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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の搬送体を第１の搬送軸に沿って間欠的に搬送せしめる第１間欠搬送工程と、
　この第１間欠搬送工程に同期して第２の搬送体を第１の搬送軸とは異なる角度の第２の
搬送軸に沿って第１の搬送体上を搬送せしめる第２間欠搬送工程と、
　第１の搬送体と第２の搬送体とが重なる第１－２重複部分について、その一部又は全部
を互いに積層せしめる積層工程と、
　この積層工程により積層された第１－２積層部分を含む第１－２重複部分の一部を、第
２の搬送体のエッジ部分を残したまま切断して取り出す切断取出工程と、
を有することを特徴とする積層体の製造方法。
【請求項２】
　第１の搬送軸に沿って第２間欠搬送工程よりも上流側に、第１間欠搬送工程に同期して
第３の搬送体を第１の搬送軸とは異なる角度の第３の搬送軸に沿って第１の搬送体上を搬
送せしめる第３間欠搬送工程と、
　第１の搬送体と第３の搬送体とが重なる第１－３重複部分について、その一部又は全部
を互いに積層せしめる積層工程と、
　この積層工程により積層された第１－３積層部分を含む第１－３重複部分の第３の搬送
体のみを切断して第３の搬送体の一部を第１の搬送体上に残置せしめる切断残置工程と、
　第２の搬送体と、第１の搬送体上に残置せしめた第３の搬送体とを第２間欠搬送工程に
同期して重ねて第１－３－２重複部分を生成せしめた後、第２の搬送体と第３の搬送体と



(2) JP 4518916 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

を互いに積層せしめる積層工程と、
　この積層工程により積層された第１－３－２積層部分を含む第１－３－２重複部分の一
部を切断して取り出す切断取出工程と、
を有する、請求項１に記載の積層体の製造方法。
【請求項３】
　第１の搬送体が偏光板又はディスプレイ用基板であり、第２および第３の搬送体が位相
差フィルムおよび／又は光学補償フィルムである、請求項２に記載の積層体の製造方法。
【請求項４】
　第１の搬送体として偏光板を用い、第２および第３の搬送体として位相差フィルムを用
いるとともに、第１の搬送軸と第３の搬送軸とがなす角を１５°とし、第１の搬送軸と第
２の搬送軸とがなす角を７５°とする、請求項２又は３に記載の積層体の製造方法。
【請求項５】
　積層工程を粘着剤または接着剤を用いて行う、請求項１～４のいずれかに記載の積層体
の製造方法。
【請求項６】
　すべての搬送体がロールにより供給される、請求項１～５のいずれかに記載の積層体の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は円偏光板等の積層体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２種類以上の搬送体を貼合して積層する方法は、例えば特許文献１等に記載されるよう
に従来からよく知られており、積層体として、具体的にはガスバリア層を積層した包装材
料、銅箔にポリイミドフィルムを積層したフレキシブル回路基板、フィルムに粘着シート
を積層した粘着テープ、あるいはヨウ素で染色したポリビニルアルコールとトリアセチル
セルロースを積層した偏光板などが知られている。
【０００３】
　これら従来の技術を図１を用いて説明する。図１は従来の製造方法におけるラミネータ
を示す概略説明図である。図１において、第１の搬送体１および第２の搬送体２は、それ
ぞれ第１の搬送体１が巻き取られたロール状物４および第２の搬送体２が巻き取られたロ
ール状物５から連続して供給される。連続して供給された第１の搬送体１および第２の搬
送体２はロール７および８により積層され、積層体１１となる。この積層体１１に対し、
第３の搬送体３をロール状物６から連続供給し、積層体１１および第３の搬送体３をロー
ル９および１０により積層して、積層体１２を得る。得られた積層体１２は巻き取りロー
ルによりロール状物１３として巻き取られる。
【０００４】
　このように、従来の貼合方法は、簡便な装置で複数の搬送体を貼合し積層体を得ること
ができるという利点はあるが、連続的な貼合を行なおうとすると、必然的に全ての搬送体
の搬送方向が同じ、すなわち、搬送体同士の貼合方向が０度にならざるを得ないという制
