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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明支持体、ポリマー組成物からなる配向膜、及び、少なくとも一種の液晶性化合物を含
有する光学異方性層が、この順で設けられた位相差板であって、前記光学異方性層中に、
下記一般式（Ｉ）で表される化合物の少なくとも一種を含有する位相差板：
【化１】

一般式（Ｉ）中、Ｘ1は二価の連結基、水素原子、又は、置換もしくは無置換のアルキル
基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表し、Ｚは重合性
基を有する置換基を表し、Ｑは、ボロン酸およびボロン酸エステルを表す（但し、Ｚを有
していなくてもよく、Ｚを有する場合にはＸ1は二価の連結基を表す）。
【請求項２】
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請求項
１に記載の位相差板：
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【化２】

一般式（II）中、Ｒ1及びＲ2はそれぞれ独立に、水素原子、或いは、置換もしくは無置換
の脂肪族炭化水素基、アリール基又はヘテロアリール基を表し、アルキレン連結基、アリ
ール連結基、又はこれらの組み合わせからなる連結基を介して連結してもよく、また、Ｘ
1及びＺは、一般式（Ｉ）中のＸ1及びＺと同義である（但し、Ｚを有していなくてもよく
、Ｚを有する場合にはＸ1は二価の連結基を表す）。
【請求項３】
前記一般式（II）中、Ｒ1及びＲ2がそれぞれ水素原子を表し、一般式（Ｉ）又は(II)中、
Ｚが下記一般式（III）で表される基、又はオキシラニル部分もしくはオキセタン部分を
有する基である請求項２に記載の位相差板：

【化３】

一般式（III）中、Ｒ3は水素原子又はメチル基であり、Ｌ1は単結合又はＯ－、－ＣＯ－
、－ＮＨ－、－ＣＯ－ＮＨ－、－ＣＯＯ－、－Ｏ－ＣＯＯ－、アルキレン基、アリーレン
基、ヘテロ環基、及びそれらの組み合わせから選ばれる二価の連結基である。
【請求項４】
前記配向膜が、下記一般式（IV）で表される少なくとも１種の構成単位を含むポリマーを
含有する請求項１～３のいずれか１項に記載の位相差板：
【化４】

一般式（IV）中、Ｍpはポリマーの主鎖を構成する２＋ｎ価の基を表し、Ｌ2は１＋ｎ価の
連結基を表し、ｎは１又は２を表し、Ｘ2は水素結合性基を表す。
【請求項５】
一般式（IV）で表される構成単位を含有するポリマーが、ポリビニルアルコール誘導体で
ある請求項４に記載の位相差板。
【請求項６】
前記一般式（Ｉ）で表される化合物が、該化合物を含有しない光学異方性層と配向膜との
密着性よりも、光学異方性層と配向膜との密着性をより高くする機能を有する請求項１～
５のいずれか１項に記載の位相差板。
【請求項７】
少なくとも一種の重合性化合物、及び、少なくとも一種の下記一般式（Ｂ）で表される化
合物を含有し、前記重合性化合物が、液晶性化合物である重合性組成物：
一般式（Ｂ）
（Ｚ）n－Ｘ－ＱB

一般式（Ｂ）中、Ｚは重合性基を有する置換基を表し、ｎは０～４の整数を表し、ｎが１
～４の場合、Ｘはｎ＋１価の連結基を表し、ｎが０の場合、Ｘは水素原子、又は、置換も
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ル基を表し、ＱBは、少なくとも一つのホウ素原子を含有する置換基を表す。
【請求項８】
前記一般式（Ｂ）中、ｎが１を表し、Ｘが二価の連結基を表す請求項７に記載の重合性組
成物。
【請求項９】
前記一般式（Ｂ）中、ＱBで表される置換基が、下記一般式（Ｃ）で表される置換基であ
る請求項７又は８に記載の重合性組成物：
【化５】

一般式（Ｃ）中、Ｒ1及びＲ2はそれぞれ独立に、水素原子、又は、置換もしくは無置換の
脂肪族炭化水素基、アリール基又はヘテロアリール基を表し、Ｒ1及びＲ2は、アルキレン
連結基、アリール連結基、又はこれらの組み合わせからなる連結基を介して互いに連結し
ていてもよい。
【請求項１０】
前記一般式（Ｂ）中、Ｚで表される重合性基が下記一般式（III）で表される基、又はオ
キシラニル部分もしくはオキセタン部分を有する基である請求項７～９のいずれか１項に
記載の重合性組成物。
【化６】

一般式（III）中、Ｒ3は水素原子又はメチル基であり、Ｌ1は単結合又はＯ－、－ＣＯ－
、－ＮＨ－、－ＣＯ－ＮＨ－、－ＣＯＯ－、－Ｏ－ＣＯＯ－、アルキレン基、アリーレン
基、ヘテロ環基、及びそれらの組み合わせから選ばれる二価の連結基である。
【請求項１１】
前記一般式（Ｂ）中、Ｚで表される重合性基が請求項１０中に記載の前記一般式（III）
で表される基を表し、ｎが１を表し、Ｘが少なくとも一つのアリール基を含む二価の連結
基を表し、ＱBが請求項９中に記載の前記一般式（Ｃ）を表し、且つ、一般式（Ｃ）中の
Ｒ1及びＲ2が水素原子を表す請求項７～１０のいずれか１項に記載の重合性組成物。
【請求項１２】
基板上で重合性組成物を硬化させて高分子膜を作製する方法であって、前記重合性組成物
が、請求項７～１１のいずれか１項に記載の重合性組成物である高分子膜の作製方法：
【請求項１３】
前記基板が、少なくとも一種の透明支持体上に配向膜を有する基板である請求項１２に記
載の高分子膜の作製方法。
【請求項１４】
前記配向膜が、下記一般式（IV）で表される少なくとも１種の構成単位を含むポリマーを
含有する請求項１３に記載の高分子膜の作製方法。
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【化７】

一般式（IV）中、Ｍpはポリマーの主鎖を構成する（２＋ｎ）価の基を表し、Ｌ2は１＋ｎ
価の連結基を表し、ｎは１又は２を表し、Ｘ2は水素結合性基を表す。
【請求項１５】
一般式（IV）で表される構成単位を含有するポリマーが、ポリビニルアルコール誘導体で
ある請求項１４に記載の高分子膜の作製方法。
【請求項１６】
作製された高分子膜が、光学的に異方性を有する請求項１２～１５のいずれか１項に記載
の高分子膜の作製方法。
【請求項１７】
前記重合性組成物を硬化させる温度が、８０℃以下である請求項１２～１６のいずれか１
項に記載の高分子膜の作製方法。
【請求項１８】
請求項１２～１７のいずれか１項に記載の方法で作製された位相差板。
【請求項１９】
８０℃以下で前記重合性組成物を硬化させ、基板と高分子膜とが密着した請求項１８に記
載の位相差板。
【請求項２０】
請求項１～６、１８及び１９のいずれか１項に記載の位相差板と、偏光膜とを有する楕円
偏光板。
【請求項２１】
請求項１～６、１８及び１９のいずれか１項に記載の位相差板を有する液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配向膜と光学異方性層とを有する位相差板、特に、配向膜のポリマーと光学
異方性層の液晶性化合物が、配向膜と光学異方性層の界面で良好に密着している位相差板
に関する。また、本発明は、かかる位相差板の作製方法及び該位相差板を有する液晶表示
装置に関する。また、本発明は、高分子膜の作製に有用な重合性組成物、及び、それらを
用いた高分子膜の作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　位相差板は画像着色解消や視野角拡大のために、様々な液晶表示装置で用いられている
。従来、位相差板としては延伸複屈折フィルムが使用されていたが、近年、延伸複屈折フ
ィルムに代えて、透明支持体上にディスコティック液晶性分子からなる光学異方性層を有
する位相差板を使用することが提案されている。この光学異方性層は、通常、ディスコテ
ィック液晶分子を含む組成物を配向膜上に塗布し、配向温度よりも高い温度に加熱してデ
ィスコティック液晶性分子を配向させ、その配向状態を固定することにより形成される。
【０００３】
　ディスコティック液晶化合物の配向方向を規定する配向膜としては、種々のものが知ら
れており、ＳｉＯ、ＴｉＯ2、ＭｇＦ2等の金属酸化物やフッ化物を蒸着物質とした無機斜
方蒸着膜や、アゾベンゼン誘導体からなるＬＢ膜のように光により異性化を起こし、分子
が方向性を持って均一に配列する薄膜などが挙げられ、中でも、生産性の点から、表面を
ラビング処理したポリマー層が好ましい。この配向膜用のポリマーとして、ポリイミドが
しばしば用いられている。他にも特許文献１に記載のポリアミド、特許文献２、３、４又
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は５等に記載のポリビニルアルコールや、ポリスチレン、ポリビニルカルバゾールなども
用いられている。
【０００４】
　中でも、特許文献３に記載の、水酸基の一部が架橋性基に置換された変性ポリビニルア
ルコールを配向膜として用いた位相差板は、全方向視野角が格段に拡大させるものである
。この位相差板は、透明支持体、その上に設けられたラビング処理ポリビニルアルコール
の配向膜、及び、配向膜上に形成された円盤状液晶性化合物の光学異方性層からなる。こ
のシートでは、円盤状液晶性化合物を使用することにより、拡大した視野角が得られてい
る。さらにこの配向膜には、架橋性基が導入されているため、配向膜のポリマーと光学異
方性層とが、これらの層の界面を介して化学的に結合していることを特徴とするため、長
期間保存したり、使用した場合にでも剥離することはない。しかしながら、上記配向膜中
に含まれる架橋性基は、円盤状液晶化合物の配向を阻害するため、配向速度が遅く、配向
欠陥が生じやすい。また、この配向膜は、ポリビニルアルコールに高分子反応させて架橋
性基を導入するため、ポリマーの合成に手間とコストがかかるというデメリットも生じる
。
【０００５】
　更に、前記の架橋性基を有するポリマー等からなる配向膜上においても、完全に光学異
方性層と配向膜層との密着性を付与するためには、高温条件下でのＵＶ照射による硬化が
必要であったが、高温条件下では液晶性化合物の揺らぎの増大によるΔｎの低下が起こる
。従って、所望の光学特性（Ｒｅ，Ｒｔｈ）にみあった光学異方性層を得るためには、高
温における固定化によって生じたΔｎの低下を補うために膜厚を厚くする必要があり、そ
れに伴う面状の悪化等が問題であった。この様なことから、低温条件下でも光学異方性層
と配向膜層との密着性を付与できる技術が強く望まれていた。
【０００６】
【特許文献１】特開平３－９３２６号公報
【特許文献２】特開平３－２９１６０１号公報
【特許文献３】特開平９－１５２５０９号公報
【特許文献４】特開平１４－２６８０６８号公報
【特許文献５】特開平１４－３５０８５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、液晶表示装置の視野角の拡大に寄与する、耐久性に優れた位相差板を提供す
ることを課題とする。
　また、本発明は、視野角が拡大された液晶表示装置を提供することを課題とする。
　また、本発明は位相差板等光学部材の作製に有用な重合性組成物、及び高分子膜の製造
方法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】
【０００８】
上記課題は以下の手段によって達成された。
[１]　透明支持体、ポリマー組成物からなる配向膜、及び、少なくとも一種の液晶性化合
物を含有する光学異方性層が、この順で設けられた位相差板であって、前記配向膜及び／
又は光学異方性層中に、少なくとも一種の下記一般式（Ａ）で表される化合物及び／又は
該化合物の誘導体を含有する位相差板：
一般式（Ａ）
　　（Ｚ）n－Ｘ－Ｑ
　一般式（Ａ）中、Ｚは重合性基を有する置換基を表し、ｎは０～４の整数を表し、ｎが
１～４の場合、Ｘはｎ＋１価の連結基を表し、ｎが０の場合、Ｘは水素原子、又は、置換
もしくは無置換の、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロア
リール基を表し、Ｑは配向膜に吸着して結合が可能な基を表す。
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[２]　透明支持体、ポリマー組成物からなる配向膜、及び、少なくとも一種の液晶性化合
物を含有する光学異方性層が、この順で設けられた位相差板であって、前記光学異方性層
中に、下記一般式（Ｉ）で表される化合物の少なくとも一種を含有する[１]に記載の位相
差板：
【０００９】
【化１】

　一般式（Ｉ）中、Ｘ1は二価の連結基、水素原子、又は、置換もしくは無置換のアルキ
ル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表し、Ｚは重合
性基を有する置換基を表し、Ｑは配向膜に吸着して結合が可能な基を表す（但し、Ｚを有
していなくてもよく、Ｚを有する場合にはＸ1は二価の連結基を表す）。
【００１０】
[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
[１]又は[２]に記載の位相差板：
【００１１】
【化２】

