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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、前記基材上に形成され、かつ表面に凹部または凸部がパターン状に形成された
樹脂層と、前記樹脂層上に形成され、かつ平板状色素を含有する偏光層とを有し、
　前記樹脂層は硬化性樹脂からなるものであり、その膜厚が０．１μｍ～１μｍの範囲内
であり、
　前記樹脂層の凹部または凸部のパターンの形状がストライプ状であり、
　前記平板状色素は、前記平板状色素の法線方向が前記基材の一定方向を向いて積み重な
ったカラム構造を形成し、前記カラム構造が前記樹脂層の凹部に沿って配向していること
を特徴とする偏光板。
【請求項２】
　前記平板状色素がアントラキノン系色素、フタロシアニン系色素、ポルフィリン系色素
、ナフタロシアニン系色素、キナクリドン系色素、ジオキサジン系色素、インダンスレン
系色素、アクリジン系色素、ペリレン系色素、ピラゾロン系色素、アクリドン系色素、ピ
ランスロン系色素、およびイソビオラントロン系色素からなる群より選ばれる色素である
ことを特徴とする請求項１に記載の偏光板。
【請求項３】
　前記平板状色素は、溶液中でリオトロピック液晶相を示すものであることを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の偏光板。
【請求項４】
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　前記樹脂層表面に親水化処理が施されていることを特徴とする請求項１から請求項３ま
でのいずれかの請求項に記載の偏光板。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれかの請求項に記載の偏光板と、液晶セルとが積層さ
れたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　基材または表面に凸部がパターン状に形成された凹部形成用基板上に硬化性樹脂組成物
を塗布する塗布工程、前記基材および前記凹部形成用基板を、前記硬化性樹脂組成物を挟
んで重ね合わせる配置工程、前記硬化性樹脂組成物を硬化させて硬化性樹脂とする硬化工
程、および、前記硬化性樹脂組成物または前記硬化性樹脂から前記凹部形成用基板を剥離
して凹部をパターン状に形成する凹部形成工程を行うことにより、樹脂層を形成する樹脂
層形成工程と、
　前記樹脂層上に平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液を塗布し、前記樹脂層の凹部
により前記平板状色素を配向させて塗膜を形成する塗膜形成工程、前記塗膜を乾燥させる
乾燥工程、および、前記平板状色素の配向状態を固定化する固定化工程を行うことにより
偏光層を形成する偏光層形成工程と
を有し、
　前記樹脂層の凹部のパターンの形状がストライプ状であり、
　前記平板状色素は、前記平板状色素の法線方向が前記基材の一定方向を向いて積み重な
ったカラム構造を形成し、前記カラム構造は前記樹脂層の凹部に沿って配向していること
を特徴とする偏光板の製造方法。
【請求項７】
　前記平板状色素は、前記偏光層形成用塗工液中でリオトロピック液晶相を示すものであ
ることを特徴とする請求項６に記載の偏光板の製造方法。
【請求項８】
　前記偏光層形成工程の塗膜形成工程では、前記偏光層形成用塗工液に対して剪断応力が
加わらない塗布方法が用いられることを特徴とする請求項６または請求項７に記載の偏光
板の製造方法。
【請求項９】
　前記偏光層形成工程の固定化工程では、前記平板状色素を架橋する方法が用いられるこ
とを特徴とする請求項６から請求項８までのいずれかの請求項に記載の偏光板の製造方法
。
【請求項１０】
　前記樹脂層形成工程の後、凹部が形成された樹脂層表面を親水化する親水化処理工程が
行われることを特徴とする請求項６から請求項９までのいずれかの請求項に記載の偏光板
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等に用いることが可能な偏光板およびその製造方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置は、各種ディスプレイ用の表示装置として目覚ましい発展を遂げて
おり、この液晶表示装置の薄型化に伴い、液晶表示装置に用いられる偏光板に対しても、
薄膜化や製造効率の向上等、様々な要求がある。
【０００３】
　従来より一般的に用いられている偏光板としては、ポリビニルアルコール系樹脂フィル
ムを一軸延伸し、その表面にヨウ素や二色性直接染料等を吸着配向させたものが挙げられ
、強度の付与や、水分からの保護等の目的から、上記偏光板の両面にトリアセチルセルロ
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ースフィルムのような透明保護フィルムと貼りあわせて用いられている。
【０００４】
　しかしながら、上記の偏光板においては、通常延伸後のフィルムの厚みは３０μｍ程度
有することから薄膜化が困難であるという問題があった。
【０００５】
　このような問題を解決するため、例えば基材をラビング処理した後、コロナ処理を施し
、その上に二色性直接染料を塗布し、ラビング方向に上記二色性直接染料を配向させて偏
光層を形成する偏光板が提案されている（特許文献１）。しかしながら、上記方法等によ
り得られる偏光板は偏光性能が不十分であることから、実用化には至っておらず、透過率
やコントラストについて、より一層の向上が求められている。
【０００６】
【特許文献１】特開平３－５４５０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上のことから、偏光性能が良く、薄膜化が可能であり、製造効率のよい偏光板の提供
が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、基材と、上記基材上に形成され、かつ表面に凹
部または凸部がパターン状に形成された樹脂層と、上記樹脂層上に形成され、かつ平板状
色素を含有する偏光層とを有することを特徴とする偏光板を提供する。
【０００９】
　本発明によれば、凹部または凸部を有する樹脂層が形成されていることから、例えば上
記平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液を、上記樹脂層上に塗布することにより、そ
の樹脂層表面の凹部のパターンにより容易に上記平板状色素を一定方向に整列して配向さ
せ、偏光層とすることが可能となる。したがって基材を延伸等することなく偏光層を形成
することができることから、偏光板の膜厚を薄いものとすることができ、また効率よく製
造された偏光板とすることができるのである。
【００１０】
　上記発明においては、上記平板状色素がアントラキノン系色素、フタロシアニン系色素
、ポルフィリン系色素、ナフタロシアニン系色素、キナクリドン系色素、ジオキサジン系
色素、インダンスレン系色素、アクリジン系色素、ペリレン系色素、ピラゾロン系色素、
アクリドン系色素、ピランスロン系色素、およびイソビオラントロン系色素からなる群よ
り選ばれる色素であることが好ましい。これらの平板状色素は、可視光域において、光吸
収異方性を有するからである。
【００１１】
　また本発明においては、上記平板状色素は、上記平板状色素の法線方向が上記基材の一
定方向を向いて積み重なったカラム構造を形成し、上記カラム構造が上記樹脂層の凹部に
沿って配向していることが好ましい。上記樹脂層の凹部に沿って平板状色素からなるカラ
ム構造が配向するので、偏光特性がよく、耐熱性に優れた偏光層を容易に形成することが
できるからである。
【００１２】
　さらに本発明においては、上記平板状色素は、溶液中でリオトロピック液晶相を示すも