約があった（長手方向を一致させる必要があった）。
【０００５】
　これに対し、近年では、０度以外の角度での貼合を必要とする用途が多くなり、上記の
技術が使用できない場面が出てくるようになった。例えば、液晶性ポリマーや一軸延伸フ
ィルムは、フィルム搬送方向と、これと直交する方向の物性に大きな違いがある。これら
を積層して使用する場合、全て同一方向、すなわち０度で貼合すると、カールが生じたり
、機械強度、熱特性について、搬送方向と直交方向とで物性に大きな差が生じたりするこ
とがある。このような場合、例えば０度と９０度の角度で交互に積層すると、カールを低
減できたり、搬送方向とこれと直交する方向の物性を均一にできたり、引き裂き強度を大
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きくできたりするなど、多くの利点がある。
【０００６】
　また、円偏光板と呼ばれる、偏光板と位相差フィルムの積層体は、その貼合（積層）角
度を厳密に制御して積層することが必須であり、角度がずれると、楕円率など円偏光性能
が低下することがある。このような用途の場合、従来は、特許文献２に開示されるように
それぞれの搬送体を切断した後に所定の角度になるように角度を調整して貼り合せたり、
特許文献３に開示されるように一方の積層体を切断した後に所定の角度に調整して貼り合
わせ、もう一方の積層体を切断するなどの方法が採られていたが、枚葉のフィルムを正確
に角度を制御して貼合する必要があるため、生産能力が上がらなかったり、角度がずれる
などの問題を有していた。
【０００７】
　さらに、近年、偏光板、位相差フィルムが薄膜化されるに伴い、ハンドリング性が低下
するという問題が生じてきたため、０度以外の角度で互いの搬送体を連続積層する積層方
法の開発が求められていた。
【特許文献１】特開２００４－１２３６号公報
【特許文献２】特開平６－７１７５６号公報
【特許文献３】特開平１１－９５０２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果達
成されたもので、搬送体を互いに異なる積層角度で積層し連続的に積層体を製造する方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明に係る積層体の製造方法は、
　第１の搬送体を第１の搬送軸に沿って間欠的に搬送せしめる第１間欠搬送工程と、
　この第１間欠搬送工程に同期して第２の搬送体を第１の搬送軸とは異なる角度の第２の
搬送軸に沿って第１の搬送体上を搬送せしめる第２間欠搬送工程と、
　第１の搬送体と第２の搬送体とが重なる第１－２重複部分について、その一部又は全部
を互いに積層せしめる積層工程と、
　この積層工程により積層された第１－２積層部分を含む第１－２重複部分の一部を、第
２の搬送体のエッジ部分を残したまま切断して取り出す切断取出工程と、
を有することを特徴とする方法からなる。
【００１０】
　ここで、上記の製造方法にさらに、
　第１の搬送軸に沿って第２間欠搬送工程よりも上流側に、第１間欠搬送工程に同期して
第３の搬送体を第１の搬送軸とは異なる角度の第３の搬送軸に沿って第１の搬送体上を搬
送せしめる第３間欠搬送工程と、
　第１の搬送体と第３の搬送体とが重なる第１－３重複部分について、その一部又は全部
を互いに積層せしめる積層工程と、
　この積層工程により積層された第１－３積層部分を含む第１－３重複部分の第３の搬送
体のみを切断して第３の搬送体の一部を第１の搬送体上に残置せしめる切断残置工程と、
　第２の搬送体と、第１の搬送体上に残置せしめた第３の搬送体とを第２間欠搬送工程に
同期して重ねて第１－３－２重複部分を生成せしめた後、第２の搬送体と第３の搬送体と
を互いに積層せしめる積層工程と、
　この積層工程により積層された第１－３－２積層部分を含む第１－３－２重複部分の一
部を切断して取り出す切断取出工程と、
を有していることが好ましい。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明によれば、以下に説明するように、０度以外の貼合角度で積層した積層体を高精
度に、かつ高速、簡便に連続的に生産性よく製造することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に、本発明の望ましい実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　まず、本発明の一実施態様に係る積層体の製造方法について、図２に基づいて説明する