　一般式（II）中、Ｒ1及びＲ2はそれぞれ独立に、水素原子、又は、置換もしくは無置換
の脂肪族炭化水素基、アリール基又はヘテロアリール基を表し、アルキレン連結基、アリ
ール連結基、又はこれらの組み合わせからなる連結基を介して連結してもよい。また、Ｘ
1及びＺは、一般式（Ｉ）中のＸ1及びＺと同義である（但し、Ｚを有していなくてもよく
、Ｚを有する場合にはＸ1は二価の連結基を表す）。
【００１２】
[４]　前記一般式（II）中、Ｒ1及びＲ2がそれぞれ水素原子を表し、一般式（Ｉ）又は(I
I)中、Ｚが下記一般式（III）で表される基、又はオキシラニル部分もしくはオキセタン
部分を有する基である[１]、[２]もしくは[３]に記載の位相差板：
【００１３】
【化３】

　一般式（III）中、Ｒ3は水素原子又はメチル基であり、Ｌ1は単結合又はＯ－、－ＣＯ
－、－ＮＨ－、－ＣＯ－ＮＨ－、－ＣＯＯ－、－Ｏ－ＣＯＯ－、アルキレン基、アリーレ
ン基、ヘテロ環基、及びそれらの組み合わせから選ばれる二価の連結基である。
【００１４】
[５]　前記配向膜が、下記一般式（IV）で表される少なくとも１種の構成単位を含むポリ
マーを含有する[１]～[４]のいずれかの位相差板：
【００１５】
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【化４】

　一般式（IV）中、Ｍpはポリマーの主鎖を構成する（２＋ｎ）価の基を表し、Ｌ2は１＋
ｎ価の連結基を表し、ｎは１又は２を表し、Ｘ2は水素結合性基を表す。
【００１６】
[６]　一般式（IV）で表される構成単位を含有する液晶配向膜ポリマーが、ポリビニルア
ルコール誘導体である[５]に記載の位相差板。
[７]　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が、該化合物を含有しない光学異方性層と配向
膜との密着性よりも、光学異方性層と配向膜との密着性をより高くする機能を有する［１
］～［６］のいずれかの位相差板。
[８]　少なくとも一種の重合性化合物、及び少なくとも一種の下記一般式（Ｂ）で表され
る化合物を含有する重合性組成物。
一般式（Ｂ）
　　（Ｚ）n－Ｘ－ＱB

　一般式（Ｂ）中、Ｚは重合性基を有する置換基を表し、ｎは０～４の整数を表し、ｎが
１～４の場合、Ｘはｎ＋１価の連結基を表し、ｎが０の場合、Ｘは水素原子、又は、置換
もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリ
ール基を表し、ＱBは少なくとも一つのホウ素原子を含有する置換基を表す。
[９]　前記一般式（Ｂ）中、ｎが１を表し、Ｘが二価の連結基を表す[８]に記載の重合性
組成物。
[１０]　前記一般式（Ｉ）中、ＱBで表される置換基が、下記一般式（Ｃ）で表される[８
]又は[９]に記載の重合性組成物。
【００１７】

【化５】

一般式（Ｃ）中、Ｒ1及びＲ2はそれぞれ独立に、水素原子、又は、置換もしくは無置換の
脂肪族炭化水素基、アリール基又はヘテロアリール基を表し、Ｒ1及びＲ2は、アルキレン
連結基、アリール連結基、又はこれらの組み合わせからなる連結基を介して互いに連結し
てもよい。
【００１８】
[１１]　前記一般式（Ｂ）中、Ｚで表される重合性基が下記一般式（III）で表される基
、又はオキシラニル部分もしくはオキセタン部分を有する基である[８]、[９]もしくは[
１０]に記載の重合性組成物。
【００１９】

【化６】
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　一般式（III）中、Ｒ3は水素原子又はメチル基であり、Ｌ1は単結合又はＯ－、－ＣＯ
－、－ＮＨ－、－ＣＯ－ＮＨ－、－ＣＯＯ－、－Ｏ－ＣＯＯ－、アルキレン基、アリーレ
ン基、ヘテロ環基、及びそれらの組み合わせから選ばれる二価の連結基である。
【００２０】
[１２]　前記一般式（Ｂ）中、Ｚで表される重合性基が前記一般式（III）で表される基
を表し、ｎが１を表し、Ｘ1が少なくとも一つのアリール基を含む二価の連結基を表し、
ＱBが前記一般式（Ｃ）を表し、且つ、一般式（Ｃ）中のＲ1及びＲ2が水素原子を表す事
を特徴とする[８]～[１１]のいずれかに記載の重合性組成物。
[１３]　前記重合性組成物中に含有される少なくとも一つの重合性化合物が、液晶性化合
物であることを特徴とする、[８]～[１２]のいずれかに記載の重合性組成物。
[１４]　基板上で重合性組成物を硬化させて高分子膜を作製する方法であって、前記重合
性組成物が、少なくとも１種の下記一般式（Ｄ）で表される化合物を含有する高分子膜の
作製方法：
一般式（Ｄ）
　　（Ｚ）n－Ｘ－ＱD

　一般式（Ａ）中、Ｚは重合性基を有する置換基を表し、ｎは０～４の整数を表し、ｎが
１～４の場合、Ｘはｎ＋１価の連結基を表し、ｎが０の場合、Ｘは水素原子、又は、置換
もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリ
ール基を表し、ＱDは基板に吸着可能な基を表す。
[１５]　前記重合性組成物が、前記[８] ～[１３]のいずれかに記載の重合性組成物であ
ることを特徴とする[１４]に記載の高分子膜の作製方法。
[１６]　[１４]もしくは[１５]に記載の基板が、少なくとも一種の透明支持体上に配向膜
を有する基板であり、重合性組成物が前記[１３]に記載の液晶性化合物を含有する重合性
組成物である事を特徴とする高分子膜の作製方法。
[１７]　前記配向膜が、下記一般式（IV）で表される少なくとも１種の構成単位を含むポ
リマーを含有する[１６]に記載の高分子膜の作製方法。
【００２１】
【化７】

　一般式（IV）中、Ｍpはポリマーの主鎖を構成する（２＋ｎ）価の基を表し、Ｌ2は１＋
ｎ価の連結基を表し、ｎは１又は２を表し、Ｘ2は水素結合性基を表す。
【００２２】
[１８]　一般式（IV）で表される構成単位を含有する液晶配向膜ポリマーが、ポリビニル
アルコール誘導体である[１７]に記載の高分子膜の作製方法。
[１９]　[１６]、[１７]、もしくは、[１８]に記載の高分子膜の作製方法において、配向
膜基板上に形成された高分子膜が、光学的に異方性を有することを特徴する作製方法。
[２０]　前記高分子膜の作製方法において、重合性組成物を硬化させる温度が、８０℃以
下であることを特徴とする[１４]～[１９]のいずれかに記載の高分子膜の作製方法。
[２１]　前記[１４]～[２０]のいずれかに記載の方法で作製された位相差板。
[２２]　基板と高分子膜とが密着した[２１]に記載の位相差板。
[２３]　前記[１]～[７]、[２１]もしくは[２２]のいずれかに記載の位相差板と、偏光膜
とを有する楕円偏光板。
[２４]　前記[１]～[７]、[２１]もしくは[２２]のいずれかに記載の位相差板を有する液
晶表示装置。
【００２３】
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　本明細書において、「偏光膜」及び「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透明保護膜を有する積層体のことを意味す
るものとする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、液晶性化合物からなる光学異方性層に所定の化合物を添加することに
より、透明支持体、ポリマーからなる配向膜、該光学異方性層がこの順に設けられてなる
位相差板に、優れた耐久性と視野角特性の改善機能とを付与することができる。本発明に
よれば、耐久性を改善するために、従来配向膜中に使用されていた架橋性基が導入された
特殊なポリマー等は必要ではなく、安価で合成容易なポリマーを配向膜に使用することが
できる。また、本発明の重合性組成物を低温条件で硬化させた場合においても、基板との
密着性を付与することができ、光学異方性層の膜厚を低減できることから面状にも優れた
位相差板を提供することができる。
【発明の実施の形態】
【００２５】
　以下において、本願発明の内容について詳細に報告する。尚、本願明細書において「～
」とはその前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む意味で使用される。
【００２６】
　まず、本明細書における、Ｒｅ（λ）、Ｒｔｈ（λ）、チルト角及び平均チルト角の詳
細について以下に記す。
　また、本明細書において、Ｒｅ（λ）、Ｒｔｈ（λ）は各々、波長λにおける面内のリ
ターデーション及び厚さ方向のリターデーションを表す。Ｒｅ（λ）はＫＯＢＲＡ　２１
ＡＤＨ（王子計測機器（株）製）において波長λｎｍの光をフィルム法線方向に入射させ
て測定される。Ｒｔｈ（λ）は前記Ｒｅ（λ）、面内の遅相軸（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ーデーション値、及び面内の遅相軸
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λｎ
ｍの光を入射させて測定したレターデーション値の計３つの方向で測定したレターデーシ
ョン値と平均屈折率の仮定値及び入力された膜厚値を基にＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨが算出
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＆ＳＯ
ＮＳ，ＩＮＣ）、各種光学フィルムのカタログの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。
【００２７】
　また、本明細書において、光学異方性層中のディスコティック化合物の分子の平均チル
ト角とは、光学異方性層の一方の面（本発明の位相差板においては配向膜表面）と光学異
方性中のディスコティック化合物の分子の物理的な対象軸とのなす角度をチルト角θ１、
及び、他方の面（本発明の位相差板においては空気界面）とのなす角度をチルト角θ２と
し、その平均値（（θ１＋θ２）／２）として定義する。しかしながら、θ１及び他方の
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（円盤状化合物又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。
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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ーデーション
値を測定する。測定及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つの測定角でレター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及び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）、Ｍ
１５０及び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（ｎｅ
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ー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及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及びθ２を算出する。
　ここで、ｎｏ及び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。
【００２８】
　本発明は、透明支持体、ポリマー組成物からなる配向膜及び液晶性化合物からなる光学
異方性層がこの順で有し、前記光学異方性層が後述する一般式（Ｉ）で表される化合物の
少なくとも一種を含有する位相差板に関する。本発明の位相差板の好ましい態様は下記の
とおりである。
１）配向膜中に含有されるポリマーが、ポリビニルアルコールから形成されている。
２）光学異方性層が、ビニル部分、オキシラニル部分又はアジリジニル部分を有する基を
もつ液晶性化合物と、一般式（Ｉ）で表される化合物（より好ましくはＺを有する重合性
化合物）を含有する組成物から形成されている。
３）光学異方性層の液晶性化合物が、ビニル部分、オキシラニル部分又はアジリジニル部
分を有する基を持つ円盤状液晶性化合物である。
【００２９】
　以下に、本発明の、光学異方性層、液晶配向膜、透明支持体、及び、これらを用いた位
相差板、更に、液晶表示装置についての詳細を記す。
【００３０】
［位相差板］
　本発明の位相差板は、支持体上に少なくとも１種の重合体を主成分とした配向膜と、該
配向膜によって配向制御され、且つその配向状態に固定された液晶性化合物を含有する光
学異方性層を有する。図１は、本発明の位相差板の一実施形態の断面模式図である。図１
に示す位相差板（０５）は、透明支持体（０１）上に、ポリマー組成物からなる配向膜（
０２）及び光学異方性層（０３）を有する。配向膜（０２）は、プラスチックフィルム等
の透明支持体（０１）の表面に、塗布又は蒸着等によって形成することができる。配向膜
（０２）の表面をラビングした後、液晶性化合物（０４）を含有する組成物（塗布液）を
ラビング処理面に塗布すると、液晶性化合物の分子はラビング方向によって配向制御され
、所望の配向角度に配向する。その後、その配向状態に液晶性分子を固定して、光学異方
性層（０３）を形成し、位相差板（０５）が得られる。
【００３１】
　また、図２に示した様に、上記光学異方性層（０５）の透明支持体（０１）側と、もう
一方の透明支持体（０６）とで偏光膜（０７）を挟み込んで張り合わせることによって、
偏光板（０８）を作製することができる。