のであることが好ましい。上記平板状色素は、溶液中で自己組織化によりカラム構造を形
成し、リオトロピック液晶相を示すので、このような平板状色素を含有する偏光層形成用
塗工液を塗布することにより、カラム構造を容易に配向させることができるからである。
【００１３】
　また本発明においては、上記樹脂層表面に親水化処理が施されていることが好ましい。
通常、このような凹凸構造を複製する場合、形成された表面は撥水性が高くなり、平板色
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素がうまく配向しない可能性があるからである。
【００１４】
　本発明は、また、上記記載の偏光板と、液晶セルとが積層されたことを特徴とする液晶
表示装置を提供する。本発明によれば、上記偏光板を用いることにより、液晶表示装置の
膜厚を薄いものとすることができ、また製造効率やコストの面でも好ましい液晶表示装置
とすることが可能となるのである。
【００１５】
　また本発明は、基材または表面に凸部がパターン状に形成された凹部形成用基板上に硬
化性樹脂組成物を塗布する塗布工程、上記基材および上記凹部形成用基板を、上記硬化性
樹脂組成物を挟んで重ね合わせる配置工程、上記硬化性樹脂組成物を硬化させて硬化性樹
脂とする硬化工程、および、上記硬化性樹脂組成物または上記硬化性樹脂から上記凹部形
成用基板を剥離して凹部をパターン状に形成する凹部形成工程を行うことにより、樹脂層
を形成する樹脂層形成工程と、
　上記樹脂層上に平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液を塗布し、上記樹脂層の凹部
により上記平板状色素を配向させて塗膜を形成する塗膜形成工程、上記塗膜を乾燥させる
乾燥工程、および、上記平板状色素の配向状態を固定化する固定化工程を行うことにより
偏光層を形成する偏光層形成工程と
を有することを特徴とする偏光板の製造方法を提供する。
【００１６】
　本発明によれば、例えばパターン状に凸部が形成された上記凹部形成用基板と、基材と
の間に硬化性樹脂組成物を挟んで硬化させることにより、表面にパターン状に凹部を有す
る樹脂層を形成することができる。続いて、この樹脂層上に上記平板状色素を含有する偏
光層形成用塗工液を塗布することにより、上記凹部のパターンにより平板状色素を一定方
向に整列して配向させることが可能となり、偏光層とすることができるのである。これに
より、効率よく、また基材の種類や膜厚が限定されることなく偏光板を製造することが可
能となるのである。
【００１７】
　上記発明においては、上記平板状色素は、上記平板状色素の法線方向が上記基材の一定
方向を向いて積み重なったカラム構造を形成し、上記偏光層形成用塗工液中でリオトロピ
ック液晶相を示すものであり、上記カラム構造は上記樹脂層の凹部に沿って配向している
ことが好ましい。このような平板状色素は、溶液中で自己組織化によりカラム構造を形成
し、リオトロピック液晶相を示すので、この平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液を
塗布することにより、樹脂層の凹部に沿ってカラム構造を容易に配向させることができる
からである。
【００１８】
　また本発明においては、上記偏光層形成工程の塗膜形成工程では、上記偏光層形成用塗
工液に対して剪断応力が加わらない塗布方法が用いられることが好ましい。剪断応力のか
かる塗布方法を用いると、塗布方向に平板状色素が配向する可能性があり、樹脂層の凹部
により配向しにくくなる場合があるからである。
【００１９】
　さらに本発明においては、上記偏光層形成工程の固定化工程では、上記平板状色素を架
橋する方法が用いられることが好ましい。上記平板状色素を架橋することにより、偏光度
が高く、耐熱性に優れた偏光層を形成することができるからである。
【００２０】
　また本発明においては、上述した樹脂層形成工程の後、凹部が形成された樹脂層表面を
親水化する親水化処理工程が行われることが好ましい。通常、このような樹脂層形成工程
を行うと、形成された樹脂層表面は撥水性が高くなり、液晶がうまく配向しない可能性が
あるからである。
【発明の効果】
【００２１】
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　本発明によれば、上記凹部を有する樹脂層が形成されていることから、例えば上記平板
状色素を含有する偏光層形成用塗工液を、上記樹脂層上に塗布することにより、その樹脂
層表面の凹部のパターンにより容易に上記平板状色素を一定方向に整列して配向させ、偏
光層とすることが可能となる。したがって基材を延伸し、これにヨウ素を含浸させて形成
する従来の偏光板と比較して、偏光板の膜厚を薄いものとすることができ、また効率よく
製造された偏光板とすることができるのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明は、液晶表示装置等に用いることが可能な偏光板、その偏光板を用いた液晶表示
装置、および偏光板の製造方法に関するものである。以下、それぞれについてわけて説明
する。
【００２３】
　Ａ．偏光板
　まず、本発明の偏光板について説明する。本発明の偏光板は、基材と、上記基材上に形
成され、かつ表面に凹部または凸部がパターン状に形成された樹脂層と、上記樹脂層上に
形成され、かつ平板状色素を含有する偏光層とを有するものである。
【００２４】
　本発明の偏光板について図面を参照しながら説明する。図１は本発明の偏光板の一例を
示す概略断面図である。図１に示すように、本発明の偏光板は、基材１と、この基材１上
に形成され、かつ表面に凹部または凸部がパターン状に形成された樹脂層２と、この樹脂
層２上に形成され、平板状色素を含有する偏光層３とを有するものである。
【００２５】
　本発明によれば、凹部または凸部を有する樹脂層が形成されていることから、この樹脂
層上に、例えば上記平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液を塗布することにより、そ
の表面の凹凸により容易に上記平板状色素を一定方向に整列して配向させることが可能と
なる。したがって、上記偏光層を形成する際に、基材を延伸等する必要がないことから、
偏光板の膜厚は基材の膜厚に左右されず、薄膜とすることも可能となり、また基材の種類
も限定されないことから、様々な種類の基材を用いることができる。これにより、偏光板
に強度や耐性等、様々な特性を付与することが可能となる。またさらに、上記偏光層形成
用塗工液を塗布することにより、偏光層を形成することができることから、偏光板を効率
良く製造されたものとすることができるのである。
　以下、このような本発明の偏光層における各構成について説明する。
【００２６】
　１．樹脂層
　まず、本発明に用いられる樹脂層について説明する。本発明に用いられる樹脂層は、後
述する基材上に形成され、かつ表面に凹部または凸部がパターン状に形成されたものであ
る。本発明においては、樹脂層が凹部または凸部を有することから、平板状色素を含有す
る偏光層形成用塗工液を塗布することによって、平板状色素を凹部のパターンにより一定
方向に整列して配向させることができ、後述する偏光層とすることが可能となるのである
。
【００２７】
　本発明における樹脂層の凹部または凸部のパターンの形状としては、平板状色素を配向
させた際、偏光性を有する層とすることが可能となる形状であれば特に限定されるもので
はないが、中でもストライプ状に一定の間隔で規則的に形成されているパターンであるこ
とが好ましい。ストライプ状の凹部により、容易に平板状色素を配向させることができる
からである。
【００２８】
　本発明において、このような凹部の幅としては、後述する偏光層の項で説明する平板状
色素の種類等によって異なるものであるが、通常０．１μｍ～１００μｍの範囲内、好ま
しくは０．１μｍ～１０μｍの範囲内、特に０．２μｍ～１μｍの範囲内とすることが好
