な連結鎖にて形成されていてよい。ちなみに
その例としては、ポリアクリレート類やポリメタクリレート類、ポリ－α－ハロアクリレ
ート類やポリ－α－シアノアクリレート類、ポリアクリルアミド類やポリアクリロニトリ
ル類、ポリメタクリロニトリル類やポリアミド類、ポリエステル類やポリウレタン類、ポ
リエーテル類やポリイミド類、ポリシロキサン類などがあげられる。
【００２１】
またパラ置換環状化合物におけるパラ位における末端置換基Ａは、例えばシアノ基やアル
キル基、アルケニル基やアルコキシ基、オキサアルキル基やハロゲン基、水素の１個以上
がフッ素又は塩素にて置換されたハロアルキル基やハロアルコキシ基やハロアルケニル基
などの適宜なものであってよい。
【００２２】
従って側鎖型液晶ポリマーは、熱可塑性を示して、室温又は高温でネマチック相やスメク
チック相等の適宜な配向性を示すものであってよい。また前記一般式（ II）で表されるモ
ノマー成分によるホモポリマーであってもよいし、かかるモノマー成分を含むコポリマー
であってもよい。
【００２３】
上記においてポリマー類と側鎖型液晶ポリマーは、得られる複屈折性フィルムにおける微
小領域の分散分布性などの点より、相分離する組合せで用いることが好ましく、その組合
せによる相溶性により分散分布性を制御することができる。相分離は、例えば非相溶性の
材料を溶媒にて溶液化する方式や、加熱溶融下に混合する方式などの適宜な方式にて行う
ことができる。
【００２４】
なお上記した延伸配向処理方式で複屈折性フィルムを形成する場合、任意な延伸温度、延
伸倍率にて目的の複屈折性フィルムを形成することができる。また上記のポリマー類には
、延伸方向の屈折率変化の特性に基づいて正負に分類される異方性ポリマーがあるが、本
発明においては正負いずれの異方性ポリマーも用いることができる。
【００２５】
配向処理対象のフィルムは、例えばキャスティング法や押出成形法、射出成形法やロール
成形法、流延成形法などの適宜な方式にて得ることができ、モノマー状態で展開しそれを
加熱処理や紫外線等の放射線処理などにより重合してフィルム状に製膜する方式などにて
も得ることができる。
【００２６】
微小領域の均等分布性に優れる複屈折性フィルムを得る点などよりは、溶媒を介したポリ
マー類と側鎖型液晶ポリマーの混合液をキャスティング法や流延成形法等にて製膜する方
式が好ましい。その場合、溶媒の種類や混合液の粘度、混合液展開層の乾燥速度などによ
り微小領域の大きさや分布性などを制御することができる。ちなみに微小領域の小面積化
には混合液の低粘度化や混合液展開層の乾燥速度の急速化などが有利である。
【００２７】
配向処理対象のフィルムの厚さは、適宜に決定しうるが、一般には配向処理性などの点よ
り１μ m～３ mm、就中５μ m～１ mm、特に１０～５００μ mとされる。なおフィルムの形成
に際しては、例えば分散剤や界面活性剤、紫外線吸収剤や色調調節剤、難燃剤や離型剤、
酸化防止剤などの適宜な添加剤を配合することができる。
【００２８】
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配向処理は、例えば一軸や二軸、逐次二軸やＺ軸等による延伸処理方式や圧延方式、ガラ
ス転移点又は液晶転移点以上の温度で電場又は磁場を印加して急冷し配向を固定化する方
式や製膜時に流動配向させる方式、等方性ポリマーの僅かな配向に基づいて液晶ポリマー
を自己配向させる方式などの、配向により屈折率を制御しうる適宜な方式の１種又は２種
以上を用いて行うことができる。従って得られた複屈折性フィルムは、延伸フィルムであ
ってもよいし、非延伸フィルムであってもよい。なお延伸フィルムとする場合には、脆性
ポリマーも用いうるが、延び性に優れるポリマーが特に好ましく用いうる。
【００２９】
　本発明において用いる複屈折性フィルムは、複屈折性フィルムと微小領域との屈折率差
△ｎ１ 、△ｎ２ が直線偏光の最大透過率を示す軸方向に直交する方向において

（△ｎ１ ）であり、かつその最大透過率の軸方向において前記△ｎ１ の８０％以