(11) JP 4694929 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

【００３２】
　更に、ねじれ配向したネマチック液晶からなる液晶セルの両側に上記偏光板（０８）を
配置することによって、本発明の液晶表示装置を作製することができる。ただし、両偏光
板の偏光軸は互いに直交されるように配置されている。
【００３３】
（１）光学異方性層
　本発明の位相差板が有する光学異方性層は、液晶性化合物、好ましくは円盤状液晶性化
合物、及び、本発明の化合物さらに、所望により重合性開始剤や他の添加剤を含む組成物
から形成することができる。該組成物は、例えば、塗布液として調製される。該塗布液を
、例えば、支持体上に形成された配向膜の表面に塗布し、液晶性化合物を配向、固定化す
ることで形成することができる。液晶性化合物を配向及び固定化した後は、支持体を剥離
してもよい。
【００３４】
（１）－１　光学異方性層の形成方法
　前記光学異方性層は、液晶性化合物を可溶できる溶媒に溶解して調製した塗布液を、上
記の様に支持体上に形成し、且つ、配向性が付与された配向膜上に塗布することによって
作製することができる。また、可能であれば蒸着により形成してもよいが、塗布により形
成するのが好ましい。塗布方法としてはカーテンコーティング法、ディップコーティング
法、スピンコーティング法、印刷コーティング法、スプレーコーティング法、スロットコ
ーティング法、ロールコーティング法、スライドコーティング法、ブレードコーティング
法、グラビアコーティング法、ワイヤーバー法等の公知の塗布方法が挙げられる。次いで
、２５℃～１３０℃において用いた溶媒を乾燥すると同時に、液晶性化合物を配向させ、
更に、所望により紫外線照射等によって固定化することによって、液晶性化合物による光
学異方性層が形成される。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であることが好ましく、１００ｍＪ／ｃ
ｍ2～８００ｍＪ／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。このようにして形成された光学異方性層の厚さは、用
途に応じて、例えば、最適なレターデーションの値に応じてその好ましい範囲も異なるが
、一般的には、０．１～１０μｍであるのが好ましく、０．５～５μｍであるのがさらに
好ましい。
【００３５】
（１）－２　光学異方性層の形成に用いられる材料
（１）－２－１　式（Ａ）で表される化合物
　本発明では、光学異方性層の形成に用いられる組成物中に、下記一般式（Ａ）で表され
る化合物の少なくとも一種を含有させるのが好ましい。該化合物は、配向膜に対して強い
相互作用を持つ置換基を有し、該組成物の塗布液を塗布後に一般式（Ａ）で表される化合
物の一部又は全部が配向膜と相互作用することにより配向膜界面及び配向膜の内部に拡散
して吸着される。
　従って、配向膜上に光学異方性層を形成した後では、塗布液中に添加された一般式（Ａ
）で表される化合物は、光学異方性層、配向膜、及び、両者の界面に、一般式（Ａ）その
ままの化学構造体、もしくは、一般式（Ａ）で表される化合物が配向膜や他の添加剤と反
応してなる誘導体として存在した状態をとる。
　この（Ａ）で表される化合物及び該化合物の誘導体が配向膜及び／又は光学異方性層中
に存在する比率によらず、該化合物もしくはその誘導体と液晶性化合物が相互作用し、配
向膜層と光学異方性層の密着性を高める効果がある。ここで、配向膜及び／又は光学異方
性層中における（Ａ）で表される化合物及び該化合物の誘導体の総質量％が、０．０１質
量％～４０質量％であることが好ましく、０．０５質量％～２０質量％であることが最も
好ましい。
　また、該化合物が重合性基を有する場合は、紫外線照射等によって液晶性化合物を重合
させる際に、該化合物及び液晶性化合物も互いに反応して架橋し、配向膜層と光学異方性
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層との密着性をさらに高める効果がある。
【００３６】
　本発明に用いられる前記化合物は、下記一般式（Ａ）で表される。
一般式（Ａ）
　　（Ｚ）n－Ｘ－Ｑ
　一般式（Ａ）中、Ｚは重合性基を有する置換基を表し、ｎは０～４の整数を表し、ｎが
１～４の場合、Ｘはｎ＋１価の連結基を表し、ｎが０の場合、Ｘは水素原子、置換又は無
置換のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し
、Ｑは配向膜に吸着して結合が可能な基を表す。
【００３７】
　一般式（Ａ）中、Ｚが表す重合性基を有する置換基は、アクリレート基、メタクリレー
ト基、スチリル基、ビニルケトン基、ブタジエン基、ビニルエーテル基、オキシラニル基
、アジリジニル基又はオキセタン基等を含む置換基が好ましく、（メタ）アクリレート基
、スチリル基、オキシラニル基もしくはオキセタン基を含む置換基がより好ましく、（メ
タ）アクリレート基又はスチリル基を含む置換基がさらに好ましい。
【００３８】
　中でも、Ｚは、下記一般式（III）で表される基又はオキシラニル部分もしくはオキセ
タン部分を有する置換基であるのが好ましい。
【００３９】
【化８】

【００４０】
　一般式（III）中、Ｒ3は水素原子又はメチル基であり、水素原子が好ましい。Ｌ1は、
単結合又はＯ－、－ＣＯ－、－ＮＨ－、－ＣＯ－ＮＨ－、－ＣＯＯ－、－Ｏ－ＣＯＯ－、
アルキレン基、アリーレン基、ヘテロ環基、及びそれらの組み合わせから選ばれる二価の
連結基であり、単結合、－ＣＯ－ＮＨ－、又は－ＣＯＯ－が好ましく、単結合又は－ＣＯ
－ＮＨ－が最も好ましい。
【００４１】
　一般式（Ａ）中、Ｑは、配向膜に吸着して結合することができる基である。例えば、配
向膜がポリビニルアルコール等のヒドロキシル基を有する場合は、配向膜のヒドロキシル
基と結合できる基が好ましい。Ｑとして好ましくは、－ＳｉＸ3（Ｘはハロゲン、アルコ
キシ基、または、アルキル基を表し、少なくとも一つはハロゲンもしくはアルコキシ基で
ある）、アルデヒド、エステル、カルボキシル基、イソシアネート、ボロン酸、もしくは
ボロン酸エステルなどである。なお、「配向膜に吸着して結合することができる基」とは
、配向膜を構成している材料（主にはポリマー）が有する基と相互作用して、配向膜に化
学吸着可能な基を意味する。一般式（Ａ）で表される化合物が、配向膜中に含有される場
合は、配向膜に吸着可能な基であるか否かは、配向膜を構成している材料（主にはポリマ
ー）が有する基と相互作用可能か否かによって判断される。
【００４２】
　一般式（Ａ）で表される化合物は、少なくとも１個のホウ素原子を含んでいるのが好ま
しい。
【００４３】
　また、一般式（Ａ）中、Ｘはｎ＋１価の連結基或いは水素原子、置換又は無置換のアル
キル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基を表す。
【００４４】
　また、ｎは０～４の整数を表すが、１を表す事がより好ましい。更に、一般式（Ａ）で
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表される化合物は、下記一般式（Ｉ）で表される化合物であるのがより好ましい。
【００４５】
【化９】

【００４６】
　一般式（Ｉ）中のＸ1は二価の連結基、水素原子、又は、置換もしくは無置換のアルキ
ル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表し、Ｚ、及び
、Ｑは、一般式（Ａ）と同義である。（但し、Ｚを有していなくてもよく、Ｚを有する場
合にはＸ1は二価の連結基を表す）。
【００４７】
　一般式（Ｉ）がＺを有する場合は、Ｘ1は二価の連結基を表し、二価の連結基としては
、単結合、又は、－Ｏ－、－ＣＯ－、－ＮＨ－、－ＣＯ－ＮＨ－、－ＣＯＯ－、－Ｏ－Ｃ
ＯＯ－、アルキレン基、アリーレン基、ヘテロアリール基及びそれらの組み合わせから選
ばれる二価の連結基が好ましく、置換もしくは無置換のアリーレン基がより好ましい。ま
た、Ｘが表すアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基及びヘテロアリール
基については、下記一般式（II）中のＲ1及びＲ2が表すそれぞれと同義であり、好ましい
範囲も同様である。またこれらの基が有する置換基の例は、下記置環基群Ｙから選ばれる
少なくとも１種が挙げられる。
【００４８】
　一般式（Ｉ）中、Ｑは、配向膜に吸着して結合可能な基であり、特に配向膜のヒドロキ
シル基と結合できる基が好ましい。Ｑとして好ましくは、－ＳｉＸ3（Ｘはハロゲン、ア
ルコキシ基、または、アルキル基を表し、少なくとも一つはハロゲンもしくはアルコキシ
基である）、アルデヒド、エステル、カルボキシル基、イソシアネート、ボロン酸、もし
くはボロン酸エステルなどである。
【００４９】
　一般式（Ｉ）で表される化合物は、少なくとも１個のホウ素原子を含んでいるのが好ま
しく、下記一般式（II）で表される化合物が好ましい。
【００５０】
【化１０】

【００５１】
　一般式（II）中、Ｒ1及びＲ2はそれぞれ独立に、水素原子、或いは、置換もしくは無置
換の、脂肪族炭化水素基、アリール基、又はヘテロアリール基を表す。
　また、Ｒ1とＲ2は、アルキレン連結基、アリール連結基、又はこれらの組み合わせから
なる連結基を介して連結してもよい。一般式（II）中のＸ1及びＺは、それぞれ一般式（
Ｉ）中のＸ1及びＺと同義であり、好ましい範囲も同様である。勿論、式(II)においても
、Ｚはあってもなくてもよい。
【００５２】
　一般式（II）中、Ｒ1及びＲ2がそれぞれ表す置換もしくは無置換の、脂肪族炭化水素基
には、置換もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基及びアルキニル基が含まれる。
　前記アルキル基の具体例としては、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、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイコシル基、イソプロピ
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ル基、イソブチル基、ｓｅｃ-ブチル基、ｔｅｒｔ-ブチル基、イソペンチル基、ネオペン
チル基、１-メチルブチル基、イソヘキシル基、２-メチルヘキシル基、シクロペンチル基
、シクロヘキシル基、１-アダマンチル基、２-ノルボルニル基等の直鎖状、分枝状、又は
環状のアルキル基が挙げられる。前記アルケニル基の具体例としては、ビニル基、１-プ
ロペニル基、１-ブテニル基、１-メチル-１-プロペニル基、１-シクロペンテニル基、１-
シクロヘキセニル基等の直鎖状、分枝状、又は環状のアルケニル基が挙げられる。
　前記アルキニル基の具体例としては、エチニル基、１-プロピニル基、１-ブチニル基、
１-オクチニル基等が挙げられる。アリール基の具体例としては、１個から４個のベンゼ
ン環が縮合環を形成したもの、ベンゼン環と不飽和五員環とが縮合環を形成したものを挙
げることができ、具体例としてはフェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリ
ル基、インデニル基、アセナブテニル基、フルオレニル基、ピレニル基等が挙げられる。
【００５３】
　Ｒ1及びＲ2がそれぞれ表す置換もしくは無置換のアリール基の具体例には、フェニル基
及びナフチル基が含まれる。また、Ｒ1及びＲ2がそれぞれ表す置換もしくは無置換のヘテ
ロアリール基の例には、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群から選ばれるヘテロ
原子を１個以上含む複素芳香環上の水素原子を１個除し、ヘテロアリール基としたものが
含まれる。窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群から選ばれるヘテロ原子を１個以
上含む複素芳香環の具体例としては、ピロール、フラン、チオフェン、ピラゾール、イミ
ダゾール、トリアゾール、オキサゾール、イソオキサゾール、オキサジアゾール、チアゾ
ール、チアジアゾール、インドール、カルバゾール、ベンゾフラン、ジベンゾフラン、チ
アナフテン、ジベンゾチオフェン、インダゾールベンズイミダゾール、アントラニル、ベ
ンズイソオキサゾール、ベンズオキサゾール、ベンゾチアゾール、プリン、ピリジン、ピ
リダジン、ピリミジン、ピラジン、トリアジン、キノリン、アクリジン、イソキノリン、
フタラジン、キナゾリン、キノキザリン、ナフチリジン、フェナントロリン、プテリジン
等が挙げられる。
【００５４】
　Ｒ1、Ｒ2及びＸ1は、可能な場合はさらに１個以上の置換基によって置換されていても
よい。これらの炭化水素基は任意の置換基によって１個以上置換されていてもよい。置換
基としては水素を除く１価の非金属原子団を挙げることができ、例えば、以下の置換基群
Ｙから選ばれる。
置換基群Ｙ：
ハロゲン原子（-Ｆ、-Ｂｒ、-Ｃｌ、-Ｉ）、ヒドロキシル基、アルコキシ基、アリーロキ
シ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルジチオ基、アリールジ
チオ基、アミノ基、Ｎ-アルキルアミノ基、Ｎ，Ｎ-ジアルキルアミノ基、Ｎ-アリールア
ミノ基、Ｎ，Ｎ-ジアリールアミノ基、Ｎ-アルキル-Ｎ-アリールアミノ基、アシルオキシ
基、カルバモイルオキシ基、Ｎ-アルキルカルバモイルオキシ基、Ｎ-アリールカルバモイ
ルオキシ基、Ｎ，Ｎ-ジアルキルカルバモイルオキシ基、Ｎ，Ｎ-ジアリールカルバモイル
オキシ基、Ｎ-アルキル-Ｎ-アリールカルバモイルオキシ基、アルキルスルホキシ基、ア
リールスルホキシ基、アシルチオ基、アシルアミノ基、Ｎ-アルキルアシルアミノ基、Ｎ-
アリールアシルアミノ基、ウレイド基、Ｎ'-アルキルウレイド基、Ｎ'，Ｎ'-ジアルキル
ウレイド基、Ｎ'-アリールウレイド基、Ｎ'，Ｎ'-ジアリールウレイド基、Ｎ'-アルキル-
Ｎ'-アリールウレイド基、Ｎ-アルキルウレイド基、Ｎ-アリールウレイド基、Ｎ'-アルキ
ル-Ｎ-アルキルウレイド基、Ｎ'-アルキル-Ｎ-アリールウレイド基、Ｎ'，Ｎ'-ジアルキ
ル-Ｎ-アルキルウレイド基、Ｎ'，Ｎ'-ジアルキル-Ｎ-アリールウレイド基、Ｎ'-アリー
ル-Ｎ-アルキルウレイド基、Ｎ'-アリール-Ｎ-アリールウレイド基、Ｎ'，Ｎ'-ジアリー
ル-Ｎ-アルキルウレイド基、Ｎ'，Ｎ'-ジアリール-Ｎ-アリールウレイド基、Ｎ'-アルキ
ル-Ｎ'-アリール-Ｎ-アルキルウレイド基、Ｎ'-アルキル-Ｎ'-アリール-Ｎ-アリールウレ
イド基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリーロキシカルボニルアミノ基、Ｎ-アルキ
ル-Ｎ-アルコキシカルボニルアミノ基、Ｎ-アルキル-Ｎ-アリーロキシカルボニルアミノ
基、Ｎ-アリール-Ｎ-アルコキシカルボニルアミノ基、Ｎ-アリール-Ｎ-アリーロキシカル
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ボニルアミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル基及びその共役塩基基、アルコキ
シカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、カルバモイル基、Ｎ-アルキルカルバモイ
ル基、Ｎ，Ｎ-ジアルキルカルバモイル基、Ｎ-アリールカルバモイル基、Ｎ，Ｎ-ジアリ
ールカルバモイル基、Ｎ-アルキル-Ｎ-アリールカルバモイル基、アルキルスルフィニル
基、アリールスルフィニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、スルホ基
（-ＳＯ3Ｈ）及びその共役塩基基、アルコキシスルホニル基、アリーロキシスルホニル基
、スルフィナモイル基、Ｎ-アルキルスルフィナモイル基、Ｎ，Ｎ-ジアルキルスルフィナ
モイル基、Ｎ-アリールスルフィナモイル基、Ｎ，Ｎ-ジアリールスルフィナモイル基、Ｎ
-アルキル-Ｎ-アリールスルフィナモイル基、スルファモイル基、Ｎ-アルキルスルファモ
イル基、Ｎ，Ｎ-ジアルキルスルファモイル基、Ｎ-アリールスルファモイル基、Ｎ，Ｎ-
ジアリールスルファモイル基、Ｎ-アルキル-Ｎ-アリールスルファモイル基、Ｎ-アシルス
ルファモイル基及びその共役塩基基、Ｎ-アルキルスルホニルスルファモイル基（-ＳＯ2

