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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の偏光膜、
　それらの間に配置される液晶セル、および
　少なくとも一方の偏光膜と液晶セルとの間に配置される光学フィルムを有し、該光学フ
ィルムが第１光学異方性層と、第２光学異方性層とを有する液晶表示装置であって、
　該第１光学異方性層が下記の数式（７）を満足する光学特性を有し、さらに該第２光学
異方性層が下記の数式（８）を満足する光学特性を有し、
　前記第１光学異方性層が、下記一般式（ＤＩ）で表されるディスコティック液晶性化合
物から形成されている液晶表示装置。
　　数式（７）　１．１５≦Ｒｅ1（４５０）／Ｒｅ1（６５０）＜１．２５
　　数式（８）　２≦（Δｎ（５５０）×ｄ）／Ｒｔｈ2（５５０）≦５
　数式中、Ｒｅ1（４５０）、Ｒｅ1（６５０）は波長４５０ｎｍ、６５０ｎｍにおける第
１光学異方性層の面内レタデーション値であり、
　Δｎ（５５０）は波長５５０ｎｍにおける液晶セル中の液晶分子の複屈折であり、ｄは
ｎｍ単位とする液晶セルの厚さであり、Ｒｔｈ2（５５０）は第２光学異方性層の波長５
５０ｎｍにおける厚み方向のレタデーション値である。
　一般式（ＤＩ）
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【化１】

　一般式（ＤＩ）中、Ｙ11、Ｙ12及びＹ13は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す
。
　Ｌ1、Ｌ2及びＬ3は、それぞれ独立に単結合又は二価の連結基を表す。
　Ｈ1、Ｈ2及びＨ3は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩ－Ａ）又は下記一般式（ＤＩ－
Ｂ）を表す。
一般式（ＤＩ－Ａ）

【化２】

　一般式（ＤＩ－Ａ）中、ＹＡ1及びＹＡ2は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す
。ＸＡは、酸素原子又は硫黄原子を表す。＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＬ1～Ｌ3側と
結合する位置を表し、＊＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＲ1～Ｒ3側と結合する位置を表
す。
一般式（ＤＩ－Ｂ）

【化３】

　一般式（ＤＩ－Ｂ）中、ＹＢ1及びＹＢ2は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す
。ＸＢは、酸素原子又は硫黄原子を表す。＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＬ1～Ｌ3側と
結合する位置を表し、＊＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＲ1～Ｒ3側と結合する位置を表
す。
　一般式（ＤＩ）中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩ－Ｒ）を表
す。
一般式（ＤＩ－Ｒ）
　　　＊－（－Ｌ21－Ｑ2）ｎ１－Ｌ22－Ｌ23－Ｑ1

　一般式（ＤＩ－Ｒ）中、＊は一般式（ＤＩ）におけるＨ1～Ｈ3側と結合する位置を表す
。
　Ｌ21は単結合又は二価の連結基を表す。
　Ｑ2は少なくとも１種類の環状構造を有する二価の環状基を表す。
　ｎ１は、０～４の整数を表す。
　Ｌ22は、＊＊－Ｏ－、＊＊－Ｏ－ＣＯ－、＊＊－ＣＯ－Ｏ－、＊＊－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、
＊＊－Ｓ－、＊－Ｎ（Ｒ）－、＊＊－ＣＨ2－、＊＊－ＣＨ＝ＣＨ－又は＊＊－Ｃ≡Ｃ－
を表し、＊＊はＱ2側と結合する位置を表す。
　Ｌ23は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－及
び－Ｃ≡Ｃ－並びにこれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基を表す。
　Ｑ1は重合性基又は水素原子を表す。
【請求項２】
　前記第１光学異方性層の波長５５０ｎｍにおける面内レタデーション値Ｒｅ1（５５０
）が０～４０ｎｍである請求項１に記載の液晶表示装置。
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【請求項３】
　前記第２光学異方性層の波長５５０ｎｍにおける面内レタデーション値Ｒｅ2（５５０
）が３０～６０ｎｍであり、厚み方向のレタデーション値Ｒｔｈ2（５５０）が１００～
３００ｎｍである請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第１光学異方性層が、レタデーション値Ｒｅ1（４０°）とＲｅ1（－４０°）の比
：Ｒｅ1（４０°）／Ｒｅ1（－４０°）を３～２０あるいは１／２０～１／３の範囲に有
する請求項１～３のいずれか一項に記載の液晶表示装置。ここで、Ｒｅ1（４０°）は、
第１光学異方性層の遅相軸をあおり軸とし、あおり角を＋４０°として測定した波長５５
０ｎｍにおけるレタデーション値であり、Ｒｅ1（－４０°）は、第１光学異方性層の遅
相軸をあおり軸とし、あおり角を－４０°として測定した波長５５０ｎｍにおけるレタデ
ーション値である。
【請求項５】
　前記第２光学異方性層がセルロースアシレートフィルムである請求項１～４のいずれか
一項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記液晶セルがベンド配向モードである請求項１～５のいずれか一項に記載の液晶表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光学補償フィルム、偏光板、および液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置（ＬＣＤ）は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）と比較して
、薄型、軽量、低消費電力との大きな利点を有する。液晶表示装置は、液晶セルおよび液
晶セルの両側に配置された一対の偏光板からなる。液晶セルは、棒状液晶性分子、それを
封入するための二枚の基板および棒状液晶性分子に電圧を加えるための電極層を有する。
封入した棒状液晶性分子を配向させるため、二枚の基板には配向膜が設けられる。液晶セ
ルに表示される画像の着色を除去するため、液晶セルと偏光板との間に光学補償フィルム
（位相差板）を設けることが多い。偏光板（偏光膜）と光学補償フィルムとの積層体は、
楕円偏光板として機能する。光学補償フィルムに、液晶セルの視野角を拡大する機能を付
与する場合もある。延伸複屈折フィルムが、光学補償フィルムとして従来から使用されて
いる。
【０００３】
　延伸複屈折フィルムに代えて、ディスコティック化合物を含む光学異方性層を有する光
学補償フィルムを使用することも提案されている（例えば、特許文献１、２、３および４
参照）。光学異方性層は、ディスコティック化合物を配向させ、その配向状態を固定する
ことにより形成する。ディスコティック化合物は、一般に大きな複屈折率を有する。また
、ディスコティック化合物には、多様な配向形態がある。従って、ディスコティック化合
物を用いることで、従来の延伸複屈折フィルムでは得ることができない光学的性質を有す
る光学補償フィルムを製造することができる。
【０００４】
　液晶セルは、液晶性化合物の配向状態の違いで、ＯＮ、ＯＦＦ表示を行う。透過および
反射型いずれにも適用できる、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）、ＩＰＳ（Ｉｎ
－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａ
ｔｏｒｙ　Ｂｅｎｄ）、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ　Ａｌｉｇｎｅｄ）、ＥＣＢ（Ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）、ＨＡＮ
（ＨｙｂｒｉｄＡｌｉｇｎｍｅｎｔ　Ｎｅｍａｔｉｃ）のような表示モードが提案されて
いる。
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【０００５】
　この様なＬＣＤの中でも、高い表示品位が必要な用途については、正の誘電率異方性を
有するネマチック液晶性化合物を用い、薄膜トタンジスタにより駆動する９０度ねじれネ
マチック型液晶表示装置（以下、ＴＮモードという）が主に用いられている。しかしなが
ら、ＴＮモードは正面から見た場合には優れた表示特性を有するものの、斜め方向から見
た場合にコントラストが低下したり、階調表示で明るさが逆転する階調反転等が起こるこ
とにより表示特性が悪くなるという視野角特性を有しており、この改良が強く要望されて
いる。さらに、ＴＮモードでは応答速度に限界があり、より高速応答の液晶モードを用い
たＬＣＤの開発が望まれている。
【０００６】
　従来、ＴＮ方式の液晶表示装置用に光学補償フィルムが開発されていたが、近年、液晶
テレビの需要が増加するにつれ、動画に尾引き、残像現象が生じるなど、応答速度に問題
があることが指摘されつつある。そこで、応答速度の速さに特長を持つＯＣＢモード（あ
るいはベンドモード）に注目が集まっている。
【０００７】
　棒状液晶性分子を液晶セルの上部と下部とで実質的に逆の方向に（対称的に）配向させ
るベンド配向モードの液晶セルを用いた液晶表示装置が提案されている（例えば、特許文
献４、５参照）。棒状液晶性分子が液晶セルの上部と下部とで対称的に配向しているため
、ベンド配向モードの液晶セルは、自己光学補償機能を有する。そのため、この液晶モー
ドは、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｏｒｙ　Ｂｅｎｄ）液晶モード
とも呼ばれる。ベンド配向モードの液晶表示装置は、応答速度が速いとの利点がある。
【０００８】
　ベンド配向モードには、一般的な液晶モード（ＴＮモード、ＳＴＮモード）と比較する
と、視野角が広く、応答速度が速いとの特徴がある。しかし、ＣＲＴと比較すると、さら
に改良が必要である。ベンド配向モードの液晶表示装置をさらに改良するため、一般的な
液晶モードと同様に光学補償フィルムを用いることが考えられる。しかし、従来の延伸複
屈折フィルムからなる光学補償フィルムは、ベンド配向モードの液晶表示装置では、光学
補償機能が不十分であった。前述したように、延伸複屈折フィルムに代えて、ディスコテ
ィック化合物を含む光学的異方性層を有する光学補償フィルムを使用することが提案され
ている。
【０００９】
　例えば特許文献６および７に記載の発明では、ＯＣＢ方式の液晶表示装置に、液晶性化
合物からなる層を有する光学補償フィルムを適用している。しかし、これらの文献に述べ
られているような、従来知られている光学パラメ－タ－を制御しただけでは、良好な視角
特性を得ることは困難であった。
【００１０】
　さらに、ディスコティック化合物を含む光学補償フィルムを使用したベンド配向モード
の液晶表示装置も提案されている（例えば、特許文献８、９参照）。さらにディスコティ
ック化合物を含む光学補償フィルムを使用したベンド配向液晶装置について、色味変化を
低減し、階調反転を防止するために、様々な方法が提案されている（例えば、特許文献１
０、１１参照）。
【００１１】
　ディスコティック化合物を含む光学補償フィルムを使用することで、ベンド配向モード
の液晶表示装置の視野角は著しく改善される。
【００１２】
　ベンド配向モードの液晶表示装置にディスコティック化合物を含む光学補償フィルムを
使用すると、特定の波長の光が漏れて、表示画像に着色を生じる問題が指摘されている（
例えば、特許文献１２参照）。この着色の原因は、楕円偏光板（偏光膜と光学補償フィル
ムとの積層体）の透過率の波長依存性にある旨が記載されている。液晶セルに用いられる
液晶分子の異方性の波長依存性と、光学補償フィルム（たとえばディスコティック液晶）
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の異方性の波長依存性が異なるために、ベンド配向モードの液晶表示装置では一般的に短
波長（青）の光が漏れるが、液晶分子と光学補償フィルム（ディスコティック液晶）の波
長分散を一致させることで黒表示時の色味は改良される。
　そして、ディスコティック化合物の円盤面の法線の光学異方性層への正射影の平均方向
と偏光膜の面内透過軸との角度が実質的に４５゜になるように光学異方性層と偏光膜とを
配置することで、ベンド配向モードの液晶セルに対する最大の光学補償効果が得られるこ
とが報告されている。ディスコティック化合物を含む光学補償フィルムを使用したベンド
配向液晶装置について、色味変化を低減し、階調反転を防止するために、様々な方法が提
案されている（例えば、特許文献１３、１４参照）。
【００１３】
　近年、液晶常時装置が大型ＴＶに用いられるようになり、今まで以上に高い表示品位が
要求されるようになっている。とくに黒の表示品位に関しては、従来のディスコティック
化合物を含む光学補償フィルムを使用しても、ベンド配向液晶装置におけるコントラスト
特性、視角特性を満足しつつ黒の高い表示品位を達成することは困難であった。
【００１４】
　特許文献１５および特許文献１６の各公報には、位相差板の光学異方性層の形成に適し
たディスコティック液晶性分子として、２，３，６，７，１０，１１－ヘキサ｛４－（６
－アクリロイルオキシヘキシルオキシ）ベンゾイルオキシ｝トリフェニレンが開示されて
いる。ところで、位相差板のレタデーション値（Δｎｄ）は、補償しようとする液晶セル
の光学的性質に応じて決定する。レタデーション値（Δｎｄ）は、光学異方性層の屈折率
異方性（Δｎ）と光学異方性層の厚さ（ｄ）との積である。光学異方性層の屈折率異方性
（Δｎ）が大きければ、層の厚さ（ｄ）が薄くても液晶セルを補償できる。しかし、特許
文献１７および特許文献１８の各公報に記載のディスコティック液晶性化合物では、充分
に大きな屈折率異方性（Δｎ）を有する光学異方性層を形成することは、非常に困難であ
った。また、特許文献１９には大きな屈折率異方性を有するディスコティック液晶が開示
されているが、波長分散特性が悪化しており、即ち波長分散性が大きくなり）、性能改良
は不十分であった。一般に波長分散特性と屈折率異方性はトレードオフの関係にあり、屈
折率異方性を大きくすると波長分散特性は悪化する。この波長分散特性の悪化は、位相差
板の性能の一つであるカラー表示での色味変化を悪化させるため、好ましくない。そのた
め、屈折率異方性を大きくすると波長分散特性は悪化するというトレードオフから脱却す
る技術の開発が望まれていた。
【００１５】
　また、従来の技術では、主に、１５インチ以下の小型あるいは中型の液晶表示装置を想
定して、光学補償フィルムが開発されていた。しかし、最近では、１７インチ以上の大型
、かつ輝度の高い液晶表示装置も想定する必要がある。大型の液晶表示装置の偏光板に、
従来の光学補償フィルムを保護フィルムとして装着したところ、パネル上にムラが発生し
ていることが判明した。この欠陥は、小型あるいは中型の液晶表示装置では、あまり目立
っていなかったが、大型化、高輝度化に対応して、光漏れムラに対処した光学補償フィル
ムをさらに開発する必要が生じている。
【００１６】
　また、従来の技術では、前記したような光学補償フィルムは、スロットダイを用いたコ
ーターにより塗布液をウェブに塗布させ、積層させて製造されており、近年は光学補償フ
ィルムの製造において所望の機能を発現させるために、従来よりも薄い湿潤膜厚である２
０μｍ以下の領域の塗布方法に対する要求が高まっている。このような光学補償フィルム
は、求められる塗布膜厚精度および塗膜性状が厳しく、高精度な薄層塗布技術を要求され
、スロットダイの先端リップのシャープエッジ化する技術の提案がなされている（特許文
献２０）。
【００１７】
　一方、光学補償フィルムの塗布方式としてワイヤーバーを用いた方法は液受け槽中の塗
布液振動、塗布に関連するロールの偏芯やたわみにより段状のムラが発生しやすい。また
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これらの塗布方式は後計量方式であるため、安定した膜厚の確保が比較的困難である。そ
のためこれらの塗布方式ではある速度以上の塗布の高速化が困難であり、塗布本来の生産
性の高さが活かし切れていない。
【特許文献１】特開平６－２１４１１６号公報
【特許文献２】米国特許第５５８３６７９号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第３９１１６２０号明細書
【特許文献４】米国特許第４５８３８２５号明細書
【特許文献５】米国特許第５４１０４２２号明細書
【特許文献６】特開平９－２１１４４４号公報
【特許文献７】特開平１１－３１６３７８号公報
【特許文献８】特開平９－１９７３９７号公報
【特許文献９】国際公開第９６／３７８０４号パンフレット
【特許文献１０】特許第３０５６９９７号公報
【特許文献１１】特開２００２－４０４２９号公報
【特許文献１２】特開平１１－３１６３７８号公報
【特許文献１３】特許第３０５６９９７号公報
【特許文献１４】特開２００２－４０４２９号公報
【特許文献１５】特開平７－３０６３１７号公報
【特許文献１６】特開平９－１０４８６６号公報
【特許文献１７】特開平７－３０６３１７号公報
【特許文献１８】特開平９－１０４８６６号公報
【特許文献１９】特開２００１－１６６１４７号公報
【特許文献２０】特表平９－５１１６８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の課題は、液晶セル、特にベンド配向モードの液晶セルを適切に光学的に補償し
、黒表示時の正面および左右上下の極角方向での透過率を著しく低下させ、コントラスト
が高く、視角特性に優れ、黒表示の色味に問題がなく、かつ階調反転の生じない良好な画
像を表示する液晶表示装置を提供することである。
【００１９】
　本発明の課題は、液晶セルが正確に光学的に補償され、高いコントラストを有し、且つ
黒表示時の視角方向に依存した色づきが軽減された液晶表示装置、特にＯＣＢモードの液
晶表示装置を提供することである。また、本発明は、液晶セル、特にＯＣＢモードの液晶
セルを光学的に補償し、コントラストの改善および黒表示時の視角方向に依存した色づき
の軽減に寄与する光学補償フィルムを提供することを課題とする。
【００２０】
　本発明は上記課題を解決することを目的としたものであって、表示画像の色味変化が少
なく、且つ視野角の拡大に寄与する光学補償フィルムおよび該光学補償フィルムを有する
偏光板を提供することを課題とする。特に、大型の液晶表示装置に適用した場合でも、ム
ラを生じることなく、表示画像の色味変化が少なく、且つ視野角の拡大に寄与する光学補
償フィルムおよび該光学補償フィルムを有する偏光板を提供することを課題とする。また
、本発明は、表示画像の色味変化が少なく、かつ視野角の改善された液晶表示装置を提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の目的は下記構成により達成された。
　なお、本発明は以下の〔２－１〕～〔２－６〕であるが、その他の事項も参考のために
記載した。
＜第１の態様＞



(7) JP 4900963 B2 2012.3.21

10

20

30

40

　〔１－１〕　第１光学異方性層と、第２光学異方性層とを有する光学補償フィルムであ
って、該第１光学異方性層が下記の数式（１）を満足する光学特性を有し、さらに該第２
光学異方性層が下記の数式（２）、（３）を満足する光学特性を有する光学補償フィルム
。
　　数式（１）　Ｒｅ1（４５０）／Ｒｅ1（６５０）≦１．２５
　　数式（２）　Ｒｅ2（４５０）／Ｒｅ2（６５０）≦０．８
　　数式（３）　Ｒｔｈ2（４５０）／Ｒｔｈ2（６５０）≧１．１
　数式中Ｒｅn（λ）は第ｎ光学異方性層の波長λｎｍでの正面レタデーション値であり
、Ｒｔｈn（λ）は第ｎ光学異方性層の波長λｎｍでの厚み方向レタデーション値である
。
　〔１－２〕　前記第１光学異方性層が下記の数式（４）を満足する光学特性を有し、さ
らに前記第２光学異方性層が下記の数式（５）、（６）を満足する光学特性を有する〔１
－１〕に記載の光学補償フィルム。
　　数式（４）　０≦Ｒｅ1（５５０）≦４０
　　数式（５）　３０≦Ｒｅ2（５５０）≦６０
　　数式（６）　１００≦Ｒｔｈ2（５５０）≦３００
　〔１－３〕　第１光学異方性層がディスコティック化合物からなり、第２光学異方性層
がセルロースアシレートフィルムからなる〔１－１〕または〔１－２〕に記載の光学補償
フィルム。
　〔１－４〕　セルロースアシレートフィルムが少なくとも一方向に延伸処理された透明
なフィルムであり、フィルムの厚み方向においてセルロースアシレートの置換度が２．０
０～３．００の範囲内で０．０５以上変動しており、かつフィルム中にレタデーション上
昇剤を含む〔１－３〕に記載の光学補償フィルム。
　〔１－５〕　液晶セルがベンド配向モードである液晶表示装置であって、〔１－１〕～
〔１－４〕のいずれかに記載の光学補償フィルムを含有する液晶表示装置。
【００２２】
＜第２の態様＞
　〔２－１〕　一対の偏光膜、それらの間に配置される液晶セル、および少なくとも一方
の偏光膜と液晶セルとの間に配置される光学フィルムを有し、該光学フィルムが光学異方
性層１（第１光学異方性層）と、光学異方性層２（第２光学異方性層）とを有する液晶表
示装置であって、該光学異方性層１が下記の数式（７）を満足する光学特性を有し、さら
に該光学異方性層２が下記の数式（８）を満足する光学特性を有し、前記第１光学異方性
層が、下記一般式（ＤＩ）で表されるディスコティック液晶性化合物から形成されている
液晶表示装置。
　　数式（７）　１．１５≦Ｒｅ1（４５０）／Ｒｅ1（６５０）＜１．２５
　数式中Ｒｅ1（４５０）、Ｒｅ1（６５０）は波長４５０ｎｍ、６５０ｎｍにおける光学
異方性層１の面内レタデーション値である。
　　数式（８）　２≦（Δｎ（５５０）×ｄ）／Ｒｔｈ2（５５０）≦５
　数式中Δｎ（５５０）は波長５５０ｎｍにおける液晶セル中の液晶分子の複屈折であり
、ｄはｎｍ単位とする液晶セルの厚さであり、Ｒｔｈ2（５５０）は光学異方性層２の波
長５５０ｎｍにおける厚み方向のレタデーション値である。
　一般式（ＤＩ）
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【化４】

　一般式（ＤＩ）中、Ｙ11、Ｙ12及びＹ13は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す
。
　Ｌ1、Ｌ2及びＬ3は、それぞれ独立に単結合又は二価の連結基を表す。
　Ｈ1、Ｈ2及びＨ3は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩ－Ａ）又は下記一般式（ＤＩ－
Ｂ）を表す。
一般式（ＤＩ－Ａ）
【化５】

　一般式（ＤＩ－Ａ）中、ＹＡ1及びＹＡ2は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す
。ＸＡは、酸素原子又は硫黄原子を表す。＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＬ1～Ｌ3側と
結合する位置を表し、＊＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＲ1～Ｒ3側と結合する位置を表
す。
一般式（ＤＩ－Ｂ）

【化６】

　一般式（ＤＩ－Ｂ）中、ＹＢ1及びＹＢ2は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す
。ＸＢは、酸素原子又は硫黄原子を表す。＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＬ1～Ｌ3側と
結合する位置を表し、＊＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＲ1～Ｒ3側と結合する位置を表
す。
　一般式（ＤＩ）中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩ－Ｒ）を表
す。
一般式（ＤＩ－Ｒ）
　　　＊－（－Ｌ21－Ｑ2）ｎ１－Ｌ22－Ｌ23－Ｑ1

　一般式（ＤＩ－Ｒ）中、＊は一般式（ＤＩ）におけるＨ1～Ｈ3側と結合する位置を表す
。
　Ｌ21は単結合又は二価の連結基を表す。
　Ｑ2は少なくとも１種類の環状構造を有する二価の環状基を表す。
　ｎ１は、０～４の整数を表す。
　Ｌ22は、＊＊－Ｏ－、＊＊－Ｏ－ＣＯ－、＊＊－ＣＯ－Ｏ－、＊＊－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、
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＊＊－Ｓ－、＊－Ｎ（Ｒ）－、＊＊－ＣＨ2－、＊＊－ＣＨ＝ＣＨ－又は＊＊－Ｃ≡Ｃ－
を表し、＊＊はＱ2側と結合する位置を表す。
　Ｌ23は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－及
び－Ｃ≡Ｃ－並びにこれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基を表す。
　Ｑ1は重合性基又は水素原子を表す。
　〔２－２〕　前記光学異方性層１の波長５５０ｎｍにおける面内レタデーション値Ｒｅ

1（５５０）が０～４０ｎｍであることを特徴とする〔２－１〕に記載の液晶表示装置。
　〔２－３〕　前記光学異方性層２の波長５５０ｎｍにおける面内レタデーション値Ｒｅ

2（５５０）が３０～６０ｎｍであり、波長５５０ｎｍにおける厚み方向のレタデーショ
ン値Ｒｔｈ2（５５０）が１００～３００ｎｍである〔２－１〕または〔２－２〕に記載
の液晶表示装置。
　〔２－４〕　前記光学異方性層１が、光学異方性層１の遅相軸をあおり軸とし、あおり
角を±４０°として測定した波長５５０ｎｍにおけるレタデーション値Ｒｅ1（４０°）
とＲｅ1（－４０°）の比：Ｒｅ1（４０°）／Ｒｅ1（－４０°）を３～２０あるいは１
／２０～１／３の範囲に有する〔２－１〕～〔２－３〕のいずれかに記載の液晶表示装置
。
　〔２－５〕　〕　前記光学異方性層２がセルロースアシレートフィルムである〔２－１
〕～〔２－４〕のいずれかに記載の液晶表示装置。
　〔２－６〕　前記液晶セルがベンド配向モードである〔２－１〕～〔２－５〕のいずれ
かに記載の液晶表示装置。
【００２３】
＜第３の態様＞
　〔３－１〕　ハイブリット配向した円盤状化合物を含有する第１光学異方性層と、
　下記式（Ｉ）：
　　（Ｉ）　Ｒｅ2（４５０）＜Ｒｅ2（５５０）＜Ｒｅ2（６５０）
　を満足する第２光学異方性層と、
　下記式（ＩＩ）および（ＩＩＩ）：
　　（ＩＩ）　Ｒｔｈ3（４５０）＞Ｒｔｈ3（５５０）＞Ｒｔｈ3（６５０）
　　（ＩＩＩ）　Ｒｅ3（５５０）＜５
　を満足する第３光学異方性層とを少なくとも有する光学補償フィルム。
　（但し、上記（Ｉ）～（ＩＩＩ）中、Ｒｅn（λ）は第ｎ光学異方性層の波長λ（ｎｍ
）における面内レタデーション値（ｎｍ）であり、Ｒｔｈn（λ）は第ｎ光学異方性層の
波長λ（ｎｍ）における厚み方向のレタデーション値（ｎｍ）である。）
　〔３－２〕　〔３－１〕に記載の光学補償フィルムを含む偏光板。
　〔３－３〕　〔３－１〕に記載の光学補償フィルムを含む偏光板を有する液晶表示装置
。
　〔３－４〕　ＯＣＢモードの液晶セルを有する〔３－３〕に記載の液晶表示装置。
　〔３－５〕　第１光学補償フィルム、液晶セルおよび第２光学補償フィルムを該順に有
し、
　前記第１光学補償フィルムは、ハイブリット配向した円盤状化合物を含有する第１光学
異方性層と、下記式（Ｉ）：
　　（Ｉ）　Ｒｅ2（４５０）＜Ｒｅ2（５５０）＜Ｒｅ2（６５０）
　を満足する第２光学異方性層を少なくとも有し、
　前記第２光学補償フィルムは、ハイブリット配向した円盤状化合物を含有する第１’光
学異方性層と、下記式（ＩＩ）および（ＩＩＩ）：
　　（ＩＩ）　Ｒｔｈ3（４５０）＞Ｒｔｈ3（５５０）＞Ｒｔｈ3（６５０）
　　（ＩＩＩ）　Ｒｅ3（５５０）＜５
　を満足する第３光学異方性層を有する液晶表示装置。
　（但し、上記（Ｉ）～（ＩＩＩ）中、Ｒｅn（λ）は第ｎ光学異方性層の波長λ（ｎｍ
）における面内レタデーション値（ｎｍ）であり、Ｒｔｈn（λ）は第ｎ光学異方性層の
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　（ここでいう、第１’光学異方性層は、以下の明細書において、第１光学異方性層のと
ころで述べるものと同義であり、好ましい範囲も同義であるが、第１光学異方性層と第１
’光学異方性層は同じでもよいし異なっていてもよい。）
【００２４】
＜第４の態様＞
　〔４－１〕　（ｉ）のモノマーから導かれる繰り返し単位を含むフルオロ脂肪族基含有
ポリマーの少なくとも１種と、シクロプロピルカルボニル基を有する円盤状化合物の少な
くとも１種を含有する光学異方性層を有する光学補償シート（光学補償フィルム）。
　（ｉ）下記一般式［１］または［２］で表されるフルオロ脂肪族基含有モノマー
【００２５】
【化１】

 　（一般式［１］においてＲ1は水素原子またはメチル基を表し、Ｘは酸素原子、イオウ
原子または－Ｎ（Ｒ2）－を表し、Ｚは水素原子またはフッ素原子を表し、ｍは１以上６
以下の整数、ｎは２～４の整数を表す。Ｒ2は水素原子または炭素数１～４のアルキル基
を表す。）
【００２６】

【化２】

　（一般式［２］においてＡは下記の連結基群Ａから選ばれる２価（ｑ＝１）もしくは３
価（ｑ＝２）の連結基、または、下記の連結基群Ａから選ばれる２つ以上を組み合わせて
形成される２価（ｑ＝１）もしくは３価（ｑ＝２）の連結基を表し、また、連結基同士は
酸素原子を介して結合してもよく、
　（連結基群Ａ）
　－ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－、－Ｃ6Ｈ4－および－Ｃ6Ｈ3＜：た
だし、ベンゼン環上の置換位置は任意の位置でよい。；
　Ｚは水素原子またはフッ素原子を表し、ｐは３～８の整数、ｑは１または２を表す。）
　〔４－２〕　前記シクロプロピルカルボニル基を有する円盤状化合物が、下記一般式（
Ｉ）で表される化合物である〔４－１〕に記載の光学補償シート。
【００２７】
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【化３】

 　（一般式（Ｉ）中、Ｄは円盤状コアを表し、ｎ１は３～２０の整数を表す。Ｒ1、Ｒ2

、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5は、それぞれ、水素原子または置換基を表し、互いに結合して環を
形成していてもよい。）
　〔４－３〕　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＩ）で表される化合
物である〔４－２〕に記載の光学補償シート。
【００２８】

【化４】

 　（一般式（ＩＩ）中、Ｄは円盤状コアを表し、ｎ１は３～２０の整数を表す。Ｒ1、Ｒ
2、Ｒ3およびＲ5は、それぞれ、水素原子または置換基を表し、互いに結合して環を形成
していてもよい。ｍは１～５の整数を表す。Ｒ6は置換基を表し、複数のＲ6が存在すると
き、それぞれ同じでも異なっていてもよく、互いに結合して環を形成していてもよい。）
　〔４－４〕　前記Ｒ6が、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もし
くは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のアルコキシカルボニル基、置換もしく
は無置換のアリール基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の
アシルオキシ基、置換もしくは無置換のアルコキシカルボニルオキシ基または置換もしく
は無置換のアリールオキシカルボニルオキシ基である〔４－３〕に記載の光学補償シート
。
　〔４－５〕　前記Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ5が、それぞれ、水素原子、置換もしくは無置
換のアルキル基、シアノ基、アルコキシカルボニル基またはハロゲン原子である〔４－２
〕～〔４－４〕のいずれかに記載の光学補償シート。
　〔４－６〕　前記シクロプロピルカルボニル基を有する円盤状化合物が、円盤状液晶（
円盤状液晶化合物）である〔４－１〕～〔４－５〕のいずれかに記載の光学補償シート。
　〔４－７〕　前記シクロプロピルカルボニル基を有する円盤状化合物が下記一般式（Ｉ
ＩＩ）で表される重合性基を有する円盤状化合物であり、且つ、前記円盤状化合物の円盤
面が配向している状態で前記重合性基が重合し、該重合により前記配向が固定されている
〔４－６〕に記載の光学補償シート。
【００２９】
【化５】
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　（一般式（ＩＩＩ）中、Ｄは円盤状コアを表し、ｎ１は３～２０の整数を表す。Ｒ1、
Ｒ2、Ｒ3およびＲ5は、それぞれ、水素原子または置換基を表し、互いに結合して環を形
成していてもよい。Ｌは、酸素原子、硫黄原子、カルボニル基、置換もしくは無置換のア
ルキレン基または置換もしくは無置換のアリーレン基、或いは、それらの組み合わせから
選ばれる２価の連結基を表し、Ｑは重合性基を表す。）
　〔４－８〕　前記Ｑが、エポキシ基またはエチレン性不飽和基である〔４－７〕に記載
の光学補償シート。
　〔４－９〕　前記円盤状コアがトリフェニレンである〔４－１〕～〔４－８〕のいずれ
かに記載の光学補償シート。
　〔４－１０〕　前記シクロプロピルカルボニル基を有する円盤状化合物の配向が円盤状
ネマティック相を形成している〔４－１〕～〔４－９〕のいずれかに記載の光学補償シー
ト。
　〔４－１１〕　前記一般式（１）におけるＺが水素原子である、〔４－１〕～〔４－１
０〕に記載の光学補償シート。
　〔４－１２〕　前記フルオロ脂肪族基含有ポリマーが、さらに下記（ｉｉ）のモノマー
から導かれる繰り返し単位を含む共重合体である〔４－１〕～〔４－１１〕のいずれか１
つに記載の光学補償シート。
　（ｉｉ）下記一般式［３］で表されるモノマー
【００３０】
【化６】

　（式中、Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、それぞれ独立に、水素原子または置換基を表し；Ｌ
1は下記の連結基群Ｌ1から選ばれる２価の連結基または下記の連結基群Ｌ1から選ばれる
２つ以上を組み合わせて形成される２価の連結基を表し、
　（連結基群Ｌ1）
　単結合、－Ｏ－、－ＣＯ－、－ＮＲ4－（Ｒ4は水素原子、アルキル基、アリール基、ま
たはアラルキル基を表す）、－Ｓ－、－ＳＯ2－、－Ｐ（＝Ｏ）（ＯＲ5）－（Ｒ5はアル
キル基、アリール基、またはアラルキル基を表す）、アルキレン基およびアリーレン基；
　Ｑ1はカルボキシル基（－ＣＯＯＨ）もしくはその塩、スルホ基（－ＳＯ3Ｈ）もしくは
その塩、またはホスホノキシ｛－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＨ）2｝もしくはその塩、アルキル基
、または、末端が水素原子もしくはアルキル基であるポリ（アルキレンオキシ）基を表す
。）
　〔４－１３〕　前記光学異方性層中に、一般式一般式［１］または［２］で表されるモ
ノマーから導かれる繰り返し単位を含むフルオロ脂肪族基含有ポリマーを少なくとも２種
含有する、〔４－１〕～〔４－１２〕のいずれかに記載の光学補償シート。
　〔４－１４〕　前記光学異方性層は、配向膜上に設けられており、該配向膜および／ま
たは光学異方性層は、スロットダイコート法により塗布してなる、〔４－１〕～〔４－１
３〕のいずれかに記載の光学補償シート。
　〔４－１５〕　少なくとも、偏光膜と、該偏光膜の片面に設けられた保護膜とを有し、
該保護膜が、〔４－１〕～〔４－１４〕のいずれかに記載の光学補償シートである楕円偏
光板。
　〔４－１６〕　〔４－１５〕に記載の楕円偏光板を有する、液晶表示装置。
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【発明の効果】
【００３１】
　本発明の第１および第２の態様によれば、光学補償シートに用いるディスコティック化
合物の波長分散性を制御することで、液晶セル、特にベンド配向モードの液晶セルを適切
に光学的に補償し、黒表示時の正面および左右上下の極角方向での透過率を著しく低下さ
せ、コントラストが高く、視角特性に優れ、黒表示の色味に問題がなく、かつ階調反転の
生じない良好な画像を表示する液晶表示装置を提供することができる。
【００３２】
　第３の態様の液晶表示装置は、黒表示時の斜め方向の光抜けが軽減され、視野角コント
ラストが改善されてきた。また、該液晶表示装置は、黒表示時の斜め方向の光抜けをほぼ
全ての可視光波長領域で抑えることができるため、従来問題であった視野角に依存した黒
表示時の色ずれが大きく改善されてきた。
【００３３】
　第４の態様では、上記一般式［１］または一般式［２］で表されるフルオロ脂肪族基含
有ポリマー、およびシクロプロピルカルボニル基を有する円盤状化合物を含有した光学異
方性層により、表示画像の色味変化が少なく、且つ画像表示装置に適用した場合に、広い
視野角拡大性能を有する光学補償シートおよび、ムラを生じることなく、表示品位に優れ
た光学補償シートを提供することができる。該光学補償シートは、種々のモードの液晶表
示装置の視野角特性の改善に寄与する。特に、大型の液晶表示装置に適用してもムラを生
じることなく、色味変化の小さい表示品位の高い画像を表示することができる。
　さらに、スロットコーター、特に、特定の構造のスロットダイを有するスロットコータ
ーを用いることにより、より好ましい光学補償シートが得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　なお、本明細書において、「４５゜」、「平行」あるいは「直交」とは、厳密な角度±
５゜未満の範囲内であることを意味する。厳密な角度との誤差は、４゜未満であることが
好ましく、３゜未満であることがより好ましい。また、角度について、「＋」は時計周り
方向を意味し、「－」は反時計周り方向を意味するものとする。さらに、「遅相軸」は、
屈折率が最大となる方向を意味する。加えて、「可視光領域」とは、３８０ｎｍ～７８０
ｎｍのことをいう。さらにまた屈折率の測定波長は特別な記述がない限り、可視光域のλ
＝５５０ｎｍでの値である。
【００３５】
　本明細書において「偏光板」とは、特に断らない限り、長尺の偏光板および液晶装置に
組み込まれる大きさに裁断された（本明細書において、「裁断」には「打ち抜き」および
「切り出し」等も含むものとする）偏光板の両者を含む意味で用いられる。また、本明細
書では、「偏光膜」および「偏光板」を区別して用いるが、「偏光板」は「偏光膜」の少
なくとも片面に該偏光膜を保護する保護膜を有する積層体のことを意味するものとする。
【００３６】
　また、本明細書において、Ｒｅ（λ）、Ｒｔｈ（λ）は各々、波長λにおける面内のレ
タデーション（すなわち、フィルムまたは層の平面内のレタデーション）および厚さ方向
のレタデーション（すなわち、フィルムまたは層の面に対して直交する方向のレタデーシ
ョン）を表す。本発明では、Ｒｅ（λ）は、波長λｎｍの光をフィルム法線方向に入射さ
せて、ＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨ（王子計測機器（株）製）を用いて測定される値とする。
また、Ｒｔｈ（λ）は、前記Ｒｅ（λ）、遅相軸（ＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨにより判断さ
れる）を傾斜軸（回転軸）としてフィルム法線方向に対して＋４０°傾斜した方向から波
長λｎｍの光を入射させて測定したレタデーション値、および遅相軸を傾斜軸（回転軸）
としてフィルム法線方向に対して－４０°傾斜した方向から波長λｎｍの光を入射させて
測定したレタデーション値の計３つの方向で測定したレタデーション値を基にＫＯＢＲＡ
　２１ＡＤＨによって算出された値とする。ここで平均屈折率の仮定値は、ポリマーハン
ドブック（ＪＯＨＮ　ＷＩＬＥＹ＆ＳＯＮＳ，ＩＮＣ）、各種光学フィルムのカタログの
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値を使用することができる。平均屈折率の値が既知でないものについてはアッベ屈折計で
測定することができる。主な光学フィルムの平均屈折率の値を以下に例示する：　セルロ
ースアシレート（１．４８）、シクロオレフィンポリマー（１．５２）、ポリカーボネー
ト（１．５９）、ポリメチルメタクリレート（１．４９）、ポリスチレン（１．５９）で
ある。
　これら平均屈折率の仮定値および膜厚を入力することで、ＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨはｎ
ｘ、ｎｙ、ｎｚを算出する。
【００３７】
＜第１の態様、第２の態様＞
　以下、第１の態様と第２の態様を詳細に説明する。
【００３８】
（液晶表示装置）
　以下図を用いて液晶表示装置について説明する。但し、本発明の液晶表示装置は、この
構成に限定されるものではない。
　図１は、ベンド配向液晶セル内の液晶性化合物の配向を模式的に示す断面図である。図
１に示すように、ベンド配向液晶セルは、上基板（１４ａ）と下基板（１４ｂ）の間に液
晶性化合物（１１）を封入した構造を有する。ベンド配向液晶セルに使用する液晶性化合
物（１１）は、一般に正の誘電率異方性を有する。液晶セルの上基板（１４ａ）と下基板
（１４ｂ）は、それぞれ、配向膜（１２ａ、１２ｂ）と電極層（１３ａ、１３ｂ）を有す
る。配向膜は棒状液晶性分子（１１ａ～１１ｊ）を配向させる機能を有する。ＲＤは配向
膜のラビング方向である。電極層は棒状液晶性分子（１１ａ～１１ｊ）に電圧を印加する
機能を有する。
【００３９】
　ベンド配向液晶セルの印加電圧が低い時、図１のｏｆｆに示すように、液晶セルの上基
板（１４ａ）側の棒状液晶性分子（１１ａ～１１ｅ）と下基板（１４ｂ）側の棒状液晶性
分子（１１ｆ～１１ｊ）とは、逆向きに（上下対称に）に配向する。また、基板（１４ａ
、１４ｂ）近傍の棒状液晶性分子（１１ａ、１１ｂ、１１ｉ、１１ｊ）は、ほぼ水平方向
に配向し、液晶セル中央部の棒状液晶性分子（１１ｄ～１１ｇ）は、ほぼ垂直方向に配向
する。
【００４０】
　図１のｏｎに示すように、印加電圧が高いと、基板（１４ａ、１４ｂ）近傍の棒状液晶
性分子（１１ａ、１１ｊ）は、ほぼ水平に配向したままである。また、液晶セル中央部の
棒状液晶性分子（１１ｅ、１１ｆ）は、ほぼ垂直に配向したままである。電圧の増加によ
り配向が変化するのは、基板と液晶セル中央部との中間に位置する棒状液晶性分子（１１
ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｇ、１１ｈ、１１ｉ）であり、これらはｏｆｆの状態よりも垂
直に配向する。しかし、液晶セルの上基板（１４ａ）側の棒状液晶性分子（１１ａ～１１
ｅ）と下基板（１４ｂ）側の棒状液晶性分子（１１ｆ～１１ｊ）とが、逆向きに（上下対
称に）に配向することは、ｏｆｆの状態と同様である。
【００４１】
　図２は、偏光板を示す模式図である。図２に示す偏光板は、少なくとも第１光学異方性
層（３１）、第２光学異方性層（３３）および偏光膜（３４）の積層体からなる。第1光
学異方性層（３１）はディスコティック化合物（３１ａ～３１ｅ）からなることが好まし
く、第２光学異方性層（３３）はセルロースアシレートフィルムからなることが好ましい
。図２に示す偏光板は、第１光学異方性層（３１）と第２光学異方性層（３３）との間に
配向膜（３２）を有する。第１光学異方性層（３１）のディスコティック化合物（３１ａ
～３１ｅ）は、平面分子である。ディスコティック化合物（３１ａ～３１ｅ）は、分子中
にはただ一個の平面、すなわち円盤面を持つ。円盤面は、第２光学異方性層（３３）の面
に対して傾斜している。円盤面と第２光学異方性層面との間の角度（傾斜角）は、ディス
コティック化合物と配向膜からの距離が増加するに伴って増加している。平均傾斜角は、
１５～５０°の範囲であることが好ましい。図２に示すように傾斜角を変化させると、偏
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光板の視野角拡大機能が著しく向上する。また、傾斜角を変化させた偏光板には、表示画
像の反転、階調変化あるいは着色の発生を防止する機能もある。ディスコティック化合物
（３１ａ～３１ｅ）の円盤面の法線（ＮＬ）を第２光学異方性層（３３）へ正射影した方
向（ＰＬ）の平均は、配向膜（３２）のラビング方向（ＲＤ）と反平行の関係になる。
【００４２】
　本発明の好ましい機能は、ディスコティック化合物の円盤面の法線の第２光学異方性層
への正射影の平均方向と、第２光学異方性層（３３）の面内遅相軸（ＳＡ）と、の角度を
実質的に４５°にする。よって、偏光板の製造工程では、配向膜（３２）のラビング方向
（ＲＤ）と第２光学異方性層の面内遅相軸（ＳＡ）との角度（θ）が実質的に４５゜にな
るように調節すればよい。さらに本発明では、第２光学異方性層の面内遅相軸（ＳＡ）と
偏光膜（３４）の面内透過軸（ＴＡ）とが実質的に平行または実質的に垂直になるように
第２光学異方性層と偏光膜とを配置する。図２に示す偏光板では、一枚の第２光学異方性
層を平行に配置している。第２光学異方性層（３３）の面内遅相軸（ＳＡ）は、原則とし
て第２光学異方性層の延伸方向に相当する。偏光膜（３４）の面内透過軸（ＴＡ）・BR>
ヘ、原則として偏光膜の延伸方向に垂直な方向に相当する。
【００４３】
　図３は、本発明に従うベンド配向型液晶表示装置を示す模式図である。図３に示す液晶
表示装置は、ベンド配向液晶セル（１０）、液晶セルの両側に配置された一対の偏光板（
３１Ａ～３４Ａ、３１Ｂ～３４Ｂ）およびバックライト（ＢＬ）からなる。ベンド配向液
晶セル（１０）は、図１に示した液晶セルに相当する。液晶セル（１０）の上下のラビン
グ方向（ＲＤ２、ＲＤ３）は、同一方向（平行）である。偏光板は、液晶セル（１０）側
から、第１光学異方性層（３１Ａ、３１Ｂ）、第２光学異方性層（３３Ａ、３３Ｂ）およ
び偏光膜（３４Ａ、３４Ｂ）がこの順に積層されている。第１光学異方性層（３１Ａ、３
１Ｂ）のディスコティック化合物のラビング方向（ＲＤ１、ＲＤ４）は、対面する液晶セ
ルのラビング方向（ＲＤ２、ＲＤ３）とは反平行の関係にある。前述したように、ディス
コティック化合物のラビング方向（ＲＤ１、ＲＤ４）は、円盤面の法線を第２光学異方性
層へ正射影した平均方向と反平行になる。第２光学異方性層（３３Ａ、３３Ｂ）の面内遅
相軸（ＳＡ１、ＳＡ２）および偏光膜（３４Ａ、３４Ｂ）の面内透過軸（ＴＡ１、ＴＡ２
）は、ディスコティック化合物のラビング方向（ＲＤ１、ＲＤ４）と同一平面では実質的
に４５°の角度になる。そして、二枚の偏光膜（３４Ａ、３４Ｂ）は、面内透過軸（ＴＡ
１、ＴＡ２）が互いに直交するよう（クロスニコル）に配置されている。
【００４４】
（第１光学異方性層）
　第１の態様における、第１光学異方性層の正面レタデーションの波長分散はＲｅ1（４
５０）／Ｒｅ1（６５０）≦１．２５である。Ｒｅ1（４５０）／Ｒｅ1（６５０）≦１．
２であることが好ましく、Ｒｅ1（４５０）／Ｒｅ1（６５０）≦１．１８であることが更
に好ましい。
　また、セル中の液晶のレタデーションの波長分散により、適宜設定されることが最も好
ましい。
　第１の態様における、第１光学異方性層の正面レタデーション値は、０≦Ｒｅ1（５５
０）≦５０であることが好ましい。２０≦Ｒｅ1（５５０）≦４０であることがより好ま
しい。
【００４５】
　第２の態様における、光学異方性層１の形成に用いる液晶性化合物としては、ディスコ
ティック化合物が挙げられる。光学異方性層１のフィルム法線方向から測定したレタデー
ション値は、２０～４０ｎｍであることが好ましく、２５～４０ｎｍであることが更に好
ましい。
【００４６】
　第１光学異方性層は、液晶表示装置の黒表示における液晶セル中の液晶化合物を補償す
るように設計することが好ましい。液晶セル中の液晶化合物の配向状態に関しては、ＩＤ
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Ｗ’００、ＦＭＣ７－２、Ｐ４１１～４１４に記載がある。
【００４７】
　第１光学異方性層の厚さは、０．１～２０μｍであることが好ましく、０．３～１０μ
ｍであることがさらに好ましく、０．５～５μｍであることが最も好ましい。
　本発明の第１光学異方性層は、材料は特に限定されないが液晶性化合物から形成される
ことが好ましく、ディスコティック液晶化合物から形成されることがより好ましい。前記
第１光学異方性層は、第２光学異方性層の表面に直接形成してもよく、第２光学異方性層
上に配向膜を形成し、該配向膜上に形成してもよい。
　ディスコティック液晶化合物は、高分子液晶でも低分子液晶でもよく、さらに、低分子
液晶が架橋され液晶性を示さなくなったものも含まれる。
【００４８】
（ディスコティック液晶化合物）
　ディスコティック液晶化合物には、Ｃ．Ｄｅｓｔｒａｄｅらの研究報告、Ｍｏｌ．Ｃｒ
ｙｓｔ．７１巻、１１１頁（１９８１年）に記載されているベンゼン誘導体、Ｃ．Ｄｅｓ
ｔｒａｄｅらの研究報告、Ｍｏｌ．Ｃｒｙｓｔ．１２２巻、１４１頁（１９８５年）、Ｐ
ｈｙｓｉｃｓ　Lｅｔｔ，Ａ，７８巻、８２頁（１９９０）に記載されているトルキセン
誘導体、Ｂ．Ｋｏｈｎｅらの研究報告、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．９６巻、７０頁（１９８
４年）に記載されたシクロヘキサン誘導体およびＪ．Ｍ．Ｌｅｈｎらの研究報告、Ｊ．Ｃ
ｈｅｍ．Ｃｏｍｍｕｎ．，１７９４頁（１９８５年）、Ｊ．Ｚｈａｎｇらの研究報告、Ｊ
．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１６巻、２６５５頁（１９９４年）に記載されているアザ
クラウン系やフェニルアセチレン系マクロサイクルが含まれる。
【００４９】
　前記ディスコティック液晶化合物には、分子中心の母核に対して、直鎖のアルキル基、
アルコキシ基または置換ベンゾイルオキシ基が母核の側鎖として放射線状に置換した構造
の、液晶性を示す化合物も含まれる。分子または分子の集合体が、回転対称性を有し、一
定の配向を付与できる化合物であることが好ましい。
　ディスコティック液晶化合物から第１光学異方性層を形成した場合、最終的に第１光学
異方性層に含まれる化合物は、もはや液晶性を示す必要はない。例えば、低分子のディス
コティック液晶化合物が熱または光で反応する基を有しており、熱または光によって該基
が反応して、重合または架橋し、高分子量化することによって第１光学異方性層が形成さ
れる場合などは、第１光学異方性層中に含まれる化合物は、もはや液晶性を失っていても
よい。ディスコティック液晶化合物の好ましい例は、特開平８－５０２０６号公報に記載
されている。また、ディスコティック液晶化合物の重合については、特開平８－２７２８
４号公報に記載がある。
【００５０】
　ディスコティック液晶化合物を重合により固定するためには、ディスコティック液晶化
合物の円盤状コアに、置換基として重合性基を結合させる必要がある。ただし、円盤状コ
アに重合性基を直結させると、重合反応において配向状態を保つことが困難になる。そこ
で、円盤状コアと重合性基との間に、連結基を導入する。従って、重合性基を有するディ
スコティック液晶化合物は、下記式（ＤＩ）で表わされる化合物であることが好ましい。
　一般式（ＤＩ）
【００５１】
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【化７】

