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(57)【要約】
　その上に硬化性層を配された、ノルボルネン系環状オレフィン層が記載されている。そ
の硬化性層にはさらに、表面模様がつけられていてもよい。硬化性層を有するノルボルネ
ン系環状オレフィンフィルムは、光学フィルム、たとえば配向させた多層光学フィルムを
含む光学物体の中に取り入れることができる。さらに、本発明には、プライマー層を必要
とすることなく、硬化性層をノルボルネン系ポリマー層またはフィルムの上にコーティン
グする方法も含まれる。フィルムを含むノルボルネン系環状オレフィン層の製造方法もま
た開示されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学物体であって、
　ノルボルネン系環状オレフィン層、および
　前記ノルボルネン系環状オレフィン層に貼り付けられた硬化性層であって、前記硬化性
層が前記ノルボルネン系環状オレフィン層に対して、ＡＳＴＭ　Ｄ３３５９－０２によっ
て測定したときに、１Ｂ以上の接着性レベルを示す硬化性物質を含む硬化性層、を含む光
学物体。
【請求項２】
　前記硬化性物質が、光重合可能な物質である、請求項１に記載の光学物体。
【請求項３】
　前記硬化性層が、ＵＶ安定剤として機能する硬化性物質、耐摩耗性物質、ハードコート
物質、反射防止コーティング、またはディフューザーを含む、請求項１に記載の光学物体
。
【請求項４】
　前記硬化性層が、エチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマー、またはそ
れらのブレンドを含み、ここで、前記未硬化の硬化性物質の屈折率が１．５５より大であ
る、請求項１に記載の光学物体。
【請求項５】
　前記硬化性物質が、テトラブロモビスフェノールＡグリシジルエーテルと（メタ）アク
リル酸との反応生成物を含む、請求項４に記載の光学物体。
【請求項６】
　前記硬化性層が、エチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマー、またはそ
れらのブレンドを含み、前記硬化性層が無機ナノ粒子をさらに含む、請求項１に記載の光
学物体。
【請求項７】
　前記硬化性物質が、テトラブロモビスフェノールＡグリシジルエーテルと（メタ）アク
リル酸との反応生成物を含む、請求項６に記載の光学物体。
【請求項８】
　前記硬化性物質が多官能（メタ）アクリレートを含む、請求項１に記載の光学物体。
【請求項９】
　前記硬化性物質が、屈折率が１．５０より大の単官能（メタ）アクリレートを含む、請
求項１に記載の光学物体。
【請求項１０】
　前記ノルボルネン系環状オレフィンフィルムが、ノルボルネンまたはその誘導体、およ
びエチレンを含むコポリマーから実質的になる、請求項１に記載の多層フィルム。
【請求項１１】
　前記硬化性層が構造化表面を有する、請求項１に記載の多層フィルム。
【請求項１２】
　前記構造化表面が、複数の直線的なプリズム状の構造を含む、請求項１１に記載の多層
フィルム。
【請求項１３】
　光学フィルムをさらに含む、請求項１に記載の光学物体。
【請求項１４】
　硬化性物質を含む少なくとも１層の硬化性層が、ノルボルネン系環状オレフィン層の主
面に付着され、ここで前記主面が一般的に、光学フィルムの反対側に配される、請求項１
３に記載の光学物体。
【請求項１５】
　硬化性物質を含む前記硬化性層が、前記光学フィルムと前記ノルボルネン系環状オレフ
ィン層との間に配される、請求項１３に記載の光学物体。
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【請求項１６】
　前記硬化性物質が接着剤である、請求項１５に記載の光学物体。
【請求項１７】
　前記光学フィルムが、多層ポリマー反射光学フィルムであるか、または連続相／分散相
反射光学フィルムである、請求項１５に記載の光学物体。
【請求項１８】
　請求項１に記載の光学物体、光源およびディスプレイパネルを含む、ディスプレイデバ
イス。
【請求項１９】
　硬化性層をノルボルネン系環状オレフィン層に適用する方法であって、
　前記ノルボルネン系環状オレフィン層をコロナ処理する工程、および
　硬化性物質を前記コロナ処理したノルボルネン系環状オレフィン層に適用し、それによ
って硬化性層を形成する工程、を含み、
　ここで、前記ノルボルネン系環状オレフィン層をコロナ処理する工程と、硬化性層を適
用する工程との間の経過時間が７５秒未満である、方法。
【請求項２０】
　前記経過時間が３０秒未満である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記経過時間が２秒未満である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記経過時間が１秒未満である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記コロナ処理を、周囲空気雰囲気中で実施する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　前記コロナ処理を窒素雰囲気中で実施する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２５】
　ノルボルネン系環状オレフィン層をコロナ処理する工程が、周囲空気環境中のソース電
極に近接させて前記ノルボルネン系環状オレフィン層をフィードする工程を含む、請求項
１９に記載の方法。
【請求項２６】
　硬化性層を適用する工程が、
　コロナ処理された固体のノルボルネン系コ－ポリマー層の上に硬化性物質をコーティン
グする工程、および
　前記硬化性物質を硬化させる工程、を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２７】
　前記硬化性物質をコーティングする工程と、前記硬化性物質を硬化させる工程との間の
経過時間が４分未満である、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記硬化性物質をコーティングする工程と、前記硬化性物質を硬化させる工程との間の
経過時間が３０秒未満である、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　硬化させる前に、前記硬化性層に表面構造を付与する工程をさらに含む、請求項２６に
記載の方法。
【請求項３０】
　前記ノルボルネン系環状オレフィンフィルムを光学フィルムの上に配し、それによって
、前記硬化性層が光学物体の外側層となるようにする、請求項１９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記硬化性層が硬化性接着剤物質を含む請求項１９に記載の方法であって、
　前記ノルボルネン系環状オレフィン層と、硬化性接着剤物質とを光学フィルムに積層さ
せる工程、および
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　前記硬化性接着剤層を硬化させ、それによって光学物体を形成させる工程をさらに含む
、方法。
【請求項３２】
　硬化性層をノルボルネン系環状オレフィン層に適用する方法であって、前記方法が、
　前記ノルボルネン系環状オレフィン層を窒素コロナ処理する工程、および
　硬化性物質を前記コロナ処理したノルボルネン系環状オレフィン層に適用し、それによ
って硬化性層を形成する工程、を含み、
　ここで、前記ノルボルネン系環状オレフィン層をコロナ処理する工程と、硬化性層を適
用する工程との間の経過時間が１時間未満である、方法。
【請求項３３】
　前記経過時間が３０分未満である、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記経過時間が１０分未満である、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　前記経過時間が２分未満である、請求項３２に記載の方法。
【請求項３６】
　前記経過時間が１分未満である、請求項３２に記載の方法。
【請求項３７】
　前記硬化性物質を硬化させる工程をさらに含む、請求項３２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　多層ポリマー光学フィルムは、ミラーおよび偏光子を含め、各種の用途に広く使用され
ている。そのようなフィルムは、コンパクトな電子ディスプレイ、たとえば携帯電話、携
帯情報端末、ノートパソコン、モニターおよびテレビに取り付けられた液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）における、反射板および偏光子としての使用に特に適している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　ポリマー光学フィルムは好適な光学的性質および物理的性質を有することができるもの
の、いくつかのそのようなフィルムに伴う一つの限界は、温度の変動に暴露されたとき、
それがたとえ通常の使用において経験するような温度の変動であったとしても、寸法不安
定性を示す可能性がある、という点にある。この寸法不安定性によって、フィルムの中に
「しわ」が形成され、それが、ＬＣＤにおける影として見える可能性がある。そのような
寸法不安定性は、温度が約８５℃に近づくかそれを超えると、いくつかのタイプのフィル
ムで、時折観察されることがあり得る。いくつかのタイプのフィルムでは、高温および高
湿条件、たとえば温度６０℃、相対湿度７０パーセントのような条件でサイクル試験をす
ると、寸法不安定性が観察される。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムの上にコーティングされた追加の硬
化性層を含む多層フィルム、光学フィルムの上に配された少なくとも１層のノルボルネン
系環状オレフィン層を含む光学物体、およびノルボルネン系環状オレフィン層またはフィ
ルムと他の物体との間の接着性を改良するための方法、に関する。
【０００４】
　本発明の開示の一実施態様は、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムと、そのノルボ
ルネン系環状オレフィンフィルムに貼り付けた硬化性層とを含む多層フィルムである。そ
の硬化性層には、硬化性物質が含まれる。
【０００５】
　本発明の開示のまた別な実施態様は、光学フィルム、その光学フィルムの上に配された
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少なくとも１層のノルボルネン系環状オレフィン層、およびそのノルボルネン系環状オレ
フィン層に貼り付けられた、硬化性物質を含む少なくとも１層の硬化性層を含む光学物体
である。一つの例示的な態様においては、その硬化性物質を含む少なくとも１層の硬化性
層は、少なくとも１層のノルボルネン系環状オレフィン層の主面に貼り付けられ、ここで
その主面は一般に、その光学フィルムの反対側に配されている。また別な例示的な態様に
おいては、その硬化性物質を含む少なくとも１層の硬化性層は、光学フィルムと、少なく
とも１層のノルボルネン系環状オレフィン層との間に配されている。
【０００６】
　本発明の開示のまた別な例示的な態様は、硬化性層をノルボルネン系環状オレフィンフ
ィルムに貼り付ける方法であるが、その方法には、ノルボルネン系環状オレフィンフィル
ムをコロナ処理する工程、そのコロナ処理したノルボルネン系環状オレフィンフィルムに
硬化性物質を適用し、それにより硬化性層を形成させる工程が含まれる。
【０００７】
　本発明の開示のさらに別な例示的な態様は、光学物体を製造するための方法であって、
ここでその光学物体には光学フィルムが含まれる。その方法には、少なくとも１層のノル
ボルネン系環状オレフィン外側層を含む光学フィルムを備える工程、そのノルボルネン系
環状オレフィン層をコロナ処理する工程、およびそのノルボルネン系環状オレフィン層の
上に硬化性層をコーティングする工程、が含まれる。
【０００８】
　図面を参照することにより、本発明をさらに説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　ノルボルネン系環状オレフィンコポリマーフィルムは、光学フィルムにおいて使用する
のに好適な性質を示す。それらのフィルムは、光学的に透明、明澄であり、耐光安定性を
有し、複屈折性が極めて低い。さらに、それらが高い剛性、耐熱性および極めて低い吸湿
性を有しているために、光学的用途において寸法安定性の層としての使用が期待される。
