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(57)【要約】
【課題】偏光サングラスを介して視認した場合の視認性
に優れ、かつ、耐熱性に優れたヘッドアップディスプレ
イ装置を提供すること。
【解決手段】本発明のヘッドアップディスプレイ装置は
、投影光を出射する表示器と；投影光を反射する少なく
とも１つの反射器と；開口部を有し、かつ、表示器およ
び反射器を内部に収容する筐体と；開口部を覆うカバー
部材と；カバー部材の筐体内部側に設けられた、カバー
部材側から順に位相差層と偏光子とを含む位相差層付偏
光板と；を有する。位相差層の面内位相差Ｒｅ（５５０
）は１００ｎｍ～２００ｎｍであり、本発明のヘッドア
ップディスプレイ装置は、開口部を介して筐体から出射
した投影光のフロントガラスに対する反射角が３０°以
下または４０°以上となるよう構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影光を出射する表示器と；
　該投影光を反射する少なくとも１つの反射器と；
　開口部を有し、かつ、該表示器および該反射器を内部に収容する筐体と；
　該開口部を覆うカバー部材と；
　該カバー部材の筐体内部側に設けられた、該カバー部材側から順に位相差層と偏光子と
を含む位相差層付偏光板と；を有し、
　該位相差層の面内位相差Ｒｅ（５５０）が１００ｎｍ～２００ｎｍまたは２２０ｎｍ～
３２０ｎｍであり、
　該開口部を介して該筐体から出射した投影光のフロントガラスに対する反射角が３０°
以下または４０°以上となるよう構成されている、
　ヘッドアップディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記偏光子が、下記式（１）で表される芳香族ジスアゾ化合物を含む、請求項１に記載
のヘッドアップディスプレイ装置：
【化１】

式（１）において、Ｑ１は、置換または非置換のアリール基を表し、Ｑ２は、置換または
非置換のアリーレン基を表し、Ｒ１は、それぞれ独立して、水素原子、置換または非置換
のアルキル基、置換または非置換のアセチル基、置換または非置換のベンゾイル基、置換
または非置換のフェニル基を表し、Ｍは対イオンを表し、ｍは０～２の整数であり、ｎは
０～６の整数であり；ただし、ｍおよびｎの少なくとも一方は０でなく、１≦ｍ＋ｎ≦６
であり、ｍが２である場合、それぞれのＲ１は同一であってもよく異なっていてもよい。
【請求項３】
　前記カバー部材がポリカーボネート系樹脂を含む、請求項１または２に記載のヘッドア
ップディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記カバー部材の厚みが１０μｍ～１０００μｍである、請求項１から３のいずれかに
記載のヘッドアップディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記偏光子の厚みが１００ｎｍ～１０００ｎｍである、請求項１から４のいずれかに記
載のヘッドアップディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドアップディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の運転者は、フロントガラスを通して前方を注視すると共に、インストルメントパ
ネル上の計器類を目視しながら運転を実施する。すなわち、視線が前方と下方の計器類と
へ移動する。前方を見たままで、計器類を見ることができれば、視線の移動がなく、運転
性（最終的に安全性）の向上が期待できる。この知見からヘッドアップディスプレイ装置
が開発され、実用に供されるようになってきている。ヘッドアップディスプレイ装置にお
いては、光学系が収納されるハウジング内への塵芥等の異物を防止するため、光路の開口
部を覆うカバー部材が設けられる。さらに、ハウジング内の高温化を防止するため（具体