 
【００５２】
　一般式（ＤＩ）中、Ｙ11、Ｙ12およびＹ13は、それぞれ独立にメチンまたは窒素原子を
表す。
【００５３】
　Ｙ11、Ｙ12およびＹ13がメチンの場合、メチンの水素原子は置換基によって置換されて
いてもよい。ここで、メチンとは、メタンから水素原子を３個除いて得られる原子団をい
う。
　メチンの炭素原子が有していてもよい置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、ア
リールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基
、アルコキシカルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ハロゲン原子およ
びシアノ基を好ましい例として挙げることができる。これらの置換基の中では、アルキル
基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ基、ハロゲン原子およびシア
ノ基がさらに好ましく、炭素数１～１２のアルキル基、炭素数１～１２のアルコキシ基、
炭素数２～１２のアルコキシカルボニル基、炭素数の２～１２アシルオキシ基、ハロゲン
原子およびシアノ基が最も好ましい。
　Ｙ11、Ｙ12およびＹ13は、いずれもメチンであることがより好ましく、メチンは無置換
であることが最も好ましい。
【００５４】
　一般式（ＤＩ）中、Ｌ1、Ｌ2およびＬ3は、それぞれ独立に単結合または二価の連結基
を表す。Ｌ1、Ｌ2およびＬ3が二価の連結基の場合、それぞれ独立に、－Ｏ－、－Ｓ－、
－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＮＲ7－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－Ｃ≡Ｃ－、二価の環状基およびこれら
の組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基であることが好ましい。上記Ｒ7は炭
素原子数１～７のアルキル基または水素原子であり、炭素原子数１～４のアルキル基また
は水素原子であることが好ましく、メチル基、エチル基または水素原子であることがさら
に好ましく、水素原子であることが最も好ましい。
【００５５】
　Ｌ1、Ｌ2およびＬ3における二価の環状基とは、少なくとも１種類の環状構造を有する
二価の連結基（以下、環状基と呼ぶことがある）である。環状基は５員環、６員環、また
は７員環であることが好ましく、５員環または６員環であることがさらに好ましく、６員
環であることが最も好ましい。環状基に含まれる環は、縮合環であっても良い。ただし、
縮合環よりも単環であることがより好ましい。また、環状基に含まれる環は、芳香族環、
脂肪族環、および複素環のいずれでもよい。芳香族環としては、ベンゼン環およびナフタ
レン環が好ましい例として挙げられる。脂肪族環としては、シクロヘキサン環が好ましい
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例として挙げられる。複素環としては、ピリジン環およびピリミジン環が好ましい例とし
て挙げられる。環状基は、芳香族環および複素環がより好ましい。なお、本発明における
２価の環状基は、環状構造のみ（但し、置換基を含む）からなる２価の連結基であること
がより好ましい（以下、同じ）。
【００５６】
　Ｌ1、Ｌ2およびＬ3で表される二価の環状基のうち、ベンゼン環を有する環状基として
は、１，４－フェニレン基が好ましい。ナフタレン環を有する環状基としては、ナフタレ
ン－１，５－ジイル基およびナフタレン－２，６－ジイル基が好ましい。シクロヘキサン
環を有する環状基としては１，４－シクロへキシレン基であることが好ましい。ピリジン
環を有する環状基としてはピリジン－２，５－ジイル基が好ましい。ピリミジン環を有す
る環状基としては、ピリミジン－２，５－ジイル基が好ましい。
【００５７】
　Ｌ1、Ｌ2およびＬ3で表される二価の環状基は、置換基を有していてもよい。置換基と
しては、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～１６のアルキル基、炭素原
子数２～１６のアルケニル基、炭素原子数が２～１６アルキニル基、炭素原子数１～１６
のハロゲン置換アルキル基、炭素原子数１～１６のアルコキシ基、炭素原子数２～１６の
アシル基、炭素原子数１～１６のアルキルチオ基、炭素原子数２～１６のアシルオキシ基
、炭素原子数２～１６のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数２～１６
のアルキル基で置換されたカルバモイル基および炭素原子数２～１６のアシルアミノ基が
含まれる。
【００５８】
　Ｌ1、Ｌ2およびＬ3としては、単結合、＊－Ｏ－ＣＯ－、＊－ＣＯ－Ｏ－、＊－ＣＨ＝
ＣＨ－、＊－Ｃ≡Ｃ－、＊－二価の環状基－、＊－Ｏ－ＣＯ－二価の環状基－、＊－ＣＯ
－Ｏ－二価の環状基－、＊－ＣＨ＝ＣＨ－二価の環状基－、＊－Ｃ≡Ｃ－二価の環状基－
、＊－二価の環状基－Ｏ－ＣＯ－、＊－二価の環状基－ＣＯ－Ｏ－、＊－二価の環状基－
ＣＨ＝ＣＨ－および＊－二価の環状基－Ｃ≡Ｃ－が好ましい。特に、単結合、＊－ＣＨ＝
ＣＨ－、＊－Ｃ≡Ｃ－、＊－二価の環状基－Ｏ－ＣＯ－、＊－ＣＨ＝ＣＨ－二価の環状基
－および＊－Ｃ≡Ｃ－二価の環状基－が好ましく、単結合が最も好ましい。ここで、＊は
一般式（ＤＩ）中のＹ11、Ｙ12およびＹ13を含む６員環側に結合する位置を表す。
【００５９】
　Ｈ1、Ｈ2およびＨ3は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩ－Ａ）または下記一般式（Ｄ
Ｉ－Ｂ）を表す。
　一般式（ＤＩ－Ａ）
【００６０】
【化８】

 
【００６１】
　一般式（ＤＩ－Ａ）中、ＹＡ1およびＹＡ2は、それぞれ独立にメチンまたは窒素原子を
表す。ＹＡ1およびＹＡ2は、少なくとも一方が窒素原子であることが好ましく、両方が、
窒素原子であることがより好ましい。ＸＡは、酸素原子、硫黄原子、メチレンまたはイミ
ノを表し、酸素原子が好ましい。＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＬ1～Ｌ3側と結合する
位置を表し、＊＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＲ1～Ｒ3側と結合する位置を表す。ここ
で、イミノは、－ＮＨ－で表されるものをいう。
　一般式（ＤＩ－Ｂ）
【００６２】
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【化９】

 
【００６３】
　一般式（ＤＩ－Ｂ）中、ＹＢ1およびＹＢ2は、それぞれ独立にメチンまたは窒素原子を
表す。ＹＢ1およびＹＢ2は、少なくとも一方が窒素原子であることが好ましく、両方が、
窒素原子であることがより好ましい。ＸＢは、酸素原子、硫黄原子、メチレンまたはイミ
ノを表し、酸素原子が好ましい。＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＬ1～Ｌ3側と結合する
位置を表し、＊＊は上記一般式（ＤＩ）におけるＲ1～Ｒ3側と結合する位置を表す。
【００６４】
　Ｒ1、Ｒ2およびＲ3は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩ－Ｒ）を表す。
【００６５】
　一般式（ＤＩ－Ｒ）
　　　＊－（－Ｌ21－Ｑ2）ｎ１－Ｌ22－Ｌ23－Ｑ1

【００６６】
　一般式（ＤＩ－Ｒ）中、＊は一般式（ＤＩ）におけるＨ1～Ｈ3側と結合する位置を表す
。
【００６７】
　Ｌ21は単結合または二価の連結基である。Ｌ21が二価の連結基の場合、－Ｏ－、－Ｓ－
、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＮＲ7－、－ＣＨ＝ＣＨ－および－Ｃ≡Ｃ－ならびにこれらの組み
合わせからなる群より選ばれる二価の連結基であることが好ましい。上記Ｒ7は炭素原子
数１～７のアルキル基または水素原子であり、炭素原子数１～４のアルキル基または水素
原子であることが好ましく、メチル基、エチル基または水素原子であることがさらに好ま
しく、水素原子であることが最も好ましい。
【００６８】
　Ｌ21は単結合、ならびに、＊＊＊－Ｏ－ＣＯ－、＊＊＊－ＣＯ－Ｏ－、＊＊＊－ＣＨ＝
ＣＨ－および＊＊＊－Ｃ≡Ｃ－（ここで、＊＊＊は一般式（ＤＩ－Ｒ）中の＊側を表す）
のいずれかが好ましく、単結合がより好ましい。
【００６９】
　Ｑ2は少なくとも１種類の環状構造を有する二価の基（環状基）を表す。このような環
状基としては、５員環、６員環、または７員環を有する環状基が好ましく、５員環または
６員環を有する環状基がより好ましく、６員環を有する環状基がさらに好ましい。上記環
状基に含まれる環状構造は、縮合環であっても良い。ただし、縮合環よりも単環であるこ
とがより好ましい。また、環状基に含まれる環は、芳香族環、脂肪族環、および複素環の
いずれでもよい。芳香族環としては、ベンゼン環およびナフタレン環が好ましい例として
挙げられる。脂肪族環としては、シクロヘキサン環が好ましい例として挙げられる。複素
環としては、ピリジン環およびピリミジン環が好ましい例として挙げられる。
【００７０】
　上記Ｑ2のうち、ベンゼン環を有する環状基としては、１，４－フェニレン基が好まし
い。ナフタレン環を有する環状基としては、ナフタレン－１，５－ジイル基およびナフタ
レン－２，６－ジイル基が好ましい。シクロヘキサン環を有する環状基としては１，４－
シクロへキシレン基であることが好ましい。ピリジン環を有する環状基としてはピリジン
－２，５－ジイル基が好ましい。ピリミジン環を有する環状基としては、ピリミジン－２
，５－ジイル基が好ましい。これらの中でも、特に、１，４－フェニレン基および１，４
－シクロへキシレン基が好ましい。
【００７１】
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　Ｑ2は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原子（フッ素原子、塩
素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～１６のアルキル
基、炭素原子数２～１６のアルケニル基、炭素原子数２～１６のアルキニル基、炭素原子
数１～１６のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数１～１６のアルコキシ基、炭
素原子数２～１６のアシル基、炭素原子数１～１６のアルキルチオ基、炭素原子数２～１
６のアシルオキシ基、炭素原子数２～１６のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、
炭素原子数２～１６のアルキル置換カルバモイル基および炭素原子数２～１６のアシルア
ミノ基が含まれる。これらの中でも、ハロゲン原子、シアノ基、炭素原子数１～６のアル
キル基、炭素原子数１～６のハロゲンで置換されたアルキル基が好ましく、ハロゲン原子
、炭素原子数１～４のアルキル基、炭素原子数１～４のハロゲンで置換されたアルキル基
がより好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数が１～３のアルキル基、トリフルオロメチル
基がさらに好ましい。
【００７２】
　ｎ１は、０～４の整数を表す。ｎ１としては、１～３の整数が好ましく、１もしくは２
がさらに好ましい。
【００７３】
　Ｌ22は、＊＊－Ｏ－、＊＊－Ｏ－ＣＯ－、＊＊－ＣＯ－Ｏ－、＊＊－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、
＊＊－Ｓ－、＊－Ｎ（Ｒ）－、＊＊－ＣＨ2－、＊＊－ＣＨ＝ＣＨ－または＊＊－Ｃ≡Ｃ
－を表し、＊＊はＱ2側と結合する位置を表す。
　Ｌ22は、好ましくは、＊＊－Ｏ－、＊＊－Ｏ－ＣＯ－、＊＊－ＣＯ－Ｏ－、＊＊－Ｏ－
ＣＯ－Ｏ－、＊＊－ＣＨ2－、＊＊－ＣＨ＝ＣＨ－、＊＊－Ｃ≡Ｃ－であり、より好まし
くは、＊＊－Ｏ－、＊＊－Ｏ－ＣＯ－、＊＊－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、＊＊－ＣＨ2－である。
【００７４】
　Ｌ23は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－お
よび－Ｃ≡Ｃ－ならびにこれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基を表す
。ここで、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－の水素原子は、置換基で置換されてい
てもよい。このような置換基として、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１
～６のアルキル基、炭素原子数１～６のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数１
～６のアルコキシ基、炭素原子数２～６のアシル基、炭素原子数１～６のアルキルチオ基
、炭素原子数２～６のアシルオキシ基、炭素原子数２～６のアルコキシカルボニル基、カ
ルバモイル基、炭素原子数２～６のアルキルで置換されたカルバモイル基および炭素原子
数２～６のアシルアミノ基が好ましい例として挙げられ、ハロゲン原子、炭素原子数１～
６のアルキル基がより好ましい。
【００７５】
　Ｌ23は、－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－および－Ｃ≡Ｃ－なら
びにこれらの組み合わせからなる群より選ばれることが好ましい。Ｌ23は、炭素原子を１
～２０個含有することが好ましく、炭素原子を２～１４個を含有することがより好ましい
。さらに、Ｌ23は、－ＣＨ2－を１～１６個含有することが好ましく、－ＣＨ2－を２～１
２個含有することがさらに好ましい。
【００７６】
　Ｑ1は重合性基または水素原子を表す。本発明で用いる液晶性化合物を光学補償シート
のような位相差の大きさが熱により変化しないものが好ましい光学補償シート等に用いる
場合には、Ｑ1は重合性基であることが好ましい。重合反応は、付加重合（開環重合を含
む）または縮合重合であることが好ましい。すなわち、重合性基は、付加重合反応または
縮合重合反応が可能な官能基であることが好ましい。以下に重合性基の例を示す。
【００７７】
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【００７８】
　さらに、重合性基は付加重合反応が可能な官能基であることが特に好ましい。そのよう
な重合性基としては、重合性エチレン性不飽和基または開環重合性基が好ましい。
　重合性エチレン性不飽和基の例としては、下記の式（Ｍ－１）～（Ｍ－６）が挙げられ
る。
【００７９】
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【化１１】

 
【００８０】
　式（Ｍ－３）、（Ｍ－４）中、Ｒは水素原子またはアルキル基を表し、水素原子または
メチル基が好ましい。
　上記式（Ｍ－１）～（Ｍ－６）の中、（Ｍ－１）または（Ｍ－２）が好ましく、（Ｍ－
１）がより好ましい。
　開環重合性基は、環状エーテル基が好ましく、エポキシ基またはオキセタニル基がより
好ましく、エポキシ基が最も好ましい。
　本発明で用いる液晶性化合物としては、下記一般式（ＤＩＩ）で表される液晶性化合物
が好ましい。
　一般式（ＤＩＩ）
【００８１】

【化１２】

 
【００８２】
　一般式（ＤＩＩ）中、Ｙ31、Ｙ32およびＹ33は、それぞれ独立にメチレンまたは窒素原
子を表し、一般式（ＤＩ）中の、Ｙ11、Ｙ12およびＹ13と同義であり、好ましい範囲も同
義である。
　一般式（ＤＩＩ）中、Ｒ31、Ｒ32およびＲ33は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩＩ－
Ｒ）を表す。
　一般式（ＤＩＩ－Ｒ）
【００８３】
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【００８４】
　一般式（ＤＩＩ－Ｒ）中、Ａ31およびＡ32は、それぞれ独立にメチレンまたは窒素原子
を表し、少なくとも一方が窒素原子であることが好ましく、両方が窒素原子であることが
さらに好ましい。Ｘ3は酸素原子、硫黄原子、メチレンまたはイミノを表し、酸素原子が
好ましい。
　Ｑ31は、６員環状構造を有する二価の連結基（以下、６員環環状基と呼ぶことがある）
を表す。６員環は、縮合環であっても良い。ただし、縮合環よりも単環であることがより
好ましい。また、６員環環状基に含まれる環は、芳香族環、脂肪族環、および複素環のい
ずれでもよい。芳香族環としては、ベンゼン環およびナフタレン環が好ましい例として挙
げられる。脂肪族環としては、シクロヘキサン環が好ましい例として挙げられる。複素環
としては、ピリジン環およびピリミジン環が好ましい例として挙げられる。
【００８５】
　Ｑ31のうち、ベンゼン環を有する６員環環状基としては、１，４－フェニレン基が好ま
しい。ナフタレン環を有する環状構造としては、ナフタレン－１，５－ジイル基およびナ
フタレン－２，６－ジイル基が好ましい。シクロヘキサン環を有する環状構造としては１
，４－シクロへキシレン基であることが好ましい。ピリジン環を有する環状構造としては
ピリジン－２，５－ジイル基が好ましい。ピリミジン環を有する環状構造としては、ピリ
ミジン－２，５－ジイル基が好ましい。これらの中でも、特に、１，４－フェニレン基お
よび１，４－シクロへキシレン基がより好ましい。
【００８６】
　Ｑ31の環状構造は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原子（フッ
素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～１６
のアルキル基、炭素原子数２～１６のアルケニル基、炭素原子数２～１６のアルキニル基
、炭素原子数１～１６のハロゲン原子で置換されたアルキル基、炭素原子数１～１６のア
ルコキシ基、炭素原子数２～１６のアシル基、炭素原子数１～１６のアルキルチオ基、炭
素原子数２～１６のアシルオキシ基、炭素原子数２～１６のアルコキシカルボニル基、カ
ルバモイル基、炭素原子数２～１６のアルキル置換カルバモイル基および炭素原子数２～
１６のアシルアミノ基が含まれる。６員環環状基の置換基としては、ハロゲン原子、シア
ノ基、炭素原子数１～６のアルキル基、炭素原子数１～６のハロゲン原子で置換されたア
ルキル基が好ましく、さらに、ハロゲン原子、炭素原子数１～４のアルキル基、炭素原子
数１～４のハロゲン原子で置換されたアルキル基が好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数
１～３のアルキル基、トリフルオロメチル基がより好ましい。
　ｎ３は、１～３の整数を表し、１もしくは２が好ましい。
　Ｌ31は、＊－Ｏ－、＊－Ｏ－ＣＯ－、＊－ＣＯ－Ｏ－、＊－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、＊－Ｓ－
、＊－Ｎ（Ｒ）－、＊－ＣＨ2－、＊－ＣＨ＝ＣＨ－または＊－Ｃ≡Ｃ－を表し、＊はＱ3

1側と結合する位置を表し、具体的には、一般式（ＤＩ－Ｒ）中のＬ22と同義であり、好
ましい範囲も同義である。
　Ｌ32は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－お
よび－Ｃ≡Ｃ－ならびにこれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基を表し
、具体的には、一般式（ＤＩ－Ｒ）中のＬ23と同義であり、好ましい範囲も同義である。
　一般式（ＤＩＩ－Ｒ）中のＱ32は、重合性基または水素原子を表す。
　以下に、一般式（ＤＩ）で表される液晶性化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに
限定されるものではない。
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【化４０】

 
【０１１４】
　本発明で用いる液晶性化合物は、良好なモノドメイン性を示す液晶相を発現することが
望ましい。モノドメイン性を良好なものとすることにより、得られる構造がポリドメイン
となりドメイン同士の境界に配向欠陥が生じ、光を散乱するようになるのを効果的に防ぐ
ことができる。さらに、良好なモノドメイン性を示すと、位相差板がより高い光透過率を
有するため好ましい。
【０１１５】
　本発明で用いる液晶性化合物が発現する液晶相としては、カラムナー相およびディスコ
ティックネマチック相（ＮＤ相）を挙げることができる。これらの液晶相の中では、良好
なモノドメイン性を示し、かつ、ハイブリッド配向が可能なディスコティックネマチック
相（ＮＤ相）が最も好ましい。
　本発明で用いる液晶化合物は異方性の波長分散性が小さいほど良い。具体的には液晶化
合物が発現する位相差をＲｅ（λ）としたとき、Ｒｅ（４５０）／Ｒｅ（６５０）が１．
２５以下であることが好ましく、１．２０以下であることがさらに好ましく、１．１５以
下であることがもっとも好ましい。また、この値はセル中の液晶の位相差の波長分散によ
り、適宜最適化されることが好ましい。
【０１１６】
　ハイブリッド配向では、本発明の液晶性化合物の物理的な対称軸と支持体の面との角度
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、すなわち傾斜角が、光学異方性層の深さ（すなわち、（透明）支持体に垂直な）方向で
かつ偏光膜の面からの距離の増加と共に増加または減少している。角度は、距離の増加と
共に増加することが好ましい。さらに、傾斜角の変化としては、連続的増加、連続的減少
、間欠的増加、間欠的減少、連続的増加と連続的減少を含む変化、または、増加および減
少を含む間欠的変化が可能である。間欠的変化は、厚さ方向の途中で傾斜角が変化しない
領域を含んでいる。角度が変化しない領域を含んでいても、全体として増加または減少し
ていればよい。しかしながら、傾斜角は連続的に変化することが好ましい。
【０１１７】
　一般に、ディスコティック液晶性化合物の物理的な対称軸の平均方向は、一般にディス
コティック液晶性化合物あるいは配向膜の材料を選択することにより、またはラビング処
理方法を選択することにより、調整することができる。また、表面側（空気側）のディス
コティック液晶性化合物の物理的な対称軸方向は、一般にディスコティック液晶性化合物
あるいはディスコティック液晶性化合物と共に使用する添加剤の種類を選択することによ
り調整することができる。
　ディスコティック液晶性化合物と共に使用する添加剤の例としては、可塑剤、界面活性
剤、重合性モノマー、ポリマーおよび低分子化合物などを挙げることができる。長軸の配
向方向の変化の程度も、上記と同様に、液晶性化合物と添加剤との選択により調整できる
。
【０１１８】
　本発明の液晶性化合物と共に使用する可塑剤、重合性モノマーは、本発明の液晶性化合
物と相溶性を有し、ディスコティック液晶性化合物の傾斜角の変化を与えられるか、ある
いは配向を阻害しないものが採用される。
【０１１９】
　本発明で用いる液晶性化合物は、液晶相を２０℃～３００℃の範囲で発現することが好
ましい。さらに好ましくは４０℃～２８０℃であり、最も好ましくは６０℃～２５０℃で
ある。ここで「２０℃～３００℃で液晶相を発現する」とは、液晶温度範囲が２０℃をま
たぐ場合（具体的に例えば、１０℃～２２℃）や、３００℃をまたぐ場合（具体的に例え
ば、２９８℃～３１０℃）も含む趣旨である。４０℃～２８０℃と６０℃～２５０℃に関
しても同様である。
　界面活性剤は、フッ素系化合物が好ましい。界面活性剤は、特開２００１－３３０７２
５号公報に記載がある。ポリマーおよび低分子化合物は、ディスコティック化合物の傾斜
角に変化を与えることが好ましい。ポリマーは、セルロースエステルが好ましい。セルロ
ースエステルは、特開２０００－１５５２１６号公報の段落番号０１７８に記載がある。
ディスコティック化合物の配向を阻害しないようにポリマーの添加量は、ディスコティッ
ク化合物に対して０．１～１０質量％であることが好ましく、０．１～８質量％であるこ
とがさらに好ましい。
【０１２０】
　第１光学異方性層は、ディスコティック化合物および必要に応じて後述の重合性開始剤
や任意の成分を含む塗布液を、配向膜の上に塗布することで形成できる。
　塗布液の調製に使用する溶媒は、有機溶媒が好ましい。有機溶媒の例には、アミド（例
、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド）、スルホキシド（例、ジメチルスルホキシド）、ヘテ
ロ環化合物（例、ピリジン）、炭化水素（例、ベンゼン、ヘキサン）、アルキルハライド
（例、クロロホルム、ジクロロメタン、テトラクロロエタン）、エステル（例、酢酸メチ
ル、酢酸ブチル）、ケトン（例、アセトン、メチルエチルケトン）、エーテル（例、テト
ラヒドロフラン、１，２－ジメトキシエタン）が含まれる。アルキルハライドおよびケト
ンが好ましい。二種類以上の有機溶媒を併用してもよい。
【０１２１】
　塗布液の塗布は、公知の方法（例、ワイヤーバーコーティング法、押し出しコーティン
グ法、ダイレクトグラビアコーティング法、リバースグラビアコーティング法、ダイコー
ティング法）により実施できる。
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【０１２２】
　第１光学異方性層（光学異方性層１）の厚さは、０．１～２０μｍであることが好まし
く、０．３～１０μｍであることがさらに好ましく、０．５～５μｍであることが最も好
ましい。
【０１２３】
　配向させたディスコティック化合物を、配向状態を維持して固定することができる。固
定化は、重合反応により実施することが好ましい。重合反応には、熱重合開始剤を用いる
熱重合反応と光重合開始剤を用いる光重合反応とが含まれる。光重合反応が好ましい。光
重合開始剤の例には、α－カルボニル化合物（米国特許第２３６７６６１号、同２３６７
６７０号の各明細書記載）、アシロインエーテル（米国特許第２４４８８２８号明細書記
載）、α－炭化水素置換芳香族アシロイン化合物（米国特許第２７２２５１２号明細書記
載）、多核キノン化合物（米国特許第３０４６１２７号、同２９５１７５８号の各明細書
記載）、トリアリールイミダゾールダイマーとｐ－アミノフェニルケトンとの組み合わせ
（米国特許第３５４９３６７号明細書記載）、アクリジンおよびフェナジン化合物（特開
昭６０－１０５６６７号公報、米国特許第４２３９８５０号明細書記載）およびオキサジ
アゾール化合物（米国特許第４２１２９７０号明細書記載）が含まれる。
【０１２４】
　光重合開始剤の使用量は、塗布液の固形分の０．０１～２０質量％の範囲にあることが
好ましく、０．５～５質量％の範囲にあることがさらに好ましい。液晶性分子の重合のた
めの光照射は、紫外線を用いることが好ましい。照射エネルギーは、２０ｍＪ／ｃｍ2～
５０Ｊ／ｃｍ2が好ましく、２０～５０００ｍＪ／ｃｍ2がさらに好ましく、１００～８０
０ｍＪ／ｃｍ2が最も好ましい。光重合反応を促進するため、加熱条件下で光照射を実施
してもよい。保護層を、第１光学異方性層の上に設けてもよい。
【０１２５】
（第２光学異方性層）
｛第１の態様｝
　第２光学異方性層の正面レタデーションの波長分散はＲｅ2（４５０）／Ｒｅ2（６５０
）≦０．８である。Ｒｅ2（４５０）／Ｒｅ2（６５０）≦０．７５であることが好ましく
、Ｒｅ2（４５０）／Ｒｅ2（６５０）≦０．７０であることがより好ましい。第２光学異
方性層の厚み方向レタデーションの波長分散はＲｔｈ2（４５０）／Ｒｔｈ2（６５０）≧
１である。Ｒｔｈ2（４５０）／Ｒｔｈ2（６５０）≧１．０５であることが好ましく、Ｒ
ｔｈ2（４５０）／Ｒｔｈ2（６５０）≧１．１であることがより好ましい。第２光学異方
性層の正面レタデーションは３０≦Ｒｅ2（５５０）≦６０であることが好ましい。３０
≦Ｒｅ2（５５０）≦５５であることがより好ましい。第２光学異方性層の厚み方向レタ
デーションは１００≦Ｒｔｈ2（５５０）≦３００であることが好ましい。１２０≦Ｒｔ
ｈ2（５５０）≦２５０であることがより好ましい。第２光学異方性層の正面レタデーシ
ョン、厚み方向レタデーションはセルの液晶のΔｎやセルギャップｄによって適宜最適化
されることが最も好ましい。セル液晶のΔｎおよびセルギャップｄの少なくともいずれか
が大きくなるにつれて、第２光学異方性層の正面レタデーションは小さく、厚み方向レタ
デーションは大きくなる方向が好ましい。
【０１２６】
　第２光学異方性層は材料については特に限定されないがポリマーフィルムからなること
が好ましい。ポリマーフィルムの具体例として、ノルボルネン系高分子、ポリカーボネー
ト系高分子、ポリアリレート系高分子、ポリエステル系高分子、ポリサルフォン等の芳香
族系高分子、トリアセチルセルロースなど従来公知のもので溶液流延法や押出し成形方式
で製膜できるものが挙げられる。この中でもセルロースアシレートフィルムであることが
好ましい。
【０１２７】
｛第２の態様｝
　第２光学異方性層（光学異方性層２）は、少なくとも一枚のポリマーフィルムからなる
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。複数のポリマーフィルムで光学異方性層２を構成して、本発明が定義する光学異方性を
達成することもできる。ただし、本発明が定義する光学異方性は、一枚のポリマーフィル
ムで実現することが可能である。従って、光学異方性層２は、一枚のポリマーフィルムか
らなることが特に好ましい。
　該光学異方性層２は、具体的には、波長５５０ｎｍの光で測定したＲｔｈレタデーショ
ン値が、１００～３００ｎｍの範囲であることが好ましく、１５０～２００ｎｍであるこ
とがさらに好ましい。また光学異方性層２のＲｅレタデーション値は、３０～６０ｎｍで
あることが好ましく、３５～５０ｎｍであることがさらに好ましい。
【０１２８】
　セルロース系ポリマーが好ましく、セルロースエステルがより好ましく、セルロースの
低級脂肪酸エステルがさらに好ましい。「低級脂肪酸」とは、炭素原子数が６以下の脂肪
酸を意味する。炭素原子数が２～４のセルロースアシレートが好ましく、セルロースアセ
テートが特に好ましい。セルロースアセテートプロピオネートやセルロースアセテートブ
チレートのような混合脂肪酸エステルを用いてもよい。
【０１２９】
（セルロースアシレートフィルム）
　以下セルロースアシレートフィルムについて具体的に説明する。
　セルロースアシレートフィルムは、その置換度（アシレート比率に比例）によりＲｅ、
もしくはＲｔｈの波長依存性が異なることが知られている。置換度が高くなったほうが、
短波長側でＲｅ（Ｒｔｈ）が低下し、長波長側でＲｅ（Ｒｔｈ）が増加する傾向にある。
　本発明では、フィルムの厚み方向においてセルロースアシレートの置換度を２．００～
３．００の範囲内で０．０５以上変動させる。変動幅は、０．０７以上が好ましく、０．
０８以上がより好ましく、０．０９以上がさらに好ましく、０．１０以上が最も好ましい
。
【０１３０】
　また、セルロースアシレートフィルムは一般に溶液流延法により作製されることが好ま
しく、残留溶剤が２乃至１００質量％の間に延伸されることが好ましい。これらの具体例
については後述で詳細に記載する。本発明者は、この延伸後のフィルムを解析し、厚み方
向でセルロースアシレート分子の延伸配向度が異なることを突き止めた。具体的には、フ
ィルム内部に比べ、外側ほど延伸配向度が上がるのである。これは、残留溶剤がフィルム
内部に止まることで、フィルム内部は延伸されても配向緩和が起こり、結果として外側の
延伸配向度が上がると推察される。
【０１３１】
　すなわち、セルロースアシレートフィルムの外側に置換度（アシレート化率）の高い層
を設け、内側に置換度（アシレート化率）の低い層を設けて、残留溶剤のある状態で延伸
すると、延伸により発現するＲｅ値はフィルムの外側の層である置換度（アシレート化率
）の高い層の影響が大きくなり、Ｒｔｈ値は、乾燥が進むにつれフィルム全体の厚みが低
下することによる面配向によりフィルム全体の影響を受ける。従って、Ｒｅ値とＲｔｈ値
の波長依存性の異なるフィルムを作製することが出来るのである。外側の置換度は２．７
１乃至３．００（セルロースアセテートの場合のアセテート化比率で５９．０乃至６２．
５％）、内側の置換度は２．５６乃至２．８７（セルロースアセテートの場合のアセテー
ト化比率で５７．０乃至６１．０％）が好ましい。さらに好ましくは、外側は２．７５乃
至２．９２（５９．５乃至６１．５％）、内側は２．６４乃至２．８３（５８．０乃至６
０．５％）である。外側と内側の比率は厚みを１とした時に、外側の比率が０．０１乃至
０．５であることが好ましく、０．０５乃至０．４であることが更に好ましい。Ｒｅ、Ｒ
ｔｈの絶対値、および波長依存性は、後述の添加剤により適宜制御可能である。
【０１３２】
　本発明のセルロースアシレートフィルムの可視光領域での波長４５０ｎｍにおけるＲｅ
とＲｔｈの比Ｒｅ／Ｒｔｈ（４５０ｎｍ）が、波長５５０ｎｍにおけるＲｅ／Ｒｔｈ（５
５０ｎｍ）の０．４～０．９５倍であり、好ましくは０．４～０．９倍であり、より好ま
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しくは０．６～０．８倍であり、且つ波長６５０ｎｍにおけるＲｅ／Ｒｔｈ（６５０ｎｍ
）が、Ｒｅ／Ｒｔｈ（５５０ｎｍ）の１．０５～１．９３倍であり、好ましくは１．１～
１．９倍であり、より好ましくは１．２～１．７倍である。なお、Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれに
おけるＲｅ／Ｒｔｈは、いずれも０．１～０．８の範囲であるのが好ましい。
【０１３３】
　また、該セルロースアシレートフイルム全体の厚み方向のレタデーション（Ｒｔｈ）は
、黒表示時における厚さ方向の液晶層のレタデーションをキャンセルさせるための機能を
持っているので、各液晶層の態様によって好ましい範囲も異なる。例えば、ＯＣＢモード
の液晶セル（例えば、厚さｄ（ミクロン）と屈折率異方性Δｎとの積Δｎ・ｄが０．２～
１．５ミクロンである液晶層を有するＯＣＢモードの液晶セル）の光学補償に用いられる
場合は、７０～４００ｎｍであるのが好ましく、１００ｎｍ～４００ｎｍであるのがより
好ましく、１６０～３００ｎｍであるのがさらに好ましい。また、Ｒｅレタデーションは
、一般的には２０～１１０ｎｍであり、好ましくは２０～７０ｎｍであり、より好ましく
は３５～７０ｎｍである。以降、本発明の詳細を記載する。
【０１３４】
（セルロースアシレート）
　セルロースアシレートの原料綿は、公知の原料を用いることができる（例えば、発明協
会公開技法２００１－１７４５参照）。また、セルロースアシレートの合成も公知の方法
で行なうことができる（例えば、右田他、木材化学１８０～１９０頁（共立出版、１９６
８年）参照）。セルロースアシレートの粘度平均重合度は２００～７００が好ましく２５
０～５００が更に好ましく２５０～３５０が最も好ましい。また、本発明に使用するセル
ロースエステルは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによるＭｗ／Ｍｎ（Ｍｗは
質量平均分子量、Ｍｎは数平均分子量）の分子量分布が狭いことが好ましい。具体的なＭ
ｗ／Ｍｎの値としては、１．５～５．０であることが好ましく、２．０～４．５であるこ
とがさらに好ましく、３．０～４．０であることが最も好ましい。
【０１３５】
　該セルロースアシレートフイルムのアシル基は、特に制限はないが、アセチル基、プロ
ピオニル基を用いることが好ましく、特にアセチル基が好ましい。全アシル基の置換度は
２．７～３．０が好ましく、２．８～２．９５がさらに好ましい。本明細書において、「
アシル基の置換度」とは、ＡＳＴＭ　Ｄ８１７に従って算出した値である。アシル基は、
アセチル基であることが最も好ましく、アシル基がアセチル基であるセルロースアセテー
トを用いる場合には、酢化度が５７．０～６２．５％が好ましく、５８．０～６１．５％
がさらに好ましい。酢化度がこの範囲にあると、流延時の搬送テンションによってＲｅが
所望の値より大きくなることもなく、面内ばらつきも少なく、温湿度によってレタデーシ
ョン値の変化も少ない。また、６位のアシル基の置換度は、Ｒｅ、Ｒｔｈのばらつきを抑
制する観点から、０．９以上が好ましい。
【０１３６】
（共流延）
　本発明の厚み方向でアシル化率の異なるセルロースアシレートフィルムは、共流延法に
より作製されることが好ましい。
　以下、本発明に好ましく使用される共流延の方法を具体的に説明する。
　共流延法では、得られたセルロースアシレート溶液を、金属支持体としての平滑なバン
ド上或いはドラム上に、２層以上の複数のセルロースアシレート液を流延することが好ま
しい。
【０１３７】
　液製膜法を利用して多層流延膜や多層フィルムを製造する場合、フィードブロック型流
延ダイを用いることが多く、このフィードブロック型流延ダイは、流延ダイの上流側に、
二種以上のドープを合流させる合流手段を接合した流延装置である。フィードブロック型
流延ダイの代表的な構造は、中央にコア層となるドープを通す流路を設け、その両側に表
側の表面層と裏面側の表面層とを形成するドープを通し、かつ後者の二つの溶液流が前者
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の溶液流の両面に合流するような構造である。上記のフィードブロック型流延ダイを用い
る多層フィルムの製造方法の例として、コア層となる樹脂層を相対的に高粘度のドープを
用い、表裏の表面層を相対的に低粘度のドープを用いて多層流延膜を形成させた後に、乾
燥剥離を行なう方法が、特公昭６２-４３８４６号公報に記載されている。
【０１３８】
　また、複数のセルロースアシレート溶液を流延する場合、金属支持体の進行方向に間隔
を置いて設けた複数の流延口からセルロースアシレートを含む溶液をそれぞれ流延させて
積層させながらフィルムを作製してもよく、例えば特開昭６１－１５８４１４号、特開平
１－１２２４１９号、特開平１１－１９８２８５号の各公報などに記載の方法が適応でき
る。また、２つの流延口からセルロースアシレート溶液を流延することによってフィルム
化することでもよく、例えば特公昭６０－２７５６２号、特開昭６１－９４７２４号、特
開昭６１－９４７２４５号、特開昭６１－１０４８１３号、特開昭６１－１５８４１３号
、特開平６－１３４９３３号の各公報に記載の方法で実施できる。また、特開昭５６－１
６２６１７号公報に記載の高粘度セルロースアシレート溶液の流れを低粘度のセルロース
アシレート溶液で包み込み、その高，低粘度のセルロースアシレート溶液を同時に押出す
セルロースアシレートフィルム流延方法でもよい。更に又、特開昭６１－９４７２４号、
特開昭６１－９４７２５号の各公報に記載の外側の溶液が内側の溶液よりも貧溶媒である
アルコール成分を多く含有させることも好ましい態様である。
【０１３９】
　或いはまた２個の流延口を用いて、第一の流延口により金属支持体に成型したフィルム
を剥離し、金属支持体面に接していた側に第二の流延を行うことにより、フィルムを作製
することでもよく、例えば特公昭４４－２０２３５号公報に記載されている方法である。
流延するセルロースアシレート溶液は同一の溶液でもよいし、異なるセルロースアシレー
ト溶液でもよく特に限定されない。複数のセルロースアシレート層に機能を持たせるため
に、その機能に応じたセルロースアシレート溶液を、それぞれの流延口から押出せばよい
。
　さらに本発明のセルロースアシレート溶液は、他の機能層（例えば、接着層、染料層、
帯電防止層、アンチハレーション層、ＵＶ吸収層、偏光層など）を同時に流延することも
実施しうる。
【０１４０】
　従来の単層液では、必要なフィルム厚さにするためには高濃度で高粘度のセルロースア
シレート溶液を押出すことが必要であり、その場合セルロースアシレート溶液の安定性が
悪くて固形物が発生し、ブツ故障となったり、平面性が不良であったりして問題となるこ
とが多かった。この解決として、複数のセルロースアシレート溶液を流延口から流延する
ことにより、高粘度の溶液を同時に金属支持体上に押出すことができ、平面性も良化し優
れた面状のフィルムが作製できるばかりでなく、濃厚なセルロースアシレート溶液を用い
ることで乾燥負荷の低減化が達成でき、フィルムの生産スピードを高めることができた。
【０１４１】
　共流延の場合、アシレート化比率に加え、後述の可塑剤、紫外線吸収剤、マット剤等の
添加物濃度が異なるセルロースアシレート溶液を共流延して、積層構造のセルロースアシ
レートフィルムを作製することもできる。例えば、スキン層／コア層／スキン層といった
構成のセルロースアシレートフィルムを作ることが出来る。例えば、マット剤は、スキン
層に多く、又はスキン層のみに入れることが出来る。可塑剤、紫外線吸収剤はスキン層よ
りもコア層に多くいれることができ、コア層のみにいれてもよい。又、コア層とスキン層
で可塑剤、紫外線吸収剤の種類を変更することもでき、例えばスキン層に低揮発性の可塑
剤及び／又は紫外線吸収剤を含ませ、コア層に可塑性に優れた可塑剤、或いは紫外線吸収
性に優れた紫外線吸収剤を添加することもできる。また、剥離剤を金属支持体側のスキン
層のみ含有させることも好ましい態様である。また、冷却ドラム法で金属支持体を冷却し
て溶液をゲル化させるために、スキン層に貧溶媒であるアルコールをコア層より多く添加
することも好ましい。スキン層とコア層のＴｇが異なっていても良く、スキン層のＴｇよ
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りコア層のＴｇが低いことが好ましい。又、流延時のセルロースアシレートを含む溶液の
粘度もスキン層とコア層で異なっていても良く、スキン層の粘度がコア層の粘度よりも小
さいことが好ましいが、コア層の粘度がスキン層の粘度より小さくてもよい。
【０１４２】
　さらに詳細に本発明に係る流延方法について記すと、調製されたドープを加圧ダイから
金属支持体上に均一に押し出す方法、一旦金属支持体上に流延されたドープをブレードで
膜厚を調節するドクターブレードによる方法、或いは逆回転するロールで調節するリバー
スロールコーターによる方法等があるが、加圧ダイによる方法が好ましい。加圧ダイには
コートハンガータイプやＴダイタイプ等があるがいずれも好ましく用いることができる。
また、ここで挙げた方法以外にも従来知られているセルローストリアセテート溶液を流延
製膜する種々の方法（例えば特開昭６１－９４７２４号、特開昭６１－１４８０１３号、
特開平４－８５０１１号、特開平４－２８６６１１号、特開平５－１８５４４３号、特開
平５－１８５４４５号、特開平６－２７８１４９号、特開平８－２０７２１０号の各公報
などに記載の方法）を好ましく用いることが出来、用いる溶媒の沸点等の違いを考慮して
各条件を設定することによりそれぞれの公報に記載の内容と同様の効果が得られる。
【０１４３】
　その他、共流延に関する発明として、流延速度をアップさせるために、特開昭５３－１
３４８６９号には、セルロースアセテート溶液を第一の流延口から全膜厚に対して１０－
９０％の膜厚分を流延し、第一流延口から剥離までの３０～６０％の距離で第二の流延口
から残りを流延する発明が記載されている。
【０１４４】
　また、特開昭６１－０１８９４３号には、流延を安定にスピードアップするために、Ｔ
ＡＣをジクロロメタンとメタノール更にその他の貧溶媒からなるドープ（Ａ）、貧溶媒の
比率がＡより高いドープ（Ｂ）において、ドープＡを、未乾燥状態で５μｍ以上になるよ
うに支持体面にするように、共流延し製膜する発明が記載されている。さらに、複合スリ
ットダイでＡとＢをスリット途中で合流させるのが望ましいとすることも開示されている
。この発明はジクロロメタンを非塩素系としても、同様の効果があり、本発明でも適応で
きる。
【０１４５】
　さらに、平面性が良好な磁気記録層を得ることを目的として、特開平４－１２４６４５
号には、１つのマニホールドから合流部に向かうスリットの断面名状が、くし歯状である
ストライプ共流延ダイを用いる発明が記載されている。
【０１４６】
　また、透明性、寸度安定性、耐湿熱性に優れ、製造直後のフィルム中に含まれる溶剤を
低減するために、特開平８－２０７２１０号には、置換度≦２．７のセルロースアセテー
トのコア部分、コア部分の少なくとも片面に、置換度≧２．８のセルロースアセテートか
らなる０．５～１５μｍの厚みの表層を設ける発明が記載されている。
【０１４７】
　さらに、特開平１０－０５８５１４号には、平滑性が良好なフィルムの剥離残りを発生
させないために、表層用ドープを基層用ドープに被覆（両端部を除く）した状態でダイか
ら同時に押出し流延を行う発明が記載されている。
【０１４８】
　また、特開５－０４０３２１号には、磁気ドープと非磁気ドープを共流延した感材に関
する発明が記載されている。
【０１４９】
　さらに厚み精度の高い多層樹脂フィルムを得るために、特開２０００－３１７９６０号
には、低粘液とその２－１０倍の粘度の高粘液を各流路から送液し、フィードブロック型
合流装置で合流し、界面にて接する液平行流とした後、合流時点から５－２５秒間に流延
ダイリップから吐出し多層流延膜を形成する発明が記載されている。
【０１５０】
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　また、特開２００２－２２１６２０号には、偏光板用フィルムにおいて、外層を低濃度
とする共流延にすることにより、ピッチ３～１５ｍｍであるスジ状凹凸ムラの傾きを０．
０４度未満とすることが記載されている。
【０１５１】
　さらに、特開２００３－０８０５４１号には、カワバリの発生を抑制するために、ダイ
から複数のドープを流延する際に、表面または裏面層を形成するドープのせん断粘度Ａと
中間層を形成するドープのせん断粘度Ｂとの比Ａ／Ｂを、Ａ／Ｂ≦０．９とする発明が記
載されている。
【０１５２】
　さらに、添加剤ブリードアウトが少なく、かつ層間の剥離現象もなく、しかも滑り性が
良好で透明性に優れた位相差フィルムの発明が特開２００３－０１４９３３号に記載され
ている。
【０１５３】
　さらに、特開２００３－０１４９３３号には、フィルムの滑り性を付与するために表面
層に微粒子を添加することが好ましく、コア層には微粒子を添加する必要はないが添加さ
れていてもよいことが開示されている。ただコア層への微粒子の添加量が多いとフィルム
の透明性が劣化するので、添加量としては表面層の添加量の１／１０以下とすることが好
ましく、より好ましくはコア層には実質的に微粒子を含まないことが示されている。（「
実質的に含まない」とは微粒子添加量が固形分あたり０～０．０１質量％）なお、両表面
層の少なくとも片側に配合されていれば滑り性の効果が得られることも開示されており、
特に微粒子の１次平均粒子径としては、ヘイズを低く抑えるという観点から、２０ｎｍ以
下が好ましく、更に好ましくは、１６～５ｎｍであり、特に好ましくは、１２～５ｎｍで
あることが開示されている。なお、微粒子の、見掛比重としては、７０ｇ／リットル以上
が好ましく、更に好ましくは、９０～２００ｇ／リットルであり、特に好ましくは、１０
０～２００ｇ／リットルであり、見掛比重が大きい程、高濃度の分散液を作ることが可能
になり、ヘイズ、凝集物が良化するため好ましいことが記載されている。ここで、１次粒
子の平均径が２０ｎｍ以下、見掛比重が７０ｇ／リットル以上の二酸化珪素微粒子は、例
えば、気化させた四塩化珪素と水素を混合させたものを１０００～１２００℃にて空気中
で燃焼させることで得ることができる。また例えばアエロジル２００Ｖ、アエロジルＲ９
７２Ｖ（以上日本アエロジル（株）製）の商品名で市販されていることが開示されている
。
【０１５４】
（延伸）
　本発明のセルロースアシレートフィルムは、延伸することにより機能を発現する。
　以下に、本発明に好ましい延伸方法を具体的に説明する。
　本発明のセルロースアシレートフィルムは、偏光板に適用する上で、幅方向に延伸する
ことが好ましい。例えば、特開昭６２－１１５０３５号、特開平４－１５２１２５号、特
開平４－２８４２１１号、特開平４－２９８３１０号、特開平１１－４８２７１号の各公
報などに記載されている。フィルムの延伸は、常温または加熱条件下で実施する。加熱温
度は、フィルムのガラス転移温度以下であることが好ましい。フィルムの延伸は、一軸延
伸でもよく２軸延伸でもよい。フィルムは、乾燥中の処理で延伸することができ、特に溶
媒が残存する場合は有効である。例えば、フィルムの搬送ローラーの速度を調節して、フ
ィルムの剥ぎ取り速度よりもフィルムの巻き取り速度の方を速くするとフィルムは延伸さ
れる。フィルムの巾をテンターで保持しながら搬送して、テンターの巾を徐々に広げるこ
とによってもフィルムを延伸できる。フィルムの乾燥後に、延伸機を用いて延伸すること
（好ましくはロング延伸機を用いる一軸延伸）もできる。フィルムの延伸倍率（元の長さ
に対する延伸による増加分の比率）は、０．５～３００％であることが好ましく、さらに
は１～２００％の延伸が好ましく、特には１～１００％の延伸が好ましい。本発明のセル
ロースアシレートフィルムはソルベントキャスト法による製膜工程および製膜したフィル
ムを延伸する工程を逐次、もしくは連続して行うことで製造することが好ましく、延伸倍
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率は１．２倍以上１．８倍以下であることが好ましい。また、延伸は１段で行っても良く
、多段で行っても良い。多段で行なう場合は各延伸倍率の積がこの範囲にはいるようにす
れば良い。
【０１５５】
　延伸速度は５％／分～１０００％／分であることが好ましく、さらに１０％／分～５０
０％／分であることが好ましい。延伸温度は３０℃～１６０℃でおこなうことが好ましく
、更には７０℃～１５０℃が好ましい。特に８５～１５０℃が好ましい。延伸はヒートロ
ールあるいは／および放射熱源（ＩＲヒーター等）、温風により行うことが好ましい。ま
た、温度の均一性を高めるために恒温槽を設けてもよい。ロール延伸で一軸延伸を行う場
合、ロール間距離（Ｌ）と該位相差板のフィルム幅（Ｗ）の比であるＬ／Ｗが、２．０乃
至５．０であることが好ましい。
【０１５６】
　延伸前に予熱工程を設けることが好ましい。延伸後に熱処理を行ってもよい。熱処理温
度はセルロースアシレートフイルムのガラス転移温度より２０℃低い値から１０℃高い温
度で行うことが好ましく、熱処理時間は１秒間乃至３分間であることが好ましい。また、
加熱方法はゾーン加熱であっても、赤外線ヒータを用いた部分加熱であっても良い。工程
の途中または最後にフィルムの両端をスリットしても良い。これらのスリット屑は回収し
原料として再利用することが好ましい。さらにテンターに関しては、特開平１１－０７７
７１８号公報ではテンターで幅保持しながらウエブを乾燥させる際に、乾燥ガス吹き出し
方法、吹き出し角度、風速分布、風速、風量、温度差、風量差、上下吹き出し風量比、高
比熱乾燥ガスの使用等を適度にコントロールすることで、溶液流延法による速度を上げた
り、ウエブ幅を広げたりする時の平面性等の品質低下防止を確保するものである。
【０１５７】
　また、特開平１１－０７７８２２号には、ムラ発生を防ぐために、延伸した熱可塑性樹
フィルムを延伸工程後、熱緩和工程においてフィルムの幅方向に温度勾配を設けて熱処理
する発明が記載されている。
【０１５８】
　さらに、ムラ発生を防ぐために、特開４－２０４５０３号には、フィルムの溶媒含有率
を固形分基準で２～１０％にして延伸する発明が記載されている。
【０１５９】
　また、クリップ噛み込み幅の規定によるカールを抑制するために、特開２００２－２４
８６８０号には、テンタークリップ噛み込み幅Ｄ≦（３３／（ｌｏｇ延伸率×ｌｏｇ揮発
分））で延伸することにより、カールを抑制し、延伸工程後のフィルム搬送を容易にする
発明が記載されている。
【０１６０】
　さらに、高速軟膜搬送と延伸とを両立させるために、特開２００２－３３７２２４号に
は、テンター搬送を、前半ピン、後半クリップに切り替える発明が記載されている。
【０１６１】
　また、特開２００２－１８７９６０号には、視野角特性を簡便に改善でき、且つ視野角
を改善することを目的として、セルロースエステルドープ液を流延用支持体に流延し、つ
いで、流延用支持体から剥離したウェブ（フィルム）を、ウェブ中の残留溶媒量が１００
質量％以下、とくに１０～１００質量％の範囲にある間に少なくとも１方向に１．０～４
．０倍延伸することにより得られる光学的に二軸性を有する発明が記載されている。さら
に好ましい態様として、ウェブ中の残留溶媒量が１００質量％以下、特に１０～１００質
量％の範囲にある間に、少なくとも１方向に１．０～４．０倍延伸することが記載されて
いる。また、他の延伸する方法として、複数のロールに周速差をつけ、その間でロール周
速差を利用して縦方向に延伸する方法、ウェブの両端をクリップやピンで固定し、クリッ
プやピンの間隔を進行方向に広げて縦方向に延伸する方法、同様に横方向に広げて横方向
に延伸する方法、あるいは縦横同時に広げて縦横両方向に延伸する方法、これらを組み合
わせて用いる方法なども挙げられている。さらに、いわゆるテンター法の場合には、リニ
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アドライブ方式でクリップ部分を駆動すると滑らかな延伸を行うことができ、破断等の危
険性が減少できるので好ましいことが示されている。
【０１６２】
　さらに、添加剤ブリードアウトが少なく、かつ層間の剥離現象もなく、しかも滑り性が
良好で透明性に優れた位相差フィルムを作製するために、特開２００３－０１４９３３号
に記載されているように、樹脂と添加剤と有機溶媒とを含むドープＡと、添加剤を含まな
いか、もしく添加剤の含有量がドープＡより少ない樹脂と添加剤と有機溶媒とを含むドー
プＢを調製し、ドープＡがコア層、ドープＢが表面層となるように支持体上に共流延して
、剥離可能となるまで有機溶媒を蒸発させた後、ウェブを支持体から剥離し、さらに延伸
時の樹脂フィルム中の残留溶媒が３～５０質量％の範囲で少なくとも１軸方向に１．１～
１．３倍延伸する発明が記載されている。さらに、好ましい態様として、ウェブを支持体
から剥離し、更に延伸温度が１４０℃～２００℃の範囲で少なくとも１軸方向に１．１～
３．０倍延伸すること、樹脂と有機溶媒とを含むドープＡと、樹脂と微粒子と有機溶媒と
を含むドープＢを調製し、ドープＡがコア層、ドープＢが表面層となるように支持体上に
共流延して、剥離可能となるまで有機溶媒を蒸発させた後、ウェブを支持体から剥離し、
更に延伸時の樹脂フィルム中の残留溶媒量が３質量％～５０質量％の範囲で少なくとも１
軸方向に１．１～３．０倍延伸すること、更に延伸温度が１４０℃～２００℃の範囲で少
なくとも１軸方向に１．１～３．０倍延伸すること、樹脂と有機溶媒と添加剤を含むドー
プＡと、添加剤を含まないか添加剤の含有量がドープＡより少ない樹脂と添加剤と有機溶
媒とを含むドープＢと、樹脂と微粒子と有機溶媒とを含むドープＣを調製し、ドープＡが
コア層、ドープＢが表面層、ドープＣがドープＢとは反対側の表面層となるように支持体
上に共流延して、剥離可能となるまで有機溶媒を蒸発させた後、ウェブを支持体から剥離
し、更に延伸時の樹脂フィルム中の残留溶媒量が３質量％～５０質量％の範囲で少なくと
も１軸方向に１．１～３．０倍延伸すること、延伸温度が１４０℃～２００℃の範囲で少
なくとも１軸方向に１．１～３．０倍延伸すること、ドープＡ中の添加剤量が樹脂に対し
て１～３０質量％、ドープＢ中の添加剤量が樹脂に対して０～５質量％であり、添加剤が
可塑剤、あるいは紫外線吸収剤、あるいはレタデーション制御剤であること、ドープＡ中
とドープＢ中の有機溶媒がメチレンクロライドまたは酢酸メチルを全有機溶媒に対して５
０質量％以上含有することを利用することが好ましい。
【０１６３】
　さらに、特開２００３－０１４９３３号には、延伸する方法として、ウェブの両端をク
リップやピンで固定し、クリップやピンの間隔を横方向に広げて横方向に延伸するテンタ
ーと呼ばれる横延伸機を好ましく用いることができることが記載されている。また縦方向
に延伸または収縮させるには、同時２軸延伸機を用いて搬送方向（縦方向）にクリップや
ピンの搬送方向の間隔を広げたりまたは縮めることで行うことができることも開示されて
いる。また、リニアドライブ方式でクリップ部分を駆動すると滑らかに延伸を行うことが
でき、破断等の危険性が減少できるので好ましく、また、縦方向に延伸する方法としては
、複数のロールに周速差をつけ、その間でロール周速差を利用して縦方向に延伸する方法
も用いることができることが示されている。なお、これらの延伸方法は複合して用いるこ
ともでき、（縦延伸、横延伸、縦延伸）または（縦延伸、縦延伸）などのように、延伸工
程を２段階以上に分けて行ってもよいことが記載されている。
【０１６４】
　さらに、テンター乾燥のウエブの発泡を防止し、離脱性を向上させ、発塵を防止するた
めに、特開２００３－００４３７４号には、乾燥装置において、乾燥器の熱風がウエブ両
縁部に当たらないように、乾燥器の幅がウエブの幅よりも短く形成されている発明が記載
されている。
【０１６５】
　また、テンター乾燥のウエブの発泡を防止し、離脱性を向上させ、発塵を防止するため
に、特開２００３－０１９７５７号には、テンターの保持部に乾燥風が当らないようウエ
ブ両側端部内側に遮風板を設ける発明が記載されている。
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【０１６６】
　さらに、搬送、乾燥を安定的に行うために、特開２００３－０５３７４９号には、ピン
テンターにより担持されるフィルムの両端部の乾燥後の厚さをＸμｍ、フィルムの製品部
の乾燥後の平均厚さをＴμｍとすると、ＸとＴとの関係が式（１）Ｔ≦６０のとき、４０
≦Ｘ≦２００、式（２）６０＜Ｔ≦１２０のとき、４０＋（Ｔ－６０）×０．２≦Ｘ≦３
００又は式（３）１２０＜Ｔのとき、５２＋（Ｔ－１２０）×０．２≦Ｘ≦４００の関係
を満たす発明が記載されている。
【０１６７】
　また、多段式テンターにシワを発生させないために、特開平２－１８２６５４号には、
テンター装置において、多段式テンターの乾燥器内に加熱室と冷却室とを設け、左右のク
リップ－チェーンを別々に冷却する発明が記載されている。
【０１６８】
　さらに、ウエブの破断、シワ、搬送不良を防止するために、特開平９－０７７３１５号
には、ピンテンターのピンにおいて、内側のピン密度を大きく、外側のピン密度を小さく
する発明が記載されている。
【０１６９】
　また、テンター内においてウエブ自体の発泡やウエブが保持手段に付着するのを防止す
るために、特開平９－０８５８４６号には、テンター乾燥装置において、ウエブの両側縁
部保持ピンを吹出型冷却器でウエブの発泡温度未満に冷却すると共に、ウエブを喰い込ま
す直前のピンをダクト型冷却器でのドープのゲル化温度＋１５°Ｃ以下に冷却する発明が
記載されている。
【０１７０】
　さらに、ピンテンターハズレを防止し、異物を良化するために、特開２００３－１０３
５４２号には、ピンテンターにおいて、差込構造体を冷却し、差込構造体と接触している
ウエブの表面温度がウエブのゲル化温度を超えないようにする溶液製膜方法に関する発明
が記載されている。
【０１７１】
　また、溶液流延法により速度を上げたり、テンターにてウェブの幅を広げたりする時の
平面性等の品質低下を防止するために、特開平１１－０７７７１８号には、テンター内で
ウエブを乾燥する際には、風速を０．５～２０（４０）ｍ／ｓ、横手方向温度分布を１０
％以下、ウェブ上下風量比を０．２－１とし、乾燥ガス比を３０－２５０Ｊ／Ｋｍｏｌと
する発明が記載されている。さらに、テンター内での乾燥において、残留溶媒の量に応じ
て好ましい乾燥条件を開示している。具体的には、ウェブを支持体から剥離した後、ウェ
ブ中の残留溶媒量が４質量％になるまでの間に、吹き出し口からの吹き出す角度がフィル
ム平面に対して３０゜～１５０゜の範囲にし、かつ乾燥ガスの吹き出し延長方向に位置す
るフィルム表面上での風速分布を風速の上限値を基準にした時、上限値と下限値との差を
上限値の２０％以内にして、乾燥ガスを吹き出し、ウェブを乾燥させること、ウェブ中の
残留溶媒量が１３０質量％以下７０質量％以上の時には、吹き出し型乾燥機から吹き出さ
れる乾燥ガスのウェブ表面上での風速が０．５ｍ／ｓｅｃ以上２０ｍ／ｓｅｃ以下とする
ことまた残留溶媒量が７０質量％未満４質量％以上の時には、乾燥ガスの風速が０．５ｍ
／ｓｅｃ以上４０ｍ／ｓｅｃ以下で吹き出される乾燥ガス風により乾燥させ、ウェブの幅
手方向の乾燥ガスの温度分布がガス温度の上限値を基準にした時、上限値と下限値との差
を上限値の１０％以内とすること、ウェブ中の残留溶媒量が４質量％以上２００質量％以
下の時には、搬送されるウェブの上下に位置する吹き出し型乾燥機の吹き出し口から吹き
出す乾燥ガスの風量比ｑが０．２≦ｑ≦１とすることが記載されている。さらに、好まし
い態様として、乾燥ガスに少なくとも１種の気体を使用し、その平均比熱が３１．０Ｊ／
Ｋ・ｍｏｌ以上、２５０Ｊ／Ｋ・ｍｏｌ以下であること、乾燥中の乾燥ガスに含まれる常
温で液体の有機化合物の濃度が、５０％以下の飽和蒸気圧の乾燥ガスで乾燥すること、等
が開示されている。
【０１７２】