下（△ｎ２ ）に制御したものである。かかる屈折率差とすることにより、△ｎ１ 方向での
散乱性に優れ、△ｎ２ 方向での偏光状態の維持性に優れるものとすることができる。
【００３０】
　散乱性やそれによる偏光状態の変換性ないし解消性などの点より△ｎ１ 方向における屈
折率差△ｎ１ は、 適度に大きいこと ましい。一方、偏光状態の維持性など
の点より△ｎ２ 方向における屈折率差△ｎ２ は、小さいほど好ましく、０．０３以下、就
中０．０２以下、特に０．０１以下の屈折率差△ｎ２ であることが好ましい。
【００３１】
従って上記の配向処理は、複屈折性フィルムと微小領域との屈折率差を△ｎ 1方向におい
て大きくする操作、又は△ｎ 2方向において小さくする操作、あるいはそれらの両方を達
成する操作として位置付けることもできる。
【００３２】
複屈折性フィルムにおける微小領域は、前記散乱効果等の均質性などの点より可及的に均
等に分散分布していることが好ましい。微小領域の大きさ、特に散乱方向である△ｎ 1方
向の長さは、後方散乱（反射）や波長依存性に関係し、後方散乱の抑制の点よりは△ｎ 1

方向における微小領域の長さが数μ mオーダ等の可及的に小さいことが好ましい。一方、
散乱光の波長依存性を抑制する点よりは、△ｎ 1方向における微小領域の大きさが可及的
に大きいことが好ましく、従って前記した後方散乱の抑制と拮抗する。
【００３３】
　前記の後方散乱や波長依存性などを踏まえた、従って光利用効率の向上や波長依存性に
よる着色防止、微小領域の視覚による鮮明な表示の阻害防止、さらには製膜性やフィルム
強度などの点より微小領域の好ましい大きさ、特に△ｎ１ 方向の好ましい長さは ～５
０μ mである。なお微小領域は、通例ドメインの状態で複屈折性フィルム中に存在するが
、その△ｎ２ 方向の長さについては特に限定はない。
【００３４】
上記の如く本発明において用いる複屈折性フィルムは、△ｎ 1方向と△ｎ 2方向として複屈
折特性に異方性をもたせて、直線偏光をその振動面の相違によりコントロールできるよう
にしたものである。その複屈折性フィルムに占める微小領域の割合は、△ｎ 1方向の散乱
性などの点より適宜に決定しうるが、一般にはフィルム強度なども踏まえて０．１～７０
％、就中０．５～５０％、特に１～３０％とされる。
【００３５】
本発明で用いる光拡散板は、図１に例示の如く複屈折特性が相違する微小領域を分散含有
する複屈折性フィルムの単層物１からなっていてもよいし、図２に例示の如く当該複屈折
性フィルム１１，１３，１５，１７の重畳体からなっていてもよい。かかる重畳化により
、厚さ増加以上の相乗的な散乱効果を発揮させることができる。
【００３６】
重畳体は、△ｎ 1方向又は△ｎ 2方向の任意な配置角度で複屈折性フィルムを積層したもの
であってよいが、散乱効果の拡大などの点よりは△ｎ 1方向が上下の層で平行関係となる
ように重畳したものが好ましい。複屈折性フィルムの重畳数は、２層以上の適宜な数とす
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ることができる。
【００３７】
また重畳する複屈折性フィルムは、△ｎ 1又は△ｎ 2が同じものであってもよいし、異なる
ものであってもよい。なお△ｎ 1方向等における上下の層での平行関係は、可及的に平行
であることが好ましいが、作業誤差によるズレなどは許容される。また△ｎ 1方向等にバ
ラツキがある場合には、その平均方向に基づく。
【００３８】
重畳体における複屈折性フィルムは、単に重ね置いた状態にあってもよいが、△ｎ 1方向
等のズレ防止や各界面への異物等の侵入防止などの点よりは接着層等を介して接着されて
いることが好ましい。その接着には、例えばホットメルト系や粘着系などの適宜な接着剤
を用いうる。反射損を抑制する点よりは、複屈折性フィルムとの屈折率差が可及的に小さ
い接着層が好ましく、複屈折性フィルムやその微小領域を形成するポリマーにて接着する
こともできる。
【００３９】