ＮＨＳＯ2（ａｌｋｙｌ））及びその共役塩基基、Ｎ-アリールスルホニルスルファモイル
基（-ＳＯ2ＮＨＳＯ2（ａｒｙｌ））及びその共役塩基基、Ｎ-アルキルスルホニルカルバ
モイル基（-ＣＯＮＨＳＯ2（ａｌｋｙｌ））及びその共役塩基基、Ｎ-アリールスルホニ
ルカルバモイル基（-ＣＯＮＨＳＯ2（ａｒｙｌ））及びその共役塩基基、アルコキシシリ
ル基（-Ｓｉ（Ｏａｌｋｙｌ）3）、アリーロキシシリル基（-Ｓｉ（Ｏａｒｙｌ）3）、ヒ
ドロキシシリル基（-Ｓｉ（ＯＨ）3）及びその共役塩基基、ホスホノ基（-ＰＯ3Ｈ2）及
びその共役塩基基、ジアルキルホスホノ基（-ＰＯ3（ａｌｋｙｌ）2）、ジアリールホス
ホノ基（-ＰＯ3（ａｒｙｌ）2）、アルキルアリールホスホノ基（-ＰＯ3（ａｌｋｙｌ）
（ａｒｙｌ））、モノアルキルホスホノ基（-ＰＯ3Ｈ（ａｌｋｙｌ））及びその共役塩基
基、モノアリールホスホノ基（-ＰＯ3Ｈ（ａｒｙｌ））及びその共役塩基基、ホスホノオ
キシ基（-ＯＰＯ3Ｈ2）及びその共役塩基基、ジアルキルホスホノオキシ基（-ＯＰＯ3（
ａｌｋｙｌ）2）、ジアリールホスホノオキシ基（-ＯＰＯ3（ａｒｙｌ）2）、アルキルア
リールホスホノオキシ基（-ＯＰＯ3（ａｌｋｙｌ）（ａｒｙｌ））、モノアルキルホスホ
ノオキシ基（-ＯＰＯ3Ｈ（ａｌｋｙｌ））及びその共役塩基基、モノアリールホスホノオ
キシ基（-ＯＰＯ3Ｈ（ａｒｙｌ））及びその共役塩基基、シアノ基、ニトロ基、アリール
基、アルケニル基及びアルキニル基。
　また、これらの置換基は、可能であるならば置換基同士、又は置換している炭化水素基
と結合して環を形成してもよい。
【００５５】
　一般式（II）中のＲ1及びＲ2として好ましくは水素原子である。
【００５６】
　また、本発明は、下記一般式（Ｂ）で表される化合物の少なくも一種を含有する重合性
組成物に関する。
一般式（Ｂ）
　　（Ｚ）n－Ｘ－ＱB

　一般式（Ｂ）中、Ｚは重合性基を有する置換基を表し、ｎは０～４の整数を表し、ｎが
１～４の場合、Ｘはｎ＋１価の連結基を表し、ｎが０の場合、Ｘは水素原子、或いは、置
換もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロア
リール基を表し、ＱBは、少なくとも一つのホウ素原子を含有する置換基を表す。本発明
の重合性組成物を、本発明の前記位相差板の光学異方性層の作製に用いる場合は、前記一
般式（Ｂ）で表される化合物が、前記一般式（Ａ）で表される化合物であってもよく、即
ち、ＱBは配向膜に吸着して結合可能な基を表す。
【００５７】
　一般式（Ｂ）中のＺ、Ｘ、及び、ｎは全て一般式（Ａ）と同義である。また、式中のＱ
Bは、少なくとも一つのホウ素原子を含有する置換基であり、好ましくは下記一般式（Ｃ
）で表される基である。
【００５８】
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【化１１】

【００５９】
　一般式（Ｃ）中、Ｒ1及びＲ2はそれぞれ独立に、水素原子、或いは、置換もしくは無置
換の脂肪族炭化水素基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。また、Ｒ1及びＲ2は、
アルキレン連結基、アリール連結基、又はこれらの組み合わせからなる連結基を介して互
いに連結してもよく、好ましい例は、前記一般式（II）中のＲ1及びＲ2と同義である。
【００６０】
　以下に一般式（Ａ）、一般式(Ｉ)、及び一般式（Ｂ）で表される好ましい化合物の具体
例を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００６１】
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【化１２】

【００６２】
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【化１３】

【００６３】
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【化１４】

【００６４】
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【００６５】
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【化１６】

【００６６】
　本発明に用いられる前記一般式（Ｉ）（又は一般式（Ａ）もしくは一般式（Ｂ））で表
される化合物の、含有量については特に制限はないが、液晶性化合物とともに用いる場合
は、液晶性化合物に対する好ましい割合は、０．０１質量％以上４０質量％以下、より好
ましくは０．０５質量％以上３０質量％以下、特に好ましくは０．０５質量％以上２０質
量％以下である。
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【００６７】
（１）－２－２　液晶性化合物
　前記光学異方性層は、配向状態に固定された液晶性化合物を含有しているのが好ましい
。該液晶性化合物が重合性基を有すると、重合反応により容易に固定化できるとともに、
また配向膜に吸着した前記重合性化合物と化学的に結合して、光学異方性層と配向膜との
密着性が向上するので好ましい。液晶性化合物の例には、分子の形状が円盤状であるディ
スコティック液晶性化合物と、分子の形状が棒状である棒状液晶性化合物が含まれる。
（１）－２－３　ディスコティック液晶性化合物
　ディスコティック液晶性化合物は、様々な文献（Ｃ．Ｄｅｓｔｒａｄｅ　ｅｔ　ａｌ．
，Ｍｏｌ．Ｃｒｙｓｒ．Ｌｉｑ．Ｃｒｙｓｔ．，ｖｏｌ．７１，ｐａｇｅ　１１１（１９
８１）；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．Ｃｈ
ｅｍ．Ｃｏｍｍ．，ｐａｇｅ　１７９４（１９８５）；Ｊ．Ｚｈａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，
Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，ｖｏｌ．１１６，ｐａｇｅ　２６５５（１９９４））に
記載されている。ディスコティック液晶性分子の重合は、特開平８－２７２８４公報に記
載がある。ディスコティック液晶性分子を重合により固定するためには、ディスコティッ
ク液晶性分子の円盤状コアに、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性分子は、下記一般式（IV）で表わされる化合物であることが
好ましい。
【００６８】
　一般式（Ｖ）
　Ｄ（－Ｍ－Ｐ）n

（一般式中、Ｄは円盤状コアであり、Ｍは二価の連結基であり、Ｐは重合性基であり、ｎ
は４～１２の整数である。）
【００６９】
　一般式（Ｖ）の円盤状コア（Ｄ）の例を以下に示す。以下の各例において、ＭＰ（又は
ＰＭ）は、二価の連結基（Ｍ）と重合性基（Ｐ）との組み合わせを意味する。
【００７０】
【化１７】

【００７１】
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【化１８】

【００７２】
【化１９】

【００７３】
【化２０】

【００７４】
【化２１】

【００７５】
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【化２２】

【００７６】
【化２３】

【００７７】
【化２４】

【００７８】
　一般式（Ｖ）において、二価の連結基（Ｍ）は、アルキレン基、アルケニレン基、アリ
ーレン基、－ＣＯ－、－ＮＨ－、－Ｏ－、－Ｓ－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（Ｍ）は、アルキレン基、ア
ルケニレン基、アリーレン基、－ＣＯ－、－ＮＨ－、－Ｏ－及び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基であることがさらに好ましい。二価の連結
基（Ｍ）は、アルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基、－ＣＯ－及び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基であることが最も好ましい。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。アリーレン基の炭素原子数は、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アリーレン基は、置換基（例、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）を有していてもよい。
【００７９】
　二価の連結基（Ｍ）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
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性基（Ｐ）に結合する。ＡＬはアルキレン基又はアルケニレン基を意味し、ＡＲはアリー
レン基を意味する。
Ｍ１：－ＡＬ－ＣＯ－Ｏ－ＡＬ－
Ｍ２：－ＡＬ－ＣＯ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－
Ｍ３：－ＡＬ－ＣＯ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＡＬ－
Ｍ４：－ＡＬ－ＣＯ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
Ｍ５：－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－
Ｍ６：－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－
Ｍ７：－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
Ｍ８：－ＣＯ－ＮＨ－ＡＬ－
Ｍ９：－ＮＨ－ＡＬ－Ｏ－
Ｍ１０：－ＮＨ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
【００８０】
Ｍ１１：－Ｏ－ＡＬ－
Ｍ１２：－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－
Ｍ１３：－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
Ｍ１４：－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－ＮＨ－ＡＬ－
Ｍ１５：－Ｏ－ＡＬ－Ｓ－ＡＬ－
Ｍ１６：－Ｏ－ＣＯ－ＡＬ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
Ｍ１７：－Ｏ－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－ＣＯ－
Ｍ１８：－Ｏ－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
Ｍ１９：－Ｏ－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
Ｍ２０：－Ｏ－ＣＯ－ＡＲ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
Ｍ２１：－Ｓ－ＡＬ－
Ｍ２２：－Ｓ－ＡＬ－Ｏ－
Ｍ２３：－Ｓ－ＡＬ－Ｏ－ＣＯ－
Ｍ２４：－Ｓ－ＡＬ－Ｓ－ＡＬ－
Ｍ２５：－Ｓ－ＡＲ－ＡＬ－
【００８１】
　一般式（Ｖ）の重合性基（Ｐ）は、重合反応の種類に応じて決定する。重合性基（Ｐ）
の例を以下に示す。
【００８２】
【化２５】