。図２は本発明の製造方法における間欠動作を示す概略説明図である。図２（Ａ）は最初
のステップを示すもので、偏光板などの第１の搬送体２１の上に、位相差フィルムなどの
第２の搬送体２２が所定の角度θで配置される。第１の搬送体２１の上には所定の形状で
、別途粘着剤２３，２３’が塗布されている。図２（Ｂ）は第１の搬送体２１と第２の搬
送体２２をそれぞれ矢印Ａ、Ｂの方向に間欠動作させた後の状態を示しており、第２の搬
送体２２の下に、第１の搬送体２１上の粘着剤２３が位置し、各搬送体が重なる部分２５
（第１－２重複部分）を形成している。図２（Ｃ）は上記（Ｂ）において目的とする積層
体２４を切り出した状態を示している。図２（Ｄ）は上記（Ｃ）の状態から第１の搬送体
２１と第２の搬送体２２とをそれぞれ矢印Ａ、Ｂの方向に間欠動作させた後の状態を示し
ており、第２の搬送体２２の下に、第１の搬送体２１上の次の粘着剤２３’が位置してい
る。
【００１４】
　さて、図２の（Ａ）、（Ｂ）において、第１の搬送体２１は第１の搬送軸αに沿って間
欠的に移動するとともに（第１間欠搬送工程）、その上流側において図示しない粘着剤塗
布手段によって所定の間隔で粘着剤２３、粘着剤２３’、・・・が順次塗布されている。
また、第２の搬送体２２が、この第１の搬送体２１の間欠動作に同期して所定の角度θで
第２の搬送軸βに沿って間欠的に移動している（第２間欠搬送工程）。この同期動作は、
第１の搬送体２１については、粘着剤がその同期動作毎に第２の搬送体２２の下に位置す
るように、また、第２の搬送体２２については、後述するように、その同期動作毎に新た
な（切り抜かれていない）部分が粘着剤の上にくるように、それぞれ一定の距離を移動し
、その動作毎に第1-2重複部分を生ぜしめる動作である。
【００１５】
　次に、上記（Ｂ）の状態において、第１の搬送体２１と第２の搬送体２２とが、その重
複する部分２５（第１－２重複部分）において図示しない圧接手段（例えば、一対の貼合
ロールなど）によって互いに接着され積層される（積層工程）。そして（Ｃ）に示すよう
に、積層された部分（第１－２積層部分）を含む形で積層体２４が切り出される（切断取
出工程）。この積層体２４は、第１の搬送体２１から切り出された切出片２１’、粘着剤
２３、第２の搬送体２２から切り出された切出片２２’の順に積層された構造を有してい
る。
【００１６】
　次いで、上記（Ｃ）の状態から、第１の搬送体２１および第２の搬送体２２がそれぞれ
上記の間欠動作（同期動作）を行うことにより上記（Ｄ）の状態に至り、再び（Ｂ）から
の動作が繰り返されて、積層体が連続的に製造される。
【００１７】
　また、本発明の他の実施態様について図３を用いて説明する。図３は、本発明の製造方
法において、３種類以上の搬送体を積層して積層体を得る方法を示す概略説明図である。
本図においては３種類の搬送体を図示しているが、もちろん、さらに別の搬送体を用いて
順次積層を行い、４種類以上の搬送体が積層された積層体を得ることも可能である。
【００１８】
　図３において、偏光板などの第１の搬送体３１は矢印Ａの方向に間欠動作（同期動作）
を行うように設置されており、その上には、上流側から順に位相差フィルムなどの第３の
搬送体３３と第２の搬送体３２とが、それぞれ第１の搬送体３１とのなす角をθ１、θ２
として配置されている。第１の搬送体３１上には、所定の形状で別途粘着剤３６が塗布さ
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れており、間欠動作（同期動作）に伴い、第１の搬送体３１と第３の搬送体３３とが重な
る部分３５（第１－３重複部分）が生じている。残置部分３４は、後述する切断残置工程
によって得られる部分で、第１の搬送体３１、粘着剤３６、第３の搬送体３３の順に積層
された構成を有している。同様に、第３の搬送体３３の（矢印Ａについての）下流側には
第２の搬送体３２が、第１－３－２重複部分４０を形成するように配置されており、後述
する切断残置工程によって、残置部分３７が形成されている。この第２の搬送体３２の裏
面（第１の搬送体３１と対向する面）には、所定の間隔で粘着剤４１が塗布されており、
後述する積層工程により生じる残置部分３７は、第１の搬送体３１、粘着剤３６、第３の