本発明による光学素子は、光拡散板と偏光板を有する積層体からなるが、その実用に際し
ては例えば位相差板などの適宜な光学部品を必要に応じて付加した積層体とすることもで
きる。かかる積層体は、単に重ね置いたものであってもよいし、接着層等を介して接着し
たものであってもよい。その接着層としては、上記した複屈折性フィルムの重畳の場合に
準じることができる。
【００４０】
前記した積層対象の光学部品については、特に限定はなく、例えば位相差板や導光板等の
バックライト、反射板や多層膜等からなる偏光分離板、液晶セルなどの適宜なものであっ
てよい。また積層する偏光板や位相差板等の光学部品は、各種のタイプのものであってよ
い。
【００４１】
すなわち、偏光板では吸収型タイプや反射型タイプや散乱型タイプ、位相差板では１／４
波長板や１／２波長板、一軸や二軸等による延伸フィルムタイプやさらに厚さ方向にも分
子配向させた傾斜配向フィルムタイプ、液晶ポリマータイプ、視野角や複屈折による位相
差を補償するタイプ、それらを積層したタイプのものなどの各種のものがあるが、本発明
においてはそのいずれのタイプも用いうる。
【００４２】
ちなみに前記偏光板の具体例としては、ポリビニルアルコール系フィルムや部分ホルマー
ル化ポリビニルアルコール系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィ
ルムの如き親水性高分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の二色性物質を吸着させて延
伸した吸収型偏光板、ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理
物の如きポリエン配向フィルムなどがあげられる。
【００４３】
また前記した偏光フィルムの片面又は両面に耐水性等の保護目的で、プラスチックの塗布
層やフィルムのラミネート層等からなる透明保護層を設けた偏光板などもあげられる。さ
らにその透明保護層に、例えば平均粒径が０．５～２０μ mのシリカやアルミナ、チタニ
アやジルコニア、酸化錫や酸化インジウム、酸化カドミウムや酸化アンチモン等の導電性
のこともある無機系微粒子、架橋又は未架橋ポリマー等の有機系微粒子等の透明微粒子を
含有させて表面に微細凹凸構造を付与したものなどもあげられる。
【００４４】
なお偏光板としては、輝度やコントラストの向上を図る点などより、上記した二色性物質
含有の吸収型偏光板などの如く偏光度の高いもの就中、光透過率が４０％以上で、偏光度
が９５．０％以上、特に９９％以上のものが好ましく用いられる。
【００４５】
一方、位相差板の具体例としては、上記の複屈折性フィルムで例示したポリマー類からな
る延伸フィルムや液晶ポリマー、就中、捩じれ配向の液晶ポリマーなどからなるものがあ
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げられる。さらに導光板の具体例としては、透明な樹脂板の側面に（冷，熱）陰極管等の
線状光源や発光ダイオード、ＥＬ等の光源を配置し、その樹脂板に板内を伝送される光を
拡散や反射、回折や干渉等により板の片面側に出射するようにしたものなどがあげられる
。
【００４６】
導光板を含む光学素子の形成に際しては、光の出射方向を制御するためのプリズムシート
等からなるプリズムアレイ層、均一な発光を得るための拡散板、線状光源からの出射光を
導光板の側面に導くための光源ホルダなどの補助手段を導光板の上下面や側面などの所定
位置に必要に応じ１層又は２層以上を配置して適宜な組合せ体とすることができる。
【００４７】
本発明による光学素子を形成する積層体は、上記の如く光拡散板と偏光板を用いたもので
あってもよいし、偏光板以外の光学部品を１種又は２種以上用いたものであってもよい。
また例えば位相差板等の同種の光学部品を２層以上積層したものであってもよく、その場
合、光学部品の位相差板等の特性は同じであってもよいし、相違していてもよい。光学素
子における光拡散板は、積層体の片外面や両外面、積層体を形成する光学部品の片面や両