【００８３】
【化２６】

【００８４】
【化２７】
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【００８５】
【化２８】

【００８６】
【化２９】

【００８７】
【化３０】

【００８８】
　重合性基（Ｐ）は、不飽和重合性基（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ１５、Ｐ１６
、Ｐ１７）又はエポキシ基（Ｐ６、Ｐ１８）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（Ｐ１、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ１５、Ｐ１
６、Ｐ１７）であることが最も好ましい。一般式（Ｖ）において、ｎは４～１２の整数で
ある。具体的な数字は、ディスコティックコア（Ｄ）の種類に応じて決定される。なお、
複数のＭとＰ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。二種
類以上のディスコティック液晶性分子（例えば、二価の連結基に不斉炭素原子を有する分
子と有していない分子）を併用してもよい。
【００８９】
（１）－２－４　棒状液晶性化合物
　棒状液晶性分子としては、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、トラン類及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。以上のような低分子液晶性分子だけではなく、
高分子液晶性分子も用いることができる。
【００９０】
　棒状液晶性分子を重合によって配向を固定することがより好ましく、重合性棒状液晶性
分子としては、Ｍａｋｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．，１９０巻、２２５５頁（１９８９年）、
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　５巻、１０７頁（１９９３年）、米国特許４６
８３３２７号、同５６２２６４８号、同５７７０１０７号、ＷＯ９５／２２５８６号、同
９５／２４４５５号、同９７／００６００号、同９８／２３５８０号、同９８／５２９０
５号、特開平１－２７２５５１号、同６－１６６１６号、同７－１１０４６９号、同１１
－８００８１号、及び特願２００１－６４６２７号などに記載の化合物を用いることがで
きる。より好ましくは、下記一般式（VI）で表される化合物である。
【００９１】
一般式（VI）
　Ｑ1－Ｌ1－Ｃｙ1－Ｌ2－（Ｃｙ2－Ｌ3）n－Ｃｙ3－Ｌ4－Ｑ2

（一般式（VI）中、Ｑ1及びＱ2はそれぞれ独立に重合性基であり、Ｌ1及びＬ4はそれぞれ
独立に二価の連結基であり、Ｌ2及びＬ3はそれぞれ独立に単結合又は二価の連結基であり
、Ｃｙ1、Ｃｙ2及びＣｙ3は二価の環状基であり、ｎは０、１又は２である。）
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【００９２】
　さらに、上記一般式（VI）において、重合性基の重合反応は、付加重合（開環重合を含
む）又は縮合重合であることが好ましい。言い換えると、重合性基は、付加重合反応又は
縮合重合反応が可能な官能基であることが好ましい。この中でも、エチレン系重合性基が
好ましい。以下に重合性基の例を示す。
【００９３】
【化３１】

【００９４】
　Ｌ1及びＬ4は、さらに、それぞれ独立に、－Ｏ－，－Ｓ－，－ＣＯ－，－ＮＲ22－，二
価の鎖状基、二価の環状基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。ここでＲ22は、炭素原子数が１～７のアルキル基又は水素原子で
ある。
　組み合わせからなる二価の連結基の例を以下に示す。ここで、左側がＱ（Ｑ1又はＱ2）
に、右側がＣｙ（Ｃｙ1又はＣｙ3）に結合する。
【００９５】
Ｌ－１：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－
Ｌ－２：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－
Ｌ－３：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－
Ｌ－４：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－二価の環状基－
Ｌ－５：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－二価の環状基－ＣＯ－Ｏ－
Ｌ－６：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－二価の環状基－Ｏ－ＣＯ－
Ｌ－７：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－二価の環状基－二価の鎖状基－
Ｌ－８：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－二価の環状基－二価の鎖状基－ＣＯ－Ｏ－
Ｌ－９：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－二価の環状基－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－
Ｌ－１０：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－二価の環状基－
Ｌ－１１：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－二価の環状基－ＣＯ－Ｏ－
Ｌ－１２：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－二価の環状基－Ｏ－ＣＯ－
Ｌ－１３：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－二価の環状基－二価の鎖状基－
Ｌ－１４：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－二価の環状基－二価の鎖状基－ＣＯ－
Ｏ－
Ｌ－１５：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－二価の環状基－二価の鎖状基－Ｏ－Ｃ
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Ｏ－
Ｌ－１６：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－二価の環状基－
Ｌ－１７：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－二価の環状基－ＣＯ－Ｏ－
Ｌ－１８：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－二価の環状基－Ｏ－ＣＯ－
Ｌ－１９：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－二価の環状基－二価の鎖状基－
Ｌ－２０：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－二価の環状基－二価の鎖状基－Ｃ
Ｏ－Ｏ－
Ｌ－２１：－ＣＯ－Ｏ－二価の鎖状基－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－二価の環状基－二価の鎖状基－Ｏ
－ＣＯ－
【００９６】
　二価の鎖状基は、アルキレン基、置換アルキレン基、アルケニレン基、置換アルケニレ
ン基、アルキニレン基、置換アルキニレン基を意味する。アルキレン基，置換アルキレン
基、アルケニレン基，置換アルケニレン基が好ましく、アルキレン基及びアルケニレン基
がさらに好ましい。
　アルキレン基は、分岐を有していてもよい。アルキレン基の炭素数は１～１２であるこ
とが好ましく、２～１０であることがさらに好ましく、２～８であることが最も好ましい
。
　置換アルキレン基のアルキレン部分は、上記アルキレン基と同様である。置換基の例と
してはハロゲン原子が含まれる。
　アルケニレン基は、分岐を有していてもよい。アルケニレン基の炭素数は２～１２であ
ることが好ましく、２～１０であることがさらに好ましく、２～８であることがもっとも
好ましい。
　置換アルキレン基のアルキレン部分は、上記アルキレン基と同様である。置換基の例と
してはハロゲン原子が含まれる。
　アルキニレン基は、分岐を有していてもよい。アルキニレン基の炭素数は２～１２であ
ることが好ましく、２～１０であることがさらに好ましく、２～８であることがもっとも
好ましい。
　置換アルキニレン基のアルキニレン部分は、上記アルキニレン基と同様である。置換基
の例としてはハロゲン原子が含まれる。
【００９７】
　二価の鎖状基の具体例としては、エチレン、トリメチレン、プロピレン、テトラメチレ
ン、２－メチル－テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレン、オクタメチレン、
２－ブテニレン、２－ブチニレンなどが挙げられる。
【００９８】
　二価の環状基の定義及び例は、後述するＣｙ1、Ｃｙ2及びＣｙ3の定義及び例と同様で
ある。
　上記Ｒ22は、炭素原子数１～４のアルキル基又は水素原子であることが好ましく、メチ
ル基、エチル基又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もっと
も好ましい。
【００９９】
　Ｌ2又はＬ3はそれぞれ独立に単結合又は二価の連結基である。Ｌ2及びＬ3はそれぞれ独
立に、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－、－ＮＲ33－、二価の鎖状基、二価の環状基及びそれら
の組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基又は単結合であることが好ましい。上
記Ｒ33は、炭素原子数が１～７のアルキル基又は水素原子であり、炭素原子数１～４のア
ルキル基又は水素原子であることが好ましく、メチル基、エチル基又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もっとも好ましい。二価の鎖状基、及び二価
の環状基についてはＬ1及びＬ4の定義と同義である。
【０１００】
　一般式（VI）において、ｎは０、１又は２である。ｎが２の場合、二つのＬ3は同じで
あっても異なっていても良く、二つのＣｙ2も同じであっても異なっていてもよい。ｎは
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【０１０１】
　式（VI）において、Ｃｙ1、Ｃｙ2及びＣｙ3は、それぞれ独立に、二価の環状基である
。
　環状基に含まれる環は、５員環、６員環、又は７員環であることが好ましく、５員環又
は６員環であることがさらに好ましく、６員環であることがもっとも好ましい。
　環状基に含まれる環は、縮合環であってもよい。ただし、縮合環よりも単環であること
がより好ましい。
　環状基に含まれる環は、芳香族環、脂肪族環、及び複素環のいずれでもよい。芳香族環
の例には、ベンゼン環及びナフタレン環が含まれる。脂肪族環の例には、シクロヘキサン
環が含まれる。複素環の例には、ピリジン環及びピリミジン環が含まれる。ベンゼン環を
有する環状基としては、１，４－フェニレンが好ましい。ナフタレン環を有する環状基と
しては、ナフタレン－１，５－ジイル及びナフタレン－２，６－ジイルが好ましい。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－ジイルが好ましい。
　環状基は、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、シアノ基、ニ
トロ基、炭素原子数が１～５のアルキル基、炭素原子数が１～５のハロゲン置換アルキル
基、炭素原子数が１～５のアルコキシ基、炭素原子数が１～５のアルキルチオ基、炭素原
子数が２～６のアシルオキシ基、炭素原子数が２～６のアルコキシカルボニル基、カルバ
モイル基、炭素原子数が２～６のアルキル置換カルバモイル基及び炭素原子数が２～６の
アシルアミノ基が含まれる。
【０１０２】
　以下に、一般式（VI）で表される重合性液晶化合物の例を示す。本発明はこれらに限定
されるものではない。
【０１０３】
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【０１０４】
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【０１０５】
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【０１０６】
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【化３５】

【０１０７】
　液晶性分子は、配向状態を維持して固定することが好ましく、固定化は、液晶性分子に
導入した重合性基（一般式（Ｖ）で表すところのＰ）の重合反応により実施することが好
ましい。固定化には所望の光学異方性の発現と安定化が目的であり、その結果、液晶性が
失われる事は何ら差し支えない。そのためには、前記塗布液中には、重合開始剤を含有さ
せるのが好ましい。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、及び電子線を用いるＥＢ硬化が含まれる。このうち、光重合反応（光硬
化）及びＥＢ硬化が好ましい。光の作用によりラジカルを発生させる重合開始剤の例とし
ては、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３５４９３６
７号明細書記載）、アクリジン及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）及びオキサジアゾール化合物（米国特許４２１
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２９７０号明細書記載）、アセトフェノン系化合物、ベンゾインエーテル系化合物、ベン
ジル系化合物、ベンゾフェノン系化合物、チオキサントン系化合物等が好ましい。アセト
フェノン系化合物としては、例えば、２，２－ジエトキシアセトフェノン、２－ヒドロキ
シメチル－１－フェニルプロパン－１－オン、４'－イソプロピル－２－ヒドロキシ－２
－メチル－プロピオフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオフェノン、ｐ－ジ
メチルアミノアセトン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルジクロロアセトフェノン、ｐ－ｔｅｒｔ－
ブチルトリクロロアセトフェノン、ｐ－アジドベンザルアセトフェノン等が挙げられる。
ベンジル系化合物としては、例えば、ベンジル、ベンジルジメチルケタール、ベンジル－
β－メトキシエチルアセタール、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン等が挙げ
られる。ベンゾインエーテル系化合物としては、例えば、ベンゾイン、ベンゾインメチル
エーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾイン－ｎ－プロピルエーテル、ベンゾイン
イソプロピルエーテル、ベンゾイン－ｎ－ブチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテ
ル等が挙げられる。ベンゾフェノン系化合物としては、例えば、ベンゾフェノン、ｏ－ベ
ンゾイル安息香酸メチル、ミヒラーズケトン、４，４'－ビスジエチルアミノベンゾフェ
ノン、４，４'－ジクロロベンゾフェノン等が挙げられる。チオキサントン系化合物とし
ては、例えば、チオキサントン、２－メチルチオキサントン、２－エチルチオキサントン
、２－イソプロピルチオキサントン、４－イソプロピルチオキサントン、２－クロロチオ
キサントン、２，４－ジエチルチオキサントン等が挙げられる。このような芳香族ケトン
類からなる感光性ラジカル重合開始剤の中でも、アセトフェノン系化合物及びベンジル系
化合物が、硬化特性、保存安定性、臭気等の面で特に好ましい。これらの芳香族ケトン類
からなる感光性ラジカル重合開始剤は、１種又は２種以上を所望の性能に応じて配合して
使用することができる。また、感度を高める目的で重合開始剤に加えて、増感剤を用いて
もよい。増感剤の例には、ｎ－ブチルアミン、トリエチルアミン、トリ－ｎ－ブチルホス
フィン、及びチオキサントン等が含まれる。
【０１０８】
　光重合開始剤は複数種を組み合わせてもよく、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。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
．０５～５質量％であることが更に好ましい。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。
【０１０９】
（１）－２－５　その他の添加剤
　光学異方性層形成用塗布液中には、前記以外の添加剤も添加することができる。例えば
、可塑剤、モノマー、界面活性剤、セルロースエステル、配向制御剤及びカイラル剤等が
挙げられる。以下に配向制御剤について詳細に説明する。本発明における配向制御剤とは
、液晶性化合物の塗布液に添加され、塗布後に液晶性化合物の層の表面、つまり、空気界
面側に偏在することによって、空気界面側での液晶性化合物の配向を制御するのに寄与す
る化合物を意味する。この配向制御剤の構造によっては、液晶性化合物を空気界面側で略
垂直に配向させたり、逆に略水平に配向させることもできるが、本発明においてディスコ
ティック液晶性化合物を用いる場合には、空気界面側で略垂直に配向させる添加剤が好ま
しい。例えば、ディスコティック液晶性化合物の場合には、特開２０００－３４４７３４
号公報等に記載の下記一般式（VII）で表されるような化合物が挙げられる。
【０１１０】
一般式（VII）
　　（Ｈｂ－）mＬ（－Ｂｕ）n