搬送体３３、粘着剤４１、第２の搬送体３２の順に積層された構成を有している。
【００１９】
　次に、図３において、その動作を、第１の搬送体３１と第３の搬送体３３とが積層され
る第１－３積層工程３８と、この工程により生成された残置部分３４の上にさらに第２の
搬送体３２を積層せしめる第１－３－２積層工程３９とに分けて、以下に説明する。
【００２０】
　第１の搬送体３１は、矢印Ａの方向に、一定の距離（粘着剤３６の配置間隔）を間欠的
に移動しており、その動作毎に第１－３重複部分３５が生じるように、第３の搬送体３３
との間で同期動作を行っている（第３間欠搬送工程）。そして、この第１－３重複部分３
５において、図示しない圧接手段（例えば、一対の貼合ロールなど）により第１－３積層
部分を生成せしめた後（積層工程）、所定の形状にて、第３の搬送体３３（および粘着剤
３６）のみを打ち抜き（以下、ハーフカットと言うことがある）、第１の搬送体３１上に
残置部分３４を生成させる（切断残置工程）。なお、粘着剤３６は第３の搬送体３３の裏
面（第１の搬送体３１と対向する面）に塗布しても構わない。
【００２１】
　以上の第１－３積層工程３８を経た後、残置部分３４の上に第２の搬送体３２を積層す
る第１－３－２積層工程３９に進む。本工程においては、第１の搬送体３１と第２の搬送
体３２とが、上記したのと同様の間欠動作（同期動作）を行っており、これにより第１－
３－２重複部分４０を生成している。そして、この重複部分について、上記と同様に第１
－３－２積層部分を生ぜしめ（積層工程）、所定の形状にて、第２の搬送体３２（および
粘着剤４１）のみを打ち抜き（ハーフカット）、第１の搬送体上に残置部分３７を生成さ
せる（残置切断工程）。
【００２２】
　上記工程における間欠動作（同期動作）は、第１の搬送体３１と第３の搬送体３３との
間（第１－３積層工程）、および第１の搬送体３１と第２の搬送体３２との間（第１－３
－２積層工程）において、それぞれ個別に実現していればよいが、もちろん、粘着剤３６
や粘着剤４１の塗布間隔が同じであれば、第１～３の各搬送体同士が一体となって間欠動
作（同期動作）を行えばよく、この場合、積層体の製造効率が著しく向上する。
【００２３】
　なお、この図３においては、３種類以上の搬送体を積層して積層体を得る場合について
、その一部を説明したが、３種類の搬送体を積層した積層体を得るのであれば、上記した
第１－３－２積層工程３９において、ハーフカットを行わずに全てを打ち抜いて積層体を
得ればよい。
【００２４】
　以上、本発明の各実施態様について、図２および図３に基づいて説明したが、もちろん
本発明はこれらに限定されるわけではない。
　例えば、第１の搬送体２１、３１については、偏光板を例示したが、他の適用例として
は、位相差フィルム、光学補償フィルム、視野角拡大フィルム、反射板、拡散板、導光板
、プライバシーフィルター、位相差機能付きプラスチック基板、光学補償機能付きプラス
チック基板などの異方性フィルムや、これらの異方性フィルムを１層以上有する積層体、
あるいは液晶物質を等方性フィルムに保持したプラスチック液晶セル、液晶性光学補償フ
ィルムなどを用いることができる。
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【００２５】
　第２の搬送体２２、３２および第３の搬送体３３としては、偏光板、位相差フィルム、
光学補償フィルム、視野角拡大フィルム、反射板、拡散板、導光板、プラスチック基板、
などの異方性フィルムや、これらの異方性フィルムを１層以上持つ積層体、あるいは液晶
物質を等方性フィルムに保持したプラスチック液晶セル、液晶性光学補償フィルムなどを
用いることができる。
【００２６】
　各搬送体の間欠動作（同期動作）は、搬送体の巻き取りロール（図示せず）を間欠駆動
して行うことができる。このときに搬送体の端部にスプロケットホールを設けるか、ある
いはマーカーを印刷などにより配することにより、精密に搬送距離を制御することができ
、積層体の製造効率やその品質を向上させることができる。
【００２７】
　また、本発明における上記の積層工程では、搬送体のエッジ部分を残したまま打ち抜い
たりハーフカットを行ったりして、搬送体のハンドリング（間欠動作、同期動作、巻き取
りなど）を可能にしているが、何らかの工程トラブルにより、エッジ部が切断した場合に