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ましい。凹部の幅を上記範囲よりも狭く形成するのは製造法的に困難であり、逆に凹部の
幅を広くし過ぎると平板状色素からなるカラム構造を配列させることが困難となる場合が
あるからである。ここで、凹部の幅とは、例えば図２のａで示される幅であり、凹状に形
成されている部分の幅をいうこととする。
【００２９】
　また、凹部の深さとしては、通常０．０５μｍ～１μｍの範囲内、中でも０．１μｍ～
０．２μｍの範囲内であることが好ましい。凹部の深さが浅すぎると平板状色素からなる
カラム構造を配向させる性能が低くなり、逆に凹部の深さが深すぎると平板状色素を含有
する偏光層形成用塗工液を樹脂層上に塗布する際に塗りムラが生じる可能性があるからで
ある。ここで、凹部の深さとは、例えば図２のｂで示される深さであり、凹部内の最深部
から凹部の端部までの高さをいうこととする。
【００３０】
　さらに、凹部または凸部のパターンがストライプ状である場合、凹部の間隔は、後述す
る平板状色素の種類等により異なるものであるが、通常隣接する凹部の端と凹部の端との
間隔、すなわち凸部の幅が可視光の波長の半分以下とされ、好ましくは０．０５μｍ～２
μｍの範囲内、より好ましくは０．１μｍ～１μｍの範囲内、特に０．１μｍ～０．２μ
ｍの範囲内とされることが好ましい。隣接する凹部の端の間隔を上記範囲よりも狭く形成
するのは製造法的に困難であり、逆に隣接する凹部の端の間隔を広くし過ぎると平板状色
素からなるカラム構造を配列させることが困難となる場合があるからである。また、隣接
する凹部の端と凹部の端との間隔が可視光の波長に近い値であると、光の回折により光学
的に色付き等の不具合が生じる可能性があるからである。ここで、隣接する凹部の端と凹
部の端との間隔とは、例えば図２のｃで示される間隔である。
【００３１】
　また、凹部のピッチとしては、後述する平板状色素の種類等により適宜選択されるもの
であるが、通常０．１μｍ～１０μｍの範囲内、好ましくは０．２μｍ～１μｍの範囲内
、特に０．２μｍ～０．４μｍの範囲内とすることが好ましい。凹部のピッチを上記範囲
よりも狭く形成するのは製造法的に困難であり、逆に凹部のピッチを広くし過ぎると平板
状色素からなるカラム構造を配列させることが困難となる場合があるからである。ここで
、凹部のピッチとは、例えば図２のｄで示されるピッチであり、隣接する凹部の中心から
凹部の中心までの距離をいうこととする。
【００３２】
　上記樹脂層の凹部の断面形状としては特に限定されるものではなく、例えば図１に示す
ように凹部の断面形状が矩形であってもよく、また凹部の断面形状が台形等、その他の形
状であってもよい。本発明においては、中でも凹部の断面形状が矩形であることが、後述
する平板状色素からなるカラム構造を容易に一定方向に整列して配向させることが可能と
なる面から好ましい。
【００３３】
　上述したような凹部を有する樹脂層は、目的とする凹部の形状と対称である凸部を表面
に有する凹部形成用基板を準備し、この凹部形成用基板と後述する基材との間に硬化性樹
脂組成物を挟んで硬化させることにより形成することができる。このような樹脂組成物に
用いられる硬化性樹脂としては、例えば不飽和ポリエステル、メラミン、エポキシ、ポリ
エステル（メタ）アクリレート、ウレタン（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アク
リレート、ポリエーテル（メタ）アクリレート、ポリオール（メタ）アクリレート、メラ
ミン（メタ）アクリレート、もしくはトリアジン系アクリレート等の硬化性樹脂を単独ま
たは混合して用いることができる。また、上記樹脂組成物は、熱硬化性樹脂または紫外線
硬化性樹脂であってもよく、またこれらを組み合わせたものであってもよい。
【００３４】
　また、上記樹脂組成物には、必要に応じて硬化剤や、光重合開始剤等、各種添加剤を加
えたものであってもよく、また後述する基材上に塗布または、後述する基材と上記凹部形
成用基板との間に流し込むために、溶剤やモノマー等を用いて粘度を調整したものとして
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もよい。
【００３５】
　また、上記樹脂層の膜厚は、偏光板の種類によって異なるものではあるが、凹部の厚み
が通常１μｍ以下、好ましくは０．２μｍ以下とする。凹部の厚みが厚すぎると、本発明
の偏光板が重厚となる可能性があるからである。また、偏光板の薄型化を考慮すると凹部
の厚みは薄い方が好ましいが、薄すぎるものを形成するのは困難であることから、凹部の
厚みは通常０．１μｍ以上である。ここで、凹部の厚みとは、例えば図２のｅで示される
ような凹部が形成されている部分の厚みをいう。
【００３６】
　なお、上記樹脂層の形成方法については、後述する「Ｃ．偏光板の製造方法」の項で説
明するので、ここでの説明は省略する。
【００３７】
　本発明においては、通常、このような凹凸構造を複製する場合、形成された樹脂層表面
は撥水性が高くなり、液晶がうまく配向しない可能性がある。この樹脂層上に、後述する
偏光層を形成する偏光層形成用塗工液が塗布されることから、上記樹脂層は親水性である
ことが好ましく、上記樹脂層上に親水性層が設けられていてもよく、また上記樹脂層表面
が親水化処理されたものであってもよい。上記樹脂層の表面を親液性となるように表面処
理する方法としては、アルゴンや水などを利用したプラズマ処理による親液性表面処理等
が挙げられ、また樹脂層上に形成する親液性層としては、例えばテトラエトキシシランの
ゾルゲル法によるシリカ膜等を挙げることができる。
【００３８】
　２．偏光層
　次に、本発明に用いられる偏光層について説明する。本発明に用いられる偏光層は、平
板状色素を含有する層であり、その平板状色素が、上記樹脂層の凹部のパターンにより、
一定方向に整列して配向されているものであれば、特に限定されるものではない。
【００３９】
　このような偏光層に用いられる平板状色素としては、上記樹脂層の凹部により配向する
ものであり、配向することにより偏光性を有する層を形成することができるものであれば
特に限定されるものではなく、例えばアントラキノン系色素、フタロシアニン系色素、ポ
ルフィリン系色素、ナフタロシアニン系色素、キナクリドン系色素、ジオキサジン系色素
、インダンスレン系色素、アクリジン系色素、ペリレン系色素、ピラゾロン系色素、アク
リドン系色素、ピランスロン系色素、およびイソビオラントロン系色素からなる群より選
ばれる色素等を挙げることができる。
【００４０】
　また、本発明に用いられる平板状色素は、平板状色素の法線方向が基材の一定方向を向
いて積み重なったカラム構造を形成するものであることが好ましい。上記平板状色素の自
己組織化により形成されたカラム構造は、上記樹脂層の凹部に沿って一定方向に容易に配
向するため、偏光特性のよい偏光層とすることができるからである。
【００４１】
　図３は、本発明に用いられる偏光層の概略斜視図である。図３に示すように、この偏光
層においては、平板状色素１３は、樹脂層２の凹部に沿って、平板状色素１３の法線方向
ｎが基材１の一定方向を向いて積層してカラム構造１３´を形成し、このようなカラム構
造１３´が複数配列して偏光層を構成している。このように平板状色素１３が配列して構
成される偏光層においては、複数のカラム構造１３´のカラムの軸方向が基材１の一定方
向を向いているので、偏光性を有する層とすることができる。
【００４２】
　このような平板状色素としては、柱状に積層することによりカラム構造を形成すること
ができるものであれば特に限定されるものではない。カラム構造を形成する平板状色素と
しては、例えば、スルホン酸基等の親水性基を有する平板状色素、または長鎖のアルキル
基等の疎水性基を有する平板状色素が挙げられる。中でも、親水性基を有する平板状色素