(54) JP 4900963 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

　また汚染物質の発生によって平面性や塗布が悪化するのを防止するために、特開平１１
－０７７７１９号には、ＴＡＣの製造装置において、テンターのクリップが加熱部分を内
蔵している発明が記載されている。さらに好ましい態様として、テンターのクリップがウ
ェブを解放してから、再びウェブを担持するまでの間に、クリップとウェブの接触部分に
発生する異物を除去する装置を設けること、噴射する気体または液体及びブラシを用いて
異物を除去すること、クリップあるいはピンとウェブとの接触時の残留量は１２質量％以
上５０質量％以下であること、クリップあるいはピンとのウェブとの接触部の表面温度は
６０°以上２００°以下（より好ましくは８０°以上１２０°以下）であること、等が開
示されている。
【０１７３】
　平面性を良化し、テンター内での裂けによる品質低下を改良し、生産性を挙げるために
、特開平１１－０９０９４３号には、テンタークリップにおいて、テンターの任意の搬送
長さＬｔ（ｍ）と、Ｌｔと同じ長さのテンターのクリップがウェブを保持している部分の
搬送方向の長さの総和Ｌｔｔ（ｍ）との比Ｌｒ＝Ｌｔｔ／Ｌｔが、１．０≦Ｌｒ≦１．９
９とする発明が記載されている。さらに好ましい態様として、ウェブを保持する部分が、
ウェブ幅方向から見て隙間なく配置することが開示されている。
【０１７４】
　また、テンターにウェブを導入する際、ウエブのたるみに起因する平面性悪化と導入不
安定性を良化させるために、特開平１１－０９０９４４号には、プラスティックフイルム
の製造装置において、テンター入口前に、ウェブ幅手方向のたるみ抑制装置を有する発明
が記載されている。なお、さらに好ましい態様として、たるみ抑制装置が幅手方向に広が
る角度が２～６０゜の方向範囲で回転する回転ローラーであること、ウェブの上部に吸気
装置を有すること、ウェブの下から送風出来る送風機を有すること、等も開示されている
。
【０１７５】
　品質の劣化と生産性を阻害するたるみを起こさせないようにすることを目的として、特
開平１１－０９０９４５号には、ＴＡＣの製法において、支持体より剥離したウェブを水
平に対して角度を持たせてテンターに導入する発明が記載されている。
【０１７６】
　また、安定した物性のフィルムを作るために、特開平２０００－２８９９０３号には、
剥離され溶媒含有率５０～１２質量％の時点で、ウェブの巾方向にテンションを与えつつ
搬送する搬送装置において、ウェブの幅検知手段とウェブの保持手段と、２つ以上の可変
可能な屈曲点を有しウェブの幅検知で検知の信号からウェブ幅を演算し、屈曲点の位置を
変更する発明が記載されている。
【０１７７】
　さらに、クリッピング性を向上し、ウエブの破断を長期間防止し、品質の優れたフィル
ムを得るために、特開２００３－０３３９３３号には、テンターの入口寄り部分の左右両
側において、ウェブの左右両側縁部の上方及び下方のうちの少なくとも下方にウェブ側縁
部カール発生防止用ガイド板を配置し、ガイド板のウェブ対向面が、ウェブの搬送方向に
配されたウェブ接触用樹脂部とウェブ接触用金属部とによって構成することが記載されて
いる。さらに好ましい態様として、ガイド板のウェブ対向面のウェブ接触用樹脂部がウェ
ブ搬送方向の上流側に、ウェブ接触用金属部が同下流側に配置されること、ガイド板のウ
ェブ接触用樹脂部及びウェブ接触用金属部の間の段差（傾斜を含む）が、５００μｍ以内
であること、ガイド板のウェブ接触用樹脂部及びウェブ接触用金属部のウェブに接する幅
手方向の距離が、それぞれ２～１５０ｍｍであること、ガイド板のウェブ接触用樹脂部及
びウェブ接触用金属部のウェブに接するウェブ搬送方向の距離が、それぞれ５～１２０ｍ
ｍであること、ガイド板のウェブ接触用樹脂部が、金属製ガイド基板に表面樹脂加工もし
くは樹脂塗装により設けられること、ガイド板のウェブ接触用樹脂部が樹脂単体からなっ
ていること、ウェブの左右両側縁部において上方及び下方に配置されたガイド板のウェブ
対向面同士の間の距離が、３～３０ｍｍであること、ウェブの左右両側縁部において上下
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両ガイド板のウェブ対向面同士の間の距離が、ウェブの幅手方向にかつ内方に向かって幅
１００ｍｍ当たり２ｍｍ以上の割合で拡大されていること、ウェブの左右両側縁部におい
て上下両ガイド板がそれぞれ１０～３００ｍｍの長さを有するものであり、かつ上下両ガ
イド板がウェブの搬送方向に沿って前後にずれるように配置されていて、上下両ガイド板
同士の間のずれの距離が、－２００～＋２００ｍｍとなっていること、上部ガイド板のウ
ェブ対向面が、樹脂または金属のみによって構成されていること、ガイド板のウェブ接触
用樹脂部がテフロン（登録商標）製であり、ウェブ接触用金属部がステンレス鋼製である
こと、ガイド板のウェブ対向面またはこれに設けられたウェブ接触用樹脂部及び／又はウ
ェブ接触用金属部の表面粗さが、３μｍ以下なっていること、等が開示されている。また
、ウェブ側縁部カール発生防止用上下ガイド板の設置位置は、支持体の剥離側端部からテ
ンター導入部までの間が好ましく、特にテンター入口寄り部分に設置するのがより好まし
いことも記載されている。
【０１７８】
　さらに、テンター内で乾燥中発生するウエブの切断やムラを防止するために、特開平１
１－０４８２７１号には、剥離後、ウエブの溶媒含有率５０～１２質量％の時点で、幅延
伸装置で延伸、乾燥し、またウエブの溶媒含有率が１０質量％以下の時点で加圧装置によ
ってウェブの両面から０．２～１０ＫＰａの圧力を付与する発明が記載されている。さら
に好ましい態様として、溶媒含有率が４質量％以上の時点で張力付与を終了することや圧
力をウェブ（フィルム）両面から加える方法としてニップロールを用いて圧力を加える場
合は、ニップロールのペアは１から８組程度が好ましく、加圧する場合の温度は１００～
２００℃が好ましいことも開示されている。
【０１７９】
　また、厚さ２０－８５μｍの高品質薄手タックを得るための発明である、特開２００２
－０３６２６６号には、好ましい態様として、テンターの前後における、ウェブにその搬
送方向に沿って作用する張力の差を、８Ｎ／ｍｍ2以下とすること、剥離工程の後、ウェ
ブを予熱する予熱工程と、この予熱工程の後、テンターを用いてウェブを延伸する延伸工
程と、この延伸工程の後、ウェブをこの延伸工程での延伸量よりも少ない量だけ緩和させ
る緩和工程とを具備し、予熱工程および前記延伸工程における温度Ｔ１を、（フィルムの
ガラス転移温度Ｔｇ－６０）℃以上とし、かつ、緩和工程における温度Ｔ２を、（Ｔ１－
１０）℃以下とすること、延伸工程でのウェブの延伸率を、この延伸工程に入る直前のウ
ェブ幅に対する比率で０～３０％に、緩和工程でのウェブの延伸率を、－１０～１０％と
すること、等が開示されている。
【０１８０】
　さらに、乾燥膜厚が１０～６０μｍの薄型化及び軽量化透湿性の小耐久性に優れること
を目的とした、特開２００２－２２５０５４号には、剥離後、ウェブの残留溶媒量が１０
質量％になるまでの間に、ウェブの両端をクリップで把持して、幅保持による乾燥収縮抑
制を行い、及び／または幅手方向に延伸を行い、式Ｓ＝｛（Ｎｘ＋Ｎｙ）／２｝－Ｎｚで
表される面配向度（Ｓ）が０．０００８～０．００２０のフィルムを形成すること（式中
、Ｎｘはフィルムの面内の最も屈折率が大きい方向の屈折率、ＮｙはＮｘに対して面内で
直角な方向の屈折率、Ｎｚはフィルムの膜厚方向の屈折率）、流延から剥離までの時間を
３０～９０秒とすること、剥離後のウェブを幅手方向及び／または長手方向に延伸するこ
と、等が開示されている。
【０１８１】
　また、特開２００２－３４１１４４号には、光学ムラ抑制のために、レタデーション上
昇剤の質量濃度が、フィルム幅方向中央に近づくほど高い光学分布を持つ、延伸工程を有
する溶液製膜方法が記載されている。
【０１８２】
　さらに、曇りの発生しないフィルムを得るための発明である特開２００３－０７１８６
３号には、巾手方向の延伸倍率は０～１００％であることが好ましく、偏光板保護フィル
ムとして用いる場合は、５～２０％が更に好ましく、８～１５％が最も好ましいことが記
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載されている。さらに、一方、位相差フィルムとして用いる場合は、１０～４０％が更に
好ましく、２０～３０％が最も好ましく、延伸倍率によってＲｏをコントロールすること
が可能で、延伸倍率が高い方が、でき上がったフィルムの平面性に優れるため好ましいこ
とが開示されている。さらにテンターを行う場合のフィルムの残留溶媒量は、テンター開
始時に２０～１００質量％であるのが好ましく、かつ、フィルムの残留溶媒量が１０質量
％以下になるまでテンターをかけながら乾燥を行うことが好ましく、更に好ましくは５質
量％以下であることが示されている。またテンターを行う場合の乾燥温度は、３０～１５
０℃が好ましく、５０～１２０℃が更に好ましく、７０～１００℃が最も好ましく、乾燥
温度の低い方が紫外線吸収剤や可塑剤などの蒸散が少なく、工程汚染を低減できるが、一
方、乾燥温度の高い方がフィルムの平面性に優れることも開示されている。
【０１８３】
　また、高温度、高湿度条件での保存時、縦、横の寸法変動を少なくする発明である、特
開２００２－２４８６３９号には、支持体上にセルロースエステル溶液を流延し、連続的
に剥離して乾燥させるフィルムの製造方法において、乾燥収縮率が、式…０≦乾燥収縮率
（％）≦０．１×剥離する時の残留溶媒量（％）を満たすように乾燥させる発明が記載さ
れている。さらに、好ましい態様として、剥離後のセルロースエステルフイルムの残留溶
媒量が４０～１００質量％の範囲内にあるとき、テンター搬送でセルロースエステルフイ
ルムの両端部を把持しながら少なくとも残留溶媒量を３０質量％以上減少させること、剥
離後のセルロースエステルフイルムのテンター搬送入り口における残留溶媒量が４０～１
００質量％であり、出口における残留溶媒量が４～２０質量％であること、テンター搬送
でセルロースエステルフイルムを搬送する張力がテンター搬送の入り口から出口に向けて
増加するようにすること、テンター搬送でセルロースエステルフイルムを搬送する張力と
セルロースエステルフイルムを幅手方向の張力が略等しいこと、等が開示されている。
【０１８４】
　なお、膜厚が薄く、光学的等方性、平面性に優れたフィルムを得るために、特開２００
０－２３９４０３号には、剥離時の残留溶媒率Ｘとテンターに導入する時の残留溶媒率Ｙ
の関係を０．３Ｘ≦Ｙ≦０．９Ｘの範囲として製膜を行うことが開示されている。
【０１８５】
　特開２００２－２８６９３３号には、流延により製膜するフィルムを延伸する方法とし
て、加熱条件下で延伸する方法と溶媒含有条件下で延伸する方法とが挙げられ、加熱条件
下で延伸する場合には、樹脂のガラス転移点近傍以下の温度で延伸することが好ましく、
一方、流延製膜されたフィルムを溶媒含浸条件下で延伸する場合には、一度乾燥したフィ
ルムを再度溶媒に接触させて溶媒を含浸させて延伸することが可能であることが開示され
ている。
【０１８６】
（レタデーション上昇剤）
　所望のレタデーション値を発現するため、レタデーション上昇剤を用いることが好まし
い。
　本明細書において『レタデーション上昇剤』とは、ある添加剤を含むセルロースアシレ
ートフィルムの波長５５０ｎｍで測定したＲｅレタデーション値が、その添加剤を含まな
い以外は全く同様に作製したセルロースアシレートフィルムの波長５５０ｎｍで測定した
Ｒｅレタデーション値（未延伸状態）よりも、２０ｎｍ以上高い値となる『添加剤』を意
味する。レタデーション値の上昇は、３０ｎｍ以上であることが好ましく、４０ｎｍ以上
であることがさらに好ましく、６０ｎｍ以上であることが最も好ましい。
【０１８７】
　レタデーション上昇剤は、少なくとも二つの芳香族環を有する化合物が好ましい。レタ
デーション上昇剤は、ポリマー１００質量部に対して、０．０１乃至２０質量部の範囲で
使用することが好ましく、０．１乃至１０質量部の範囲で使用することがより好ましく、
０．２乃至５質量部の範囲で使用することがさらに好ましく、０．５乃至２質量部の範囲
で使用することが最も好ましい。二種類以上のレタデーション上昇剤を併用してもよい。
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　レタデーション上昇剤は、２５０乃至４００ｎｍの波長領域に最大吸収を有することが
好ましく、可視領域に実質的に吸収を有していないことが好ましい。
【０１８８】
　本明細書において、「芳香族環」は、芳香族炭化水素環に加えて、芳香族性ヘテロ環を
含む。
　芳香族炭化水素環は、６員環（すなわち、ベンゼン環）であることが特に好ましい。
　芳香族性ヘテロ環は一般に、不飽和ヘテロ環である。芳香族性ヘテロ環は、５員環、６
員環または７員環であることが好ましく、５員環または６員環であることがさらに好まし
い。芳香族性ヘテロ環は一般に、最多の二重結合を有する。ヘテロ原子としては、窒素原
子、酸素原子および硫黄原子が好ましく、窒素原子が特に好ましい。芳香族性ヘテロ環の
例には、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、
チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、フラザン環、トリア
ゾール環、ピラン環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環および１，
３，５－トリアジン環が含まれる。
　芳香族環としては、ベンゼン環、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール
環、チアゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、ピリミジン環、ピラ
ジン環および１，３，５－トリアジン環が好ましく、特に１，３，５－トリアジン環が好
ましく用いられる。具体的には、例えば特開２００１－１６６１４４号公報に開示の化合
物が好ましく用いられる。
【０１８９】
　レタデーション上昇剤が有する芳香族環の数は、２乃至２０であることが好ましく、２
乃至１２であることがより好ましく、２乃至８であることがさらに好ましく、２乃至６で
あることが最も好ましい。
　二つの芳香族環の結合関係は、（ａ）縮合環を形成する場合、（ｂ）単結合で直結する
場合および（ｃ）連結基を介して結合する場合に分類できる（芳香族環のため、スピロ結
合は形成できない）。結合関係は、（ａ）～（ｃ）のいずれでもよい。
【０１９０】
　（ａ）の縮合環（二つ以上の芳香族環の縮合環）の例には、インデン環、ナフタレン環
、アズレン環、フルオレン環、フェナントレン環、アントラセン環、アセナフチレン環、
ビフェニレン環、ナフタセン環、ピレン環、インドール環、イソインドール環、ベンゾフ
ラン環、ベンゾチオフェン環、インドリジン環、ベンゾオキサゾール環、ベンゾチアゾー
ル環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾトリアゾール環、プリン環、インダゾール環、クロ
メン環、キノリン環、イソキノリン環、キノリジン環、キナゾリン環、シンノリン環、キ
ノキサリン環、フタラジン環、プテリジン環、カルバゾール環、アクリジン環、フェナン
トリジン環、キサンテン環、フェナジン環、フェノチアジン環、フェノキサチイン環、フ
ェノキサジン環およびチアントレン環が含まれる。ナフタレン環、アズレン環、インドー
ル環、ベンゾオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾトリ
アゾール環およびキノリン環が好ましい。
【０１９１】
　（ｂ）の単結合は、二つの芳香族環の炭素原子間の結合であることが好ましい。二以上
の単結合で二つの芳香族環を結合して、二つの芳香族環の間に脂肪族環または非芳香族性
複素環を形成してもよい。
【０１９２】
　（ｃ）の連結基も、二つの芳香族環の炭素原子と結合することが好ましい。連結基は、
アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、－ＣＯ－、－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｓ－
またはそれらの組み合わせであることが好ましい。組み合わせからなる連結基の例を以下
に示す。なお、以下の連結基の例の左右の関係は、逆になってもよい。
　ｃ１：－ＣＯ－Ｏ－
　ｃ２：－ＣＯ－ＮＨ－
　ｃ３：－アルキレン－Ｏ－
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　ｃ４：－ＮＨ－ＣＯ－ＮＨ－
　ｃ５：－ＮＨ－ＣＯ－Ｏ－
　ｃ６：－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－
　ｃ７：－Ｏ－アルキレン－Ｏ－
　ｃ８：－ＣＯ－アルケニレン－
　ｃ９：－ＣＯ－アルケニレン－ＮＨ－
　ｃ１０：－ＣＯ－アルケニレン－Ｏ－
　ｃ１１：－アルキレン－ＣＯ－Ｏ－アルキレン－Ｏ－ＣＯ－アルキレン－
　ｃ１２：－Ｏ－アルキレン－ＣＯ－Ｏ－アルキレン－Ｏ－ＣＯ－アルキレン－Ｏ－
　ｃ１３：－Ｏ－ＣＯ－アルキレン－ＣＯ－Ｏ－
　ｃ１４：－ＮＨ－ＣＯ－アルケニレン－
　ｃ１５：－Ｏ－ＣＯ－アルケニレン－
【０１９３】
　芳香族環および連結基は、置換基を有していてもよい。
　置換基の例には、ハロゲン原子（Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ）、ヒドロキシル、カルボキシル
、シアノ、アミノ、ニトロ、スルホ、カルバモイル、スルファモイル、ウレイド、アルキ
ル基、アルケニル基、アルキニル基、脂肪族アシル基、脂肪族アシルオキシ基、アルコキ
シ基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アル
キルスルホニル基、脂肪族アミド基、脂肪族スルホンアミド基、脂肪族置換アミノ基、脂
肪族置換カルバモイル基、脂肪族置換スルファモイル基、脂肪族置換ウレイド基および非
芳香族性複素環基が含まれる。
【０１９４】
　アルキル基の炭素原子数は、１乃至８であることが好ましい。環状アルキル基よりも鎖
状アルキル基の方が好ましく、直鎖状アルキル基が特に好ましい。アルキル基は、さらに
置換基（例、ヒドロキシ、カルボキシ、アルコキシ基、アルキル置換アミノ基）を有して
いてもよい。アルキル基の（置換アルキル基を含む）例には、メチル、エチル、ｎ－ブチ
ル、ｎ－ヘキシル、２－ヒドロキシエチル、４－カルボキシブチル、２－メトキシエチル
および２－ジエチルアミノエチルが含まれる。
　アルケニル基の炭素原子数は、２乃至８であることが好ましい。環状アルケニル基より
も鎖状アルケニル基の方が好ましく、直鎖状アルケニル基が特に好ましい。アルケニル基
は、さらに置換基を有していてもよい。アルケニル基の例には、ビニル、アリルおよび１
－ヘキセニルが含まれる。
　アルキニル基の炭素原子数は、２乃至８であることが好ましい。環状アルキケニル基よ
りも鎖状アルキニル基の方が好ましく、直鎖状アルキニル基が特に好ましい。アルキニル
基は、さらに置換基を有していてもよい。アルキニル基の例には、エチニル、１－ブチニ
ルおよび１－ヘキシニルが含まれる。
【０１９５】
　脂肪族アシル基の炭素原子数は、１乃至１０であることが好ましい。脂肪族アシル基の
例には、アセチル、プロパノイルおよびブタノイルが含まれる。
　脂肪族アシルオキシ基の炭素原子数は、１乃至１０であることが好ましい。脂肪族アシ
ルオキシ基の例には、アセトキシが含まれる。
　アルコキシ基の炭素原子数は、１乃至８であることが好ましい。アルコキシ基は、さら
に置換基（例、アルコキシ基）を有していてもよい。アルコキシ基の（置換アルコキシ基
を含む）例には、メトキシ、エトキシ、ブトキシおよびメトキシエトキシが含まれる。
　アルコキシカルボニル基の炭素原子数は、２乃至１０であることが好ましい。アルコキ
シカルボニル基の例には、メトキシカルボニルおよびエトキシカルボニルが含まれる。
　アルコキシカルボニルアミノ基の炭素原子数は、２乃至１０であることが好ましい。ア
ルコキシカルボニルアミノ基の例には、メトキシカルボニルアミノおよびエトキシカルボ
ニルアミノが含まれる。
【０１９６】
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　アルキルチオ基の炭素原子数は、１乃至１２であることが好ましい。アルキルチオ基の
例には、メチルチオ、エチルチオおよびオクチルチオが含まれる。
　アルキルスルホニル基の炭素原子数は、１乃至８であることが好ましい。アルキルスル
ホニル基の例には、メタンスルホニルおよびエタンスルホニルが含まれる。
　脂肪族アミド基の炭素原子数は、１乃至１０であることが好ましい。脂肪族アミド基の
例には、アセトアミドが含まれる。
　脂肪族スルホンアミド基の炭素原子数は、１乃至８であることが好ましい。脂肪族スル
ホンアミド基の例には、メタンスルホンアミド、ブタンスルホンアミドおよびｎ－オクタ
ンスルホンアミドが含まれる。
　脂肪族置換アミノ基の炭素原子数は、１乃至１０であることが好ましい。脂肪族置換ア
ミノ基の例には、ジメチルアミノ、ジエチルアミノおよび２－カルボキシエチルアミノが
含まれる。
　脂肪族置換カルバモイル基の炭素原子数は、２乃至１０であることが好ましい。脂肪族
置換カルバモイル基の例には、メチルカルバモイルおよびジエチルカルバモイルが含まれ
る。
　脂肪族置換スルファモイル基の炭素原子数は、１乃至８であることが好ましい。脂肪族
置換スルファモイル基の例には、メチルスルファモイルおよびジエチルスルファモイルが
含まれる。
　脂肪族置換ウレイド基の炭素原子数は、２乃至１０であることが好ましい。脂肪族置換
ウレイド基の例には、メチルウレイドが含まれる。
　非芳香族性複素環基の例には、ピペリジノおよびモルホリノが含まれる。
　レタデーション上昇剤の分子量は、３００乃至８００であることが好ましい。
【０１９７】
　本発明では１，３，５－トリアジン環を用いた化合物の他に直線的な分子構造を有する
棒状化合物も好ましく用いることができる。「直線的な分子構造」とは、熱力学的に最も
安定な構造において棒状化合物の分子構造が直線的であることを意味する。熱力学的に最
も安定な構造は、結晶構造解析または分子軌道計算によって求めることができる。例えば
、分子軌道計算ソフト（例、ＷｉｎＭＯＰＡＣ２０００、富士通（株）製）を用いて分子
軌道計算を行い、化合物の生成熱が最も小さくなるような分子の構造を求めることができ
る。「分子構造が直線的である」とは、上記のように計算して求められる熱力学的に最も
安定な構造において、分子構造で主鎖の構成する角度が１４０度以上であることを意味す
る。
【０１９８】
　少なくとも二つの芳香族環を有する棒状化合物としては、下記一般式（１）で表される
化合物が好ましい。
　一般式（１）：Ａｒ1－Ｌ1－Ａｒ2

　上記一般式（１）において、Ａｒ1およびＡｒ2は、それぞれ独立に、芳香族基である。
【０１９９】
　本発明において、芳香族基は、アリール基（芳香族性炭化水素基）、置換アリール基、
芳香族性ヘテロ環基および置換芳香族性ヘテロ環基を含む。
　アリール基および置換アリール基の方が、芳香族性ヘテロ環基および置換芳香族性ヘテ
ロ環基よりも好ましい。芳香族性へテロ環基のヘテロ環は、一般には不飽和である。芳香
族性ヘテロ環は、５員環、６員環または７員環であることが好ましく、５員環または６員
環であることがさらに好ましい。芳香族性へテロ環は一般に最多の二重結合を有する。ヘ
テロ原子としては、窒素原子、酸素原子または硫黄原子が好ましく、窒素原子または硫黄
原子がさらに好ましい。芳香族基の芳香族環としては、ベンゼン環、フラン環、チオフェ
ン環、ピロール環、オキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、
ピリジン環、ピリミジン環およびピラジン環が好ましく、ベンゼン環が特に好ましい。
【０２００】
　置換アリール基および置換芳香族性ヘテロ環基の置換基の例には、ハロゲン原子（Ｆ、
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Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ）、ヒドロキシル、カルボキシル、シアノ、アミノ、アルキルアミノ基（
例、メチルアミノ、エチルアミノ、ブチルアミノ、ジメチルアミノ）、ニトロ、スルホ、
カルバモイル、アルキルカルバモイル基（例、Ｎ－メチルカルバモイル、Ｎ－エチルカル
バモイル、Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモイル）、スルファモイル、アルキルスルファモイル
基（例、Ｎ－メチルスルファモイル、Ｎ－エチルスルファモイル、Ｎ，Ｎ－ジメチルスル
ファモイル）、ウレイド、アルキルウレイド基（例、Ｎ－メチルウレイド、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルウレイド、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルウレイド）、アルキル基（例、メチル、エチル、
プロピル、ブチル、ペンチル、ヘプチル、オクチル、イソプロピル、ｓ－ブチル、ｔ－ア
ミル、シクロヘキシル、シクロペンチル）、アルケニル基（例、ビニル、アリル、ヘキセ
ニル）、アルキニル基（例、エチニル、ブチニル）、アシル基（例、ホルミル、アセチル
、ブチリル、ヘキサノイル、ラウリル）、アシルオキシ基（例、アセトキシ、ブチリルオ
キシ、ヘキサノイルオキシ、ラウリルオキシ）、アルコキシ基（例、メトキシ、エトキシ
、プロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ）、アリー
ルオキシ基（例、フェノキシ）、アルコキシカルボニル基（例、メトキシカルボニル、エ
トキシカルボニル、プロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル、ペンチルオキシカルボ
ニル、ヘプチルオキシカルボニル）、アリールオキシカルボニル基（例、フェノキシカル
ボニル）、アルコキシカルボニルアミノ基（例、ブトキシカルボニルアミノ、ヘキシルオ
キシカルボニルアミノ）、アルキルチオ基（例、メチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ
、ブチルチオ、ペンチルチオ、ヘプチルチオ、オクチルチオ）、アリールチオ基（例、フ
ェニルチオ）、アルキルスルホニル基（例、メチルスルホニル、エチルスルホニル、プロ
ピルスルホニル、ブチルスルホニル、ペンチルスルホニル、ヘプチルスルホニル、オクチ
ルスルホニル）、アミド基（例、アセトアミド、ブチルアミド基、ヘキシルアミド、ラウ
リルアミド）および非芳香族性複素環基（例、モルホリル、ピラジニル）が含まれる。
【０２０１】
　置換アリール基および置換芳香族性ヘテロ環基の置換基としては、ハロゲン原子、シア
ノ、カルボキシル、ヒドロキシル、アミノ、アルキル置換アミノ基、アシル基、アシルオ
キシ基、アミド基、アルコキシカルボニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基およびアル
キル基が好ましい。
　アルキルアミノ基、アルコキシカルボニル基、アルコキシ基およびアルキルチオ基のア
ルキル部分とアルキル基とは、さらに置換基を有していてもよい。アルキル部分およびア
ルキル基の置換基の例には、ハロゲン原子、ヒドロキシル、カルボキシル、シアノ、アミ
ノ、アルキルアミノ基、ニトロ、スルホ、カルバモイル、アルキルカルバモイル基、スル
ファモイル、アルキルスルファモイル基、ウレイド、アルキルウレイド基、アルケニル基
、アルキニル基、アシル基、アシルオキシ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルコ
キシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニルアミノ基、アル
キルチオ基、アリールチオ基、アルキルスルホニル基、アミド基および非芳香族性複素環
基が含まれる。アルキル部分およびアルキル基の置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロ
キシル、アミノ、アルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、アル
コキシカルボニル基およびアルコキシ基が好ましい。
【０２０２】
　一般式（１）において、Ｌ1は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、－
Ｏ－、－ＣＯ－およびそれらの組み合わせからなる基から選ばれる二価の連結基である。
　アルキレン基は、環状構造を有していてもよい。環状アルキレン基としては、シクロヘ
キシレンが好ましく、１，４－シクロへキシレンが特に好ましい。鎖状アルキレン基とし
ては、直鎖状アルキレン基の方が分岐を有するアルキレン基よりも好ましい。
　アルキレン基の炭素原子数は、１乃至２０であることが好ましく、より好ましくは１乃
至１５であり、さらに好ましくは１乃至１０であり、さらに好ましくは１乃至８であり、
最も好ましくは１乃至６である。
【０２０３】
　アルケニレン基およびアルキニレン基は、環状構造よりも鎖状構造を有することが好ま
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しく、分岐を有する鎖状構造よりも直鎖状構造を有することがさらに好ましい。
　アルケニレン基およびアルキニレン基の炭素原子数は、好ましくは２乃至１０であり、
より好ましくは２乃至８であり、さらに好ましくは２乃至６であり、さらに好ましくは２
乃至４であり、最も好ましくは２（ビニレンまたはエチニレン）である。
　アリーレン基は、炭素原子数は６乃至２０であることが好ましく、より好ましくは６乃
至１６であり、さらに好ましくは６乃至１２である。
【０２０４】
　一般式（１）の分子構造において、Ｌ1を挟んで、Ａｒ1とＡｒ2とが形成する角度は、
１４０度以上であることが好ましい。
　棒状化合物としては、下記式一般式（２）で表される化合物がさらに好ましい。
　一般式（２）：Ａｒ1－Ｌ2－Ｘ－Ｌ3－Ａｒ2

　上記一般式（２）において、Ａｒ1およびＡｒ2は、それぞれ独立に、芳香族基である。
芳香族基の定義および例は、一般式（Ｉ）のＡｒ1およびＡｒ2と同様である。
【０２０５】
　一般式（２）において、Ｌ2およびＬ3は、それぞれ独立に、アルキレン基、－Ｏ－、－
ＣＯ－およびそれらの組み合わせからなる基より選ばれる二価の連結基である。
　アルキレン基は、環状構造よりも鎖状構造を有することが好ましく、分岐を有する鎖状
構造よりも直鎖状構造を有することがさらに好ましい。
　アルキレン基の炭素原子数は、１乃至１０であることが好ましく、より好ましくは１乃
至８であり、さらに好ましくは１乃至６であり、さらにまた好ましくは１乃至４であり、
１または２（メチレンまたはエチレン）であることが最も好ましい。
　Ｌ2およびＬ3は、－Ｏ－ＣＯ－または－ＣＯ－Ｏ－であることが特に好ましい。
【０２０６】
　一般式（２）において、Ｘは、１，４－シクロへキシレン、ビニレンまたはエチニレン
である。
　以下に、一般式（１）で表される化合物の具体例を示す。
【０２０７】
【化４１】

 
【０２０８】
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【０２０９】
【化４３】

 
【０２１０】
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【化４４】

 
【０２１１】
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【０２１２】
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【化４６】

 
【０２１３】
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【化４７】

 
【０２１４】
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【化４８】

 
【０２１５】
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【０２１６】
　具体例（１）～（３４）、（４１）、（４２）は、シクロヘキサン環の１位と４位とに
二つの不斉炭素原子を有する。ただし、具体例（１）、（４）～（３４）、（４１）、（
４２）は、対称なメソ型の分子構造を有するため光学異性体（光学活性）はなく、幾何異
性体（トランス型とシス型）のみ存在する。具体例（１）のトランス型（１－ｔｒａｎｓ
）とシス型（１－ｃｉｓ）とを、以下に示す。
【０２１７】
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【化５０】

 
【０２１８】
　前述したように、棒状化合物は直線的な分子構造を有することが好ましい。そのため、
トランス型の方がシス型よりも好ましい。
　具体例（２）および（３）は、幾何異性体に加えて光学異性体（合計４種の異性体）を
有する。幾何異性体については、同様にトランス型の方がシス型よりも好ましい。光学異
性体については、特に優劣はなく、Ｄ、Ｌあるいはラセミ体のいずれでもよい。
　具体例（４３）～（４５）では、中心のビニレン結合にトランス型とシス型とがある。
上記と同様の理由で、トランス型の方がシス型よりも好ましい。
【０２１９】
　その他、好ましい化合物を以下に示す。
【０２２０】