は搬送体が搬送できない問題が生じる。このため、エッジ部を補強することが有効である
。エッジ部を補強する方法としては、保護フィルムを搬送体のエッジまたは全体に貼る方
法、クリップでエッジを保持する方法、フィルム製膜時にエッジの厚みを厚くする方法な
どを好適に用いることができる。
【００２８】
　また、保護フィルムを搬送体の全体に貼る場合は、積層工程より前に搬送体のみを切断
し保護フィルムを切断しないハーフカットを行うことにより、積層工程後のフィルム形状
がエッジのみとならないために、工程トラブルによりフィルムが破断する頻度を低減する
ことができるので、好ましい態様である。
【００２９】
　また、本発明において、位相差フィルムなどの光学補償フィルムを用いた場合、張力に
よりその光学特性が変化することがある。このため、積層位置では張力を低減するか、で
きれば無張力状態に保持することが好ましい。張力を低減する方法としては、搬送体をロ
ール等で保持し、その前後の張力を吸収する方法や、搬送体に高強度な保護フィルムを配
して保護することが例示できる。
【００３０】
　本発明において、搬送体は間欠動作により連続供給されることが重要であり、これによ
り、精度よく連続して積層体を得ることが可能となる。連続して搬送体を供給する方法は
特に限定されないが、ロール状の搬送体を巻きだし部および巻き取り部を有する搬送装置
において、搬送する、いわゆるRoll to Rollの方法および、一定の長さに切断した搬送体
をチェーンクリップ、ロボットアーム、シートフィーダーなどの搬送装置で送り出す方法
などが挙げられる。搬送体を連続供給する方法は、用途に応じて適宜使い分けられるべき
であるが、Roll to Rollの方法が簡便であり、材料のロスが少ないことから好ましい。
【００３１】
　また、チェーンクリップ、ロボットアーム、シートフィーダーなどの搬送装置で送り出
す方法を用いる場合は、当該搬送装置の直前まではロール状の搬送体から連続供給され、
搬送装置に少なくとも搬送体の一部を保持した後に切断等の工程に進むことが重要である
。先に切断した枚葉の搬送体を用いると、搬送装置に保持する時に角度のずれが生じるこ
とがある。
【００３２】
　切断方法としては、トムソン刃など型を用いた打ち抜き、レーザーによる打ち抜き、移
動する刃による切り取り、ダイヤモンドブレードによる切り取りなどが挙げられるが、型
を用いた打ち抜きが好適に用いられる。切断形状は４角形または多角形が搬送体のロスが
少なくて好ましい。また、この場合、角は鋭角ではなく、丸みを帯びた形状とすることが
好ましい。鋭角に打ち抜くと、角部からエッジの破れが生じる場合がある。ただし、エッ
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ジが十分な強度を持つ場合は鋭角な方が搬送体のロスが少なくて好ましい。
【００３３】
　切断は搬送体から積層体を全て切り離す方法や、打ち抜きの深さを制御することにより
、一部を搬送体に残置せしめる方法（ハーフカット）などが挙げられる。いずれか１種類
の搬送体に積層体を残置せしめる方法、いわゆる「ハーフカット」を用いた場合、例えば
、第１の搬送体２１、３１の上に他の搬送体の一部を積層した状態で搬送できるので、繰
り返して他の搬送体を積層する場合や、得られた積層体を次の加工工程で連続して使用す
る場合、ロール形状から直接使用サイズにチップカットする場合に精度よく、簡便に搬送
できるため有利である。また、完全に切断する場合は、真空吸着、粘着等の機能を有する
他の搬送体により積層体を搬送するとよい。
【００３４】
　本発明において「積層」とは２層以上の搬送体を密着した状態に固定する方法であり、
貼合、接着、粘着、融着、圧着、熱圧着などが例示できる。貼合の一例として、粘着剤を
ロールで圧着する貼合方法を図２および図３において説明したが、積層方法はこれに限定
されるものではない。また、接着剤または粘着剤を用いた積層の場合、常温あるいは加熱
しながらの圧着や、活性エネルギー光線を照射することによって行っても構わない。
【００３５】
　接着の際に使用される接着剤としては、（メタ）アクリレート系、オキセタン系などの
モノマー・オリゴマー系接着剤、尿素樹脂系、メラミン樹脂系、フェノール樹脂系、レゾ
ルシノール樹脂系、エポキシ系、ポリウレタン樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、ポリビニルア