(3) JP 2019-79041 A 2019.5.23

10

20

30

40

50

的には、太陽光の入射を防止するため）、上記カバー部材に偏光板が貼り合わせられる場
合がある（例えば、特許文献１）。しかし、このようなヘッドアップディスプレイ装置は
、運転者が偏光サングラスをかけている場合に、その視認性が著しく低下する（最悪の場
合にはブラックアウトしてしまう）という問題がある。加えて、従来のヘッドアップディ
スプレイ装置は、耐熱性が不十分であるという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－７０５０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、偏光サングラスを介して視認した場合の視認性に優れ、かつ、耐熱性に優れたヘッド
アップディスプレイ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のヘッドアップディスプレイ装置は、投影光を出射する表示器と；該投影光を反
射する少なくとも１つの反射器と；開口部を有し、かつ、該表示器および該反射器を内部
に収容する筐体と；該開口部を覆うカバー部材と；該カバー部材の筐体内部側に設けられ
た、該カバー部材側から順に位相差層と偏光子とを含む位相差層付偏光板と；を有する。
該位相差層の面内位相差Ｒｅ（５５０）は１００ｎｍ～２００ｎｍまたは２２０ｎｍ～３
２０ｎｍであり、本発明のヘッドアップディスプレイ装置は、該開口部を介して該筐体か
ら出射した投影光のフロントガラスに対する反射角が３０°以下または４０°以上となる
よう構成されている。
　１つの実施形態においては、上記偏光子は、後述の式（１）で表される芳香族ジスアゾ
化合物を含む。
　１つの実施形態においては、上記カバー部材はポリカーボネート系樹脂を含む。
　１つの実施形態においては、上記カバー部材の厚みは１０μｍ～１０００μｍである。
　１つの実施形態においては、上記偏光子の厚みは１００ｎｍ～１０００ｎｍである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の実施形態によれば、ヘッドアップディスプレイ装置において筐体の開口部を覆
うカバー部材の筐体内部側に位相差層付偏光板を積層し、かつ、当該開口部を介して筐体
から出射した投影光のフロントガラスに対する反射角を所定の範囲に設定することにより
、偏光サングラスを介して視認した場合の視認性に優れ、かつ、耐熱性に優れたヘッドア
ップディスプレイ装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の１つの実施形態によるヘッドアップディスプレイ装置を説明する部分概
略断面図である。
【図２】本発明の別の実施形態によるヘッドアップディスプレイ装置を説明する部分概略
断面図である。
【図３】本発明のヘッドアップディスプレイ装置に用いられ得る位相差層付偏光板の一例
を説明する概略断面図である。
【図４】本発明のヘッドアップディスプレイ装置における投影光とフロントガラスとの関
係を説明する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態について説明するが、本発明はこれらの実施形態には限定され
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ない。
【０００９】
Ａ．ヘッドアップディスプレイ装置の全体構成
　図１は、本発明の１つの実施形態によるヘッドアップディスプレイ装置を説明する部分
概略断面図である。ヘッドアップディスプレイ装置１００は、投影光を出射する表示器１
０と；投影光を反射する少なくとも１つの反射器（図示例では、１つの反射器）２０と；
開口部３２を有し、かつ、表示器１０および反射器２０を内部に収容する筐体３０と；開
口部３２を覆うカバー部材４０と；カバー部材４０の筐体内部側に設けられた位相差層付
偏光板５０と；を有する。図１の実施形態では１つの反射器２０が設けられているが、図
２に示すヘッドアップディスプレイ装置１０１のように２つの反射器２０、２２が設けら
れてもよい。
【００１０】
　表示器１０としては、任意の適切な構成が採用され得る。表示器の代表例としては液晶
表示装置が挙げられる。液晶表示装置は偏光子を含むので、液晶表示装置から出射される
投影光は直線偏光となる。
【００１１】
　反射器２０（および存在する場合には反射器２２）としては、任意の適切な構成が採用
され得る。反射器２０は、例えば、鏡部と当該鏡部を筐体３０の所定の位置で保持するミ
ラーホルダーとを有する。鏡部は、平面鏡であってもよく凹面鏡であってもよい。図示例
では凹面鏡が採用されている。凹面鏡を用いることにより、投影される映像を拡大して表
示することができる。凹面鏡の曲率半径は、目的、投影させる映像の大きさなどに応じて
適切に設定され得る。反射器２２が設けられる場合、反射器２２は、例えば、赤外線のみ
を透過しかつ可視光線および紫外線を反射する平面鏡（コールドミラー）であり得る。
【００１２】
　筐体３０は、表示器１０および反射器２０、２２を収容可能な内部空間を有する箱状の
部材である。筐体３０は、代表的には開口部３２を有し、この開口部３２を介して表示器
１０から出射された投影光が筐体３０の外部に放たれる。筐体３０は、任意の適切な材料
で構成され得る。好ましい構成材料としては、太陽光の照射によって昇温し難くかつ成形
し易い材料が挙げられる。このような材料の具体例としては、アクリル系樹脂、エポキシ
系樹脂、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、フッ素系樹脂、
フェノキシ系樹脂が挙げられる。筐体３０は自動車の一部に組み込まれていてもよく、自
動車と独立した部材であってもよい。例えば、自動車のダッシュボードを筐体として用い
てもよい。
【００１３】
　カバー部材４０は、筐体３０の内部に塵芥が入らないように筐体３０の開口部３２を覆
う板状の部材である。カバー部材４０は、代表的には透明であり、反射器２０から反射さ
れた投影光は、カバー部材４０を透過して筐体３０の外部に放たれる。カバー部材の詳細
についてはＢ項で後述する。
【００１４】
　位相差層付偏光板５０は、代表的には、粘着剤を介してカバー部材４０の筐体内部側に
貼り合わせられている。位相差層付偏光板５０は、図３に示すように、カバー部材４０側
から順に位相差層５２と偏光子５４と必要に応じて基材５６とを含む。１つの実施形態に
おいては、位相差層５２の面内位相差Ｒｅ（５５０）は１００ｎｍ～２００ｎｍである。
位相差層の面内位相差がこのような範囲であれば、直線偏光を円偏光または楕円偏光に変
換する機能を有する。その結果、表示器（液晶表示装置）から出射される投影光（直線偏
光）を良好に円偏光に変換することができる。別の実施形態においては、位相差層５２の
面内位相差Ｒｅ（５５０）は２２０ｎｍ～３２０ｎｍである。位相差層の面内位相差がこ
のような範囲であれば、直線偏光の偏光方向を変換する機能を有する。その結果、表示器
（液晶表示装置）から出射される投影光（直線偏光）を偏光サングラスの透過軸と同じ方
向の直線偏光に変換することができる。いずれの実施形態においても、結果として、偏光
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サングラスを介して視認した場合の優れた視認性を実現することができる。さらに、位相
差層付偏光板を配置することにより、位相差層付偏光板の偏光子によって太陽光の入射（
透過）を抑制することができるので、ヘッドアップディスプレイ装置の耐熱性を向上させ
ることができる。位相差層付偏光板の詳細についてはＣ項で後述する。なお、本明細書に
おいて「Ｒｅ（λ）」は、２３℃における波長λｎｍの光で測定したフィルムの面内位相
差である。したがって、「Ｒｅ（５５０）」は、２３℃における波長５５０ｎｍの光で測
定したフィルムの面内位相差である。Ｒｅ（λ）は、フィルムの厚みをｄ（ｎｍ）とした
とき、式：Ｒｅ＝（ｎｘ－ｎｙ）×ｄによって求められる。ここで、「ｎｘ」は面内の屈
折率が最大になる方向（すなわち、遅相軸方向）の屈折率であり、「ｎｙ」は面内で遅相
軸と直交する方向（すなわち、進相軸方向）の屈折率である。
【００１５】
　位相差層付偏光板５０の吸収軸の方向は、代表的には、投影光（代表的には、直線偏光
）の偏光方向と実質的に直交する方向に設定されている。本明細書において「実質的に直
交」および「略直交」という表現は、２つの方向のなす角度が９０°±７°である場合を
包含し、好ましくは９０°±５°であり、さらに好ましくは９０°±３°である。「実質
的に平行」および「略平行」という表現は、２つの方向のなす角度が０°±７°である場
合を包含し、好ましくは０°±５°であり、さらに好ましくは０°±３°である。さらに
、本明細書において単に「直交」または「平行」というときは、実質的に直交または実質
的に平行な状態を含み得るものとする。
【００１６】
　本発明の実施形態においては、図４に示すように、開口部３２を介して筐体３０から出
射した投影光のフロントガラス６０に対する反射角αが３０°以下または４０°以上とな
るよう構成されている。このような構成であれば、上記の位相差層付偏光板の効果との相
乗的な効果により、偏光サングラスを介して視認した場合の視認性に優れ、かつ、耐熱性
に優れたヘッドアップディスプレイ装置を実現することができる。反射角αは、好ましく
は２°～２５°または４５°～８９°であり、より好ましくは５°～２０°または５５°
～８５°である。反射角αは、反射器２０の角度を調整することにより制御することがで
きる。具体的には、ミラーホルダーを角度調整可能な構成とすればよい。ミラーホルダー
は、例えば、鏡部の裏面にその周面が接続された軸と、軸の端部と接続した制御部と、を
有する。鏡部の角度は、軸の回転に追従して変化するので、制御部によって軸の回転を制
御することにより、間接的に鏡部の角度を調整することができる。鏡部の角度は、代表的
には、フロントガラスの形状に応じて調整され得る。なお、図４から明らかなとおり、反
射角と入射角は同一値となる。
【００１７】
　ヘッドアップディスプレイ装置の詳細な構成については、業界で慣用されている任意の
適切な構成が採用されるので、詳細な説明は省略する。以下、カバー部材および位相差層
付偏光板について具体的に説明する。
【００１８】
Ｂ．カバー部材
　カバー部材４０は、上記のとおり、代表的には透明である。本明細書において「透明」
とは、波長３６０ｎｍ～８３０ｎｍの可視光を透過する性質を有することを意味する。透
明は、実質的に可視光を吸収せず、可視光域の全ての波長の光を透過する場合（無色透明
）、および、可視光域の一部の波長の光を吸収し、かつその波長以外の光を透過する場合
（有色透明）を含む。カバー部材４０は、好ましくは無色透明である。カバー部材の全光
線透過率は、好ましくは５０％以上であり、より好ましくは７０％以上であり、さらに好
ましくは９０％以上である。全光線透過率は、ＪＩＳ　Ｋ７３７５に準じて測定される値
である。
【００１９】
　カバー部材の表面形状は、開口部３２の形状に応じて適切に設計することができる。例
えば、カバー部材は、開口部を覆う部分が、平面のみまたは曲面のみから構成されていて
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もよく、開口部を覆う部分が、複数の平面および／または複数の曲面から構成されてもよ
い。代表的には、カバー部材の表面形状は、平面のみまたは曲面のみから構成されている
。図示例では、開口部を覆う部分が曲面のみで構成されたカバー部材が用いられている。
【００２０】
　カバー部材の厚みは、例えば１０μｍ～１０００μｍであり得る。カバー部材が厚すぎ
ると、投影光の透過率が低減し（投影光の光損失が多くなり）、さらに、二重像が発生す
る一因となるおそれがある。カバー部材が薄すぎると、機械的強度が不十分となり、被覆
機能が不十分となるおそれがある。
【００２１】
　カバー部材は、任意の適切な透明材料で構成され得る。代表例としては、樹脂、ガラス
が挙げられる。樹脂の具体例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ
タレート等のエステル系樹脂；ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース等のセル
ロース系樹脂；ビスフェノールＡ系ポリカーボネートなどのポリカーボネート系樹脂；ポ
リメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂、ラクトン変性アクリル樹脂などのアクリル
系樹脂；ポリスチレン、アクリロニトリル・スチレン共重合体等のスチレン系樹脂；ポリ
エチレン、ポリプロピレン、環状構造又はノルボルネン構造を有するポリオレフィン、エ
チレン・プロピレン共重合体等のオレフィン系樹脂；塩化ビニル系樹脂；芳香族ポリアミ
ド等のアミド系樹脂；イミド系樹脂；スルホン系樹脂；ポリエーテルスルホン系樹脂；ポ
リエーテルエーテルケトン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド系樹脂；ビニルアルコール
系樹脂；塩化ビニリデン系樹脂；ビニルブチラール系樹脂；アリレート系樹脂；ポリオキ
シメチレン系樹脂；エポキシ系樹脂；が挙げられる。これらの樹脂は、単独で用いてもよ
く、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２２】
Ｃ．位相差層付偏光板
Ｃ－１．偏光子
　偏光子としては、任意の適切な偏光子が採用され得る。代表例としては、ヨウ素系偏光
子およびリオトロピック液晶偏光子が挙げられる。
【００２３】
　ヨウ素系偏光子を形成する樹脂フィルムは、単層の樹脂フィルムであってもよく、二層
以上の積層体を用いて作製されてもよい。
【００２４】
　単層の樹脂フィルムから構成される偏光子の具体例としては、ポリビニルアルコール（
ＰＶＡ）系樹脂フィルム、部分ホルマール化ＰＶＡ系樹脂フィルム、エチレン・酢酸ビニ
ル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の
二色性物質による染色処理および延伸処理が施されたもの、ＰＶＡの脱水処理物やポリ塩
化ビニルの脱塩酸処理物等ポリエン系配向フィルム等が挙げられる。好ましくは、光学特
性に優れることから、ＰＶＡ系樹脂フィルムをヨウ素で染色し一軸延伸して得られた偏光
子が用いられる。
【００２５】
　上記ヨウ素による染色は、例えば、ＰＶＡ系樹脂フィルムをヨウ素水溶液に浸漬するこ
とにより行われる。上記一軸延伸の延伸倍率は、好ましくは３～７倍である。延伸は、染
色処理後に行ってもよいし、染色しながら行ってもよい。また、延伸してから染色しても
よい。必要に応じて、ＰＶＡ系樹脂フィルムに、膨潤処理、架橋処理、洗浄処理、乾燥処
理等が施される。例えば、染色の前にＰＶＡ系樹脂フィルムを水に浸漬して水洗すること
で、ＰＶＡ系樹脂フィルム表面の汚れやブロッキング防止剤を洗浄することができるだけ
でなく、ＰＶＡ系樹脂フィルムを膨潤させて染色ムラなどを防止することができる。
【００２６】
　積層体を用いて得られる偏光子の具体例としては、樹脂基材と当該樹脂基材に積層され
たＰＶＡ系樹脂層（ＰＶＡ系樹脂フィルム）との積層体、あるいは、樹脂基材と当該樹脂
基材に塗布形成されたＰＶＡ系樹脂層との積層体を用いて得られる偏光子が挙げられる。
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樹脂基材と当該樹脂基材に塗布形成されたＰＶＡ系樹脂層との積層体を用いて得られる偏
光子は、例えば、ＰＶＡ系樹脂溶液を樹脂基材に塗布し、乾燥させて樹脂基材上にＰＶＡ
系樹脂層を形成して、樹脂基材とＰＶＡ系樹脂層との積層体を得ること；当該積層体を延
伸および染色してＰＶＡ系樹脂層を偏光子とすること；により作製され得る。本実施形態
においては、延伸は、代表的には積層体をホウ酸水溶液中に浸漬させて延伸することを含
む。さらに、延伸は、必要に応じて、ホウ酸水溶液中での延伸の前に積層体を高温（例え
ば、９５℃以上）で空中延伸することをさらに含み得る。得られた樹脂基材／偏光子の積
層体はそのまま用いてもよく（すなわち、樹脂基材を偏光子の保護層としてもよく）、樹
脂基材／偏光子の積層体から樹脂基材を剥離し、当該剥離面に目的に応じた任意の適切な
保護層を積層して用いてもよい。このような偏光子の製造方法の詳細は、例えば特開２０
１２－７３５８０号公報に記載されている。当該公報は、その全体の記載が本明細書に参
考として援用される。
【００２７】
　リオトロピック液晶偏光子は耐熱性に優れるので、結果として、ヘッドアップディスプ
レイ装置の耐熱性をさらに向上させることができる。リオトロピック液晶偏光子は、例え
ば、下記式（１）で表される芳香族ジスアゾ化合物を含む：
【化１】