しかしながら、ノルボルネン系環状オレフィンコポリマーは、場合によっては、他の物質
へ接着させることが困難である。特に、それらは、フィルムの積層に有用な硬化性接着剤
を含む硬化性ポリマー材料や、硬化性コーティング材料に対する接着が比較的困難である
。典型的には、硬化性物質と接着させようとすると、ノルボルネン系環状オレフィンコポ
リマーフィルムの上に、たとえば化学的接着促進層または接着促進タイ層のようなコーテ
ィングされたプライマー層が必要となる。しかしながら、コーティングされたプライマー
層を使用すると、製造コストが加わる可能性があり、また好ましくないコーティング欠陥
が発生する可能性もある。
【００１０】
　多層ポリマー光学フィルムも含めて、ノルボルネン系環状オレフィン層およびフィルム
を含む構造における接着性を改良するための方法が必要とされている。コーティングされ
たプライマー層を使用することなく、硬化性接着剤を用いて、フィルム積層によって追加
の層をノルボルネン系環状オレフィン層およびフィルムに直接接着させるのが好ましい。
さらに、コーティングされたプライマー層を使用することなく、硬化性物質からなる追加
の層を直接接着させることも望ましい。プライマー層の使用を必要としない、インライン
表面改質技術を使用することによって多層光学フィルムを製造する方法は、製造コストを
削減すると共に、プライマー層が原因の欠陥を排除することになるであろう。
【００１１】
　上述のように、本発明は、少なくとも１層のノルボルネン系環状オレフィン層を組み入
れた多層フィルムを提供する。その多層フィルムは、光学フィルムおよび１層または複数
層のノルボルネン系環状オレフィン層を含む光学物体であってよい。硬化性接着剤層も含
めて、接着剤層を、光学フィルムとノルボルネン系環状オレフィン層との間に存在させる
ことができる。硬化性層は、表面コーティング層としてノルボルネン系環状オレフィン層
に適用することができる。また別な実施態様においては、本発明は、その上にコーティン
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グした硬化性層を有するノルボルネン系環状オレフィンフィルムを提供する。
【００１２】
　ノルボルネン系環状オレフィンコポリマーは、ユニークな材料であって、多くの電子用
、光学用、およびディスプレイ用途において将来性を有している。それらは、光学的に透
明、明澄であり、耐光安定性を有し、複屈折性が極めて低い。それらはさらに、寸法安定
性を有している（すなわち、たとえば、約１００～１６０℃の範囲のガラス転移温度、高
剛性、および極めて低吸湿性である）。しかしながら、ノルボルネン系環状オレフィンコ
ポリマーにおける制約は、ノルボルネン系環状オレフィンコポリマーと他の材料との間に
接着性を発生させるのが困難なことであった。
【００１３】
　光学フィルムに適用したノルボルネン系環状オレフィン層は、光学フィルムに寸法安定
性と反り抵抗性を与える。ノルボルネン系環状オレフィン層は可撓性があるが、それでも
なお、充分な安定性を与える。形成される光学物体は典型的には可撓性であって、その光
学物体を典型的な取扱い設備を用いて可能することができ、脆さがない。この点に関して
は、光学物体の中に１層または複数層のノルボルネン系環状オレフィン層を加えることに
よって、その光学物体の中で「しわ」や起伏が起きにくくなるが、その一方で、その光学
物体の取扱いや貯蔵（たとえばロールの上に保存することによって）は依然として容易で
ある。光学物体の中に１層または複数層のノルボルネン系環状オレフィン層を加えること
によってさらに、極端な温度範囲、特に高温や高湿度条件下においても、その光学物体の
劣化に対する抵抗性が加わる。光学物体の中に１層または複数層のノルボルネン系環状オ
レフィン層を加えることによって、典型的には、－３５℃から８５℃までの温度に２時間
ずつ、合計１９２時間の繰り返しサイクル試験を行っても、光学物体に顕著な劣化が認め
られなくなる。それらのサイクル試験は、ＬＣＤディスプレイまたはその他のデバイスに
おける、予想される使用条件下での長期間安定性の指標となるように設計されている。
【００１４】
　寸法安定性および反り抵抗性を改良するために、１層または複数層のノルボルネン系環
状オレフィン層を光学フィルムに適用することができる。ノルボルネン系環状オレフィン
層は、光拡散体として、吸収型偏光子のための保護フィルムとして、および補償フィルム
としての、液晶ディスプレイにおける光学フィルムにおいて有用である。ノルボルネン系
環状オレフィン層は、光学フィルムのそれぞれの主面（すなわち、両方の面または側）に
加えることができるだけではなく、片側の主面だけ（すなわち、一方の側）に置いてもよ
い。
【００１５】
　さらに、ノルボルネン系環状オレフィン層は、その上に硬化性表面コーティングを適用
する、ベース基材としても役立つ。その硬化性表面コーティングはさらに、硬化プロセス
に関連して、表面模様をつけたり、構造化されていたりしてもよい。構造化表面を有する
ある種の光学的製品が、米国特許第５，１７５，０３０号明細書および米国特許第５，１
８３，５９７号明細書に記載されている（それらの特許の開示を、参照により本明細書に
援用する）。表面模様をつけたり表面を構造化させたりしたフィルムは、バックライト付
きフラットパネルディスプレイの輝度を上げるために、多くの電子製品に使用されている
が、そのようなものとしてはたとえば、エレクトロルミネセントパネル、ラップトップコ
ンピュータディスプレイ、ワードプロセッサー、デスクトップモニター、テレビ、ビデオ
カメラ、さらには自動車用および航空用ディスプレイなどに使用される液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）が挙げられる。
【００１６】
　表面模様をつけたり表面を構造化させたりしたフィルムは、輝度増強フィルムの屈折率
（これは、得られる輝度ゲイン（すなわち、「ゲイン」）に関係する）も含めて、特有の
光学的および物理的性質を示すのが望ましい。輝度が改良されることによって、その電子
製品が、ディスプレイを照明するのにより小さな電力でより効率的に操作できるようにな
り、それによって電力消費が抑制され、その部品にかかる熱負荷が小さくなり、その製品
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の寿命を延ばすことが可能となる。
【００１７】
　本発明の開示はさらに、ノルボルネン系環状オレフィンコポリマーと他の材料との間の
接着性が改良された、１層または複数層のノルボルネン系環状オレフィン層を含む多層フ
ィルムを形成させるための方法も提供する。ノルボルネン系環状オレフィンを共押出しす
ることなく、硬化性層をノルボルネン系環状オレフィンフィルムおよび／または少なくと
も１層のノルボルネン系環状オレフィン層を有する多層フィルムに適用するための方法も
また記載される。
【００１８】
　本発明の開示の方法においては、ノルボルネン系環状オレフィン層は、硬化性物質をコ
ーティングおよび硬化させる前に、またいくつかの例示的実施態様においては、硬化性物
質をコーティングおよび硬化させる直前または少し前に、コロナ処理する。コロナ処理は
、硬化性物質のコーティングおよび、場合によってはさらに硬化と共に、インラインで実
施してもよく、たとえば、コロナ処理を硬化性物質をコーティングする直前に実施する。
別な実施態様においては、コロナ処理の後、いくらかの時間をおいて、硬化性物質のコー
ティングを実施する。これらの方法は、典型的な硬化プロセス、表面の模様付けプロセス
または表面構造化プロセスと共にインラインで組み合わせることもできる。いくつかの例
示的実施態様においては、本発明の開示に従う光学フィルムのコロナ処理を、各種適切な
接着剤のコーティングおよび他の光学フィルムへの積層と共にインラインで実施してもよ
い。それらの方法は、ノルボルネン系環状オレフィンコポリマーと硬化性物質、あるいは
その他各種好適な接着剤または物質との間の接着性を改良する。
【００１９】
　本発明の開示のフィルムの表面処理には、空気または窒素のコロナ放電が含まれる。コ
ロナ放電処理の深さは比較的浅く、典型的には処理した表面から内側の１０ｎｍ未満に作
用し、そのため、処理した基材の光学的性質には悪影響が出ない。
【００２０】
　本発明の開示には、空気または窒素を使用してコロナ処理をするための方法が記載され
ている。ガスの選択によって通常は、得られる表面の化学構造に影響があるので、用途に
応じて選択する。さらに、その表面の化学構造は、動的であり、時間依存性がある。硬化
性物質がインラインで適用され、それに続けてフィルム加工工程（たとえば、コロナ処理
の直後または少し後に硬化性物質がコーティングされるような工程）があるならば、空気
または窒素を用いたコロナ処理によって、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムと硬化
性物質との接着性が改良される。
【００２１】
　寸法安定性および反り抵抗性を改良するために、１層または複数層のノルボルネン系環
状オレフィン層を光学フィルムに適用することができる。ノルボルネン系環状オレフィン
層は、ＬＣＤディスプレイのための好適な光学フィルムで有用であって、そのようなもの
としては、たとえば多層反射板、反射型偏光子、ディフューザー／プレート・アプリケー
ション（ｄｉｆｆｕｓｅｒｓ／ｐｌａｔｅ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ）、吸収型偏光子
のための保護フィルム、および補償フィルムなどが挙げられる。
【００２２】
　ここで図１～図６を参照するが、これらは、本発明の開示の多層フィルムおよび光学物
体の各種一般的な実施態様を示している。光学物体とは、光学フィルムを含む多層フィル
ムである。図１においては、多層フィルム１０には、ノルボルネン系環状オレフィン層１
４、および硬化性表面層１８が含まれている。硬化性表面層１８には、場合によっては表
面模様がつけられる。
【００２３】
　図２においては、光学物体２０には、光学フィルム１２、ノルボルネン系環状オレフィ
ン層１４、および接着剤層１６が含まれている。図２に示された例における３層は、最も
厚い層がノルボルネン系環状オレフィン層１４であり、その次の厚みのものが光学フィル
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ム１２、そして接着剤層１６である。しかしながら、それらの層は、図２に示したものと
は相対的に異なった厚みを有するように構成されていてもよい。したがって場合によって
は、光学フィルム１２の方がノルボルネン系環状オレフィン層１４よりも厚いこともあり
得る。
【００２４】
　図３には、本発明の開示のさらなる態様の、１層の光学フィルム１２と２層のノルボル
ネン系環状オレフィン層１４とを有する光学物体２２を示している。光学物体２は、２層
の接着剤層１６をさらに含む。
【００２５】
　図４においては、光学物体２４には、光学フィルム１２、接着剤層１６、ノルボルネン
系環状オレフィンフィルム１４および硬化性層１８が含まれる。図５には、１層の光学フ
ィルム１２、２層の接着剤層１６、２層のノルボルネン系環状オレフィン層１４、および
硬化性層１８を有する光学物体２６が示されている。図６には、光学フィルム１２がその
二つの主面それぞれの上に、接着剤層１６、ノルボルネン系環状オレフィンフィルム１４
および硬化性層１８を有する光学物体２８が示されている。
【００２６】
　図７には、光学フィルム１２、接着剤層１６、ノルボルネン系環状オレフィンフィルム
１４、および２層の硬化性層１８を含む、光学物体８４が示されている。光学物体８４に
おいては、光学フィルム１２の一つの面の上に、接着剤層１６を用いてノルボルネン系環
状オレフィンフィルム１４が配されている。１層の硬化性層１８が、ノルボルネン系環状
オレフィンフィルム１４の外側表面の上に配されている。第二の硬化性層１８が、ノルボ
ルネン系環状オレフィンフィルム１４の反対側の面の上の光学フィルム１２の上に配され
ている。ある実施態様においては、接着剤層１６は硬化性物質から形成される。
【００２７】
　図８には、光学フィルム１２、接着剤層１６、ノルボルネン系環状オレフィン層１４、
および２層の硬化性層１８を有する、光学物体８６が示されている。光学物体８６におい
ては、接着剤層１６を有するノルボルネン系環状オレフィン層１４が、光学フィルム１４
の一方の面の上に配され、その一方で、第一の硬化性層１８が光学フィルム１４の他の面
の上に配されている。第二の硬化性層が、ノルボルネン系環状オレフィン層１４の外側表