（一般式（Ｖ）中、Ｈｂは、炭素原子数が１～４０のフッ素置換アルキル基、炭素原子数
が６～４０のフッ素置換アリール基、炭素原子数が６～６０のアルキル基及び炭素原子数
が１～６０のアルキル置換オリゴシロキサノキシ基からなる群より選ばれる疎水性基であ
り、Ｂｕは少なくとも二つの環状構造を含む排除体積効果を有する基であり、Ｌは（ｍ＋
ｎ）価の連結基であり、ｍ及びｎはそれぞれ独立に、１～１２の整数である。）
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【０１１１】
　一般式（VII）で表される配向制御剤として好ましくは、トリヒドロキシベンゼン骨格
及びトリアジン骨格に、フッ素アルキル基や長鎖アルキル基、アリール基が置換した低分
子配向制御剤が挙げられる。空気界面側でディスコティック液晶を垂直に配向させるため
の配向制御剤の具体例としては、例えば、以下のＤ－１等が挙げられ、水平に配向させる
ための配向制御剤としてＤ－２等が挙げられる。
【０１１２】
【化３６】

【０１１３】
　また、配向制御剤としては、以下に示すような高分子化合物でもよい。添加される高分
子配向制御剤は液晶層の塗布液に溶解しうるポリマーであればよい。好ましい高分子配向
制御剤の一例を以下に示す。
【０１１４】
ポリプロピレンオキシド
ポリテトラメチレンオキシド
ポリ－ε－カプロラクトン
ポリ－ε－カプロラクトン　ジオール
ポリ－ε－カプロラクトン　トリオール
ポリビニルアセテート
ポリメラミン
ポリ（エチレン　アジペート）
ポリ（１，４－ブチレン　アジペート）
ポリ（１，４－ブチレン　グルタレート）
ポリ（１，２－ブチレン　グリコール）
ポリ（１，４－ブチレン　スクシネート）
ポリ（１，４－ブチレン　テレフタレート）
ポリ（エチレンテレフタレート）
ポリ（２－メチル－１，３－プロピレンアジペート）
ポリ（２－メチル－１，３－プロピレングルタレート）
ポリ（ネオペンチルグリコールアジペート）
ポリ（ネオペンチルグリコール　セバケート）
ポリ（１，３－プロピレンアジペート）
ポリ（１，３－プロピレングルタレート）
ポリビニルブチラール
ポリビニルホルマール
ポリビニルアセタール
ポリビニルプロパナール
ポリビニルヘキサナール
ポリビニルピロリドン
ポリアクリル酸エステル
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ポリメタクリル酸エステル
ポリ（３－ヒドロキシブチリックアシッド）
【０１１５】
　また、少なくとも一つのフッ化アルキル基を有するモノマーからなる構成単位を含有し
たポリマーがより好ましく用いられ、例えば、以下に示したＤ－３のポリマー等が好適に
用いられる。
【０１１６】
【化３７】

【０１１７】
　配向制御剤の添加量は、該制御剤の添加する液晶組成物中の液晶性化合物に対し０．０
５質量％～１０質量％添加することが好ましい。より好ましくは０．１質量％～５質量％
である。
【０１１８】
　光学異方性層形成用の塗布液の調製に使用する溶媒としては、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、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、２－ブタノン、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
）などが含まれる。この中でアルキルハライド、ケトンが好ましい。２種類以上の有機溶
剤を併用してもよい。
【０１１９】
　塗布液中の液晶性化合物及びその他の添加剤の固形分濃度としては、０．１質量％～６
０質量％が好ましく、０．５質量％～５０質量％がより好ましく、２質量％～４０質量％
がさらに好ましい。また、塗布液の粘度は、０．０１ｃｐ～１００ｃｐが好ましく、０．
１ｃｐ～５０ｃｐがより好ましい。
【０１２０】
（２）配向膜
　本発明に用いられる配向膜は、ポリマー組成物からなる。ポリマー組成物は、ポリマー
を主原料とし、その他の添加剤を含有していてもよい。前記一般式（Ａ）、（Ｂ）及び／
又は（Ｉ）で表される化合物を含有していてもよい。前記配向膜の主原料であるポリマー
は、例えば、前記一般式（Ｉ）で表される化合物が有するＱが吸着可能な基を有する限り
、その構造について特に制限はない。Ｑと水素結合を形成可能な水素結合性基を有してい
るのが好ましい。配向膜を構成するポリマーの一例として、下記一般式（ＩＶ）で表され
る少なくとも一種の構成単位を有するポリマーが挙げられる。下記一般式（ＩＶ）で表さ
れる少なくとも一種の構成単位を有するポリマーは、ポリビニルアルコールの誘導体であ
るのが好ましい。
【０１２１】
【化３８】
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　一般式（ＩＶ）中、ＭPはポリマーの主鎖を構成する（２＋ｎ）価の基を表し、Ｌ2は１
＋ｎ価の連結基を表し、ｎは１又は２を表し、Ｘ2は水素結合性基を表す。
【０１２２】
　以下にＭP、Ｌ2、Ｘ2について詳細に説明する。
　一般式（ＩＶ）中のＭPは、配向膜を形成するポリマーの主鎖を構成する基であり、水
素結合性基Ｘ2との連結基であるＬ2がｎ個の部位で結合した（２＋ｎ）価の基を表す。式
中、Ｍｐとしては、炭素－炭素結合のみからなる基（例えば、置換もしくは無置換のエチ
レン基、ブチレン基、ビニレン基、環状アルキレン基、フェニレン基等）、酸素原子を含
む基（例えば、エーテル基、アセタール基、エステル基、カルボネート基等）、窒素原子
を含む基（例えば、アミノ基、イミノ基、アミド基、ウレタン基、ウレイド基、イミド基
、イミダゾール基、オキサゾール基、ピロール基、アニリド基、マレインイミド基等）、
硫黄原子を含む基（例えば、スルフィド基、スルホン基、チオフェン基等）、リン原子を
含む基（例えば、ホスフィン基、リン酸エステル基など）、珪素原子を含む基（例えば、
シロキサン基等）等の基、及び、これらを二つ以上組み合わせて形成される基が挙げられ
る。また、式中のＭPは、これら連結基に対しｎ個のＬ2が置換されるように誘導された（
２＋ｎ）価の連結基を表す。
【０１２３】
　以下にＭPの好ましい具体例を示すが、本発明のＭPはこれに限定されるものではない。
　また、ＭP中の＊で表される部位はＬ2と連結する部位を表す。
【０１２４】
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【化３９】

【０１２５】
　（２＋ｎ）価の基ＭPとして好ましくは、炭素－炭素結合のみからなる基、もしくは、
窒素原子を含む連結基から誘導される基であり、より好ましくは、置換もしくは無置換の
エチレン基（例えば、Ｐ－１、もしくは、Ｐ－２等）もしくは、イミド基（例えばＰ－１
３）、アミド基（例えばＰ－１４）、マレインイミド基（例えばＰ－１９）から誘導され
る基であり、最も好ましくは、置換もしくは無置換のエチレン基であるＰ－１及びＰ－２
である。
【０１２６】
　一般式（ＩＶ）中のＭPと、水素結合性基Ｘ2とを連結する１＋ｎ価の連結基Ｌ2として
は、単結合、又は、置換もしくは無置換の炭素数１～２０のアルキレン基（例えば、メチ
レン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、イソプロピレン基など）、炭素数２～
２０のアルケニレン基（例えば、ビニレン基、ブテン基等）、置換もしくは無置換のアリ
ーレン基（例えば、ｏ－フェニレン基、ｍ－フェニレン基、ｐ－フェニレン基、１，４－
ナフチレン基等）、－Ｏ－、－ＮＲ1－、－Ｓ－、－ＰＲ2－、－Ｓｉ（Ｒ3）（Ｒ4）－、
－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）ＮＲ5－、－ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ－、－Ｏ
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1～Ｒ8は水素原子又は置換可能な置換基を表し、より具体的には、水素原子、ハロゲン原
子、アルキル基（シクロアルキル基、ビシクロアルキル基を含む）、アルケニル基（シク
ロアルケニル基、ビシクロアルケニル基を含む）、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環
基、シアノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシ基、アリールオ
キシ基、シリルオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、
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、アミノ基（アニリノ
基を含む）、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、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、スルファモイルアミノ基、アルキル及びアリー
ルスルホニルアミノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ
基、スルファモイル基、スルホ基、アルキル及びアリールスルフィニル基、アルキル及び
アリールスルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル
基、カルバモイル基、アリール及びヘテロ環アゾ基、イミド基、ホスフィノ基、ホスフィ
ニル基、ホスフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、シリル基が例として挙げられる
。
　また、これらの連結基を二つ以上連結させて形成される、以下に示したような１＋ｎ価
の連結基でもよい。
【０１２７】
【化４０】

【０１２８】
　一般式（ＩＶ）中のＬ2として好ましい連結基は、単結合、フェニレン基、Ｌ－１、及
び、Ｌ－２であり、最も好ましくは単結合である。
【０１２９】
　一般式（ＩＶ）中の水素結合性基Ｘ2としては、少なくとも一つの－ＯＨ基、もしくは
、－ＮＨ基を含有する基であるのが好ましく、例えば、ヒドロキシル基（－ＯＨ）、カル
ボキシル基（－ＣＯＯＨ）、カルバモイル基（－ＣＯＮＨＲ）、スルファモイル基（－Ｓ
ＯＮＨＲ）、ウレイド基（－ＮＨＣＯＮＨＲ）、アミノ基（－ＮＨＲ）、ウレタン基（－
ＮＨＣＯＯＲ）、アミド基（－ＮＨＣＯＲ）がより好ましい。ただし、Ｒは水素原子、ヒ
ドロキシ基、アミノ基、炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～１５のアリール基、も
しくは、ヘテロ環基を表すが、好ましくは、水素原子を表す。一般式（ＩＶ）中の水素結
合性基Ｘ2として更に好ましくは、ヒドロキシル基、カルボキシル基であり、最も好まし
くはヒドロキシル基である。
【０１３０】
　以下に、一般式（ＩＶ）で表される繰り返し単位の具体例を示すが、これによって本発
明はなんら限定されるものではない。なお、この中で最も好ましいのはＩＶ－１である。
【０１３１】
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【０１３２】



(41) JP 4694929 B2 2011.6.8

10

20

30

40

【化４２】

【０１３３】
　本発明に用いられる配向膜ポリマーは、一般式（ＩＶ）で表される構成単位のみからな
る単独重合体でもよいし、一般式（ＩＶ）で表される二種以上の構成単位からなる共重合
体であってもよいし、一般式（ＩＶ）とそれ以外の一種以上の構成単位との共重合体であ
ってもよい。一般式（ＩＶ）以外の構成単位に特に制限はないが、好ましい共重合構成単
位としては、例えば、炭化水素系重合性化合物（例えば、エチレン系重合性化合物、プロ
ピレン系重合性化合物、スチレン系重合性化合物、マレインイミド系重合性化合物、アク
リル酸系重合性化合物、アクリル酸エステル系重合性化合物、アクリルアミド系重合性化
合物、アクリルアニリド系重合性化合物等）、エーテル系重合性化合物、エステル系重合
性化合物、カルボナート系重合性化合物、アミド系重合性化合物、アミック酸系重合性化
合物、イミド系重合性化合物、ウレタン系重合性化合物、及び、ウレイド系重合性化合物
であり、この中でも好ましくは、炭化水素系重合性化合物であり、さらに好ましくは、エ
チレン系重合性化合物である。
【０１３４】
　以下に一般式（ＩＶ）以外の構成単位の具体例を示すが、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。
【０１３５】