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するカラム構造同士の距離が近いため、容易にカラム構造を配列させることができるから
である。また、スルホン酸基等の親水部を中和して水に難溶もしくは不溶とすることで固
定化処理が容易となるからである。上記親水性基としては、スルホン酸基、スルホン酸ナ
トリウム基、スルホン酸アンモニウム基、スルホン酸リチウム基、スルホン酸カリウム基
等のスルホン酸系の親水性基、カルボキシル基、カルボン酸ナトリウム基、カルボン酸ア
ンモニウム基、カルボン酸リチウム基、カルボン酸カリウム基等のカルボン酸系の親水性
基、水酸基、アミノ基などが挙げられる。これらの中でも、スルホン酸系の親水性基であ
ることが好ましい。
【００４３】
　ここで、平板状色素がカラム構造を形成しているとは、Ｘ線回折装置を用いて測定する
ことにより確認することがきる。
【００４４】
　本発明に用いられる平板状色素としては、上記の中でも、溶液中でリオトロピック液晶
相を示すものであることが好ましい。上記平板状色素は、溶液中でカラム構造を形成し、
リオトロピック液晶相を示すので、このような平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液
を塗布することにより、カラム構造を容易に配向させることができるからである。
【００４５】
　このような溶液中でリオトロピック液晶相を示す平板状色素としては、水溶液中でリオ
トロピック液晶相を示す平板状色素、または有機溶媒中でリオトロピック液晶相を示す平
板状色素が挙げられる。上記の溶液の種類は、上記平板状色素の置換基によって異なるも
のであり、平板状色素がスルホン酸基等の親水性基を有する場合は水溶液が用いられ、長
鎖のアルキル基等の疎水性基を有する場合は有機溶媒が用いられる。これらの中でも、水
溶液中でリオトロピック液晶相を示す平板状色素を用いることが好ましい。上記平板状色
素が親水性基を有し、水溶液中でリオトロピック液晶相を示すものであることにより、後
述する平板状色素の配向状態を固定化する際の処理が簡便になるからである。
【００４６】
　上述したカラム構造を形成し、水溶液中でリオトロピック液晶相を示す平板状色素の具
体例としては、下記化学式で示される物質が挙げられる。
【００４７】
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【００５０】
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【化４】

【００５１】
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【化５】

【００５２】
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【００５６】
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【００５８】



(20) JP 4488793 B2 2010.6.23

10

20

30

40

【化１２】

【００５９】
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【００６０】
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【００６１】
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【化１６】

【００６３】
　上記各化学式中のアルキル基は、炭素原子１～４個を有するものであることが好ましい
。また、上記各化学式中のハロゲンとしては、Ｃｌ、Ｂｒであることが好ましい。さらに
、上記各化学式中のカチオンとしては、Ｈ＋、Ｌｉ＋、Ｎａ＋、Ｋ＋、Ｃｓ＋又はＮＨ４
＋が挙げられる。これらの物質は単独でも、２種以上を組み合わせて用いることもできる
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。
【００６４】
　本発明においては、上記の中でも、上記化学式Ｉ～Ｖで表される物質が好適に用いられ
る。
【００６５】
　また、上記平板状色素としては、上述したようなリオトロピック液晶相を示すものに限
定されるものではなく、サーモトロピック液晶相を示すものであってもよい。
【００６６】
　さらに、本発明に用いられる偏光層としては、上記平板状色素の他に、液晶材料を含有
していてもよい。例えば、平板状色素が樹脂層の凹部により配向しにくいものであったと
しても、液晶材料を凹部に沿って配向させることにより、この液晶材料の配向方向に沿っ
て平板状色素を配向させることができるからである。上記液晶材料としては、一般に偏光
層に用いることができる液晶材料を使用することができる。また、上記液晶材料と平板状
色素との液晶組成物は、リオトロピック液晶相を示すものであっても、サーモトロピック
液晶相を示すものであってもよいが、通常はサーモトロピック液晶相を示すものが用いら
れる。
【００６７】
　本発明において形成される偏光層の膜厚は、上記平板状色素の種類や偏光板の目的とす
る透過率等により、異なるものであるが、通常５０ｎｍ～２０００ｎｍとし、中でも１０
０ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内とすることが好ましい。
【００６８】
　なお、偏光層の形成方法に関しては、後述する「Ｃ．偏光板の製造方法」の項に記載す
るため、ここでの説明は省略する。
【００６９】
　３．基材
　次に、本発明に用いられる基材について説明する。本発明においては、上記樹脂層を形
成可能であれば、特に限定されるものではない。本発明においては、上記樹脂層の凹部を
利用して上記偏光層が形成されることから、基材は延伸される必要がなく、基材も限定さ
れない。したがって、例えば基材として例えば強度や耐性等、種々の機能性を有するもの
を用いることも可能となり、形成される偏光板の種類により、適宜選択することができる
。また、可撓性を有するもの、例えば樹脂製フィルム等であってもよく、可撓性を有さな
いもの、例えばガラス基材等であってもよい。
【００７０】
　本発明においては、上述したように、基材上に硬化性樹脂組成物を塗布し、基材および
凸部を有する凹部形成用基板の間に硬化性樹脂組成物を挟みこむことにより凹部を形成し
て樹脂層を形成することが可能であることから、ロールトゥロールプロセスにより連続的
に偏光板を作製することもできる。この場合、上記基材としては、可撓性を有し、光透過
率が８０％以上の透明な樹脂製フィルムであることが好ましい。このような樹脂製フィル
ムとしては、セルロース系樹脂、ノルボルネン系樹脂、およびシクロオレフィン系樹脂等
のフィルム、さらにポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルフォン、およびポリエ
ーテルスルホン等のフィルムを使用することができる。
【００７１】
　また、上記樹脂層を形成する際に、基材側から例えば紫外線を照射して硬化性樹脂を硬
化させる場合は、上記基材は紫外線透過性を有する必要がある。
【００７２】
　さらに、本発明の偏光板が、透過型偏光板として用いられる場合には、通常基材に透明
性が必要とされるが、例えば、基材の表面に金属等からなる反射層が形成されて反射型偏
光板や半透過型偏光板とされる場合には、上記基材に透明性は必ずしも必要とされない。
【００７３】
　本発明に用いられる基材の膜厚は、偏光板の種類や用途によって異なるものであるが、
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通常１００～１０００μｍの範囲内とすることが可能である。
【００７４】
　また、基材と樹脂層との密着性を向上させるために、基材に表面処理を行ってもよい。
具体的には、グロー放電処理、コロナ放電処理、ＵＶ処理、ケン化処理等を用いることが