式（１）において、Ｑ１は、置換または非置換のアリール基を表し、Ｑ２は、置換または
非置換のアリーレン基を表し、Ｒ１は、それぞれ独立して、水素原子、置換または非置換
のアルキル基、置換または非置換のアセチル基、置換または非置換のベンゾイル基、置換
または非置換のフェニル基を表し、Ｍは対イオンを表し、ｍは０～２の整数であり、ｎは
０～６の整数であり；ただし、ｍおよびｎの少なくとも一方は０でなく、１≦ｍ＋ｎ≦６
であり、ｍが２である場合、それぞれのＲ１は同一であってもよく異なっていてもよい。
【００２８】
　式（１）に示されたＯＨ、（ＮＨＲ１）ｍ、および（ＳＯ３Ｍ）ｎは、それぞれナフチ
ル環の７つの置換部位のいずれに結合していてもよい。
【００２９】
　式（１）のナフチル基とアゾ基（－Ｎ＝Ｎ－）の結合位置は、特に限定されない。好ま
しくは、ナフチル基とアゾ基とは、ナフチル基の１位または２位で結合されている。
【００３０】
　式（１）のＲ１のアルキル基、アセチル基、ベンゾイル基、またはフェニル基が置換基
を有する場合、その置換基としては、下記アリール基またはアリーレン基において例示す
る置換基が挙げられる。Ｒ１は、好ましくは、水素原子、置換または非置換のアルキル基
、置換または非置換のアセチル基であり、より好ましくは水素原子である。置換または非
置換のアルキル基としては、置換または非置換の炭素数１～６のアルキル基が挙げられる
。
【００３１】
　式（１）のＭ（対イオン）は、好ましくは、水素イオン；Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｓなどの
アルカリ金属イオン；Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａなどのアルカリ土類金属イオン；その他の金属イ
オン；アルキル基若しくはヒドロキシアルキル基で置換されていてもよいアンモニウムイ
オン；有機アミンの塩などが挙げられる。金属イオンとしては、例えば、Ｎｉ＋、Ｆｅ３

＋、Ｃｕ２＋、Ａｇ＋、Ｚｎ２＋、Ａｌ３＋、Ｐｄ２＋、Ｃｄ２＋、Ｓｎ２＋、Ｃｏ２＋

、Ｍｎ２＋、Ｃｅ３＋が挙げられる。有機アミンとしては、炭素数１～６のアルキルアミ
ン、ヒドロキシル基を有する炭素数１～６のアルキルアミン、カルボキシル基を有する炭
素数１～６のアルキルアミンなどが挙げられる。式（１）において、ＳＯ３Ｍが２つ以上
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存在する場合、それぞれのＭは、同一でもよく異なっていてもよい。また、式（１）にお
いて、ＳＯ３ＭのＭが２価以上の陽イオンである場合、隣接する他のアゾ系化合物のＳＯ

