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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）で表されることを特徴とする重合性化合物。
　Ｐ－Ｘ－Ｍ－Ｘ－Ｐ　　　　　（１）
（式（１）中、Ｍはコア部であり、下記式で表されるものである。
【化３】

また、Ｐは重合性基を含む末端部であり、－Ｂ２（－Ｂ１）ｊで表される。Ｂ１はそれぞ
れ独立して
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【化１】

を表す（Ｒは－Ｈ、または－ＣＨ３であり、ｋは１～３の整数であり、Ａｌｋはアルキノ
イル基である）。Ｂ２は
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【化２】

を表す（＊１はＸとの結合位置を示す）。ｊは２～５の整数である。さらに、Ｘは結合基
であり、＊２－Ｏ－、＊２－ＯＣＯ－、＊２－ＯＣＨ２－、または＊２－ＯＣＯ－ＣＨ＝
ＣＨ－である（＊２はＢ２との結合位置を示す）。）
【請求項２】
下記式で表されることを特徴とする請求項１に記載の重合性化合物。
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【化４】

【請求項３】
請求項１または請求項２に記載の重合性化合物からなることを特徴とする液晶硬化剤。
【請求項４】
請求項１または請求項２に記載の重合性化合物と、重合性液晶化合物とを含有することを
特徴とする液晶性組成物。
【請求項５】
請求項４に記載の液晶性組成物を含有することを特徴とする光学部材形成用塗工液。
【請求項６】
請求項４に記載の液晶性組成物を固定化してなることを特徴とする光学部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば位相差層や偏光選択反射層等の光学部材などに利用される新規な重合
性化合物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自己整列機能を有する重合性液晶化合物は、比較的高い屈折率異方性を有し、重合する
ことによってその配向状態を固定化できるという特徴を有する。近年、このような重合性
液晶化合物は、その屈折率異方性を利用して、レンズ、偏光選択反射層、位相差層などの
光学部材の構成材料として広く応用されている。特に、重合性液晶化合物を用いた、液晶
ディスプレイ向けの位相差層や偏光選択反射層は、近年の市場拡大に伴いますますその有
用性が認められてきている。
【０００３】
　重合性液晶化合物の配向状態を固定化する方法としては、液晶性モノマーまたはジアク
リレートモノマーを光重合させる方法が知られている。しかしながら、この方法を用いて
固定化された膜や構造体は、比較的低いガラス転移温度を示すために、高温での使用時に
配向が乱れて、屈折率異方性などの性質が大きく変化する。また、この膜や構造体は強度
が低いばかりでなく、損傷も受け易いという問題があった。
【０００４】
　また、液晶ディスプレイの位相差層や偏光選択反射層に重合性液晶化合物を用いる場合
は、カラーフィルタなどの液晶ディスプレイの構成部材上に、重合性液晶化合物を含む液
晶性組成物を直接塗布することにより、位相差層や偏光選択反射層を形成することが可能
である。液晶ディスプレイは種々の構成部材を有することから、位相差層や偏光選択反射
層の形成後も多くの製造工程があり、重合性液晶化合物を用いた位相差層や偏光選択反射
層は、液晶ディスプレイの使用時だけでなく、製造時においても十分な耐熱性や耐久性を
有していることが必要になる。
【０００５】
　例えば液晶ディスプレイにおいては、駆動用液晶分子を配列させるために配向膜の製膜
が必須である。一般に、この配向膜にはポリイミドなどの高分子材料が用いられ、高分子
材料を溶剤に溶解した塗工液を塗布し加熱して必要に応じてラビング処理することにより
、配向膜が形成される。この際の加熱温度は２００℃前後である。このような高温になる
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と、位相差層や偏光選択反射層中では、重合性液晶化合物がある程度重合しているにもか
かわらず、分子の熱運動に起因する「揺らぎ」が生じるため、屈折率異方性が変化し、初
期に設定した位相差量が低下してしまう。
【０００６】
　そこで、特許文献１には、高温使用時における屈折率異方性等の特性が変化せず、強度
や耐スクラッチ性などの機械的特性に優れる膜や構造体を形成し得る重合性化合物が提案
されている。しかしながら、この重合性化合物は比較的長い直鎖のアルキル基を有してい
るため、製造時や使用時に高温環境になると、上述した分子の熱運動に起因する「揺らぎ
」が生じやすいという問題がある。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－３２１４３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、屈折率異方性等の光学的性質を変
化させることなく、耐熱性や強度に優れた光学部材を形成するために用いることができる
重合性化合物を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成するために、下記一般式（１）で表されることを特徴とする
重合性化合物を提供する。
　Ｐ－Ｘ－Ｍ－Ｘ－Ｐ　　　　　（１）
（式（１）中、Ｍはコア部であり、－Ａ１－Ｚ１－（Ａ２－Ｚ２－）ｍ－Ａ３－で表され
る。Ｚ１およびＺ２はそれぞれ独立して、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＣＨ２ＣＨ２－、
－ＯＣＨ２－、－ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－Ｃ
Ｈ＝ＣＨ－、－Ｃ≡Ｃ－、または単結合である。Ａ１、Ａ２およびＡ３はそれぞれ独立し
て、１，４－フェニレン（ここで、１つまたは２つ以上のＣＨ基は、Ｎにより置換されて
いてもよい）、１，４－シクロへキシレン（ここで、１つまたは２つの隣接していないＣ
Ｈ２基は、Ｏおよび／またはＳにより置換されていてもよい）、１，４－シクロヘキセニ
レン、１，４－ビシクロ（２，２，２）オクチレン、ピペリジン－１，４－ジイル、ナフ
タレン－２，６－ジイル、デカヒドロナフタレン－２，６－ジイル、または１，２，３，
４－テトラヒドロ－ナフタレン－２，６－ジイルであり、これらすべての基は、Ｆ、Ｃｌ
、ＯＨ、ＣＮ、ＮＯ２あるいは、１つまたは２つ以上のＨ原子をＦまたはＣｌにより置換
されていてもよい、炭素数１～７のアルキル基、アルコキシ基またはアルカノイル基で一
置換または多置換されていてもよい。ｍは、０、１または２である。また、Ｐは重合性基
を含む末端部であり、－Ｂ２（－Ｂ１）ｊで表される。Ｂ１はそれぞれ独立して
【００１０】
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【００１１】
を表す（Ｒは－Ｈ、または－ＣＨ３であり、ｋは１～３の整数である）。Ｂ２は
【００１２】
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【化２】