ルコール樹脂系、アクリル樹脂系、セルロース樹脂系などの樹脂系接着剤、クロロプレン
系、ニトリルゴム系、スチレンブタジエンゴム系、スチレンブロック共重合熱可塑性エラ
ストマー系、ブチルゴム系、天然ゴム系、再生ゴム系、塩化ゴム系、シリコーンゴム系な
どのゴム系接着剤、膠や澱粉系などの天然系接着剤などを用いることができる。粘着の際
に使用される粘着剤は、一般的に感圧接着剤とも呼称される接着剤の一種である。具体的
には、（メタ）アクリレート系、オキセタン系、スチレンブタジエンゴム系、ブチルゴム
系、天然ゴム系、シリコーンゴム系、ポリイソプレン系、ポリブテン系、ポリビニルエー
テル系、アクリル樹脂系、ポリエステル系などが挙げられる。これら接着剤または粘着剤
を用いて、常温あるいは加熱しながらの圧着や、光照射することによって接着することが
できる。
【００３６】
　これら接着剤または粘着剤（以下粘・接着剤という）の中でも、（メタ）アクリレート
系、オキセタン系、アクリル樹脂系、ポリエステル系、エポキシ系の粘・接着剤が好まし
く、最も好ましくは（メタ）アクリレート系、アクリル樹脂系、ポリエステル系の粘・接
着剤である。これらの粘・接着剤は透明性が高く、耐候性も良好という理由で好ましい。
もちろん、これら粘・接着剤は搬送体の材質によって適当に選ばれることは言うまでもな
い。
【００３７】
　粘・接着剤の塗布方法としては、ロールコーター、バーコーター、ダイコーター、スプ
レーガン、フレキソ印刷、スクリーン印刷や、粘着シートの転写などが挙げられる。前述
のように、切断される積層体の面積よりも接着面積を小さくする場合は、塗布を間欠的に
行なうことのできるフレキソ印刷、スクリーン印刷や、あらかじめ所定の面積に切断した
粘着シートを転写することが好ましい。粘・接着剤の塗布は、あらかじめいずれか一方あ
るいは両方の搬送体に行なっておくこともできるし、積層直前に行なうこともできるが、
積層位置から近いところで行う方が、位置ズレを防止できるため好ましい。また、粘・接
着剤の種類によっては、十分な接着性能を発揮するために、積層前に加熱あるいは光照射
による乾燥や化学反応が必要な場合がある。その場合は、省スペースや生産性の観点から
、光照射タイプの粘・接着剤が好ましい。
【００３８】
　また、搬送体が熱可塑性の基材であった場合は、加熱しながら融着することで積層する



(8) JP 4518916 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

こともできる。
【００３９】
　本発明において、積層される搬送体の種類に特に限定はないが、好ましくは２～１０種
類、さらに好ましくは２～３種類である。積層する搬送体の種類が多いほど、効率は良く
なるが、搬送機構が多数必要になり、また、積層時に泡が入る、十分に密着しないなどの
問題が起こる場合がある。
【００４０】
　搬送軸はその用途によって任意に決めることができるが、具体的には、例えば以下が例
示できる。偏光板と１／４波長位相差フィルムを積層した円偏光板では、偏光板の透過軸
に対し、位相差フィルムの遅相軸が４５°±１５°であることが好ましい。より好ましく
は位相差フィルムの遅相軸が４５°±５°である。また、偏光板と１／２波長位相差フィ
ルム、１／４波長位相差フィルムを積層した円偏光板では、偏光板の透過軸に対し、１／
２波長位相差フィルムの遅相軸が１５°±１５°、１／４波長位相差フィルムの遅相軸が
７５°±１５°であることが好ましい。より好ましくは１／２波長位相差フィルムの遅相
軸が１５°±５°、１／４波長位相差フィルムの遅相軸が７５°±５°である。また、液
晶ポリマーのような異方性素材を積層して、強度を向上する場合には層数が偶数の場合に
は９０°、３層の場合には６０°が好ましい。従って、本発明においては、上記の各角度
が実現できるように、例えば図２や図３における角度θ、θ１、θ２を適宜調整すればよ
い。
【００４１】
　本発明において、第１の搬送体２１、３１は所定の角度（例えば０度）で固定された状
態で搬送されることが好ましい。一方、第１の搬送体２１、３１以外の搬送体の搬送は、
目的とする積層体に応じて任意の角度に設定できる搬送装置を用いて行うことが好ましい
。この搬送方法は特に限定はされないが、例えば、図４に示すように、円形レール上を移