３
－と結合して超分子会合体を形成し得る。

【００３２】
　式（１）のｍは、好ましくは１である。また、一般式（１）のｎは、好ましくは１また
は２である。
【００３３】
　式（１）のナフチル基の具体例としては、下記の式（ａ）～式（ｌ）で表されるものが
挙げられる。式（ａ）～式（ｌ）のＲ１およびＭは、式（１）について説明したとおりで
ある。
【００３４】
【化２】

 
【００３５】
　式（１）においてＱ１で表されるアリール基は、フェニル基の他、ナフチル基などのよ
うなベンゼン環が２以上縮合した縮合環基が挙げられる。Ｑ２で表されるアリーレン基は
、フェニレン基の他、ナフチレン基などのようなベンゼン環が２以上縮合した縮合環基が
挙げられる。
【００３６】
　Ｑ１のアリール基またはＱ２のアリーレン基は、それぞれ置換基を有していてもよいし
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、置換基を有していなくてもよい。上記アリール基またはアリーレン基が置換または非置
換のいずれの場合でも、極性基を有する式（１）の芳香族ジスアゾ化合物は、水系溶媒に
対する溶解性に優れている。
【００３７】
　上記アリール基またはアリーレン基が置換基を有する場合、その置換基としては、例え
ば、炭素数１～６のアルキル基、炭素数１～６のアルコキシ基、炭素数１～６のアルキル
アミノ基、フェニルアミノ基、炭素数１～６のアシルアミノ基、ジヒドロキシプロピル基
等の炭素数１～６のヒドロキシアルキル基、ＣＯＯＭ基などのカルボキシル基、ＳＯ３Ｍ
基などのスルホン酸基、水酸基、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、ハロゲノ基などが挙げ
られる。好ましくは、上記置換基は、炭素数１～６のアルコキシ基、炭素数１～６のヒド
ロキシアルキル基、カルボキシル基、スルホン酸基、およびニトロ基から選択される１つ
である。このような置換基を有する芳香族ジスアゾ化合物は、特に水溶性に優れている。
上記アリール基またはアリーレン基は、これらの置換基の１種で置換されていてもよく、
２種以上で置換されていてもよい。また、置換基は、任意の比率で置換されていてもよい
。
【００３８】
　式（１）のＱ１は、好ましくは置換または非置換のフェニル基であり、より好ましくは
上記置換基を有するフェニル基である。Ｑ２は、好ましくは置換または非置換のナフチレ
ン基であり、より好ましくは上記置換基を有するナフチレン基であり、特に好ましくは上
記置換基を有する１，４－ナフチレン基である。
【００３９】
　式（１）のＱ１が置換または非置換のフェニル基で、かつ、Ｑ２が置換または非置換の
１，４－ナフチレン基である芳香族ジスアゾ系化合物は、下記式（２）で表される。
【００４０】
【化３】

【００４１】
　式（２）において、Ｒ１、Ｍ、ｍおよびｎは、上記式（１）について説明したとおりで
ある。式（２）において、ＡおよびＢは、置換基を表し、ａおよびｂは、その置換数を表
す。ＡおよびＢは、それぞれ独立して、炭素数１～６のアルキル基、炭素数１～６のアル
コキシ基、炭素数１～６のアルキルアミノ基、フェニルアミノ基、炭素数１～６のアシル
アミノ基、ジヒドロキシプロピル基等の炭素数１～６のヒドロキシアルキル基、ＣＯＯＭ
基などのカルボキシル基、ＳＯ３Ｍ基などのスルホン酸基、水酸基、シアノ基、ニトロ基
、アミノ基、ハロゲノ基を表す。ａは、０～５の整数であり、ｂは、０～４の整数を表す
。ただし、ａおよびｂの少なくとも一方は０でない。ａが２以上である場合、置換基Ａは
、同じでもよいし、異なっていてもよい。ｂが２以上である場合、置換基Ｂは、同じでも
よいし、異なっていてもよい。
【００４２】
　式（２）に含まれる芳香族ジスアゾ化合物の中では、下記式（３）で表される芳香族ジ
スアゾ化合物が好ましい。式（３）の芳香族ジスアゾ化合物は、置換基Ａがアゾ基（－Ｎ
＝Ｎ－）を基準にしてパラ位に結合している。さらに、式（３）の芳香族ジスアゾ化合物
は、そのナフチル基のＯＨ基がアゾ基に隣接した位置（オルト位）に結合している。この
ような式（３）の芳香族ジスアゾ化合物を用いれば、加熱により収縮し難い偏光子を容易
に形成することができる。
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【００４３】
【化４】