【００１３】
を表す（＊１はＸとの結合位置を示す）。ｊは２～５の整数である。さらに、Ｘは結合基
であり、＊２－Ｏ－、＊２－ＯＣＯ－、＊２－ＯＣＨ２－、または＊２－ＯＣＯ－ＣＨ＝
ＣＨ－である（＊２はＢ２との結合位置を示す）。）
【００１４】
　本発明の重合性化合物は４官能以上であり、剛直なコア部を有し、直鎖のみのアルキル
鎖が比較的短いので、この重合性化合物を重合させた重合体は耐熱性や強度に優れるとい
う利点を有する。また、重合性化合物は、一般的な重合性液晶化合物と構造が類似してい
るので、重合性液晶化合物との相溶性が良好である。このため、本発明の重合性化合物を
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重合性液晶化合物と混合して例えば光学部材を形成することができる。したがって、この
場合は光学部材の耐熱性や強度を改善することができ、製造時や使用時に高温環境下にお
かれても屈折率異方性等の光学的性質が変化しにくく、位相差量の低下を抑制することが
可能である。
【００１５】
　また本発明は、上記重合性化合物からなることを特徴とする液晶硬化剤を提供する。本
発明の液晶硬化剤は上記重合性化合物を用いたものであるので、この液晶硬化剤を重合性
液晶化合物に添加してこれらの混合物を重合させた場合、得られる重合体の耐熱性や強度
を向上させることが可能である。
【００１６】
　さらに本発明は、上記重合性化合物と、重合性液晶化合物とを含有することを特徴とす
る液晶性組成物を提供する。本発明においては、重合性化合物と重合性液晶化合物との相
溶性が良好であり、また液晶性組成物が所定の温度範囲において液晶性を示すので、本発
明の液晶性組成物を重合させた場合には、良好な屈折率異方性が得られる。また、液晶性
組成物を重合させた重合体においては、耐熱性や強度等を改善することができ、製造時や
使用時に高温環境下におかれても屈折率異方性等の光学的性質の変化を抑制することが可
能である。
【００１７】
　本発明は、また、上記液晶性組成物を含有することを特徴とする光学部材形成用塗工液
を提供する。本発明の光学部材形成用塗工液は上記液晶性組成物を含有し、この液晶性組
成物は上述した重合性化合物を含有するので、このような光学部材形成用塗工液を用いる
ことにより、良好な屈折率異方性を示し、耐熱性や強度に優れた光学部材を得ることが可
能である。
【００１８】
　さらに本発明は、上記液晶性組成物を固定化してなることを特徴とする光学部材を提供
する。本発明の光学部材は、上述した液晶性組成物を固定化したものであり、すなわち上
述した重合性化合物および重合性液晶化合物を重合させたものであるので、高温使用時に
おいても屈折率異方性等の光学的性質が変化しにくく、耐熱性および強度に優れるという
利点を有する。また、例えば液晶ディスプレイに光学部材を用いる場合は、液晶ディスプ
レイの製造時に高温環境下におかれることがあるが、本発明の光学部材はその製造時にお
いても光学的性質が変化しにくく、高温による位相差量の低下を抑制することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の重合性化合物は多官能であり、直鎖のみのアルキル鎖が比較的短く、重合性液
晶化合物との相溶性が良好であるので、この重合性化合物を重合性液晶化合物と混合して
重合させることにより光学部材を形成した場合には、耐熱性および強度を改善することが
でき、高温環境によって屈折率異方性等の光学的性質が変化するのを抑制することができ
るという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の重合性化合物、ならびにこれを用いた液晶硬化剤、液晶性組成物、光学
部材形成用塗工液および光学部材について詳細に説明する。
【００２１】
　Ａ．重合性化合物
　本発明の重合性化合物は、下記一般式（１）で表されることを特徴とするものである。
　Ｐ－Ｘ－Ｍ－Ｘ－Ｐ　　　　　（１）
【００２２】
　上記一般式（１）において、Ｍはコア部、Ｐは重合性基を含む末端部、Ｘは結合基であ
る。以下、それぞれについて説明する。
【００２３】
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　１．コア部；Ｍ
　Ｍは、－Ａ１－Ｚ１－（Ａ２－Ｚ２－）ｍ－Ａ３－で表される。
【００２４】
　Ｚ１およびＺ２はそれぞれ独立して、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＣＨ２ＣＨ２－、－
ＯＣＨ２－、－ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－ＣＨ
＝ＣＨ－、－Ｃ≡Ｃ－、または単結合である。
【００２５】
　また、Ａ１、Ａ２およびＡ３はそれぞれ独立して、１，４－フェニレン（ここで、１つ
または２つ以上のＣＨ基は、Ｎにより置換されていてもよい）、１，４－シクロへキシレ
ン（ここで、１つまたは２つの隣接していないＣＨ２基は、Ｏおよび／またはＳにより置
換されていてもよい）、１，４－シクロヘキセニレン、１，４－ビシクロ（２，２，２）
オクチレン、ピペリジン－１，４－ジイル、ナフタレン－２，６－ジイル、デカヒドロナ
フタレン－２，６－ジイル、または１，２，３，４－テトラヒドロ－ナフタレン－２，６
－ジイルである。これらすべての基は、非置換であってもよく、Ｆ、Ｃｌ、ＯＨ、ＣＮ、
ＮＯ２あるいは、炭素数１～７のアルキル基、アルコキシ基またはアルカノイル基で置換
されていてもよい。また、置換されている場合は、一置換であってもよく、多置換であっ
てもよい。さらに、上記の炭素数１～７のアルキル基、アルコキシ基またはアルカノイル
基は、１つまたは２つ以上のＨ原子がＦまたはＣｌにより置換されていてもよい。
【００２６】
　ｍは、０、１または２である。
【００２７】
　Ｍの好ましい例としては、下記式（III-1）～（III-25）が挙げられる。
－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｐｈｅ－　　　　　　　　　　　　（III-1）
－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　　　　　　　　（III-2）
－Ｃｙｃ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　　　　　　　　（III-3）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｐｈｅ－　　　　　　　　　　　（III-4）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　　　　　　　（III-5）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－ＰｈｅＬ－　　　　　　　　　　（III-6）
－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｐｈｅ－　　　　　　（III-7）
－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　　（III-8）
－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｃｙｃ－Ｚ－Ｐｈｅ－　　　　　　（III-9）
－Ｃｙｃ－Ｚ－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　　（III-10）
－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｃｙｃ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　　（III-11）
－Ｃｙｃ－Ｚ－Ｃｙｃ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　　（III-12）
－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｐｈｅ－Ｚ－ＰｈｅＬ－　　　　　（III-13）
－Ｐｈｅ－Ｚ－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｐｈｅ－　　　　　（III-14）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｐｈｅ－　　　　　（III-15）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｐｈｅ－Ｚ－ＰｈｅＬ－　　　　（III-16）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｐｈｅ－　　　　（III-17）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－ＰｈｅＬ－Ｚ－ＰｈｅＬ－　　　（III-18）
－Ｐｈｅ－Ｚ－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　（III-19）
－Ｐｈｅ－Ｚ－Ｃｙｃ－Ｚ－ＰｈｅＬ－　　　　　（III-20）
－Ｃｙｃ－Ｚ－Ｐｈｅ－Ｚ－ＰｈｅＬ－　　　　　（III-21）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｃｙｃ－Ｚ－ＰｈｅＬ－　　　　（III-22）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　（III-23）
－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｃｙｃ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　（III-24）
－Ｃｙｃ－Ｚ－ＰｈｅＬ－Ｚ－Ｃｙｃ－　　　　　（III-25）
【００２８】
　ここで、上記式（III-1）～（III-25）において、Ｐｈｅは１，４－フェニレンであり
、ＰｈｅＬはそれぞれ独立して、１～４個の置換基Ｌにより置換された１，４－フェニレ
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ン基であり、Ｌはそれぞれ独立して、Ｆ、Ｃｌ、ＯＨ、ＣＮ、ＮＯ２あるいは、炭素数１
～７のアルキル基、アルコキシ基またはアルカノイル基である。この炭素数１～７のアル
キル基、アルコキシ基およびアルカノイル基は、１つまたは２つ以上のＨ原子がＦまたは
Ｃｌにより置換されていてもよい。また、Ｃｙｃは１，４－シクロへキシレンである。さ
らに、Ｚはそれぞれ独立して、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＯＣＨ２