(70) JP 4900963 B2 2012.3.21

10

20

30

40

【化５１】

 
【０２２１】
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【化５２】

 
【０２２２】
　溶液の紫外線吸収スペクトルにおいて最大吸収波長（λｍａｘ）が２５０ｎｍより短波
長である棒状化合物を、二種類以上併用してもよい。
　棒状化合物は、文献記載の方法を参照して合成できる。文献としては、Ｍｏｌ．Ｃｒｙ
ｓｔ．Ｌｉｑ．Ｃｒｙｓｔ．，５３巻、２２９ページ（１９７９年）、同８９巻、９３ペ
ージ（１９８２年）、同１４５巻、１１１ページ（１９８７年）、同１７０巻、４３ペー
ジ（１９８９年）、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１１３巻、１３４９ページ（１９９
１年）、同１１８巻、５３４６ページ（１９９６年）、同９２巻、１５８２ページ（１９
７０年）、Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，４０巻、４２０ページ（１９７５年）、Ｔｅｔｒａ
ｈｅｄｒｏｎ、４８巻１６号、３４３７ページ（１９９２年）を挙げることができる。
　レタデーション発現剤の添加量は、ポリマーの量の０．１乃至３０質量％であることが
好ましく、０．５乃至２０質量％であることがさらに好ましい。
【０２２３】
　芳香族化合物は、セルロースアシレート１００質量部に対して、０．０１乃至２０質量
部の範囲で使用する。芳香族化合物は、セルロースアシレート１００質量部に対して、０
．０５乃至１５質量部の範囲で使用することが好ましく、０．１乃至１０質量部の範囲で
使用することがさらに好ましい。二種類以上の化合物を併用してもよい。
【０２２４】
　セルロースアシレートフィルムには、表面処理を施すことが好ましい。表面処理には、
コロナ放電処理、グロー放電処理、火炎処理、酸処理、アルカリ鹸化処理および紫外線照
射処理が含まれる。表面処理は、発明協会公開技報公技番号２００１－１７４５号の３０
頁～３２頁に記載がある。
【０２２５】
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　アルカリ鹸化処理は、セルロースアシレートフィルムを鹸化液中に浸漬するか、鹸化液
をセルロースアシレートフィルムに塗布することにより実施する。塗布による方法が好ま
しい。塗布方法には、ディップコーティング法、カーテンコーティング法、エクストルー
ジョンコーティング法、バーコーティング法、Ｅ型塗布法がある。アルカリは、アルカリ
金属（例、カリウム、ナトリウム）の水酸化物が好ましい。すなわち、アルカリ処理液は
、アルカリ金属の水酸化物の溶液であることが好ましい。溶液中の水酸化イオンの濃度は
、０．１～３．０ｍｏｌ／Ｌであることが好ましい。アルカリ処理液には、フィルムに対
する濡れ性が良好な溶媒、界面活性剤、湿潤剤（例、ジオール、グリセリン）を添加し、
アルカリ処理液の第２光学異方性層に対する濡れ性や処理液の安定性を改善できる。フィ
ルムに対する濡れ性が良好な溶媒は、アルコール（例、イソプロピルアルコール、ｎ－ブ
タノール、メタノール、エタノール）が好ましい。アルカリ処理液の添加剤は、特開２０
０２－８２２２６号公報、国際公開第０２／４６８０９号パンフレットに記載がある。
【０２２６】
　表面処理に代えて、または表面処理に加えて、下塗り層（特開平７－３３３４３３号公
報記載）を設けてもよい。複数の下塗り層を設けてもよい。例えば、疎水性基と親水性基
との両方を含有するポリマー層を第１下塗り層として設け、その上に配向膜とよく密着す
る親水性のポリマー層を第２下塗り層として設けること（特開平１１－２４８９４０号公
報記載）もできる。
【０２２７】
（配向膜）
　配向膜は、有機化合物（好ましくはポリマー）のラビング処理、無機化合物の斜方蒸着
、マイクログルーブを有する層の形成、あるいはラングミュア・ブロジェット法（ＬＢ膜
）による有機化合物（例、ω－トリコサン酸、ジオクタデシルメチルアンモニウムクロラ
イド、ステアリル酸メチル）の累積のような手段で設けることができる。さらに、電場の
付与、磁場の付与あるいは光照射により、配向機能が生じる配向膜も知られている。
【０２２８】
　配向膜は、ポリマーのラビング処理により形成することが好ましい。配向膜に使用する
ポリマーは、原則として、液晶性分子を配向させる機能のある分子構造を有する。配向膜
に用いるポリマーには、液晶性分子を配向させる機能に加えて、液晶性分子の配向を固定
する機能を有することが好ましい。例えば、架橋性官能基（例、二重結合）を有する側鎖
をポリマーの主鎖に結合させるか、あるいは、液晶性分子を配向させる機能を有する架橋
性官能基をポリマーの側鎖に導入することが好ましい。配向膜に使用されるポリマーは、
それ自体架橋可能であるか、あるいは架橋剤の使用により架橋可能になることが好ましい
。架橋可能なポリマーは、特開平８－３３８９１３号公報の段落番号００２２に記載があ
る。架橋可能なポリマーの例には、ポリメタクリレート、ポリスチレン、ポリオレフィン
、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、ポリ（Ｎ－メチロールアクリルア
ミド）、ポリエステル、ポリイミド、ポリ酢酸ビニル、カルボキシメチルセルロース、ポ
リカーボネートおよびこれらの共重合体が含まれる。シランカップリング剤をポリマーと
して用いることもできる。水溶性ポリマー（例、ポリ（Ｎ－メチロールアクリルアミド）
、カルボキシメチルセルロース、ゼラチン、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアル
コール）が好ましく、ゼラチン、ポリビニルアルコールおよび変性ポリビニルアルコール
がさらに好ましく、ポリビニルアルコールおよび変性ポリビニルアルコールが最も好まし
い。重合度が異なるポリビニルアルコールまたは変性ポリビニルアルコールを２種類以上
併用することが特に好ましい。
【０２２９】
　ポリビニルアルコールの鹸化度は、７０～１００％が好ましく、８０～１００％がさら
に好ましい。ポリビニルアルコールの重合度は、１００～５０００であることが好ましい
。液晶性分子を配向させる機能を有する側鎖は、一般に疎水性基を官能基として有する。
具体的な官能基の種類は、液晶性分子の種類および必要とする配向状態に応じて決定する
。変性ポリビニルアルコールの変性基は、共重合変性、連鎖移動変性またはブロック重合
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変性により導入できる。変性基の例は、親水性基（例、カルボン酸基、スルホン酸基、ホ
スホン酸基、アミノ、アンモニオ、アミド、チオール）、炭素原子数１０～１００の炭化
水素基、フッ素原子置換の炭化水素基、アルキルチオ基、重合性基（例、不飽和重合性基
、エポキシ基、アジリニジル基）、アルコキシシリル基（トリアルコキシシリル、ジアル
コキシシリル、モノアルコキシシリル）を含む。変性ポリビニルアルコールは、特開２０
００－１５５２１６号、同２００２－６２４２６号の各公報に記載がある。
【０２３０】
　架橋性官能基を有する側鎖を配向膜ポリマーの主鎖に結合させるか、あるいは、液晶性
分子を配向させる機能を有する側鎖に架橋性官能基を導入すると、配向膜のポリマーと第
１光学異方性層に含まれる多官能モノマーとを共重合させることができる。その結果、多
官能モノマーと多官能モノマーとの間だけではなく、配向膜ポリマーと配向膜ポリマーと
の間、そして多官能モノマーと配向膜ポリマーとの間も共有結合で強固に結合される。従
って、架橋性官能基を配向膜ポリマーに導入することで、光学補償シートの強度を著しく
改善することができる。配向膜ポリマーの架橋性官能基は、多官能モノマーと同様に、重
合性基が好ましい架橋性官能基は、特開２０００－１５５２１６号公報の段落番号００８
０～０１００に記載がある。
【０２３１】
　配向膜ポリマーは、架橋性官能基とは別に、架橋剤を用いて架橋させることもできる。
架橋剤は、アルデヒド、Ｎ－メチロール化合物、ジオキサン誘導体、カルボキシル基を活
性化することにより作用する化合物、活性ビニル化合物、活性ハロゲン化合物、イソオキ
サゾールおよびジアルデヒド澱粉を含む。二種類以上の架橋剤を併用してもよい。架橋剤
は、特開２００２－６２４２６号公報に記載がある。反応活性の高いアルデヒド、特にグ
ルタルアルデヒドが好ましい。架橋剤の添加量は、ポリマーに対して０．１～２０質量％
が好ましく、０．５～１５質量％がさらに好ましい。配向膜に残存する未反応の架橋剤の
量は、１．０質量％以下であることが好ましく、０．５質量％以下であることがさらに好
ましい。架橋剤の残留量を削減することで、液晶表示装置を長期使用する場合、あるいは
液晶表示装置を高温高湿の雰囲気下に長期間放置する場合でも、レチキュレーション発生
のない充分な耐久性が得られる。
【０２３２】
　配向膜は、上記ポリマーおよび架橋剤を含む塗布液を、第２光学異方性層上に塗布した
後、加熱乾燥し（架橋させ）、ラビング処理することにより形成できる。架橋反応は、第
２光学異方性層上に塗布した後に行なう。ポリビニルアルコールのような水溶性ポリマー
を配向膜形成材料として用いる場合には、塗布液は消泡作用のある有機溶媒（例、メタノ
ール）と水の混合溶媒とすることが好ましい。水とメタノールの混合溶媒の場合、溶媒全
体に対してメタノールが１質量％以上含まれることが好ましく、９質量％以上含まれるこ
とがさらに好ましい。有機溶媒を加えることで、泡の発生が抑えられ、配向膜および第１
光学異方性層の表面の欠陥が著しく減少する。
【０２３３】
　配向膜の塗布方法は、スピンコーティング法、ディップコーティング法、カーテンコー
ティング法、エクストルージョンコーティング法、ロッドコーティング法またはロールコ
ーティング法が好ましい。特にロッドコーティング法が好ましい。乾燥後の膜厚は０．１
～１０μｍが好ましい。加熱乾燥は、２０～１１０℃で行うことができる。充分な架橋を
形成するためには６０～１００℃が好ましく、８０～１００℃がさらに好ましい。乾燥時
間は１分～３６時間で行うことができる。好ましくは１～３０分である。ｐＨは、使用す
る架橋剤に最適な値に設定することが好ましい。グルタルアルデヒドを使用する場合、好
ましいｐＨは４．５～５．５である。
【０２３４】
　配向膜は、表面をラビング処理することにより得ることができる。ラビング処理は、Ｌ
ＣＤの液晶配向処理工程として広く採用されている処理方法と同様である。すなわち、配
向膜の表面を、紙やガーゼ、フェルト、ゴムあるいはナイロン、ポリエステル繊維を用い
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て一定方向に擦ることにより、配向を得る。一般には、長さおよび太さが均一な繊維を平
均的に植毛した布を用いて、数回程度ラビングを行う。
【０２３５】
（偏光板）
　第２光学異方性層と第１光学異方性層は、偏光膜と貼り合せて偏光板として使用する。
偏光膜は、配向型偏光膜または塗布型偏光膜（Optiva Inc.製）を含む。配向型偏光膜は
、バインダーとヨウ素もしくは二色性色素とからなる。ヨウ素および二色性色素は、バイ
ンダー中で配向することで偏光性能を発現する。ヨウ素および二色性色素は、バインダー
分子に沿って配向するか、もしくは二色性色素が液晶のような自己組織化により一方向に
配向することが好ましい。市販の配向型偏光膜は、延伸したポリマーを、浴槽中のヨウ素
もしくは二色性色素の溶液に浸漬し、バインダー中にヨウ素、もしくは二色性色素をバイ
ンダー中に浸透させることで作製されている。また、市販の偏光膜は、ポリマー表面から
４μｍ程度（両側合わせて８μｍ程度）にヨウ素もしくは二色性色素が分布しており、充
分な偏光性能を得るためには、少なくとも１０μｍの厚みが必要である。浸透度は、ヨウ
素もしくは二色性色素の溶液濃度、浴槽温度および浸漬時間により制御することができる
。偏光膜の厚みは、現在市販の偏光板（約３０μｍ）以下であることが好ましく、２５μ
ｍ以下がさらに好ましく、２０μｍ以下が最も好ましい。２０μｍ以下であると、光漏れ
現象が、１７インチの液晶表示装置では観察されなくなる。
【０２３６】
　偏光膜のバインダーは架橋していてもよい。偏光膜のバインダーとして、それ自体架橋
可能なポリマーを用いてもよい。官能基を有するポリマー、またはポリマーに官能基を導
入して得られたポリマーに、光、熱あるいはｐＨ変化を与えて、官能基を反応させてポリ
マー間を架橋させ、偏光膜を形成することができる。また、架橋剤によりポリマーに架橋
構造を導入してもよい。反応活性の高い化合物である架橋剤を用いてバインダー間に架橋
剤に由来する結合基を導入して、バインダー間を架橋することにより形成することができ
る。架橋は一般に、架橋可能なポリマーまたはポリマーと架橋剤との混合物を含む塗布液
を、透明支持体上に塗布した後、加熱することにより実施できる。最終商品の段階で耐
久性が確保できればよいため、架橋させる処理は、最終の偏光板を得るまでのいずれの段
階で行なってもよい。
【０２３７】
　偏光膜のバインダーとして、それ自体架橋可能なポリマーあるいは架橋剤により架橋さ
れるポリマーを使用できる。ポリマーの例には、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリ
ル酸、ポリメタクリル酸、ポリスチレン、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコ
ール、ポリ（Ｎ－メチロールアクリルアミド）、ポリビニルトルエン、クロロスルホン化
ポリエチレン、ニトロセルロース、塩素化ポリオレフィン（例、ポリ塩化ビニル）、ポリ
エステル、ポリイミド、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレン、カルボキシメチルセルロース、
ポリプロピレン、ポリカーボネートおよびそれらのコポリマー（例、アクリル酸／メタク
リル酸共重合体、スチレン／マレインイミド共重合体、スチレン／ビニルトルエン共重合
体、酢酸ビニル／塩化ビニル共重合体、エチレン／酢酸ビニル共重合体）が含まれる。シ
ランカップリング剤をポリマーとして用いてもよい。水溶性ポリマー（例、ポリ（Ｎ－メ
チロールアクリルアミド）、カルボキシメチルセルロース、ゼラチン、ポリビニルアルコ
ールおよび変性ポリビニルアルコール）が好ましく、ゼラチン、ポリビニルアルコールお
よび変性ポリビニルアルコールがさらに好ましく、ポリビニルアルコールおよび変性ポリ
ビニルアルコールが最も好ましい。
【０２３８】
　ポリビニルアルコールおよび変性ポリビニルアルコールのケン化度は、７０～１００％
が好ましく、８０～１００％がさらに好ましく、９５～１００％が最も好ましい。ポリビ
ニルアルコールの重合度は、１００～５０００が好ましい。変性ポリビニルアルコールは
、ポリビニルアルコールに対して、共重合変性、連鎖移動変性あるいはブロック重合変性
により変性基を導入して得られる。共重合で導入する変性基の例は、－ＣＯＯＮａ、－Ｓ
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ｉ（ＯＸ）3（Ｘは、水素原子またはアルキル基）、－Ｎ（ＣＨ3）3・Ｃｌ、－Ｃ9Ｈ19、
－ＣＯＯ、－ＳＯ3Ｎａ、－Ｃ12Ｈ25を含む。連鎖移動で導入する変性基の例は、－ＣＯ
ＯＮａ、－ＳＨ、－ＳＣ12Ｈ25を含む。変性ポリビニルアルコールの重合度は、１００～
３０００が好ましい。変性ポリビニルアルコールについては、特開平８－３３８９１３号
、同９－１５２５０９号および同９－３１６１２７号の各公報に記載がある。ケン化度が
８５～９５％の未変性ポリビニルアルコールおよびアルキルチオ変性ポリビニルアルコー
ルが特に好ましい。ポリビニルアルコールおよび変性ポリビニルアルコールは、二種以上
を併用してもよい。
【０２３９】
　架橋剤については、米国再発行特許第２３２９７号明細書に記載がある。ホウ素化合物
（例、ホウ酸、硼砂）も、架橋剤として用いることができる。バインダーの架橋剤は、多
く添加すると、偏光膜の耐湿熱性を向上させることができる。ただし、バインダーに対し
て架橋剤を５０質量％以上添加すると、ヨウ素、もしくは二色性色素の配向性が低下する
。架橋剤の添加量は、バインダーに対して、０．１～２０質量％が好ましく、０．５～１
５質量％がさらに好ましい。バインダーは、架橋反応が終了した後でも、反応しなかった
架橋剤をある程度含んでいる。ただし、残存する架橋剤の量は、バインダー中に１．０質
量％以下であることが好ましく、０．５質量％以下であることがさらに好ましい。バイン
ダー中に１．０質量％を超える量で架橋剤が含まれていると、耐久性に問題が生じる場合
がある。すなわち、架橋剤の残留量が多い偏光膜を液晶表示装置に組み込み、長期使用、
あるいは高温高湿の雰囲気下に長期間放置した場合に、偏光度の低下が生じることがある
。
【０２４０】
　二色性色素は、アゾ系色素、スチルベン系色素、ピラゾロン系色素、トリフェニルメタ
ン系色素、キノリン系色素、オキサジン系色素、チアジン系色素あるいはアントラキノン
系色素を含む。二色性色素は、水溶性であることが好ましい。二色性色素は、親水性置換
基（例、スルホ、アミノ、ヒドロキシル）を有することが好ましい。二色性色素の例には
、Ｃ．Ｉ．ダイレクト・イエロー１２、Ｃ．Ｉ．ダイレクト・オレンジ３９、Ｃ．Ｉ．ダ
イレクト・オレンジ７２、Ｃ．Ｉ．ダイレクト・レッド３９、Ｃ．Ｉ．ダイレクト・レッ
ド７９、Ｃ．Ｉ．ダイレクト・レッド８１、Ｃ．Ｉ．ダイレクト・レッド８３、Ｃ．Ｉ．
ダイレクト・レッド８９、Ｃ．Ｉ．ダイレクト・バイオレット４８、Ｃ．Ｉ．ダイレクト
・ブルー６７、Ｃ．Ｉ．ダイレクト・ブルー９０、Ｃ．Ｉ．ダイレクト・グリーン５９、
Ｃ．Ｉ．アシッド・レッド３７が含まれる。二色性色素については、特開平１－１６１２
０２号、同１－１７２９０６号、同１－１７２９０７号、同１－１８３６０２号、同１－
２４８１０５号、同１－２６５２０５号、同７－２６１０２４号の各公報に記載がある。
【０２４１】
　二色性色素は、遊離酸または塩（例、アルカリ金属塩、アンモニウム塩もしくはアミン
塩）として用いられる。二種類以上の二色性色素を配合することにより、各種の色相を有
する偏光膜を製造することができる。偏光軸を直交させた時に黒色を呈する化合物（色素
）を用いた偏光膜、あるいは黒色を呈するように各種の二色性分子を配合した偏光膜は、
単板透過率および偏光率が優れている。
【０２４２】
　偏光膜は、バインダーを偏光膜の長手方向（ＭＤ方向）に対して延伸する（延伸法）。
あるいは、ラビングした後に、ヨウ素、二色性染料で染色する（ラビング法）。延伸法の
場合、延伸倍率は２．５～３０．０倍が好ましく、３．０～１０．０倍がさらに好ましい
。延伸は、空気中でのドライ延伸で実施できる。また、水に浸漬した状態でのウェット延
伸を実施してもよい。ドライ延伸の延伸倍率は、２．５～５．０倍が好ましく、ウェット
延伸の延伸倍率は、３．０～１０．０倍が好ましい。延伸工程は、数回に分けて行っても
よい。数回に分けることによって、高倍率延伸でもより均一に延伸することができる。延
伸前に、横あるいは縦に若干の延伸（幅方向の収縮を防止する程度）を行ってもよい。
【０２４３】
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　歩留まりの観点から、長手方向に対して１０～８０°傾斜して延伸することが好ましい
。その場合は、延伸は、二軸延伸におけるテンター延伸を左右異なる工程で行うことによ
って実施できる。上記二軸延伸は、通常のフィルム製膜において行われている延伸方法と
同様である。二軸延伸では、左右異なる速度によって延伸されるため、延伸前のバインダ
ーフィルムの厚みが左右で異なるようにする必要がある。流延製膜では、ダイにテーパー
を付けることにより、バインダー溶液の流量に左右の差をつけることができる。傾斜角度
は、液晶表示装置を構成する液晶セルの両側に貼り合わされる２枚の偏光板の透過軸と液
晶セルの縦または横方向のなす角度にあわせるように延伸することが好ましい。通常の傾
斜角度は４５°である。しかし、最近は、透過型、反射型および半透過型液晶表示装置に
おいて必ずしも４５°でない装置が開発されており、延伸方向は液晶表示装置の設計にあ
わせて任意に調整できることが好ましい。
　以上のように、偏光膜のＭＤ方向に対して１０～８０度斜め延伸されたバインダーフィ
ルムが製造される。
【０２４４】
　ラビング法では、液晶表示装置の液晶配向処理工程として広く採用されているラビング
処理方法を応用することができる。すなわち、膜の表面を、紙やガーゼ、フェルト、ゴム
あるいはナイロン、ポリエステル繊維を用いて一定方向に擦ることにより配向を得る。一
般には、長さおよび太さが均一な繊維を平均的に植毛した布を用いて数回程度ラビングを
行うことにより実施される。ロール自身の真円度、円筒度、振れ（偏芯）がいずれも３０
μｍ以下であるラビングロールを用いて実施することが好ましい。ラビングロールへのフ
ィルムのラップ角度は、０．１～９０゜が好ましい。ただし、特開平８－１６０４３０号
公報に記載されているように、３６０°以上巻き付けることで、安定なラビング処理を得
ることもできる。長尺フィルムをラビング処理する場合は、フィルムを搬送装置により一
定張力の状態で１～１００ｍ／ｍｉｎの速度で搬送することが好ましい。ラビングロール
は、任意のラビング角度設定のためフィルム進行方向に対し水平方向に回転自在とされる
ことが好ましい。０～６０°の範囲で適切なラビング角度を選択することが好ましい。液
晶表示装置に使用する場合は、４０～５０°が好ましい。４５°が特に好ましい。
【０２４５】
　偏光膜の両面には、保護フィルムを配置するのが好ましく、一方の面の保護フィルムと
して、ロール状光学補償シートの一部を用いるのが好ましい。例えば、保護フィルム／偏
光膜／第２光学異方性層／第１光学異方性層、または保護フィルム／偏光膜／第２光学異
方性層／配向膜／第１光学異方性層の順に積層された積層体が好ましい。偏光膜と第１光
学異方性層の表面側とを貼りあわせてもよい。貼り合せには接着剤を用いることができる
。ポリビニルアルコール系樹脂（アセトアセチル基、スルホン酸基、カルボキシル基、オ
キシアルキレン基による変性ポリビニルアルコールを含む）やホウ素化合物水溶液を接着
剤として用いることができる。ポリビニルアルコール系樹脂が好ましい。接着剤層の厚み
は、乾燥後に０．０１～１０μｍの範囲が好ましく、０．０５～５μｍの範囲がさらに好
ましい。偏光板の表面には、光拡散フィルムまたは防眩性フィルムを貼り合わせてもよい
。
【０２４６】
（光拡散または防眩性フィルム）
　図４は、光拡散フィルムの代表的な形態を示す断面模式図である。
　図４に示す光拡散フィルム（１）は、透明基材フィルム（２）と、透光性樹脂（４０）
中に、例えば、第１の透光性微粒子（４１）及び第２の透光性微粒子（４２）とを含む光
拡散層（３）とを積層してなる。ここでは２種類の（屈折率が異なり）二つの粒径分布の
ピークを有する透光性微粒子にて説明を行なうが、同じ種類で（屈折率が同じで）二つの
粒径分布線のピークを有する透光性微粒子を用いてもよいし、一種類の透光性微粒子を用
いてもよい。
【０２４７】
　第１の透光性微粒子（４１）は、透光性樹脂、例えばシリカ微粒子（平均粒子径１．０
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μｍ、屈折率１．５１）から構成され、第２の透光性微粒子（４２）は、透光性樹脂、例
えばスチレンビーズ（平均粒子径３．５μｍ、屈折率１．６１）から構成されている。光
拡散機能は、透光性微粒子（４１及び４２）と透光性樹脂（４０）との屈折率の差によっ
て得られる。屈折率の差は、０．０２以上、０．１５以下であることが好ましい。屈折率
差が０．０２未満であると、光拡散効果を得られない場合がある。屈折率差が０．１５よ
りも大きい場合は、光拡散性が高すぎて、フィルム全体が白化する場合がある。屈折率差
は、０．０３以上、０．１３以下がより好ましく、０．０４以上、０．１０以下が最も良
い。
【０２４８】
　偏光膜を液晶表示装置に用いる場合、視認側表面に反射防止層を設置するのが好ましい
。反射防止層を偏光膜の視認側の保護層と兼用してもよい。液晶表示装置の視角による色
味変化抑制の観点から、反射防止層の内部ヘイズを５０％以上にすることが好ましい。反
射防止層は、特開２００１－３３７８３号、同２００１－３４３６４６号および同２００
２－３２８２２８号の各公報に記載がある。
【０２４９】
（ＯＣＢモード液晶表示装置）
　ＯＣＢモードの液晶セルは、棒状液晶性分子を液晶セルの上部と下部とで実質的に逆の
方向に（対称的に）配向させるベンド配向モードの液晶セルである。ベンド配向モードの
液晶セルを用いた液晶表示装置は、米国特許第４５８３８２５号、同５４１０４２２号の
各明細書に開示されている。棒状液晶性分子が液晶セルの上部と下部とで対称的に配向し
ているため、ベンド配向モードの液晶セルは、自己光学補償機能を有する。そのため、こ
の液晶モードは、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｏｒｙ　Ｂｅｎｄ）
液晶モードとも呼ばれる。ＯＣＢモードの液晶セルもＴＮモード同様、黒表示においては
、液晶セル中の配向状態は、セル中央部で棒状液晶性分子が立ち上がり、セルの基板近傍
では棒状液晶性分子が寝た配向状態にある。液晶セルのΔｎ×ｄの値は、５０～１０００
ｎｍであることが好ましく、５００～１０００ｎｍであることがさらに好ましい。
【０２５０】
　液晶表示装置の色味は本発明中ではＣＩＥ１９７６（ｕ’ｖ’）色度図上で評価を行っ
た。具体的には分光輝度計（ＴＯＰＣＯＮ製ＳＲ－３）を用いて黒状態での色味測定を行
い、内部での演算によりｕ’ｖ’を算出する。一般的な偏光板による黒状態を評価すると
青みを表すｖ’は０．４５付近であり、液晶表示装置の黒表示時のｖ’がこの値に近づく
ほど黒表示に問題がないといえる。
【０２５１】
＜第３の態様＞
　第３の態様を図面を用いて説明する。
　図５に、本発明の液晶表示装置の構成例の模式図を示す。図５に示すＯＣＢモードの液
晶表示装置は、電圧印加時、即ち黒表示時に、液晶が基板面に対してベンド配向する液晶
層５６とそれを挟む液晶セル上電極基板５５および液晶セル下電極基板５７からなる液晶
セルを有する。液晶セルを挟持して上偏光膜５１および下偏光膜６１が配置されている。
上偏光膜５１および下偏光膜６１と液晶セルとの間には、上第１光学異方性層５４および
下第１光学異方性層５８、上第２光学異方性層５３および下第２光学異方性層５９、上第
３光学異方性層５２および下第３光学異方性層６０がそれぞれ配置されている。ここで、
３層の光学異方性層について積層順序について、特に制限はない。図５に示した順序、即
ち、（偏光膜）→第３光学異方性層→第２光学異方性層→第１光学異方性層→（液晶セル
）以外に、（偏光膜）→第２光学異方性層→第３光学異方性層→第１光学異方性層→（液
晶セル）の積層順序も可能である。なお、第１～３光学異方性層に加えて、さらに（第４
、第５の）光学異方性層を設けてもよい。
【０２５２】
　また、第１～第３光学異方性層を一体化した部材として液晶表示装置に組み込んでもよ
いし、それぞれ個別の部材として組み込むこともできる。また、第１～第３光学異方性層
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を２以上組み合わせて一体化した部材を作製し、該部材を液晶表示装置に組み込んでもよ
い。また、第１～第３光学異方性層は、液晶セルと表示面側の偏光膜との間に配置されて
いても、液晶セルとバックライド側の偏光膜との間に配置されていてもよい。また、第１
～第３光学異方性層のうちいくつかの光学異方性層を表示面側に、いくつかの光学異方性
層をバックライト側に配置してもよい。かかる場合は、第１光学異方性層、第２光学異方
性層の組み合わせを一方の側に、液晶セルを挟んで反対側に、第１’光学異方性層、第３
光学異方性層を配置するのが好ましい。
【０２５３】
　液晶セル上電極基板５５および液晶セル下電極基板５７は液晶面に配向処理が施してあ
り、配向制御方向（ラビング方向）を矢印で示している（５５ａ・５７ａ）。上第１光学
異方性層５４および下第１光学異方性層５８は円盤状化合物を配向させるために配向処理
が施してあり、ラビング方向を矢印で示している（５４ａ・５８ａ）。尚、図中の矢印の
うち、裏面の場合は破線矢印で示してある。
　上偏光膜５１および下偏光膜６１の上偏光膜透過軸５１ａおよび下偏光膜透過軸６１ａ
は、互いに直交にかつ液晶セル上電極基板５５および液晶セル下電極基板５７の配向制御
方向５５ａ・５７ａと４５度になるように配置される。
　上第１光学異方性層５４および下第１光学異方性層５８の配向制御方向５４ａ・５８ａ
は、液晶セル上電極基板５５および液晶セル下電極基板５７の配向制御方向５５ａ・５７
ａとアンチパラレルになるように、上偏光膜５１および下偏光膜６１の上偏光膜透過軸５
１ａおよび下偏光膜透過軸６１ａの方向と４５度になるように配置されている。
　上第２光学異方性層５３および下第２光学異方性層５９の遅相軸３ａ・９ａは、それぞ
れ上偏光膜５１および下偏光膜６１の透過軸１ａ・１１ａの方向と平行に、液晶セル上電
極基板５５および液晶セル下電極基板５７のラビング方向５ａおよび７ａと４５度になる
ように配置されている。
【０２５４】
　液晶セルは、液晶セル上電極基板５５および液晶セル下電極基板５７と、これらに挟持
される液晶分子から形成される液晶層５６からなる。液晶セル上電極基板５５および液晶
セル下電極基板５７の液晶分子に接触する表面（以下、「内面」という場合がある）には
、配向膜（不図示）が形成されていて、電圧無印加状態もしくは低印加状態における液晶
分子の配向がプレ傾斜角（プレチルト角）をもった平行方向に制御されている。また、液
晶セル上電極基板５５および液晶セル下電極基板５７の内面には、液晶分子からなる液晶
層に電圧を印加可能な透明電極（不図示）が形成されている。本発明では、液晶層の厚さ
ｄ（μｍ）と屈折率異方性Δｎとの積Δｎ・ｄは、０．１～１．５μｍとするのが好まし
く、さらに、０．２～１．５μｍとするのがより好ましく、０．２～１．２μｍとするの
がさらに好ましく、０．６～０．９μｍとするのがさらにより好ましい。これらの範囲で
は白電圧印加時における白表示輝度が高いことから、明るくコントラストの高い表示装置
が得られる。用いる液晶材料については特に制限されないが、上下液晶セル電極基板間に
電界が印加される態様では、電界方向に平行に液晶分子が応答するような、誘電率異方性
が正の液晶材料を使用する。
【０２５５】
　液晶セルをＯＣＢモードの液晶セルとする場合は、上下液晶セル電極基板間に、誘電異
方性が正で、Δｎ＝０．０８、Δε＝５程度のネマチック液晶材料などを用いることがで
きる。液晶層の厚さｄについては特に制限されないが、前記範囲の特性の液晶を用いる場
合、５μｍ程度に設定することができる。厚さｄと、白電圧印加時の屈折率異方性Δｎの
積Δｎ・ｄの大きさにより白表示時の明るさが変化するので、白電圧印加時において十分
な明るさを得るためには、無印加状態における液晶層のΔｎ・ｄは０．６～１．５μｍの
範囲になるように設定するのが好ましい。
【０２５６】
　なお、ＯＣＢモードの液晶表示装置では、ＴＮモードの液晶表示装置で一般的に使われ
ているカイラル材の添加は、動的応答特性の劣化させるため用いることは少ないが、配向
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不良を低減するために添加されることもある。また、マルチドメイン構造とする場合には
、各ドメイン間の境界領域の液晶分子の配向を調整するのに有利である。マルチドメイン
構造とは、液晶表示装置の一画素を複数の領域に分割した構造をいう。例えば、ＯＣＢモ
ードにおいて、マルチドメイン構造にすると、輝度や色調の視野角特性が改善されるので
好ましい。具体的には、画素のそれぞれを液晶分子の初期配向状態が互いに異なる２以上
（好ましくは４または８）の領域で構成して平均化することで、視野角に依存した輝度や
色調の偏りを低減することができる。また、それぞれの画素を、電圧印加状態において液
晶分子の配向方向が連続的に変化する互いに異なる２以上の領域から構成しても同様の効
果が得られる。
【０２５７】
　次に、図５の液晶表示装置の画像表示の原理について説明する。
　上下液晶セル基板５５・５７のそれぞれの透明電極（不図示）に黒に対応する駆動電圧
を印加した駆動状態では、液晶層５６中の液晶分子はベンド配向をし、そのときの面内の
レタデーションを上下第１光学異方性層５４・５８の面内のレタデーションで相殺して、
その結果、入射した光の偏光状態はほとんど変化しない。上下偏光膜透過軸５１ａ・６１
ａは直交しているので、下側（例えば背面電極）から入射した光は、下偏光膜６１によっ
て偏光され、偏光状態を維持したまま液晶セルを通過し、上偏光膜５１によって遮断され
る。すなわち、図５の液晶表示装置では、駆動状態において理想的な黒表示を実現する。
これに対し、透明電極（不図示）に白に対応する駆動電圧を印加した駆動状態では、液晶
層中の液晶分子は黒に対応するベンド配向と異なったベンド配向になり、正面における面
内レタデーションが黒のときと変化する。その結果、第１光学異方性層５４・５８の面内
のレタデーションで相殺しなくなり、液晶セルを通過することによって偏光状態が変化し
、上偏光膜５１を通過する。すなわち、白表示が得られる。
【０２５８】
　従来、ＯＣＢモードにおいて、正面のコントラストが高くても斜め方向では低下すると
いう課題があった。黒表示時に、正面では液晶セルと光学異方性層の補償により、高コン
トラストが得られるのに対し、斜めから観察した場合は液晶分子に複屈折および偏光軸の
回転が生じる。さらに上下偏光膜透過軸５１ａ・６１ａの交差角が、正面では９０°の直
交であるが、斜めから見た場合は９０°からずれる。従来、この２つの要因のために斜め
方向では漏れ光が生じ、コントラストが低下し、また全ての波長において補償をすること
ができないため、色づきの問題を抱えていた。
【０２５９】
　本発明は、入射光が法線方向とそれに対して傾いた斜め方向、例えば極角６０度方向と
で、レタデーションの波長分散が異なる光学特性を有する光学補償フィルムを用い、該光
学補償フィルムのかかる光学特性を積極的に用いることで、左右の黒の光ぬけ・左右の色
ずれを同時に改善している。かかる原理を利用する限り、本発明の範囲は、液晶層の表示
モードによって限定されず、ＶＡモード、ＩＰＳモード、ＥＣＢモード、ＴＮモード、Ｈ
ＡＮモードおよびＯＣＢモード等、いずれの表示モードの液晶層を有する液晶表示装置に
も用いることができる。
【０２６０】
　また、本発明の液晶表示装置は、図５に示す構成に限定されず、他の部材を含んでいて
もよい。例えば、液晶セルと偏光膜との間にカラーフィルターを配置してもよい。また、
透過型として使用する場合は、冷陰極あるいは熱陰極蛍光管、あるいは発光ダイオード、
フィールドエミッション素子、エレクトロルミネッセント素子を光源とするバックライト
を背面に配置することができる。
【０２６１】
　また、本発明の液晶表示装置には、画像直視型、画像投影型や光変調型が含まれる。本
発明は、ＴＦＴやＭＩＭのような３端子または２端子半導体素子を用いたアクティブマト
リックス液晶表示装置に適用した態様が特に有効である。勿論、時分割駆動と呼ばれるＳ
ＴＮ型に代表されるパッシブマトリックス液晶表示装置に適用した態様も有効である。
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【０２６２】
　次に、本発明の液晶表示装置に用いられる部材について、特に本発明の光学補償フィル
ムを中心に、光学特性、原料、製造方法等について、より詳細に説明する。
【０２６３】
［光学補償フィルム］
　本発明の光学補償フィルムは、液晶表示装置、特にＯＣＢモードの液晶表示装置の視野
角コントラストの拡大、および視野角に依存した色ずれの軽減に寄与する。本発明の光学
補償フィルムは、観察者側の偏光板と液晶セルとの間に配置しても、背面側の偏光板と液
晶セルとの間に配置してもよいし、双方に配置してもよい。例えば、独立の部材として液
晶表示装置内部に組み込むこともできるし、また、偏光膜を保護する保護膜に、光学特性
を付与して透明フィルムとしても機能させて、偏光板の一部材として、液晶表示装置内部
に組み込むこともできる。本発明の光学補償フィルムは、第１～３光学異方性層の少なく
とも３層を有する。まず、本発明の光学補償フィルムの各構成部材について詳細に説明す
る。
【０２６４】
［第１光学異方性層］
　本発明の光学補償フィルムは、ハイブリッド配向した円盤状化合物を含有する第１光学
異方性層を有する。前記第１光学異方性層は、支持体の表面に直接形成してもよいし、支
持体上に配向膜を形成し、該配向膜上に形成してもよい。また、別の基材に形成した液晶
性化合物層を、粘着剤、接着剤等を用いて、支持体上に転写してもよい。
【０２６５】
　前記第１光学異方性層の形成には、円盤状化合物（ディスコティック化合物）を少なく
とも一種含有する組成物を用いる。円盤状化合物は、円盤状液晶性化合物であるのが好ま
しいが、最終的に光学異方性層に含まれる化合物は、もはや液晶性を示す必要はなく、例
えば、光学異方性層の作製に低分子液晶性化合物を用いた場合、光学異方性層を形成され
る過程で、該化合物が架橋され液晶性を示さなくなった態様であってもよい。
【０２６６】
　円盤状液晶性化合物には、Ｃ．Ｄｅｓｔｒａｄｅらの研究報告、Ｍｏｌ．Ｃｒｙｓｔ．
７１巻、１１１頁（１９８１年）に記載されているベンゼン誘導体、Ｃ．Ｄｅｓｔｒａｄ
ｅらの研究報告、Ｍｏｌ．Ｃｒｙｓｔ．１２２巻、１４１頁（１９８５年）、Ｐｈｙｓｉ
ｃｓ　ｌｅｔｔ，Ａ，７８巻、８２頁（１９９０）に記載されているトルキセン誘導体、
Ｂ．Ｋｏｈｎｅらの研究報告、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．９６巻、７０頁（１９８４年）に
記載されたシクロヘキサン誘導体およびＪ．Ｍ．Ｌｅｈｎらの研究報告、Ｊ．Ｃｈｅｍ．
Ｃｏｍｍｕｎ．，１７９４頁（１９８５年）、Ｊ．Ｚｈａｎｇらの研究報告、Ｊ．Ａｍ．
Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１６巻、２６５５頁（１９９４年）に記載されているアザクラウン
系やフェニルアセチレン系マクロサイクルが含まれる。
【０２６７】
　前記円盤状液晶性化合物には、分子中心の母核に対して、直鎖のアルキル基、アルコキ
シ基または置換ベンゾイルオキシ基が母核の側鎖として放射線状に置換した構造の、液晶
性を示す化合物も含まれる。分子または分子の集合体が、回転対称性を有し、一定の配向
を付与できる化合物であることが好ましい。
【０２６８】
　上記した様に、液晶性化合物から光学異方性層を形成した場合、最終的に光学異方性層
に含まれる化合物は、もはや液晶性を示す必要はない。例えば、低分子の円盤状液晶性化
合物が熱または光で反応する基を有しており、熱または光によって該基が反応して、重合
または架橋し、高分子量化することによって光学異方性層が形成される場合などは、光学
異方性層中に含まれる化合物は、もはや液晶性を失っていてもよい。円盤状液晶性化合物
の好ましい例は、特開平８－５０２０６号公報に記載されている。また、円盤状液晶性化
合物の重合については、特開平８－２７２８４号公報に記載がある。
【０２６９】
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　円盤状液晶性化合物を重合により固定するためには、円盤状液晶性化合物の円盤状コア
に、置換基として重合性基を結合させる必要がある。ただし、円盤状コアに重合性基を直
結させると、重合反応において配向状態を保つことが困難になる。そこで、円盤状コアと
重合性基との間に、連結基を導入する。従って、重合性基を有する円盤状液晶性化合物は
、下記式（ＩＶ）で表わされる化合物であることが好ましい。
【０２７０】
　式（ＩＶ）
　Ｄ（－Ｌ－Ｑ）n1

　式（ＩＶ）中、Ｄは円盤状コアであり、Ｌは二価の連結基であり、Ｑは重合性基であり
、ｎ１は４～１２の整数である。
【０２７１】
　円盤状コア（Ｄ）の例を以下に示す。以下の各例において、ＬＱ（またはＱＬ）は、二
価の連結基（Ｌ）と重合性基（Ｑ）との組み合わせを意味する。
【０２７２】

【化５３】

 
【０２７３】
【化５４】

 
【０２７４】
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【化５５】

 
【０２７５】

【化５６】

 
【０２７６】
　式（ＩＶ）において、二価の連結基（Ｌ）は、アルキレン基、アルケニレン基、アリ－
レン基、－ＣＯ－、－ＮＨ－、－Ｏ－、－Ｓ－およびそれらの組み合わせからなる群より
選ばれる二価の連結基であることが好ましい。二価の連結基（Ｌ）は、アルキレン基、ア
リ－レン基、－ＣＯ－、－ＮＨ－、－Ｏ－およびＳ－からなる群より選ばれる二価の基を
少なくとも二つ組み合わせた二価の連結基であることがより好ましい。二価の連結基（Ｌ
）は、アルキレン基、アリ－レン基、－ＣＯ－および－Ｏ－からなる群より選ばれる二価
の基を少なくとも二つ組み合わせた二価の連結基であることがさらに好ましい。前記アル
キレン基の炭素原子数は、１～１２であることが好ましい。前記アルケニレン基の炭素原
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子数は、２～１２であることが好ましい。前記アリ－レン基の炭素原子数は、６～１０で
あることが好ましい。
【０２７７】
　二価の連結基（Ｌ）の例を以下に示す。左側が円盤状コア（Ｄ）に結合し、右側が重合
性基（Ｑ）に結合する。ＡＬはアルキレン基またはアルケニレン基、ＡＲはアリ－レン基
を意味する。なお、アルキレン基、アルケニレン基およびアリ－レン基は、置換基（例え
ば、アルキル基）を有していてもよい。
　Ｌ１：－ＡＬ－ＣＯ－Ｏ－ＡＬ－
　Ｌ２：－ＡＬ－ＣＯ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－
　Ｌ３：－ＡＬ－ＣＯ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＡＬ－
　Ｌ４：－ＡＬ－ＣＯ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ５：－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－
　Ｌ６：－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－
　Ｌ７：－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ８：－ＣＯ－ＮＨ－ＡＬ－
　Ｌ９：－ＮＨ－ＡＬ－Ｏ－
　Ｌ１０：－ＮＨ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
【０２７８】
　Ｌ１１：－Ｏ－ＡＬ－
　Ｌ１２：－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－
　Ｌ１３：－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ１４：－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－ＮＨ－ＡＬ－
　Ｌ１５：－Ｏ－ＡＬ－Ｓ－ＡＬ－
　Ｌ１６：－Ｏ－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－ＣＯ－
　Ｌ１７：－Ｏ－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ１８：－Ｏ－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ１９：－Ｏ－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ２０：－Ｓ－ＡＬ－
　Ｌ２１：－Ｓ－ＡＬ－Ｏ－
　Ｌ２２：－Ｓ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ２３：－Ｓ－ＡＬ－Ｓ－ＡＬ－
　Ｌ２４：－Ｓ－ＡＲ－ＡＬ－
【０２７９】
　式（ＩＶ）の重合性基（Ｑ）は、重合反応の種類に応じて決定することができる。重合
性基（Ｑ）は、不飽和重合性基またはエポキシ基であることが好ましく、不飽和重合性基
であることがさらに好ましく、エチレン性不飽和重合性基であることが最も好ましい。
　式（ＩＶ）において、ｎは４～１２の整数である。具体的な数字は、円盤状コア（Ｄ）
の種類に応じて決定される。なお、複数のＬとＱの組み合わせは、異なっていてもよいが
、同一であることが好ましい。
【０２８０】
　本発明において、前記第１光学異方性層中、前記円盤状化合物の分子は、ハイブリッド
配向状態に固定されている。円盤状化合物の分子対称軸の、前記支持体側の界面における
配向平均方向は、該支持体の面内の遅相軸との交差角が略４５度である。なお、本明細書
において、「略４５°」とは、４５°±５°の範囲の角度をいい、好ましくは４２～４８
°であり、より好ましくは４３～４７°である。前記第１光学異方性層中の円盤状化合物
の分子対称軸の平均方向は、支持体の長手方向（すなわち、支持体の進相軸方向）に対し
て４３°～４７°であることが好ましい。
【０２８１】
　円盤状化合物の分子対称軸の配向平均方向は、一般に円盤状化合物もしくは配向膜の材
料を選択することにより、またはラビング処理方法を選択することにより、調整すること
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ができる。本発明では、例えば、第１光学異方性層形成用配向膜をラビング処理によって
作製する場合は、支持体の遅相軸に対して４５°の方向にラビング処理することで、円盤
状化合物の分子対称軸の、少なくとも支持体側界面における配向平均方向が、支持体の遅
相軸に対して４５°である第１光学異方性層を形成することができる。例えば、本発明の
光学補償フィルムは、遅相軸が長手方向と平行な長尺状の支持体を用いると連続的に作製
できる。具体的には、長尺状の支持体の表面に連続的に配向膜形成用塗布液を塗布して配
向膜を作製し、次に該配向膜の表面を連続的に長手方向に４５°の方向にラビング処理し
て配向膜を作製し、次に作製した配向膜上に連続的に液晶性化合物を含有する第１光学異
方性層形成用塗布液を塗布して、液晶性化合物の分子を配向させて、その状態に固定する
ことで光学異方性層を作製して、長尺状の光学補償フィルムを連続的に作製することがで
きる。長尺状に作製された光学補償フィルムは、液晶表示装置内に組み込まれる前に、所
望の形状に裁断される。もちろん、本発明では、支持体と第１光学異方性層の間に第２ま
たは第３光学異方性層を設ける場合を排除するものではないのは上述のとおりである。
【０２８２】
　また、円盤状化合物の表面側（空気側）の分子対称軸の配向平均方向について、空気界
面側の円盤状化合物の分子対称軸の配向平均方向は、支持体の遅相軸に対して略４５°で
あるのが好ましく、４２～４８°であるのがより好ましく、４３～４７°であるのがさら
に好ましい。空気界面側の円盤状化合物の分子対称軸の配向平均方向は、一般に、円盤状
化合物または円盤状化合物と共に使用する添加剤の種類を選択することにより調整するこ
とができる。円盤状化合物と共に使用する添加剤の例としては、可塑剤、界面活性剤、重
合性モノマーおよびポリマーなどを挙げることができる。分子対称軸の配向方向の変化の
程度も、上記と同様に、円盤状化合物と添加剤との選択により調整できる。特に界面活性
剤に関しては、上述の塗布液の表面張力制御と両立することが好ましい。
【０２８３】
　円盤状化合物と共に使用する可塑剤、界面活性剤および重合性モノマーは、円盤状化合
物と相溶性を有し、円盤状化合物の傾斜角の変化を与えられるか、あるいは配向を阻害し
ないことが好ましい。重合性モノマー（例えば、ビニル基、ビニルオキシ基、アクリロイ
ル基およびメタクリロイル基を有する化合物）が好ましい。上記化合物の添加量は、液晶
性化合物に対して、１～５０質量％の範囲にあることが好ましく、５～３０質量％の範囲
にあることがより好ましい。なお、重合性の反応性官能基数が４以上のモノマーを混合し
て用いると、配向膜と光学異方性層間の密着性を高めることができる。
【０２８４】
　円盤状化合物を用いる場合には、円盤状化合物とある程度の相溶性を有し、円盤状化合
物に傾斜角の変化を与えられるポリマーを用いるのが好ましい。
　ポリマーの例としては、セルロースエステルを挙げることができる。セルロースエステ
ルの好ましい例としては、セルロースアセテート、セルロースアセテートプロピオネート
、ヒドロキシプロピルセルロ－スおよびセルロースアセテートブチレ－トを挙げることが
できる。円盤状化合物の配向を阻害しないように、上記ポリマーの添加量は、円盤状化合
物に対して０．１～１０質量％の範囲にあることが好ましく、０．１～８質量％の範囲に
あることがより好ましく、０．１～５質量％の範囲にあることがさらに好ましい。
　円盤状化合物の円盤状ネマティック液晶相－固相転移温度は、７０～３００℃が好まし
く、７０～１７０℃がさらに好ましい。
【０２８５】
　本発明において、前記第１光学異方性層は、少なくとも面内光学異方性を有する。第１
光学異方性層の、面内レタデーションＲｅは３～３００ｎｍであるのが好ましく、５～２
００ｎｍであるのがより好ましく、１０～１００ｎｍであるのがさらに好ましい。前記光
学異方性層の厚さ方向のレタデーションＲｔｈについては、２０～４００ｎｍであるのが
好ましく、５０～２００ｎｍであるのがより好ましい。また、前記光学異方性層の厚さは
、０．１～２０μｍであることが好ましく、０．５～１５μｍであることがより好ましく
、１～１０μｍであることがさらに好ましい。
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【０２８６】
［配向膜］
　前記第１光学異方性層を形成する際は、配向膜を利用してもよい。配向膜は最終的に本
発明の光学補償フィルムに含まれていてもよいし、前記第１光学異方性層を形成する際に
のみ用い、最終的には本発明の光学補償フィルムに含まれていなくてもよい。
　本発明において、前記配向膜は、架橋されたポリマーからなる層であるのが好ましい。
配向膜に使用されるポリマーは、それ自体架橋可能なポリマーであっても、架橋剤により
架橋されるポリマーのいずれも使用することができる。上記配向膜は、官能基を有するポ
リマーあるいはポリマーに官能基を導入したものを、光、熱またはＰＨ変化等により、ポ
リマー間で反応させて形成する；または、反応活性の高い化合物である架橋剤を用いてポ
リマー間に架橋剤に由来する結合基を導入して、ポリマー間を架橋することにより形成す
ることができる。
【０２８７】
　架橋されたポリマーからなる配向膜は、通常、上記ポリマーまたはポリマーと架橋剤と
の混合物を含む塗布液を、支持体上に塗布した後、加熱等を行なうことにより形成するこ
とができる。
　後述のラビング処理において、配向膜の発塵を抑制するために、架橋度を上げておくこ
とが好ましい。前記塗布液中に添加する架橋剤の量（Ｍｂ）に対して、架橋後に残存して
いる架橋剤の量（Ｍａ）の比率（Ｍａ／Ｍｂ）を１から引いた値（１－（Ｍａ／Ｍｂ））
を架橋度と定義した場合、架橋度は５０％～１００％が好ましく、６５％～１００％がよ
り好ましく、７５％～１００％がさらに好ましい。
【０２８８】
　本発明において、前記配向膜に使用されるポリマーは、それ自体架橋可能なポリマーあ
るいは架橋剤により架橋されるポリマーのいずれも使用することができる。勿論双方の機
能を有するポリマーを使用することもできる。上記ポリマーの例としては、ポリメチルメ
タクリレ－ト、アクリル酸／メタクリル酸共重合体、スチレン／マレインイミド共重合体
、ポリビニルアルコ－ルおよび変性ポリビニルアルコ－ル、ポリ（Ｎ－メチロ－ルア
クリルアミド）、スチレン／ビニルトルエン共重合体、クロロスルホン化ポリエチレン、
ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド
、酢酸ビニル／塩化ビニル共重合体、エチレン／酢酸ビニル共重合体、カルボキシメチル
セルロ－ス、ゼラチン、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびポリカーボネート等のポリ
マーおよびシランカップリング剤等の化合物を挙げることができる。好ましいポリマーの
例としては、ポリ（Ｎ－メチロ－ルアクリルアミド）、カルボキシメチルセルロ－ス、ゼ
ラチン、ポリビルアルコールおよび変性ポリビニルアルコール等の水溶性ポリマーであり
、さらにゼラチン、ポリビルアルコールおよび変性ポリビニルアルコールが好ましく、特
にポリビルアルコールおよび変性ポリビニルアルコールが好ましい。
【０２８９】
　ポリビニルアルコールとしては、鹸化度７０～１００％のものが好ましく、は鹸化度８
０～１００％のものがより好ましく、鹸化度８２～９８％のものがさらに好ましい。重合
度としては、１００～３０００のも範囲が好ましい。
　変性ポリビニルアルコールとしては、共重合変性したもの（変性基として、例えば、Ｃ
ＯＯＮａ、Ｓｉ（ＯＸ）3、Ｎ（ＣＨ3）3・Ｃｌ、Ｃ9Ｈ19ＣＯＯ、ＳＯ3Ｎａ、Ｃ12Ｈ25

等が導入される）、連鎖移動により変性したもの（変性基として、例えば、ＣＯＯＮａ、
ＳＨ、ＳＣ12Ｈ25等が導入されている）、ブロック重合による変性をしたもの（変性基と
して、例えば、ＣＯＯＨ、ＣＯＮＨ2、ＣＯＯＲ、Ｃ6Ｈ5等が導入される）等のポリビニ
ルアルコールの変性物を挙げることができる。重合度としては、１００～３０００の範囲
が好ましい。これらの中で、鹸化度８０～１００％の未変性もしくは変性ポリビニルアル
コールが好ましく、鹸化度８５～９５％の未変性ないしアルキルチオ変性ポリビニルアル
コールがさらに好ましい。
【０２９０】
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　配向膜に用いる変性ポリビニルアルコールとして、下記一般式（６）で表わされる化合
物とポリビニルアルコールとの反応物が好ましい。
　一般式（６）：
【０２９１】
【化５７】

 
【０２９２】
　式中、Ｒ1dは無置換のアルキル基、またはアクリロリル基、メタクリロイル基もしくは
エポキシ基で置換されたアルキル基を表わし、Ｗはハロゲン原子、アルキル基またはアル
コキシ基を表わし、Ｘ1dは活性エステル、酸無水物または酸ハロゲン化物を形成するため
に必要な原子群を表わし、ｌは０または１を表わし、ｎは０～４の整数を表わす。
【０２９３】
　また、配向膜に用いる変性ポリビニルアルコールとして、下記一般式（７）で表わされ
る化合物とポリビニルアルコールとの反応物も好ましい。
　一般式（７）：
【０２９４】

【化５８】

 
【０２９５】
　式中、Ｘ2dは活性エステル、酸無水物または酸ハロゲン化物を形成するために必要な原
子群を表わし、ｍは２～２４の整数を表わす。
【０２９６】
　前記一般式（６）および一般式（７）により表される化合物と反応させるために用いら
れるポリビニルアルコ－ルとしては、上記変性されていないポリビニルアルコールおよび
上記共重合変性したもの、即ち連鎖移動により変性したもの、ブロック重合による変性を
したもの等のポリビニルアルコールの変性物を挙げることができる。上記特定の変性ポリ
ビニルアルコールの好ましい例としては、特開平８－３３８９１３号公報に詳しく記載さ
れている。
　配向膜にポリビニルアルコール等の親水性ポリマーを使用する場合、硬膜度の観点から
、含水率を制御することが好ましく、０．４％～２．５％であることが好ましく、０．６
％～１．６％であることがさらに好ましい。含水率は、市販のカールフィッシャー法の水
分率測定器で測定することができる。
　なお、配向膜は、１０μｍ以下の膜厚であるのが好ましい。
【０２９７】
［第２光学異方性層］
　本発明の光学補償フィルムは、下記式（Ｉ）を満足する第２光学異方性層を有する。：
　（Ｉ）　Ｒｅ2（４５０）＜Ｒｅ2（５５０）＜Ｒｅ2（６５０）
　なお、Ｒｅ2（λ）は、第２光学異方性層の波長λｎｍにおける面内レタデーションを
意味する。好ましくはＲｅ（４５０）／Ｒｅ（５５０）＜０．９５、およびＲｅ（６５０
）／Ｒｅ（５５０）＞１．０２を満足する。また、Ｒｅ2（５５０）は５～２００ｎｍで
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あるのが好ましく、１０～１２０ｎｍであるのがより好ましい。Ｒｔｈ2（５５０）は５
～１５０ｎｍであるのが好ましく、１０～１２０ｎｍであるのがより好ましい。
【０２９８】
　前記第２光学異方性層は、上記光学特性を満たせば、光学的に一軸であっても、二軸で
あってもよいし、材料についても特に制限はない。上記光学特性を満たせば、第２光学異
方性層は液晶塗布層であってもポリマーフィルムであってもよい。また、膜厚は、Ｒｅが
５～２００ｎｍであれば特に制限はない。
【０２９９】
　前記第２光学異方性層を、棒状液晶性化合物を含有する組成物から形成してもよい。前
記棒状液晶性化合物は、重合性基を有しているのが好ましい。重合性基を有する棒状液晶
性化合物の場合は、実質的に水平（ホモジニアス）配向に固定化することが好ましい。「
実質的に水平」とは、棒状液晶性化合物分子の長軸方向と光学異方性層の面との平均角度
（平均傾斜角）が０°～１０°の範囲内であることを意味する。棒状液晶性化合物分子を
斜め配向させてもよい。斜め配向の場合でも、平均傾斜角は０°～２０°であることが好
ましい。
【０３００】
（棒状液晶性化合物）
　本発明に使用可能な棒状液晶性化合物としては、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノビ
フェニル類、シアノフェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン
酸フェニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミジ
ン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類およびア
ルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類が好ましく用いられる。なお、棒状液晶性化合
物には、金属錯体も含まれる。また、棒状液晶性化合物を繰り返し単位中に含む液晶ポリ
マーも用いることができる。言い換えると、棒状液晶性化合物は、（液晶）ポリマーと結
合していてもよい。
　棒状液晶性化合物については、季刊化学総説第２２巻液晶の化学（１９９４）日本化学
会編の第４章、第７章および第１１章、および液晶デバイスハンドブック日本学術振興会
第１４２委員会編の第３章に記載がある。
【０３０１】
　本発明に用いる棒状液晶性化合物の複屈折率は、０．００１～０．７の範囲にあること
が好ましい。
　棒状液晶性化合物は、その配向状態を固定するために、重合性基を有することが好まし
い。重合性基は、不飽和重合性基またはエポキシ基が好ましく、不飽和重合性基がより好
ましく、エチレン性不飽和重合性基がさらに好ましい。
【０３０２】
　特に好ましく用いられる、低分子の重合性基を有する棒状液晶性化合物としては、下記
一般式（Ｖ）の棒状液晶性化合物である。
　一般式（Ｖ）
　　Ｑ1－Ｌ1－Ａ1－Ｌ3－Ｍ－Ｌ4－Ａ2－Ｌ2－Ｑ2

　（一般式（Ｖ）中、Ｑ1およびＱ2はそれぞれ独立に重合性基を表わし、Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3