面の上に配されている。ある実施態様においては、接着剤層１６は硬化性物質から形成さ
れる。
【００２８】
　これら各種の成分、ならびに１層または複数層のノルボルネン系環状オレフィン層を含
む多層フィルム、たとえば本発明に開示の光学物体を製造するための方法を以下に記す。
【００２９】
　「ポリマー」という用語には、ホモポリマーおよびコポリマー、さらにはたとえば共押
出し法によるか、あるいはたとえばエステル交換反応を含む反応による混和性ブレンドに
成形することが可能な、ポリマーまたはコポリマーが含まれると理解されたい。「ポリマ
ー」、「コポリマー」および「コポリエステル」という用語には、ランダムおよびブロッ
クコポリマーも含まれる。
【００３０】
　「フィルム」という用語は一般に、単一層および多層のポリマー固形物または仕上げた
成形物を指すのに使用される。しかしながら、「フィルム」という用語を使用したからと
いって、追加の層や追加のプロセスを適用することを禁じている訳ではない。「層」とい
う用語は、多層フィルムの構成部分、所望の最終形態に達する前の物質、さらには本発明
の開示の範囲内の構造物の固形で仕上げた形態、を指している。単一層または多層構造は
、フィルムとしての構造を指していてもよい。本発明の開示に記載される物質および方法
は、フィルムおよび層に均等に適用される。
【００３１】
ノルボルネン系環状オレフィンフィルムおよび層
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　ノルボルネン系環状オレフィン層には、１種または複数のポリマーがノルボルネンまた
はノルボルネン誘導体を含む、ノルボルネン系ポリマー、たとえばポリマー、コポリマー
およびポリマーブレンドが含まれる。層（一般的に、多層フィルムの中または上の１層ま
たは複数の層）について記載される性質は、フィルム（追加の物質の存否にかかわらず、
独立したノルボルネン系環状オレフィン層）に対しても適用される。一般的には、ノルボ
ルネン系環状オレフィン層は、ノルボルネン系コポリマーを含むコ－ポリマーである。本
明細書の文脈においては、「コポリマー」という用語には、２種以上の異なったモノマー
単位を有するポリマーが含まれる。ノルボルネン系コポリマーのためのモノマーの例とし
ては次のようなものが挙げられる：ノルボルネン、２－ノルボルネン（たとえば、エチレ
ンとジシクロペンタジエンを反応させて得られるもの）、およびそれらの誘導体で、それ
らがオレフィンたとえばエチレンと共に重合される。ジシクロペンタジエンまたは関連の
化合物をベースとする開環ポリマーもまた使用することができる。ノルボルネン誘導体と
しては、アルキル、アルキリデン、芳香族置換誘導体、さらにはハロゲン、ヒドロキシ、
エステル、アルコキシ、シアノ、アミド、イミド、およびシリル置換誘導体などが挙げら
れる。
【００３２】
　ノルボルネン系コポリマーを形成させるのに使用可能なモノマーの例としては、以下の
ようなものが挙げられる：２－ノルボルネン、５－メチル－２－ノルボルネン、５，５－
ジメチル－２－ノルボルネン、５－ブチル－２－ノルボルネン、５－エチリデン－２－ノ
ルボルネン、５－メトキシカルボニル－２－ノルボルネン、５－シアノ－２－ノルボルネ
ン、５－メチル－５－メトキシカルボニル－２－ノルボルネン、および５－フェニル－２
－ノルボルネン。シクロペンタジエン、その誘導体たとえば、ジシクロペンタジエン、お
よび２，３，－ジヒドロシクロペンタジエンのポリマーもまたそれらの例である。
【００３３】
　市販されているノルボルネン系コポリマーブレンドとしては以下のものが挙げられる：
トパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）、ランダムエチレンノルボルネンコポリマー、ニュージ
ャージー州サミット（Ｓｕｍｍｉｔ，ＮＪ）のチコナ（Ｔｉｃｏｎａ）から入手可能；ゼ
オノア（Ｚｅｏｎｏｒ，登録商標）、アリサイクリックシクロオレフィンコポリマー、ケ
ンタッキー州ルイビル（Ｌｏｕｉｓｖｉｌｌｅ，ＫＹ）のゼオン・ケミカルズ（Ｚｅｏｎ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）から入手可能；アペル（Ａｐｅｌ，登録商標）、ランダムエチレ
ンノルボルネンコポリマー、日本国東京（Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａｎ）の三井化学（株）（
Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．）から入手可能；およびアートン（Ａｒｔ
ｏｎ，登録商標）、日本（Ｊａｐａｎ）のＪＳＲ（株）（ＪＳＲ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ）から入手可能。コ－ポリマーのノルボルネン成分を増やしていくと、ガラス転移温度
、Ｔｇが上昇する。高いＴｇと低いＴｇを有する異なったグレードのノルボルネン系コポ
リマーをブレンドして複合Ｔｇを調節すると、特に有用であることが見出された。
【００３４】
　ノルボルネン系環状オレフィン層のポリマー組成を選択して、少なくとも約－３５℃～
８５℃の温度において実質的に安定であるようにするのが好ましい。ノルボルネン系環状
オレフィン層は一般に可撓性ではあるが、－３５℃～８５℃の温度範囲では、その長さま
たは幅が顕著に膨張することはない。
【００３５】
　ノルボルネン系環状オレフィン層には典型的には、主成分として、８０～２００℃、よ
り典型的には１００～１６０℃のＴｇを示すノルボルネン系環状オレフィンコポリマー物
質が含まれる。いくつかの実施態様においては、ノルボルネン系環状オレフィンコポリマ
ーを選択して、押出し成形が可能で、高温で加工した後でも透明性を維持するようにする
。ノルボルネン系環状オレフィンフィルムまたは層は通常、透明または実質的に透明であ
る。
【００３６】
　トパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）ポリマーの各種のブレンドを調製し、動的機械分析に
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よって評価した。それらを表１に示す。それぞれのサンプルについて、０．１ヘルツの変
調周波数で０℃から１８０℃までスキャンして、温度の関数としてのモジュラスとＴｇを
求めた。それらのノルボルネン系コポリマーブレンドの組成と物理的性質を表１に示す。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　製造時に表面模様を付与するようにして、ノルボルネン系環状オレフィン層を成形する
ことも可能である。付与された表面模様は、艶消し表面または粗表面を形成することによ
って、ノルボルネン系環状オレフィン層に光拡散性を与えることができる。付与された表
面模様はさらに、ノルボルネン系環状オレフィン層の表面に粗さを与えてそのフィルムの
摩擦係数を低下させ、それによって、そのフィルムがガラスまたは他の硬質フィルムのよ
うな隣接する表面に粘着したりカップリングしたりする傾向を抑制することができる。
【００３９】
　ノルボルネン系環状オレフィン層の厚みは、用途に応じて変化させることができる。し
かしながら、ノルボルネン系環状オレフィン層の厚みは典型的には、０．１～１０ミル（
約２～２５０マイクロメートル）である。
【００４０】
追加の硬化性層
　いくつかの例示的実施態様においては、追加の硬化性層を、ノルボルネン系環状オレフ
ィンフィルムに適用するか、または多層フィルムまたは光学物体の１層または複数層のノ
ルボルネン系環状オレフィン層に適用する。その硬化性層には、硬化性物質が含まれてい
て、それらには通常、前駆体ポリマーのサブユニットが含まれる。硬化性物質を選択して
、その硬化性層が接触するノルボルネン系環状オレフィン層および／または各種他の層た
とえば光学フィルムに適合するようにする。前駆体ポリマーのサブユニットを含む硬化性
物質は、充分な流動性を有しているために、表面をコーティングすることが可能である。
前駆体ポリマーのサブユニットを含む硬化性物質の固化は、硬化（たとえば、重合および
／または架橋）により達成される。硬化に関連するさらなるプロセス、たとえば乾燥（た
とえば、液状物の乾燥除去）および／または冷却もまた適用することができる。
【００４１】
前駆体ポリマーのサブユニット
　前駆体ポリマーのサブユニットは、放射線エネルギー硬化が可能なポリマーサブユニッ
ト（たとえば、モノマー）であるか、またはポリマー（たとえば、樹脂）であるのが好ま
しい。前駆体ポリマーのサブユニットも含めて、放射線エネルギー硬化性物質は、熱およ
び／またはその他のエネルギー源、たとえば電子ビーム、紫外光線、可視光線などに暴露
されると重合および／または架橋することが可能である。化学的な触媒、湿分、またはそ
の他の反応剤を、エネルギー源への暴露と組み合わせて、モノマーを重合させたりおよび
／またはポリマーを架橋させたりしてもよい。
【００４２】
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　前駆体ポリマーのサブユニットは、有機溶媒系であっても、水系であっても、あるいは
１００％固形分（すなわち、実質的に溶媒を含まない）組成物であってもよい。硬化性層
は、モノマー、オリゴマー、ポリマー、またはそれらの組合せを含んでいてもよい、溶液
としてコーティングする。熱可塑性ポリマーおよび／または熱硬化性ポリマーのいずれも
、さらにはそれらの組合せを、前駆体ポリマーのサブユニットとして使用することができ
る。前駆体ポリマーのサブユニットを硬化させると、その硬化性サブユニットが転換され
て硬化ポリマー層となる。好適な前駆体ポリマーのサブユニットは、縮合硬化性、フリー
ラジカル硬化性、あるいは付加重合性のいずれであってもよい。付加重合性物質は、エチ
レン性不飽和モノマーおよび／またはオリゴマーであってよい。使用可能な架橋性物質の
例としては、以下のようなものが挙げられる：フェノール樹脂、ビスマレイミドバインダ
ー、ビニルエーテル樹脂、ペンダントしたアルファ、ベータ不飽和カルボニル基を有する
アミノプラスト樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリレート樹脂、アクリレート化
イソシアヌレート樹脂、尿素－ホルムアルデヒド樹脂、イソシアヌレート樹脂、アクリレ
ート化ウレタン樹脂、アクリレート化エポキシ樹脂、またはそれらの混合物。
【００４３】
　前駆体ポリマーのサブユニットの例としては以下のようなものが挙げられる：アミノポ
リマーまたはアミノプラストポリマーたとえば、アルキル化尿素－ホルムアルデヒドポリ
マー、メラミン－ホルムアルデヒドポリマー、およびアルキル化ベンゾグアナミン－ホル
ムアルデヒドポリマー、アクリレートポリマーたとえば、アクリレートおよび（メタ）ア
クリレート、アルキルアクリレート、アクリレート化エポキシ、アクリレート化ウレタン
、アクリレート化ポリエステル、アクリレート化ポリエーテル、ビニルエーテル、アクリ
レート化オイル、およびアクリレート化シリコーン、アルキドポリマーたとえば、ウレタ
ンアルキドポリマー、ポリエステルポリマー、反応性ウレタンポリマー、フェノール性ポ
リマーたとえばレゾールおよびノボラックポリマー、フェノール性ラテックスポリマー、
エポキシポリマーたとえばビスフェノールエポキシポリマー、イソシアネート、イソシア
ヌレート、ポリシロキサンポリマーたとえばアルキルアルコキシシランポリマー、または
反応性ビニルポリマー。
【００４４】
　好適な硬化性物質は、フリーラジカル硬化が可能な前駆体ポリマーのサブユニットから
得られるものである。それらの前駆体ポリマーのサブユニットは、熱エネルギーおよび／
または放射線エネルギーに暴露させると迅速に重合することができる（たとえば、光重合
性）。フリーラジカル硬化が可能な前駆体ポリマーのサブユニットの一つの好適なサブセ
ットとしては、エチレン性不飽和前駆体ポリマーのサブユニットが挙げられる。そのよう
なエチレン性不飽和前駆体ポリマーのサブユニットの例を挙げれば以下のようなものがあ
る：ペンダントしたアルファ、ベータ不飽和カルボニル基を有するアミノプラストモノマ
ーまたはオリゴマー、エチレン性不飽和モノマーまたはオリゴマー、アクリレート化イソ
シアヌレートモノマー、アクリレート化ウレタンオリゴマー、アクリレート化エポキシモ
ノマーまたはオリゴマー、エチレン性不飽和モノマーまたは希釈剤、アクリレート分散体
、およびそれらの混合物。「（メタ）アクリレート」という用語には、アクリレートとメ