－、－ＣＨ２Ｏ－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－ＣＨ＝ＣＨ－
、－Ｃ≡Ｃ－、または単結合である。
　さらに、Ｍの好ましい例としては、上記式（III-1）～（III-25）の鏡像が含まれる。
【００２９】
　また、Ｍとしては、上記式の中でも、（III-1）、（III-2）、（III-4）、（III-6）、
（III-7）、（III-8）、（III-11）、（III-13）、（III-14）、（III-15）または（III-
16）がより好ましい。この際、Ｚは、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＣＨ２ＣＨ２－、－Ｃ
≡Ｃ－、または単結合であることが好ましい。
【００３０】
　さらに、Ｍとしては、下記式（IV-1）～（IV-13）が特に好ましい。
【００３１】
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【化３】

【００３２】
　ここで、上記式（IV-1）～（IV-13）において、Ｌは上記式（III-1）～（III-25）にお
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【００３３】
【化４】

【００３４】
　さらに、特に好ましいＭの例としては、上記式（IV-1）～（IV-13）の鏡像が含まれる
。
【００３５】
　Ｍとしては、上記式の中でも、（IV-4）、（IV-7）、（IV-8）、（IV-9）、（IV-10）
または（IV-13）がより好ましい。この際、Ｌは、好ましくはＦ、Ｃｌ、ＣＮ、ＯＨ、Ｎ
Ｏ２、ＣＨ３、Ｃ２Ｈ５、ＯＣＨ３、ＯＣ２Ｈ５、ＣＯＣＨ３、ＣＯＣ２Ｈ５、ＣＯＯＣ
Ｈ３、ＣＯＯＣ２Ｈ５、ＣＦ３、ＯＣＦ３、ＯＣＨＦ２、ＯＣ２Ｆ５、より好ましくはＦ
、Ｃｌ、ＣＮ、ＣＨ３、Ｃ２Ｈ５、ＯＣＨ３、ＣＯＣＨ３およびＯＣＦ３、最も好ましく
はＦ、Ｃｌ、ＣＨ３、ＯＣＨ３およびＣＯＣＨ３である。
【００３６】
　さらに、Ｍとしては、下記式が最も好ましい。
【００３７】