【００４４】
　式（３）において、Ｒ１、Ｍ、ｍおよびｎは、上記式（１）について説明したとおりで
あり、Ａは、上記式（２）について説明したとおりである。式（３）において、ｐは、０
～４の整数を表す。ｐは、好ましくは１または２であり、より好ましくは１である。
【００４５】
　上記式（１）～（３）で表される芳香族ジスアゾ化合物は、例えば、細田豊著「理論製
造　染料化学（５版）」（昭和４３年７月１５日技報堂発行、１３５頁～１５２頁）に従
って合成できる。例えば、式（３）の芳香族ジスアゾ化合物は、アニリン誘導体とナフタ
レンスルホン酸誘導体とをジアゾ化およびカップリング反応させてモノアゾ化合物を得た
後、このモノアゾ化合物をジアゾ化し、さらに、１－アミノ－８－ナフトールスルホン酸
誘導体とカップリング反応させることによって合成できる。
【００４６】
　リオトロピック液晶偏光子は、例えば、下記の工程Ｂおよび工程Ｃを含む方法によって
製造することができる。必要に応じて、工程Ｂの前に工程Ａを行ってもよく、工程Ｃの後
に工程Ｄを行ってもよい。
　工程Ａ：基材の表面に、配向処理を施す工程。
　工程Ｂ：基材の表面に上記式（１）で表される芳香族ジスアゾ化合物を含むコーティン
グ液を塗布し、塗膜を形成する工程。
　工程Ｃ：塗膜を乾燥し、乾燥塗膜である偏光子を形成する工程。
　工程Ｄ：工程Ｃで得られた偏光子の表面に、耐水化処理を施す工程。
【００４７】
（工程Ａ）
　工程Ａは、基材の表面に配向処理を行うことで、基材の表面に配向規制力を付与する工
程である。予め配向規制力を有する基材を用いる場合、工程Ａを実施する必要はない。配
向規制力の付与方法としては、例えば、（ａ）基材の表面をラビング処理する方法、（ｂ
）フィルムの表面にポリイミドなどの膜を形成し、その膜の表面をラビング処理して配向
膜を形成する方法、（ｃ）フィルムの表面に光反応性化合物からなる膜を形成し、その膜
に光照射して配向膜を形成する方法が挙げられる。なお、（ｂ）および（ｃ）の方法を用
いる場合、基材と偏光子の間に配向膜を有する位相差層付偏光板が作製される。基材はそ
のまま用いてもよく（この場合、基材が偏光子の保護層として機能し得る）、基材を剥離
して当該剥離面に任意の適切な保護フィルムを設けてもよい。
【００４８】
（工程Ｂ）
　工程Ｂは、コーティング液を用いて塗膜を形成する工程である。コーティング液は、上
記芳香族ジスアゾ化合物と、芳香族ジスアゾ化合物を溶解または分散させる溶媒と、を含
む。コーティング液は、溶媒に、芳香族ジスアゾ化合物を溶解または分散させることによ
って得られる。なお、必要に応じて、上記芳香族ジスアゾ化合物以外の他のポリマー、お
よび／または添加剤などを溶媒に添加してもよい。
【００４９】
　芳香族ジスアゾ化合物を溶解または分散させる溶媒は、任意の適切な溶媒を用いること
ができる。水系溶媒が好ましい。水系溶媒としては、水、親水性溶媒、水と親水性溶媒の
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混合溶媒などが挙げられる。親水性溶媒は、水に略均一に溶解する溶媒である。親水性溶
媒としては、例えば、メタノール、イソプロピルアルコールなどのアルコール類；エチレ
ングリコールなどのグリコール類；メチルセロソルブ、エチルセロソルブなどのセロソル
ブ類；アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類；酢酸エチルなどのエステル類；が
挙げられる。上記水系溶媒は、好ましくは、水、または、水と親水性溶媒の混合溶媒が用
いられる。
【００５０】
　上記式（１）で表される芳香族ジスアゾ化合物は、リオトロピック液晶性を有する有機
化合物である。そのため、コーティング液は、液温や芳香族ジスアゾ化合物の濃度などを
変化させることにより、リオトロピック液晶相を示す。リオトロピック液晶相は、芳香族
ジスアゾ化合物が液中で超分子会合体を形成することによって生じる。リオトロピック液
晶相は、偏光顕微鏡で観察される光学模様によって、確認、識別できる。なお、超分子会
合体は、複数の芳香族ジスアゾ化合物が水素結合等によって結合して形成された１つの大
きな複合体である。
【００５１】
　コーティング液中における芳香族ジスアゾ化合物の濃度は、それが液晶相を示すように
調製することが好ましい。コーティング液中における芳香族ジスアゾ化合物の濃度は、通
常０．０５重量％～５０重量％であり、好ましくは０．５重量％～４０重量％であり、よ
り好ましくは１重量％～１０重量％である。また、コーティング液は、適切なｐＨに調整
される。コーティング液のｐＨは、好ましくは２～１０程度、より好ましくは６～８程度
である。さらに、コーティング液の温度は、好ましくは１０℃～４０℃、より好ましくは
１５℃～３０℃に調整される。
【００５２】
　コーティング液を基材の上に塗布することにより、塗膜が形成される。塗膜内において
、芳香族ジスアゾ化合物は基材の配向規制力によって所定の方向に配向する。コーティン
グ液の塗布方法としては、任意の適切なコータを用いた塗布方法を採用することができる
。コータとしては、例えば、バーコータ、ロールコータ、スピンコータ、コンマコータ、
グラビアコータ、エアーナイフコータ、ダイコータが挙げられる。
【００５３】
（工程Ｃ）
　工程Ｃは、乾燥塗膜である偏光子を形成する工程である。基材の上に乾燥塗膜である偏
光子を形成することで、基材と偏光子とを有する偏光板が得られる。
【００５４】
　工程Ｂで得られた塗膜を乾燥することにより、塗膜に含まれる溶媒が揮発し、固形の芳
香族ジスアゾ化合物を含む乾燥塗膜（リオトロピック液晶偏光子）が形成される。偏光子
の内部において、芳香族ジスアゾ化合物は超分子会合体を形成したままその配向が固定さ
れている。塗膜の乾燥方法としては、例えば、自然乾燥、強制的な乾燥が挙げられる。強
制的な乾燥としては、例えば、減圧乾燥、加熱乾燥、減圧加熱乾燥が挙げられる。好まし
くは、自然乾燥が用いられる。塗膜の乾燥時間は、乾燥温度や溶媒の種類によって、適宜
設定され得る。例えば、自然乾燥の場合には、乾燥時間は、好ましくは１秒～１２０分で
あり、より好ましくは１０秒～５分である。乾燥温度は、好ましくは１０℃～１００℃で
あり、より好ましくは１０℃～９０℃であり、特に好ましくは１０℃～８０℃である。な
お、乾燥温度とは、塗膜の表面や内部の温度ではなく、塗膜を乾燥する雰囲気の温度を意
味する。
【００５５】
（工程Ｄ）
　工程Ｄは、偏光子に耐水化処理液を接触させることによって偏光子に耐水性を付与する
工程である。偏光子を耐水化処理液に接触させる方法としては、任意の適切な方法が採用
され得る。接触方法としては、（ａ）偏光子の表面に耐水化処理液を塗布する、（ｂ）耐
水化処理液が満たされた浴中に偏光板（偏光子）を浸漬する、（ｃ）耐水化処理液が満た
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された浴中に偏光板（偏光子）を通過させる、などの方法が挙げられる。前記（ａ）の耐
水化処理液の塗布は、任意の適切なコータ、または、スプレーなどを用いて行われ得る。
【００５６】
　耐水化処理液は、任意の適切な液体を用いることができる。耐水化処理液は、例えば、
有機色素を架橋する機能を有する架橋剤と、その架橋剤を溶解または分散する溶媒と、を
含む。架橋剤としては、例えば、有機窒素化合物を挙げることができ、溶媒としては、例
えば、水系溶媒を挙げることができる。有機窒素化合物としては、その分子中に２個以上
のカチオン性基（好ましくは、窒素原子を含むカチオン性基）を有する非環式の有機窒素
化合物などが好ましく用いられる。非環式の有機窒素化合物（非環式の脂肪族窒素化合物
）としては、例えば、アルキレンジアミンなどの脂肪族ジアミンまたはその塩；アルキレ
ントリアミンなどの脂肪族トリアミンまたはその塩；アルキレンテトラアミンなどの脂肪
族テトラアミンまたはその塩；アルキレンペンタアミンなどの脂肪族ペンタアミンまたは
その塩；アルキレンエーテルジアミンなどの脂肪族エーテルジアミンまたはその塩などが
挙げられる。水系溶媒としては、上記工程Ｂに関して説明したものを用いることができる
。
【００５７】
　耐水化処理液中における架橋剤の濃度は、好ましくは１質量％～５０質量％であり、さ
らに好ましくは５質量％～３０質量％である。耐水化処理液に偏光子を接触させると、偏
光子の内部の有機色素が架橋剤を介して架橋される。架橋により、耐水性および機械的強
度に優れた偏光子が得られる。
【００５８】
　ヨウ素系偏光子の厚みは、好ましくは１５μｍ以下であり、より好ましくは１３μｍ以
下であり、さらに好ましくは１０μｍであり、特に好ましくは８μｍ以下である。偏光子
の厚みの下限は、１つの実施形態においては２μｍであり、別の実施形態においては３μ
ｍである。リオトロピック液晶偏光子の厚みは、好ましくは１０００ｎｍ以下であり、よ
り好ましくは７００ｎｍ以下であり、特に好ましくは５００ｎｍ以下である。リオトロピ
ック液晶偏光子の厚みの下限は、好ましくは１００ｎｍであり、より好ましくは２００ｎ
ｍであり、特に好ましくは３００ｎｍである。偏光子の厚みがこのような範囲であれば、
投影光を良好に筐体から放つことができ、かつ、太陽光の筐体内部への入射（透過）を抑
制することができる。
【００５９】
　偏光子は、好ましくは、波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍのいずれかの波長で吸収二色性を
示す。偏光子の単体透過率は、好ましくは３５．０％～５０．０％であり、より好ましく
は４０．０％～４５．０％である。
【００６０】