面などの積層体の外部や内部の適宜な位置に１層又は２層以上が配置されていてよい。
【００４８】
本発明による光学素子において光拡散板と偏光板の配置関係は、光拡散板の透過・散乱特
性を有効に活用する点などより、光拡散板の△ｎ 1方向と偏光板の透過軸とが平行関係と
なるように配置される。これにより、偏光板を透過した直線偏光を光拡散板の△ｎ 1方向
を介して散乱させることができる。なお前記の平行関係は、上記した複屈折性フィルムを
重畳する場合に準じうる。
【００４９】
本発明による光学素子は、上記した特長を有することより表示特性制御板などに好ましく
用いうる。ちなみにその表示特性制御板は、後方散乱が少なくヘイズ異方性の高い光拡散
板を液晶セルと視認側偏光板の間に位置させて白表示に対応する直線偏光のみを選択的に
散乱させることで、画像の鮮明度やコントラストを低下させることなく良好な表示の確保
を目的とするものである。
【００５０】
また本発明による光学素子は、上記した特長に基づいて液晶表示装置の形成に好ましく用
いうる。液晶表示装置の例を図３に示した。１が光拡散板、３，３１が偏光板、４が液晶
セル、５が鏡面反射板である。図３は、反射型の液晶表示装置としたものを例示しており
、光拡散板１は、視認側の偏光板３と液晶セル４の間に偏光板の透過軸に対し△ｎ 1方向
が平行関係となるように配置されている。従って前記した表示特性制御板に準じた構造を
有するものである。
【００５１】
液晶表示装置は一般に、偏光板、液晶セル、反射板又はバックライト及び必要に応じての
光学部品等の構成部品を適宜に組立てて駆動回路を組込むことなどにより形成される。本
発明においては、上記した光学素子を用いる点を除いて特に限定はなく、従来に準じて形
成することができる。従って液晶表示装置の形成に際しては、例えば視認側の偏光板の上
に設ける光拡散板やアンチグレア層、反射防止膜や保護層や保護板、あるいは液晶セルと
視認側等の偏光板の間に設ける補償用位相差板などの適宜な光学部品を適宜に配置するこ
とができる。
【００５２】
前記の補償用位相差板は、上記したように複屈折の波長依存性などを補償して視認性を向
上させることなどを目的とするものであり、視認側又は／及びバックライト側の偏光板と
液晶セルの間等に配置される。なお補償用位相差板としては、波長域などに応じて上記し
た位相差板などの適宜なものを用いうる。また補償用位相差板は、２層以上の位相差層か
らなっていてもよい。
【００５３】
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前記において光学素子は、液晶セルの片側又は両側の適宜な位置に１層又は２層以上を配
置することができる。ちなみにその配置形態としては、光拡散板が例えば偏光板、特に視
認側のそれの光入射側や光透過側、偏光板と補償用位相差板の間、補償用位相差板と液晶
セルの間、液晶セルと反射板の間などの、偏光板透過性の直線偏光を拡散することが望ま
れる適宜な位置に１層又は２層以上を配置したものなどがあげられる。なお液晶表示装置
についてもそれを形成する各部品は、上記した本発明による重畳型の光拡散板等に準じて
接着層を介し接着一体化されていることが好ましい。
【００５４】
【実施例】
実施例１
ノルボルネン系樹脂（ＪＳＲ社製、アートン）９５０部（重量部、以下同じ）と下式で表
される液晶ポリマー５０部を含有する２０重量％ジクロロメタン溶液を用いて、キャスト
法により厚さ５０μ mのフィルムを得たのち、それを１７５℃で３倍に延伸処理して、屈
折率差△ｎ 1が０．２３０で、△ｎ 2が０．０２９の複屈折性フィルムからなる光拡散板を
形成し、その光拡散板と市販の全光線透過率が４１％で透過光の偏光度が９９％の偏光板
を△ｎ 1方向と透過軸が一致するようにアクリル系粘着層を介し接着して光学素子を得た
。
　
　
　
　
　
　
【００５５】
なお前記の複屈折性フィルムは、ノルボルネン系樹脂をフィルムベースとしてその中に延
伸方向に長軸な形状で液晶ポリマーがドメイン状に分散したものであり、そのドメインの