【化５】

【００３８】
　２．重合性基を含む末端部；Ｐ
　Ｐは、－Ｂ２（－Ｂ１）ｊで表される。
【００３９】
　ｊは２～５の整数である。すなわち、Ｂ２には２～５個のＢ１が結合しており、Ｂ１は
互いに同一であっても異なっていてもよい。
【００４０】
　Ｂ１は、下記式（I-1）～（I-5）で表される。
【００４１】



(13) JP 4872219 B2 2012.2.8

10

20

【化６】

【００４２】
　ここで、上記式（I-1）～（I-5）において、Ｒは－Ｈ、または－ＣＨ３であり、ｋは１
～３の整数である。なお、式（I-5）において、ＡｌｋはＡｌｋｙｎｏｙｌ基を示す。
【００４３】
　また、Ｂ２は、下記式（II-1）～（II-10）で表される。
【００４４】
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【化７】

【００４５】
　ここで、上記式（II-1）～（II-10）において、＊１は、Ｘとの結合位置を示す。
【００４６】
　Ｐの好ましい例としては、下記式が挙げられる。
【００４７】
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【化８】

【００４８】
　３．結合基；Ｘ
　Ｘは、＊２－Ｏ－、＊２－ＯＣＯ－、＊２－ＯＣＨ２－、または＊２－ＯＣＯ－ＣＨ＝
ＣＨ－である。ここで、＊２は、Ｂ２との結合位置を示す。
【００４９】
　Ｘとしては、上記の中でも、＊２－ＯＣＯ－が好ましい。
【００５０】
　４．重合性化合物の具体例
　本発明の重合性化合物の具体例を以下に示す。なお、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【００５１】
【化９】

【００５２】
　５．重合性化合物の合成方法
　本発明の重合性化合物の合成方法の例としては、一般式（２）：ＨＯ－Ｂ２（－Ｂ１）

ｊで表される化合物と、芳香族ジカルボン酸または脂環式ジカルボン酸とを反応させるこ
とにより得られる中間体を、さらに芳香族ジオールまたは脂環式ジオールと反応させるこ
と等により合成する方法が挙げられる。
　なお、上記式（２）において、Ｂ１、Ｂ２およびｊは、上記式（１）中のそれぞれと同
義である。また、Ｂ２を示す式（II-1）～（II-10）において、＊１はＯＨとの結合位置
を示す。
【００５３】
　本発明の重合性化合物の合成方法の具体例を以下に示す。
【００５４】
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【化１０】