　偏光子の偏光度は、上記のとおり８８％以上であり、好ましくは８９％以上であり、さ
らに好ましくは９０％以上である。
【００６１】
Ｃ－２．位相差層
　位相差層は、上記のとおり、直線偏光を円偏光または楕円偏光に変換する機能、あるい
は、直線偏光の偏光方向を変換する機能を有する。位相差層は、代表的には屈折率特性が
ｎｘ＞ｎｙの関係を示す。１つの実施形態においては、位相差層の面内位相差Ｒｅ（５５
０）は、上記のとおり１００ｎｍ～２００ｎｍであり、好ましくは１１０ｎｍ～１７０ｎ
ｍ、より好ましくは１３０ｎｍ～１５０ｎｍである。この場合、位相差層は、直線偏光を
円偏光または楕円偏光に変換する機能を良好に発揮し得る。別の実施形態においては、位
相差層の面内位相差Ｒｅ（５５０）は、上記のとおり２２０ｎｍ～３２０ｎｍであり、好
ましくは２４０ｎｍ～３００ｎｍ、より好ましくは２６０ｎｍ～２８０ｎｍである。この
場合、位相差層は、直線偏光の偏光方向を変換する機能を良好に発揮し得る。面内位相差
が上記のような範囲であれば、適切な楕円偏光性能あるいは直線偏光の方向変換性能を有
する位相差フィルムを、優れた生産性および妥当なコストで得ることができる。結果とし
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て、偏光サングラス等の偏光レンズを介して表示画面を視認した場合でも良好な視認性を
確保し得る位相差層付偏光板（結果として、ヘッドアップディスプレイ装置）を、優れた
生産性および妥当なコストで得ることができる。
【００６２】
　位相差層は、ｎｘ＞ｎｙの関係を有する限り、任意の適切な屈折率楕円体を示す。好ま
しくは、位相差層の屈折率楕円体は、ｎｘ＞ｎｙ≧ｎｚの関係を示す。位相差層のＮｚ係
数は、好ましくは１～２であり、より好ましくは１～１．５であり、さらに好ましくは１
～１．３である。Ｎｚ係数は、式：Ｒｔｈ（λ）／Ｒｅ（λ）から算出される。Ｒｅ（λ
）は上記のとおりである。「Ｒｔｈ（λ）」は、２３℃における波長λｎｍの光で測定し
たフィルムの厚み方向の位相差である。Ｒｔｈ（λ）は、フィルムの厚みをｄ（ｎｍ）と
したとき、式：Ｒｔｈ＝（ｎｘ－ｎｚ）×ｄによって求められる。「ｎｚ」は厚み方向の
屈折率である。
【００６３】
　偏光子と位相差層とは、偏光子の吸収軸と位相差層の遅相軸とが所定の角度をなすよう
に積層されている。偏光子の吸収軸と位相差層の遅相軸とのなす角度は、位相差層の面内
位相差Ｒｅ（５５０）が１００ｎｍ～２００ｎｍである場合には、好ましくは３５°～５
５°であり、より好ましくは３８°～５２°であり、さらに好ましくは４０°～５０°で
あり、特に好ましくは４２°～４８°であり、とりわけ好ましくは４５°近傍である。偏
光子の吸収軸と位相差層の遅相軸とのなす角度は、位相差層の面内位相差Ｒｅ（５５０）
が２２０ｎｍ～３２０ｎｍである場合には、好ましくは１２．５°～３２．５°であり、
より好ましくは１５．５°～２９．５°であり、さらに好ましくは１７．５°～２７．５
°であり、特に好ましくは１９．５°～２５．５°であり、とりわけ好ましくは２２．５
°近傍である。位相差層をこのような軸関係で偏光子よりもカバー部材側に配置すること
により、偏光サングラス等の偏光レンズを介して視認した場合に、優れた視認性を実現す
ることができる。
【００６４】
　位相差層は、上記のような光学特性を満足させ得る、任意の適切な位相差フィルムで構
成される。位相差フィルムを形成する樹脂の代表例としては、環状オレフィン系樹脂、ポ
リカーボネート系樹脂、セルロース系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリビニルアルコール
系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリスチレン系樹
脂、アクリル系樹脂が挙げられる。位相差層が逆分散波長特性を示す樹脂フィルムで構成
される場合、ポリカーボネート系樹脂が好適に用いられ得、フラットな波長分散特性を示
す樹脂フィルムで構成される場合、環状オレフィン系樹脂が好適に用いられ得る。
【００６５】
　環状オレフィン系樹脂は、環状オレフィンを重合単位として重合される樹脂の総称であ
り、例えば、特開平１－２４０５１７号公報、特開平３－１４８８２号公報、特開平３－
１２２１３７号公報等に記載されている樹脂が挙げられる。具体例としては、環状オレフ
ィンの開環（共）重合体、環状オレフィンの付加重合体、環状オレフィンとエチレン、プ
ロピレン等のα－オレフィンとの共重合体（代表的には、ランダム共重合体）、および、
これらを不飽和カルボン酸やその誘導体で変性したグラフト変性体、ならびに、それらの
水素化物が挙げられる。
【００６６】
　ポリカーボネート樹脂としては、本発明の効果が得られる限りにおいて、任意の適切な
ポリカーボネート樹脂を用いることができる。好ましくは、ポリカーボネート樹脂は、フ
ルオレン系ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位と、イソソルビド系ジヒドロキシ化合
物に由来する構造単位と、脂環式ジオール、脂環式ジメタノール、ジ、トリまたはポリエ
チレングリコール、ならびに、アルキレングリコールまたはスピログリコールからなる群
から選択される少なくとも１つのジヒドロキシ化合物に由来する構造単位と、を含む。好
ましくは、ポリカーボネート樹脂は、フルオレン系ジヒドロキシ化合物に由来する構造単
位と、イソソルビド系ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位と、脂環式ジメタノールに
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由来する構造単位ならびに／あるいはジ、トリまたはポリエチレングリコールに由来する
構造単位と、を含み；さらに好ましくは、フルオレン系ジヒドロキシ化合物に由来する構
造単位と、イソソルビド系ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位と、ジ、トリまたはポ
リエチレングリコールに由来する構造単位と、を含む。ポリカーボネート樹脂は、必要に
応じてその他のジヒドロキシ化合物に由来する構造単位を含んでいてもよい。なお、本発
明に好適に用いられ得るポリカーボネート樹脂の詳細は、例えば、特開２０１４－１０２
９１号公報、特開２０１４－２６２６６号公報に記載されており、当該記載は本明細書に
参考として援用される。
【００６７】
　セルロース系樹脂の具体例としては、セルロース（ジ、トリ）アセテート、セルロース
プロピオネート、セルロースブチレート、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、セルロースアセテートフタレート、セルロースフタレートが
挙げられる。
【００６８】
　位相差層（位相差フィルム）は、代表的には、上記のような樹脂から形成された樹脂フ
ィルムを少なくとも一方向に延伸することにより作製される。
【００６９】
　樹脂フィルムの形成方法としては、任意の適切な方法が採用され得る。例えば、溶融押
出し法（例えば、Ｔダイ成形法）、キャスト塗工法（例えば、流延法）、カレンダー成形
法、熱プレス法、共押出し法、共溶融法、多層押出し、インフレーション成形法等が挙げ
られる。好ましくは、Ｔダイ成形法、流延法およびインフレーション成形法が用いられる
。
【００７０】
　樹脂フィルムの厚み（未延伸フィルム）の厚みは、所望の光学特性、後述の延伸条件な
どに応じて、任意の適切な値に設定され得る。好ましくは５０μｍ～３００μｍであり、
より好ましくは８０μｍ～２５０μｍである。
【００７１】
　上記延伸は、任意の適切な延伸方法、延伸条件（例えば、延伸温度、延伸倍率、延伸方
向）が採用され得る。具体的には、自由端延伸、固定端延伸・自由端収縮、固定端収縮な
どの様々な延伸方法を、単独で用いることも、同時もしくは逐次で用いることもできる。
延伸方向に関しても、水平方向、垂直方向、厚さ方向、対角方向等、様々な方向や次元に
行なうことができる。延伸の温度は、好ましくは、樹脂フィルムのガラス転移温度（Ｔｇ
）±２０℃の範囲である。
【００７２】
　上記延伸方法、延伸条件を適宜選択することにより、上記所望の光学特性（例えば、屈
折率楕円体、面内位相差、Ｎｚ係数）を有する位相差フィルム（結果として、位相差層）
を得ることができる。
【００７３】
　１つの実施形態においては、位相差層は、樹脂フィルムを一軸延伸もしくは固定端一軸
延伸することにより作製される。一軸延伸の具体例としては、樹脂フィルムを長尺方向に
走行させながら、長手方向（縦方向）に延伸する方法が挙げられる。一軸延伸の別の具体
例としては、テンターを用いて横方向に延伸する方法が挙げられる。延伸倍率は、好まし
くは１０％～５００％である。
【００７４】
　別の実施形態においては、位相差層は、長尺状の樹脂フィルムを長尺方向に対して角度
θの方向に連続的に斜め延伸することにより作製される。斜め延伸を採用することにより
、フィルムの長尺方向に対して角度θの配向角を有する長尺状の延伸フィルムが得られ、
例えば、偏光子との積層に際してロールトゥロールが可能となり、製造工程を簡略化する
ことができる。角度θは、上記のような、偏光子の吸収軸と位相差層の遅相軸とのなす角
度に対応する。
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【００７５】
　斜め延伸に用いる延伸機としては、例えば、横および／または縦方向に、左右異なる速
度の送り力もしくは引張り力または引き取り力を付加し得るテンター式延伸機が挙げられ