タクリレートの両方が含まれる。
【００４５】
　エチレン性不飽和前駆体ポリマーのサブユニットには、炭素、水素および酸素、さらに
場合によっては窒素およびハロゲンの原子を含む、モノマー性およびポリマー性の両方の
化合物が含まれる。一般的には酸素もしくは窒素原子、またはその両方がエーテル、エス
テル、ウレタン、アミド、および尿素基として存在している。それらのエチレン性不飽和
モノマーは、単官能、２官能、３官能、４官能またはそれ以上の官能性であってよく、（
メタ）アクリレート系のモノマーも含まれる。好適なエチレン性不飽和化合物は、脂肪族
モノヒドロキシ基または脂肪族ポリドロキシ基を含む化合物と、不飽和カルボン酸、たと
えばアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、またはマレ
イン酸との反応で得られるエステルであるのが好ましい。
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【００４６】
　エチレン性不飽和モノマーの代表例を以下に挙げる：（メタ）アクリル酸メチル、（メ
タ）アクリル酸エチル、スチレン、ジビニルベンゼン、（メタ）アクリル酸ヒドロキシエ
チル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシブチル、
（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル、（メタ）アクリル酸ラウ
リル、（メタ）アクリル酸オクチル、（メタ）アクリル酸カプロラクトン、（メタ）アク
リル酸テトラヒドロフルフリル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル
酸ステアリル、（メタ）アクリル酸２－フェノキシエチル、（メタ）アクリル酸イソオク
チル、（メタ）アクリル酸イソボルニル、（メタ）アクリル酸イソデシル、ポリエチレン
グリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールモノ（メタ）アクリレ
ート、ビニルトルエン、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリ
コールジ（メタ）アクリレート、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ヘキサン
ジオールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、２
－（２－エトキシエトキシ）エチル（メタ）アクリレート、プロポキシル化トリメチロー
ルプロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレー
ト、グリセロールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリ
レート、およびペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート。その他のエチレン性
不飽和物質としては、カルボン酸のモノアリル、ポリアリル、またはポリメタアリルエス
テル、およびアミド、たとえばフタル酸ジアリル、アジピン酸ジアリル、またはＮ，Ｎ－
ジアリルアジパミドが挙げられる。さらなる例としては、ビニルカプロラクタムのホモポ
リマーおよびコポリマー、エチルオキサゾリンホモポリマー、ビニルピロリドンコポリマ
ー、アクリロニトリル－スチレンコポリマー、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン
コポリマー、（たとえば、ペンダントした）窒素含有残基を含む（メタ）アクリレートポ
リマー、ならびにおよびそれらの混合物などが挙げられる。さらにその他の窒素含有エチ
レン性不飽和モノマーとしては、トリス（２－アクリルオキシエチル）イソシアヌレート
、１，３，５－トリ（２－メタクリルオキシエチル）－ｓ－トリアジン、アクリルアミド
、メチルアクリルアミド、Ｎ－メチル－アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミ
ド、Ｎ－ビニルピロリドン、またはＮ－ビニル－ピペリドンなどが挙げられる。
【００４７】
　その他の好適な前駆体ポリマーのサブユニットは、エチレン性不飽和オリゴマーおよび
モノマーのブレンドである。たとえば、前駆体ポリマーのサブユニットには、アクリレー
ト官能性ウレタン、１種または複数の単官能アクリレートモノマー、およびテトラブロモ
ビスフェノールＡジグリシジルエーテルとアクリル酸との反応生成物から形成されるオリ
ゴマーのブレンドが含まれていてもよい。その他の有用なブレンドには、テトラブロモビ
スフェノールＡジグリシジルエーテルとアクリル酸との反応生成物から形成されるオリゴ
マー、多官能アクリレート、および反応性希釈剤が含まれていてもよい。その他有用なブ
レンドには、多官能アクリレート、反応性希釈剤、および単官能臭素化モノマーが含まれ
ていてもよい。一般に、高屈折率樹脂からは、高いゲインのフィルムが得られる。上述の
ブレンドの許容される範囲としては、１．５０を超える、未硬化での屈折率が得られるよ
うにすべきである。
【００４８】
バルクオリゴマー
　適切なゲインを有する硬化性層を得るためには、その硬化性層がそれらの前駆体ポリマ
ーのサブユニット、特にテトラブロモビスフェノールＡジグリシジルエーテルとアクリル
酸との反応混合物の一つだけからなっているのが好ましい。たとえば、適切な前駆体ポリ
マー性サブユニットは、ジョージア州スマーナ（Ｓｍｙｒｎａ，ＧＡ）のＵＣＢ・コーポ
レーション（ＵＣＢ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）から商品名ＲＤＸ－５１０２７として得
ることができる。その物質には、主成分として２－プロペン酸、（１－メチルエチリデン
）ビス［（２，６－ジブロモ－４，１－フェニレン）オキシ（２－ヒドロキシ－３，１－
プロパンジイル）］エステルを含んでいる。
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【００４９】
　第一のモノマーは、重合性組成物の中に、少なくとも約１５重量％（たとえば、２０重
量％、３０重量％、３５重量％、４０重量％、４５重量％、および５０重量％、およびそ
れらの間の任意の量）の量で存在させるのが好ましい。典型的には、第一のモノマーの量
は約６５重量％を超えない。
【００５０】
架橋剤
　本発明の開示の硬化性物質にはさらに、少なくとも１種、好ましくは１種だけの架橋剤
が含まれる。多官能モノマーを架橋剤として使用して、硬化性物質を重合させて得られる
硬化されたポリマー層のＴｇを上昇させることができる。ガラス転移温度は、示差走査熱
量測定（ＤＳＣ）、変調ＤＳＣ、または動的機械分析のような、当業者公知の方法により
測定することができる。ポリマー組成物を充分に架橋させて、４５℃より高いガラス転移
温度とするのが好ましい。その架橋剤には、少なくとも３個の（メタ）アクリレート官能
基が含まれる。メタクリレート基の方がアクリレート基よりも反応性が低い傾向を有する
ので、架橋剤には３個以上のアクリレート基を含んでいるのが好ましい。好適な架橋剤と
してはたとえば以下のようなものが挙げられる：ペンタエリスリトールトリ（メタ）アク
リレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパン
トリ（メタクリレート）、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペン
タエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンエトキシレート
トリ（メタ）アクリレート、グリセリルトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトー
ルプロポキシレートトリ（メタ）アクリレート、およびジトリメチロールプロパンテトラ
（メタ）アクリレート。これらの架橋剤のいずれか１種または組合せを使用することがで
きる。
【００５１】
　架橋剤は、重合性組成物中に、少なくとも約２重量％の量で存在させるのが好ましい。
典型的には、架橋剤の量は約５０重量％以下である。架橋剤は、約５重量％～約２５重量
％の範囲の量で存在させるのがよい。
【００５２】
　好適な架橋剤としては、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリ
スリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリ
レート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパン
テトラ（メタ）アクリレート、およびそれらの混合物などが挙げられる。より好ましい（
１種または複数の）架橋剤は、メタクリレート官能基を含まない。ペンタエリスリトール
トリアクリレート（ＰＥＴＡ）およびジペンタエリスリトールペンタアクリレートは市販
されていて、たとえば、ペンシルバニア州エクストン（Ｅｘｔｏｎ，ＰＡ）のサルトマー
・カンパニー（Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ）からの商品名、それぞれＳＲ４４４
およびＳＲ３９９ＬＶ；日本国大阪（Ｏｓａｋａ，Ｊａｐａｎ）の大阪有機化学工業（株
）（Ｏｓａｋａ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ，Ｌｔｄ．）か
らの商品名ビスコート（Ｖｉｓｃｏａｔ）＃３００；日本国東京（Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａ
ｎ）の東亞合成（株）（Ｔｏａｇｏｓｅｉ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）からの商品名アロニック
ス（Ａｒｏｎｉｘ）Ｍ－３０５；および台湾の高雄（Ｋａｏｈｓｉｕｎｇ，Ｔａｉｗａｎ
）の長興化学工業（Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）からの商品
名エターマー（Ｅｔｅｒｍｅｒ）２３５などが挙げられる。トリメチロールプロパントリ
アクリレート（ＴＭＰＴＡ）およびジトリメチロールプロパンテトラアクリレート（ｄｉ
－ＴＭＰＴＡ）は、サルトマー・カンパニー（Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ）から
商品名ＳＲ３５１およびＳＲ３５５として市販されている。ＴＭＰＴＡはさらに、東亞合
成（株）（Ｔｏａｇｏｓｅｉ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）から商品名アロニックス（Ａｒｏｎｉ
ｘ）Ｍ－３０９として入手可能である。さらに、エトキシル化トリメチロールプロパント
リアクリレートおよびエトキシル化ペンタエリスリトールトリアクリレートが、サルトマ
ー（Ｓａｒｔｏｍｅｒ）からそれぞれ商品名ＳＲ４５４およびＳＲ４９４として市販され
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ている。
【００５３】
反応性希釈剤
　硬化性物質には、場合によっては、約３５重量％まで（たとえば、１～３５までの範囲
の整数の）反応性希釈剤をさらに含んでいて、その硬化性物質の粘度を低下させて、その
加工性を改良している。反応性希釈剤は、典型的には１．５０より高い屈折率を有する、
モノ－またはジ－官能性の（メタ）アクリレート官能性モノマーである。そのような反応
性希釈剤は典型的には、ハロゲン化されていない（たとえば、非臭素化）。好適な反応性
希釈剤としては、たとえば、（メタ）アクリル酸フェノキシエチル、（メタ）アクリル酸
フェノキシ－２－メチルエチル、（メタ）アクリル酸フェノキシエトキシエチル、（メタ
）アクリル酸３－ヒドロキシ－２－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸ベンジル、
（メタ）アクリル酸４－（１－メチル－１－フェネチル）フェノキシエチル、および（メ
タ）アクリル酸フェニルチオエチルなどが挙げられる。
【００５４】
　製造を容易にするためには、１種だけの希釈剤を加えるのが好ましい。好適な希釈剤は
、（メタ）アクリル酸フェノキシエチル、特にアクリル酸フェノキシエチル（ＰＥＡ）で
ある。アクリル酸フェノキシエチルは、２カ所以上のメーカーから市販されているが、た