およびＬ4はそれぞれ独立に単結合または二価の連結基であり、Ａ1およびＡ2は炭素原子
数２～２０を有するスペーサー基を表わし、Ｍはメソゲン基を表わす。）
【０３０３】
　第２光学異方性層はポリマーフィルムからなるものが好ましい。
　例えば、国際公開ＷＯ００／２６７０５号パンフレットに記載されているものを用いる
ことができる。
　その他の具体例として、ノルボルネン系高分子、ポリカーボネート系高分子、ポリアリ
レート系高分子、ポリエステル系高分子、ポリサルフォン等の芳香族系高分子、セルロー
スアシレートなど従来公知のもので溶液流延法や押出し成形方式で製膜できるものが挙げ
られる。好ましくは、ポリカーボネート系高分子およびセルロースアシレートである。
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【０３０４】
　押出し成形方式や流延製膜方式等の適宜な方式で製造した当該熱可塑性樹脂からなるフ
ィルムを、例えばロールによる縦延伸方式、テンターによる横延伸方式や二軸延伸方式な
どにより、延伸処理することにより形成することができる。前記のロールによる縦延伸方
式では加熱ロールを用いる方法や雰囲気を加熱する方法、それらを併用する方法等の適宜
な加熱方法を採ることができる。またテンターによる二軸延伸方式では全テンター方式に
よる同時二軸延伸方法や、ロール・テンター法による逐次二軸延伸方法などの適宜な方法
を採ることができる。
【０３０５】
　また、配向ムラや位相差ムラの少ないものが好ましい。第２光学異方性層の厚さは、位
相差等により適宜に決定しうるが、一般には薄型化の点より、１～３００μｍが好ましく
、１０～２００μｍがより好ましく、２０～１５０μｍがさらに好ましい。
【０３０６】
　ここで、ノルボルネン系高分子としては、ノルボルネン系モノマーおよびその誘導体、
テトラシクロドデセンおよびその誘導体、ジシクロペンタジエンおよびその誘導体、メタ
ノテトラヒドロフルオレンおよびその誘導体などのノルボルネン系モノマーを主成分とす
るモノマーの重合体であり、ノルボルネン系モノマーの開環重合体、ノルボルネン系モノ
マーとこれと開環共重合可能なその他のモノマーとの開環共重合体、ノルボルネン系モノ
マーの付加重合体、ノルボルネン系モノマーとこれと共重合可能なその他のモノマーとの
付加共重合体、および水素添加物などが挙げられる。これらの中でも、耐熱性、機械的強
度等の観点から、ノルボルネン系モノマーの開環重合体水素化物が最も好ましい。ノルボ
ルネン系重合体、単環の環状オレフィンの重合体または環状共役ジエンの重合体の分子量
は、使用目的に応じて適宜選択されるが、シクロヘキサン溶液（重合体樹脂が溶解しない
場合はトルエン溶液）のゲル・パーミエーション・クロマトグラフィーで測定したポリイ
ソプレンまたはポリスチレン換算の質量平均分子量で、好ましくは５，０００～５００，
０００、より好ましくは８，０００～２００，０００、さらに好ましくは１０，０００～
１００，０００の範囲であるときに、フィルムの機械的強度、および成形加工性とが高度
にバランスされて好適である。
【０３０７】
　上記光学異方性層に採用するポリカーボネート系高分子としては、ポリカーボネートお
よびその他のポリマーとの混合物があげられる。
【０３０８】
　上記光学異方性層に採用するポリアリレート系高分子としては、ポリオキシベンゾエー
ト等およびその他のポリマーとの混合物があげられる。
　上記光学異方性層に採用するポリエステル系高分子としては、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリエチレンイソフタレート、ポリフェニレンイソフタレート、ポリブチレンテレ
フタレート、ポリエチレン－２．６－ナフタレート等およびその他のポリマーとの混合物
があげられる。
【０３０９】
　上記光学異方性層に採用するポリサルフォン等の芳香族系高分子としては、ポリサルフ
ォン、ポリエーテルサルフォン、ポリアリルサルフォン等およびその他のポリマーとの混
合物が挙げられる。
【０３１０】
　セルロースアシレートとしては、セルローストリアセテート、セルロースアセテートプ
ロピオネート、セルロースアセテートブチレート等が好ましい。さらに、セルロースアシ
レートはその他のポリマーとの混合物であってもよい。
【０３１１】
（セルロースアシレート）
　セルロースアシレートの原料綿は、公知の原料を用いることができる（例えば、発明協
会公開技法２００１－１７４５等）。また、セルロースアシレートの合成も公知の方法で
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行なうことができる（例えば、右田他、木材化学１８０～１９０頁（共立出版、１９６８
年）等）。セルロースアシレートの粘度平均重合度は２００～７００が好ましく、２５０
～５００がより好ましく２５０～３５０がさらに好ましい。また、本発明に使用するセル
ロースエステルは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによるＭｗ／Ｍｎ（Ｍｗは
質量平均分子量、Ｍｎは数平均分子量）の分子量分布が狭いことが好ましい。具体的なＭ
ｗ／Ｍｎの値としては、１．５～５．０であることが好ましく、２．０～４．５であるこ
とがより好ましく、３．０～４．０であることがさらに好ましい。
【０３１２】
　該セルロースアシレートフイルムのアシル基は、特に制限はないが、アセチル基、プロ
ピオニル基を用いることが好ましく、アセチル基がより好ましい。全アシル基の置換度は
２．７～３．０が好ましく、２．８～２．９５がより好ましい。本明細書において、「ア
シル基の置換度」とは、ＡＳＴＭ　Ｄ８１７に従って算出した値である。アシル基は、ア
セチル基であることが最も好ましく、アシル基がアセチル基であるセルロースアセテート
を用いる場合には、酢化度が５７．０～６２．５％が好ましく、５８．０～６１．５％が
より好ましい。酢化度がこの範囲にあると、流延時の搬送テンションによってＲｅが所望
の値より大きくなることもなく、面内ばらつきも少なく、温湿度によってレタデーション
値の変化も少ない。また、６位のアシル基の置換度は、Ｒｅ、Ｒｔｈのばらつきを抑制す
る観点から、０．９以上が好ましい。
【０３１３】
　本発明で使用される透明樹脂のガラス転移温度（Ｔｇ）は、使用目的に応じて適宜選択
されればよいが、好ましくは７０℃以上、より好ましくは８０℃～２５０℃、さらに好ま
しくは９０℃～２００℃の範囲である。この範囲において、耐熱性と成形加工性とが高度
にバランスされ好適である。
【０３１４】
　透明樹脂をシートまたはフィルム状に成形する方法は、例えば、加熱溶融成形法、溶液
流延法のいずれも用いることができる。加熱溶融成形法は、さらに詳細に、押出成形法、
プレス成形法、インフレーション成形法、射出成形法、ブロー成形法、延伸成形法などに
分類できるが、これらの方法の中でも、機械的強度、表面精度等に優れたフィルムを得る
ためには、押出成形法、インフレーション成形法、およびプレス成形法が好ましく、押出
成形法が最も好ましい。成形条件は、使用目的や成形方法により適宜選択されるが、加熱
溶融成形法による場合は、シリンダー温度が、好ましくは１００～４００℃、より好まし
くは１５０～３５０℃の範囲で適宜設定される。上記シートまたはフィルムの厚みは、好
ましくは１０～３００μｍ、より好ましくは３０～２００μｍである。
【０３１５】
　上記シートまたはフィルムの延伸は、該透明樹脂のガラス転移温度をＴｇとするとき、
好ましくはＴｇ－３０℃からＴｇ＋６０℃の温度範囲、より好ましくはＴｇ－２０℃から
Ｔｇ＋５０℃の温度範囲にて、少なくとも一方向に好ましくは１．０１～２倍の延伸倍率
で行う。延伸方向は少なくとも一方向であればよいが、その方向は、シートが押出成形で
得られたものである場合には、樹脂の機械的流れ方向（押出方向）であることが好ましく
、延伸方法は自由収縮一軸延伸法、幅固定一軸延伸法、二軸延伸法などが好ましい。
【０３１６】
　延伸の具体的な方法は、
　（１）シートを、一定温度に加熱されたロール（加熱ロール）に通して所望の温度に調
整する。
　（２）次いで、温度を調整されたシートを、回転速度の比較的遅い第一ロールから回転
速度のより速い第二ロールの順に通過させることにより延伸する。第一ロールの回転速度
と第二ロールの回転速度の速度比を制御することにより延伸倍率を１～４倍の範囲で調整
することができる。尚、加熱ロール、第一ロール、および第二ロールの間に、赤外線ヒー
タなどを設置して、シートの温度を一定に保持するのが好ましい。
　（３）延伸されたフィルムを、冷却ロールに通して冷却する。
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　（４）冷却された延伸フィルムを巻き取りロールで巻き取って回収する。巻取りによる
フィルム同士のブロッキングを防止する目的で、延伸フィルムと同程度の幅のマスキング
フィルムを重ねて一緒に巻き取ってもよいし、延伸フィルムの少なくとも一方の端、好ま
しくは両方の端に、弱い粘着力の幅細のテープ等を貼り付けながら一緒に巻き取ってもよ
い。
【０３１７】
　上記方法の工程（１）で、加熱ロールを通過させるシートは、その温度が加熱ロールよ
りも高い状態、すなわち押出機等によって成形された直後の状態のものであってもよいが
、高い延伸倍率にすることができることから、加熱ロールよりも低い温度のもの、好まし
くは室温のものが好ましい。該低い温度のシートは、シート成形した後に一旦冷却し、ロ
ールに巻き取り回収することによって得ることができる。また、延伸速度は、好ましくは
５～１０００ｍｍ／秒、より好ましくは１０～７５０ｍｍ／秒である。延伸速度が上記範
囲にあると、延伸制御が容易となり、さらに面精度やレタデーションの面内バラツキ（変
動幅）が小さくなる。
【０３１８】
［第３光学異方性層］
　本発明の光学補償フィルムは、下記式（ＩＩ）および（ＩＩＩ）を満足する第３光学異
方性層を有する。：
　（ＩＩ）　Ｒｔｈ3（４５０）＞Ｒｔｈ3（５５０）＞Ｒｔｈ3（６５０）
　（ＩＩＩ）　Ｒｅ3（５５０）＜５
　なお、式中、Ｒｅ3（λ）は、第３光学異方性層の波長λｎｍにおける面内レタデーシ
ョンを意味し、Ｒｔｈ3（λ）は、第３光学異方性層の波長λｎｍにおける膜厚方向のレ
タデーションを意味する。Ｒｔｈ3（４５０）／Ｒｔｈ3（５５０）＞１．０３、およびＲ
ｔｈ3（６５０）／Ｒｔｈ3（５５０）＜０．９７であるのが好ましい。また、Ｒｅ3（５
５０）は５ｎｍ以下であるが、好ましくは３ｎｍ以下である。また、Ｒｔｈ3（５５０）
は２０～２００ｎｍが好ましく、２５～１５０ｎｍがより好ましい。
　膜厚は、Ｒｅが５ｎｍ以下であれば特に制限はないが、好ましくは、０．１　～５μｍ
である。
【０３１９】
　第３光学異方性層の構成材料については、上記光学特性を満たせば特に制限はなく、液
晶塗布層であってもポリマーフィルムであってもよい。
　前記第３光学異方性層は、例えば、棒状液晶性化合物および円盤状化合物を含有する組
成物から形成することができる。
　円盤状化合物には、第１光学異方性層のところで述べたものを好ましく用いることがで
き、第１光学異方性層と第３光学異方性層の円盤状化合物は同一であってもよいし、異な
っていてもよい。
　また、前記第３光学異方性層は、ポリマーフィルムであってもよく、ポリマーフィルム
の具体例として、ノルボルネン系高分子、ポリカーボネート系高分子、ポリアリレート系
高分子、ポリエステル系高分子、ポリサルフォン等の芳香族系高分子、トリアセチルセル
ロースなど従来公知のもので溶液流延法や押出し成形方式で製膜できるものが挙げられる
。
【０３２０】
　第３光学異方性層を形成する際は、配向膜を利用してもよい。配向膜については、上記
第１光学異方性層のところで述べたものと同様のものを採用でき、好ましい範囲も同様で
ある。
　前記第３光学異方性層は、円盤状化合物を水平配向させて、該水平配向状態に固定して
形成することが望ましい。水平配向剤としては、下記の物を採用できる。
【０３２１】
［水平配向剤］
　光学異方性層を形成する円盤状化合物は、下記一般式（４）、（５）および（８）で表
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される化合物の少なくとも一種を併用することで、実質的に水平配向させることが出来る
。尚、本発明で「水平配向」とは、液晶層の水平面（例えば液晶層が支持体上に形成され
ている場合は支持体の表面）に対して円盤状化合物の長軸方向（すなわち、コアの円盤面
）が平行であることをいうが、厳密に平行であることを要求するものではなく、本明細書
では、コアの円盤面と水平面とのなす傾斜角が１０度未満の配向を意味するものとする。
傾斜角は５度以下が好ましく、３度以下がより好ましく、２度以下がさらに好ましく、１
度以下が最も好ましい。前記傾斜角は０度であってもよい。
【０３２２】
　以下、下記一般式（４）、（５）、（８）について、順に説明する。
【０３２３】
　一般式（４）
【化５９】

 
【０３２４】
　一般式（４）中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は各々独立して、水素原子又は置換基を表し、Ｘ1、
Ｘ2及びＸ3は単結合又は二価の連結基を表す。
【０３２５】
一般式（５）

【化６０】

 
【０３２６】
　一般式（５）中、Ｒは置換基を表し、ｍ５は０～５の整数を表す。ｍ５が２以上の整数
を表す場合、複数個のＲは同一でも異なっていてもよい。
【０３２７】
一般式（８）

【化６１】

 
【０３２８】
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　一般式（８）中、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びＲ9は各々独立して、水素原子又は置換
基を表す。
【０３２９】
　以下にさらに一般式（４）、（５）および（８）にて表される化合物について詳細に説
明する。まず、一般式（４）にて表される化合物について説明する。
　Ｒ1、Ｒ2、及びＲ3で各々表される置換基としては、アルキル基（好ましくは炭素数１
～４０、より好ましくは炭素数１～３０、特に好ましくは炭素数１～２０のアルキル基で
あり、例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｎ－オクチ
ル基、ｎ－デシル基、ｎ－ヘキサデシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シク
ロヘキシル基などが挙げられる）、アルケニル基（好ましくは炭素数２～４０、より好ま
しくは炭素数２～３０、特に好ましくは炭素数２～２０のアルケニル基であり、例えば、
ビニル基、アリル基、２－ブテニル基、３－ペンテニル基などが挙げられる）、アルキニ
ル基（好ましくは炭素数２～４０、より好ましくは炭素数２～３０、特に好ましくは炭素
数２～２０のアルキニル基であり、例えば、プロパルギル基、３－ペンチニル基などが挙
げられる）、アリール基（好ましくは炭素数６～３０、より好ましくは炭素数６～２０、
特に好ましくは炭素数６～１２のアリール基であり、例えば、フェニル基、ｐ－メチルフ
ェニル基、ナフチル基などが挙げられる）、置換もしくは無置換のアミノ基（好ましくは
炭素数０～４０、より好ましくは炭素数０～３０、特に好ましくは炭素数０～２０のアミ
ノ基であり、例えば、無置換アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルア
ミノ基、アニリノ基などが挙げられる）、
【０３３０】
アルコキシ基（好ましくは炭素数１～４０、より好ましくは炭素数１～３０、特に好まし
くは炭素数１～２０のアルコキシ基であり、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ
基などが挙げられる）、アリールオキシ基（好ましくは炭素数６～４０、より好ましくは
炭素数６～３０、特に好ましくは炭素数６～２０のアリールオキシ基であり、例えば、フ
ェニルオキシ基、２－ナフチルオキシ基などが挙げられる）、アシル基（好ましくは炭素
数１～４０、より好ましくは炭素数１～３０、特に好ましくは炭素数１～２０のアシル基
であり、例えば、アセチル基、ベンゾイル基、ホルミル基、ピバロイル基などが挙げられ
る）、アルコキシカルボニル基（好ましくは炭素数２～４０、より好ましくは炭素数２～
３０、特に好ましくは炭素数２～２０のアルコキシカルボニル基であり、例えば、メトキ
シカルボニル基、エトキシカルボニル基などが挙げられる）、アリールオキシカルボニル
基（好ましくは炭素数７～４０、より好ましくは炭素数７～３０、特に好ましくは炭素数
７～２０のアリールオキシカルボニル基であり、例えば、フェニルオキシカルボニル基な
どが挙げられる）、アシルオキシ基（好ましくは炭素数２～４０、より好ましくは炭素数
２～３０、特に好ましくは炭素数２～２０のアシルオキシ基であり、例えば、アセトキシ
基、ベンゾイルオキシ基などが挙げられる）、
【０３３１】
アシルアミノ基（好ましくは炭素数２～４０、より好ましくは炭素数２～３０、特に好ま
しくは炭素数２～２０のアシルアミノ基であり、例えばアセチルアミノ基、ベンゾイルア
ミノ基などが挙げられる）、アルコキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数２～４０
、より好ましくは炭素数２～３０、特に好ましくは炭素数２～２０のアルコキシカルボニ
ルアミノ基であり、例えば、メトキシカルボニルアミノ基などが挙げられる）、アリール
オキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数７～４０、より好ましくは炭素数７～３０
、特に好ましくは炭素数７～２０のアリールオキシカルボニルアミノ基であり、例えば、
フェニルオキシカルボニルアミノ基などが挙げられる）、スルホニルアミノ基（好ましく
は炭素数１～４０、より好ましくは炭素数１～３０、特に好ましくは炭素数１～２０のス
ルホニルアミノ基であり、例えば、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミ
ノ基などが挙げられる）、スルファモイル基（好ましくは炭素数０～４０、より好ましく
は炭素数０～３０、特に好ましくは炭素数０～２０のスルファモイル基であり、例えば、
スルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニルスル
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ましくは炭素数１～３０、特に好ましくは炭素数１～２０のカルバモイル基であり、例え
ば、無置換のカルバモイル基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェニ
ルカルバモイル基などが挙げられる）、
【０３３２】
アルキルチオ基（好ましくは炭素数１～４０、より好ましくは炭素数１～３０、特に好ま
しくは炭素数１～２０であり、例えば、フェニルチオ基などが挙げられる）、スルホニル
基（好ましくは炭素数１～４０、より好ましくは炭素数１～３０、特に好ましくは炭素数
１～２０のスルホニル基であり、例えば、メシル基、トシル基などが挙げられる）、スル
フィニル基（好ましくは炭素数１～４０、より好ましくは炭素数１～３０、特に好ましく
は炭素数１～２０のスルフィニル基であり、例えば、メタンスルフィニル基、ベンゼンス
ルフィニル基などが挙げられる）、ウレイド基（好ましくは炭素数１～４０、より好まし
くは炭素数１～３０、特に好ましくは炭素数１～２０のウレイド基であり、例えば、無置
換のウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウレイド基などが挙げられる）、リン酸ア
ミド基（好ましくは炭素数１～４０、より好ましくは炭素数１～３０、特に好ましくは炭
素数１～２０のリン酸アミド基であり、例えば、ジエチルリン酸アミド基、フェニルリン
酸アミド基などが挙げられる）、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子（例えばフ
ッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、
ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基（好
ましくは炭素数１～３０、より好ましくは１～１２のヘテロ環基であり、例えば、窒素原
子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を有するヘテロ環基であり、例えば、イミダゾリ
ル基、ピリジル基、キノリル基、フリル基、ピペリジル基、モルホリノ基、ベンゾオキサ
ゾリル基、ベンズイミダゾリル基、ベンズチアゾリル基、１，３，５－トリアジル基など
が挙げられる）、シリル基（好ましくは、炭素数３～４０、より好ましくは炭素数３～３
０、特に好ましくは、炭素数３～２４のシリル基であり、例えば、トリメチルシリル基、
トリフェニルシリル基などが挙げられる）が含まれる。これらの置換基はさらにこれらの
置換基によって置換されていてもよい。また、置換基が二つ以上有する場合は、同じでも
異なってもよい。また、可能な場合には互いに結合して環を形成していてもよい。
【０３３３】
　Ｒ1、Ｒ2及びＲ3で各々表される置換基としては、好ましくはアルキル基、アリール基
、置換もしくは無置換のアミノ基、アルコキシ基、アルキルチオ基又はハロゲン原子であ
る。
【０３３４】
　Ｘ1、Ｘ2及びＸ3で各々表される二価の連結基は、アルキレン基、アルケニレン基、二
価の芳香族基、二価のヘテロ環残基、－ＣＯ－、―ＮＲa－（Ｒaは炭素原子数が１～５の
アルキル基または水素原子）、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ－、－ＳＯ2－及びそれらの組み
合わせからなる群より選ばれる二価の連結基であることが好ましい。二価の連結基は、ア
ルキレン基、フェニル基、－ＣＯ－、－ＮＲa－、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ2－及びそれら
の群より選ばれる二価の連結基を少なくとも二つ組み合わせた基であることがより好まし
い。アルキレン基の炭素原子数は、１～１２であることが好ましい。アルケニレン基の炭
素原子数は、２～１２であることが好ましい。二価の芳香族基の炭素原子数は、６～１０
であることが好ましい。アルキレン基、アルケニレン基及び二価の芳香族基は、可能であ
れば前述のＲ1、Ｒ2及びＲ3の置換基として例示された基（例えば、アルキル基、ハロゲ
ン原子、シアノ、アルコキシ基、アシルオキシ基）によって置換されていてもよい。
【０３３５】
　前記一般式（４）で表される化合物の中でも、下記一般式（Ｉａ）又は（Iｂ）で表さ
れる化合物が特に好ましい。
【０３３６】
一般式（Ｉａ）
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【化６２】

 
【０３３７】
　一般式（Ｉａ）中、Ｒ1a、Ｒ2a及びＲ3aは、各々水素原子又は置換基を表し、Ｘ1a、Ｘ
2a及びＸ3aは、各々－ＮＨ－、－Ｏ－又は－Ｓ－を表し、ｍ１ａ、ｍ２ａ及びｍ３ａは、
１～３の整数を表す。
【０３３８】
一般式（Iｂ）
【化６３】

 
【０３３９】
　一般式（Ｉｂ）中、Ｒｆ1、Ｒｆ2及びＲｆ3は、各々末端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有
するアルキル基を表し、Ｙ1、Ｙ2及びＹ3は、アルキレン基、－ＣＯ－、－ＮＨ－、－Ｏ
－、－Ｓ－、－ＳＯ2－及びそれらの群より選ばれる二価の連結基を少なくとも二つ組み
合わせた基を表す。
【０３４０】
　まず、一般式（Iａ）にて表される化合物について説明する。
　Ｒ1a、Ｒ2a及びＲ3aで各々表される置換基は、前記一般式（４）におけるＲ1、Ｒ2及び
Ｒ3と同義であり、その好ましい範囲も同一である。Ｒ1a、Ｒ2a及びＲ3aで各々表される
置換基としては、特に好ましくは末端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有するアルコキシ基であ
る。該アルコキシ基中に含まれるアルキル鎖は、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよ
く、好ましくは炭素数４～２０であり、さらに好ましくは炭素数４～１６であり、特に好
ましくは６～１６である。前記末端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有するアルコキシ基は、ア
ルコキシ基に含まれる水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換されたアルコキシ基で
ある。アルコキシ基中の水素原子の５０％以上がフッ素原子で置換されているのが好まし
く、６０％以上が置換されているのがより好ましく、７０％以上を置換されているのが特
に好ましい。以下に、Ｒ1a、Ｒ2a及びＲ3aで表される末端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有す
るアルコキシ基の例を示す。
【０３４１】
　Ｒ１：ｎ－Ｃ8Ｆ17－Ｏ－
　Ｒ２：ｎ－Ｃ6Ｆ13－Ｏ－
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　Ｒ３：ｎ－Ｃ4Ｆ9－Ｏ－
　Ｒ４：ｎ－Ｃ8Ｆ17－（ＣＨ2）2－Ｏ－（ＣＨ2）2－Ｏ－
　Ｒ５：ｎ－Ｃ6Ｆ13－（ＣＨ2）2－Ｏ－（ＣＨ2）2－Ｏ－
　Ｒ６：ｎ－Ｃ4Ｆ9－（ＣＨ2）2－Ｏ－（ＣＨ2）2－Ｏ－
　Ｒ７：ｎ－Ｃ8Ｆ17－（ＣＨ2）3－Ｏ－
　Ｒ８：ｎ－Ｃ6Ｆ13－（ＣＨ2）3－Ｏ－
　Ｒ９：ｎ－Ｃ4Ｆ9－（ＣＨ2）3－Ｏ－
　Ｒ１０：Ｈ－（ＣＦ2）8－Ｏ－
　Ｒ１１：Ｈ－（ＣＦ2）6－Ｏ－
　Ｒ１２：Ｈ－（ＣＦ2）4－Ｏ－
　Ｒ１３：Ｈ－（ＣＦ2）8－（ＣＨ2）－Ｏ－
　Ｒ１４：Ｈ－（ＣＦ2）6－（ＣＨ2）－Ｏ－
　Ｒ１５：Ｈ－（ＣＦ2）4－（ＣＨ2）－Ｏ－
　Ｒ１６：Ｈ－（ＣＦ2）8－（ＣＨ2）－Ｏ－（ＣＨ2）2－Ｏ－
　Ｒ１７：Ｈ－（ＣＦ2）6－（ＣＨ2）－Ｏ－（ＣＨ2）2－Ｏ－
　Ｒ１８：Ｈ－（ＣＦ2）4－（ＣＨ2）－Ｏ－（ＣＨ2）2－Ｏ－
【０３４２】
　Ｘ1a、Ｘ2a及びＸ3aはそれぞれ、好ましくは、－ＮＨ－又は－Ｏ－を表し、最も好まし
くは、－ＮＨ－を表す。ｍ１ａ、ｍ２ａ及びｍ３ａはそれぞれ、好ましくは２である。
【０３４３】
　次に、一般式（Iｂ）にて表される化合物について説明する。
　Ｒｆ1、Ｒｆ2及びＲｆ3で表される末端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有するアルキル基は
、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよく、好ましくは炭素数４～２０であり、さらに
好ましくは炭素数４～１６であり、特に好ましくは６～１６である。ＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ
基以外の置換基を有していてもよい。前記末端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有するアルキル
基は、アルキル基に含まれる水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換されたアルキル
基である。アルキル基中の水素原子の５０％以上がフッ素原子で置換されているのが好ま
しく、６０％以上が置換されているのがより好ましく、７０％以上を置換されているのが
特に好ましい。Ｒｆ1、Ｒｆ2及びＲｆ3で表される末端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有する
アルキル基の例を以下に示す。
【０３４４】
　Ｒｆ１：ｎ－Ｃ8Ｆ17－
　Ｒｆ２：ｎ－Ｃ6Ｆ13－
　Ｒｆ３：ｎ－Ｃ4Ｆ9－
　Ｒｆ４：ｎ－Ｃ8Ｆ17－（ＣＨ2）2－
　Ｒｆ５：ｎ－Ｃ6Ｆ13－（ＣＨ2）2－
　Ｒｆ６：ｎ－Ｃ4Ｆ9－（ＣＨ2）2－
　Ｒｆ７：Ｈ－（ＣＦ2）8－
　Ｒｆ８：Ｈ－（ＣＦ2）6－
　Ｒｆ９：Ｈ－（ＣＦ2）4－
　Ｒｆ１０：Ｈ－（ＣＦ2）8－（ＣＨ2）－
　Ｒｆ１１：Ｈ－（ＣＦ2）6－（ＣＨ2）－
　Ｒｆ１２：Ｈ－（ＣＦ2）4－（ＣＨ2）－
【０３４５】
　Ｙ1、Ｙ2及びＹ3は各々、好ましくは、アルキレン基、－ＮＨ－、－Ｏ－、－Ｓ－、及
びそれらの群より選ばれる二価の連結基を少なくとも二つ組み合わせた基を表し、特に好
ましくは、アルキレン基、－ＮＨ－、－Ｏ－、及びそれらの群より選ばれる二価の連結基
を少なくとも二つ組み合わせた基を表し、最も好ましくは、－ＮＨ－、－Ｏ－又は－ＮＨ
（ＣＨ2）r－Ｏ－（ｒは１～８の整数を表す。最も好ましくは３である。）を表す。
【０３４６】
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　次に、一般式（５）で表される化合物について説明する。
　一般式（５）中、Ｒで表される置換基としては、一般式（４）におけるＲ1、Ｒ2、及び
Ｒ3で表される置換基と同義であり、その好ましい範囲も同一である。ｍは、好ましくは
１～３の整数を表し、特に好ましくは２又は３である。
【０３４７】
　前記一般式（５）で表される化合物の中でも、下記一般式（IIａ）で表される化合物が
特に好ましい。
【０３４８】
一般式（IIａ）
【化６４】

 
【０３４９】
　一般式（IIａ）中、Ｒｆ1a、Ｒｆ2a及びＲｆ3aハ各々独立に、末端にＣＦ3基又はＣＦ2

Ｈ基を有するアルキル基を表し、Ｙ1a、Ｙ2a及びＹ3aは各々独立に、アルキレン基、－Ｃ
Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ2－及びそれらの群より選ばれる二価の連結基
を少なくとも二つ組み合わせた基を表す。
【０３５０】
　Ｒｆ1a、Ｒｆ2a及びＲｆ3aで表される末端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有するアルキル基
としては、前記一般式（Iｂ）におけるＲｆ1、Ｒｆ2及びＲｆ3で表される末端にＣＦ3基
又はＣＦ2Ｈ基を有するアルキル基と同義であり、その好ましい範囲も同一である。Ｙ1a

、Ｙ2a及びＹ3aとしては、前記一般式（Iｂ）における。Ｙ1、Ｙ2及びＹ3と同義であり、
その好ましい範囲も同一である。最も好ましくは、アルキレン基、－Ｏ－及びそれらの群
より選ばれる二価の連結基を少なくとも二つ組み合わせた基である。
【０３５１】
　最後に、一般式（８）にて表される化合物について説明する。
　Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びＲ9で各々表される置換基としては、一般式（４）におけ
るＲ1、Ｒ2及びＲ3で表される置換基と同義であり、その好ましい範囲も同一である。
【０３５２】
　前記一般式（８）で表される化合物の中でも、下記一般式（IIIａ）で表される化合物
が特に好ましい。
【０３５３】
一般式（IIIａ）
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【０３５４】
　式中、Ｒｆ11a、Ｒｆ22a、Ｒｆ33a、Ｒｆ44a、Ｒｆ55a及びＲｆ66aは各々独立して、末
端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有するアルキル基を表し、Ｙ11a、Ｙ22a、Ｙ33a、Ｙ44a、Ｙ
55a及びＹ66aは各々独立して、アルキレン基、－ＣＯ－、－ＮＨ－、－Ｏ－、－Ｓ－、－
ＳＯ2－及びそれらの群より選ばれる二価の連結基を少なくとも二つ組み合わせた基を表
す。
【０３５５】
　Ｒｆ11a、Ｒｆ22a、Ｒｆ33a、Ｒｆ44a、Ｒｆ55a及びＲｆ66aで各々表される末端にＣＦ

3基又はＣＦ2Ｈ基を有するアルキル基としては、前記一般式（Iｂ）におけるＲｆ1、Ｒｆ
2及びＲｆ3で表される末端にＣＦ3基又はＣＦ2Ｈ基を有するアルキル基と同義であり、そ
の好ましい範囲も同一である。Ｙ11a、Ｙ22a、Ｙ33

a、Ｙ44a、Ｙ55a及びＹ66aとしては、
前記一般式（Iｂ）における。Ｙ1、Ｙ2及びＹ3と同義であり、その好ましい範囲も同一で
ある。最も好ましくは、アルキレン基、－Ｏ－及びそれらの群より選ばれる二価の連結基
を少なくとも二つ組み合わせた基である。
【０３５６】
　前記一般式（４）、（５）又は（８）で表される化合物の具体例を以下に示すが、本発
明に用いられる化合物はこれらに限定されるものではない。下記の具体例中、Ｎｏ．Ｉ－
１～３９は一般式（４）、Ｎｏ．Ｉ－４０～５０は一般式（５）、Ｎｏ．Ｉ－５１～５９
は一般式（８）で表される化合物の例である。
【０３５７】
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【０３５８】
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【０３５９】
【化６８】

 
【０３６０】
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【化６９】

 
【０３６１】
【化７０】

 
【０３６２】
　本発明において、前記一般式（４）～（８）にて表される化合物の添加量としては、円
盤状化合物の量の０．０１～２０質量％が好ましく、０．０５～１０質量％がより好まし
く、０．１～５質量％が特に好ましい。なお、前記一般式（４）、（５）、（８）にて表
される化合物は、単独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよい。
【０３６３】
［偏光板］
　本発明では、偏光膜と該偏光膜を挟持する一対の保護膜とからなる偏光板を用いること
ができる。例えば、ポリビニルアルコールフィルム等からなる偏光膜をヨウ素にて染色し
、延伸を行い、その両面を保護膜にて積層して得られる偏光板を用いることができる。該
偏光板は液晶セルの外側に配置される。偏光膜と該偏光膜を挟持する一対の保護膜とから
なる一対の偏光板を、液晶セルを挟持して配置させるのが好ましい。なお、上記した様に
、液晶セル側に配置される保護膜は、本発明の光学補償フィルムを構成しているいずれか
の光学異方性層であってもよい。
【０３６４】
（保護膜）
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　本発明に使用可能な偏光板は、偏光膜の両面に一対の保護膜を積層したものであっても
よい。保護膜の種類は特に限定されず、セルロースアセテート、セルロースアセテートブ
チレート、セルロースプロピオネート等のセルロースエステル類、ポリカーボネート、ポ
リオレフィン、ポリスチレン、ポリエステル等を用いることができる。上記した様に、前
記光学特性を満足するセルロースアシレートフィルム（第４光学異方性層）を保護膜とし
て用いるのが好ましい。
【０３６５】
　保護膜は、通常、ロール形態で供給され、長尺の偏光膜に対して、長手方向が一致する
ようにして連続して貼り合わされることが好ましい。ここで、保護膜の配向軸（遅相軸）
は何れの方向であってもよく、操作上の簡便性から、保護膜の配向軸は、長手方向に平行
であることが好ましい。
【０３６６】
　保護膜を支持体として機能させない態様では、保護膜のレタデーションは低いことが好
ましい。レタデーションの低い高分子フィルムとしては、セルローストリアセテート、ゼ
オネックス、ゼオノア（共に日本ゼオン（株）製）、ＡＲＴＯＮ（ＪＳＲ（株）製）のよ
うなポリオレフィン類が好ましく用いられる。その他、例えば特開平８－１１０４０２号
公報または特開平１１－２９３１１６号公報に記載されているような非複屈折性光学樹脂
材料が挙げられる。
【０３６７】
　保護膜と偏光膜とを貼り合す際には、少なくとも一方の保護膜（液晶表示装置に組み込
まれる際に液晶セルに近い側に配置される保護膜）の遅相軸（配向軸）と、前記偏光膜の
吸収軸（延伸軸）とが交差する様に、保護膜と偏光膜とを積層するのが好ましい。具体的
には、偏光膜の吸収軸と前記保護膜の遅相軸との角度は、好ましくは１０°～９０°、よ
り好ましくは２０°～７０゜、更に好ましくは４０°～５０゜、特に好ましくは４３～４
７゜である。他方の保護膜の遅相軸と偏光膜の吸収軸の角度については、特に限定されず
、偏光板の目的に応じて適宜設定できるが、上記範囲であるのが好ましく、一対の保護膜
の遅相軸が一致しているのが好ましい。
【０３６８】
　なお、保護膜の遅相軸と偏光膜の吸収軸を互いに平行にすると、偏光板の寸法変化やカ
ール防止といった偏光板の機械的安定性を向上させることができる。偏光膜および一対の
保護膜の合計３つのフィルムの少なくとも２つの軸、一方の保護膜の遅相軸と偏光膜吸収
軸、あるいは２枚の保護膜の遅相軸などを実質的に平行にすることによっても同様の効果
が得られる。
【０３６９】
《接着剤》
　偏光膜と保護膜との接着剤は特に限定されないが、ＰＶＡ系樹脂（アセトアセチル基、
スルホン酸基、カルボキシル基、オキシアルキレン基等の変性ＰＶＡを含む）やホウ素化
合物水溶液等が挙げられ、中でもＰＶＡ系樹脂が好ましい。接着剤層厚みは乾燥後に０．
０１～１０μｍが好ましく、０．０５～５μｍがより好ましい。
【０３７０】
《偏光膜と保護膜の一貫製造工程》
　本発明の偏光板は、偏光膜用フィルムを延伸後、収縮させ揮発分率を低下させる乾燥工
程を有することが好ましいが、乾燥後または乾燥中に少なくとも片面に保護膜を貼り合わ
せた後、加熱工程を有することがより好ましい。前記保護膜が、透明フィルムとして機能
する光学異方性層の支持体を兼ねている態様では、片面に保護膜、反対側に光学異方性層
を有する支持体を貼り合わせた後、加熱するのが好ましい。具体的な貼り付け方法として
、フィルムの乾燥工程中、両端を保持した状態で接着剤を用いて偏光膜に保護膜を貼り付
け、その後両端を耳きりする、または乾燥後、両端保持部から偏光膜用フィルムを解除し
、フィルム両端を耳きりした後、保護膜を貼り付けるなどの方法がある。耳きりの方法と
しては、刃物などのカッターで切る方法、レーザーを用いる方法など、一般的な技術を用
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させるために、加熱することが好ましい。加熱の条件としては、接着剤により異なるが、
水系の場合は、３０℃以上が好ましく、より好ましくは４０℃～１００℃、さらに好まし
くは５０℃～９０℃である。これらの工程は一貫のラインで製造されることが、性能上お
よび生産効率上、極めて好ましい。
【０３７１】
《偏光板の性能》
　本発明に関連する保護膜、偏光膜、支持体からなる偏光板の光学的性質および耐久性（
短期、長期での保存性）は、市販のスーパーハイコントラスト品（例えば、株式会社サン
リッツ社製ＨＬＣ２－５６１８等）同等以上の性能を有することが好ましい。具体的には
、可視光透過率が４２．５％以上で、偏光度｛（Ｔｐ－Ｔｃ）／（Ｔｐ＋Ｔｃ）｝１／２
≧０．９９９５（但し、Ｔｐは平行透過率、Ｔｃは直交透過率）であり、６０℃、湿度９
０％ＲＨ雰囲気下に５００時間および８０℃、ドライ雰囲気下に５００時間放置した場合
のその前後における光透過率の変化率が絶対値に基づいて３％以下が好ましく、１％以下
がより好ましい。偏光度の変化率は絶対値に基づいて１％以下が好ましく、０．１％以下
がより好ましい。
【０３７２】
＜第４の態様＞
　本明細書では「重合体」は、「共重合体」を含む意味で用いる。
【０３７３】
　以下、第４の態様について詳細に説明する。
　本発明の光学補償シートは、前記一般式［１］または［２］で表されるフルオロ脂肪族
基含有モノマーから導かれる繰り返し単位を含有する重合体（「フッ素系ポリマー」と略
記することもある）の少なくとも１種と、シクロプロピルカルボニル基を有する円盤状化
合物の少なくとも１種とを含有する光学異方性層を有する。
【０３７４】
（フッ素系ポリマー）
　本発明には、前記一般式［１］または［２］で表されるフルオロ脂肪族基含有モノマー
から導かれる繰り返し単位を含有するフッ素系ポリマーの少なくとも１種を用いる。前記
フッ素系ポリマーは、下記一般式［１］または［２］で表されるモノマーから導かれる繰
り返し単位と、後述する一般式［３］で表されるモノマーから導かれる繰り返し単位のい
ずれをも含むアクリル樹脂又はメタアクリル樹脂であるのが好ましく、さらにはこれらモ
ノマーと共重合可能なビニル系モノマーが共重合体したアクリル樹脂またはメタアクリル
樹脂も好ましい。
【０３７５】
　本発明にかかわるフッ素系ポリマーにおけるフルオロ脂肪族基の一つは、テロメリゼー
ション法（テロマー法ともいわれる）又はオリゴメリゼーション法（オリゴマー法ともい
われる）により製造されたフルオロ脂肪族化合物から導かれるものである。これらのフル
オロ脂肪族化合物の製造法に関しては、例えば、「フッ素化合物の合成と機能」（監修：
石川延男、発行：株式会社シーエムシー、１９８７）の１１７～１１８ページや、「Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｆｌｕｏｒｉｎｅ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　ＩＩ
」（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ　１８７，Ｅｄ　ｂｙ　Ｍｉｌｏｓ　Ｈｕｄｌｉｃｋｙ　ａｎｄ
　Ａｔｔｉｌａ　Ｅ．Ｐａｖｌａｔｈ，Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉ
ｅｔｙ　１９９５）の７４７－７５２ページに記載されている。テロメリゼーション法と
は、ヨウ化物等の連鎖移動常数の大きいアルキルハライドをテローゲンとして、テトラフ
ルオロエチレン等のフッ素含有ビニル化合物のラジカル重合を行い、テロマーを合成する
方法である（Ｓｃｈｅｍｅ－１に例を示した）。
【０３７６】
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【化７１】

 
【０３７７】
　得られた、末端ヨウ素化テロマーは通常、例えば［Ｓｃｈｅｍｅ２］のごとき適切な末
端化学修飾を施され、フルオロ脂肪族化合物へと導かれる。これらの化合物は必要に応じ
、さらに所望のモノマー構造へと変換され、フルオロ脂肪族基含有ポリマーの製造に使用
される。［Ｓｃｈｅｍｅ２］中のｎは自然数を表す。
【０３７８】
【化７２】

 
【０３７９】
　前記フッ素系ポリマーは、下記一般式［１］または［２］で表されるフルオロ脂肪族基
含有モノマーから導かれる繰り返し単位を有する。
【０３８０】

【化７３】

 
【０３８１】
　上記一般式［１］において、Ｒ1は水素原子またはメチル基を表し、Ｘは酸素原子、イ
オウ原子または－Ｎ（Ｒ2）－を表し（Ｒ2は水素原子または炭素数１～４のアルキル基を
表し、好ましくは水素原子またはメチル基である。）、Ｚは水素原子またはフッ素原子を
表し、ｍは１以上６以下の整数、ｎは２～４の整数を表す。
【０３８２】
　Ｘは好ましくは酸素原子であり、Ｚは好ましくは水素原子であり、ｍは好ましくは１ま
たは２であり、ｎは好ましくは３または４であり、これらの混合物を用いてもよい。
【０３８３】
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【０３８４】
　上記一般式［２］において、Ａは下記の連結基群Ａから選ばれる２価（ｑ＝１）もしく
は３価（ｑ＝２）の連結基、または、下記の連結基群Ａから選ばれる２つ以上を組み合わ
せて形成される２価（ｑ＝１）もしくは３価（ｑ＝２）の連結基を表し、また、連結基同
士は酸素原子を介して結合してもよい。
【０３８５】
（連結基群Ａ）
　－ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－、－Ｃ6Ｈ4－および－Ｃ6Ｈ3＜：た
だし、ベンゼン環上の置換位置は任意の位置でよい。
【０３８６】
　上記一般式［２］中、Ｚは水素原子またはフッ素原子を表し、ｐは３～８の整数、ｑは
１または２を表す。
【０３８７】
　Ａは好ましくは下記に示す構造である。
【０３８８】
【化７５】

 
【０３８９】
　Ｚは好ましくはフッ素原子であり、ｐは好ましくは４または６であり、これらの混合物
を用いてもよい。
【０３９０】
　本発明に使用可能なフッ素系ポリマーの製造に利用可能なモノマーの具体例を以下に挙
げるが、本発明は以下の具体例によってなんら制限されるものではない
【０３９１】
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【０３９２】
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【０３９３】
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【０３９４】
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【０３９５】
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【０３９６】
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【０３９７】
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【０３９８】
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【０３９９】
　本発明に使用可能なフッ素系ポリマーの一態様は、フルオロ脂肪族基含有モノマーより
誘導される繰り返し単位と、下記一般式［３］で表される親水性基を含有するモノマーよ
り誘導される繰り返し単位とを有する共重合体である。
【０４００】
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【化８４】

 
【０４０１】
　上記一般式［３］において、Ｒ11、Ｒ12およびＲ13はそれぞれ独立に、水素原子または
置換基を表す。Ｑ1はカルボキシル基（－ＣＯＯＨ）またはその塩、スルホ基（－ＳＯ3Ｈ
）またはその塩、ホスホノキシ基｛－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＨ）2｝またはその塩、アルキル
基、もしくは、末端が水素原子もしくはアルキル基であるポリ（アルキレンオキシ）基を
表す。Ｌ1は下記の連結基群から選ばれる任意の基、またはそれらの２つ以上を組み合わ
せて形成される２価の連結基を表す。
【０４０２】
（連結基群）
　単結合、－Ｏ－、－ＣＯ－、－ＮＲ4－（Ｒ4は水素原子、アルキル基、アリール基、ま
たはアラルキル基を表す）、－Ｓ－、－ＳＯ2－、－Ｐ（＝Ｏ）（ＯＲ5）－（Ｒ5はアル
キル基、アリール基、またはアラルキル基を表す）、アルキレン基およびアリーレン基。
【０４０３】
　一般式［３］中、Ｒ11、Ｒ12およびＲ13は、それぞれ独立に、水素原子または下記に例
示した置換基群から選ばれる置換基を表す。
【０４０４】
（置換基群）
　アルキル基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素数１～１２、特に好まし
くは炭素数１～８のアルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、
ｔｅｒｔ－ブチル基、ｎ－オクチル基、ｎ－デシル基、ｎ－ヘキサデシル基、シクロプロ
ピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる）、アルケニル基（好ま
しくは炭素数２～２０、より好ましくは炭素数２～１２、特に好ましくは炭素数２～８の
アルケニル基であり、例えば、ビニル基、アリール基、２－ブテニル基、３－ペンテニル
基などが挙げられる）、アルキニル基（好ましくは炭素数２～２０、より好ましくは炭素
数２～１２、特に好ましくは炭素数２～８のアルキニル基であり、例えば、プロパルギル
基、３－ペンチニル基などが挙げられる）、アリール基（好ましくは炭素数６～３０、よ
り好ましくは炭素数６～２０、特に好ましくは炭素数６～１２のアリール基であり、例え
ば、フェニル基、ｐ－メチルフェニル基、ナフチル基などが挙げられる）、アラルキル基
（好ましくは炭素数７～３０、より好ましくは炭素数７～２０、特に好ましくは炭素数７
～１２のアラルキル基であり、例えば、ベンジル基、フェネチル基、３－フェニルプロピ
ル基などが挙げられる）、置換もしくは無置換のアミノ基（好ましくは炭素数０～２０、
より好ましくは炭素数０～１０、特に好ましくは炭素数０～６のアミノ基であり、例えば
、無置換アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、アニリノ基
などが挙げられる）、
【０４０５】
アルコキシ基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素数１～１６、特に好まし
くは炭素数１～１０のアルコキシ基であり、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ
基などが挙げられる）、アルコキシカルボニル基（好ましくは炭素数２～２０、より好ま
しくは炭素数２～１６、特に好ましくは２～１０のアルコキシカルボニル基であり、例え
ば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基などが挙げられる）、アシルオキシ基
（好ましくは炭素数２～２０、より好ましくは炭素数２～１６、特に好ましくは２～１０
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のアシルオキシ基であり、例えば、アセトキシ基、ベンゾイルオキシ基などが挙げられる
）、アシルアミノ基（好ましくは炭素数２～２０、より好ましくは炭素数２～１６、特に
好ましくは炭素数２～１０のアシルアミノ基であり、例えばアセチルアミノ基、ベンゾイ
ルアミノ基などが挙げられる）、アルコキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数２～
２０、より好ましくは炭素数２～１６、特に好ましくは炭素数２～１２のアルコキシカル
ボニルアミノ基であり、例えば、メトキシカルボニルアミノ基などが挙げられる）、アリ
ールオキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数７～２０、より好ましくは炭素数７～
１６、特に好ましくは炭素数７～１２のアリールオキシカルボニルアミノ基であり、例え
ば、フェニルオキシカルボニルアミノ基などが挙げられる）、スルホニルアミノ基（好ま
しくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２
のスルホニルアミノ基であり、例えば、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニル
アミノ基などが挙げられる）、スルファモイル基（好ましくは炭素数０～２０、より好ま
しくは炭素数０～１６、特に好ましくは炭素数０～１２のスルファモイル基であり、例え
ば、スルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニル
スルファモイル基などが挙げられる）、カルバモイル基（好ましくは炭素数１～２０、よ
り好ましくは炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２のカルバモイル基であり、
例えば、無置換のカルバモイル基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フ
ェニルカルバモイル基などが挙げられる）、
【０４０６】
　アルキルチオ基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素数１～１６、特に好
ましくは炭素数１～１２のアルキルチオ基であり、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基
などが挙げられる）、アリールチオ基（好ましくは炭素数６～２０、より好ましくは炭素
数６～１６、特に好ましくは炭素数６～１２のアリールチオ基であり、例えば、フェニル
チオ基などが挙げられる）、スルホニル基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは
炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２のスルホニル基であり、例えば、メシル
基、トシル基などが挙げられる）、スルフィニル基（好ましくは炭素数１～２０、より好
ましくは炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２のスルフィニル基であり、例え
ば、メタンスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基などが挙げられる）、ウレイド基（
好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～
１２のウレイド基であり、例えば、無置換のウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウ
レイド基などが挙げられる）、リン酸アミド基（好ましくは炭素数１～２０、より好まし
くは炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２のリン酸アミド基であり、例えば、
ジエチルリン酸アミド基、フェニルリン酸アミド基などが挙げられる）、ヒドロキシ基、
メルカプト基、ハロゲン原子（例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、
シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒ
ドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは１～１
２のヘテロ環基であり、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を有する
ヘテロ環基であり、例えば、イミダゾリル基、ピリジル基、キノリル基、フリル基、ピペ
リジル基、モルホリノ基、ベンゾオキサゾリル基、ベンズイミダゾリル基、ベンズチアゾ
リル基などが挙げられる）、シリル基（好ましくは、炭素数３～４０、より好ましくは炭
素数３～３０、特に好ましくは、炭素数３～２４のシリル基であり、例えば、トリメチル
シリル基、トリフェニルシリル基などが挙げられる）が含まれる。これらの置換基はさら
にこれらの置換基によって置換されていてもよい。また、置換基を二つ以上有する場合は
、同じでも異なってもよい。また、可能な場合には互いに結合して環を形成していてもよ
い。
【０４０７】
　Ｒ11、Ｒ12およびＲ13はそれぞれ独立に、水素原子、アルキル基、ハロゲン原子（例え
ば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、または後述する－Ｌ1－Ｑ1で表
される基であることが好ましく、水素原子、炭素数１～６のアルキル基、塩素原子、－Ｌ
1－Ｑ1で表される基であることがより好ましく、水素原子、炭素数１～４のアルキル基で
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しく、Ｒ2およびＲ3が水素原子で、Ｒ1が水素原子またはメチル基であることが最も好ま
しい。該アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｎ－ブチ
ル基、ｓｅｃ－ブチル基等が挙げられる。該アルキル基は、適当な置換基を有していても
良い。該置換基としては、ハロゲン原子、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシル基、ア
リールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシル基、ヒドロキシル基、アシル
オキシ基、アミノ基、アルコキシカルボニル基、アシルアミノ基、オキシカルボニル基、
カルバモイル基、スルホニル基、スルファモイル基、スルホンアミド基、スルホリル基、
カルボキシル基などが挙げられる。なお、アルキル基の炭素数は、置換基の炭素原子を含
まない。以下、他の基の炭素数についても同様である。
【０４０８】
　Ｌ1は、上記連結基群から選ばれる２価の連結基、またはそれらの２つ以上を組み合わ
せて形成される２価の連結基を表す。上記連結基群中、－ＮＲ4－のＲ4は、水素原子、ア
ルキル基、アリール基又はアラルキル基を表し、好ましくは水素原子又はアルキル基であ
る。また、－ＰＯ（ＯＲ5）－のＲ5はアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表し、
好ましくはアルキル基である。Ｒ4およびＲ5がアルキル基、アリール基又はアラルキル基
を表す場合の炭素数は「置換基群」で説明したものと同じである。Ｌとしては、単結合、
－Ｏ－、－ＣＯ－、－ＮＲ4－、－Ｓ－、－ＳＯ2－、アルキレン基またはアリーレン基を
含むことが好ましく、単結合、－ＣＯ－、－Ｏ－、－ＮＲ4－、アルキレン基又はアリー
レン基を含んでいることが特に好ましく、単結合であることが最も好ましい。Ｌがアルキ
レン基を含む場合、アルキレン基の炭素数は好ましくは１～１２、より好ましくは１～８
、特に好ましくは１～６である。特に好ましいアルキレン基の具体例として、メチレン、
エチレン、トリメチレン、テトラブチレン、ヘキサメチレン基等が挙げられる。Ｌが、ア
リーレン基を含む場合、アリーレン基の炭素数は、好ましくは６～２４、より好ましくは
６～１８、特に好ましくは６～１２である。特に好ましいアリーレン基の具体例として、
フェニレン、ナフタレン基等が挙げられる。Ｌが、アルキレン基とアリーレン基を組み合
わせて得られる２価の連結基（即ちアラルキレン基）を含む場合、アラルキレン基の炭素
数は、好ましくは７～３６、より好ましくは７～２６、特に好ましくは７～１６である。
特に好ましいアラルキレン基の具体例として、フェニレンメチレン基、フェニレンエチレ
ン基、メチレンフェニレン基等が挙げられる。Ｌ1として挙げられた基は、適当な置換基
を有していてもよい。このような置換基としては先にＲ11～Ｒ13における置換基として挙
げた置換基と同様なものを挙げることができる。
　以下にＬの具体的構造を例示するが、本発明はこれらの具体例に限定されるものではな
い。
【０４０９】
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【化８６】

 
【０４１１】
　前記式［３］中、Ｑ1はカルボキシル基、カルボキシル基の塩（例えばリチウム塩、ナ
トリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩（例えばアンモニウム、テトラメチルアンモニ
ウム、トリメチル－２－ヒドロキシエチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム、ト
リメチルベンジルアンモニウム、ジメチルフェニルアンモニウムなど）、ピリジニウム塩
など）、スルホ基、スルホ基の塩（塩を形成するカチオンの例は上記カルボキシル基に記
載のものと同じ）、ホスホノキシ基、ホスホノキシ基の塩（塩を形成するカチオンの例は
上記カルボキシル基に記載のものと同じ）、アルキル基（炭素数１～１８）、もしくは、
末端が水素原子もしくはアルキル基であるポリ（アルキレンオキシ）基を表す。
　ポリ（アルキレンオキシ）基は（ＯＲ）x－Ｇで表すことができ、Ｒは２～４個の炭素
原子を有するアルキレン基、例えば－ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ（Ｃ
Ｈ3）ＣＨ2－、または－ＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ（ＣＨ3）－であることが好ましい。
　Ｇは水素原子または炭素数１～１２のアルキル基であり、水素原子またはメチル基であ
るのが好ましい。
　ｘは自然数をあらわすが、前記のポリ（オキシアルキレン）基中のオキシアルキレン単
位はポリ（オキシプロピレン）におけるように同一であってもよく、また互いに異なる２
種以上のオキシアルキレンが不規則に分布されたものであっても良く、直鎖または分岐状
のオキシプロピレンまたはオキシエチレン単位であったり、または直鎖または分岐状のオ
キシプロピレン単位のブロック及びオキシエチレン単位のブロックのように存在するもの
であっても良い。
　このポリ（オキシアルキレン）鎖は１つまたはそれ以上の連結基（例えば－ＣＯＮＨ－
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とができる。連結基が３価以上の原子価を有する場合には、分岐状のオキシアルキレン単
位が得られる。
　また、ポリ（オキシアルキレン）基を有する重合単位を含む共重合体を本発明に用いる
場合には、ポリ（オキシアルキレン）基の分子量は８０～３０００が適当であり、２５０
～３０００がより好ましい。
　ポリ（オキシアルキレン）アクリレート及びメタクリレートは、市販のヒドロキシポリ
（オキシアルキレン）材料、例えば商品名”プルロニック”［Ｐｌｕｒｏｎｉｃ（旭電化
工業（株）製）、アデカポリエーテル（旭電化工業（株）製）”カルボワックス［Ｃａｒ
ｂｏｗａｘ（グリコ・プロダクス）］、”トリトン”［Ｔｏｒｉｔｏｎ（ローム・アンド
・ハース（Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ製））およびＰ．Ｅ．Ｇ（第一工業製薬（株）製
）として販売されているものを公知の方法でアクリル酸、メタクリル酸、アクリルクロリ
ド、メタクリルクロリドまたは無水アクリル酸等と反応させることによって製造できる。
別に、公知の方法で製造したポリ（オキシアルキレン）ジアクリレート等を用いることも
できる。
【０４１２】
　本発明に使用可能なフッ素系ポリマーの製造に利用可能な前記式［３］に対応するモノ
マーの具体例を以下に挙げるが、本発明は以下の具体例によってなんら制限されるもので
はない。ポリ（アルキレンオキシ）基は重合度ｘが異なるものの混合物であることが多く
、具体例として示す化合物においても重合度の平均に近い整数で重合度を表している。
【０４１３】
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【化９０】