る。テンター式延伸機には、横一軸延伸機、同時二軸延伸機等があるが、長尺状の樹脂フ
ィルムを連続的に斜め延伸し得る限り、任意の適切な延伸機が用いられ得る。
【００７６】
　斜め延伸の方法としては、例えば、特開昭５０－８３４８２号公報、特開平２－１１３
９２０号公報、特開平３－１８２７０１号公報、特開２０００－９９１２号公報、特開２
００２－８６５５４号公報、特開２００２－２２９４４号公報等に記載の方法が挙げられ
る。
【００７７】
　延伸フィルム（結果として、位相差層）の厚みは、好ましくは２０μｍ～８０μｍ、よ
り好ましくは３０μｍ～６０μｍである。
【００７８】
Ｃ－３．基材
　基材は、位相差層付偏光板の任意の構成要素であり、必要に応じて設けられる。基材は
、偏光子の保護フィルムとして使用できる任意の適切なフィルムで構成される。当該フィ
ルムの主成分となる材料の具体例としては、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）等のセル
ロース系樹脂や、ポリエステル系、ポリビニルアルコール系、ポリカーボネート系、ポリ
アミド系、ポリイミド系、ポリエーテルスルホン系、ポリスルホン系、ポリスチレン系、
ポリノルボルネン系、ポリオレフィン系、環状オレフィン系、（メタ）アクリル系、アセ
テート系等の透明樹脂等が挙げられる。また、（メタ）アクリル系、ウレタン系、（メタ
）アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコーン系等の熱硬化型樹脂または紫外線硬化型
樹脂等も挙げられる。この他にも、例えば、シロキサン系ポリマー等のガラス質系ポリマ
ーも挙げられる。また、特開２００１－３４３５２９号公報（ＷＯ０１／３７００７）に
記載のポリマーフィルムも使用できる。このフィルムの材料としては、例えば、側鎖に置
換または非置換のイミド基を有する熱可塑性樹脂と、側鎖に置換または非置換のフェニル
基ならびにニトリル基を有する熱可塑性樹脂を含有する樹脂組成物が使用でき、例えば、
イソブテンとＮ－メチルマレイミドからなる交互共重合体と、アクリロニトリル・スチレ
ン共重合体とを有する樹脂組成物が挙げられる。当該ポリマーフィルムは、例えば、上記
樹脂組成物の押出成形物であり得る。好ましくは、（メタ）アクリル系樹脂、環状オレフ
ィン系樹脂が用いられ得る。
【００７９】
　上記（メタ）アクリル系樹脂としては、Ｔｇ（ガラス転移温度）が、好ましくは１１５
℃以上、より好ましくは１２０℃以上、さらに好ましくは１２５℃以上、特に好ましくは
１３０℃以上である。耐久性に優れ得るからである。上記（メタ）アクリル系樹脂のＴｇ
の上限値は特に限定されないが、成形性等の観点から、好ましくは１７０℃以下である。
【００８０】
　上記（メタ）アクリル系樹脂としては、本発明の効果を損なわない範囲内で、任意の適
切な（メタ）アクリル系樹脂を採用し得る。例えば、ポリメタクリル酸メチルなどのポリ
（メタ）アクリル酸エステル、メタクリル酸メチル－（メタ）アクリル酸共重合体、メタ
クリル酸メチル－（メタ）アクリル酸エステル共重合体、メタクリル酸メチル－アクリル
酸エステル－（メタ）アクリル酸共重合体、（メタ）アクリル酸メチル－スチレン共重合
体（ＭＳ樹脂など）、脂環族炭化水素基を有する重合体（例えば、メタクリル酸メチル－
メタクリル酸シクロヘキシル共重合体、メタクリル酸メチル－（メタ）アクリル酸ノルボ
ルニル共重合体など）が挙げられる。好ましくは、ポリ（メタ）アクリル酸メチルなどの
ポリ（メタ）アクリル酸Ｃ１－６アルキルが挙げられる。より好ましくは、メタクリル酸
メチルを主成分（５０～１００重量％、好ましくは７０～１００重量％）とするメタクリ
ル酸メチル系樹脂が挙げられる。
【００８１】
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　上記（メタ）アクリル系樹脂の具体例としては、例えば、三菱レイヨン社製のアクリペ
ットＶＨやアクリペットＶＲＬ２０Ａ、特開２００４－７０２９６号公報に記載の分子内
に環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂、分子内架橋や分子内環化反応により得られる
高Ｔｇ（メタ）アクリル系樹脂が挙げられる。
【００８２】
　上記（メタ）アクリル系樹脂として、高い耐熱性、高い透明性、高い機械的強度を有す
る点で、ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂が特に好ましい。
【００８３】
　上記ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂としては、特開２０００－２３０
０１６号公報、特開２００１－１５１８１４号公報、特開２００２－１２０３２６号公報
、特開２００２－２５４５４４号公報、特開２００５－１４６０８４号公報などに記載の
、ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂が挙げられる。
【００８４】
　上記ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂は、質量平均分子量（重量平均分
子量と称することもある）が、好ましくは１０００～２００００００、より好ましくは５
０００～１００００００、さらに好ましくは１００００～５０００００、特に好ましくは
５００００～５０００００である。
【００８５】
　上記ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂は、Ｔｇ（ガラス転移温度）が、
好ましくは１１５℃以上、より好ましくは１２５℃以上、さらに好ましくは１３０℃以上
、特に好ましくは１３５℃、最も好ましくは１４０℃以上である。耐久性に優れ得るから
である。上記ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂のＴｇの上限値は特に限定
されないが、成形性等の観点から、好ましくは１７０℃以下である。
【００８６】
　なお、本明細書において「（メタ）アクリル系」とは、アクリル系および／またはメタ
クリル系をいう。
【００８７】
　環状オレフィン系樹脂は、上記のＣ－２項で位相差フィルムについて説明したとおりで
ある。
【００８８】
　リオトロピック液晶偏光子を採用する場合、基材は、芳香族ジアゾ化合物を含むコーテ
ィング液が塗布される基材をそのまま用いてもよく、当該基材を剥離し、剥離面に上記の
ような保護フィルムを貼り合わせてもよい。
【００８９】
　基材は、光学的に等方性であることが好ましい。本明細書において「光学的に等方性で
ある」とは、面内位相差Ｒｅ（５５０）が０ｎｍ～１０ｎｍであり、厚み方向の位相差Ｒ
ｔｈ（５５０）が－１０ｎｍ～＋１０ｎｍであることをいう。
【００９０】
　基材の厚みは、好ましくは２０μｍ～８０μｍ、より好ましくは３０μｍ～６０μｍで
ある。
【００９１】
Ｃ－４．その他
　位相差層付偏光板は、必要に応じて、基材の偏光子と反対側にハードコート層および／
またはアンチブロッキング層をさらに有していてもよい。ハードコート層の詳細は、例え
ば、特開２００７－１７１９４３号公報に記載されている。アンチブロッキング層の詳細
は、例えば、特開２０１５－１１５１７１号公報、特開２０１５－１４１６７４号公報、
特開２０１５－１２０８７０号公報、特開２０１５－００５２７２号公報に記載されてい
る。これらの公報の記載は、参考として本明細書に援用される。
【００９２】
　偏光子５４と位相差層５２とは、任意の適切な接着層を介して貼り合わせられている。
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ヨウ素系偏光子を用いる場合、偏光子５４と基材５６とは、任意の適切な接着層を介して
貼り合わせられている。接着層は、粘着剤層であってもよく接着剤層であってもよい。粘
着剤層を構成する粘着剤は、代表的にはアクリル系粘着剤であり得る。接着剤層を構成す
る接着剤は、代表的には、エネルギー線硬化型接着剤であり得る。
【実施例】
【００９３】
　以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によって限
定されるものではない。なお、実施例における評価項目は以下のとおりである。
【００９４】
（１）反射率の測定
　実施例１で得られたカバー部材／位相差層付偏光板の積層体または比較例１で得られた
カバー部材／偏光板の積層体にＳ偏光を入射し、透過したＳ偏光を厚さ１．３ｍｍの矩形
状のガラス板（松浪硝子工業（株）製、製品名「Ｓ２００４２３」）に入射角３０°～８
０°の間で反射させ、反射光のＰ偏光を、分光エリプソメーター（Ｊ．Ａ．Ｗｏｏｌｌａ
ｍ社製、製品名「Ｍ－２０００ＶＩ」）を用いて測定した。なお、積層体に入射するＳ偏
光の振動方向は、偏光子の透過軸方向と平行に設置した。入射角度ごとのＰ偏光の反射率
を後述の表１に示す。
【００９５】
［実施例１］
１．有機色素（芳香族ジアゾ化合物）の合成
　４－ニトロアニリンと８－アミノ－２－ナフタレンスルホン酸とを、常法（細田豊著「
理論製造　染料化学　第５版」昭和４３年７月１５日技法堂発行、１３５ページ～１５２
ページに記載の方法）により、ジアゾ化およびカップリング反応させて、モノアゾ化合物
を得た。得られたモノアゾ化合物を、前記常法によりジアゾ化し、さらに、１－アミノ－
８－ナフトール－２，４－ジスルホン酸リチウム塩とカップリング反応させて粗生成物を
得た。これを塩化リチウムで塩析することによって、下記式（４）の芳香族ジスアゾ化合
物を得た。
【化５】