【００５５】
　上記の具体例においては、まず、上記式（２）で表される化合物１とテレフタル酸とを
反応させて中間体２を合成し、次いで、この中間体２とヒドロキノンとを反応させること
により本発明の重合性化合物３が合成される。
　このように本発明においては、縮合反応により重合性化合物を合成することができる。
【００５６】
　上記式（２）で表される化合物は、市販もしくは既知の方法で合成できるものである。
例えば、市販品としては共栄社化学（株）製のライトエステルＧ－１０１Ｐ（商品名）や
、新中村化学工業（株）製のＮＫエステル７０１（商品名）などを用いることができる。
【００５７】
　また、本発明の重合性化合物は、Molecular Crystal and Liquid Crystal Vol.261, p.
465-480 (1995) “New Chiral Monomers for Polymer Stabilized Cholesteric Textures
”やMakromol. Chem. 192, p.59-74 (1991) “In-situ photopolymerization of oriente
d liquid-crystalline acrylates, 5”等に記載の方法を参考にすることにより合成する
こともできる。
【００５８】
　６．その他
　本発明の重合性化合物は、液晶性を示すものであっても示さないものであってもよい。
重合性化合物が液晶性を示さない場合は、液晶性を示す重合性液晶化合物と混合して用い
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ればよいので、重合性化合物自身が液晶性を示す必要性はないからである。
【００５９】
　また、本発明の重合性化合物は、コア部Ｍを中心として対称構造を有している。このよ
うな対称構造を有する重合性化合物は、非対称な構造を有する重合性化合物と比較して、
分子設計が容易であり、製造しやすいという利点を有する。
【００６０】
　さらに、上記コア部Ｍは、ベンゼン環やシクロヘキサン環を有することから、剛直な部
分となっている。また、上記重合性化合物は、直鎖のみのアルキル鎖が比較的短いので、
一般的な重合性液晶化合物と比較して、分子の熱運動に起因する「揺らぎ」が生じにくい
。このため、この重合性化合物を重合性液晶化合物と混合して光学部材を形成した場合に
は、硬度を高めることができ、強度を向上させることが可能である。
【００６１】
　また、本発明の重合性化合物は、コア部Ｍと重合性基を含む末端部Ｐを有し、一般的な
重合性液晶化合物と構造が比較的類似しているので、重合性液晶化合物との相溶性が良好
であるという利点を有する。
【００６２】
　本発明の重合性化合物は、両末端にそれぞれ２～５個の重合性基を有するものである。
このように本発明の重合性化合物は重合性基を多数有することから、重合させる際に架橋
結合する部分を増加させることができる。このため、本発明の重合性化合物を例えば重合
性液晶化合物等と混ぜることにより、重合性液晶化合物のみを用いた場合と比較して、得
られる重合体の軟化点を高めることが可能となる。したがって、重合性化合物および重合
性液晶化合物を用いて形成した光学部材は、製造時や使用時に高温環境下におかれても屈
折率異方性等の光学的性質が変化しにくいという利点を有する。このように、本発明の重
合性化合物は、位相差層や偏光選択反射層などの光学部材の構成材料として好適に用いる
ことができる。
【００６３】
　さらに、本発明の重合性化合物は、クロロホルム、テトラヒドロフラン、Ｎ－メチルピ
ロリドン等の通常の溶媒に良好に溶解し、またその際の粘度もあまり高くないので、スピ
ンコート法等の一般的な塗布方法により容易に基板上に塗布することができる。さらに、
本発明の重合性化合物は、重合性基を有するので、例えば紫外線を照射することにより容
易に重合させることができる。このように重合性化合物を重合させた重合体は、一般的な
重合性液晶化合物を重合させた重合体と比較して、硬度や強度に優れているので、光学部
材の保護膜として適用することが可能である。
【００６４】
　また、本発明の重合性化合物は、上述したように紫外線照射により重合可能であるので
、光重合性を有する。したがって、本発明の重合性化合物は、重合性モノマー、特に光重
合性モノマーとして用いることが可能である。これにより、本発明の重合性化合物は、そ
の重合性（光重合性）を利用して、例えば印刷回路板製造用、マイクロリソグラフィー用
、光ファイバーコーティング用、磁気記録媒体塗料用、インク用、接着剤用、歯科材用、
医科材用等に応用することができる。
【００６５】
　Ｂ．液晶硬化剤
　次に、本発明の液晶硬化剤について説明する。本発明の液晶硬化剤は、上述した重合性
化合物からなることを特徴とするものである。
【００６６】
　本発明に用いられる重合性化合物は、上記「Ａ．重合性化合物」の欄に記載したように
、重合性基を多数有することから、重合させる際に架橋結合する部分を増加させることが
できる。このため、この重合性化合物からなる液晶硬化剤を例えば重合性液晶化合物等に
添加してこれらの混合物を重合させた場合は、得られる重合体の軟化点を高めることが可
能である。したがって、本発明の液晶硬化剤を用いて光学部材を形成した場合には、製造
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時や使用時に高温環境下におかれても重合性液晶化合物に分子の熱運動に起因する「揺ら
ぎ」が生じるのを抑えることができ、屈折率異方性等の光学的性質の変化を抑制すること
ができる。これにより、例えば位相差層や偏光選択反射層に本発明の液晶硬化剤を用いた
場合には、位相差量の低下を抑制することが可能である。
【００６７】
　また、本発明に用いられる重合性化合物は、剛直なコア部Ｍを有し、直鎖のみのアルキ
ル鎖が比較的短いので、分子の熱運動に起因する「揺らぎ」が生じにくい。このため、こ
の重合性化合物からなる液晶硬化剤を用いて光学部材を形成した場合には、硬度を高める
ことができ、強度を向上させることが可能である。
【００６８】
　さらに、本発明に用いられる重合性化合物は、一般的な重合性液晶化合物と構造が比較
的類似しているので、この重合性化合物からなる液晶硬化剤は、重合性液晶化合物との相
溶性が良好であるという利点を有する。
【００６９】
　なお、重合性化合物については、上記「Ａ．重合性化合物」の欄に記載したものと同様
であるので、ここでの説明は省略する。
【００７０】
　Ｃ．液晶性組成物
　次に、本発明の液晶性組成物について説明する。本発明の液晶性組成物は、上述した重
合性化合物と、重合性液晶化合物とを含有することを特徴とするものである。
【００７１】
　本発明においては、上記「Ａ．重合性化合物」の欄に記載したように、重合性化合物と
重合性液晶化合物との相溶性が良好であり、また液晶性組成物が所定の温度範囲において
液晶性を示すので、本発明の液晶性組成物を重合させた場合には、良好な屈折率異方性が
得られるとともに、耐熱性や強度等を改善することができる。
　以下、本発明の液晶性組成物の各構成について説明する。
【００７２】
　１．重合性化合物
　本発明に用いられる重合性化合物としては、上記の「Ａ．重合性化合物」の欄に記載し
たものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００７３】
　また、本発明に用いられる重合性化合物は、液晶性を示すものであっても示さないもの
であってもよい。重合性化合物と重合性液晶化合物との混合物、すなわち本発明の液晶性
組成物が液晶性を示せばよいからである。
【００７４】
　上記重合性化合物の液晶性組成物中の含有量としては、本発明の液晶性組成物が液晶性
を示すような量であり、液晶性組成物を白化させることなく、また液晶性組成物の重合後
の軟化点および硬度を高めることができるような量であれば、特に限定されるものではな
い。例えば、用いる重合性化合物や重合性液晶化合物の種類、およびカイラル剤の添加の
有無などにより、適宜調整される。具体的には、重合性化合物の含有量が液晶性組成物の
全固形分の３重量％～２０重量％の範囲内であることが好ましく、より好ましくは５重量
％～１５重量％の範囲内である。
【００７５】
　２．重合性液晶化合物
　本発明に用いられる重合性液晶化合物としては、一般的に重合性液晶化合物として用い
られるものであれば特に限定されるものではないが、光重合性を有することが好ましい。
光重合性を有する重合性化液晶材料は、紫外線等の照射により比較的容易に重合させるこ
とができるからである。
【００７６】
　また、重合性液晶化合物は、上記重合性化合物と構造が類似していることが好ましい。
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具体的には重合性液晶化合物におけるコア部が上記重合性化合物におけるコア部と類似し
ていることが好ましい。これにより、重合性液晶化合物と重合性化合物との相溶性を向上
させることができるからである。
【００７７】
　このような重合性液晶化合物としては、例えば特開平７－２５８６３８号公報や特表平
１０－５０８８８２号公報に開示されているような、重合性の液晶性モノマーを挙げるこ
とができる。この重合性の液晶性モノマーとしては、具体的に下記式（V-1）～（V-11）
に示すような化合物を挙げることができる。
【００７８】
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【化１１】