 
【０４１７】
　前記フッ素系ポリマーは、前記一般式［３］で表される繰り返し単位を１種含んでいて
もよいし、２種以上含んでいてもよい。また、前記フッ素系ポリマーは、上記各繰り返し
単位以外の他の繰り返し単位を１種または２種以上有していてもよい。前記他の繰り返し
単位については特に制限されず、通常のラジカル重合反応可能なモノマーから誘導される
繰り返し単位が好ましい例として挙げられる。以下、他の繰り返し単位を誘導するモノマ
ーの具体例を挙げる。前記フッ素系ポリマーは、下記モノマー群から選ばれる１種または
２種以上のモノマーから誘導される繰り返し単位を含有していてもよい。
【０４１８】
　モノマー群
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　（１）アルケン類
　エチレン、プロピレン、１－ブテン、イソブテン、１－ヘキセン、１－ドデセン、１－
オクタデセン、１－エイコセン、ヘキサフルオロプロペン、フッ化ビニリデン、クロロト
リフルオロエチレン、３，３，３－トリフルオロプロピレン、テトラフルオロエチレン、
塩化ビニル、塩化ビニリデンなど；
【０４１９】
　（２）ジエン類
　１，３－ブタジエン、イソプレン、１，３－ペンタジエン、２－エチル－１，３－ブタ
ジエン、２－ｎ－プロピル－１，３－ブタジエン、２，３－ジメチル－１，３－ブタジエ
ン、２－メチル－１，３－ペンタジエン、１－フェニル－１，３－ブタジエン、１－α－
ナフチル－１，３－ブタジエン、１－β－ナフチル－１，３－ブタジエン、２－クロロ－
１，３－ブタジエン、１－ブロモ－１，３－ブタジエン、１－クロロブタジエン、２－フ
ルオロ－１，３－ブタジエン、２，３－ジクロロ－１，３－ブタジエン、１，１，２－ト
リクロロ－１，３－ブタジエン及び２－シアノ－１，３－ブタジエン、１，４－ジビニル
シクロヘキサンなど；
【０４２０】
　（３）α，β－不飽和カルボン酸の誘導体
　（３ａ）アルキルアクリレート類
　メチルアクリレート、エチルアクリレート、ｎ－プロピルアクリレート、イソプロピル
アクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、ｓｅｃ－ブチルアク
リレート、ｔｅｒｔ－ブチルアクリレート、アミルアクリレート、ｎ－ヘキシルアクリレ
ート、シクロヘキシルアクリレート、２－エチルへキシルアクリレート、ｎ－オクチルア
クリレート、ｔｅｒｔ－オクチルアクリレート、ドデシルアクリレート、フェニルアクリ
レート、ベンジルアクリレート、２－クロロエチルアクリレート、２－ブロモエチルアク
リレート、４－クロロブチルアクリレート、２－シアノエチルアクリレート、２－アセト
キシエチルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、２－クロロシクロヘキシルア
クリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、２－メト
キシエチルアクリレート、ω－メトキシポリエチレングリコールアクリレート（ポリオキ
シエチレンの付加モル数：ｎ＝２ないし１００のもの）、３－メトキシブチルアクリレー
ト、２－エトキシエチルアクリレート、２－ブトキシエチルアクリレート、２－（２－ブ
トキシエトキシ）エチルアクリレート、１－ブロモ－２－メトキシエチルアクリレート、
１，１－ジクロロ－２－エトキシエチルアクリレート、グリシジルアクリレートなど）；
【０４２１】
　（３ｂ）アルキルメタクリレート類
　メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、ｎ－プロピルメタクリレート、イソプ
ロピルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、ｓｅｃ
－ブチルメタクリレート、ｔｅｒｔ－ブチルメタクリレート、アミルメタクリレート、ｎ
－ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、２－エチルヘキシルメタク
リレート、ｎ－オクチルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ベンジルメタクリ
レート、フェニルメタクリレート、アリルメタクリレート、フルフリルメタクリレート、
テトラヒドロフルフリルメタクリレート、クレジルメタクリレート、ナフチルメタクリレ
ート、２－メトキシエチルメタクリレート、３－メトキシブチルメタクリレート、ω－メ
トキシポリエチレングリコールメタクリレート（ポリオキシエチレンの付加モル数：ｎ＝
２ないし１００のもの）、２－アセトキシエチルメタクリレート、２－エトキシエチルメ
タクリレート、２－ブトキシエチルメタクリレート、２－（２－ブトキシエトキシ）エチ
ルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、３－トリメトキシシリルプロピルメタク
リレート、アリルメタクリレート、２－イソシアナトエチルメタクリレートなど；
【０４２２】
　（３ｃ）不飽和多価カルボン酸のジエステル類
　マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジブチル、イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジブチル
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、クロトン酸ジブチル、クロトン酸ジヘキシル、フマル酸ジエチル、フマル酸ジメチルな
ど；
【０４２３】
　（３ｅ）α，β－不飽和カルボン酸のアミド類
　Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、Ｎ－ｎ－プロピ
ルアクリルアミド、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルアクリルアミド、Ｎ－ｔｅｒｔ－オクチルメタ
クリルアミド、Ｎ－シクロヘキシルアクリルアミド、Ｎ－フェニルアクリルアミド、Ｎ－
（２－アセトアセトキシエチル）アクリルアミド、Ｎ－ベンジルアクリルアミド、Ｎ－ア
クリロイルモルフォリン、ジアセトンアクリルアミド、Ｎ－メチルマレイミドなど；
【０４２４】
　（４）不飽和ニトリル類
　アクリロニトリル、メタクリロニトリルなど；
【０４２５】
　（５）スチレンおよびその誘導体
　スチレン、ビニルトルエン、エチルスチレン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルスチレン、ｐ－ビ
ニル安息香酸メチル、α－メチルスチレン、ｐ－クロロメチルスチレン、ビニルナフタレ
ン、ｐ－メトキシスチレン、ｐ－ヒドロキシメチルスチレン、ｐ－アセトキシスチレンな
ど；
【０４２６】
　（６）ビニルエステル類
　酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル、イソ酪酸ビニル、安息香酸ビニル、サ
リチル酸ビニル、クロロ酢酸ビニル、メトキシ酢酸ビニル、フェニル酢酸ビニルなど；
【０４２７】
　（７）ビニルエーテル類
　メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、ｎ－プロピルビニルエーテル、イソプ
ロピルビニルエーテル、ｎ－ブチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、ｔｅｒ
ｔ－ブチルビニルエーテル、ｎ－ペンチルビニルエーテル、ｎ－ヘキシルビニルエーテル
、ｎ－オクチルビニルエーテル、ｎ－ドデシルビニルエーテル、ｎ－エイコシルビニルエ
ーテル、２－エチルヘキシルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、フルオロ
ブチルビニルエーテル、フルオロブトキシエチルビニルエーテルなど；および
【０４２８】
　（８）その他の重合性単量体
　Ｎ－ビニルピロリドン、メチルビニルケトン、フェニルビニルケトン、メトキシエチル
ビニルケトン、２－ビニルオキサゾリン、２－イソプロペニルオキサゾリンなど。
【０４２９】
　他の繰り返し単位を誘導するモノマーとしては下記一般式［４］で表されるモノマーが
好適に用いられる。
【０４３０】
【化９１】

 
【０４３１】
　上記一般式［４］において、Ｒ16は水素原子またはメチル基を表し、Ｌ2は２価の連結
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基を表し、Ｒ17は置換基を有しても良い炭素数１以上２０以下の直鎖、分岐鎖または環状
のアルキル基を表す。Ｌ2で表される２価の連結基としては、酸素原子、イオウ原子、ま
たは－Ｎ（Ｒ5）－が好ましい。ここで、Ｒ5は、水素原子、炭素数１～４のアルキル基、
例えばメチル、エチル、プロピル、ブチルが好ましい。Ｒ5はより好ましくは、水素原子
またはメチルである。Ｚは、酸素原子、－ＮＨ－、または－Ｎ（ＣＨ3）－であることが
特に好ましい。
【０４３２】
　Ｒ17で表される炭素数１以上２０以下の直鎖、分岐または環状のアルキル基としては、
直鎖及び分岐してもよいメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキ
シル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、ト
リデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、オクタデシル基、エイコサニル基等、ま
た、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基等の単環シクロアルキル基
及びビシクロヘプチル基、ビシクロノニル基、ビシクロデシル基、トリシクロデシル基、
トリシクロウンデシル基、テトラシクロドデシル基、アダマンチル基、ノルボルニル基、
テトラシクロデシル基等の多環シクロアルキル基が好適に用いられる。
【０４３３】
　Ｒ17で表されるアルキル基の置換基としては、水酸基、アルキルカルボニル基、アリー
ルカルボニル基、アルキルカルボニルオキシ基、カルボキシル基、アルキルエーテル基、
アリールエーテル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、ニトロ基、
シアノ基、アミノ基等があげられるがこの限りではない。
【０４３４】
　上記一般式［４］で表されるモノマーは、アルキル（メタ）アクリレートまたはポリ（
アルキレンオキシ）（メタ）アクリレートであることが特に好ましい。
【０４３５】
　上記一般式［４］で示されるモノマーの具体例を次に示すが、本発明は以下の具体例に
よってなんら制限されるものではない
【０４３６】
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【化１０３】

 
【０４４８】
　本発明に用いる前記フッ素系ポリマーは、光学異方性層中に少なくとも２種類含有され
ることが好ましい。少なくとも２種類含有することによって、ムラ改良と液晶性化合物の
制御を独立にできるようになり、面状と視野角特性を両立することが可能となる。
【０４４９】
　前記フッ素系ポリマー中、フルオロ脂肪族基含有モノマーの量は、該ポリマーの構成モ
ノマー総量の５質量％以上であるのが好ましく、１０質量％以上であるのがより好ましく
、３０質量％以上であるのがさらに好ましい。
【０４５０】
　本発明に用いる前記フッ素系ポリマーの質量平均分子量は１０００以上１，０００，０
００以下であるのが好ましく、１０００以上５００，０００以下であるのがより好ましく
、１０００以上１００，０００以下であるのがさらに好ましい。質量平均分子量は、ゲル
パーミエーションクロマトグラフィ（ＧＰＣ）を用いて、ポリスチレン（ＰＳ）換算の値
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として測定可能である。
【０４５１】
　前記フッ素系ポリマーの重合方法は、特に限定されるものではないが、例えば、ビニル
基を利用したカチオン重合やラジカル重合、あるいは、アニオン重合等の重合方法を採る
ことができ、これらの中ではラジカル重合が汎用に利用できる点で特に好ましい。ラジカ
ル重合の重合開始剤としては、ラジカル熱重合開始剤や、ラジカル光重合開始剤等の公知
の化合物を使用することができるが、特に、ラジカル熱重合開始剤を使用することが好ま
しい。ここで、ラジカル熱重合開始剤は、分解温度以上に加熱することにより、ラジカル
を発生させる化合物である。このようなラジカル熱重合開始剤としては、例えば、ジアシ
ルパーオキサイド（アセチルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド等）、ケトンパ
ーオキサイド（メチルエチルケトンパーオキサイド、シクロヘキサノンパーオキサイド等
）、ハイドロパーオキサイド（過酸化水素、ｔｅｒｔ－ブチルハイドパーオキサイド、ク
メンハイドロパーオキサイド等）、ジアルキルパーオキサイド（ジ－ｔｅｒｔ－ブチルパ
ーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ジラウロイルパーオキサイド等）、パーオキシ
エステル類（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシアセテート、ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシピバ
レート等）、アゾ系化合物（アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスイソバレロニトリル
等）、過硫酸塩類（過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム等）が挙げ
られる。このようなラジカル熱重合開始剤は、１種を単独で使用することもできるし、あ
るいは２種以上を組み合わせて使用することもできる。
【０４５２】
　ラジカル重合方法は、特に制限されるものでなく、乳化重合法、懸濁重合法、塊状重合
法、溶液重合法等を採ることが可能である。典型的なラジカル重合方法である溶液重合に
ついてさらに具体的に説明する。他の重合方法についても概要は同等であり、その詳細は
例えば「高分子科学実験法」高分子学会編（東京化学同人、１９８１年）等に記載されて
いる。
【０４５３】
　溶液重合を行うためには有機溶媒を使用する。これらの有機溶媒は本発明の目的、効果
を損なわない範囲で任意に選択可能である。これらの有機溶媒は通常、大気圧下での沸点
が５０～２００℃の範囲内の値を有する有機化合物であり、各構成成分を均一に溶解させ
る有機化合物が好ましい。好ましい有機溶媒の例を示すと、イソプロパノール、ブタノー
ル等のアルコール類；ジブチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、テトラ
ヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソ
ブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類；酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、
γ－ブチロラクトン等のエステル類；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素
類；が挙げられる。なお、これらの有機溶媒は、１種単独または２種以上を組み合わせて
用いることが可能である。さらに、モノマーや生成するポリマーの溶解性の観点から上記
有機溶媒に水を併用した水混合有機溶媒も適用可能である。
【０４５４】
　また、溶液重合条件も特に制限されるものではないが、例えば、５０～２００℃の温度
範囲内で、１０分～３０時間加熱することが好ましい。さらに、発生したラジカルが失活
しないように、溶液重合中はもちろんのこと、溶液重合開始前にも、不活性ガスパージを
行うことが好ましい。不活性ガスとしては通常窒素ガスが好適に用いられる。
【０４５５】
　前記フッ素系ポリマーを好ましい分子量範囲で得るためには、連鎖移動剤を用いたラジ
カル重合法が特に有効である。連鎖移動剤としてはメルカプタン類（例えば、オクチルメ
ルカプタン、デシルメルカプタン、ドデシルメルカプタン、ｔｅｒｔ－ドデシルメルカプ
タン、オクタデシルメルカプタン、チオフェノール、ｐ－ノニルチオフェノール等）、ポ
リハロゲン化アルキル（例えば、四塩化炭素、クロロホルム、１，１，１－トリクロロエ
タン、１，１，１－トリブロモオクタンなど）、低活性モノマー類（α－メチルスチレン
、α－メチルスチレンダイマー等）のいずれも用いることができるが、好ましくは炭素数
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４～１６のメルカプタン類である。これらの連鎖移動剤の使用量は、連鎖移動剤の活性や
モノマーの組み合わせ、重合条件などにより著しく影響され精密な制御が必要であるが、
通常は使用するモノマーの全モル数に対して０．０１モル％～５０モル％程度であり、好
ましくは０．０５モル％～３０モル％、特に好ましくは０．０８モル％～２５モル％であ
る。これらの連鎖移動剤は、重合過程において重合度を制御するべき対象のモノマーと同
時に系内に存在させればよく、その添加方法については特に問わない。モノマーに溶解し
て添加してもよいし、モノマーと別途に添加することも可能である。
【０４５６】
　以下に、フッ素系ポリマーとして本発明に好ましく用いられるフルオロ脂肪族基含有共
重合体の具体例を示すが、本発明はこれらの具体例によってなんら限定されるものではな
い。ここで式中の数値は、それぞれ各モノマーの組成比を示す質量百分率であり、Ｍｗは
ＧＰＣにより測定されたＰＳ換算の質量平均分子量である。ａ、ｂ、ｃ、ｄ等の数値は質
量比を表す。
【０４５７】
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【０４６８】
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【化１１５】

 
【０４６９】
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【化１１６】

 
【０４７０】
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【化１１７】

 
【０４７１】
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【化１１８】

 
【０４７２】
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【化１１９】

 
【０４７３】
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【０４７４】
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【化１２１】

 
【０４７５】
　本発明に用いられるフッ素系ポリマーは、公知慣用の方法で製造することができる。例
えば先にあげたフルオロ脂肪族基を有するモノマー、水素結合性基を有するモノマー等を
含む有機溶媒中に、汎用のラジカル重合開始剤を添加し、重合させることにより製造でき
る。また、場合によりその他の付加重合性不飽和化合物を、さらに添加して上記と同じ方
法にて製造することができる。各モノマーの重合性に応じ、反応容器にモノマーと開始剤
を滴下しながら重合する滴下重合法なども、均一な組成のポリマーを得るために有効であ
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【０４７６】
　組成物中における前記フッ素系ポリマーの含有量の好ましい範囲は、その用途によって
異なるが、一般的には、組成物（塗布液である場合は溶媒を除いた組成物）中、０．００
５～８質量％であるのが好ましく、０．０１～５質量％であるのがより好ましく、０．０
５～２．５質量％であるのがさらに好ましい。前記フッ素系ポリマーの添加量が上記範囲
であると、その効果が十分に発揮でき、また、塗膜の乾燥が十分でき、光学補償シートと
しての性能（例えばレタデーションの均一性等）が良好である。
【０４７７】
（シクロプロピルカルボニル基を有する円盤状化合物）
　本発明にはシクロプロピルカルボニル基を有する円盤状化合物の少なくとも１種を用い
る。前記円盤状化合物は、下記一般式（Ｉ）で表される化合物であるのが好ましい。
【０４７８】
【化１２２】

 
【０４７９】
　一般式（Ｉ）において、Ｄは円盤状コアである。円盤状コアは、該円盤状化合物の中心
に位置し、その円盤面を構成する。円盤状コアは、円盤状液晶性分子の分子構造において
、よく知られている概念である。円盤状液晶（Ｄｉｓｃｏｔｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙ
ｓｔａｌ）は、様々な文献（Ｃ．Ｄｅｓｔｒａｄｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｏｌ．Ｃｒｙｓｒ
．Ｌｉｑ．Ｃｒｙｓｔ．，ｖｏｌ．７１，ｐａｇｅ　１１１　（１９８１）；日本化学会
編、季刊化学総説、Ｎｏ．２２、液晶の化学、第５章、第１０章第２節（１９９４）；Ｂ
．Ｋｏｈｎｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｎｇｅｗ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　Ｃｈｅｍ．　Ｃ
ｏｍｍ．，　ｐａｇｅ　１７９４　（１９８５）；Ｊ．Ｚｈａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．
Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，ｖｏｌ．１１６，ｐａｇｅ　２６５５　（１９９４）等に記
載されている。
【０４８０】
　以下に、円盤状コアの例を示す。各化合物中のＹは下記一般式（ＶＩ）を意味する。下
記一般式（ＶＩ）中のＲ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5は、前記一般式（Ｉ）のものと同義
であり、好ましい範囲も同義である。
【０４８１】
【化１２３】

 
【０４８２】
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【化１２４】

 
【０４８３】
【化１２５】

 
【０４８４】
　円盤状コア（Ｄ）は、トリフェニレン（Ｚ４）であることが特に好ましい。
　円盤状コア（Ｄ）は、Ｙ（前記一般式（ＶＩ））以外の置換基を有していてもよい。円
盤状コアが有していてもよい置換基の例は、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素
原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ヒドロキシル基、アミノ基、カルバモイル基、スルファ
モイル基、メルカプト基、ウレイド基、アルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置
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換アルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アリール基、置換アリール基、複素
環基、アルコキシ基、置換アルコキシ基、アリールオキシ基、置換アリールオキシ基、ア
シル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、置換アルコキシカルボニル基、アリ
ールオキシカルボニル基、置換アリールオキシカルボニル基、置換アミノ基、アミド基、
イミド基、アルコキシカルボニルアミノ基、置換アルコキシカルボニルアミノ基、アリー
ルオキシカルボニルアミノ基、置換アリールオキシカルボニルアミノ基、置換カルバモイ
ル基、スルホンアミド基、置換スルファモイル基、アルキルチオ基、置換アルキルチオ基
、アリールチオ基、置換アリールチオ基、アルキルスルホニル基、置換アルキルスルホニ
ル基、アリールスルホニル基、置換アリールスルホニル基、アルキルスルフィニル基、置
換アルキルスルフィニル基、アリールスルフィニル基、置換アリールスルフィニル基、置
換ウレイド基、リン酸アミド基、置換シリル基、アルコキシカルボニルオキシ基、置換ア
ルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基ならびに置換アリール
オキシカルボニルオキシ基を含む。
【０４８５】
　アルキル基は、環状構造または分岐構造を有していてもよい。アルキル基の炭素原子数
は１～３０であることが好ましい。置換アルキル基のアルキル部分は、アルキル基と同義
であり、好ましい範囲も同義である。置換アルキル基の置換基の例は、アルキル基、置換
アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基および置換アルキニル基が
除外される以外は、円盤状コアの置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
【０４８６】
　アルケニル基は、環状構造または分岐構造を有していてもよい。アルケニル基の炭素原
子数は２～３０であることが好ましい。置換アルケニル基のアルケニル部分は、アルケニ
ル基と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アルケニル基の置換基の例は、置換
アルキル基の置換基の例と同様である。アルキニル基は、環状構造または分岐構造を有し
ていてもよい。アルキニル基の炭素原子数は２～３０であることが好ましい。置換アルキ
ニル基のアルキニル部分は、アルキニル基と同様である。置換アルキニル基の置換基の例
は、置換アルキル基の置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
【０４８７】
　アリール基の炭素原子数は、６～３０であることが好ましい。置換アリール基のアリー
ル部分は、アリール基と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アリール基の置換
基の例は、円盤状コアの置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
【０４８８】
　複素環基は、５員または６員の複素環を有することが好ましい。複素環に、他の複素環
、脂肪族環または芳香族環が縮合していてもよい。複素環の複素原子は、窒素原子、酸素
原子または硫黄原子であることが好ましい。複素環基は置換基を有していてもよい。複素
環基の置換基の例は、円盤状コアの置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である
。
【０４８９】
　アルコキシ基および置換アルコキシ基のアルキル部分は、アルキル基と同義であり、好
ましい範囲も同義である。置換アルコキシ基の置換基の例は、置換アルキル基の置換基の
例と同義であり、好ましい範囲も同義である。アリールオキシ基および置換アリールオキ
シ基のアリール部分は、アリール基と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アリ
ールオキシ基の置換基の例は、円盤状コアの置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同
義である。
【０４９０】
　アシル基はホルミルまたは－ＣＯ－Ｒで表され、Ｒはアルキル基、置換アルキル基、ア
ルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アリール基または置
換アリール基である。
　アシルオキシ基はホルミルオキシまたは－Ｏ－ＣＯ－Ｒで表され、Ｒはアルキル基、置
換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基、ア
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リール基または置換アリール基である。
【０４９１】
　アルコキシカルボニル基および置換アルコキシカルボニル基のアルキル部分は、アルキ
ル基と同様である。置換アルコキシカルボニル基の置換基の例は、置換アルキル基の置換
基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
　アリールオキシカルボニル基および置換アリールオキシカルボニル基のアリール部分は
、アリール基と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アリールオキシカルボニル
基の置換基の例は、円盤状コアの置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
【０４９２】
　置換アミノ基は、－ＮＨ－Ｒまたは－Ｎ（－Ｒ）2で表され、Ｒはアルキル基、置換ア
ルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アリー
ル基または置換アリール基である。
　アミド基は、－ＮＨ－ＣＯ－Ｒで表され、Ｒはアルキル基、置換アルキル基、アルケニ
ル基、置換アルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アリール基または置換アリ
ール基である。
　イミド基は、－Ｎ（－ＣＯ－Ｒ）2で表され、Ｒはアルキル基、置換アルキル基、アル
ケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アリール基または置換
アリール基である。
【０４９３】
　アルコキシカルボニルアミノ基および置換アルコキシカルボニルアミノ基のアルキル部
分は、アルキル基と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アルコキシカルボニル
アミノ基の置換基の例は、置換アルキル基の置換基の例と同様である。
　アリールオキシカルボニルアミノ基および置換アリールオキシカルボニルアミノ基のア
リール部分は、アリール基と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アリールオキ
シカルボニルアミノ基の置換基の例は、円盤状コアの置換基の例と同様である。
【０４９４】
　置換カルバモイル基は、－ＣＯ－ＮＨ－Ｒまたは－ＣＯ－Ｎ（－Ｒ）2で表され、Ｒは
アルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基、置換ア
ルキニル基、アリール基または置換アリール基である。
　スルホンアミド基は、－ＮＨ－ＳＯ2－Ｒで表され、Ｒはアルキル基、置換アルキル基
、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アリール基また
は置換アリール基である。置換スルファモイル基は、－ＳＯ2－ＮＨ－Ｒまたは－ＳＯ2－
Ｎ（－Ｒ）2で表され、Ｒはアルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニ
ル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アリール基または置換アリール基である。
【０４９５】
　アルキルチオ基および置換アルキルチオ基のアルキル部分は、アルキル基と同様である
。置換アルキルチオ基の置換基の例は、置換アルキル基の置換基の例と同様である。
　アリールチオ基および置換アリールチオ基のアリール部分は、アリール基と同義であり
、好ましい範囲も同義である。置換アリールチオ基の置換基の例は、円盤状コアの置換基
の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
　アルキルスルホニル基および置換アルキルスルホニル基のアルキル部分は、アルキル基
と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アルキルスルホニル基の置換基の例は、
置換アルキル基の置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
【０４９６】
　アリールスルホニル基および置換アリールスルホニル基のアリール部分は、アリール基
と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アリールスルホニル基の置換基の例は、
円盤状コアの置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
　アルキルスルフィニル基および置換アルキルスルフィニル基のアルキル部分は、アルキ
ル基と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アルキルスルフィニル基の置換基の
例は、置換アルキル基の置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
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　アルキルスルフィニル基および置換アルキルスルフィニル基のアリール部分は、アリー
ル基と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アルキルスルフィニル基の置換基の
例は、円盤状コアの置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
【０４９７】
　置換ウレイド基は、－ＮＨ－ＣＯ－ＮＨ－Ｒまたは－ＮＨ－ＣＯ－Ｎ（－Ｒ）2で表さ
れ、Ｒはアルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基
、置換アルキニル基、アリール基または置換アリール基である。
　リン酸アミド基は、－ＮＨ－Ｏ－Ｐ（＝Ｏ）（－ＯＨ）－Ｏ－Ｒまたは－ＮＨ－Ｏ－Ｐ
（＝Ｏ）（－Ｏ－Ｒ）2で表され、Ｒはアルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置
換アルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アリール基または置換アリール基で
ある。
　置換シリル基は、－ＳｉＨ2－Ｒ、－ＳｉＨ（－Ｒ）2または－Ｓｉ（－Ｒ）3で表され
、Ｒはアルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基、
置換アルキニル基、アリール基または置換アリール基である。
【０４９８】
　アルコキシカルボニルオキシ基および置換アルコキシカルボニルオキシ基のアルキル部
分は、アルキル基と同様である。置換アルコキシカルボニルオキシ基の置換基の例は、置
換アルキル基の置換基の例と同義であり、好ましい範囲も同義である。
　アリールオキシカルボニルオキシ基および置換アリールオキシカルボニルオキシ基のア
リール部分は、アリール基と同義であり、好ましい範囲も同義である。置換アリールオキ
シカルボニルオキシ基の置換基の例は、円盤状コアの置換基の例と同義であり、好ましい
範囲も同義である。
【０４９９】
　一般式（Ｉ）において、ｎ１は３～２０の整数であって、３～１５の整数であることが
好ましく、３～１２の整数であることがより好ましく、３～１０の整数であることがさら
に好ましく、４～８の整数であることがさらにまた好ましく、６であることが最も好まし
い。
【０５００】
　一般式（Ｉ）において、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5は水素原子または置換基を表し
、これらの例は円盤状コアの置換基の例と同様なものが挙げられる。また、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ
3、Ｒ4およびＲ5のいずれか二つが結合して環を形成していてもよく、例えば、脂肪族ま
たは芳香族環があげられる。好ましくはＲ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ5は、それぞれ独立に、水
素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、シアノ基、置換もしくは無置換のアルコキシ
カルボニル基またはハロゲン原子である。
【０５０１】
　カルボニルオキシ基に対し、Ｒ2およびＲ3、Ｒ4およびＲ5は、シス・トランスの位置関
係が存在する。シスとはシクロプロパン環面に対してカルボニルオキシ基と同方向に置換
基が存在する状態であり、トランスとはシクロプロパン環面に対してカルボニルオキシ基
と逆方向に置換基が存在する状態である。この位置関係は指定のない限り特には制限しな
い。
【０５０２】
　一般式（Ｉ）において、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5の置換基の組み合わせにより、
エナンチオマーおよびジアステレオマー立体異性体が存在するが、これらは指定のない限
り特には制限しない。
【０５０３】
　一般式（Ｉ）で表される円盤状化合物は、下記一般式（ＩＩ）で表されることが好まし
い。
【０５０４】
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【化１２６】

 
【０５０５】
　一般式（ＩＩ）において、Ｄは円盤状コアである。ｎ１は３～２０の整数である。Ｒ1

、Ｒ2、Ｒ3およびＲ5は水素原子または置換基を表し、互いに結合して環を形成していて
もよい。ｍは１～５の整数を表す。Ｒ6は置換基を表し、複数のＲ6が存在する時、それぞ
れ同じでも異なっていてもよく、互いに結合して環を形成していてもよい。
【０５０６】
　上記Ｄ、ｎ１、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ5は、一般式（Ｉ）で定義したＤ、ｎ１、Ｒ1、
Ｒ2、Ｒ3およびＲ5と同様であり、好ましい範囲も同義である。
【０５０７】
　一般式（ＩＩ）において、Ｒ6は置換基を表し、これらの例は円盤状コアの置換基の例
と同様なものが挙げられる。好ましいＲ6の例は、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の
アルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のアルコキシカル
ボニル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、
置換もしくは無置換のアルコキシカルボニルオキシ基、置換もしくは無置換のアリールオ
キシカルボニルオキシ基または置換もしくは無置換のアシルオキシ基である。さらに好ま
しくは、少なくとも１つのＲ6が置換アルキル基、置換アルコキシ基、置換アルコキシカ
ルボニル基、置換アリール基、置換アリールオキシ基、置換アルコキシカルボニルオキシ
基、置換アリールオキシカルボニルオキシ基または置換アシルオキシ基であり、置換基の
末端に重合性基を有する。
【０５０８】
　一般式（ＩＩ）において、Ｒ6の置換位置は指定のない限り特に制限しない。好ましく
は少なくとも１つのＲ6がパラ位に存在する。
　一般式（ＩＩ）において、カルボニルオキシ基に対して、Ｒ5には、シス・トランスの
位置関係が存在する。この位置関係は指定のない限り特には制限しない。好ましくはシス
である。
【０５０９】
　本発明の円盤状化合物、例えば、一般式（Ｉ）で表される円盤状化合物は、重合性基を
有することができる。重合性基を有する円盤状化合物（重合性円盤状化合物）は、重合反
応により円盤状化合物の円盤面が配向している状態を固定することができる。
　一般式（Ｉ）で表される化合物が重合性基を有する場合、Ｒ4は置換アルキル基、置換
アルコキシ基、置換アリール基または置換アリールオキシ基であって、各置換基の末端に
重合性基を有することが好ましい。
　重合性円盤状化合物は、さらに、下記一般式（ＩＩＩ）で表されることが好ましい。
【０５１０】
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【化１２７】

 
【０５１１】
　一般式（ＩＩＩ）において、Ｄは円盤状コアである。ｎ１は３～２０の整数を表す。Ｒ
1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ5は、それぞれ、水素原子または置換基をあらわし、互いに結合して
環を形成していてもよい。
　Ｄ、ｎ１、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ5は、一般式（Ｉ）で定義したＤ、ｎ１、Ｒ1、Ｒ2、
Ｒ3およびＲ5と同様であり、好ましい範囲も同義である。
【０５１２】
　一般式（ＩＩＩ）において、Ｌは酸素原子、硫黄原子、カルボニル基、置換もしくは無
置換のアルキレン基、置換もしくは無置換のアリーレン基、およびそれらの組み合わせか
ら選ばれる２価の連結基である。
　アルキレン基は、環状構造または分岐構造を有していてもよい。アルキレン基の炭素原
子数は１～３０であることが好ましい。
　置換アルキレン基のアルキレン部分は、アルキレン基と同様である。置換アルキレン基
の置換基の例は、アルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アル
キニル基および置換アルキニル基が除外される以外は、一般式（Ｉ）で説明した円盤状コ
アの置換基の例と同様である。
　アリーレン基の炭素原子数は、１～３０であることが好ましい。アリーレン基は、フェ
ニレンまたはナフチレンであることが好ましく、フェニレンであることがさらに好ましく
、ｐ－フェニレンであることが最も好ましい。
　置換アリーレン基のアリーレン部分は、アリーレン基と同様である。置換アリーレン基
の置換基の例は、一般式（Ｉ）で説明した円盤状コアの置換基の例と同様である。
　一般式（ＩＩＩ）において、Ｑは重合性基である。重合性基は、エポキシ基またはエチ
レン性不飽和基であることがさらに好ましく、エチレン性不飽和基（例、ビニル、１－プ
ロペニル、イソプロペニル）であることが最も好ましい。
【０５１３】
　本発明の円盤状化合物として、特に、好ましい円盤状化合物は、下記一般式（ＩＶ）で
表されるトリフェニレン化合物である。
【０５１４】
【化１２８】

 
【０５１５】
　一般式（ＩＶ）において、Ｄ1はトリフェニレンを表し、ｎ１は３～６の整数を表し、
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4およびＲ5は、それぞれ、水素原子、炭素原子数が１～２０の置換も
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、炭素原子数が１～２０の置換もしくは無置換のアルコキシ基、炭素原子数が３～２０の
置換もしくは無置換のアルケニルオキシ基、炭素原子数が６～２０の置換もしくは無置換
のアリール基または炭素原子数が６～２０の置換もしくは無置換のアリールオキシ基、炭
素原子数が１～２０の置換もしくは無置換のアルコキシカルボニル基である。各基の定義
および例は、一般式（Ｉ）と同様であり、好ましい範囲も同義である。
【０５１６】
　一般式（ＩＶ）において、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ5は、それぞれ、水素原子、メチル基
、エチル基、メチルオキシ基、エチルオキシ基、シアノ基、ハロゲン原子または置換もし
くは無置換のアルコキシカルボニル基であるのが好ましい。
　一般式（ＩＶ）において、好ましくはＲ4が、炭素原子数が６～２０の置換もしくは無
置換のアリール基である。一般式（ＩＶ）において、好ましくはＲ4が、カルボニルオキ
シ基に対して、トランスである。
【０５１７】
　一般式（ＩＶ）で表されるトリフェニレン化合物は、重合性基を有することができる。
重合性基を有するトリフェニレン化合物（重合性トリフェニレン化合物）は、重合反応に
よりトリフェニレンからなる円盤面が配向している状態を固定することができる。
　一般式（ＩＶ）で表されるトリフェニレン化合物が重合性基を有する場合、Ｒ4は炭素
原子数が２～２０の置換アルキル基、炭素原子数が２～２０の置換アルコキシ基、炭素原
子数が６～２０の置換アリール基または炭素原子数が６～２０の置換アリールオキシ基で
あって、置換基の末端に重合性基を有することが好ましい。
　上記一般式（ＩＶ）には、不斉炭素原子が存在するため、ジアステレオマーやエナンチ
オマーが存在するが、本発明においてはこれらを区別せず、すべて含まれるものとする。
つまり、構造の記述方法により立体異性体を区別しないこととする。
【０５１８】
　以下に、一般式（Ｉ）で表される円盤状化合物の例を示す。なお、それぞれの例示化合
物を表すとき、該例示化合物の横に記載されている数値（ｘ）をもって、例示化合物（ｘ
）と示す。
【０５１９】
【化１２９】

 
【０５２０】
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【０５２１】
【化１３１】

 
【０５２２】
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【０５２３】
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【０５２４】
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【化１３４】

 
【０５２５】
　本発明で開示する円盤状化合物は、単独もしくは他の液晶と混合することより液晶性を
示してもよい。本発明の化合物を他の円盤状液晶性化合物と混合して用いる場合、本発明
に従う円盤状化合物の液晶性分子全体に対する割合は、１～１００質量％が好ましく、１
０～９８質量％がさらに好ましく、３０～９５質量％が最も好ましい。
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【０５２６】
［光学異方性層］
　本発明の光学補償シートは、前記フッ素系ポリマーの少なくとも１種と前記所定の円盤
状化合物の少なくとも１種とを含有する光学異方性層を有する。該光学異方性層は、前記
円盤状化合物の配向に基づく光学異方性を示す。
　光学異方性層は、前記所定の円盤状化合物および前記フッ素系ポリマー、および所望に
よりその配向を制御するのに寄与する材料、配向状態を固定するのに寄与する材料等、他
の材料を含有する組成物から形成してもよい。前記円盤状化合物は一度液晶相形成温度ま
で加熱し、次にその配向状態を維持したまま冷却することによりその液晶状態における配
向形態を損なうことなく固定化することができる。また、前記円盤状化合物は、重合開始
剤を添加した組成物を液晶相形成温度まで加熱した後、重合させ冷却することによっても
固定化することができる。本発明で配向状態が固定化された状態とは、その配向が保持さ
れた状態が最も典型的、且つ好ましい態様ではあるが、それだけには限定されず、具体的
には、通常０℃～５０℃、より過酷な条件下では－３０℃～７０℃の温度範囲において、
該層に流動性がなく、且つ外場や外力によって配向形態に変化を生じさせることなく、固
定化された配向形態を安定に保ち続けることができる状態を指すものである。
　なお、配向状態が最終的に固定化された際に、液晶組成物はもはや液晶性を示す必要は
ない。例えば、液晶化合物として重合性化合物を用いた場合、結果的に熱、光等での反応
により重合または架橋反応が進行し、高分子量化して、液晶性を失ってもよい。
【０５２７】
　重合性基を有する前記円盤状化合物を用いて光学異方性層を作製する場合は、作製の過
程で、該化合物が単独でまたは他の化合物と重合し、最終的には本発明の化合物を重合単
位とする高分子を含有する光学異方性層が作製されるが、かかる光学異方性層も本発明の
範囲に含まれる。
【０５２８】
　本発明の光学補償シートの一態様は、透明支持体と、前記光学異方性層とを有する。こ
こで、光学異方性層は、前記円盤状化合物および前記フ
ッ素系ポリマーをそれぞれ少なくとも１種と、必要に応じて他の添加剤とを含有する組成
物を配向膜上に塗布した後、液晶状態の配向状態で固定化することで作製することができ
る。なお、配向膜上で液晶性分子を配向状態に固定した後は、他の支持体上に転写可能で
ある。配向状態で固定化された液晶化合物は、配向膜がなくても配向状態を維持すること
ができる。従って、本発明の光学補償シートは、、配向膜を有していなくてもよい。前記
光学異方性層の厚さは、０．１～２０μｍであることが好ましく、０．２～１５μｍであ
ることがさらに好ましく、０．５～１０μｍであることが最も好ましい。
【０５２９】
［光学異方性層の添加剤］
　光学異方性層の形成にあたり前記円盤状化合物および前記フッ素系ポリマーに加えるこ
とのできる添加剤の例としては、空気界面配向制御剤、ハジキ防止剤、重合開始剤、重合
性モノマー等が挙げられる。
【０５３０】
［空気界面配向制御剤］
　液晶化合物は、空気界面においては空気界面のプレチルト角で配向する。このプレチル
ト角は、ｎｘ屈折率方向と空気界面がなすプレチルト角とｎｙ屈折率方向と空気界面がな
すプレチルト角とｎｚ屈折率方向と空気界面がなすプレチルト角の３種類がある。このプ
レチルト角は、化合物の種類によりその程度が異なるために、目的に応じて、空気界面の
プレチルト角を任意に制御する必要がある。
　このプレチルト角の制御には、例えば、電場や磁場のような外場を用いることや添加剤
を用いることができるが、添加剤を用いることが好ましい。
　このような添加剤としては、炭素原子数が６～４０の置換または無置換脂肪族基もしく
は炭素原子数が６～４０の置換または無置換脂肪族置換オリゴシロキサノキシ基を、分子
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内に１本以上有する化合物が好ましく、分子内に２本以上有する化合物がさらに好ましい
。例えば、空気界面配向制御剤としては、特開２００２－２０３６３号公報に記載の疎水
性排除体積効果化合物を用いることができる。
【０５３１】
　空気界面側の配向制御用添加剤の添加量としては、円盤状化合物に対して、０．００１
質量％～２０質量％が好ましく、０．０１質量％～１０質量％がさらに好ましく、０．１
質量％～５質量％が最も好ましい。
【０５３２】
［ハジキ防止剤］
　円盤状化合物に添加し、該組成物の塗布時のハジキを防止するための材料としては、一
般に高分子化合物を好適に用いることができる。使用するポリマーとしては、円盤状化合
物の傾斜角変化や配向を著しく阻害しない限り、特に制限はない。
　ポリマーの例としては、特開平８－９５０３０号公報に記載があり、特に好ましい具体
的ポリマー例としてはセルロースエステル類を挙げることができる。セルロースエステル
の例としては、セルロースアセテート、セルロースアセテートプロピオネート、ヒドロキ
シプロピルセルロースおよびセルロースアセテートブチレートを挙げることができる。円
盤状化合物の配向を阻害しないように、ハジキ防止目的で使用されるポリマーの添加量は
、円盤状化合物に対して一般に０．１～１０質量％の範囲にあり、０．１～８質量％の範
囲にあることがより好ましく、０．１～５質量％の範囲にあることがさらに好ましい。
【０５３３】
［重合開始剤］
　本発明では、液晶性化合物はモノドメイン配向、つまり実質的に均一に配向している状
態で固定されていることが好ましく、そのため重合性の円盤状化合物を用いている場合に
は重合反応により円盤状化合物を固定することが好ましい。重合反応には、熱重合開始剤
を用いる熱重合反応と光重合開始剤を用いる光重合反応と電子線照射による重合反応が含
まれるが、熱により支持体等が変形、変質するのを防ぐためにも、光重合反応と電子線照
射による重合反応が好ましい。光重合開始剤の例には、α－カルボニル化合物（米国特許
２３６７６６１号、同２３６７６７０号の各明細書記載）、アシロインエーテル（米国特
許２４４８８２８号明細書記載）、α－炭化水素置換芳香族アシロイン化合物（米国特許
２７２２５１２号明細書記載）、多核キノン化合物（米国特許３０４６１２７号、同２９
５１７５８号の各明細書記載）、トリアリールイミダゾールダイマーとｐ－アミノフェニ
ルケトンとの組み合わせ（米国特許３５４９３６７号明細書記載）、アクリジンおよびフ
ェナジン化合物（特開昭６０－１０５６６７号公報、米国特許４２３９８５０号明細書記
載）およびオキサジアゾール化合物（米国特許４２１２９７０号明細書記載）等が挙げら
れる。光重合開始剤の使用量は、塗布液の固形分の０．０１～２０質量％であることが好
ましく、０．５～５質量％であることがさらに好ましい。円盤状化合物の重合のための光
照射は、紫外線を用いることが好ましい。照射エネルギーは、１０ｍＪ～５０Ｊ／ｃｍ2