できる。また、基材上にプライマー層を形成してもよい。さらに、硬化性樹脂から基材を
保護する目的でプライマー層（バリア層）を設けてもよい。このようなプライマー層とし
ては、例えばシラン系、チタン系のカップリング剤等を挙げることができる。
【００７５】
　さらに、上記基材上には、機能層が形成されていてもよい。本発明に用いられる機能層
としては、一般に液晶表示装置に用いられるものであれば特に限定されるものではなく、
例えばカラーフィルタ層等を挙げることができる。カラーフィルタ層としては、一般に液
晶表示装置のカラーフィルタ層として用いられているものであれば特に限定されるもので
はなく、顔料や樹脂を用いたものを使用することができる。また、各色の間にブラックマ
トリックスが形成されていてもよい。
【００７６】
　４．偏光板
　次に、本発明の偏光板について説明する。本発明の偏光板は、上述した基材上に上記樹
脂層が形成され、その樹脂層表面の凹部により平板状色素が一定方向に整列して配向する
ことで偏光層が形成されているものであれば、特に限定されるものではない。
【００７７】
　本発明の偏光板の膜厚は、その偏光板の用途や種類により適宜選択されるものであるが
、通常５０μｍ～１０００μｍの範囲内とすることができる。
【００７８】
　本発明においては、上記基材上に金属等からなる反射層が形成された反射型偏光板とす
るものであってもよく、また、上記基材上にある程度可視光に対して透過性を有するよう
に上記反射層が形成された半透過反射型偏光板とするものであってもよい。
【００７９】
　このような反射層としては、例えばアルミニウムや銀等のような高反射率の金属を、例
えば真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等によって形成することが
でき、例えば反射型偏光板を形成する場合には、膜厚を通常１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲
内、また半透過反射型偏光板を形成する場合には、膜厚を通常１０ｎｍ～３０ｎｍの範囲
内とすることができる。また、上記金属からなる反射層を形成した場合には、上記反射層
の劣化を防止するために、例えばアクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ウレ
タン樹脂、アルキド樹脂等の保護層を形成することが好ましい。また、必要に応じて光拡
散層等が形成されたものであってもよい。
【００８０】
　Ｂ．液晶表示装置
　次に、本発明の液晶表示装置について説明する。本発明の液晶表示装置は、上述した偏
光板と液晶セルとが積層されたものであれば、特に限定されるものではなく、例えば液晶
セルの両面に上記偏光板が積層されたものであってもよく、また液晶セルの前面偏光板も
しくは背面偏光板として、液晶セルの片面に積層されたものであってもよい。またさらに
、液晶セルが、２枚の高分子フィルムが対向して配置されたプラスチック液晶セル等であ
る場合には、その液晶フィルムセルを構成する高分子フィルムとして、上記偏光板を用い
るものであってもよい。
【００８１】
　本発明の液晶表示装置は、上記偏光板を用いることから、薄型なものとすることが可能
であり、また製造効率やコストの面からも好ましいものとすることが可能となるのである
。
【００８２】
　本発明に用いられる液晶セルは、通常液晶表示装置に用いられるものを用いることが可
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能である。
【００８３】
　Ｃ．偏光板の製造方法
　次に、本発明の偏光板の製造方法について説明する。
　本発明の偏光板の製造方法は、基材または表面に凸部がパターン状に形成された凹部形
成用基板上に硬化性樹脂組成物を塗布する塗布工程、上記基材および上記凹部形成用基板
を、上記硬化性樹脂組成物を挟んで重ね合わせる配置工程、上記硬化性樹脂組成物を硬化
させて硬化性樹脂とする硬化工程、および、上記硬化性樹脂組成物または上記硬化性樹脂
から上記凹部形成用基板を剥離して凹部をパターン状に形成する凹部形成工程を行うこと
により、樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、
　上記樹脂層上に平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液を塗布し、上記樹脂層の凹部
により上記平板状色素を配向させて塗膜を形成する塗膜形成工程、上記塗膜を乾燥させる
乾燥工程、および、上記平板状色素の配向状態を固定化する固定化工程を行うことにより
偏光層を形成する偏光層形成工程と
を有するものである。
【００８４】
　本発明の偏光板の製造方法について図面を参照しながら説明する。図４は、本発明の偏
光板の製造方法の一例を示す工程図である。図４に示すように、本発明の偏光板の製造方
法においては、まず、基材１上に硬化性樹脂組成物１２を塗布し（図４（ａ））、基材１
および凸部がパターン状に形成された凹部形成用基板４を硬化性樹脂組成物１２を挟んで
重ね合わせ、紫外線２１を照射することにより硬化性樹脂組成物１２を硬化させる（図４
（ｂ））。さらに、凹部形成用基板４を剥離することにより（図４（ｃ））、凹部を有す
る樹脂層２が形成される（図４（ｄ））。このようにして樹脂層形成工程が行われる。次
に、上記樹脂層２上に平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液を塗布し、樹脂層２の凹
部により平板状色素を配向させ、平板状色素の配向状態を固定化することにより偏光層３
を形成する（図４（ｅ））。このようにして偏光層形成工程が行われる。
【００８５】
　本発明によれば、上記樹脂層形成工程により、表面にパターン状に凹部が形成された樹
脂層が形成されることから、この樹脂層の凹部のパターンにより、容易に上記平板状色素
を一定方向に整列して配向させることができ、偏光層とすることが可能となる。これによ
り、効率よく、また基材の種類や膜厚が限定されることなく偏光板を製造することが可能
となるのである。
　以下、本発明の偏光板の製造方法の各工程について説明する。
【００８６】
　１．樹脂層形成工程
　まず、本発明における樹脂層形成工程について説明する。本発明における樹脂層形成工
程は、基材上または表面に凸部がパターン状に形成された凹部形成用基板上に硬化性樹脂
組成物を塗布する塗布工程と、上記基材および上記凹部形成用基板を、上記硬化性樹脂組
成物を挟んで重ね合わせる配置工程と、上記硬化性樹脂組成物を硬化させて硬化性樹脂と
する硬化工程と、および、上記硬化性樹脂組成物または上記硬化性樹脂から上記凹部形成
用基板を剥離して凹部を形成する凹部形成工程とを有するものである。
　以下、このような樹脂層形成工程の各工程について説明する。
【００８７】
　（１）塗布工程
　本発明における樹脂層形成工程においては、まず、基材上または表面に凸部がパターン
状に形成された凹部形成用基板上に硬化性樹脂組成物を塗布する塗布工程が行われる。
【００８８】
　なお、本工程に用いられる硬化性樹脂組成物、基材等については、上述した「Ａ．偏光
板」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。以下、凹部形成用
基板および硬化性樹脂組成物の塗布方法について説明する。
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【００８９】
　（凹部形成用基板）
　まず、本工程に用いられる凹部形成用基板について説明する。本工程に用いられる凹部
形成用基板は、表面に凸部がパターン状に形成されたものであり、この凸部の形状および
パターンは、目的とする樹脂層の凹部のパターンの形状と対称となるように形成されてい
るものである。
【００９０】
　なお、凸部の幅や高さ、パターンの形状等は上述した「Ａ．偏光板」における樹脂層の