動するなどしてその角度を調整する方法などが例示できる。
【００４２】
　図４において、第１の搬送体５１の搬送軸はαで示した軸に固定される。これに対し、
第２の搬送体５２の搬送軸βは任意の角度で制御が可能である。第２の搬送体５２のロー
ル状物５３と巻き取りロール５４は円形レール５５上に設置される。第２の搬送体５２は
ロール状物５３および巻き取りロール５４と共に円形レール５５の円弧上を移動すること
によって、搬送軸βを制御する。このように、各搬送体の供給を、搬送体を巻き取ったロ
ールにより行うことにより、連続的に積層体の製造を行うことが容易となる。
【００４３】
　本発明では、積層位置において、「積層」、「貼合」、「切断」、「積層体の取り出し
」を連続して行うことが重要である。このため、積層位置には以下の機構が好適である。
積層位置で行うことにより、装置に必要な設置面積を小さくすることができる。
（１）積層時には切断刃および切断あて板は横方向または上下方向に退避する。
（２）積層、貼合を行った後、貼合あて板および貼合ロールは横方向に退避する。
（３）積層体を取り出す。但し、ハーフカットの場合は搬送体によって取り出される。
【００４４】
　本発明では、生産性を向上するために異なる位置において、「積層」、「貼合」、「切
断」、「積層体の取り出し」を連続して行ってもよい。各工程を異なる位置で行うことに
より間欠運転の１サイクルの時間を短縮できるため、生産性が向上する。具体的な製造方
法としては、図３において第２の搬送体および／または第３の搬送体の全面に保護フィル
ムを貼り、搬送体のみを切断し保護フィルムを切断しないハーフカットを行う工程、第１
の搬送体および／または第２の搬送体および／または第３の搬送体を積層位置に間欠動作
（同期）により移動する工程、第１の搬送体と第２の搬送体または第３の搬送体とを積層
する工程、この積層工程により積層された部分（第１－２および／または１－３積層部分
）を第１の搬送体により取り出す工程により積層体を連続的に製造する方法が例示できる
。
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【００４５】
　さらには、切断後にエッジ部分が積層されていると、駆動できなくなるため、切断され
る積層体の内側のみを積層する技術が必要である。この方法としては、例えば切断される
積層体の面積よりも、接着面積を小さくすることなどが挙げられる。
【００４６】
　偏光板とは、自然光、すなわち非偏光な光線からある一方向の直線偏光を選択的に透過
する機能を有するものであり、例えばヨウ素系偏光板、染料系偏光板、反射型偏光板およ
びこれらの積層体が例示できる。
【００４７】
　位相差フィルムとは、搬送方向と、搬送方向に直交する方向の光線の透過速度に差があ
る物質であり、位相差フィルムの厚みは０．１～２００μｍであることが好ましい様態で
ある。さらに好ましくは１～２０μｍ、最も好ましくは２～１０μｍである。厚みが０．
１μｍ未満の場合、搬送時の応力によって、位相差が変わってしまうことがある。また、
２００μｍを超えると、単板でのハンドリング性に優れるため、本発明の積層方法を使用
する利点は少ない。また、光学用積層体は薄膜化、軽量化が求められているが、２００μ
ｍを超える厚い位相差フィルムは積層体の厚膜化、重量化をもたらすため好ましくない。
位相差フィルムの素材は例えばポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、環状
ポリオレフィンのようなポリオレフィン、アラミド、ポリビニルアルコール、ポリスチレ
ン、ポリメチルメタクリレート、ポリアリレート、ポリアミドなどが例示できる。薄膜化
に着目した場合、好ましくはアラミドである。アラミドは機械強度が極めて大きく、薄膜
位相差フィルムとした時にハンドリング性が良く、搬送時の応力に対する位相差変化が少
ないため好ましい。
【００４８】
　光学補償フィルムとしては、例えば視野角向上フィルム、プライバシーフィルム、輝度
向上フィルムなどが例示できる。位相差フィルムも広義では光学補償フィルムの一種であ
る。
【実施例】
【００４９】
　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。
　本発明における物性の測定方法、効果の評価方法は次の方法に従って行った。
【００５０】
（１）楕円率