【００７９】
　上記式（V-11）中のメチレン基の数（アルキレン基の鎖長）を示すａおよびｂはいずれ
も整数で、各々個別に２～５であることが好ましい。上記の化合物は、単独で用いてもよ
く、２種以上を混合して使用してもよい。
【００８０】
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　上記重合性液晶化合物の液晶性組成物中の含有量としては、本発明の液晶性組成物が液
晶性を示すような量であれば、特に限定されるものではない。例えば、用いる重合性化合
物や重合性液晶化合物の種類、およびカイラル剤の添加の有無などにより、適宜調整され
る。具体的には、重合性液晶化合物の含有量が液晶性組成物の全固形分の３重量％～２０
重量％の範囲内であることが好ましく、より好ましくは５重量％～１５重量％の範囲内で
ある。
【００８１】
　３．カイラル剤
　本発明においては、液晶性組成物にカイラル剤を添加することができる。これにより、
コレステリック相もしくはカイラルスメクチック相を示す液晶性組成物とすることができ
る。
【００８２】
　本発明に用いられるカイラル剤としては、一般的なカイラル剤を用いることが可能であ
る。中でも、カイラル剤が重合性を有することが好ましく、光重合性を有することがより
好ましい。重合性を有するカイラル剤は、重合させることにより固定化が可能であり、ま
た光重合性を有するものであれば、紫外線等の照射により比較的容易に重合させることが
できるからである。
【００８３】
　このような重合性のカイラル剤としては、例えば特開平７－２５８６３８号公報や特表
平１０－５０８８８２号公報に開示されているようなカイラル剤が挙げられる。また、重
合性のカイラル剤としては、具体的に下記式（V-12）～（V-14）に示すような化合物を挙
げることができる。
【００８４】
【化１２】

【００８５】
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　上記式（V-12）～（V-14）中のメチレン基の数（アルキレン基の鎖長）を示すｄ，ｅお
よびｆはいずれも整数である。ｄおよびｅは、いずれも２～１２であり、より好ましくは
４～１０であり、特に好ましくは６～９である。さらにｆは２～５である。また、式（V-
12）中のＲ１は水素またはメチル基を示す。さらに、式（V-12）および（V-13）中のＹは
、下記式（ｉ）～（xxiv）のいずれかであって、より好ましくは式（ｉ）、（ii）、（ii
i）（ｖ）もしくは（vii）のいずれかである。式（ｉ）、（ii）中のＲ２は水素またはメ
チル基を示す。
【００８６】
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【化１３】