(42) JP 4694929 B2 2011.6.8

10

20

30

40

【化４３】

【０１３６】
　前記配向膜用ポリマーが、一般式（IV）で表される構成単位と他の構成単位との共重合
体である場合、一般式（IV）で表される構成単位の含率は１０～９９．９モル％であり、
２０～９９モル％が好ましく、５０～９９モル％が最も好ましい。
【０１３７】
　前記配向膜用ポリマーが、一般式（IV）で表される構成単位と他の構成単位との共重合
体である場合、一般式（IV）で表される構成単位として好ましくはIV－１又はIV－２であ
り、他の構成単位として好ましくはＺ－１、Ｚ－２、Ｚ－３又はＺ－４である。中でも最
も好ましい組み合わせはIV－１とＺ－１である。
【０１３８】
　以下に、一般式（IV）で表される構成単位と他の構成単位との共重合体の具体例を示す
が、本発明の用いられる液晶配向膜はこれに限定されるものではない。
【０１３９】
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【化４４】

【０１４０】
　前記配向膜は、前記配向膜用ポリマー以外にも、適宜添加剤を含有していてもよい。各
種添加剤は、塗布液の調製時に、前記配向膜用ポリマーとともに、塗布液中に添加される
。例えば、前記配向膜用ポリマーが水溶性の溶媒に溶解し難い場合は、塩基性化合物（例
えば、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、トリエチルアミンなど）や、酸性化合物（例
えば、塩酸、酢酸、コハク酸等）を添加して溶解を促進してもよい。本発明の配向膜の塗
布液に用いられる溶媒としては、例えば、水、アルコール類（例えば、メタノール、エタ
ノール、イソプロパノール等）、アミド類（例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド等）
、アセトニトリル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、酢酸エチ
ル等が挙げられるが、好ましくは、水、アルコール類、及び、これらの混合溶媒である。
　本発明に用いられる配向膜ポリマーは、上記溶媒中に０．１質量％～４０質量％、好ま
しくは、０．５質量％～２０質量％、より好ましくは、２質量％～１０質量％含まれる。
また、配向膜を溶解した塗布液の粘度は、好ましくは０．１ｃｐ～１００ｃｐ、より好ま
しくは、０．５ｃｐ～５０ｃｐである。
【０１４１】
　上記方法によって形成された配向膜は、その表面がラビング処理され、液晶配向性が付
与されているのが好ましい。ラビング処理は、ポリマー塗布層の表面を、紙や布で一定方
向（通常は長手方向）に、数回こすることにより実施することができる。また、ラビング
以外の方法としては、電場の付与、磁場の付与あるいは光照射により液晶配向性を付与す
ることもできる。液晶配向性を付与する方法としては、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。
【０１４２】
（３）支持体
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　本発明の位相差板は支持体を有する。支持体は、作製時に用いられる支持体と必ずしも
同一でなくてもよく、前記光学異方性層を作製した後、作製時に用いた仮支持体から他の
支持体に転写してもよい。透明で光学異方性が小さく、波長分散が小さいポリマーフィル
ムを支持体として用いることが好ましい。ここで支持体が透明であるとは、光透過率が８
０％以上であることを意味する。波長分散が小さいとは、具体的には、Ｒｅ４００／Ｒｅ
７００の比が１．２未満であることが好ましい。光学異方性が小さいとは、具体的には、
面内レターデーション（Ｒｅ）が２０ｎｍ以下であることが好ましく、１０ｎｍ以下であ
ることがさらに好ましい。透明支持体は、ロール状又は長方形のシート状の形状を有する
ことが好ましく、ロール状の透明支持体を用いて、光学異方性層を積層してから、必要な
大きさに切断することが好ましい。ポリマーの例には、セルロースエステル、ポリカーボ
ネート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート及びポリメタクリレー
トが含まれる。セルロースエステルが好ましく、アセチルセルロースがさらに好ましく、
トリアセチルセルロースが最も好ましい。ポリマーフィルムは、ソルベントキャスト法に
より形成することが好ましい。透明支持体の厚さは、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。透明支持体とその上に設けられる
層（接着層、配向膜あるいは光学異方性層）との接着を改善するため、透明支持体に表面
処理（例、グロー放電処理、コロナ放電処理、紫外線（ＵＶ）処理、火炎処理）を実施し
てもよい。透明支持体の上に、接着層（下塗り層）を設けてもよい。
【０１４３】
（４）偏光板
　本発明の位相差板に、直線偏光膜又は透明保護膜を貼り合せ、偏光板とした後に、液晶
表示素子に組み込むことができる。以下に該偏光膜及び透明保護膜について説明する。
【０１４４】
（４）－１　偏光膜
　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。ヨウ素系偏光膜及び染料系偏光膜は、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。偏光膜の透過軸は、フィルムの延伸方向に垂直な方向に相当する。ディス
コティック液晶性化合物を光学異方性層に用いた場合には、偏光膜の透過軸は、配向膜側
のディスコティック液晶性分子の面に対し、実質的に平行になるように配置される。また
、棒状液晶性化合物を用いた場合、偏光膜の透過軸は、棒状液晶性分子の長軸方向（遅相
軸）と、実質的に平行になるように配置する。通常は、位相差板の支持体側に張り合わせ
るのが好ましいが、必要によっては、光学異方性層側と張り合わせてもよい。
【０１４５】
（４）－２　透明保護膜
　位相差板の光学異方性層側に透明保護膜として、透明なポリマーフィルムが用いられる
ことが好ましい。保護膜が透明であるとは、光透過率が８０％以上であることを意味する
。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。
【０１４６】
（５）液晶表示装置
　本発明の位相差板は、様々な表示モードの液晶セルを有する液晶表示装置に用いること
ができる。前述した様に、本発明の位相差板は、液晶セルの光学補償シートとして有用で
ある。液晶性分子からなる光学異方性層有する光学補償シートは、透過型については、Ｔ
Ｎ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎ
ｇ）、ＦＬＣ（Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＬｉｑｕｉｄＣｒｙｓｔａｌ）、ＯＣＢ（
Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｏｒｙ　Ｂｅｎｄ）、ＳＴＮ（Ｓｕｐｐｅｒ　
ＴｗｉｓｔｅｄＮｅｍａｔｉｃ）、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ　Ａｌｉｇｎｅｄ）、Ｅ
ＣＢ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ＣｏｎｔｒｏｌｌｅｄＢｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）
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、反射型については、ＴＮ、ＨＡＮ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）
、ＧＨ（Ｇｕｅｓｔ－Ｈｏｓｔ）等の液晶セルに対応するものが既に提案されている。本
発明によって得られる位相差板及び偏光板は、その配向状態によって種々の液晶表示モー
ドに適用できるが、本発明によって得られる光学異方性層及び偏光板は、ＴＮモード液晶
セルに好適に適用できる。
【０１４７】
（６）　高分子膜の作製方法
　また、本発明は、基板上で重合性組成物を硬化させて高分子膜を作製する方法であって
、前記重合性組成物が、少なくとも１種の下記一般式（Ｄ）で表される化合物を含有する
高分子膜の作製方法にも関する。
一般式（Ｄ）
　　（Ｚ）n－Ｘ－ＱD

　一般式（Ｄ）中、Ｚは重合性基を有する置換基を表し、ｎは０～４の整数を表し、ｎが
１～４の場合、Ｘはｎ＋１価の連結基を表し、ｎが０の場合、Ｘは水素原子、又は、置換
もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリ
ール基を表し、ＱDは基板に吸着可能な基を表す。
　式（Ｄ）中、Ｚ、Ｘ及びｎについては、前記一般式（Ａ）中のそれぞれと同義であり、
好ましい範囲も同様である。ＱDは、基板に吸着可能な基であり、吸着の態様は、物理的
吸着であっても、化学的吸着であっても、その中間的性質の吸着であってもよい。
【０１４８】
　例えば、基板表面に配向膜を有する場合は、ＱDは、配向膜を構成しているポリマー等
が有する基との相互作用によって、化学的吸着可能な基であるのが好ましい。該配向膜が
、ポリビニルアルコール系ポリマーを含む場合は、配向膜中のヒドロキシル基との相互作
用によって、吸着可能な基であるのが好ましい。かかる場合の好ましい例については、前
記一般式（Ａ）中のＱと同様である。また、前記配向膜は、前記一般式（IV）で表される
少なくとも１種の構成単位を含むポリマーを含有していてもよく、かかる場合は、ＱDは
、式（IV）中の水素結合性基（Ｘ2）と水素結合を形成可能な基であるのが好ましい。例
えば、前記一般式（IV）で表される構成単位を含有するポリマーが、ポリビニルアルコー
ル誘導体である場合は、かかる誘導体が有するヒドロキシル基と水素結合を形成可能な基
であるのが好ましい。
【０１４９】
　前記高分子膜の作製方法において用いられる、基板上で重合させる重合性組成物として
、液晶性化合物を含有する重合性組成物を用いてもよく、また、前記液晶性化合物が重合
性化合物であってもよい。該組成物を基板上に塗布等により配置した後、組成物中の液晶
性化合物の分子を所定の配向状態に配向させ、その配向状態を維持して重合を実施して、
光学的に異方性を有する高分子膜を作製することができる。前記重合性組成物は、前記一
般式（Ｄ）で表される化合物を含有しているので、比較的低温で重合を実施しても、基板
（基板が表面に配向膜を有する場合は配向膜）と高分子膜とを高い密着性で密着させるこ
とができる。その結果、基板との密着性確保のために高温で重合を実施する場合に生じて
いたΔｎの低下を生じさせない又は軽減できるので、膜厚を厚くすることなく、所望の光
学特性に見合った光学異方性を有する高分子膜を作製することができる。具体的には、前
記重合性組成物を硬化させる温度は、８０℃以下であるのが好ましく、
　　～　　℃であるのがより好ましい。
　本発明の高分子膜の作製方法は、本発明の位相差板の光学異方性層の作製に利用するこ
とができる。
【実施例】
【０１５０】
　以下、本発明の実施例を示す。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理内容、処
理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り、適宜、変更することができる。従って、本
願発明の範囲は以下に示す具体例に限定されるものではない。
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【０１５１】
［実施例１］
（例示化合物（I－１０１）の合成例）
　３－アミノフェニルボロン酸（１０ｇ）をテトラヒドロフラン（８０ｍｌ）に溶解させ
、０℃にて攪拌しながらアクリル酸クロリド（６．８ｍｌ）を滴下した。添加後、０℃で
１時間攪拌してから２５℃に昇温して１時間攪拌した。食塩水を加え、酢酸エチルにて水
層から抽出した。硫酸ナトリウムにて一晩乾燥させた後、溶媒を減圧留去して白褐色の結
晶を得た。結晶を酢酸エチル４００ｍｌとヘキサン１００ｍｌの混合溶液にて洗浄し、濾
過することによって白褐色の結晶Ｉ－１０１（１２．４ｇ、収率８９％）を得た。以下に
、1Ｈ－ＮＭＲの測定結果を示す。
例示化合物（Ｉ－１０１）の1Ｈ－ＮＭＲ（ＤＭＳＯ－ｄ６）：δ（ｐｐｍ）＝５．７０
（ｄ，１Ｈ）、６．２５（ｄ，１Ｈ）、６．４５（ｄｄ，１Ｈ）、７．３０（ｔ，１Ｈ）
、７．５０（ｄ，１Ｈ）、７．８０（ｄ，１Ｈ）、７．９０（ｓ，１Ｈ）、８．００（ｓ
，２Ｈ）、１０．１０（ｓ，１Ｈ）。
【０１５２】
［実施例２］
　（重合性組成物：Ｍ－１の作製例）
Ｍ－１の化合物組成
　下記の重合性円盤状液晶化合物　　　　　　　　　　　１００質量部
　本発明の化合物Ｉ－１０１　　　　　　　　　　　　　０．５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）　　　　　　　９．９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）　３．３質量部
　増感剤
　（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）　　　　１．１質量部
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　３００質量部
【０１５３】