項で説明した、樹脂層上に形成された凹部の形状と対応するものであるので、ここでの説
明は省略する。
【００９１】
　このような凹部形成用基板としては、上記のようなパターンが形成されているものであ
れば、その種類等は特に限定されるものではなく、可撓性を有するもの、例えば樹脂フィ
ルム等であってもよいし、可撓性を有さないもの、例えばガラス等であってもよい。本発
明においては、凹部形成用基板は繰り返し用いられるものであることから、所定の強度を
有する材料が好適に用いられる。具体的には、ガラス、セラミック、金属、プラスチック
等を挙げることができる。このような材料は、後述する凸部の形成方法により、適宜選択
されるものである。さらに、上記凹部形成用基板は、後述する硬化工程における硬化性樹
脂組成物を硬化させる際の紫外線の照射方法により適宜選択される。すなわち、凹部形成
用基板側から紫外線を照射する場合は、紫外線透過性を有する必要があるが、基材側から
紫外線を照射する場合は、特に限定されるものではない。
【００９２】
　また、上記凹部形成用基板は、凹凸用円筒ドラムにより移動していてもよく、さらには
凹部形成用基板自体が凹凸用円筒ドラムを構成している、すなわち凹凸用円筒ドラムの表
面に凸部が形成されていてもよい。ロールトゥロールプロセスを経ることにより、基材上
に凹部を連続的に複製することができ、製造効率が向上するからである。また、このよう
な凹部形成用基板の原版を一度作製するだけで、偏光特性の良好な偏光板を大量に製造で
きるため、製造効率をより一層向上させることができる。
【００９３】
　このようなパターン状の凸部の形成方法としては、例えばガラスや樹脂フィルム等をパ
ターニングする方法、ガラス等の表面に感光性樹脂層等を塗布して、この感光性樹脂層を
パターニングする方法などを用いることができる。パターニング方法としては、一般的な
方法を用いることが可能であり、例えばフォトリソグラフィー法、スパッタ法、また機械
的に切削する方法等が挙げられる。さらに、斜め蒸着法、ラビング法等を用いることもで
きる。
【００９４】
　（硬化性樹脂組成物の塗布方法）
　本工程においては、硬化性樹脂組成物１２は、例えば図４（ａ）に示すように基材１上
に塗布してもよく、図示しないが凹部形成用基板上に塗布してもよい。また、基材と凹部
形成用基板とを所定の間隙をおいて固定し、その間に硬化性樹脂組成物を流し込み、塗布
するものであってもよい。
【００９５】
　上記硬化性樹脂組成物の塗布方法としては、スピンコート法、ロールコート法、プリン
ト法、ディップコート法、カーテンコート法(ダイコート法)等が挙げられる。
【００９６】
　塗布された硬化性樹脂組成物の膜厚としては、０．１～３０μｍの範囲内、中でも０．
２～１０μｍの範囲内であることが好ましい。硬化性樹脂組成物の膜厚が薄すぎると、硬
化性樹脂組成物への凹部の複製が十分に行われない可能性があるからである。また、膜厚
が厚すぎると、本発明により製造された偏光板の薄型化が困難となり、さらに基材がフィ
ルムである場合、塗布面がカールしやすくなる可能性があるからである。
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【００９７】
　また、上記硬化性樹脂組成物が所望の膜厚となるように、塗布量を制御して上述した方
法により塗布してもよく、塗布した後に余剰な硬化性樹脂組成物を取り除いてもよい。余
剰な硬化性樹脂組成物を取り除く方法としては、ローラーを用いて取り除く方法、ドクタ
ーを用いて掻き取る方法等が挙げられる。また、このような余剰な硬化性樹脂組成物を取
り除く工程は、塗布工程後に行ってもよく、後述する配置工程後に行ってもよい。
【００９８】
　（２）配置工程
　次に、本発明における樹脂層形成工程の配置工程について説明する。本発明における配
置工程は、上記基材および上記凹部形成用基板を、上記硬化性樹脂組成物を挟んで重ね合
わせる工程である。
【００９９】
　上記基材および凹部形成用基板の配置方法としては、塗布された硬化性樹脂組成物が基
材および凹部形成用基板と接するように配置されていれば特に限定されないが、硬化性樹
脂組成物が基材と密着するように配置されることが好ましい。硬化性樹脂組成物を硬化さ
せた硬化性樹脂からなる樹脂層は基材上に形成されるため、硬化性樹脂組成物が基材と密
着することが好ましいからである。また、上記基材と上記凹部形成用基板とは、硬化性樹
脂組成物が目的の膜厚となるように、間隙をおいて配置されることが好ましい。
【０１００】
　また、上記基材と上記硬化性樹脂組成物との密着性を向上させるために、基材に表面処
理行うことが好ましい。具体的には、グロー放電処理、コロナ放電処理、ＵＶ処理、ケン
化処理等を用いることができる。また、基材上にプライマー層を形成してもよい。さらに
、硬化性樹脂から基材を保護する目的でプライマー層（バリア層）を設けてもよい。この
ようなプライマー層としては、例えばシラン系、チタン系のカップリング剤等を挙げるこ
とができる。
【０１０１】
　（３）硬化工程
　本発明における樹脂層形成工程においては、上記硬化性樹脂組成物を硬化させて硬化性
樹脂とする硬化工程が行われる。
【０１０２】
　上記硬化性樹脂組成物の硬化の方法は、硬化性樹脂組成物の種類により適宜選択される
ものであり、上記硬化性樹脂組成物中の硬化性樹脂が、熱硬化性樹脂である場合には、常
温で、または加温して所定の時間放置することにより行うことができる。また、上記硬化
性樹脂組成物中の硬化性樹脂が、紫外線硬化性樹脂である場合には、紫外線を照射するこ
とにより行うことができる。この場合、上記基材または凹部形成用基板のいずれかが紫外
線透過性を有することが必要とされる。
【０１０３】
　また、硬化性樹脂組成物を硬化することにより得られる硬化性樹脂の膜厚としては、０
．１～３０μｍの範囲内、中でも０．２～１０μｍの範囲内であることが好ましい。膜厚
が上記範囲より厚い場合は、本発明により製造された偏光板の薄型化が困難となる可能性
があるからである。また、膜厚が上記範囲より薄い場合は、強靭性に劣るからである。
【０１０４】
　本発明において、硬化工程は、上記塗布工程後、上記配置工程後、または凹部形成工程
中のいずれに行ってもよいものである。すなわち、硬化性樹脂組成物を基材または凹部形
成用基板上に塗布した後に硬化させる（塗布工程後）、硬化性樹脂組成物を挟んで基材お
よび凹部形成用基板を重ね合わせて配置した後に硬化させる（配置工程後）、または、硬
化性樹脂組成物から凹部形成用基板を剥離した後に硬化させる（凹部形成工程中）のどの
場合で行ってもよいものである。以下、各態様について説明する。
【０１０５】
　（第１の態様）
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　本発明において、硬化工程の第１の態様は、硬化性樹脂組成物を基材または凹部形成用
基板上に塗布し、加熱または紫外線照射により上記硬化性樹脂組成物を硬化し、硬化して
得られる硬化性樹脂を挟んで基材および凹部形成用基板を重ね合わせて配置し、上記硬化
性樹脂から凹部形成用基板を剥離し、凹部を形成するものである。本態様においては、例
えば図５に示すように、硬化性樹脂組成物１２を基材１上に塗布した後に、紫外線２１を
照射して上記硬化性樹脂組成物１２を硬化させる。図５においては、硬化性樹脂組成物１
２を基材１上に塗布しているが、凹部形成用基板上に塗布してもよい。
【０１０６】
　この際、上記硬化性樹脂組成物を硬化させるための紫外線の照射方向としては、基材ま
たは凹部形成用基板側からでもよく、硬化性樹脂組成物側からでもよい。ただし、基材ま
たは凹部形成用基板上に硬化性樹脂組成物を塗布し、基材または凹部形成用基板側から照
射する場合は、基材または凹部形成用基板が紫外線透過性を有している必要がある。
【０１０７】
　また、基材上に硬化性樹脂組成物を塗布して硬化させる場合は、硬化して得られる硬化