とえば、サルトマー（Ｓａｒｔｏｍｅｒ）からは商品名ＳＲ３３９として；長興化学工業
（Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）からは商品名エターマー（Ｅ
ｔｅｒｍｅｒ）２１０として；そして、東亞合成（株）（Ｔｏａｇｏｓｅｉ　Ｃｏ．，Ｌ
ｔｄ．）からは商品名ＴＯ－１１６６として販売されている。アクリル酸ベンジルは、マ
サチューセッツ州ワード・ヒル（Ｗａｒｄ　Ｈｉｌｌ，ＭＡ）のアルファアエサル・コー
ポレーション（ＡｌｆａＡｅｓａｒ　Ｃｏｒｐ．）から市販されている。場合によっては
、ハロゲン化モノマーまたはウレタンアクリレートモノマーを加えるのが好ましいことも
ある。
【００５５】
重合開始剤
　エチレン性不飽和モノマーおよびオリゴマーを含む前駆体ポリマーのサブユニットを含
む硬化性物質にさらに、重合開始剤を加えるのがよい。それらの例としては、有機過酸化
物、アゾ化合物、キノン、ニトロソ化合物、アシルハライド、ヒドラゾン、メルカプト化
合物、ピリリウム化合物、イミダゾール、クロロトリアジン、ベンゾイン、ベンゾインア
ルキルエーテル、ジケトン、フェノンまたはそれらの混合物などが挙げられる。市販され
ている好適な紫外線活性化および可視光線活性化光重合開始剤の例としては以下のような
ものが挙げられる：ニューヨーク州タリータウン（Ｔａｒｒｙｔｏｗｎ，ＮＹ）のチバ・
スペシャルティ・ケミカルズ（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）か
ら市販されている商品名、イルガキュア（ＩＲＧＡＣＵＲＥ）６５１（登録商標）、イル
ガキュア（ＩＲＧＡＣＵＲＥ）１８４（登録商標）、イルガキュア（ＩＲＧＡＣＵＲＥ）
３６９（登録商標）、イルガキュア（ＩＲＧＡＣＵＲＥ）８１９（登録商標）、ダロキュ
ア（ＤＡＲＯＣＵＲ）４２６５（登録商標）およびダロキュア（ＤＡＲＯＣＵＲ）１１７
３（登録商標）、ならびにビー・エー・エス・エフ（ＢＡＳＦ）（ノースカロライナ州シ
ャーロット（Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ，ＮＣ））から市販されている、ルシリン（ＬＵＣＩＲ
ＩＮ）ＴＰＯ（登録商標）およびルシリン（ＬＵＣＩＲＩＮ）ＴＰＯ－Ｌ（登録商標）。
好適な可視光線活性化重合開始剤の例は、米国特許第４，７３５，６３２号明細書（オッ
クスマン（Ｏｘｍａｎ）ら）および米国特許第５，６７４，１２２号明細書（キウン（Ｋ
ｉｕｎ）ら）に記載がある。
【００５６】
　好適な重合開始剤系には、光増感剤が含まれていてもよい。代表的な光増感剤は、カル
ボニル基または三級アミノ基またはそれらの混合物を有していてよい。カルボニル基を有
する好適な光増感剤は、ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベンジル、ベンズアルデヒド
、ｏ－クロロベンズアルデヒド、キサントン、チオキサントン、９，１０－アントラキノ
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ン、またはその他の芳香族ケトンである。三級アミンを有する好適な光増感剤は、メチル
ジエタノールアミン、エチルジエタノールアミン、トリエタノールアミン、フェニルメチ
ル－エタノールアミン、またはジメチルアミノエチルベンゾエートである。市販されてい
る光増感剤には、ビッドル・ソーヤー・コーポレーション（Ｂｉｄｄｌｅ　Ｓａｗｙｅｒ
　Ｃｏｒｐ．）からの、クオンティキュア（ＱＵＡＮＴＩＣＵＲＥ）ＩＴＸ（登録商標）
、クオンティキュア（ＱＵＡＮＴＩＣＵＲＥ）ＱＴＸ（登録商標）、クオンティキュア（
ＱＵＡＮＴＩＣＵＲＥ）ＰＴＸ（登録商標）、クオンティキュア（ＱＵＡＮＴＩＣＵＲＥ
）ＥＰＤ（登録商標）などがある。
【００５７】
　一般的に、光増感剤または光重合開始剤系の量は、約０．０１～１０重量％の間で変化
させてよい。
【００５８】
　硬化性物質がエポキシまたはビニルエーテルベースの場合には、カチオン性重合開始剤
を使用して重合を開始させてもよい。カチオン性重合開始剤の例としては、オニウムカチ
オンの塩、たとえばアリールスルホニウム塩、さらには有機金属塩たとえばイオンアレー
ン系などが挙げられる。その他の例が、米国特許第４，７５１，１３８号明細書（チュー
メイ（Ｔｕｍｅｙ）ら）；米国特許第５，２５６，１７０号明細書（ハーマー（Ｈａｒｍ
ｅｒ）ら）；米国特許第４，９８５，３４０号明細書（パラゾット（Ｐａｌａｚｏｔｔｏ
））；および米国特許第４，９５０，６９６号明細書に報告されている（これらの特許す
べてを、参照により本明細書に援用する）。
【００５９】
　デュアルキュアおよびハイブリッドキュア光重合開始剤系もまた使用することができる
。デュアルキュア光開始剤系においては、硬化または重合は、同一または別の反応メカニ
ズムのいずれかで、２段の別のステップで起きる。ハイブリッドキュア光重合開始剤系に
おいては、紫外線／可視光線、もしくは電子ビームの照射に暴露させることによって、同
時に２種の硬化メカニズムが起きる。
【００６０】
追加成分
　光学フィルムにおいて使用するために、以下に記すコモノマーなど、さらなる各種の化
合物を硬化性層の組成物に添加することが可能である。追加成分としては、濡れ剤、光重
合開始剤、熱重合開始剤、触媒、活性化剤、架橋剤などが挙げられ、加工性、層形成、お
よび他の層への接着性の改良のために添加することができる。硬化性層に加えるその他の
添加剤としては、光安定剤、抗酸化剤、ＵＶ吸収剤、ＵＶ安定剤、近赤外線吸収剤、可塑
剤、界面活性剤、染料、着色剤、および顔料が挙げられる。
【００６１】
　例示的実施態様においては、硬化性層へのさらなる添加剤としては、充填剤および無機
粒子、たとえば無機酸化物粒子たとえば、シリカ、セリア、チタニア、アルミナ、および
ジルコニアなどが挙げられる。たとえば、硬化性層を、ジルコニアまたはシリカを充填し
た硬化性樹脂から形成させることができる。充填剤粒子は各種の大きさと形状であってよ
く、たとえば１ｎｍ～２０ミクロンである。特に、充填剤粒子がナノ粒子であればよい。
充填剤粒子は、非晶質であっても、結晶質であっても、あるいは半晶質であってもよい。
それらの充填剤粒子はさらに、硬化性樹脂との混和性を改質するための、有機または無機
表面処理を用いた表面改質をされていてもよい。充填剤粒子を、上述のような樹脂、特に
高屈折率樹脂のブレンドと組み合わせて使用する場合には、得られるフィルムまたは硬化
性層の屈折率さらにはゲインを改質することができる。たとえば、高屈折率樹脂と組み合
わせるシリカナノ粒子は、１．５０の未硬化屈折率を与えるべきであり、その一方で、ジ
ルコニアナノ粒子充填樹脂は１．６３以上の未硬化屈折率を与えるべきである。
【００６２】
表面コーティング層としての硬化性層
　硬化性層は、表面（たとえば、コーティング）層として機能させることができる。硬化
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性層は、ハードコート、ぎらつき防止コーティング、艶消し表面、拡散層、他の隣接する
フィルムとのカップリングやウェットアウトを防止するためのアンチフィルムカップリン
グ層、微細構造化光学層、接着剤層、またはそれらの組合せとして機能することができる
。別な硬化性層には、たとえば、耐摩耗性またはハードコート材料；光学的コーティング
などが含まれる。さらなる機能層またはコーティングが、たとえば米国特許第６，３５２
，７６１号明細書、ならびに国際公開第９７／０１４４０号パンフレット、国際公開第９
９／３６２６２号パンフレット、および国際公開第９９／３６２４８号パンフレットに記
載されている（これらの特許を、参照により本明細書に援用する）。これらの官能性成分
は、１層または複数の硬化性層の中に組み入れてもよいし、あるいはそれらを、別のフィ
ルムまたはコーティングの中に硬化性層として適用してもよい。
【００６３】
表面模様または構造
　硬化性層はさらに、艶消し表面のような表面模様を有していてもよいし、あるいは表面
構造を含んでいてもよい。表面構造には、スリー・エム・カンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ）の輝度増強フィルムに見られるような、各種のプリズム状の微細構造が含まれてい
てもよい。上述の前駆体ポリマーユニットを硬化性物質において使用して、表面模様また
は微細構造を有する硬化性層を形成させることが可能である。ある実施態様においては、
ノルボルネン系環状オレフィン層の上にコーティングされた硬化性物質が光硬化性物質で
ある。
【００６４】
　ある実施態様においては、硬化性層が、表面構造、たとえば輝度増強フィルムのそれに
類似した直線的なプリズム状の構造を有する層である。表面構造化させた層のための硬化
性物質は、高屈折率オリゴマー、多官能架橋剤、および反応性希釈剤を含むことができる
。一実施態様においては、その硬化性物質には、エチレン性不飽和モノマー、エチレン性
不飽和オリゴマー、またはそれらのブレンドが含まれ、ここでその未硬化物質は１．５０
よりも高い屈折率を有している。一実施態様においては、表面構造化層のための硬化性物
質には、高屈折率オリゴマー、ウレタンアクリレート、反応性希釈剤、および高屈折率モ
ノマーを含むことができる。
【００６５】
　「屈折率（ｉｎｄｅｘ　ｏｆ　ｒｅｆｒａｃｔｉｏｎまたはｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ　ｉ
ｎｄｅｘ）」は、物質（たとえば、モノマー）の絶対屈折率を指していて、これは、自由
空間中の電磁放射線の速度の、その物質中における電磁放射線の速度に対する比率と理解
されたい。屈折率は、公知の方法を用いて測定することが可能で、一般的には、可視光線
領域においてアッベ屈折計（たとえば、ペンシルバニア州ピッツバーグ（Ｐｉｔｔｓｂｕ
ｒｇ，ＰＡ）のフィッシャー・インスツルメンツ（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ
ｓ）から市販されている）を用いて測定する。一般に認められていることであるが、測定
される屈折率の値は、装置に依存してある程度変化する可能性がある。
【００６６】
　また別な実施態様においては、硬化性物質にはさらに、テトラブロモビスフェノールＡ
グリシジルエーテルと（メタ）アクリル酸との反応生成物が含まれる。さらなる実施態様
においては、エチレン性不飽和モノマーが多官能アクリレートである。その物質が、実質
的にメタクリレート官能性を有していないのが好ましい。その多官能アクリレートは、ト
リメチロールプロパントリアクリレートとすることができる。さらなる実施態様において
は、その硬化性物質にはさらに、アクリル酸２－フェノキシエチルまたはアクリル酸トリ
ブロモフェノキシエチルが含まれる。
【００６７】
　上述の前駆体ポリマーのサブユニットの混合物を、硬化性物質の中に使用してもよいが
、製造を容易にするためには、可能な限り別なモノマーを使用しないのが好ましい。適切
なゲインを有する硬化性層を得るためには、その硬化性層がそれらの前駆体ポリマーのサ
ブユニット、特にテトラブロモビスフェノールＡジグリシジルエーテルとアクリル酸との
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反応混合物の一つだけからなっているのが好ましい。たとえば、適切な前駆体ポリマー性
サブユニットは、ジョージア州スマーナ（Ｓｍｙｒｎａ，ＧＡ）のＵＣＢ・コーポレーシ
ョン（ＵＣＢ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）から商品名ＲＤＸ－５１０２７として得ること
ができる。その物質は、主成分として２－プロペン酸、（１－メチルエチリデン）ビス［
（２，６－ジブロモ－４，１－フェニレン）オキシ（２－ヒドロキシ－３，１－プロパン
ジイル）］エステルを含んでいる。
【００６８】
硬化性接着剤物質
　いくつかの実施態様においては、その硬化性層が接着剤層である。それらの実施態様に
おいては、その硬化性物質は硬化性接着剤である。上述の前駆体ポリマーのサブユニット
は、硬化性接着剤として使用することが可能である。さらなる実施態様においては、その
硬化性接着剤は２種以上のエチレン性不飽和モノマーを含むが、ここで、少なくとも１種
のモノマーは窒素を含む。さらなる実施態様においては、その硬化性接着剤に、窒素含有
エチレン性不飽和（メタ）アクリレートとエチレン性不飽和（メタ）アクリレートとを含
む。さらに別な実施態様においては、その硬化性接着剤に、窒素含有エチレン性不飽和ア
クリレートモノマーと窒素を含まないエチレン性不飽和アクリレートモノマーとを含む。