　王子計測機器社製、自動複屈折計ＫＯＢＲＡ－２１ＡＤＨを用いて測定した。なお５５
０nmにおける位相差はコーシーの式を用いて近似した。
【００５１】
実施例１
　図２に示した連続積層機構を有し、さらに図３に示すように搬送体３１，３２，３３を
連続積層する装置を作製し、住友化学工業株式会社製偏光板（幅３０ｃｍ、厚み６３μｍ
）を第１の搬送体３１、東レ株式会社製アラミドλ／２位相差フィルム（幅３０ｃｍ、厚
み８μｍ、積層角度１５度（偏光板の透過軸に対して））を第３の搬送体３３，東レ株式
会社製アラミドλ／４位相差フィルム（幅３０ｃｍ、厚み８μｍ、積層角度７５度（偏光
板の透過軸に対して））を第２の搬送体３２とし、綜研化学株式会社製粘着剤ＳＫダイン
２０６５を用いて積層、貼合した。作業員１名が１時間に１５ｃｍ×１５ｃｍの積層体３
０枚を得た。シワが入ったものは無く、すべて良好な積層体を得た。光の波長５５０ｎｍ
における楕円率は９８％であった。
【００５２】
実施例２
　東亞合成株式会社製の紫外線硬化型粘着剤アロンタックＵＶＡ－２１０１を厚み１００
μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムに膜厚２０μｍになるようバーコ
ーターにて塗布温度８０℃で塗工した。続いて、フュージョンＵＶシステムズ・ジャパン
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製Ｄバルブの取り付けられた紫外線照射装置を用いて、紫外線照射を行った。積算光量は
１，２００ｍＪ／ｃｍ2（３１３ｎｍ）であった。さらに厚み１００μｍのＰＥＴフィル
ムを粘着面にラミネートし、粘着シート１を作成した。
【００５３】
　綜研化学株式会社製粘着剤ＳＫダイン２０６５の代わりに、得られた粘着シート１を用
いて粘着剤を偏光板に転写し、実施例１と同様の積層・貼合を行った。作業員１名が１時
間に１５ｃｍ×１５ｃｍの積層体３０枚を得た。シワが入ったものは無く、すべて良好な
積層体を得た。光の波長５５０ｎｍにおける楕円率は９８％であった。
【００５４】
比較例１
　全ての材料をロールからダイテックス社製フィルム切断機PAC-F-10tで切り出し、ハル
テック社製、貼合機HAL-430CCDを用いて、実施例１と同じ材料を積層、貼合した。作業員
２名が４時間で１５ｃｍ×１５ｃｍの積層体５枚を得た。５枚のうち２枚はシワおよび、
端部の浮きが確認された。光の波長５５０ｎｍにおける楕円率は９５％であった。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】従来のラミネータの概略断面図である。
【図２】本発明の一実施態様に係る積層体の製造方法を示す概略平面図である。
【図３】本発明の他の実施態様に係る積層体の製造方法を示す概略平面図である。
【図４】本発明の積層体の製造方法における貼合角度制御機構を示す概略平面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１　第１の搬送体
　２　第２の搬送体
　３　第３の搬送体
　４　１のロール状物
　５　２のロール状物
　６　３のロール状物
　７　ロール
　８　ロール
　９　ロール
　１０　ロール
　１１　第１の搬送体と第２の搬送体の積層体
　１２　第１の搬送体と第２の搬送体と第３の搬送体の積層体
　１３　ロール状物
　２１　第１の搬送体
　２１' 第１の搬送体から切り取られた部分（切出片）
　２２　第２の搬送体
　２２’　第２の搬送体から切り取られた部分
　２３　粘着剤
　２３’、２３’’、２３’’’　粘着剤
　２４　積層体
　２５　第１－２重複部分
　３１　第１の搬送体
　３２　第２の搬送体
　３３　第３の搬送体
　３４　残置部分
　３５　第１－３重複部分
　３６　粘着剤
　３７　残置部分
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　３８　第１－３積層工程
　３９　第１－３－２積層工程
　４０　第１－３－２重複部分
　４１　粘着剤
　５１　第１の搬送体
　５２　第２の搬送体
　５３　第２の搬送体のロール状物
　５４　巻き取りロール
　５５　円形レール

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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