であることが好ましく、５０ｍＪ～８００ｍＪ／ｃｍ2であることがさらに好ましい。光
重合反応を促進するため、加熱条件下で光照射を実施してもよい。また、雰囲気の酸素濃
度は重合度に関与するため、空気中で所望の重合度に達しない場合には、窒素置換等の方
法により酸素濃度を低下させることが好ましい。好ましい酸素濃度としては、１０％以下
が好ましく、７％以下がさらに好ましく、３％以下が最も好ましい。
【０５３４】
［重合性モノマー］
　光学異方性層を形成するために用いられる液晶組成物には、重合性のモノマーを添加し
てもよい。液晶性化合物とともに使用する重合性モノマーとしては、液晶性化合物と相溶
性を有し、液晶性化合物の傾斜角変化や配向阻害を著しく引き起こさない限り、特に限定
はない。これらの中では重合活性なエチレン性不飽和基、例えばビニル基、ビニルオキシ
基、アクリロイル基およびメタクリロイル基などを有する化合物が好ましく用いられる。
上記重合性モノマーの添加量は、液晶性化合物に対して一般に０．５～５０質量％の範囲
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にあり、１～３０質量％の範囲にあることが好ましい。また反応性官能基数が２以上のモ
ノマーを用いると、配向膜と光学異方性層間の密着性を高める効果が期待できるため、特
に好ましい。
【０５３５】
［塗布溶剤］
　液晶組成物の調製に使用する溶媒としては、有機溶媒が好ましく用いられる。有機溶媒
の例には、アミド（例、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド）、スルホキシド（例、ジメチル
スルホキシド）、ヘテロ環化合物（例、ピリジン）、炭化水素（例、トルエン、ヘキサン
）、アルキルハライド（例、クロロホルム、ジクロロメタン）、エステル（例、酢酸メチ
ル、酢酸ブチル）、ケトン（例、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケト
ン、シクロヘキサノン）、エーテル（例、テトラヒドロフラン、１，２－ジメトキシエタ
ン）が含まれる。アルキルハライド、エステルおよびケトンが好ましい。２種類以上の有
機溶媒を併用してもよい。
【０５３６】
［塗布方式］
　光学異方性層は、上記溶媒を用いて液晶組成物の塗布液を調製し配向膜上に塗布し、円
盤状化合物を配向処理することで形成する。塗布液の塗布は、公知の方法（例えば、ワイ
ヤーバーコーティング法、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティング法
、リバースグラビアコーティング法、スロットダイコート法）により実施できるが、スロ
ットダイコート法で塗布するのが好ましい。ここで、スロットダイコート法とは、スロッ
トコーターを用いて塗布する方法をいう。
【０５３７】
　次に、本発明の光学補償シートを作製する際に利用するのに好ましいスロットダイコー
ト法について説明する。図８は、本発明に利用可能なスロットコーターの概略図である。
コーター８０は、バックアップロール８１に支持されて連続走行するウェブ８２（例えば
、光学異方性層の支持体となる透明フィルム）に対して、スロットダイ８３から塗布液８
４をビード８４ａにして塗布することにより、ウェブ８２に塗布膜８９ｂを形成する。
【０５３８】
　スロットダイ８３は、その内部にポケット８５及びスロット８６が形成されている。ポ
ケット８５は、その形状の断面が曲線及び直線で構成される。例えば、図８に示すような
略円形でもよいし、半円形でもよい。ポケット８５は、スロットダイ８３の幅方向（図８
中では、紙面を垂直に貫く方向。以下同様である）に、同一の断面形状で延長された空間
であり、塗布液を溜めておくのに利用される。その幅方向の延長の有効長さは、塗布幅（
例えば、透明フィルムの幅）と同等か若干長めにするのが一般的である。ポケット８５へ
の塗布液８４の供給は、スロットダイ８３の側面から、あるいはスロットとは反対側の面
中央から、例えば、供給量を制御可能な供給ポンプ（不図示）等で行われる。ポケット８
５には塗布液８４が漏れ出ないようにするための栓を設けてもよい。
【０５３９】
　スロット８６は、ポケット８５と同様に、スロットダイ８３の幅方向に、同一の断面形
状で延長された空間であり、ポケット８５からウェブ８２への塗布液８４の流路である。
ウェブ側に位置する開口部８６ａは、一般に、幅規制板（不図示）等を用いて、概ね塗布
幅と同じ長さの幅になるように調整する。このスロット８６の、スロット先端におけるバ
ックアップロール８１のウェブ走行方向の接線とのなす角は、一般に３０°～９０°であ
るのが好ましいが、この範囲に限定されるものではない。
【０５４０】
　スロット８６の開口部８６ａが位置するスロットダイ８３の先端リップ８７は先細り状
に形成されており、その先端はランドと呼ばれる平坦部８７ａとされている。この平坦部
８７ａであって、スロット８６に対してウェブ８２の進行方向の上流側を以下、上流側リ
ップランド８８と称し、下流側を下流側リップランド８９と称する。
【０５４１】
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　下流側リップランド８９のウェブ走行方向における長さＩLOは３０μｍ～５００μｍが
好ましく、より好ましくは３０μｍ～１００μｍ、さらに好ましくは３０μｍ～６０μｍ
である。また、上流側リップランド８８のウェブ進行方向における長さＩUPは特に限定さ
れないが、５００μｍ～１ｍｍの範囲で好ましく用いられる。
【０５４２】
　図９Ａは、スロットダイ８３の断面形状の概略図であり、図９Ｂは、他のスロットダイ
９０の断面形状の概略図である。図９Ｂに示すスロットダイ９０では、下流側リップラン
ド９１のランド長さＩLOは、上流側リップランドの長さＩUPと同様の長さになっている。
なお、符号９２はポケット、９３はスロットを示している。これに対して、図９Ａに示す
スロットダイ８３では、下流側リップランド８９の長さＩLOが上流側リップランドの長さ
ＩUPと比較して短くなっている。本発明では、いずれの形状のスロットダイを用いること
もできるが、膜厚が２０μｍ以下の塗布を行う場合は、スロットダイ８３の様に、ＩLOが
ＩUPより短い形状のスロットダイを用いるほうが、より高い精度で均一の膜厚の塗布を行
えるので好ましい。さらに、下流側リップランド８９のランド長さＩLOが３０μｍ～１０
０μｍの範囲であると、寸法精度のよいリップランドを形成することができるので、より
好ましい。
【０５４３】
　また、塗膜の膜厚を高精度で均一化するためには、下流側リップランド８９のランド長
さＩLOのスロットダイ８３の幅方向における変動幅を２０μｍ以内にするのが好ましい。
変動幅が前記範囲であると、ビードをより安定的に形成することができ、外乱等が生じて
もビードが不安定となるのを防止し、製造適性を維持することができる。
【０５４４】
　スロットダイの材質については特に制限はないが、スロット８６の開口部８６ａを含む
先端リップ８７の強度や表面状態の向上の観点から、少なくともこの箇所を含むスロット
ダイの材質を、超硬材質にするのが好ましい。超硬材質を用いることにより、表面形状の
均質性が改善するとともに、常に吐出される塗布液による先端リップの摩耗を防止するこ
ともできる。塗布液として研磨材を含む磁性液等を塗布する場合は特に有効である。超硬
材質としては、ＷＣを主成分とする材質が挙げられる。例えば、ＷＣ炭化物結晶をＣｏを
はじめとする結合金属で結合して調製された材質などが挙げられる。結合金属はＣｏに限
定されず、Ｔｉ、Ｔａ、Ｎｂをはじめとする各種金属を使用することもできる。前記ＷＣ
結晶の平均粒径については特に制限はないが、平均粒径は小さいのが好ましく、５μｍ以
内であるのが好ましい。
【０５４５】
　さらに、薄層の塗布膜厚を高精度に均一に維持するには、スロットダイ８３の先端部に
おける寸法精度のみならず、バックアップロール８１の真直度の精度も重要である。従っ
て、下流側リップランド８９のランド長さＩLOの塗布幅方向における寸法精度を維持する
ほかに、スロットダイ８３の先端リップ８７とバックアップロール８１の両方の真直度の
精度が高いのが好ましい。真直度は下記の式（１）により、概算ではあるが、実用的に十
分な精度で求めることができる。但し、下記式（１）を満たさないスロットダイコーター
であっても、勿論、本発明に用いることができる。ここで、図１０に示すように、Ｐｏは
ウェブ８２の進行方向側におけるビードメニスカス外の圧力、Ｐｐはポケット８５の内圧
、σは塗布液８４の表面張力、μは塗布液８４ａの粘度、Ｕは塗布速度、ｈは膜厚、ｄは
下流側リップランド８９とウェブ８２との隙間の長さ、Ｌはスロットダイ８３のスロット
８６の長さ、Ｄはスロットダイ８３のスロット間隙である。そしてスロットダイ８３のポ
ケット８５の内圧Ｐｐと、ウェブ進行方向側のビードメニスカス外の圧力Ｐｏの差圧Ｐｏ
－Ｐｐを、スロットダイ８３の幅方向に一定として、下記（１）式を用いて、必要真直度
を求める。これは、スロットダイ８３の先端部とバックアップロール８１との隙間の長さ
ｄが変化しても、スロットダイ８３のポケット１５の中と前記ビードメニスカス外の差圧
が一定となるように、スロットダイ８３の幅方向の流れがポケット８５の中で発生して、
流量分布となることによる。
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　Ｐｏ－Ｐｐ＝１．３４σ／ｈ・（μＵ／σ）２／３＋１２μＵＩLO（ｄ／２－ｈ）／ｄ
３－１２μｈＵＬ／Ｄ３　・・・　（１）
【０５４６】
　上記数式（１）を満たす条件でスロットダイコーターにより塗布を実施すると、一般の
工業的生産に用いられる塗布系においては、５μｍ程度のダイブロック幅方向の真直度で
、塗布膜厚分布が２％程度（条件により厳密には異なる場合もある）になる。従って、高
精度の薄膜塗布を実施する際の限界はこの数字であるとみなすことができる。これにより
、前記スロットダイ８３を塗布位置にセットしたときに，前記先端リップとウェブとの隙
間の前記スロットダイ幅方向における変動幅が５μｍ以内となるように、先端リップと前
記バックアップロールの真直度を維持するのが好ましい。
【０５４７】
［配向膜］
　配向膜は、有機化合物（好ましくはポリマー）のラビング処理、無機化合物の斜方蒸着
、マイクログルーブを有する層の形成、あるいはラングミュア・ブロジェット法（ＬＢ膜
）による有機化合物（例、ω－トリコサン酸、ステアリル酸メチル）の累積のような手段
で、設けることができる。さらに、電場の付与、磁場の付与あるいは光照射により、配向
機能が生じる配向膜も知られている。
　配向膜上に設けられる光学異方性層の円盤状化合物に所望の配向を付与できるのであれ
ば、配向膜としてはどのような層でもよいが、本発明においては、ラビング処理もしくは
、光照射により形成される配向膜が好ましい。特にポリマーのラビング処理により形成す
る配向膜が特に好ましい。ラビング処理は、一般にはポリマー層の表面を、紙や布で一定
方向に数回擦ることにより実施することができるが、特に本発明では液晶便覧（丸善（株
））に記載されている方法により行うことが好ましい。配向膜の厚さは、０．０１～１０
μｍであることが好ましく、０．０５～３μｍであることがさらに好ましい。
　本発明において、好ましい配向膜の例としては、特開平８－３３８９１３号公報に記載
の、架橋されたポリマー、より好ましくは架橋されたポリビニルアルコールからなる配向
膜が挙げられる。配向膜は、従来公知の塗布方法（例、ワイヤーバーコーティング法、押
し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティング法、リバースグラビアコーティ
ング法、ダイコーティング法）を利用して形成することができるが、前記光学異方性層と
同様、スロットダイコート法により塗布して形成するのが（膜厚の均一性、特に端部の膜
厚の均一性）の点で好ましい。
　なお、配向膜を用いて棒状液晶性化合物を配向させてから、その配向状態のまま棒状液
晶性化合物を固定して光学異方性層を形成し、光学異方性層のみをポリマーフィルム（ま
たは透明支持体）上に転写しても良い。配向状態の固定された棒状液晶性化合物は、配向
膜がなくても配向状態を維持することができる。そのため、位相差板では、配向膜は（位
相差板の製造において必須であるが）必須ではない。
　円盤状化合物を配向させるためには、配向膜の表面エネルギーを調節するポリマー（通
常の配向用ポリマー）を用いる。具体的なポリマーの種類については液晶セルまたは光学
補償シートについて種々の文献に記載がある。いずれの配向膜においても、円盤状化合物
と透明支持体の密着性を改善する目的で、重合性基を有することが好ましい。重合性基は
、側鎖に重合性基を有する繰り返し単位を導入するか、あるいは、環状基の置換基として
導入することができる。界面で液晶性化合物と化学結合を形成する配向膜を用いることが
好ましく、かかる配向膜としては特開平９－１５２５０９号公報に記載されている。
【０５４８】
［配向膜のラビング密度］
　配向膜のラビング密度と配向膜界面での円盤状化合物のプレチルト角との間には、ラビ
ング密度を高くするとプレチルト角は小さくなり、ラビング密度を低くするとプレチルト
角は大きくなる関係があるので、配向膜のラビング密度を変えることで、プレチルト角の
調整をすることができる。配向膜のラビング密度を変える方法としては、「液晶便覧」液
晶便覧編集委員会編（丸善（株）、２０００年）に記載されている方法を用いることがで
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きる。ラビング密度（Ｌ）は式（Ａ）で定量化されている。
【０５４９】
　式（Ａ）　Ｌ＝Ｎｌ｛１＋（２πｒｎ／６０ｖ）｝
　式（Ａ）中、Ｎはラビング回数、ｌはラビングローラーの接触長、ｒはローラーの半径
、ｎはローラーの回転数（ｒｐｍ）、ｖはステージ移動速度（秒速）である。ラビング密
度を高くするためには、ラビング回数を増やす、ラビングローラーの接触長を長く、ロー
ラーの半径を大きく、ローラーの回転数を大きく、ステージ移動速度を遅くすればよく、
一方、ラビング密度を低くするためには、この逆にすればよい。
【０５５０】
［透明支持体］
　本発明の光学補償シートは、支持体を有していてもよく、該支持体は、透明支持体であ
るのが好ましい。前記支持体は、主に光学的等方性で、光透過率が８０％以上であれば、
特に材料の制限はないが、ポリマーフィルムが好ましい。ポリマーの具体例として、セル
ロースエステル類（例、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート）、ノルボ
ルネン系ポリマー、ポリ（メタ）アクリレートエステル類のフィルムなどを挙げることが
でき、多くの市販のポリマーを好適に用いることが可能である。このうち、光学性能の観
点からセルロースエステル類が好ましく、セルロースの低級脂肪酸エステルがさらに好ま
しい。低級脂肪酸とは、炭素原子数が６以下脂肪酸で、炭素原子数は、２、３、４である
ことが好ましい。具体的には、セルロースアセテート、セルロースプロピオネートまたは
セルロースブチレートがあげられる。この中でも、セルローストリアセテートが特に好ま
しい。セルロースアセテートプロピオネートやセルロースアセテートブチレートのような
混合脂肪酸エステルを用いてもよい。また、従来知られているポリカーボネートやポリス
ルホンのような複屈折の発現しやすいポリマーであっても国際公開第００／２６７０５号
パンフレットに記載の分子を修飾することで該発現性を低下させたものを用いることもで
きる。
【０５５１】
　以下、透明支持体として好ましく使用されるセルロースエステルについて詳述する。
　セルロースエステルとしては、酢化度が５５．０～６２．５％であるセルロースアセテ
ートを使用することが好ましい。特に酢化度が５７．０～６２．０％であることが好まし
い。「酢化度」とは、セルロース単位質量当たりの結合酢酸量を意味する。酢化度は、Ａ
ＳＴＭ：Ｄ－８１７－９１（セルロースアセテート等の試験法）におけるアセチル化度の
測定および計算に従う。セルロースエステルの粘度平均重合度（ＤＰ）は、２５０以上で
あることが好ましく、２９０以上であることがさらに好ましい。また、本発明に使用する
セルロースエステルは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによるＭｗ／Ｍｎ（Ｍ
ｗは質量平均分子量、Ｍｎは数平均分子量）の分子量分布が狭いことが好ましい。具体的
なＭｗ／Ｍｎの値としては、１．０～１．７であることが好ましく、１．３～１．６５で
あることがさらに好ましく、１．４～１．６であることが最も好ましい。
　セルロースエステルでは、セルロースの２位、３位、６位の水酸基が全体の置換度の１
／３ずつに均等に分配されるわけではなく、６位水酸基の置換度が小さくなる傾向がある
。セルロースの６位水酸基の置換度が、２位、３位に比べて多いほうが好ましい。
　全体の置換度に対して６位の水酸基が３０％～４０％でアシル基で置換されていること
が好ましく、さらには３１％～４０％、特に３２％～４０％であることが好ましい。６位
の置換度は、０．８８以上であることが好ましい。６位水酸基は、アセチル基以外に炭素
数３以上のアシル基（例、プロピオニル、ブチリル、バレロイル、ベンゾイル、アクリロ
イル）で置換されていてもよい。各位置の置換度の測定は、ＮＭＲによって求める事がで
きる。６位水酸基の置換度が高いセルロースエステルは、特開平１１－５８５１号公報の
段落番号００４３～００４４に記載の合成例１、段落番号００４８～００４９に記載の合
成例２、段落番号００５１～００５２に記載の合成例３の方法を参照して合成することが
できる。
【０５５２】
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　透明支持体として用いるポリマーフィルム、特にセルロースアセテートフィルムは、レ
タデーション値を調整するために、少なくとも二つの芳香族環を有する芳香族化合物をレ
タデーション上昇剤として使用することも可能である。このようなレタデーション上昇剤
を使用する場合、レタデーション上昇剤は、セルロースアセテート１００質量部に対して
、０．０１～２０質量部の範囲で使用する。レタデーション上昇剤は、セルロースアセテ
ート１００質量部に対して、０．０５～１５質量部の範囲で使用することが好ましく、０
．１～１０質量部の範囲で使用することがさらに好ましい。２種類以上の芳香族化合物を
併用してもよい。芳香族化合物の芳香族環には、芳香族炭化水素環に加えて、芳香族性ヘ
テロ環を含む。
【０５５３】
　芳香族炭化水素環は、６員環（すなわち、ベンゼン環）であることが特に好ましい。芳
香族性ヘテロ環は一般に、不飽和ヘテロ環である。芳香族性ヘテロ環は、５員環、６員環
または７員環であることが好ましく、５員環または６員環であることがさらに好ましい。
芳香族性ヘテロ環は一般に、最多の二重結合を有する。ヘテロ原子としては、窒素原子、
酸素原子および硫黄原子が好ましく、窒素原子が特に好ましい。芳香族性ヘテロ環の例に
は、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チア
ゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、フラザン環、トリアゾー
ル環、ピラン環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環および１，３，
５－トリアジン環が含まれる。芳香族環としては、ベンゼン環、フラン環、チオフェン環
、ピロール環、オキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、ピリ
ジン環、ピリミジン環、ピラジン環および１，３，５－トリアジン環が好ましく、ベンゼ
ン環および１，３，５－トリアジン環がさらに好ましい。芳香族化合物は、少なくとも一
つの１，３，５－トリアジン環を有することが特に好ましい。
【０５５４】
　芳香族化合物が有する芳香族環の数は、２～２０であることが好ましく、２～１２であ
ることがより好ましく、２～８であることがさらに好ましく、２～６であることが最も好
ましい。二つの芳香族環の結合関係は、（ａ）縮合環を形成する場合、（ｂ）単結合で直
結する場合および（ｃ）連結基を介して結合する場合に分類できる（芳香族環のため、ス
ピロ結合は形成できない）。結合関係は、（ａ）～（ｃ）のいずれでもよい。このような
レタデーション上昇剤については国際公開第０１／８８５７４号パンフレット、国際公開
第００／２６１９号パンフレット、特開２０００－１１１９１４号公報、同２０００－２
７５４３４号公報、特願２００２－７０００９号明細書等に記載されている。
【０５５５】
　セルロースアセテートフィルムは、調製されたセルロースアセテート溶液（ドープ）か
ら、ソルベントキャスト法により製造することが好ましい。ドープには、前記のレタデー
ション上昇剤を添加してもよい。ドープは、ドラムまたはバンド上に流延し、溶媒を蒸発
させてフィルムを形成する。流延前のドープは、固形分量が１８～３５％となるように濃
度を調整することが好ましい。ドラムまたはバンドの表面は、鏡面状態に仕上げておくこ
とが好ましい。ソルベントキャスト法における流延および乾燥方法については、米国特許
２３３６３１０号、同２３６７６０３号、同２４９２０７８号、同２４９２９７７号、同
２４９２９７８号、同２６０７７０４号、同２７３９０６９号、同２７３９０７０号、英
国特許６４０７３１号、同７３６８９２号の各明細書、特公昭４５－４５５４号、同４９
－５６１４号、特開昭６０－１７６８３４号、同６０－２０３４３０号、同６２－１１５
０３５号の各公報に記載がある。ドープは、表面温度が１０℃以下のドラムまたはバンド
上に流延することが好ましい。流延してから２秒以上風に当てて乾燥することが好ましい
。得られたフィルムをドラムまたはバンドから剥ぎ取り、さらに１００～１６０℃まで逐
次温度を変えた高温風で乾燥して残留溶剤を蒸発させることもできる。以上の方法は、特
公平５－１７８４４号公報に記載がある。この方法によると、流延から剥ぎ取りまでの時
間を短縮することが可能である。この方法を実施するためには、流延時のドラムまたはバ
ンドの表面温度においてドープがゲル化することが必要である。
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【０５５６】
　ドープは、原料フレークをハロゲン化炭化水素類（ジクロロメタン等）、アルコール類
（メタノール、エタノール、ブタノール等）、エステル類（蟻酸メチル、酢酸メチル等）
、エーテル類（ジオキサン、ジオキソラン、ジエチルエーテル等）等の溶剤にて溶解する
。セルロースアシレートを溶解するための溶剤としては、ジクロロメタンが代表的である
。しかし、地球環境や作業環境の観点では、溶剤はジクロロメタン等のハロゲン化炭化水
素を実質的に含まないことが好ましい。「実質的に含まない」とは、有機溶剤中のハロゲ
ン化炭化水素の割合が５質量％未満（好ましくは２質量％未満）であることを意味する。
ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を実質的に含まないセルロースアシレートフィル
ムおよびその製造法については発明協会公開技報（公技番号２００１－１７４５、２００
１年３月１５日発行、以下公開技報２００１－１７４５号と略す）に記載されている。
【０５５７】
　調製したセルロースアシレート溶液（ドープ）を用いて、ドープを２層以上流延するこ
とによりフィルム化することもできる。ドープは、ドラムまたはバンド上に流延し、溶媒
を蒸発させてフィルムを形成する。流延前のドープは、固形分量が１０～４０％となるよ
うに濃度を調整することが好ましい。ドラムまたはバンドの表面は、鏡面状態に仕上げて
おくことが好ましい。複数のセルロースアシレート溶液を流延する場合、支持体の進行方
向に間隔をおいて設けた複数の流延口からセルロースアシレートを含む溶液をそれぞれ流
延させて、それらを積層させながらフィルムを作製してもよい。例えば、特開昭６１－１
５８４１４号、特開平１－１２２４１９号、および特開平１１－１９８２８５号の各公報
に記載の方法を用いることができる。また、２つの流延口からセルロースアシレート溶液
を流延することによりフィルム化してもよい。例えば、特公昭６０－２７５６２号、特開
昭６１－９４７２４号、特開昭６１－９４７２４５号、特開昭６１－１０４８１３号、特
開昭６１－１５８４１３号、および特開平６－１３４９３３号の各公報に記載の方法を用
いることができる。また、特開昭５６－１６２６１７号公報に記載の、高粘度セルロース
アシレート溶液の流れを低粘度のセルロースアシレート溶液で包み込み、高粘度および低
粘度のセルロースアセテート溶液を同時に押出すセルロースアシレートフィルムの流延方
法を用いてもよい。
【０５５８】
　セルロースアセテートフィルムは、さらに延伸処理によりレタデーション値を調整する
ことができる。延伸倍率は、０～１００％の範囲にあることが好ましい。本発明のセルロ
ースアセテートフィルムを延伸する場合には、テンター延伸が好ましく使用され、遅相軸
を高精度に制御するために、左右のテンタークリップ速度、離脱タイミング等の差をでき
る限り小さくすることが好ましい。
【０５５９】
　セルロースエステルフィルムには、機械的物性を改良するため、または乾燥速度を向上
するために、可塑剤を添加することができる。可塑剤としては、リン酸エステルまたはカ
ルボン酸エステルが用いられる。リン酸エステルの例には、トリフェニルホスフェート（
ＴＰＰ）およびトリクレジルホスフェート（ＴＣＰ）が含まれる。カルボン酸エステルと
しては、フタル酸エステルおよびクエン酸エステルが代表的である。フタル酸エステルの
例には、ジメチルフタレート（ＤＭＰ）、ジエチルフタレート（ＤＥＰ）、ジブチルフタ
レート（ＤＢＰ）、ジオクチルフタレート（ＤＯＰ）、ジフェニルフタレート（ＤＰＰ）
およびジ－２－エチルヘキシルフタレート（ＤＥＨＰ）が含まれる。クエン酸エステルの
例には、ｏ－アセチルクエン酸トリエチル（ＯＡＣＴＥ）およびｏ－アセチルクエン酸、
トリブチル（ＯＡＣＴＢ）が含まれる。その他のカルボン酸エステルの例には、オレイン
酸ブチル、リシノール酸メチルアセチル、セバシン酸ジブチル、種々のトリメリット酸エ
ステルが含まれる。フタル酸エステル系可塑剤（ＤＭＰ、ＤＥＰ、ＤＢＰ、ＤＯＰ、ＤＰ
Ｐ、ＤＥＨＰ）が好ましく用いられる。ＤＥＰおよびＤＰＰが特に好ましい。可塑剤の添
加量は、セルロースエステルの量の０．１～２５質量％であることが好ましく、１～２０
質量％であることがさらに好ましく、３～１５質量％であることが最も好ましい。
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【０５６０】
　セルロースエステルフィルムには、劣化防止剤（例、酸化防止剤、過酸化物分解剤、ラ
ジカル禁止剤、金属不活性化剤、酸捕獲剤、アミン類）や紫外線防止剤を添加してもよい
。劣化防止剤については、特開平３－１９９２０１号、同５－１９０７０７３号、同５－
１９４７８９号、同５－２７１４７１号、同６－１０７８５４号の各公報に記載がある。
劣化防止剤の添加量は、調製する溶液（ドープ）の０．０１～１質量％であることが好ま
しく、０．０１～０．２質量％であることがさらに好ましい。添加量が０．０１質量％未
満であると、劣化防止剤の効果がほとんど認められない。添加量が１質量％を越えると、
フィルム表面への劣化防止剤のブリードアウト（滲み出し）が認められる場合がある。特
に好ましい劣化防止剤の例としては、ブチル化ヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）を挙げるこ
とができる。紫外線防止剤については、特開平７－１１０５６号公報に記載がある。
【０５６１】
　セルロースアセテートフィルムは、表面処理を施すことが好ましい。具体的方法として
は、コロナ放電処理、グロー放電処理、火炎処理、酸処理、アルカリ処理または紫外線照
射処理が挙げられる。また、特開平７－３３３４３３号公報に記載のように、下塗り層を
設けることも好ましく利用される。フィルムの平面性を保持する観点から、これら処理に
おいてセルロースアセテートフィルムの温度をＴｇ（ガラス転移温度）以下、具体的には
１５０℃以下とすることが好ましい。
【０５６２】
　セルロースアセテートフィルムの表面処理は、配向膜などとの接着性の観点から、酸処
理またはアルカリ処理、すなわちセルロースアセテートに対するケン化処理を実施するこ
とが特に好ましい。
　以下、アルカリ鹸化処理を例に、具体的に説明する。
　アルカリ鹸化処理は、フィルム表面をアルカリ溶液に浸漬した後、酸性溶液で中和し、
水洗して乾燥するサイクルで行われることが好ましい。アルカリ溶液としては、水酸化カ
リウム溶液、水酸化ナトリウム溶液が挙げられる。水酸化イオンの規定濃度は、０．１～
３．０Ｎの範囲にあることが好ましく、０．５～２．０Ｎの範囲にあることがさらに好ま
しい。アルカリ溶液温度は、室温～９０℃の範囲にあることが好ましく、４０～７０℃の
範囲にあることがさらに好ましい。
【０５６３】
　また、セルロースアセテートフィルムの表面エネルギーは、５５ｍＮ／ｍ以上であるこ
とが好ましく、６０～７５ｍＮ／ｍの範囲にあることがさらに好ましい。
　セルロースアセテートフィルムの厚さは、通常５～５００μｍの範囲が好ましく、２０
～２５０μｍの範囲が好ましく、３０～１８０μｍの範囲がより好ましく、３０～１１０
μｍの範囲が特に好ましい。
【０５６４】
　本発明の光学補償シートは、偏光膜と組み合わせて楕円偏光板の用途に供することがで
きる。さらに、透過型、反射型、および半透過型液晶表示装置に、偏光膜と組み合わせて
適用することにより、視野角の拡大に寄与する。以下に、光学補償シートを利用した楕円
偏光板および液晶表示装置について説明する。
【０５６５】
［楕円偏光板］
　光学補償シートと偏光膜とを積層することによって楕円偏光板を作製することができる
。光学補償シートを利用することにより、液晶表示装置の視野角を拡大し得る楕円偏光板
を提供することができる。前記偏光膜には、ヨウ素系偏光膜、二色性染料を用いる染料系
偏光膜やポリエン系偏光膜がある。ヨウ素系偏光膜および染料系偏光膜は、一般にポリビ
ニルアルコール系フィルムを用いて製造する。偏光膜の偏光軸は、フィルムの延伸方向に
垂直な方向に相当する。
【０５６６】
　偏光膜は、光学補償シートの光学異方性層側に積層する。偏光膜の光学補償シートを積



(179) JP 4900963 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

層した側と反対側の面に透明保護膜を形成することが好ましい。透明保護膜は、光透過率
が８０％以上であるのが好ましい。透明保護膜としては、一般にセルロースエステルフィ
ルム、好ましくはトリアセチルセルロースフィルムが用いられる。セルロースエステルフ
ィルムは、ソルベントキャスト法により形成することが好ましい。透明保護膜の厚さは、
２０～５００μｍであることが好ましく、５０～２００μｍであることがさらに好ましい
。
【０５６７】
［液晶表示装置］
　本発明の円盤状化合物を用いた光学補償シートの利用により、視野角が拡大された液晶
表示装置を提供することができる。液晶表示装置は、通常、液晶セル、偏光素子および位
相差板（光学補償シート）を有する。前記偏光素子は、一般に偏光膜と保護膜からなり、
偏光膜と保護膜については、上記楕円偏光で説明したものを用いることができる。ＴＮモ
ードの液晶セル用位相差板（光学補償シート）は、特開平６－２１４１１６号公報、米国
特許５５８３６７９号、同５６４６７０３号、ドイツ特許公報３９１１６２０Ａ１号の各
明細書に記載がある。また、ＩＰＳモードまたはＦＬＣモードの液晶セル用光学補償シー
トは、特開平１０－５４９８２号公報に記載がある。さらに、ＯＣＢモードまたはＨＡＮ
モードの液晶セル用光学補償シートは、米国特許５８０５２５３号明細書および国際公開
ＷＯ９６／３７８０４号公報に記載がある。さらにまた、ＳＴＮモードの液晶セル用光学
補償シートは、特開平９－２６５７２号公報に記載がある。そして、ＶＡモードの液晶セ
ル用光学補償シートは、特許番号第２８６６３７２号公報に記載がある。
【０５６８】
　本発明において、前記記載の公報を参考にして各種のモードの液晶セル用位相差板（光
学補償シート）を作製することができる。位相差板は、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａ
ｔｉｃ）、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）、ＦＬＣ（Ｆｅｒｒｏｅｌ
ｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍ
ｐｅｎｓａｔｏｒｙ　Ｂｅｎｄ）、ＳＴＮ（Ｓｕｐｅｒ　Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉ
ｃ）、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ　Ａｌｉｇｎｅｄ）およびＨＡＮ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａ
ｌｉｇｎｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モードのような様々な表示モードの液晶表示装置に用い
ることができる。位相差板は、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）、ＯＣＢ（Ｏｐ
ｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｏｒｙ　Ｂｅｎｄ）モードの液晶表示装置の光学補
償に特に効果がある。
【０５６９】
　本発明において、第１～第４の態様の各構成材または構成要素は、他の態様の構成に組
み合わせて用いてもよい。
【実施例】
【０５７０】
　以下に、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、
試薬、割合、操作などは本発明の精神から逸脱しない限り適宜変更することができる。従
って、本発明の範囲は以下に示す具体例に制限されるものではない。
　なお、以下の実施例１－１～１－２、実施例３－１～３－２、及び実施例４－１～４－
１０は、「参考例」と読み替えるものとする。
【０５７１】
＜第１の態様＞
　［予備実験１］
　（レタデーション上昇剤のスペクトル測定）
　レタデーション上昇剤（１０－ｔｒａｎｓ）、（４１－ｔｒａｎｓ）および（２９－ｔ
ｒａｎｓ）の紫外－可視領域（ＵＶ－ｖｉｓ）スペクトルを測定した。
　レタデーション上昇剤をテトラヒドロフラン（安定剤（ＢＨＴ）なし）に溶解し、濃度
が１０-5ｍｏｌ／ｄｍ3になるように調整した。このように調製した溶液を測定機（日立
製作所（株）製）で測定した。結果を表１－１に示す。
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【０５７２】
【化１３５】

 
【０５７３】
表１－１

【表１】

 
【０５７４】
［実施例１－１］
　（第２光学異方性層Ａの作製）
　表１－２の組成物をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解
し、セルロースアセテート溶液を調製した。
【０５７５】
表１－２
【表２】

 
【０５７６】
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　得られたドープを、幅２ｍで長さ６５ｍの長さのバンドを有する流延機を用いて流延し
た。バンド上での膜面温度が４０℃となってから、１分乾燥し、剥ぎ取った後、１４０℃
の乾燥風で、テンターを用いて幅方向に２８％延伸した。この後、１３５℃の乾燥風で２
０分間乾燥し、残留溶剤量が０．３質量％の第２光学異方性層Ａを作製した。第２光学異
方性層Ａの幅は１３４０ｍｍであり、厚さは８８μｍであった。
【０５７７】
（光学特性の測定）
　作製した第２光学異方性層Ａについて、エリプソメータＭ－１５０（日本分光（株）製
）を用い、各波長でＲｅ、Ｒｔｈを測定した結果、Ｒｅ2（４５０）＝３１ｎｍ，Ｒｅ2（
５５０）＝４５ｎｍ，Ｒｅ2（６５０）＝５９ｎｍで、Ｒｅ2（４５０）／Ｒｅ2（６５０
）＝０．５３であり、Ｒｔｈ2（４５０）＝１７１ｎｍ，Ｒｔｈ2（５５０）＝１６０ｎｍ
，Ｒｔｈ2（６５０）＝１５５ｎｍで、Ｒｔｈ2（４５０）／Ｒｔｈ2（６５０）＝１．１
０であった。
【０５７８】
（第２光学異方性層Ａのケン化処理）
　作製した第２光学異方性層Ａの一方の面に、１．５ｍｏｌ／Ｌ水酸化カリウムのイソプ
ロピルアルコール溶液を２５ｍｌ／ｍ2塗布し、２５℃で５秒間放置した後、流水で１０
秒洗浄し、２５℃の空気を吹き付けることでフィルムの表面を乾燥した。このようにして
、第２光学異方性層Ａの一方の表面のみをケン化した。
【０５７９】
（配向膜の形成）
　第２光学異方性層Ａのケン化処理した面に、下記の組成の配向膜塗布液を＃１４のワイ
ヤーバーコーターで２４ｍｌ／ｍ2塗布した。６０℃の温風で６０秒、さらに９０℃の温
風で１５０秒乾燥した。次に、第２光学異方性層の延伸方向（遅相軸とほぼ一致）と４５
゜の方向に、形成した膜にラビング処理を実施した。
【０５８０】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（配向膜塗布液組成）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　下記の変性ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　１０質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７１質量部
　メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１９質量部
　グルタルアルデヒド（架橋剤）　　　　　　　　　　　　　０．５質量部
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【０５８１】
【化１３６】

 
【０５８２】
（第１光学異方性層Ａの作製）
　４００．０質量部のメチルエチルケトンに、Ｄ－８９に示すディスコティック化合物１
００質量部、下記に示す空気界面配向制御剤Ｖ－（１）を０．４質量部、光重合開始剤（
イルガキュアー９０７、チバガイギー社製）３質量部、増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ、
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日本化薬（株）製）１質量部を溶解して塗布液を調製した。配向膜上に塗布液を、＃３．
０のワイヤーバーで塗布した。これを金属の枠に貼り付けて、９５℃の恒温槽中で２分間
加熱し、ディスコティック化合物を配向させた。次に、８０℃で１２０Ｗ／ｃｍ高圧水銀
灯を用いて、１分間紫外線照射しディスコティック化合物を重合させた。その後、室温ま
で放冷した。このようにして、第１光学異方性層Ａを形成し、光学補償シートＡを作製し
た。
【０５８３】
【化１３７】

 
【０５８４】
　同様の手法でガラス上に配向膜を作製し、その配向膜上に第１光学異方性層を形成し、
エリプソメータＭ－１５０を用いて各波長でＲｅを測定した結果、Ｒｅ1（４５０）＝３
２ｎｍ，Ｒｅ1（５５０）＝３０ｎｍ，Ｒｅ1（６５０）＝２８ｎｍで、Ｒｅ1（４５０）
／Ｒｅ1（６５０）＝１．１４であった。
【０５８５】
（楕円偏光板の作製）
　延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した。次に
、作製した光学補償シートＡの第２光学異方性層Ａ側を、ポリビニルアルコール系接着剤
を用いて偏光膜の片側に貼り付けた。第２光学異方性層Ａの遅相軸と偏光膜の透過軸とが
平行になるように配置した。市販のセルローストリアセテートフィルム（フジタックＴＤ
８０ＵＦ、富士写真フイルム（株）製）を前記と同様にケン化処理し、ポリビニルアルコ
ール系接着剤を用いて、偏光膜の反対側（光学補償シートを貼り付けなかった側）に貼り
付けた。このようにして、楕円偏光板を作製した。
【０５８６】
（ベンド配向液晶セルの作製）
　ＩＴＯ電極付きのガラス基板に、ポリイミド膜を配向膜として設け、配向膜にラビング
処理を行った。得られた二枚のガラス基板をラビング方向が平行となる配置で向かい合わ
せ、セルギャップを４．１μｍに設定した。セルギャップにΔｎが０．１３９６の液晶性
化合物（ＺＬＩ１１３２、メルク社製）を注入し、ベンド配向液晶セルを作製した。
【０５８７】
（液晶表示装置の作製および評価）
　液晶セルと偏光板二枚を組み合わせて図３のように液晶表示装置を作製した。
　作製した液晶表示装置をバックライト上に配置し、ベンド配向液晶セルに５５Ｈｚ矩形
波で電圧を印加した。電圧を調整しながら輝度計（ＴＯＰＣＯＮ製ＢＭ－５）を用い、黒
輝度（正面輝度）が最も小さくなる電圧を判定した。次に、同様に輝度計（ＴＯＰＣＯＮ
製ＢＭ－５）を用い、画面中央での黒輝度と白輝度（正面輝度）を測定し、コントラスト
を算出した。また、測定機（ＥＺ－ＣＯＮＴＲＡＳＴ）を用い、視野角測定を行った。さ
らに、分光輝度計（ＴＯＰＣＯＮ製ＳＲ－３）を用いて黒状態での色味測定を行った。以
上の結果を表１－４に示す。また市販の直線偏光板２枚を透過軸が直交するように構成し
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、バックライト上に配置してＳＲ－３で黒状態での色味を測定したところ、ｖ’は０．４
５であった。
【０５８８】
［実施例１－２］
　（第２光学異方性層Ｂの作製）
　表１－３の組成物をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解
し、セルロースアセテート溶液を調製した。
【０５８９】
表１－３
【表３】

 
【０５９０】

【化１３８】

 
【０５９１】
　得られたドープを、幅２ｍで長さ６５ｍの長さのバンドを有する流延機を用いて流延し
た。バンド上での膜面温度が４０℃となってから、１分乾燥し、剥ぎ取った後、１４０℃
の乾燥風で、テンターを用いて幅方向に１６％延伸した。この後、１３５℃の乾燥風で２
０分間乾燥し、残留溶剤量が０．３質量％の第２光学異方性層Ｂを作製した。得られた第
２光学異方性層Ｂの幅は１３４０ｍｍであり、厚さは８８μｍであった。
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（光学特性の測定）
　作製した第２光学異方性層Ｂについて、エリプソメータＭ－１５０（日本分光（株）製
）を用い、各波長でＲｅ、Ｒｔｈを測定した結果、Ｒｅ2（４５０）＝３５ｎｍ，Ｒｅ2（
５５０）＝４０ｎｍ，Ｒｅ2（６５０）＝５８ｎｍで、Ｒｅ2（４５０）／Ｒｅ2（６５０
）＝０．６０であり、Ｒｔｈ2（４５０）＝２２５ｎｍ，Ｒｔｈ2（５５０）＝２００ｎｍ
，Ｒｔｈ2（６５０）＝１９１ｎｍで、Ｒｔｈ2（４５０）／Ｒｔｈ2（６５０）＝１．１
８であった。また、実施例１と同様にケン化処理および配向膜の作製を行った。
【０５９３】
（第１光学異方性層Ｂの作製）
　４００．０質量部のメチルエチルケトンに、Ｄ－１０９に示すディスコティック化合物
１００質量部、前記空気界面配向制御剤Ｖ－（１）を０．４質量部、光重合開始剤（イル
ガキュアー９０７、チバガイギー社製）３質量部、増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本
化薬（株）製）１質量部を溶解して塗布液を調製した。配向膜上に塗布液を、＃３．４の
ワイヤーバーで塗布した。これを金属の枠に貼り付けて、１２０℃の恒温槽中で２分間加
熱し、ディスコティック化合物を配向させた。次に、１００℃で１２０Ｗ／ｃｍ高圧水銀
灯を用いて、１分間紫外線照射しディスコティック化合物を重合させた。その後、室温ま
で放冷した。このようにして、第１光学異方性層Ｂを形成し、光学補償シートＢを作製し
た。
【０５９４】
　同様の手法でガラス上に配向膜を作製し、その配向膜上に第１光学異方性層を形成し、
エリプソメータＭ－１５０を用いて各波長でＲｅを測定した結果、Ｒｅ1（４５０）＝４
２ｎｍ，Ｒｅ1（５５０）＝３８ｎｍ，Ｒｅ1（６５０）＝３６ｎｍで、Ｒｅ1（４５０）
／Ｒｅ1（６５０）＝１．１７であった。また実施例１－１と同様の方法で楕円偏光板を
作製した。
【０５９５】
（ベンド配向液晶セルの作製）
　セルギャップを５．３μｍとした以外は実施例１－１と同様にベンド配向液晶セル、液
晶表示装置を作製し、評価した結果を表１－４に示す。
【０５９６】
［比較例１－１］
（光学異方性支持体の作製）
　酢化度６０．７～６１．１％のセルロースアセテート１００質量部、下記のレタデーシ
ョン上昇剤２．３５質量部、リン酸トリフェニル２．７５質量部およびリン酸ビフェニル
ジフェニル２．２０質量部を、塩化メチレン２３２．７５質量部、メタノール４２．５７
質量部およびｎ－ブタノール８．５０質量部に溶解した。
【０５９７】
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【化１３９】

 
【０５９８】
　得られたドープを、幅２ｍで長さ６５ｍの長さのバンドを有する流延機を用いて流延し
た。バンド上での膜面温度が４０℃となってから、１分乾燥し、剥ぎ取った後、１４０℃
の乾燥風で、テンターを用いて幅方向に２６％延伸した。この後、１３５℃の乾燥風で２
０分間乾燥し、残留溶剤量が０．３質量％の第２光学異方性層Ｃを作製した。第２光学異
方性層Ｃの幅は１３４０ｍｍであり、厚さは８８μｍであった。
【０５９９】
　作製した第２光学異方性層Ｃについて、エリプソメータＭ－１５０（日本分光（株）製
）を用い、各波長でＲｅ、Ｒｔｈを測定した結果、Ｒｅ2（４５０）＝４５ｎｍ，Ｒｅ2（
５５０）＝４４ｎｍ，Ｒｅ2（６５０）＝４３ｎｍで、Ｒｅ2（４５０）／Ｒｅ2（６５０
）＝１．０５であり、Ｒｔｈ2（４５０）＝１６３ｎｍ，Ｒｔｈ2（５５０）＝１６１ｎｍ
，Ｒｔｈ2（６５０）＝１６０ｎｍで、Ｒｔｈ2（４５０）／Ｒｔｈ2（６５０）＝１．０
２であった。また、実施例１－１と同様にケン化処理および配向膜の作製を行った。
【０６００】
（第１光学異方性層Ｃの作製）
　２０４．０質量部のメチルエチルケトンに、下記に示すディスコティック化合物９１質
量部、エチレンオキサイド変成トリメチロールプロパントリアクリレート（Ｖ＃３６０、
大阪有機化学（株）製）９質量部、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ５３１－１
、イーストマンケミカル社製）１質量部、光重合開始剤（イルガキュアー９０７、チバガ
イギー社製）３質量部、増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）１質量部を
溶解して塗布液を調製した。配向膜上に塗布液を、＃３．４のワイヤーバーで塗布した。
これを金属の枠に貼り付けて、１３０℃の恒温槽中で２分間加熱し、ディスコティック化
合物を配向させた。次に、１１０℃で１２０Ｗ／ｃｍ高圧水銀灯を用いて、１分間紫外線
照射しディスコティック化合物を重合させた。その後、室温まで放冷した。このようにし
て、第１光学異方性層Ｃを形成し、光学補償シートＣを作製した。
【０６０１】
ディスコティック液晶化合物
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【化１４０】

 
【０６０２】
　同様の手法でガラス上に配向膜を作製し、その配向膜上に第１光学異方性層を形成し、
エリプソメータＭ－１５０を用いて各波長でReを測定した結果、Ｒｅ1（４５０）＝３４
ｎｍ，Ｒｅ1（５５０）＝３０ｎｍ，Ｒｅ1（６５０）＝２７ｎｍで、Ｒｅ1（４５０）／
Ｒｅ1（６５０）＝１．２６であった。また実施例１－１と同様の方法で楕円偏光板を作
製した。
【０６０３】
（ベンド配向液晶セルの作製）
　実施例１－１と同様にベンド配向液晶セル、液晶表示装置を作製し、評価した結果を表
１－４に示す。
【０６０４】
［比較例１－２］
　比較例１－１の第２光学異方性層Ｃを実施例１－１の第２光学異方性層Ａに代えた以外
は、比較例１－１と同様に楕円偏光板を作製し、実施例１－１と同様にベンド配向液晶セ
ル、液晶表示装置を作製した。実施例１－１と同様に評価した結果を表１－４に示す。
【０６０５】
［比較例１－３］
　比較例１－１の第１光学異方性層Ｃを実施例１－１の第１光学異方性層Ａに代えた以外
は、比較例１－１と同様に楕円偏光板を作製し、実施例１－１と同様にベンド配向液晶セ
ル、液晶表示装置を作製した。実施例１－１と同様に評価した結果を表１－４に示す。
【０６０６】
表１－４
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【表４】

 
【０６０７】
　以上より下記数式（１）～（３）を満たす時に、黒表示時の、正面色味はニュートラル
に近づき、かつ左右上下の色味変化量も少なく高い黒表示品位を示す。
　　　数式（１）　Ｒｅ1（４５０）／Ｒｅ1（６５０）≦１．２５
　　　数式（２）　Ｒｅ2（４５０）／Ｒｅ2（６５０）≦０．８
　　　数式（３）　Ｒｔｈ2（４５０）／Ｒｔｈ2（６５０）≧１
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【０６０８】
＜第２の態様＞
　〔実施例２－１〕
　（セルロースアセテート溶液の調製）
　下記の組成物をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解し、
セルロースアセテート溶液を調製した。
【０６０９】
────────────────────────────────────────
　セルロースアセテート溶液組成
────────────────────────────────────────
　酢化度６０．９％のセルロースアセテート　　　　　　　　　　１００質量部
　トリフェニルフォスフェート　　　　　　　　　　　　　　　　７．８質量部
　ビフェニルジフェニルホスフェート　　　　　　　　　　　　　３．９質量部
　メチレンクロライド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００質量部
　メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５質量部
────────────────────────────────────────
【０６１０】
　別のミキシングタンクに、酢化度６０．９％のセルロースアセテート（リンター）４質
量部、下記のレタデーション上昇剤２５質量部、シリカ微粒子（平均粒径：２０ｎｍ）０
.５質量部、メチレンクロライド８０質量部およびメタノール２０質量部を投入し、加熱
しながら攪拌して、レタデーション上昇剤溶液を調製した。
【０６１１】
【化１４１】

 
【０６１２】
（光学異方性層２の作製）
　セルロースアセテート溶液４７０質量部に、レタデーション上昇剤溶液１８．５質量部
を混合し、十分に攪拌してドープを調製した。レタデーション上昇剤のセルロースアセテ
ートに対する質量比は３．５％であった。残留溶剤量が３５質量％のフィルムをバンドか
ら剥離した後、１４０℃の温度で、フィルムのテンターを用いて３８％の延伸倍率で横延
伸した後、クリップを外して１３０℃で４５秒間乾燥させ光学異方性層２としてのセルロ
ースアセテートフィルムを製造した。製造された光学異方性層２の残留溶剤量は０．２質
量％であり、膜厚は８８μｍであった。
【０６１３】
（光学特性の測定）
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　作製した光学異方性層２について、エリプソメータＭ－１５０（日本分光（株）製）を
用い、波長５５０ｎｍの光でレタデーション値Ｒｅ2（５５０）を測定したところ４５ｎ
ｍであった。また面内の遅相軸をあおり軸として±４０°あおった時のレタデーション値
Ｒｅ2（４０°）およびＲｅ2（－４０°）を測定し、これらの実測結果からエリプソメー
タが算出するＲｔｈ2（５５０）は１５０ｎｍであった。
【０６１４】
（光学異方性層２のケン化処理）
　作製した光学異方性層２の一方の面に、１．５規定水酸化カリウムのイソプロピルアル
コール溶液を２５ｍｌ／ｍ2塗布し、２５℃で５秒間放置した後、流水で１０秒洗浄し、
２５℃の空気を吹き付けることでフィルムの表面を乾燥した。このようにして、光学異方
性層２の一方の表面のみをケン化した。
【０６１５】
（配向膜の形成）
　ケン化処理した光学異方性層２の一方の面に、下記の組成の配向膜塗布液を＃１４のワ
イヤーバーコーターで２４ｍｌ／ｍ2塗布した。６０℃の温風で６０秒、さらに９０℃の
温風で１５０秒乾燥した。
　次に、光学異方性層２の延伸方向（遅相軸とほぼ一致）と４５゜の方向に、形成した膜
にラビング処理を実施した。
【０６１６】
────────────────────────────────────────
　配向膜塗布液組成
────────────────────────────────────────
　下記の変性ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７１質量部
　メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１９質量部
　グルタルアルデヒド（架橋剤）　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量部
────────────────────────────────────────
【０６１７】

【化１４２】

 
【０６１８】
（光学異方性層１の作製）
　４００．０質量部のメチルエチルケトンに、Ｄ－８９に示すディスコティック化合物１
００質量部、下記に示す空気界面配向制御剤を０．４質量部、光重合開始剤（イルガキュ
アー９０７、チバガイギー社製）３質量部、増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（
株）製）１質量部を溶解して塗布液を調製した。配向膜上に塗布液を、＃３．０のワイヤ
ーバーで塗布した。これを金属の枠に貼り付けて、９５℃の恒温槽中で２分間加熱し、デ
ィスコティック化合物を配向させた。次に、８０℃で１２０Ｗ／ｃｍ高圧水銀灯を用いて
、１分間紫外線照射しディスコティック化合物を重合させた。その後、室温まで放冷した
。このようにして、光学異方性層１を形成し、光学補償シート１を作製した。
【０６１９】
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【化１４３】

 
【０６２０】
　同様の手法でガラス上に配向膜を作製し、その配向膜上に光学異方性層１を形成し、エ
リプソメータＭ－１５０を用いて波長５５０ｎｍの光で、光学異方性層１のレタデーショ
ン値Ｒｅ1（５５０）を測定したところ３０ｎｍであった。また面内の遅相軸をあおり軸
として±４０°あおってＲｅ1（４０°）およびＲｅ1（－４０°）を測定したところ、Ｒ
ｅ1（４０°）／Ｒｅ1（－４０°）は１０．５であった。またエリプソメータＭ－１５０
を用いて波長４５０ｎｍと６５０ｎｍの光でレタデーションを測定したところ、Ｒｅ1（
４５０）／Ｒｅ1（６５０）は１．１５であった。
【０６２１】
（楕円偏光板の作製）
　延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した。次に
、作製した光学補償シートの光学異方性層２側を、ポリビニルアルコール系接着剤を用い
て偏光膜の片側に貼り付けた。光学異方性層２の遅相軸と偏光膜の透過軸とが平行になる
ように配置した。
　市販のセルローストリアセテートフィルム（フジタックＴＤ８０ＵＦ、富士写真フイル
ム（株）製）を前記と同様にケン化処理し、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏
光膜の反対側（光学補償シートを貼り付けなかった側）に貼り付けた。このようにして、
楕円偏光板を作製した。
【０６２２】
（ベンド配向液晶セルの作製）
　ＩＴＯ電極付きのガラス基板に、ポリイミド膜を配向膜として設け、配向膜にラビング
処理を行った。得られた二枚のガラス基板をラビング方向が平行となる配置で向かい合わ
せ、セルギャップを４．１μｍに設定した。セルギャップにΔｎ（５５０）が０．１３９
６の液晶性化合物（ＺＬＩ１１３２、メルク社製）を注入し、ベンド配向液晶セルを作製
した。
【０６２３】
（ベンド配向モード液晶表示装置の作製および評価）
　液晶セルと偏光板二枚を組み合わせて実施例２－１の液晶表示装置を作製した。液晶セ
ルと二枚の偏光板との配置は、偏光板が光学異方性層および液晶セルの基板が対面し、液
晶セルのラビング方向とそれに対抗する光学異方性層のラビング方向とが反平行になるよ
うに配置した。
【０６２４】
　作製した液晶表示装置をバックライト上に配置し、ベンド配向液晶セルに５５Ｈｚ矩形
波で電圧を印加した。電圧を調整しながら輝度計（ＴＯＰＣＯＮ製ＢＭ－５）を用い、黒
輝度（正面輝度）が最も小さくなる電圧を判定した。次に、同様に輝度計（ＴＯＰＣＯＮ
製ＢＭ－５）を用い、画面中央での黒輝度と白輝度（正面輝度）を測定し、コントラスト
を算出した。さらに、電圧を変えて画面の上下左右方向の輝度を輝度計（ＴＯＰＣＯＮ製
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ＢＭ－５）で測定し、階調反転の発生の有無を測定した。また、分光輝度計（ＴＯＰＣＯ
Ｎ製ＳＲ－３）を用いて黒状態での色味測定を行った。さらに、測定機（ＥＺ－ＣＯＮＴ
ＲＡＳＴ）を用い、視野角測定を行った。以上の結果を表２－１に示す。
　また市販の直線偏光板２枚を透過軸が直交するように構成し、バックライト上に配置し
てＳＲ－３で黒状態での色味を測定したところ、ｖ’は０．４５であった。
【０６２５】
〔実施例２－２〕
　（光学異方性層２の作製）
　実施例２－１で作製したセルロースアセテート溶液４７０質量部、レタデーション上昇
剤溶液３３．０質量部をそれぞれろ過後に混合し、バンド流延機を用いて流延した。レタ
デーション上昇剤のセルロースアセテートに対する質量比は６．２％であった。残留溶剤
量が３０質量％のフィルムをバンドから剥離した後、１４０℃の温度で、フィルムのテン
ターを用いて３０％の延伸倍率で横延伸した後、クリップを外して１３０℃で４５秒間乾
燥させ光学異方性層２としてのセルロースアセテートフィルムを製造した。製造された光
学異方性層２の残留溶剤量は０．２質量％であり、膜厚は８８μｍであった。
【０６２６】
（光学特性の測定）
　作製した光学異方性層２について、エリプソメータＭ－１５０（日本分光（株）製）を
用い、波長５５０ｎｍの光でレタデーション値Ｒｅ2（５５０）を測定したところ３８ｎ
ｍであった。また面内の遅相軸をあおり軸として±４０°あおった時のレタデーション値
Ｒｅ2（４０°）およびＲｅ2（－４０°）を測定し、これらの実測結果からエリプソメー
タが算出するＲｔｈ2（５５０）は２００ｎｍであった。
　また、実施例２－１と同様にケン化処理および配向膜の作製を行った。
【０６２７】
（光学異方性層１の作製）
　４００．０質量部のメチルエチルケトンに、Ｄ－１０９に示すディスコティック化合物
１００質量部、上記の空気界面配向制御剤を０．４質量部、光重合開始剤（イルガキュア
ー９０７、チバガイギー社製）３質量部、増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株
）製）１質量部を溶解して塗布液を調製した。配向膜上に塗布液を、＃３．０のワイヤー
バーで塗布した。これを金属の枠に貼り付けて、１２０℃の恒温槽中で２分間加熱し、デ
ィスコティック化合物を配向させた。次に、１００℃で１２０Ｗ／ｃｍ高圧水銀灯を用い
て、１分間紫外線照射しディスコティック化合物を重合させた。その後、室温まで放冷し
た。このようにして、光学異方性層１を形成し、光学補償シートを作製した。
【０６２８】
　同様の手法でガラス上に配向膜を作製し、その配向膜上に光学異方性層１を形成し、エ
リプソメータＭ－１５０を用いて波長５５０ｎｍの光で、光学異方性層１のレタデーショ
ン値Ｒｅ1（５５０）を測定したところ３０．５ｎｍであった。また面内の遅相軸をあお
り軸として±４０°あおってＲｅ1（４０°）およびＲｅ1（－４０°）を測定したところ
、Ｒｅ1（４０°）／Ｒｅ1（－４０°）は１１．２であった。またエリプソメータＭ－１
５０を用いて波長４５０ｎｍと６５０ｎｍの光でレタデーションを測定したところ、Ｒｅ

1（４５０）／Ｒｅ1（６５０）は１．１９であった。
　また実施例２－１と同様の方法で楕円偏光板を作製した。
【０６２９】
（ベンド配向モード液晶表示装置の作製）
　セルギャップを５．３μｍとした以外は実施例２－１と同様にベンド配向液晶セル、液
晶表示装置を作製し、実施例２－２の液晶表示装置とした。評価した結果を表２－１に示
す。
【０６３０】
〔比較例２－１〕
　実施例２－１と同様に光学異方性層２および配向膜を作製した。
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【０６３１】
（光学異方性層１の作製）
　（光学異方性層１の作製）
　２０４．０質量部のメチルエチルケトンに、下記に示すディスコティック化合物９１質
量部、エチレンオキサイド変成トリメチロールプロパントリアクリレート（Ｖ＃３６０、
大阪有機化学（株）製）９質量部、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ５３１－１
、イーストマンケミカル社製）１質量部、光重合開始剤（イルガキュアー９０７、チバガ
イギー社製）３質量部、増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）１質量部を
溶解して塗布液を調製した。配向膜上に塗布液を、＃３．４のワイヤーバーで塗布した。
これを金属の枠に貼り付けて、１３０℃の恒温槽中で２分間加熱し、ディスコティック化
合物を配向させた。次に、１１０℃で１２０Ｗ／ｃｍ高圧水銀灯を用いて、１分間紫外線
照射しディスコティック化合物を重合させた。その後、室温まで放冷した。このようにし
て、光学異方性層１を形成し、光学補償シートを作製した。
【０６３２】