【００８７】
　上記カイラル剤の含有量としては、本発明の液晶性組成物が液晶性を示し、白化するこ
とがないような量であれば、特に限定されるものではない。例えば、用いる重合性化合物
や重合性液晶化合物の種類などにより、適宜調整される。具体的には、カイラル剤の含有
量が液晶性組成物の全固形分の０．５重量％～２０重量％の範囲内であることが好ましく
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、より好ましくは２重量％～１５重量％の範囲内である。
【００８８】
　４．光重合開始剤
　本発明においては、液晶性組成物に光重合開始剤が添加されていてもよい。本発明にお
ける光重合開始剤としては、一般的なラジカル系の光重合開始剤を使用することができ、
例えばベンジル（ビベンゾイルともいう）や、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンゾイ
ンイソプロピルエーテル、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、ベンゾイル安息香酸メ
チル、４－ベンゾイル－４´－メチルジフェニルサルファイド、ベンジルメチルケタール
、ジメチルアミノメチルベンゾエート、２－ｎ－ブトキシエチル－４－ジメチルアミノベ
ンゾエート、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸イソアミル、３，３´－ジメチル－４－メトキ
シベンゾフェノン、メチロベンゾイルフォーメート、２－メチル－１－（４－（メチルチ
オ）フェニル）－２－モルフォリノプロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメチルア
ミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタン－１－オン、１－（４－ドデシルフェ
ニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、１－ヒドロキシクロヘキシル
フェニルケトン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、１－
（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、２－
クロロチオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２，４－ジイソプロピルチオ
キサントン、２，４－ジメチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、１－クロ
ロ－４－プロポキシチオキサントン等を挙げることができる。
【００８９】
　上記光重合開始剤の含有量は、重合性液晶化合物１００重量部当り、０．０１～２０重
量部、好ましくは０．１～１０重量部、より好ましくは０．５～５重量部の範囲とする。
【００９０】
　５．溶剤
　本発明の液晶組成物は、重合性化合物および重合性液晶化合物等を溶剤に溶解もしくは
分散させたものであってもよい。これにより、本発明の液晶性組成物を塗布することによ
り光学部材を形成する場合には、液晶性組成物の塗工適性、粘性および配向性を調整する
ことができるからである。
【００９１】
　本発明に用いられる溶剤としては、例えば液晶性組成物を塗布する基材を侵食しないも
のであれば特に限定されるものではない。具体的には、アセトン、酢酸－３－メトキシブ
チル、ジグライム、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、クロ
ロベンゼン、塩化メチレン、メチルエチルケトン等を用いることができる。
【００９２】
　また、上記重合性化合物および重合性液晶化合物などの固形分濃度は、通常５重量％～
５０重量％、中でも１０重量％～３０重量％とすることが好ましい。
【００９３】
　６．その他
　本発明の液晶性組成物には、その用途等に応じて、増感剤、着色剤、界面活性剤等の点
化剤が添加されていてもよい。
【００９４】
　また、本発明の液晶性組成物は、例えば位相差層、偏光選択反射層、カラーフィルタ等
の光学部材や、オーバーコート層などを形成するために用いることができる。
【００９５】
　Ｄ．光学部材形成用塗工液
　次に、本発明の光学部材形成用塗工液について説明する。本発明の光学部材形成用塗工
液は、上記液晶性組成物を含有することを特徴とするものである。
【００９６】
　本発明においては、液晶性組成物に重合性化合物が含まれることから、この重合性化合
物を含有する光学部材形成用塗工液を用いることにより、良好な光学特性を有し、耐熱性
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や強度に優れた光学部材を得ることが可能である。
【００９７】
　本発明の光学部材形成用塗工液は、例えば位相差層、偏光選択反射層、カラーフィルタ
などの光学部材を形成するために用いられる。
【００９８】
　なお、光学部材形成用塗工液のその他の点については、上記「Ｃ．液晶性組成物」の項
に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００９９】
　Ｅ．光学部材
　次に、本発明の光学部材について説明する。本発明の光学部材は、上記液晶性組成物を
固定化してなることを特徴とするものである。
【０１００】
　本発明の光学部材は、上述した液晶性組成物を固定化したものであり、すなわち上述し
た重合性化合物および重合性液晶化合物を重合させたものであるので、高温使用時におい
ても屈折率異方性等の光学的性質が変化しにくく、耐熱性および強度に優れるという利点
を有する。また、例えば液晶ディスプレイに光学部材を用いる場合は、液晶ディスプレイ
の製造時に高温環境下におかれることがあるが、本発明の光学部材はその製造時において
も光学的性質が変化しにくく、高温による位相差量の低下を抑制することができる。
【０１０１】
　本発明の光学部材としては、例えば位相差層、偏光選択反射層、カラーフィルタ等が挙
げられる。
【０１０２】
　本発明においては、上述した液晶性組成物を含有する光学部材形成用塗工液を基材上に
塗布し、液晶性組成物の配向処理を行い、重合性化合物および重合性液晶化合物等を重合
させることにより、光学部材を形成することができる。
【０１０３】
　光学部材形成用塗工液の塗布方法としては、基材上に均一に塗布が可能であれば特に限
定されるものではなく、例えばスピンコート、ダイコート、スリットコート等が挙げられ
る。また、これらを組み合わせた方法であってもよい。
【０１０４】
　光学部材を形成するために用いられる基材としては、例えばガラス基板や、ポリカーボ
ネート、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレンテレフタレート、トリアセチルセルロ
ースなどのプラスチック基板等が挙げられる。また基材としては、ポリエーテルスルホン
、ポリスルホン、ポリプロプレン、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルケトン
などのプラスチックフィルムを用いることもできる。
【０１０５】
　さらに、液晶ディスプレイ等に光学部材を適用する場合は、液晶ディスプレイの構成部
材上に光学部材形成用塗工液を塗布し、液晶性組成物の配向処理を行い、重合性化合物お
よび重合性液晶化合物等を重合させることによっても光学部材を形成することができる。
【０１０６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１０７】
　以下、本発明について実施例を用いて具体的に説明する。
　［実施例１］：重合性化合物の合成
【０１０８】
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【化１４】