性樹脂の表面に凹部形成用基板を配置して、凹部を複製することから、硬化後も硬化性樹
脂は所定の粘度を有している必要がある。よって、硬化性樹脂組成物を完全に硬化させな
いことが好ましく、硬化性樹脂の表面に凹部形成用基板を配置した後、または硬化性樹脂
から凹部形成用基板を剥離した後に、再度硬化させてもよい。
【０１０８】
　（第２の態様）
　本発明において、硬化工程の第２の態様は、硬化性樹脂組成物を基材または凹部形成用
基板上に塗布し、上記硬化性樹脂組成物を挟んで基材および凹部形成用基板を重ね合わせ
て配置し、加熱または紫外線照射により上記硬化性樹脂組成物を硬化し、硬化して得られ
る硬化性樹脂から凹部形成用基板を剥離し、凹部を形成するものである。本態様において
は、例えば図４（ｂ）に示すように、硬化性樹脂組成物１２を挟んで基材１および凹部形
成用基板４を重ね合わせて配置した後に、紫外線２１を照射して上記硬化性樹脂組成物１
２を硬化させる。
【０１０９】
　この際、上記硬化性樹脂組成物を硬化させるための紫外線の照射方向としては、凹部形
成用基板側からでもよく、基材側からでもよい。ただし、基材側から照射する場合は、基
材が紫外線透過性を有している必要があり、また凹部形成用基板側から照射する場合は、
凹部形成用基板が紫外線透過性を有している必要がある。
【０１１０】
　（第３の態様）
　本発明において、硬化工程の第３の態様は、硬化性樹脂組成物を基材または凹部形成用
基板上に塗布し、上記硬化性樹脂組成物を挟んで基材および凹部形成用基板を重ね合わせ
て配置し、上記硬化性樹脂組成物から凹部形成用基板を剥離し、加熱または紫外線照射に
より上記硬化性樹脂組成物を硬化し、凹部を形成するものである。本態様においては、例
えば図６に示すように、硬化性樹脂組成物１２から凹部形成用基板４を剥離した後に、紫
外線２１を照射して上記硬化性樹脂組成物１２を硬化させる。
【０１１１】
　この際、上記硬化性樹脂組成物を硬化させるためのエネルギー線の照射方向としては、
硬化性樹脂組成物側からでもよく、基材側からでもよい。ただし、基材側から照射する場
合は、基材が紫外線透過性を有している必要がある。
【０１１２】
　また、硬化性樹脂組成物から凹部形成用基板を剥離した後に、硬化性樹脂組成物を硬化
させることから、硬化性樹脂組成物は凹部形成用基板を剥離した後も凹部を維持している
必要がある。よって、硬化性樹脂組成物が所定の粘度を有するように、硬化性樹脂組成物
から凹部形成用基板を剥離する前に、予め半硬化状態とさせてもよい。
【０１１３】
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　（４）凹部形成工程
　本発明における樹脂層形成工程においては、上記硬化性樹脂組成物または上記硬化性樹
脂から上記凹部形成用基板を剥離して凹部をパターン状に形成する凹部形成工程が行われ
る。これにより、例えば図４（ｃ）に示すように、上記凹部形成用基板４の凸部のパター
ンに対応した凹部のパターンを有する樹脂層２を形成することができるのである。
【０１１４】
　上記硬化性樹脂組成物もしくは上記硬化性樹脂から凹部形成用基板を剥離する方法とし
ては、硬化性樹脂組成物もしくは硬化性樹脂が凹部形成用基板から剥がれ、基材に密着し
ており、かつ凹部が形成されていれば、特に限定されるものではない。
【０１１５】
　また、本発明においては、凹部形成用基板が凹凸用円筒ドラムにより移動し、基材が基
材用円筒ドラムにより移動しており、上記二つの円筒ドラム上で硬化性樹脂組成物または
硬化性樹脂を挟んで基材および凹部形成用基板を重ね合わせ、上記硬化性樹脂組成物また
は上記硬化性樹脂から上記凹部形成用基板を剥離し、上記基材上に連続的に凹部を複製す
ることにより、凹部を有する樹脂層が形成されてもよい。さらに、上記凹部形成用基板が
、凹凸用円筒ドラムであってもよい。ロールトゥロールプロセスを経ることにより、基材
上に凹部の複製を連続的に行うことができ、製造効率が向上するからである。また、この
ような凹部形成用基板の原版を一度作製するだけで、偏光特性の良好な偏光板を大量に製
造できるからである。
【０１１６】
　２．偏光層形成工程
　次に、本発明における偏光層形成工程について説明する。本発明における偏光層形成工
程は、上記樹脂層上に平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液を塗布し、上記樹脂層の
凹部により上記平板状色素を配向させて塗膜を形成する塗膜形成工程と、上記塗膜を乾燥
させる乾燥工程と、上記平板状色素の配向状態を固定化する固定化工程とを行うことによ
り偏光層を形成する工程である。
【０１１７】
　本発明においては、上記樹脂層上に凹部がパターン状に形成されていることから、この
凹部のパターンにより、平板状色素を一定方向に整列して配向させることが可能となるの
である。
　以下、このような偏光層形成工程における各工程について説明する。
【０１１８】
　（１）塗膜形成工程
　本発明における塗膜形成工程は、樹脂層上に平板状色素を含有する偏光層形成用塗工液
を塗布し、上記平板状色素を配向させて塗膜を形成する工程である。
【０１１９】
　本工程に用いられる偏光層形成用塗工液は、平板状色素を含有するものである。なお、
平板状色素については、上述した「Ａ．偏光板」の偏光層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。
【０１２０】
　上記偏光層形成用塗工液に用いられる溶媒としては、上記平板状色素に導入された置換
基によって適宜選択される。例えばスルホン酸基等の親水性基が導入されている場合は、
溶媒としては水が用いられる。一方、長鎖のアルキル基等の疎水性基が導入されている場
合は、有機溶媒が用いられる。このような有機溶媒としては、一般的なものを使用するこ
とができる。また、上記偏光層形成用塗工液は、必要に応じて例えばポリエチレングリコ
ール等の界面活性剤等の各種添加剤を含有していてもよい。
【０１２１】
　本発明においては、上記の中でも、偏光層形成用塗工液が水系であることが好ましい。
本発明に用いられる平板状色素として、カラム構造を形成し、親水性基を有しており、水
溶液中でリオトロピック液晶相を示すものが好適に用いられるからである。
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【０１２２】
　また、上記偏光層形成用塗工液は、上記平板状色素の他に、液晶材料を含有していても
よい。例えば、平板状色素が樹脂層の凹部により配向しにくい場合であっても、液晶材料
を樹脂層の凹部に沿って配向させ、この液晶材料の配向方向に沿って平板状色素を配向さ
せることができるからである。なお、液晶材料については、上述した「Ａ．偏光板」の偏
光層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。
【０１２３】
　このような偏光層形成用塗工液の塗布方法としては、偏光層形成用塗工液が塗布可能で
あり、上記平板状色素を上記樹脂層の凹部のパターンにより一定方向に配列可能であれば
、特に限定されるものではないが、剪断応力が加わらない塗布方法であることが好ましい
。剪断応力のかかる塗布方法を用いると、塗布方向に平板状色素が配向し、上記樹脂層の
凹部のパターンにより配向しにくくなる可能性があるからである。このような剪断応力が
加わらない塗布方法としては、例えばスプレーコート、インクジェット法、フレキソ印刷
法等が挙げられる。これらの中でもインクジェット法が好ましく用いられる。
【０１２４】
　（２）乾燥工程
　本発明における乾燥工程は、上記塗膜形成工程にて形成された塗膜を乾燥する工程であ
り、上記偏光層形成用塗工液中に含有される溶媒を乾燥させる工程である。本発明におい
ては、この乾燥工程を設けることにより、後述する固定化工程を円滑に行うようにしてい
る。
【０１２５】
　上記偏光層形成用塗工液中の溶媒の乾燥方法としては、一般的に溶媒の乾燥に用いられ