【化１４４】

 
【０６３３】
　同様の手法でガラス上に配向膜を作製し、その配向膜上に光学異方性層１を形成し、エ
リプソメータＭ－１５０を用いて波長５５０ｎｍの光で、光学異方性層１のレタデーショ
ン値Ｒｅ1（５５０）を測定したところ３０．２ｎｍであった。また面内の遅相軸をあお
り軸として±４０°あおってＲｅ1（４０°）およびＲｅ1（－４０°）を測定したところ
、Ｒｅ1（４０°）／Ｒｅ1（－４０°）は１０．４であった。またエリプソメータＭ－１
５０を用いて波長４５０ｎｍと６５０ｎｍの光でレタデーションを測定したところ、Ｒｅ

1（４５０）／Ｒｅ1（６５０）は１．２７であった。
　また実施例２－１と同様の方法で楕円偏光板を作製した。
【０６３４】
（ベンド配向モード液晶表示装置の作製）
　実施例２－１と同様にベンド配向液晶セル、液晶表示装置を作製し、比較例２－１の液
晶表示装置とした。評価した結果を表２－１に示す。
【０６３５】
〔比較例２－２〕
　実施例２－２と同様に光学異方性層２および配向膜を作製した。また実施例２－１と同
様に光学異方性層１を作製し、楕円偏光板を作製した。
【０６３６】
（ベンド配向モード液晶表示装置の作製）
　セルギャップを２．６μｍとした以外は実施例２－１と同様にベンド配向液晶セル、液
晶表示装置を作製し、比較例２－２の液晶表示装置とした。評価した結果を表２－１に示
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す。
【０６３７】
〔比較例２－３〕
　実施例２－１と同様に光学異方性層２、配向膜、光学異方性層１、楕円偏光板を作製し
た。
【０６３８】
（ベンド配向モード液晶表示装置の作製）
　セルギャップを５．８μｍとした以外は実施例２－１と同様にベンド配向液晶セル、液
晶表示装置を作製し、比較例２－３の液晶表示装置とした。評価した結果を表２－１に示
す。
【０６３９】
表２－１
【表５】

 
【０６４０】
（まとめ）
　表２－１からも明らかなとおり、本発明の液晶表示装置は、正面コントラストが高く、
コントラスト視野角、反転視野角が上下左右ともに広く、黒表示時の青みが少ない。
　一方、Ｒｅ1（４５０）／Ｒｅ1（６５０）＜１．２５を満たさない比較例２－１では正
面コントラストが低く、黒表示時の青みが強い。また２≦（Δｎ（５５０）×ｄ）／Ｒｔ
ｈ2（５５０）≦５を満たさない比較例２－２，２－３ではコントラスト視野角、反転視
野角が悪化する。
【０６４１】
＜第３の態様＞
　［実施例３－１］
　［第２光学異方性層－１の作製］
　ビスフェノールＡタイプのポリカーボネート（帝人化成（株）製　Ｃ１４００）を塩化
メチレンに溶解させ、固形分濃度１８質量％のドープ溶液を作製した。このドープ溶液か
ら溶液流延法により支持体上にフィルム流状物を作製した。これを支持体から剥離し、Ｔ
ｇ－２０℃まで徐々に昇温することにより乾燥し、フィルムを得た。次にこのフィルムを
２３０℃にて１．６倍に１軸延伸した。得られたフィルムの特性値は膜厚３５μｍ、Ｒｅ
＝３２ｎｍ、Ｒｔｈ＝１６ｎｍであった。また、Ｒｅ（４５０）／Ｒｅ（５５０）＝０．
８２、Ｒｅ（６５０）／Ｒｅ（５５０）＝１．０７であった。
【０６４２】
［第１光学異方性層］
　下記の変性ポリビニルアルコール２０質量部、グルタルアルデヒド（架橋剤）１質量部
を水３６０質量部、メタノール１２０質量部に溶解し、塗布液を調整した。塗布液を＃１
６のワイヤーバーコーターで塗布し、６０℃の温風で６０秒、さらに９０℃の温風で１５
０秒乾燥して配向膜を作製した。次に、作製した配向膜に、第２光学異方性層－１の面内
遅相軸（流延方向と平行方向）に対して４５°の方向にラビング処理を実施した。
【０６４３】
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【化１４５】

 
【０６４４】
　下記の円盤状液晶性化合物９０質量部、エチレンオキサイド変性トリメチロールプロパ
ントリアクリレート（Ｖ＃３６０、大阪有機化学（株）製）１０質量部、メラミンホルム
アルデヒド／アクリル酸コポリマー（アルドリッチ試薬）０．６質量部、光重合開始剤（
イルガキュア９０７、日本チバガイギー（株）製）３．０質量部および光増感剤（カヤキ
ュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）１．０質量部を、メチルエチルケトンに溶解して、
固形分濃度が３８質量％の塗布液を調製した。
【０６４５】
　円盤状液晶性化合物

【化１４６】

 
【０６４６】
　配向膜の上に、塗布液を＃３のワイヤーバーで塗布した。これを１２０℃の恒温槽中で
３分間加熱し、円盤状液晶性化合物を配向させ、紫外線を照射し、円盤状液晶性化合物を
重合させ、配向状態を固定した。作製した第１光学異方性層の厚さは、１．５μｍであっ
た。Ｒｅ（５５０）は３０ｎｍであった。このようにして第１光学異方性層を作製した。
【０６４７】
［第３光学異方性層の作製］
　フジタック（富士写真フイルム（株）製）上に、下記の組成の塗布液を＃１４のワイヤ
ーバーコーターで２４ｍｌ／ｍ2塗布した。６０℃の温風で６０秒、さらに９０℃の温風
で１５０秒乾燥して、配向膜を作製した。
【０６４８】
---------------------------------------------------------------------------
　配向膜塗布液組成
---------------------------------------------------------------------------
　下記式の変性ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　４０質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７２８質量部
　メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２８質量部
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　グルタルアルデヒド（架橋剤）　　　　　　　　　　　　　　　２質量部
　クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０８質量部
　クエン酸モノエチルエステル　　　　　　　　　　　　　０．２９質量部
　クエン酸ジエチルエステル　　　　　　　　　　　　　　０．２７質量部
　クエン酸トリエチルエステル　　　　　　　　　　　　　０．０５質量部
---------------------------------------------------------------------------
【０６４９】
【化１４７】

 
【０６５０】
（円盤状液晶性化合物よりなる光学異方性層の形成）
　上記長尺の支持対上に形成した配向膜上に、＃３のワイヤーバーで下記の組成の円盤状
液晶を含む塗布液を５０ｍ連続塗布した。
【０６５１】
--------------------------------------------------------------------------------
　（円盤状液晶層の塗液組成）
--------------------------------------------------------------------------------
　上記円盤状液晶性化合物（１）　　　　　　　　　　　　　　　３２．６質量部
　上記水平配向剤Ｉ－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５質量部
　エチレンオキサイド変成トリメチロールプロパントリアクリレート
　（Ｖ＃３６０、大阪有機化学（株）製）　　　　　　　　　　　　３．２質量部
　増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）　　　　　　０．４質量部
　光重合開始剤（イルガキュア９０７、チバガイギー社製）　　　　１．１質量部
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６２．０質量部
--------------------------------------------------------------------------------
【０６５２】
　上記塗布液が塗布された後、続いて１３０℃の乾燥ゾーンで２分間加熱乾燥され、円盤
状液晶性化合物を配向させた。次に、ＵＶ照射ゾーンにて８０℃で１２０Ｗ／ｃｍ高圧水
銀灯を用いて、４秒間ＵＶ照射し円盤状液晶性化合物を重合させた。その後、室温まで放
冷し、巻き取りを行った。作製した光学異方性層は、光学的に負の屈折率異方性を示し、
膜厚２．３８μｍ、波長５５０ｎｍにおいてＲｅ＝０ｎｍ、Ｒｔｈ＝１５０ｎｍであった
。また、Ｒｔｈ（４５０）／Ｒｔｈ（５５０）＝１．２１、Ｒｅ（６５０）／Ｒｅ（５５
０）＝０．９２であった。光学異方性層の円盤状液晶性化合物は±１°の範囲で水平配向
していた。
【０６５３】
　作製した第３光学異方性層を、第３光学異方性層、第２光学異方性層－１、第１光学異
方性層の順になるように転写した。
【０６５４】
［偏光板Ａの作製］
　偏光膜の片側に鹸化処理した保護膜（富士写真フイルム（株）製フジタック、セルロー
ストリアセテート）を、もう片側に第３光学異方性層、第２光学異方性層－１、第１光学
異方性層をこの順にポリビニルアルコール系接着剤を用いて貼り付けた。このようにして
偏光板Ａを作製した。
【０６５５】
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　ＯＣＢモードの液晶セル（ナナオ製、ＶＴ２３ＸＤ１）の両側に図５の構成となるよう
に偏光板Ａを貼り合わせ、液晶表示装置に組み込んだ。この液晶表示装置の黒表示時の右
方向４５度と左方向４５度の輝度とそれらの色ずれ（Δｕ’ｖ’）を輝度計（ＥＺ－Ｃｏ
ｎｔｒａｓｔ１６０Ｄ、ＥＬＤＩＭ社製）にて測定した。結果を表３－１に示す。
【０６５６】
［実施例３－２］
［第２光学異方性層－２の作製］
　室温において、平均酢化度５９．７％のセルロースアセテート１２０質量部、トリフェ
ニルホスフェート９．３６質量部、ビフェニルジフェニルホスフェート４．６８質量部、
下記のレタデーション上昇剤１．２０質量部、メチレンクロリド７０４質量部、およびメ
タノール６１．２質量部を混合して、溶液（ドープ）を調製した。
【０６５７】
【化１４８】

 
【０６５８】
　得られたドープを、ガラス板上に流延し、室温で１分間乾燥後、４５℃で５分間乾燥さ
せた。乾燥後の溶剤残留量は３０質量％であった。セルロースアセテートフィルムをガラ
ス板から剥離し、１００℃で２０分間、１３０℃で１０分間乾燥した。フィルムを適当な
大きさに切断した後、１３０℃で流延方向と平行な方向に１．４５倍に延伸した。延伸方
向と垂直な方向は、自由に収縮できるようにした。延伸後、室温まで冷却した後、延伸フ
ィルムを取り出した。延伸後の溶剤残留量は０．２質量％であった。得られたフィルムの
厚さは、６０μｍであった。得られたセルロースアセテートフィルムの特性値は、Ｒｅ＝
８２ｎｍ、Ｒｔｈ＝８８ｎｍであった。また、Ｒｅ（４５０）／Ｒｅ（５５０）＝０．８
７、Ｒｅ（６５０）／Ｒｅ（５５０）＝１．０６であった。
【０６５９】
　第２光学異方性層－２上に実施例１と同様の方法で膜厚を１．３５μｍにし、光学特性
がＲｅ＝０、Ｒｔｈ＝８５ｎｍである第３光学異方性層を作製した。その上に実施例１と
同様に第１光学異方性層を作製した。
　偏光膜の片側に鹸化処理した保護膜（富士写真フイルム（株）製フジタック、セルロー
ストリアセテート）を、もう片側に第２光学異方性層－２、第３光学異方性層、第１光学
異方性層をこの順にポリビニルアルコール系接着剤を用いて貼り付けた。このようにして
偏光板Ｂを作製した。
【０６６０】
　ＯＣＢモードの液晶セル（ナナオ製、ＶＴ２３ＸＤ１）の両側に図６のように偏光板Ｂ
を貼り合わせ、液晶表示装置に組み込んだ。この液晶表示装置の黒表示時の右方向４５度
と左方向４５度の輝度とそれらの色ずれ（Δｕ’ｖ’）を輝度計（ＥＺ－Ｃｏｎｔｒａｓ
ｔ１６０Ｄ、ＥＬＤＩＭ社製）にて測定した。結果を表３－１に示す。尚、図６中の符号
は、図５と同様である。
【０６６１】
［比較例３－１］
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（光学異方性支持体の作製）
　酢化度６０．７～６１．１％のセルロースアセテート１００質量部、下記のレタデーシ
ョン上昇剤２．３５質量部、リン酸トリフェニル２．７５質量部およびリン酸ビフェニル
ジフェニル２．２０質量部を、塩化メチレン２３２．７５質量部、メタノール４２．５７
質量部およびｎ－ブタノール８．５０質量部に溶解した。得られた溶液をドラム流延機を
用いて流延し、乾燥後の厚さが９２μｍのセルロースアセテートフィルムを作製した。
【０６６２】
【化１４９】

 
【０６６３】
　セルロースアセテートフィルムを実質延伸倍率２５％で延伸して、光学的二軸性透明支
持体を作製した。
　得られたセルロースアセテートフィルムの特性値はＲｅ（５５０）＝３５ｎｍ、Ｒｔｈ
（５５０）＝１７５ｎｍで、Ｒｅ（４５０）／Ｒｅ（５５０）＝１．０１、Ｒｅ（６５０
）／Ｒｅ（５５０）＝０．９８、Ｒｔｈ（４５０）／Ｒｔｈ（５５０）＝１．０１、Ｒｔ
ｈ（６５０）／Ｒｔｈ（５５０）＝０．９９であった。
【０６６４】
　光学異方性支持体上に実施例３－１と同様に第１光学異方性層を作製した。
　偏光膜の片側に鹸化処理した保護膜（富士写真フイルム（株）製フジタック、セルロー
ストリアセテート）を、もう片側に光学異方性支持体、第１光学異方性層をこの順にポリ
ビニルアルコール系接着剤を用いて貼り付けた。このようにして偏光板Ｃを作製した。
【０６６５】
　ＯＣＢモードの液晶セル（ナナオ製、ＶＴ２３ＸＤ１）の両側に図７のように偏光板Ｃ
を貼り合わせ、液晶表示装置に組み込んだ。この液晶表示装置の黒表示時の右方向４５度
と左方向４５度の輝度とそれらの色ずれ（Δｕ’ｖ’）を輝度計（ＥＺ－Ｃｏｎｔｒａｓ
ｔ１６０Ｄ、ＥＬＤＩＭ社製）にて測定した。結果を以下表３－１に示す。尚、図７中、
６３は下偏光膜を、６３ａは下偏光膜透過軸を、６４は上光学異方性層支持体を、６４ａ
は上光学異方性層支持体遅相軸を、６５は下光学異方性層支持体を、６５ａは下光学異方
性層支持体遅相軸をそれぞれ示している。その他の符号は、図５と同様である。
【０６６６】
表３－１
【表６】
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　上記結果から、本発明の実施例３－１および３－２の液晶表示装置は、比較例３－１の
液晶表示装置と比較していずれも、左右４５度における黒表示時の透過率が低く、且つ正
面との色ずれも小さいことがわかる。
【０６６８】
　第３の態様によれば、液晶セル、特にＯＣＢモードの液晶セルの黒状態の視角補償をほ
ぼ全ての波長において可能にする光学補償フィルムを提供することができる。その結果、
本発明によれば、黒表示時の斜め方向の光抜けが軽減され、視野角コントラストが改善さ
れた液晶表示装置、特にＯＣＢモードの液晶表示装置を提供することができる。
【０６６９】
＜第４の態様＞
【０６７０】
【化１５０】

 
【０６７１】
　攪拌機、還流冷却器を備えた反応器に、１Ｈ，１Ｈ，７Ｈ－ドデカフルオロヘプチルア
クリレート３９．１３ｇ、アクリル酸０．８０ｇ、ジメチル２，２’－アゾビスイソブチ
レート１．１ｇ、２－ブタノン３０ｇを加え窒素雰囲気下で６時間７８℃に加熱して反応
を完結させた。質量平均分子量は１．０×１０4であった。
【０６７２】
　フルオロ脂肪族基含有ポリマー（Ｐ－３３）の合成方法と同種の方法で、フッ素系ポリ
マー（Ｐ－３４）、（Ｐ－１３６）および（Ｐ－１３８）を合成した。
【０６７３】
　一般式（Ｉ）で表される円盤状化合物は、下記合成例に従って合成することができる。
［合成例１］
　例示化合物（３）を、下記のルートにより合成した。なお、相転移温度は、偏光顕微鏡
観察による測定値である（以下、合成例２以降も同様である。）。
【０６７４】
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【化１５１】

 
【０６７５】
　パラヒドロキシケイヒ酸（２００ｇ、１．２２ｍｏｌ）のエチルアルコール１．５Ｌ溶
液に濃硫酸２０ｍｌ加え、６時間還流した。放冷後、減圧下でエチルアルコール１Ｌを留
去し、酢酸エチルおよび飽和食塩水を加えて分液し、有機相を重曹水にて中和した。有機
相を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し、２２
６ｇの（Ｂ－１）を得た（収率９７％）。
【０６７６】
　（Ｂ－１）（５７．６ｇ、０．３ｍｏｌ）の塩化メチレン６００ｍｌ溶液にメトキシエ
トキシメチルクロライド（ＭＥＭＣｌ）（５１．４ｍｌ）を加え、ジエチルイソプロピル
アミン（７８．４ｍｌ、０．４５ｍｍｏｌ）を、反応系の温度を３０℃以下に保ちながら
ゆっくり滴下した。そのまま３時間攪拌した後、飽和食塩水を加えて分液し、有機相を希
塩酸水、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し、
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７７．４ｇの（Ｂ－２）を得た（収率９２％）。
【０６７７】
　水素化ナトリウム（９．２ｇ、２２８ｍｍｏｌ）、トリメチルスルホニウムヨ－ジド（
５０．２ｇ、２２８ｍｏｌ）にジメチルスルフォキシド（１６０ｍｌ）を窒素雰囲気下滴
下した。水素が発生しなくなるのを確認し、さらに３０分間撹拌した。（Ｂ－２）（４９
．２ｇ、１７５．６ｍｍｏｌ）のジメチルスルフォキシド６００ｍｌ溶液を添加し、５０
℃にて３時間撹拌した。放冷後、酢酸エチルおよび飽和食塩水を加えて分液し、有機相を
希塩酸水、飽和食塩水で洗浄した。有機相を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧
留去し、３３．６ｇの粗生成物（Ｂ－３）を得た（粗収率６５％）。
【０６７８】
　（Ｂ－３）（２０．４ｇ、６９．３ｍｍｏｌ）のエタノール２００ｍｌ溶媒にピリジニ
ウムｐ－トルエンスルホン酸（１７．４ｇ、６９．３ｍｍｏｌ）を添加し、還流した。６
時間攪拌した後、放冷後、酢酸エチルおよび飽和食塩水を加えて分液し、有機相を希塩酸
水し、飽和食塩水で洗浄した。有機相を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去
し残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより、酢酸エチルおよびヘキサン混合溶
媒を溶離液として用いて精製した。１３．０ｇ（収率９１％）の（Ｂ－４）を得た。
【０６７９】
　窒素雰囲気下、（Ｂ－４）（１２．４ｇ、６０ｍｍｏｌ）のＮ，Ｎ’－ジメチルアセト
アミド１５０ｍｌ溶液に、ブロモエタノール（１１．２ｇ、９０ｍｍｏｌ）、炭酸カリウ
ム（１２．４ｇ、９０ｍｍｏｌ）を加え、内温１１０℃にて５時間攪拌した。放冷後、酢
酸エチルおよび飽和食塩水を加えて分液し、有機相を希塩酸水し飽和食塩水で洗浄した。
有機相を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し残渣をシリカゲルカラムクロ
マトグラフィーにより、酢酸エチルおよびヘキサン混合溶媒を溶離液として用いて精製し
た。１４．０ｇ（収率９３％）の（Ｂ－５）を得た。
【０６８０】
　（Ｂ－５）（１４．０ｇ、５５．５ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン１００ｍｌ溶液に
、水酸化リチウム１水和物（４．２ｇ、１００ｍｍｏｌ）を水１００ｍｌに溶解させた水
溶液を添加し、還流下６時間攪拌した。放冷後、酢酸エチルおよび飽和食塩水を加えて分
液し、有機相を希塩酸水、飽和食塩水で洗浄した。有機相を無水硫酸マグネシウムで乾燥
後、溶媒を減圧留去し残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより、酢酸エチルお
よびヘキサン混合溶媒を溶離液として用いて精製した。１１．７ｇ（収率９５％）の（Ｂ
－６）を得た。
【０６８１】
　（Ｂ－６）（７．４ｇ、３３．２ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン１００ｍｌ溶液に、
アクリル酸クロライド（３．２４ｍｌ、４０ｍｍｏｌ）、ジメチルアニリン（５．０６ｍ
ｌ、４０ｍｍｏｌ）、ニトロベンゼン（０．３ｍｌ）を加え、内温６０℃にて３時間攪拌
した。放冷後、酢酸エチルおよび飽和食塩水を加えて分液し、有機相を希塩酸水、飽和食
塩水で洗浄した。有機相を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し残渣にＮ，
Ｎ’－ジメチルアセトアミド（１００ｍｌ）、トリエチルアミン（５．６ｍｌ、４０ｍｍ
ｏｌ）を加えて内温６０℃にて２時間攪拌した。放冷後、酢酸エチルおよび飽和食塩水を
加えて分液し、有機相を希塩酸水および飽和食塩水で洗浄した。有機相を無水硫酸マグネ
シウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し、酢酸エチルとヘキサン混合溶媒から晶析し、７．２
ｇ（収率７８％）の（Ｂ－７）を得た。
【０６８２】
　窒素雰囲気下、（Ｂ－７）（４．１ｇ、１４．８ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン１０
０ｍｌ溶液に、氷冷下にてメタンスルホニルクロライド（１．１５ｍｌ、１４．８ｍｍｏ
ｌ）を添加し、ジエチルイソプロピルアミン（２．５８ｍｌ、１４．８ｍｍｏｌ）をゆっ
くり滴下した。滴下後室温まで昇温させ３０分撹拌させた。ＴＬＣにて反応を確認後、氷
冷し、２，３，６，７，１０，１１－ヘキサヒドロキシトリフェニレンの１水和物（０．
６３ｇ、１．８５ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン５０ｍｌ溶液を添加し、さらにジエチ
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終了後、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノピリジンを触媒量加え、そのまま室温まで昇温し３時間
撹拌した。酢酸エチルおよび飽和食塩水を加えて分液し、有機相を希塩酸水、飽和食塩水
で洗浄した。有機相を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し残渣をシリカゲ
ルカラムクロマトグラフィーにより、ジクロロメタンおよびメタノール混合溶媒を溶離液
として用いて精製した。氷冷したメタノールから晶析し、２．８ｇ（収率８２％）の例示
化合物（３）を得た。
【０６８３】
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ１．３０－１．４５（６Ｈ、ｍ）、１．
７０－１．８５（６Ｈ、ｍ）、２．０５－２．２０（６Ｈ、ｍ）、２．６５－２．８０（
６Ｈ、ｍ）、４．１９（１２Ｈ、ｔ、Ｊ＝６．４Ｈｚ）、４．５２（１２Ｈ、ｔ、Ｊ＝６
．４Ｈｚ）、５．８７（６Ｈ、ｄ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ）、６．１７（６Ｈ、ｄ，ｄ，Ｊ＝
１０．４Ｈｚ、１７．２Ｈｚ）、６．４６（６Ｈ、ｄ，Ｊ＝１７．２Ｈｚ）、６．８３（
１２Ｈ、ｄ，Ｊ＝８．０Ｈｚ）、７．０３（６Ｈ、ｄ、Ｊ＝８．０Ｈｚ）、７．０６（６
Ｈ、ｄ、Ｊ＝８．０Ｈｚ）、８．２４（６Ｈ、ｓ）；マススペクトル（Ｍ＋Ｎａ）／（Ｐ
ＯＳＩ）＝１８９６。；相転移温度：Ｃｒｙ　７０℃　ＮＤ　　１２７℃　Ｉｓｏ
【０６８４】
［合成例２および３］
　例示化合物（４）、（５）は、それぞれ、合成例１のブロモエタノールをブロモプロパ
ノール、ブロモブタノールに変更した以外は、合成例１と同様の方法にて行い、例示化合
物（４）収率３３％（８Ｓｔｅｐｓ）、例示化合物（５）収率２４％（８Ｓｔｅｐｓ）を
得た。
【０６８５】
　例示化合物（４）
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ１．３０－１．４５（６Ｈ、ｍ）、１．
７０－１．８５（６Ｈ、ｍ）、２．０５－２．２０（１８Ｈ、ｍ）、２．６５－２．８０
（６Ｈ、ｍ）、４．０４（１２Ｈ、ｔ、Ｊ＝７．２Ｈｚ）、４．３７（１２Ｈ、ｔ、Ｊ＝
６．４Ｈｚ）、５．８４（６Ｈ、ｄ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ）、６．１３（６Ｈ、ｄ，ｄ，Ｊ
＝１０．４Ｈｚ、１７．２Ｈｚ）、６．４２（６Ｈ、ｄ，Ｊ＝１７．２Ｈｚ）、６．８１
（１２Ｈ、ｄ，Ｊ＝８．０Ｈｚ）、７．０１（６Ｈ、ｄ、Ｊ＝８．０Ｈｚ）、７．０５（
６Ｈ、ｄ、Ｊ＝８．０Ｈｚ）、８．１９（６Ｈ、ｓ）；マススペクトル（Ｍ＋Ｎａ）／（
ＰＯＳＩ）＝１９８０。；相転移温度：Ｃｒｙ　６５℃　ＮＤ　　１４７℃　Ｉｓｏ
【０６８６】
例示化合物（５）
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ１．３０－１．４５（６Ｈ、ｍ）、１．
７０－１．８５（６Ｈ、ｍ）、２．０５－２．２０（３０Ｈ、ｍ）、２．６５－２．８０
（６Ｈ、ｍ）、３．９８（１２Ｈ、ｔ、Ｊ＝６．８Ｈｚ）、４．２５（１２Ｈ、ｔ、Ｊ＝
６．４Ｈｚ）、５．８３（６Ｈ、ｄ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ）、６．１３（６Ｈ、ｄ，ｄ，Ｊ
＝１０．４Ｈｚ、１７．２Ｈｚ）、６．４２（６Ｈ、ｄ，Ｊ＝１７．２Ｈｚ）、６．８１
（１２Ｈ、ｄ，Ｊ＝８．０Ｈｚ）、７．０２（６Ｈ、ｄ、Ｊ＝８．０Ｈｚ）、７．０６（
６Ｈ、ｄ、Ｊ＝８．０Ｈｚ）、８．２１（６Ｈ、ｓ）；マススペクトル（Ｍ＋Ｎａ）／（
ＰＯＳＩ）＝２０６４。；相転移温度：Ｃｒｙ　７０℃　ＮＤ　　１３０℃　Ｉｓｏ
【０６８７】
［合成例４］
　例示化合物（１７）を、下記のルートにて合成した。
【０６８８】
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【化１５２】

 
【０６８９】
　合成例１の方法にて合成した（Ｂ－４）（２０．６ｇ、０．１ｍｏｌ）のテトラヒドロ
フラン２００ｍｌ溶液に水酸化リチウム１水和物（２１ｇ、０．５ｍｏｌ）の２００ｍｌ
水溶液を加え、還流下５時間攪拌した。放冷後、酢酸エチルおよび希塩酸水を加えて中和
したものを分液し、有機相を飽和食塩水で洗浄した。有機相を無水硫酸マグネシウムで乾
燥後、溶媒を減圧留去し、酢酸エチルおよびヘキサン混合溶媒から晶析して、１４．８ｇ
（収率８３％）の（Ｃ－１）を得た。
【０６９０】
　（Ｃ－１）（７．３ｇ、４１ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン１００ｍｌ溶液にアクリ
ル酸クロライド（７．１ｍｌ、８７ｍｍｏｌ）を加え、０℃にて、ジエチルイソプロピル
アミン（１５．２ｍｌ、８７ｍｍｏｌ）をゆっくり滴下した。滴下終了後、１時間攪拌し
た後、ピリジン（１０ｍｌ）、水（１０ｍｌ）を加え室温にて１時間攪拌した。酢酸エチ
ルおよび希塩酸水を加えて分液し、有機相を飽和食塩水で洗浄した。有機相を無水硫酸マ
グネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し、酢酸エチルおよびヘキサン混合溶媒から晶析し
て、７．０ｇ（収率７４％）の（Ｃ－２）を得た。
【０６９１】
　窒素雰囲気下、（Ｃ－２）（２．３２ｇ、１０ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン４０ｍ
ｌ溶液に、氷冷下にてメタンスルホニルクロライド（０．７７ｍｌ、１０ｍｍｏｌ）を添
加し、ジエチルイソプロピルアミン（１．７４ｍｌ、１０ｍｍｏｌ）をゆっくり滴下した
。滴下後室温まで昇温させ３０分撹拌させた。ＴＬＣにて反応を確認後、氷冷し、２，３
，６，７，１０，１１－ヘキサヒドロキシトリフェニレンの１水和物（０．４３ｇ、１．
２５ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン４０ｍｌ溶液を添加し、さらにエチルジイソプロピ
ルアミン（１．５２ｍｌ、８．７５ｍｍｏｌ）をゆっくり滴下した。滴下終了後、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアミノピリジンを触媒量加え、そのまま室温まで昇温し３時間撹拌した。酢酸
エチルおよび飽和食塩水を加えて分液し、有機相を希塩酸水、飽和食塩水で洗浄した。有
機相を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し残渣をシリカゲルカラムクロマ
トグラフィーにより、ジクロロメタンおよびメタノール混合溶媒を溶離液として用いて精
製した。氷冷したメタノールから晶析し、１．６ｇ（収率８１％）の例示化合物（１７）
を得た。
【０６９２】
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　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ１．３５－１．５０（６Ｈ、ｍ）、１．
７０－１．９０（６Ｈ、ｍ）、２．１０－２．２０（６Ｈ、ｍ）、２．７０－２．８５（
６Ｈ、ｍ）、６．０２（６Ｈ、ｄ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ）、６．３３（６Ｈ、ｄ，ｄ，Ｊ＝
１０．４Ｈｚ、１７．２Ｈｚ）、６．６１（６Ｈ、ｄ，Ｊ＝１７．２Ｈｚ）、７．００－
７．２０（２４Ｈ、ｍ）、８．２１（６Ｈ、ｓ）；マススペクトル（Ｍ＋Ｎａ）／（ＰＯ
ＳＩ）＝１６３２。；相転移温度：Ｃｒｙ　９５℃　Ｃｏｌ　１１４℃　ＮＤ　　１６０
℃　Ｉｓｏ
【０６９３】
［合成例５］
　例示化合物（１８）を、下記のルートにて合成した。
【０６９４】
【化１５３】

 
【０６９５】
　２，３，６，７，１０，１１－ヘキサヒドロキシトリフェニレンの１水和物（１．７ｇ
、５．０ｍｍｏｌ）をテトラヒドロフラン２００ｍｌ溶液に溶解し、シクロプロピルカル
ボニルクロリド（４．５ｍｌ、５０．０ｍｍｏｌ）を添加した。そのものに氷冷下にて、
ピリジン（１５ｍｌ）をゆっくりと滴下した。滴下後、室温にて２時間撹拌し、反応液を
メタノール（５００ｍｌ）に流し込んだ。固形分をろ過にて取り出し、酢酸エチルおよび
ヘキサン混合溶媒から晶析し、３．３ｇ（収率９０％）の例示化合物（１８）を得た。
【０６９６】
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ１．００－１．１０（１２Ｈ、ｍ）、１
．２０－１．３０（１２Ｈ、ｍ）、１．９０－２．００（６Ｈ、ｍ）、８．１４（６Ｈ、
ｓ）；マススペクトル（Ｍ＋Ｎａ）／（ＰＯＳＩ）＝７５５。；融点：３００℃以上
【０６９７】
［実施例４－１］
　（ポリマー基材の作製）
　下記の組成物をミキシングタンクに投入し、３０℃に加熱しながら攪拌して、各成分を
溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。
【０６９８】
──────────────────────────────────────
　　セルロースアセテート溶液組成（質量部）　　　　内層　　　　　外層
──────────────────────────────────────
　　酢化度６０．９％のセルロースアセテート　　　１００　　　　　１００
　　トリフェニルホスフェート（可塑剤）　　　　　　　７．８　　　　　７．８
　　ビフェニルジフェニルホスフェート（可塑剤）　　　３．９　　　　　３．９
　　メチレンクロライド（第１溶媒）　　　　　　　２９３　　　　　３１４
　　メタノール（第２溶媒）　　　　　　　　　　　　７１　　　　　　７６
　　１－ブタノール（第３溶媒）　　　　　　　　　　　１．５　　　　　１．６
　　シリカ微粒子（ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７２、日本アエロジル（株）製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０　　　　　　　０．８
　　下記レタデーション上昇剤　　　　　　　　　　　　１．７　　　　　０
──────────────────────────────────────
【０６９９】
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【化１５４】

 
【０７００】
　得られた内層用ドープおよび外層用ドープを、三層共流延ダイを用いて、０℃に冷却し
たドラム上に流延した。残留溶剤量が７０質量％のフィルムをドラムから剥ぎ取り、両端
をピンテンターにて固定して搬送方向のドロー比を１１０％として搬送しながら８０℃で
乾燥させ、残留溶剤量が１０％となったところで、１１０℃で乾燥させた。その後、１４
０℃の温度で３０分乾燥し、残留溶剤が０．３質量％のセルロースアセテートフィルム（
外層：３μｍ、内層：７４μｍ、外層：３μｍ）を製造した。作製したセルロースアセテ
ートフィルム（ＰＫ－１）について、光学特性を測定した。
【０７０１】
　得られたポリマー基材（ＰＫ－１）の幅は１３４０ｍｍであり、厚さは、８０μｍであ
った。エリプソメーター（Ｍ－１５０、日本分光（株）製）を用いて、波長５００ｎｍに
おけるレタデーション値（Ｒｅ）を測定したところ、６ｎｍであった。また、波長５００
ｎｍにおける厚さ方向のレタデーション値（Ｒｔｈ）を測定したところ、８３ｎｍであっ
た。
　作製したポリマー基材（ＰＫ－１）を２．０Ｎの水酸化カリウム溶液（２５℃）に２分
間浸漬した後、硫酸で中和し、純水で水洗、乾燥した。このＰＫ－１の表面エネルギーを
接触角法により求めたところ、６３ｍＮ／ｍであった。
【０７０２】
　光学補償シートの製造にあたり、図８に記載のスロットコーターに図９（Ａ）に示すス
ロットダイを組み入れ実施した。図８に示すように、ウェブ８２は送出機により送られ、
ロールによって支持されながらラビング処理ロールを経て、塗布工程に移行する。その後
、乾燥ゾーン、加熱ゾーン、紫外線ランプを通過し、巻き取り機によって巻き取る。尚、
減圧チャンバーは、ウェブ８２の進行方向側とは反対側に、ビード８４ａに対して十分な
減圧調整を行えるよう、接触しない位置に設置した。
【０７０３】
　スロットダイ８３の上流側リップランド長ＩUPを１ｍｍ、下流側リップランド長ＩLOを
５０μｍとし、湿潤膜厚が５μｍとなるようにウェブ８２上に塗布液８４を５ｍｌ／ｍ2

で塗布した。塗布速度は６０ｍ／分とした。ウェブ８２には上記記載の厚み８０μｍのセ
ルローストリアセテート基材を用い、下流側リップランド８９とウェブ８２であるセルロ
ーストリアセテート基材との隙間の長さは４０μｍに設定した。塗布液８４を塗布する前
に、ウェブ８２の塗布面に対し、配向膜を下記の組成で塗布し、６０℃の温風で６０秒、
さらに９０℃の温風で１５０秒乾燥し、配向膜用樹脂層を形成した。配向膜用樹脂層をあ
らかじめ形成したウェブ８２を送り、配向膜用樹脂層の表面にラビング処理を施して配向
膜を形成し、そのまま塗布工程へ搬送して塗布を実施した。なお、ラビング処理は、ポリ
マー基材（ＰＫ－１）の遅相軸（波長６３２．８ｎｍで測定）と平行な方向に、配向膜に
ラビング処理を実施した。ラビング処理におけるラビングローラの回転周速を５．０ｍ／
秒とし、配向膜用樹脂層に対する押しつけ圧力を９．８×１０-3Ｐａに設定した。
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【０７０４】
---------------------------------------------------------------------------
　（配向膜塗布液組成）
---------------------------------------------------------------------------
　下記の変性ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　１０質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７１質量部
　メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１９質量部
　グルタルアルデヒド（架橋剤）　　　　　　　　　　　　０．５質量部
---------------------------------------------------------------------------
【０７０５】
【化１５５】

 
【０７０６】
　塗布液８４には、下記に示す光学異方性層の組成を用いた。塗布速度は６０ｍ／分とし
た。塗布液８４を塗布したウェブ８２を、Ｉｓｏ点温度（円盤状ネマティック相から等方
性液体に転移する温度）より５℃低い温度に設定した加熱ゾーンを通過させ、この液晶層
表面に６０℃の雰囲気下で１２０Ｗ／ｃｍの紫外線ランプにより紫外線を照射し、光学補
償シート（ＫＨ－１）を作製した。塗布可能性については目視によるビード状態の観察に
より判断し、ビード８４ａが破断した段階で塗布不可能とした。この結果、本実施例４－
１では、塗布は可能であり、このときの減圧度は１０００Ｐａであった。
【０７０７】
（光学異方性層の形成）
　下記の組成物を、１０２Ｋｇのメチルエチルケトンに溶解して塗布液を調製した。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　液晶性化合物（例示化合物（３））　　　　　　　　　　　　　　４１．０１質量部
　エチレンオキサイド変成トリメチロールプロパントリアクリレート　４．０６質量部
　（Ｖ＃３６０、大阪有機化学（株）製）
　セルロースアセテートブチレート　　　　　　　　　　　　　　　　０．３４質量部
　（ＣＡＢ５５１－０．２、イーストマンケミカル社製）
　セルロースアセテートブチレート　　　　　　　　　　　　　　　　０．１１質量部
　（ＣＡＢ５３１－１、イーストマンケミカル社製）
　フルオロ脂肪族基含有ポリマー例示化合物（Ｐ－３３）　　　　　０．０１８質量部
　フルオロ脂肪族基含有ポリマー例示化合物（Ｐ－１３６）　　　　　０．２３質量部
　光重合開始剤（イルガキュアー９０７、チバガイギー社製）　　　　１．３５質量部
　増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）　　　　　　　０．４５質量部
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【０７０８】
　波長５４６ｎｍで測定した光学異方性層のＲｅレタデーション値は５０ｎｍであった。
また、偏光板をクロスニコル配置とし、得られた光学補償シートのムラを観察したところ
、正面、および法線から６０度まで傾けた方向から見ても、ムラは検出されなかった。
【０７０９】
（液晶性化合物の傾斜角評価）
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　円盤状化合物や棒状化合物を配向させた光学異方性層において、光学異方性層の一方の
面におけるチルト角（円盤状化合物または棒状化合物における物理的な対象軸が光学異方
性層の界面となす角度をチルト角とする）θ１および他方の面のチルト角θ２を、直接的
にかつ正確に測定することは困難である。そこで本明細書においては、θ１及びθ２は、
以下の手法で算出する。本手法は本発明の実際の配向状態を正確に表現していないが、光
学フィルムのもつ一部の光学特性の相対関係を表す手段として有効である。
　本手法では算出を容易にすべく、下記の２点を仮定し、光学異方性層の２つの界面にお
けるチルト角とする。
　１．光学異方性層は円盤状化合物や棒状化合物を含む層で構成された多層体と仮定する
。さらに、それを構成する最小単位の層（円盤状化合物または棒状化合物のチルト角は該
層内において一様と仮定）は光学的に一軸と仮定する。
　２．各層のチルト角は光学異方性層の厚み方向に沿って一次関数で単調に変化すると仮
定する。具体的な算出法は下記のとおりである。
　（１）各層のチルト角が光学異方性層の厚み方向に沿って一次関数で単調に変化する面
内で、光学異方性層への測定光の入射角を変化させ、３つ以上の測定角でレタデーション
値を測定する。測定および計算を簡便にするためには、光学異方性層に対する法線方向を
０°とし、－４０°、０°、＋４０°の３つの測定角でレタデーション値を測定すること
が好ましい。このような測定は、ＫＯＢＲＡ－２１ＡＤＨおよびＫＯＢＲＡ－ＷＲ（王子
計測器（株）製）、透過型のエリプソメーターＡＥＰ－１００（（株）島津製作所製）、
Ｍ１５０およびＭ５２０（日本分光（株）製）、ＡＢＲ１０Ａ（ユニオプト（株）製）で
行うことができる。
　（２）上記のモデルにおいて、各層の常光の屈折率をｎｏ、異常光の屈折率をｎｅ（ｎ
ｅは各々すべての層において同じ値、ｎｏも同様とする）、及び多層体全体の厚みをｄと
する。さらに各層におけるチルト方向とその層の一軸の光軸方向とは一致するとの仮定の
元に、光学異方性層のレタデーション値の角度依存性の計算が測定値に一致するように、
光学異方性層の一方の面におけるチルト角θ１および他方の面のチルト角θ２を変数とし
てフィッティングを行い、θ１およびθ２を算出する。結果は、第４－１表に示す。
　ここで、ｎｏおよびｎｅは文献値、カタログ値等の既知の値を用いることができる。値
が未知の場合はアッベ屈折計を用いて測定することもできる。光学異方性層の厚みは、光
学干渉膜厚計、走査型電子顕微鏡の断面写真等により測定数することができる。
【０７１０】
（偏光板の作製）
　ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、ＫＨ－１（光学補償シート）を、偏光子（Ｈ
Ｆ－１）の片側表面に貼り付けた。また、厚さ８０μｍのトリアセチルセルロースフィル
ム（ＴＤ－８０Ｕ：富士写真フイルム（株）製）にケン化処理を行い、ポリビニルアルコ
ール系接着剤を用いて、偏光子（ＨＦ－１）の反対側表面に貼り付けた。
　偏光子（ＨＦ－１）の透過軸と、光学補償シートの支持体であるポリマーフィルム（Ｐ
Ｋ－１）の遅相軸とが平行になるように配置した。偏光子（ＨＦ－１）の透過軸と上記ト
リアセチルセルロースフィルムの遅相軸とは、直交するように配置した。このようにして
偏光板（ＨＢ－１）を作製した。
【０７１１】
（ＴＮ液晶セルでの評価）
　ＴＮ型液晶セルを使用した液晶表示装置（ＡＱＵＯＳ　ＬＣ２０Ｃ１Ｓ、シャープ（株
）製）に設けられている一対の偏光板を剥がし、代わりに上記の作製した偏光板（ＨＢ－
１）を、光学補償シート（ＫＨ－１）が液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者
側およびバックライト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸と、バックラ
イト側の偏光板の透過軸とは、Ｏモードとなるように配置した。
　作製した液晶表示装置について、測定機（ＢＭ－５Ａ、ＴＯＰＣＯＮ社製）を用いて、
黒表示（Ｌ１）から白表示（Ｌ８）までで視野角を測定した。上下左右で、コントラスト
比（白透過率／黒透過率）が１０以上、かつ黒側の階調反転（Ｌ１とＬ２での反転）のな
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【０７１２】
（液晶表示装置パネル上でのムラ評価および上視野角色味評価）
　液晶表示装置の表示パネルを全面中間調に調整し、ムラを評価した。また、黒表示のと
きの正面方向から見た色味と上６０°方向から見たときの色味の変化を評価した。（Δｕ
’ｖ’≦０．０４５以下を○、Δｕ’ｖ’＞０．０４５を×）。以下に示す実施例４－２
～４－５、ならびに比較例４－１～４－３についても同様に評価した。Δｕ’ｖ’はＣＩ
Ｅ１９７６　ＵＣＳ色度図による色差を指標にした。
【０７１３】
［実施例４－２～４－５、比較例４－１～４－３］
　表４－１に記載の如く、フルオロ脂肪族基含有ポリマーの種類と添加量、液晶性化合物
の種類を代えた以外は、実施例４－１と同様にして光学補償シートを作製し、同様に傾斜
角、視野角、ムラ、色味評価を行った。結果を表４－１に示す。
【０７１４】

【化１５６】

 
【０７１５】
　表４－１の結果から分かるように、フルオロ脂肪族基含有ポリマー、シクロプロピルカ
ルボニル基を有する円盤状の液晶性化合物を使用することでムラのない面状が実現できる
。また、２種類併用することで、視野角、色味の表示特性が良好な、液晶表示装置を提供
することができる。
【０７１６】
表４－１



(208) JP 4900963 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

【表７】

 
【０７１７】
［実施例４－６］
　実施例４－１で用いたレタデーション上昇剤の添加量を変えて、厚さ方向のレタデーシ
ョンを７６、８３、１００、１１０ｎｍにしたポリマー基材を作製したこと以外は、実施
例４－１と同様にして、光学補償シート、さらには光学補償シート付き偏光板を作製した
。ポリマー基材の厚さ方向のレタデーションを７６、８３、１００、１１０ｎｍに変えて
も、ムラのない面状で、視野角、色味の表示特性が良好であることを確認した。
【０７１８】
［実施例４－７］
　実施例４－１で用いたレタデーション上昇剤を、下記のレタデーション上昇剤に代え、
内層の添加量を１．２質量部にし、厚さ方向のレタデーションを９０ｎｍにしたポリマー
基材を作製した以外は、実施例４－１と同様にして、光学補償シート、さらには、光学補
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償シート付き偏光板を作製した。ムラのない面状で、視野角、色味の表示特性が良好であ
ることを確認した。
【０７１９】
【化１５７】

 
【０７２０】
［実施例４－８］
　実施例４－７で用いたレタデーション上昇剤の添加量を変えて、厚さ方向のレタデーシ
ョンを７６、８３、１００、１１０ｎｍにしたポリマー基材を作製したこと以外は、実施
例１と同様にして、光学補償シート、さらには光学補償シート付き偏光板を作製した。ポ
リマー基材の厚さ方向のレタデーションを７６、８３、１００、１１０ｎｍに変えても、
ムラのない面状で、視野角、色味の表示特性が良好であることを確認した。
【０７２１】
［実施例４－９］
　実施例４－１において、乾燥方法を、特開２００３－９３９５３号公報［００５８］～
［００７０］に記載の試験１および試験２の乾燥方法に変更した以外は、実施例４－１と
同様にして、光学補償シート、さらには光学補償シート付き偏光板を作製した。乾燥方法
を変えても、ムラのない面状で、視野角、色味の表示特性が良好であることを確認した。
【０７２２】
［実施例４－１０］
　実施例４－１でフルオロ脂肪族基含有ポリマー（２）として用いたＰ－３３を、Ｐ－２
８にかえた以外は、実施例４－１と同様にして、光学補償シートさらには光学補償シート
付き偏光板を作製した。フルオロ脂肪族基含有ポリマー（２）を一般式［２］で表される
モノマーから誘導される繰り返し単位を有するポリマー種に変更しても、ムラのない面状
で、視野角、色味の表示特性が良好であることが確認できた。
【０７２３】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである
。
　したがって、特許請求の範囲に記載される本発明とその同等物に一致する、本発明の変
更や修正は全て、本発明の意図の中に包含される。
【０７２４】
　本出願は、２００５年３月１０日出願の日本特許出願（特願２００５－　６６７４７）
、２００５年３月１１日出願の日本特許出願（特願２００５－　７０００５）、２００５
年３月１５日出願の日本特許出願（特願２００５－　７３０５１）、２００５年３月１７
日出願の日本特許出願（特願２００５－　７６９９３）に基づくものであり、その内容は
ここに参照として取り込まれる。
【図面の簡単な説明】
【０７２５】
【図１】ベンド配向液晶セル内の液晶性化合物の配向を模式的に示す断面図である。
【図２】偏光板を示す模式図である。
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【図３】本発明に従うベンド配向型液晶表示装置を示す模式図である。
【図４】光拡散フィルムの代表的な形態を示す断面模式図である。
【０７２６】
【図５】本発明の液晶表示装置の一実施形態の概略模式図である。
【図６】本願実施例３－２で作製した液晶表示装置の概略模式図である。
【図７】本願比較例３－１で作製した液晶表示装置の概略模式図である。
【０７２７】
【図８】本発明に利用可能なスロットコーターの概略図である。
【図９】図８中のスロットダイ８３の断面形状の概略図（９Ａ）と、他のスロットダイ９
０の断面形状の概略図（９Ｂ）である。
【図１０】図８中のスロットダイ８３の断面形状の拡大概略図である。
【符号の説明】
【０７２８】
　１０　　　　　　ベンド配向液晶セル
　１１　　　　　　液晶性化合物
　１１ａ～１１ｊ　棒状液晶性分子
　１２ａ、１２ｂ　配向膜
　１３ａ、１３ｂ　電極層
　１４ａ　　　　　上基板
　１４ｂ　　　　　下基板
　３１、３１Ａ、３１Ｂ　第１光学異方性層
　３１ａ～３１ｅ　円盤状化合物
　３２　　　　　　配向膜
　３３、３３Ａ、３３Ｂ　第２光学異方性層
　３４、３４Ａ、３４Ｂ　偏光膜
　ＮＬ　　　　　　円盤状化合物の円盤面の法線
　ＰＬ　　　　　　円盤面の法線を第２光学異方性層面へ正射影した方向
　ＲＤ、ＲＤ１、ＲＤ２、ＲＤ３、ＲＤ４　ラビング方向
　ＳＡ、ＳＡ１、ＳＡ２　面内遅相軸
　ＴＡ、ＴＡ１、ＴＡ２　面内透過軸
　ＢＬ　　　　　　バックライト
　１　　　　　　　光拡散フィルム
　２　　　　　　　透明基材フィルム
　３　　　　　　　光拡散層
　４０　　　　　　透光性樹脂
　４１　　　　　　第１の透光性微粒子
　４２　　　　　　第２の透光性微粒子
【０７２９】
　５１　　　　　　上偏光膜
　５１ａ　　　　　上偏光膜透過軸
　５２　　　　　　上第３光学異方性層
　５３　　　　　　上第２光学異方性層
　５３ａ　　　　　上第２光学異方性層遅相軸
　５４　　　　　　上第１光学異方性層
　５４ａ　　　　　上第１光学異方性層配向制御軸
　５５　　　　　　液晶セル上電極基板
　５５ａ　　　　　上基板配向制御方向
　５６　　　　　　液晶層
　５７　　　　　　液晶セル下電極基板
　５７ａ　　　　　下基板配向制御方向
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　５８　　　　　　下第１光学異方性層
　５８ａ　　　　　下第１光学異方性層配向制御軸
　５９　　　　　　下第２光学異方性層
　５９ａ　　　　　下第２光学異方性層遅相軸
　６０　　　　　　下第３光学異方性層
　６１　　　　　　下偏光膜
　６１ａ　　　　　下偏光膜透過軸
　６３　　　　　　下偏光膜
　６３ａ　　　　　下偏光膜透過軸
　６４　　　　　　上光学異方性層支持体
　６４ａ　　　　　上光学異方性層支持体遅相軸
　６５　　　　　　下光学異方性層支持体
　６５ａ　　　　　下光学異方性層支持体遅相軸
【０７３０】
　８０　　　　　　コーター
　８１　　　　　　バックアップロール
　８２　　　　　　ウェブ
　８３　　　　　　スロットダイ
　８４　　　　　　塗布液
　８５　　　　　　ポケット
　８６　　　　　　スロット
　８７　　　　　　先端リップ
　８８　　　　　　上流側リップランド
　８９　　　　　　下流側リップランド
　９０　　　　　　スロットダイ
　９１　　　　　　下流側リップランド
　９２　　　　　　符号
　９３　　　　　　スロット
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