【０１０９】
　（2-hydroxy-1,3-dimethacryloyloxy-propaneの精製）
　2-hydroxy-1,3-dimethacryloyloxy-propane（新中村化学工業（株）製　商品名：ＮＫ
エステル７０１（Lot.1016C））200gを6Kgのシリカゲルカラム（充填剤：関東化学（株）
製　シリカゲル６０Ｎ（球状、中性）、展開溶媒：クロロホルム/酢酸エチル＝8/1）を用
いて精製し、化合物１　105gを得た。安定剤として、p-メトキシフェノール約300ppmを添
加した。
【０１１０】
　（中間体の合成）
　10L反応容器に、化合物１　102.7g（0.45mole）、テレフタル酸224.3g（1.35mole）、4
-ジメチルアミノピリジン6.6g（0.054mole）、ジメチルホルムアミド（DMF）5.5Lを仕込
み、２０℃付近にて1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride（W
SC・HCl）103.5g（0.54mole）を約１時間かけて添加した。懸濁状の反応液が澄明になる
まで約４８時間攪拌した。氷水25Lに反応液を注入し、析出した結晶をろ過し、水で洗浄
した。得られた結晶を酢酸エチル4Lで懸濁攪拌し、不溶物をろ過した。再度不溶物をクロ
ロホルム2Lで懸濁攪拌し、不溶物をろ過した。ろ液を合わせて減圧濃縮し、残さ145gを得
た。残さは2kgのシリカゲルカラム（充填剤：関東化学（株）製　シリカゲル６０Ｎ（球
状、中性）、展開溶媒：クロロホルム／酢酸エチル＝10/1～5/1～2/1）を用いて精製し、
粗化合物２　115gを得た。安定剤として、ヒドロキノン約300ppmを添加した。粗化合物２
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　115gをトルエン1.2Lに溶解し、若干の不溶物をろ過で除いた後、５℃に冷却し、一晩放
置し、再結晶をした。結晶はろ過し、冷トルエンで洗浄し、減圧乾燥し、化合物２　85g
を得た。母液より同様に再結晶をし、化合物２　8gを得た。
【０１１１】
　（重合性化合物の合成）
　2L反応容器に、化合物２　93g（0.25mole）、ヒドロキノン10.9g（0.099mole）、4-ジ
メチルアミノピリジン3.3g（0.027mole）、ジメチルホルムアミド（DMF）1Lを仕込み、２
０℃付近にて1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride（WSC・HC
l）52.1g（0.27mole）を約０．５時間かけて添加した。懸濁状の反応液が澄明になるまで
約９６時間攪拌した。氷水5Lに反応液を注入し、酢酸エチル4Lで２回抽出し、合わせた有
機相を２回水洗した。無水硫酸マグネシウムで脱水した後、減圧濃縮し、残さ146gを得た
。残さは2kgのシリカゲルカラム（充填剤：関東化学（株）製　シリカゲル６０Ｎ（球状
、中性）、展開溶媒：クロロホルム／酢酸エチル＝20/1～15/1）を用いて精製し、化合物
３　68.6gを得た。
　得られた化合物３（純度94.3%）1gを30gのシリカゲルカラム（充填剤：関東化学（株）
製　シリカゲル６０Ｎ（球状、中性）、展開溶媒：トルエン／酢酸エチル＝10/1）を用い
て精製し、純度97.6%の化合物３　0.7gを得た。
【０１１２】
　図１に化合物３の１Ｈ ＮＭＲスペクトルを示す。なお、１Ｈ ＮＭＲスペクトルの帰属
は図中に示した。
【０１１３】
　［実施例２］：位相差層の形成
　（位相差層形成用塗工液の調製）
　重合性液晶化合物としては下記化学式（Ａ）に示す化合物を用い、重合性化合物として
は下記化学式（Ｂ）に示す化合物を用い、光重合開始剤としてはイルガキュアIrg184（Ch
iba Speciality Chemicals社製）を用いた。
【０１１４】
【化１５】

【０１１５】
　上記の重合性液晶化合物を８０重量部、光重合開始剤を５重量部、および重合性化合物
を１５重量部で混合した。この混合物をトルエンに溶解し、固形分濃度が２５重量％とな
るように調整し、位相差層形成用塗工液を調製した。
【０１１６】
　（位相差層の形成）
　ガラス基板（1737材、コーニング社製）上に、AL1254（JSR社製）をフレキソ印刷によ
りパターン状に塗布して、加熱し、ラビング処理を施すことにより、厚み７００Åの配向
膜を形成した。
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　この配向膜上に、上記位相差層形成用塗工液をスピンコート法を用いて厚みが２μｍと
なるように塗布した。続いて、ホットプレート上で１００℃、５分間加熱し、位相差層形
成用塗工液中の溶剤を除去し、液晶相を発現させた。次いで、紫外線照射を行い（１０Ｊ
／ｃｍ２、３６５ｎｍ）、塗布した位相差層形成用塗工液を硬化させた。さらに２００℃
のホットプレート上で１０分間加熱して完全に硬化させ、位相差層を形成した。この位相
差層は、ラビング方向に光学軸を有する屈折率異方性を示した。また、位相差層のレタデ
ーションは１４０ｎｍであった。
【０１１７】
　［比較例１］
　実施例２において、重合性液晶化合物を９５重量部および光重合開始剤を５重量部で混
合し、トルエンに溶解して、固形分濃度が２５重量％となるように位相差層形成用塗工液
を調製した以外は、実施例２と同様にして位相差層を形成した。
【０１１８】
　［評価］
　（耐熱性の評価）
　実施例２および比較例１で得られた位相差層について、剛体振り子法により温度を変化
させながら軟化点を測定した。具体的には、約１．５μｍの膜厚を有するサンプルを作製
し、（株）エイ・アンド・デイ製TEIC　RPT－α１００を用いて、昇温速度６．７℃／ｍ
ｉｎで３００℃まで加熱したときの対数減衰率の変化から軟化点を求めた。図１に軟化点
の測定結果を示す。重合性化合物を添加しなかった比較例１では、軟化点が１２０℃付近
であるのに対し、実施例２では軟化点が１６０℃付近であった。これにより、重合性化合
物を添加することにより、耐熱性が向上することが分かった。
【０１１９】
　（強度の評価）
　実施例２および比較例１で得られた位相差層について、ユニバーサル硬度を測定した。
具体的には、約１．５μｍの膜厚を有するサンプルを作製し、ビッカース圧子を装着した
（株）フィッシャー・インスツルメンツ製フィッシャースコープＨ－１００を用いて、室
温で厚み方向に３７．５μＮ／秒の割合で１．５ｍＮまで荷重をかけ、５秒間保持した時
の押し込み量からユニバーサル硬度を算出した。表１にユニバーサル硬度の測定結果を示
す。
【０１２０】
【表１】

【０１２１】
　重合性化合物を添加しなかった比較例１に比較して、実施例２ではユニバーサル硬度が
高くなった。これにより、重合性化合物を添加することにより、強度が向上することが分
かった。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】実施例における１Ｈ ＮＭＲスペクトルを示すグラフである。
【図２】実施例における軟化点を示すグラフである。
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