たとえば、前駆体ポリマーのサブユニットは、アクリレート官能性ウレタンオリゴマーと
１種または複数の単官能アクリレートモノマーとを含む。そのアクリレートモノマーは、
５官能アクリレート、４官能アクリレート、３官能アクリレート、２官能アクリレート、
単官能アクリレートポリマー、またはそれらの組合せであってよい。
【００６９】
　具体的には、その硬化性層が接着剤層として機能して、光学フィルムをノルボルネン系
環状オレフィン層に接着させることができる。硬化性層が接着剤層として機能する場合、
その硬化性物質は、放射線エネルギー硬化性接着剤と呼ばれる。いくつかの実施態様にお
いては、その硬化性層に、接着剤的な性質を有する光硬化性物質が含まれる。
【００７０】
　ノルボルネン系環状オレフィン層またはフィルムには、上述の１種または複数の硬化性
層を用いてコーティングすることができる。
【００７１】
光学フィルム
　各種の光学フィルムが、本発明の開示に合わせて使用するのに適している。具体的には
、配向ポリマー光学フィルムも含めたポリマー光学フィルムが本発明の開示に合わせて使
用するのに適しているが、その理由は、それらが時として、温度の変動に暴露させたとき
に寸法不安定性の問題を起こす可能性があるからである。
【００７２】
　具体的には、ノルボルネン系環状オレフィン層は、寸法安定性のメリットが得られるポ
リマーフィルムと共に使用するのに適している。たとえば、いくつかのポリマー光学フィ
ルムは、温度または湿度の変動に暴露されると寸法不安定性を示す可能性がある。その光
学フィルムは、典型的には薄い。好適なフィルムとしては、各種の厚みのフィルムが挙げ
られるが、特に厚み１５ミル（約３８０マイクロメートル）未満の、より典型的には厚み
１０ミル（約２５０マイクロメートル）未満の、特には厚み７ミル（約１８０マイクロメ
ートル）未満のフィルムが挙げられる。
【００７３】
　その光学フィルムにはポリマー多層光学フィルムが含まれるが、そのようなものとして
は、広い帯域幅において高い反射率を有する多層フィルム（全部が複屈折光学層、部分的
に複屈折光学層、あるいは全部が等方性光学層のいずれで構成されていてもよい）および
連続相／分散相光学フィルムなどが挙げられる。光学フィルムには、偏光子およびミラー
も含まれる。一般的に、多層光学フィルムは鏡面反射板であり、連続相／分散相光学フィ
ルムは散乱反射板であるが、それらの特性は普遍的なものではない（たとえば、米国特許
第５，８６７，３１６号明細書に記載の散乱多層反射型偏光子を参照されたい）。これら
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の光学フィルムは単に説明のためのものであって、本発明の開示に合わせて有用な好適な
ポリマー光学フィルムのすべてを網羅していることを意味している訳ではない。
【００７４】
　多層反射光学フィルムと連続相／分散相反射光学フィルムのいずれもが、少なくとも１
種の偏光配向の選択的な反射光に対する、少なくとも２種の異なった物質（好ましくはポ
リマー）の間の屈折率の違いに依存している。好適な散乱反射型偏光子には、米国特許第
５，８２５，５４３号明細書（参照により本明細書に援用する）に記載の連続相／分散相
光学フィルム、さらには米国特許第５，８６７，３１６号明細書（参照により本明細書に
援用する）に記載の散乱的反射光学フィルムが含まれる。
【００７５】
　本発明の開示において使用するのに特に好適な光学フィルムは、たとえば下記の特許に
記載されているような多層反射フィルムである：米国特許第５，８８２，７７４号明細書
および米国特許第６，３５２，７６１号明細書、ならびに国際公開第９５／１７３０３号
パンフレット；国際公開第９５／１７６９１号パンフレット；国際公開第９５／１７６９
２号パンフレット；国際公開第９５／１７６９９号パンフレット；国際公開第９６／１９
３４７号パンフレット；および国際公開第９９／３６２６２号パンフレット（これらの特
許のすべてを、参照により本明細書に援用する）。そのフィルムは、ブルースター角（Ｂ
ｒｅｗｓｔｅｒ　ａｎｇｌｅ）（ｐ偏光の反射率がゼロとなるような角度）が極めて大ま
たは存在しない、ポリマー層の多層スタックであるのが好ましい。そのフィルムから、そ
のｐ偏光の反射率が、入射角とともに徐々に低下するか、入射角とは独立しているか、あ
るいは、入射角が法線から離れると同時に増大するような、多層ミラーまたは偏光子が作
られる。そのような多層反射型偏光子の形態で市販されているものは、ミネソタ州セント
・ポール（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）のスリー・エム（３Ｍ）により、デュ
アル・ブライトネス・エンハンスト・フィルム（Ｄｕａｌ　Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　Ｉｎ
ｈａｎｃｅｄ　Ｆｉｌｍ、ＤＢＥＦ）として販売されている。本明細書においては、多層
反射光学フィルムは、本発明の開示の光学フィルム構造、光学フィルムの製造方法および
使用方法を説明するための一例として用いられている。本明細書に記載された、構造、方
法および技術は、他のタイプの好適な光学フィルムにも適合させ、応用することが可能で
ある。好適な光学フィルムについてのさらなる説明を以下において提供する。
【００７６】
　好適な多層反射光学フィルムは、一軸または二軸配向させた複屈折の第一の光学層を第
二の光学層と交互に配置する（たとえば、交互にはさみこむ）ことにより作ることができ
る。いくつかの実施態様においては、その第二の光学層が等方性屈折率（配向層の面内屈
折率の一つにほぼ等しい）を有する。二つの異なった光学層の界面は、光反射面を形成す
る。二つの層の屈折率がほぼ等しい方向に平行な面における偏光は、実質的に透過される
であろう。二つの層が異なった屈折率を有している方向に平行な面における偏光は、少な
くとも部分的には反射されるであろう。層の数を増やしたり、第一の層と第二の層との間
の屈折率の差を大きくしたりすることにより、反射率を上げることができる。多層光学フ
ィルムは、一般的には約２層～５０００層の光学層、典型的には約２５層～２０００層の
光学層、多くの場合約５０層～１５００層の光学層または約７５層～１０００層の光学層
を有している。複数の層を有するフィルムに異なった光学的厚さを有する層を持たせるこ
とにより、ある範囲の波長におけるフィルムの反射率を高くすることができる。たとえば
、フィルムに、（たとえば、通常の入射光に対して）個々にチューニングした対になった
層を持たせて、特定の波長を有する光を最適に反射させるようにすることができる。単一
の多層スタックについてのみ説明をしているが、次々と組み合わせてフィルムを形成する
複数のスタックから多層光学フィルムを製造することも可能である、ということは認識し
ておかれたい。上述の多層光学フィルムは、米国特許出願第０９／２２９７２４号明細書
、および米国特許出願公開第２００１／００１３６６８号明細書に従って製造することが
できる（これら両方の特許を、参照により本明細書に援用する）。
【００７７】
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　偏光子は、一軸配向させた第一の光学層と、等方性屈折率（その配向層の面内屈折率の
一つとほぼ等しい）を有する第二の光学層とを組み合わせることによって、作ることがで
きる。別な方法として、両方の光学層を複屈折ポリマーから形成させ、複数回の延伸プロ
セスにより配向させて、単一の面内方向における屈折率がほぼ等しくなるようにする。２
層の光学層の界面が、光の一つの偏光のための光反射面を形成する。二つの層の屈折率が
ほぼ等しい方向に平行な面における偏光は、実質的に透過されるであろう。二つの層が異
なった屈折率を有している方向に平行な面における偏光は、少なくとも部分的には反射さ
れるであろう。等方性屈折率を有するかまたは低い（たとえば、約０．０７以下の）面内
複屈折を有する偏光子の場合には、その第二の光学層の面内屈折率（ｎｘおよびｎｙ）は
、第一の光学層の一つの面内屈折率（たとえば、ｎｙ）にほぼ等しい。したがって、第一
の光学層の面内複屈折は、その多層光学フィルムの反射率の指標である。典型的には、面
内複屈折が高い程、多層光学フィルムの反射率が向上することが判っている。第一および
第二の光学層の屈折の面外屈折率（ｎｚ）が等しいかあるいはほぼ等しい（たとえば、差
が０．１以下、好ましくは０．０５以下）である場合、その多層光学フィルムはさらに、
より良好な角外（ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）反射率を有する。少なくとも一つの一軸複屈折材
料を用いてミラーを作ることができるが、この場合、二つの屈折率（典型的にはｘ軸とｙ
軸方向、あるいは、ｎｘおよびｎｙ）はほぼ等しく、第三の屈折率（典型的にはｚ軸方向
、またはｎｚ）が異なっている。ｘ軸とｙ軸は面内の軸と定義され、この場合、それらは
多層フィルムの中の所定の層の面を表しており、それぞれの屈折率ｎｘとｎｙは面内屈折
率と呼ばれる。一軸複屈折系を作る一つの方法は、多層ポリマーフィルムを二軸配向させ
る（二つの軸方向に延伸させる）ものである。隣接している層が、異なった応力誘導複屈
折を有している場合には、多層フィルムの二軸配向によって、両方の軸に平行な面におけ
る隣接層の屈折率の間に差が生じ、その結果、両方の偏光面の光の反射が起きる。一軸複
屈折材料は、正または負いずれかの一軸複屈折を有する。正の一軸複屈折は、ｚ方向にお
ける屈折率（ｎｚ）が面内屈折率（ｎｘおよびｎｙ）よりも大きいときに起きる。負の一
軸複屈折は、ｚ方向における屈折率（ｎｚ）が面内屈折率（ｎｘおよびｎｙ）よりも小さ
いときに起きる。ｎ２ｘ＝ｎ２ｙ＝ｎ２ｚとなるようにｎ１ｚを選択し、その多層フィル
ムが二軸配向されている場合には、ｐ－偏光のブルースター角は存在せず、そのため、す
べての入射角で一定の反射率となる。相互に直交する二つの面内角で配向させた多層フィ
ルムは、層の数、ｆ比、屈折率などに応じて尋常ならぬ高パーセントの入射光を反射させ
ることが可能で、極めて効率の高いミラーである。ミラーは、顕著に異なる面内屈折率を
有する一軸配向させた層を組み合わせることによっても作ることができる。
【００７８】
　第一の光学層が一軸または二軸配向させた複屈折ポリマー層であるのが好ましい。第一
の光学層の複屈折ポリマーは、典型的には、延伸させたときに大きな複屈折を与えること
が可能であるように選択する。用途に応じて、フィルムの面の二つの直交方向の間、一つ
または複数の面内方向の間およびフィルム面に垂直な方向、あるいはそれらの組合せで、
複屈折を起こさせてもよい。第一のポリマーは、延伸の後で複屈折を維持していなければ
ならず、それによって、仕上がりフィルムに所要の光学的性質を付与することができる。
第二の光学層が、複屈折性で一軸または二軸配向させたポリマー層であってもよいし、あ
るいは、第二の光学層が、配向させた後に第一の光学層の少なくとも一つの屈折率とは異
なる等方性屈折率を有していてもよい。第二のポリマーが、延伸させたときに複屈折をほ
とんどまたは全く示さないか、あるいは、逆側の複屈折（正－負、または負－正）を示し
て、仕上がりフィルムにおいて、そのフィルム面屈折率が第一のポリマーのそれとは可能
な限り異なるようになるのが有利である。ほとんどの用途においては、第一のポリマー、
第二のポリマーのいずれもが、対象となるフィルムの関心のある帯域幅の中のどの吸光帯
をも有していないのが有利である。したがって、その帯域幅の中のすべての入射光は反射
されるか、または透過される。しかしながら、いくつかの用途においては、第一および第
二のポリマーの一方または両方が、特定の波長を、全部または部分的に吸収することが有
用であることもありうる。
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【００７９】
　多層光学フィルムの第一および第二の光学層ならびに任意の非光学層は、たとえば、ポ
リエステルのようなポリマーからなっている。本発明に開示の多層光学フィルムにおいて
使用するポリエステルには一般に、カルボキシレートおよびグリコールサブユニットを含
み、カルボキシレートモノマー分子をグリコールモノマー分子と反応させることにより生
成させる。それぞれのカルボキシレートモノマー分子は２個以上のカルボン酸または官能
基を有しており、それぞれのグリコールモノマー分子は２個以上のヒドロキシ官能基を有
している。カルボキシレートモノマー分子はすべて同一であってもよいし、あるいは、２