平均径を偏光顕微鏡観察にて位相差による着色に基づいて測定した結果、△ｎ 1方向の長
さが約６μ mであった。
【００５６】
実施例２
実施例１に準じた複屈折性フィルムの３枚をその△ｎ 2方向が一致するように厚さ２０μ m
のアクリル系粘着層を介し重畳接着して光拡散板を得、それを用いて実施例１に準じ光学
素子を得た。
【００５７】
実施例３
ノルボルネン系樹脂の使用量を９００部とし、液晶ポリマーとして下式で表されるものを
１００部用いたほかは、実施例１に準じて△ｎ 1が０．１８０で、△ｎ 2が０．０３２の複
屈折性フィルムからなる光拡散板を得、それを用いて実施例１に準じ光学素子を得た。な
お前記液晶ポリマーの共重合に際しては、ａ単位のモノマー４５部、ｂ単位のモノマー５
５部の割合で用いた。また前記の複屈折性フィルムは、ノルボルネン系樹脂をフィルムベ
ースとしてその中に延伸方向に長軸な形状で液晶ポリマーがドメイン状に分散したもので
あった（△ｎ 1方向の長さが約６μ m）。
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【００５８】
実施例４
ノルボルネン系樹脂の使用量を９００部とし、液晶ポリマーとして下式で表されるものを
１００部用いたほかは、実施例１に準じて△ｎ 1が０．１５０で、△ｎ 2が０．０３３の複
屈折性フィルムからなる光拡散板を得、それを用いて実施例１に準じ光学素子を得た。な
おその複屈折性フィルムは、ノルボルネン系樹脂をフィルムベースとしてその中に延伸方
向に長軸な形状で液晶ポリマーがドメイン状に分散したものであった（△ｎ 1方向の長さ
が約６μ m）。
　
　
　
　
　
　
【００５９】
実施例５
鏡面反射板の上に、偏光板、ＴＮ液晶セル、実施例１で得た光学素子を光拡散板がセル側
となるようにアクリル系粘着層を介し順次接着して図３に準じた反射型の液晶表示装置を
得た。なお偏光板は、その透過軸方向が液晶セルと対面するそれぞれのラビング方向と一
致するように配置した。
【００６０】
比較例
透明微粒子含有のフィルムからなる光拡散板を用いて実施例１に準じ光学素子を得、それ
を用いて実施例３に準じ液晶表示装置を得た。
【００６１】
評価試験１
実施例で得た光学素子について全光線透過率、拡散透過率、ヘイズをＡＳＴＭＤ１００３
－６１に準拠してポイック積分球式ヘイズメータにて測定した。その結果を次表に示した
。なお光は偏光板側から入射させた。また表には光拡散板のみの場合の値を（　）内に示
した。
【００６２】
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【００６３】
表より、光拡散板による大きなヘイズ異方性に基づいて偏光板吸収方向の直線偏光に対し
ては拡散性が低く、偏光板透過方向の直線偏光に対しては強い拡散効果を発揮することが
わかる。また実施例の１と２の対比より複屈折性フィルムの重畳化により反射損による全
光線透過率の低下があるにも係らず、偏光板と組合せた場合には全光線透過率は同じで拡
散透過率やヘイズが大きく向上して、散乱効果が飛躍的に向上していることがわかる。
【００６４】
評価試験２
実施例５、比較例で得た液晶表示装置についてＯｎ／Ｏｆｆ表示でのコントラストを目視
判定したところ、実施例では比較例に比べ拡散板の加入によるコントラストの低下を大幅
に低減でき、黒表示の際の画像を白ボケなく鮮明な状態で視認することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】光学素子例の断面図
【図２】他の光学素子例の断面図
【図３】液晶表示装置例の断面図
【符号の説明】
１：光拡散板
１１，１３，１５，１７：複屈折性フィルム
ｅ：微小領域
２：接着層
３，３１：偏光板
４：液晶セル
５：鏡面反射板
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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