【化４５】

【０１５４】
【化４６】

【０１５５】
［実施例３］位相差板の作製
１．配向膜層の形成
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　厚さ１００μｍ、幅１５０ｍｍ、長さ２００ｍｍの光学的に等方性のトリアセチルセル
ロースフィルムを透明支持体として用いた。透明支持体上に、ポリビニルアルコール（Ｐ
ＶＡ－２０３、クラレ（株）製）を、水／メタノール混合液に４質量％になるように希釈
し、配向膜の塗布液を調液した。この塗布液を透明支持体の片面に連続塗布し、塗布層を
１００℃で２分間加熱して、乾燥し、厚さ１μｍの配向膜を形成した。次いで、透明支持
体の長手方向（搬送方向）に連続的にラビング処理を実施し、液晶配向膜を形成した。
【０１５６】
配向膜塗布液組成
　下記のポリビニルアルコール　　　１質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　１８質量部
　メタノール　　　　　　　　　　　６質量部
【０１５７】
【化４７】

【０１５８】
２．光学異方性層の形成
　ラビング処理を行った配向膜上に、前記重合性組成物（Ｍ－１）を含む塗布液を塗布し
た後、１２５℃で３分間加熱し、液晶性化合物を配向膜上で配向させた。そのまま、１０
０℃まで温度を下げた後、紫外線を照射（８０ｍＷ／□、１０秒、８００ｍＪ）し、液晶
性化合物を硬化させて光学異方性層を形成した。
【０１５９】
［実施例４］位相差板の評価
１．光学異方性層の配向欠陥の評価
　前記実施例のように作製された光学異方性層を偏光顕微鏡下で観察し、配向欠陥の評価
を行った。配向欠陥は、点欠陥の個数（１．０ｍｍ2範囲の平均値）を評価した。
【０１６０】
２．密着性の評価
　光学異方性層作製後、その表面を金具で引っ掻いてからセロファンテープを貼り付け、
テープを光学異方性層と平行に剥し、密着性を評価した。評価基準は、Ａ：全く剥がれな
い、Ｂ：少し剥がれる、Ｃ：剥がれやすい、の３段階とした。
【０１６１】
３．配向速度（モノドメイン化時間）の測定
　前記のように作製した光学異方性層を１２５℃に加熱し、偏光顕微鏡（ＯＰＴＩＰＨＯ
ＴＯ２、Ｎｉｋｏｎ（株）製）観察下で温度を保持して配向熟成を進行させ、加熱開始か
ら配向欠陥が消失してモノドメイン配向になるのに要した時間を測定した。
【０１６２】
[実施例５]偏光板の作製
　厚さ８０μｍのロール状ポリビニルアルコールフィルムをヨウ素水溶液中で連続して５
倍に延伸し、乾燥して偏光膜を得た。偏光膜の一方の面に、ケン化処理したロール状セル
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）
と、他方の面にケン化処理したロール状光学異方性層の透明支持体を、連続して貼り合わ
せ、偏光板Ｈ－１を作製した。
【０１６３】
[実施例６]液晶表示装置の作製
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　上記のようにして作製された偏光板を液晶セルの両側に配置し、更に、バックライトを
配置することにより、液晶表示装置を作製した。
【０１６４】
（作製した液晶表示装置の漏れ光の測定及び色むらの評価）
　上記方法により、作製した液晶表示装置の透過率の視野角依存性を測定した。抑角は正
面から斜め方向へ１０°毎に８０°まで、方位角は水平右方向（０°）を基準として１０
°毎に３６０°まで測定した。黒表示時の輝度は正面方向から抑角が増すにつれ、漏れ光
透過率も上昇し、抑角６０°近傍で最大値をとることがわかった。また黒表示透過率が増
すことで、白表示透過率と黒表示透過率の比であるコントラストが悪化することもわかっ
た。そこで、正面の黒表示透過率と抑角６０°の漏れ光透過率の最大値で、視野角特性を
評価することにした。
　本実施例での正面透過率は０．００１％、抑角６０°の漏れ光透過率の最大値は、方位
角３０°で０．００５％であった。
　また、液晶表示装置の色むらを目視で評価したが、むらが無く非常に良好であった。
【０１６５】
［実施例７］
　上記実施例に示した、光学異方性層の作製方法において、上記ポリビニルアルコール（
ＰＶＡ－２０３）の代わりに、以下の表１に示したポリマーを用い、かつ式（Ｉ）で表さ
れる化合物としてI－１０１の代わりに、以下の表１に示した例示化合物を用い、さらに
比較例として、下記液晶配向膜に変更したこと以外は、全て実施例２と同様にして、本発
明の位相差板を作製した。
【０１６６】
【化４８】

【０１６７】
【表１】

【０１６８】
［実施例８］
１．配向膜層の形成
　厚さ１００μｍ、幅１５０ｍｍ、長さ２００ｍｍの光学的に等方性のトリアセチルセル
ロースフィルムを透明支持体として用いた。透明支持体上に、ポリビニルアルコール（Ｐ
ＶＡ－２０３、クラレ（株）製）を、水／メタノール混合液に４重量％になるように希釈
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し、配向膜の塗布液を調液した。この塗布液を透明支持体の片面に連続塗布し、塗布層を
１００℃で２分間加熱して、乾燥し、厚さ１μｍの配向膜を形成した。次いで、透明支持
体の長手方向（搬送方向）に連続的にラビング処理を実施し、液晶配向膜を形成した。
【０１６９】
配向膜塗布液組成
　下記のポリビニルアルコール　　　１質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　１８質量部
　メタノール　　　　　　　　　　　６質量部
【０１７０】
【化４９】

【０１７１】
２．液晶性化合物層の形成
ラビング処理を行った配向膜上に、下記の組成のディスコティック液晶及び密着性付与添
加剤を含む塗布液を塗布した。
光学異方性層の塗布液組成
　下記の円盤状液晶化合物　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
　下記の密着性付与添加剤（Ｉ－１）　　　　　　　　　０．５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）　　　　　　　９．９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）　３．３質量部
　増感剤
　（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）　　　　１．１質量部
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　３００質量部
【０１７２】
【化５０】

【０１７３】
【化５１】

【０１７４】
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３．　評価
　上記実施例と同様にして、光学異方性層の配向欠陥の評価、密着性の評価及び配向速度
（モノドメイン化時間）の測定を行った。結果を表２に示す。
４．偏光板及び液晶表示装置の作製
　さらに、上記実施例と同様にして、偏光板及び液晶表示装置を作製した。
【０１７５】
［実施例９］
　実施例８に示した、光学異方性層の作製方法において、上記ポリビニルアルコール（Ｐ
ＶＡ－２０３）の代わりに、以下の表２に示したポリマーを用い、かつ一般式（Ｉ）で表
される化合物としてＩ－１の代わりに、以下の表２に示した例示化合物を用いた以外は、
全て実施例８と同様にして、光学異方性層を作製した。さらに比較例として、下記液晶配
向膜（Ａ－１）に変更したこと以外は、全て実施例８と同様にして、光学異方性層を作製
した。
【０１７６】

【化５２】

【０１７７】
【表２】

【０１７８】
［実施例１０］
１．配向膜層の形成
　厚さ１００μｍ、幅１５０ｍｍ、長さ２００ｍｍの光学的に等方性のトリアセチルセル
ロースフィルムを透明支持体として用いた。透明支持体上に、ポリビニルアルコール（Ｐ
ＶＡ－２０３、クラレ（株）製）を、水／メタノール混合液に４質量％になるように希釈
し、配向膜の塗布液を調液した。この塗布液を透明支持体の片面に連続塗布し、塗布層を
１００℃で２分間加熱して、乾燥し、厚さ１μｍの配向膜を形成した。次いで、透明支持
体の長手方向（搬送方向）に連続的にラビング処理を実施し、液晶配向膜を形成した。
【０１７９】
配向膜塗布液組成
　下記のポリビニルアルコール　　　１質量部
　水　　　　　　　　　　　　　　１８質量部
　メタノール　　　　　　　　　　　６質量部
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【０１８０】
【化５３】

【０１８１】
２．光学異方性層の形成
　ラビング処理を行った配向膜上に、下記の組成のディスコティック液晶及び密着性付与
添加剤を含む塗布液を塗布した後、１２５℃で3分間加熱し、液晶性化合物を配向膜上で
配向させた。そのまま、６０℃まで温度を下げた後、紫外線を照射（８０ｍＷ／□、１０
秒、８００ｍＪ）し、液晶性化合物を硬化させて光学異方性層を形成した。
　光学異方性層の塗布液組成
　下記の円盤状液晶化合物　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
　下記の密着性付与添加剤（Ｉ－７７）　　　　　　　　０．１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）　　　　　　　９．９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）　３．３質量部
　増感剤
　（カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）　　　　１．１質量部
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　３００質量部
【０１８２】
【化５４】

【０１８３】
３．評価
　上記実施例と同様にして、光学異方性層の配向欠陥の評価、密着性の評価及び配向速度
（モノドメイン化時間）の測定を行った。また、得られた位相差板の光学特性（Reと平均
チルト角は以下の様にして測定した。
【０１８４】
（Ｒｅ、Ｒｔｈの測定）
　Ｒｅ（５８９ｎｍ）、Ｒｔｈ（５８９ｎｍ）はそれぞれ、波長λにおける面内のレター
デーション及び厚さ方向のレターデーションを表す。実施例３、４及び比較例２で得られ
た位相差板のＲｅ（５８９ｎｍ）はＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨ（王子計測機器（株）製）に
おいて波長５８９ｎｍの光をフィルム法線方向に入射させて測定した。Ｒｔｈ（５８９ｎ
ｍ）は前記Ｒｅ（５８９ｎｍ）、面内の遅相軸（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ーデーション値、及び面内の遅相軸を傾斜軸（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
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せて測定したレターデーション値の計３つの方向で測定したレターデーション値を基にＫ
ＯＢＲＡ　２１ＡＤＨが算出した。
【０１８５】
（平均チルト角の測定）
　上記の光学異方性層のレター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及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及びθ２を算出した。この値の平均値（（θ１＋θ２）
／２）から平均チルト角を求めた。
結果を表３に示す。
【０１８６】
［実施例１１］
　実施例１０に示した、光学異方性層の作製方法において、上記ポリビニルアルコール（
ＰＶＡ－２０３）の代わりに、以下の配向膜Ａ－１を用い、かつ液晶性化合物の層を硬化
する温度を、８０℃又は１００℃に変更した以外は、実施例１０と同様にして、光学異方
性層を作製した。さらに比較例として、本発明の例示化合物を用いなかった以外は、全て
実施例１０と同様にして、光学異方性層を作製した。
【０１８７】
【化５５】

【０１８８】
【表３】

【０１８９】
　表１の結果から、本発明の実施例である位相差板を有する液晶表示装置は、視野角が改
善されているとともに、色むらがない高画質な画像を表示可能なことがわかった。
　また、表１及び表２の結果から、本発明の実施例である位相差板が有する光学異方性層
は、重合性基を有するポリマーからなる配向膜を利用した場合よりも、配向時間が短縮さ
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される化合物を光学異方性層中に含有させ、且つ所定のポリマーからなる配向膜を利用す
ることにより、液晶性化合物（特に円盤状液晶性化合物）を、シュリーレン欠陥等の配向
欠陥を生じさせることなく、迅速に配向させることができることがわかった。
　さらに、本発明の実施例である位相差板は、配向膜と光学異方性層との間に高い密着性
を示した。これは、光学異方性層中の前記一般式（Ｉ）で表される化合物が、液晶化合物
と配向膜中のポリマーとを、これらの層の界面で化学的に結合した状態にする機能、又は
液晶性化合物と配向膜中のポリマーの相互作用を高める機能を有するためであると考えら
れる。従って、本発明の位相差板は、液晶表示装置の視野角の拡大に寄与するとともに、
優れた耐久性も有している。
　さらに、本発明の位相差板に用いられる配向膜は、重合性基を有する必要が無いため、
安価で合成容易なポリマーを配向膜として使用することができる。
　また、特に表３の結果から、配向膜と光学異方性層との密着性が付与し難い低温条件下
においても、本発明の添加剤を添加することで密着性が得られたことから、光学異方性に
用いた液晶性化合物のΔｎを大きい状態で使用することが可能となり、同じ光学特性を得
るのに膜厚を低下することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】本発明の位相差板の一実施形態の断面模式図である。
【図２】本発明の位相差板を利用した偏光板の一例の断面模式図である。
【符号の説明】
【０１９１】
　０１　　支持体
　０２　　配向膜
　０３　　光学異方性層
　０４　　液晶性化合物
　０５　　位相差板
　０６　　透明保護膜
　０７　　直線偏光膜
　０８　　偏光板
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