種以上の異なったタイプの分子であってもよい。グリコールモノマー分子についても同様
である。「ポリエステル」という用語にはさらに、グリコールモノマー分子を炭酸エステ
ルと反応させて誘導されるポリカーボネートも含まれる。
【００８０】
　ポリエステル層のカルボキシレートサブユニットを形成するために使用するのに適した
カルボキシレートモノマー分子としては、たとえば以下のようなものを挙げることができ
る：２，６－ナフタレンジカルボン酸およびその異性体；テレフタル酸；イソフタル酸；
フタル酸；アゼライン酸；アジピン酸；セバシン酸；ノルボルネンジカルボン酸；ビシク
ロオクタンジカルボン酸；１，６－シクロヘキサンジカルボン酸およびその異性体；ｔ－
ブチルイソフタル酸、トリメリット酸、スルホン化イソフタル酸ナトリウム；２，２'－
ビフェニルジカルボン酸およびその異性体；ならびに、それらの酸のアルキルエステルた
とえば、メチルまたはエチルエステル。本明細書の文脈においては、「低級アルキル」と
いう用語は、Ｃ１～Ｃ１０直鎖状または分岐状のアルキル基を指す。
【００８１】
　ポリエステル層のグリコールサブユニットを形成するために使用するのに適したグリコ
ールモノマー分子としては、以下のようなものを挙げることができる：エチレングリコー
ル；プロピレングリコール；１，４－ブタンジオールおよびその異性体；１，６－ヘキサ
ンジオール；ネオペンチルグリコール；ポリエチレングリコール；ジエチレングリコール
；トリシクロデカンジオール；１，４－シクロヘキサンジメタノールおよびその異性体；
ノルボルナンジオール；ビシクロオクタンジオール；トリメチロールプロパン；ペンタエ
リスリトール；１，４－ベンゼンジメタノールおよびその異性体；ビスフェノールＡ；１
，８－ジヒドロキシビフェニルおよびその異性体；ならびに１，３－ビス（２－ヒドロキ
シエトキシ）ベンゼン。
【００８２】
　本発明の開示の光学フィルムにおいて有用な一つのポリエステルはポリエチレンナフタ
レート（ＰＥＮ）であって、これはたとえば、ナフタレンジカルボン酸をエチレングリコ
ールと反応させることによって製造することができる。ポリエチレン２，６－ナフタレー
ト（ＰＥＮ）が多くの場合、第一のポリマーとして選択される。ＰＥＮは、高い正の応力
光学係数を有し、延伸後でも効果的に複屈折を維持し、可視領域においてほとんどまたは
全く吸光度を持たない。さらにＰＥＮは、等方的状態において高い屈折率を有している。
波長５５０ｎｍの偏光させた入射光に対するその屈折率は、偏光面が延伸方向に平行であ
る場合には、約１．６４から最高約１．９まで増大する。分子配向を上げると、ＰＥＮの
複屈折も高くなる。分子配向は、その材料をより大きな延伸比で延伸させ、その延伸させ
た状態に固定維持することにより、上げることができる。第一のポリマーとして好適なそ
の他の半晶質ポリエステルとしては、たとえば、ポリブチレン２，６－ナフタレート（Ｐ
ＢＮ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、およびそれらのコポリマーなどが挙げ
られる。
【００８３】
　第一のポリマーとして有用なさらなる物質は、たとえば以下の特許に記載されている：
米国特許第６，３５２，７６２号明細書および米国特許第６，４９８，６８３明細書、な
らびに米国特許出願第０９／２２９７２４号明細書、米国特許出願第０９／２３２３３２
号明細書、米国特許出願第０９／３９９５３１号明細書、および米国特許出願第０９／４
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４４７５６号明細書（これらの特許を、参照により本明細書に援用する）。第一のポリマ
ーとして有用な一つのポリエステルは、ｃｏＰＥＮであって、これは、９０モル％のナフ
タレンジカルボン酸ジメチルおよび１０モル％のテレフタル酸ジメチルとから誘導される
カルボキシレートサブユニットと、１００モル％のエチレングリコールサブユニットから
誘導されるグリコールサブユニットを有し、その固有粘度（ＩＶ）が０．４８ｄＬ／ｇの
ものである。その屈折率は約１．６３である。本明細書においてはこのポリマーを、低融
点ＰＥＮ（９０／１０）と呼ぶことにする。また別の有用な第一のポリマーは、０．７４
ｄＬ／ｇの固有粘度を有するＰＥＴで、イーストマン・ケミカル・カンパニー（Ｅａｓｔ
ｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ）（テネシー州キングスポート（Ｋｉｎｇｓ
ｐｏｒｔ，ＴＮ））から入手可能なものである。偏光子フィルムを製造するのに、非ポリ
エステルポリマーもまた有用である。たとえば、ポリエーテルイミドを、ポリエステルた
とえばＰＥＮおよびｃｏＰＥＮと共に使用して、多層反射ミラーを製造することができる
。その他のポリエステル／非ポリエステルの組合せ、たとえばポリエチレンテレフタレー
トとポリエチレンとを組み合わせたもの（たとえば、ミシガン州ミッドランド（Ｍｉｄｌ
ａｎｄ，ＭＩ）のダウ・ケミカル・コーポレーション（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ
ｒｐ．）から商品名エンゲージ（Ｅｎｇａｇｅ）８２００として入手可能なもの）も使用
することが可能である。
【００８４】
　第二のポリマーを選択して、仕上がりフィルムの中で、少なくとも一つの方向でのその
屈折率が、第一のポリマーの同じ方向での屈折率とは顕著に異なるようにしなければなら
ない。ポリマー材料は典型的には散乱性、すなわち波長によって屈折率が変動するので、
それらの条件は、対象とする特定のスペクトル帯域幅を条件に入れて考えなければならな
い。上述の説明から、第二のポリマーの選択は、問題としている多層光学フィルムの意図
する用途だけではなく、第一のポリマーのために行った選択、さらには加工条件にも依存
するということを理解されたい。
【００８５】
　第二の光学層は、各種の第二のポリマーから製造することができるが、その第二のポリ
マーは、第一のポリマーと適合するガラス転移温度を有し、第一のポリマーの等方性屈折
率と類似の屈折率を有するものである。上述のＣｏＰＥＮポリマー以外の好適なポリマー
の例としては、ビニルナフタレン、スチレン、無水マレイン酸、アクリレート、およびメ
タクリレートのようなモノマーから製造したビニルポリマーおよびコポリマーが挙げられ
る。そのようなポリマーの例としては、ポリアクリレート、ポリメタクリレートたとえば
ポリ（メタクリル酸メチル）（ＰＭＭＡ）、およびイソタクチックまたはシンジオタクチ
ックポリスチレンなどが挙げられる。別なポリマーとしては、ポリスルホン、ポリアミド
、ポリウレタン、ポリアミド酸（ｐｏｌｙａｍｉｃ　ａｃｉｄ）、およびポリイミドなど
のような縮合ポリマーが挙げられる。さらに、第二の光学層は、ポリエステルおよびポリ
カーボネートのようなポリマーおよびコポリマーから形成させることも可能である。
【００８６】
　第二のポリマーの例を挙げれば、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）のホモポリマ
ー、たとえば、デラウェア州ウィルミントン（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ）のイネオス
・アクリリックス・インコーポレーテッド（Ｉｎｅｏｓ　Ａｃｒｙｌｉｃｓ　Ｉｎｃ．）
から商品名ＣＰ７１およびＣＰ８０として入手可能なもの、またはＰＭＭＡよりも低いガ
ラス転移温度の、ポリメタクリル酸エチル（ＰＥＭＡ）などがある。さらなる第二のポリ
マーとしては、ＰＭＭＡのコポリマー（ｃｏＰＭＭＡ）たとえば、７５重量％のメタクリ
ル酸メチルエステル（ＭＭＡ）モノマーと２５重量％のアクリル酸エチル（ＥＡ）モノマ
ーから製造されたｃｏＰＭＭＡ（イネオス・アクリリックス・インコーポレーテッド（Ｉ
ｎｅｏｓ　Ａｃｒｙｌｉｃｓ　Ｉｎｃ．）から商品名パースペックス（Ｐｅｒｓｐｅｘ）
ＣＰ６３として入手可能）、ＭＭＡコモノマー単位とメタクリル酸ｎ－ブチル（ｎＢＭＡ
）コモノマー単位とから形成されたｃｏＰＭＭＡ、または、ＰＭＭＡとポリフッ化ビニリ
デン（ＰＶＤＦ）とのブレンドたとえば、テキサス州ヒューストン（Ｈｏｕｓｔｏｎ，Ｔ



(22) JP 2008-518280 A 2008.5.29

10

20

30

40

50

Ｘ）のソルベイ・ポリマーズ・インコーポレーテッド（Ｓｏｌｖａｙ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ
，Ｉｎｃ．）から商品名ソーレフ（Ｓｏｌｅｆ）１００８として入手可能なものなどが挙
げられる。
【００８７】
　さらにその他の第二のポリマーを挙げれば次のようなものがある：ポリオレフィンコポ
リマーたとえば、ポリ（エチレン－コ－オクテン）（ＰＥ－ＰＯ）で、ダウ・デュポン・
エラストマーズ（Ｄｏｗ－Ｄｕｐｏｎｔ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒｓ）から商品名エンゲージ
（Ｅｎｇａｇｅ）８２００として入手可能なもの；ポリ（プロピレン－コ－エチレン）（
ＰＰＰＥ）で、テキサス州ダラス（Ｄａｌｌａｓ，ＴＸ）のフィナ・オイル・アンド・ケ
ミカル・カンパニー（Ｆｉｎａ　Ｏｉｌ　ａｎｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から商品
名Ｚ９４７０として入手可能なもの、およびアタクチックポリプロピレン（ａＰＰ）とイ
ソタクチックポリプロピレン（ｉＰＰ）とのコポリマーであって、ユタ州ソルト・レーク
・シティ（Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ　Ｃｉｔｙ，ＵＴ）のハンツマン・ケミカル・コーポレー
ション（Ｈｕｎｔｓｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｒｐ．）から商品名レックスフレッ
クス（Ｒｅｘｆｌｅｘ）Ｗ１１１として入手可能なもの。第二の光学層は、官能化ポリオ
レフィン、たとえば線状低密度ポリエチレン－ｇ－無水マレイン酸（ＬＬＤＰＥ－ｇ－Ｍ
Ａ）、たとえばデラウェア州ウィルミントン（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ）のイー・ア
イ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド（Ｅ．Ｉ．
ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏ．，Ｉｎｃ．）から商品名バイネル
（Ｂｙｎｅｌ）４１０５として入手可能なものから作ることもできる。
【００８８】
　偏光子の場合の層の特に好適な組合せとしては、ＰＥＮ／ｃｏ－ＰＥＮ、ポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ）／ｃｏ－ＰＥＮ、ＰＥＮ／ｓＰＳ、ＰＥＴ／ｓＰＳ、ＰＥＮ／
イースター（Ｅａｓｔａｒ）、およびＰＥＴ／イースター（Ｅａｓｔａｒ）が挙げられる
が、ここで「ｃｏ－ＰＥＮ」はナフタレンジカルボン酸をベースとするコポリマーまたは
ブレンド（上述）を指し、イースター（Ｅａｓｔａｒ）はイーストマン・ケミカル・カン
パニー（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）から市販されているポリシクロヘ
キサンジメチレンテレフタレートである。
【００８９】
　ミラーの場合の層の特に好適な組合せとしては、ＰＥＴ／ＰＭＭＡもしくはＰＥＴ／ｃ
ｏＰＭＭＡ、ＰＥＮ／ＰＭＭＡもしくはＰＥＮ／ｃｏＰＭＭＡ、ＰＥＴ／エクデル（ＥＣ
ＤＥＬ）、ＰＥＮ／エクデル（ＥＣＤＥＬ）、ＰＥＮ／ｓＰＳ、ＰＥＮ／ＴＨＶ、ＰＥＮ
／ｃｏ－ＰＥＴ、およびＰＥＴ／ｓＰＳが挙げられるが、ここで「ｃｏ－ＰＥＴ」は、テ
レフタル酸をベースとするコポリマーまたはブレンド（上述）を指し、エクデル（ＥＣＤ
ＥＬ）はイーストマン・ケミカル・カンパニー（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃ
ｏ．）から市販されている熱可塑性ポリエステルであり、そしてＴＨＶはスリー・エム・
カンパニー（３Ｍ　Ｃｏ．）から市販されているフルオロポリマーである。ＰＭＭＡはポ
リメタクリル酸メチルを指し、ＰＥＴＧは、第二のグリコール（通常はシクロヘキサンジ
メタノール）を採用したＰＥＴのコポリマーを指している。ｓＰＳはシンジオタクチック
ポリスチレンのことを指す。
【００９０】
　いくつかの実施態様においては、光学フィルムの外側表面（主面）の一方または両方が
、ポリエステルコポリマー、たとえば上述のＣｏ－ＰＥＮであるのが好ましい。