【００９６】
２．偏光板の作製
　基材としてノルボルネン系樹脂フィルム（日本ゼオン（株）製：製品名「ゼオノア」、
ＺＦ１４－１００）を用意し、このフィルムの表面にラビング処理および親水化処理（コ
ロナ処理）を施した。上記式（４）の芳香族ジスアゾ化合物をイオン交換水に溶解させ、
濃度４重量％のコーティング液を調製した。ラビング処理および親水化処理を施した基板
の表面にコーティング液をバーコータ（ＢＵＳＨＭＡＮ社製：製品名「Ｍａｙｅｒ　ｒｏ
ｔ　ＨＳ４」を用いて塗布し、２３℃の恒温室内で自然乾燥することで、基材表面に乾燥
塗膜（偏光子）を形成した。なお、偏光子の厚みは３００ｎｍであった。
　続いて、基材／偏光子の積層体を耐水化処理液に２秒間浸漬した。耐水化処理液として
は、１，３－プロパンジアミン塩酸塩（東京化成工業（株）製）、１，２－エチレンジア
ミン塩酸塩（東京化成工業（株）製）、およびビスヘキサメチレントリアミン（東京化成
工業（株）製）を質量比５５：１５：３０で含む水溶液を用いた。耐水化処理液から取り
出した基材／偏光子の積層体を水洗し、乾燥させることにより、耐水性が付与された偏光
子（基材／偏光子の積層体）を得た。
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【００９７】
３．位相差層を構成する位相差フィルム
　位相差層を構成する位相差フィルムとして「アートン　４ＲＪＴ１４０３」（ＪＳＲ社
製）を用いた。
【００９８】
４．位相差層付偏光板の作製
　上記基材／偏光子の積層体と上記位相差フィルムとを、偏光子と位相差フィルムとが対
向するように貼り合わせた。貼り合わせには、アクリル系粘着剤（日東電工（株）製、製
品名「ＣＳ９８６１ＵＡ」）を用いた。また、貼り合わせは、偏光子の吸収軸と位相差フ
ィルムの遅相軸とが４５°の角度をなすようにして行った。このようにして、基材／偏光
子／位相差フィルム（位相差層）の構成を有する位相差層付偏光板を得た。
【００９９】
５．位相差層付偏光板とカバー部材との貼り合わせ
　カバー部材として厚さ３００μｍのポリカーボネート系樹脂シート（三菱ガス化学（株
）製：製品名「ＭＲＦ０８Ｕ」）を用いた。このカバー部材と上記位相差層付偏光板とを
、カバー部材と位相差層とが対向するようにして、アクリル系粘着剤（日東電工（株）製
：製品名「ＣＳ９８６２ＵＡ」）を介して貼り合わせ、カバー部材／位相差層付偏光板の
積層体を作製した。得られた積層体を上記（１）の評価に供した。結果を表１に示す。
【０１００】
［比較例１］
　位相差層を設けなかったこと以外は実施例１と同様にしてカバー部材／偏光板の積層体
を作製した。得られた積層体を実施例１と同様の評価に供した。結果を表１に示す。
【０１０１】
【表１】

【０１０２】
　表１から明らかなように、実施例の積層体は、所定の入射角度において反射率が増加し
ている。これは、偏光サングラスを介してヘッドアップディスプレイの画像を見た場合に
ブラックアウトしないことを意味している。すなわち、本発明の実施例によれば、偏光サ
ングラスを介して視認した場合の視認性に優れたヘッドアップディスプレイ装置を実現で
きることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明の実施形態によるヘッドアップディスプレイ装置は、フロントガラスを備える車
両（代表的には、自動車）に好適に用いられ得る。
【符号の説明】
【０１０４】
　１０　　　表示器
　２０　　　反射器
　３０　　　筐体
　４０　　　カバー部材
　５０　　　位相差層付偏光板
　５２　　　位相差層
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　５４　　　偏光子
　５６　　　基材
１００　　　ヘッドアップディスプレイ装置
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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