ている方法、例えば加熱乾燥、常温乾燥、凍結乾燥、遠赤外乾燥等を用いることができる
。
【０１２６】
　（３）固定化工程
　本発明における固定化工程は、上記平板状色素の配向状態を固定化する工程である。本
発明においては、このような固定化工程を行うことにより、偏光層に耐水性および耐熱性
を付与することができ、本発明により製造された偏光板の使用環境等により平板状色素の
配向性が乱れることなく、配向安定性に優れたものとすることができる。
【０１２７】
　本発明に用いられる平板状色素の配向状態の固定化方法としては、平板状色素を架橋さ
せる方法を用いることができる。この平板状色素の架橋方法としては、上記平板状色素に
導入された置換基によって異なるものである。
【０１２８】
　上記平板状色素がスルホン酸基等の親水性基を有する場合は、この親水性基を疎水化処
理する架橋方法が用いられる。上記平板状色素の親水性基を疎水化処理すると、隣接する
平板状色素間で架橋が形成され、平板状色素の配向状態が固定化されるのである。上記平
板状色素が水溶液中でリオトロピック液晶相を示すものであるときは、このような疎水化
処理を行わないと、耐水性が悪く、空気中の湿気等により配向状態が乱れ易く、不安定と
なる場合がある。
【０１２９】
　上記疎水化処理の際に用いられる疎水化処理液としては、上記親水性基を疎水化できる
ものであれば特に限定されるものではなく、用いられる平板状色素の親水性基により異な
るものであるが、隣接する平板状色素間で架橋を形成できるものであることが好ましい。
例えば２価の金属の塩の水溶液を用いることができる。２価の金属としては、マグネシウ
ム、カルシウム、バリウム等が挙げられる。具体的には、塩化バリウム水溶液、塩化マグ
ネシウム水溶液、塩化カルシウム水溶液等を用いることができる。
【０１３０】
　隣接する平板状色素が架橋される機構は以下の通りである。例えば、平板状色素がＳＯ
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３Ｎａ基を有しており、塩化バリウム水溶液を用いて疎水化処理する場合、平板状色素の
ＳＯ３Ｎａ基のＳＯ３イオンと、塩化バリウム水溶液中のＢａイオンとが結合することに
より、隣接する平板状色素が架橋され、配向状態が固定化されるのである。すなわち、平
板状色素の法線方向が一定方向を向いて積み重なった状態で、隣接する平板状色素が架橋
されるので、カラム構造が固定化されるのである。
【０１３１】
　また、疎水化処理の方法としては、上記親水性の置換基を疎水化できる方法であれば特
に限定されるものではなく、上記偏光層形成用塗工液を乾燥させた後、上記疎水化処理液
を塗布する方法、上記疎水化処理液に浸漬する方法などが挙げられる。この疎水化処理液
の塗布後または浸漬後は、洗浄および乾燥することにより、偏光層とすることができる。
【０１３２】
　一方、上記平板状色素が長鎖のアルキル基等の疎水性基を有する場合は、例えば平板状
色素のコア部分あるいはアルキル側鎖の一部に重合性基を導入し、この重合性基を重合さ
せることにより、平板状色素を線状または網目状に架橋させ、配向状態を固定化する架橋
方法が用いられる。
【０１３３】
　さらに、上記偏光層形成用塗工液が上述した液晶材料を含有する場合は、この液晶材料
を重合させることによっても平板状色素の配向状態を固定化することができる。この場合
、上記液晶材料は重合性基を有している必要がある。
【０１３４】
　３．その他
　本発明においては、上記樹脂層形成工程の後、凹部が形成された樹脂層表面を親水化す
る親水化処理工程が行われることが好ましい。通常、上述したような樹脂層形成工程を行
うと、形成された樹脂層表面は撥水性が高くなり、液晶がうまく配向しない可能性がある
からである。なお、親水化処理方法に関しては、上記「Ａ．偏光板」の欄で説明したもの
と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０１３５】
　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】
【０１３６】
　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）
　洗浄したガラス基板上に、下記の組成のＵＶ硬化型のアクリレート樹脂をスピンコート
し、これに電子ビーム描画法により凹凸を形成した原版を載せ、１００ｋｇの加重を１分
間かける。この状態で、ＵＶ光を１００ｍＪ／ｃｍ２照射し、さらに原版を剥離した後、
ＵＶ光を３０００ｍＪ／ｃｍ２照射し、凹部の幅１μｍ、凹部のピッチ２μｍ、凹部の深
さ０．２μｍの凹部または凸部パターンを形成した。これにプラズマ処理を加えることで
、表面の親水化処理を行った。
【０１３７】
　このように形成した凹部または凸部パターンの溝方向に沿って、マイヤーバーを用いて
、平板構造の色素を含有する水溶液（オプティバ社製；LCPN013）をコーティングし、乾
燥後、１５ｗｔ％の塩化バリウム水溶液に約１秒間浸漬させた。さらに洗浄して、再度乾
燥し３００ｎｍの偏光板を得た。偏光度を測定したところ、８８％であった。
【０１３８】
　＜ＵＶ硬化型アクリレート樹脂の組成＞
・ゴーセラックＵＶ－７５００Ｂ（日本合成化薬社製）　　　　　　４０重量部
・１，６ヘキサンジオールジアクリレート（日本化薬社製）　　　　３５重量部
・ペンタエリスリトールトリアクリレート（東亞合成化学社製）　　２１重量部
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・ベンゾフェノン（日本化薬社製）　　　　　　　　　　　　　　　　２重量部
【０１３９】
　（実施例２）
　形状を、凹部の幅０．２μｍ、凹部のピッチ０．４μｍ、凹部の深さ０．２μｍとした
以外は実施例１と同様にして凹部または凸部パターンを形成し、これにプラズマ処理を加
えることで、表面の親水化処理を行った。
【０１４０】
　このように形成した凹部または凸部パターンの溝方向に沿って、インクジェットを用い
て、平板構造の色素を含有する水溶液（オプティバ社製；Ｎ０１５）をコーティングし、
乾燥後、１５ｗｔ％の塩化バリウム水溶液に約１秒間浸漬させた。さらに洗浄して、再度
乾燥し３００ｎｍの偏光版を得た。偏光度を測定したところ、９８％であった。
【０１４１】
　（比較例１）
　洗浄したガラス基板にマイヤーバーを用いて、平板構造の色素を含有する水溶液（オプ
ティバ社製；LCPN013）をコーティングし、乾燥後、１５ｗｔ％の塩化バリウム水溶液に
約１秒間浸漬させた。さらに洗浄して、再度乾燥し３００ｎｍの偏光版を得た。偏光度を
測定したところ、８３％であった。
【０１４２】
　（比較例２）
　洗浄したガラス基板にマイヤーバーを用いて、平板構造の色素を含有する水溶液（オプ
ティバ社製；Ｎ０１５）をコーティングし、乾燥後、１５ｗｔ％の塩化バリウム水溶液に
約１秒間浸漬させた。さらに洗浄して、再度乾燥し３００ｎｍの偏光版を得た。偏光度を
測定したところ、９３％であった。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
【図１】本発明の偏光板の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明に用いられる樹脂層の形状の一例を示す概略断面図である。
【図３】平板状色素を説明するための説明図である。
【図４】本発明の偏光板の製造方法の一例を示す工程図である。
【図５】本発明の偏光板の製造方法における硬化工程の一例を示す工程図である。
【図６】本発明の偏光板の製造方法における硬化工程の他の例を示す工程図である。
【符号の説明】
【０１４４】
　１　…　基材
　２　…　樹脂層
　３　…　偏光層
　４　…　凹部形成用基板
　１２　…　硬化性樹脂組成物
　１３　…　平板状色素
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