【００９１】
方法Ａ
ノルボルネン系環状オレフィンの上にコーティングされた追加の表面層
　本発明の開示の一つの態様は、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムの上、または多
層フィルムのノルボルネン系環状オレフィン層の上に、硬化性層を形成させるための方法
である。この方法では、硬化性層とノルボルネン系環状オレフィン層またはフィルムとを
共押出しする必要がない。この方法を使用すれば、１層または複数の硬化性層を、ノルボ
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ルネン系環状オレフィンフィルム／層の主面の上にコーティングすることができる。ノル
ボルネン系環状オレフィン層の上にコーティングするための硬化性層（１層または複数）
には、１種または複数の硬化性物質を含んでいるのが好ましい。好適な硬化性物質、硬化
方法、および硬化性物質の追加成分については、先に述べた。
【００９２】
　硬化性層のノルボルネン系環状オレフィンフィルムへの接着性は、硬化性層のコーティ
ングとともにインラインでノルボルネン系環状オレフィンフィルム表面をコロナ処理する
ことにより改良される。コロナ処理とは、ポリマー表面の上に向けた、誘電バリヤー放電
（ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｂａｒｒｉｅｒ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）を指している。本明細
書で使用するとき、コロナ処理とは一般に、中性のガス分子に電子衝撃を与えることによ
って、気相活性種（たとえば、フリーラジカル、イオン、または電気的もしくは振動的に
励起された状態）が作られる各種のプロセスを指している。たとえば、空気または窒素を
使用することができる。本明細書で使用するとき、コロナ処理としては多くの他の用語が
知られている。それらの用語を挙げれば以下のようなものがある（これらに限定される訳
ではない）：誘電－バリヤー放電、コロナ、コロナ放電、バリヤー放電、常圧プラズマ、
常圧グロー放電、常圧非平衡プラズマ、無声放電、常圧部分イオン化ガス、フィラメント
放電、直接もしくは遠隔常圧放電、外部持続もしくは自己持続常圧放電など。
【００９３】
　空気コロナ（空気誘電－バリヤー放電）は、実質的に空気からなる雰囲気中で維持され
る。窒素コロナは、実質的に窒素からなる雰囲気中で維持される。好適な窒素コロナ処理
プロセスは、同一出願人による、米国特許出願第１０／８８３，２６３号明細書（２００
４年７月１日出願）に記載されている（その開示を、参照により本明細書に援用する）。
窒素を用いるコロナ処理では通常、コロナ要素を必要とし、処理される表面は、コロナ処
理の間隔離して、所望のガス環境を保つ。
【００９４】
　表面処理のためのガスを選択する際に、先と同程度の配慮を必要とする重要な点は、得
られる表面の化学構造に対する、動的または時間依存的な性質である。空気または窒素コ
ロナ処理は、インラインで実施するのが好ましい。硬化性層の接着性は、コロナ処理から
硬化性物質の適用までの時間が短い程改良される。一実施態様においては、窒素コロナ処
理から約１時間以内に、硬化性物質をノルボルネン系環状オレフィン層の上にコーティン
グする。さらなる実施態様においては、窒素コロナ処理から硬化性物質のコーティングま
での時間が、１時間未満、３０分未満、１０分未満、５分未満、あるいは２分未満である
。好ましい実施態様においては、ノルボルネン系環状オレフィン層の空気または窒素コロ
ナ処理から、硬化性物質のコーティングまでの時間が、約７５秒以下または約６０秒以下
または約３０秒以下である。コロナ処理に代えて他の同様な処理、たとえば火炎処理を使
用してもよい。本明細書で使用するとき、「火炎」という用語には、予備混合炎と拡散炎
の両方、ならびに層流炎と乱流炎の両方が含まれる。火炎処理は、スリー・エム・カンパ
ニー（３Ｍ　Ｃｏ．）に譲渡された米国特許第５，７５３，７５４号明細書；米国特許第
５，８９１，９６７号明細書；米国特許第５，９００，３１７号明細書；および米国特許
第６，７８０，５１９号明細書に記載がある（参照により本明細書に援用する）。また別
な方法は、オゾン処理、オゾン化、またはオゾン暴露と紫外光（特に２００～３００ｎｍ
の波長での）暴露の組合せである。それらの表面処理は、表面処理の後の他のフィルム加
工工程（１工程または複数の工程）たとえば他の光学フィルムへの接着剤コーティングお
よび積層を含めた、インラインシステムまたは方法を用いて適用することも可能である。
【００９５】
　硬化性層は、１層または複数層のノルボルネン系環状オレフィン層と光学フィルムとの
間に位置させることができる。別な方法、あるいは追加の方法として、硬化性層を１層ま
たは複数層のノルボルネン系環状オレフィン層の上に位置させるが、ここでその硬化性層
がその光学フィルムには隣接しないようにすることもできる。一実施態様においては、硬
化性層をノルボルネン系フィルムに適用する。この「調製された」ノルボルネン系フィル
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ムを、後ほど光学フィルムに適用してもよい。
【００９６】
　硬化性層は通常、透明であるかまたは実質的に透明であって、それにより、そのフィル
ムまたは光学物体の光学的性質の低下を防ぐ。硬化性層の厚みはその用途次第で決まるで
あろう。硬化性接着剤層の厚みは、典型的には、２ミル（約５０マイクロメートル）未満
、より典型的には約１ミル（約２５マイクロメートル）であるが、ただし約０．５ミル（
約１２マイクロメートル）以上である。いくつかの実施態様においては、たとえば図１お
よび図４～図８のような、表面層としての硬化性層は、その厚みが典型的には２ミル未満
；典型的には約１．５ミル未満、最も典型的には１ミル未満である。他の実施態様におい
ては、硬化性層の厚みが最も典型的には約１ミルである。他の実施態様においては、硬化
性層の厚みを約０．５ミル未満とすることができる。
【００９７】
　硬化性層の厚みは、光学物体を薄く保つには最小限とするのが好ましい。それにもかか
わらず、特定の用途で必要であれば、もっと厚い硬化性層とすることもできる。
【００９８】
　硬化性層をノルボルネン系環状オレフィン層と組み合わせることに関するさらなる説明
は、後述の実施例Ｉを参照されたい。
【００９９】
方法Ｂ
　本発明の開示の複合光学物体を形成させるためには、各種の方法を使用してよい。上述
のように、光学物体は各種の構成をとることが可能であり、そのため、最終的な光学物体
の構成に応じて、それらの方法も変化する。一つの方法は、ノルボルネン系環状オレフィ
ンポリマーを溶融状態で他の光学物体に適用するものである。この工程は、接着剤層を有
するノルボルネン系環状オレフィン層を光学フィルムの上に共押出しコーティングするこ
とにより実施することができる。
【０１００】
　押出し加工可能な接着剤層（たとえばタイ層）を、ノルボルネン系環状オレフィン層と
、光学層と、またはその両方と共に一体的に成形してもよい。接着剤層は、同時に共押出
しするか、または光学フィルムの上に順次に押出し加工することによって、ノルボルネン
系環状オレフィン層または光学層と共に一体的に成形することができる。接着剤層は、１
層または複数層のノルボルネン系環状オレフィン層と光学フィルムとの間に位置させる。
たとえば多層構造については図２～図８を参照されたい。そこでは、ノルボルネン系環状
オレフィン層１４と接着剤層１６をこの方法で形成させることができる。
【０１０１】
　押出し加工可能な接着剤層は通常、透明であるかまたは実質的に透明であって、それに
より、そのフィルムの光学的性質の低下を防ぐ。中間の接着剤層は、典型的には、２ミル
（約５０マイクロメートル）～０．５ミル（約１２マイクロメートル）の間の厚みである
。より典型的には、接着剤層は２ミル～１ミルの間である。接着剤層の厚みは、光学物体
を薄く保つには最小限とするのが好ましい。
【０１０２】
　接着剤層の組成は、典型的には、それらが接触する、光学フィルムおよび／またはノル
ボルネン系環状オレフィン層と適合性が得られるように選択する。接着剤層は、光学フィ
ルムとノルボルネン系環状オレフィン層との両方に充分に結合しなければならない。した
がって、接着剤層に使用する物質の選択は多くの場合、その光学物体の他の構成成分の組
成に応じて変化させる。（１層または複数の）接着剤層は、ノルボルネン系環状オレフィ
ンコポリマーと共に共押出しするためには、２５０℃を超える温度での溶融相において熱
的に安定であるのが好ましい。したがって、接着剤層は、２５０℃を超える温度での押出
しの間に、実質的に分解することはない。
【０１０３】
　具体的な実施においては、接着剤層は、押出し加工可能で透明なホットメルト接着剤で
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ある。接着剤層に有用な物質としては、以下のようなものが挙げられる：酢酸ビニルを用
いて変性したポリオレフィン、たとえばデュポン（Ｄｕｐｏｎｔ）からのエルバックス（
Ｅｌｖａｘ，登録商標）ポリマー、および無水マレイン酸を用いて変性したポリオレフィ
ン、たとえばデュポン（Ｄｕｐｏｎｔ）からのバイネル（Ｂｙｎｅｌ，登録商標）ポリマ
ー、および無水マレイン酸を用いて変性したエチレンベースのポリマー、たとえば三井化
学（Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）からのアドマー（Ａｄｍｅｒ，登録商標）ポリ
マー、およびエチレン／アクリル酸メチル／メタクリル酸グリシジルターポリマー、たと
えばアトフィナ・ケミカルズ（Ａｔｏｆｉｎａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）（現在は、トータ
ル・ペトロケミカルズ・インコーポレーテッド（Ｔｏｔａｌ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａ
ｌｓ，Ｉｎｃ．））からのロテイダー（Ｌｏｔａｄｅｒ，登録商標）ポリマー。その他の
接着剤層としては、エチレンと各種のコモノマーとのコポリマーおよびターポリマーが挙
げられる。使用可能なコモノマーとしては以下のようなものが挙げられる：アクリレート
化合物、たとえばアクリル酸メチル、アクリル酸エチルおよびアクリル酸ブチル、酢酸ビ
ニル、無水マレイン酸、メタクリル酸グリシジル、酢酸ビニル、ビニルアルコール、なら
びにメタクリル酸を含めたアクリル酸化合物。それらのコポリマーおよびターポリマーは
、そのコポリマーまたはターポリマーのポリマー骨格の上にグラフトさせた反応性基をさ
らに含んでいてもよい。グラフト反応性基には無水マレイン酸が含まれていてもよい。接
着剤層のための他の材料としては、無水マレイン酸をグラフトしたポリエチレンまたは他
のポリオレフィンが挙げられる。
【０１０４】
　先に光学フィルムのところで挙げたコモノマーなど、各種の追加の化合物を加えること
ができる。押出し加工助剤、たとえば可塑剤および滑剤などを添加して、加工性および他
の層への接着性を改良することもできる。さらに、無機粒子またはポリマービーズのよう
な粒子を使用することもできる。
【０１０５】
　図９では、本発明の開示の実施に従って、多層フィルム、たとえば光学物体を形成する
ためのシステムの平面図を示す。光学フィルム３２を含むスプール３０から巻き戻し、場
合によっては赤外線加熱ステーション３４で加熱する。光学フィルム３２は、場合によっ
ては５０℃を超える温度にまで、より一般的には約６５℃の温度にまで加熱する。ノルボ
ルネン系環状オレフィン層を形成させるための組成物３６と、接着剤層を形成させるため
の組成物３８を、フィードブロック４０を通して供給し、予備加熱した光学フィルム３２
の上に共押出しコーティングする。次いで、その光学フィルムをロール４２と４４の間で
加圧する。場合によっては、ロール４２もしくはロール４４、またその両方が、艶消し仕
上げ面を有していて、ノルボルネン系環状オレフィン層の上にわずかに散乱を有する表面
を与える。冷却してから、そのコーティングした光学フィルム４６を巻取り機４８の上に
巻き上げることができ、次いでさらなる加工、たとえばシートへの切断などを行って、仕
上がり多層フィルム、たとえば光学物体を形成することができる。場合によっては、実施
例ＩＩに記載するようにして、その多層フィルムに硬化性層を加えてもよい。フラットな
多層フィルム、たとえば光学物体が望ましいようないくつかの実施態様においては、コア
の上に巻き上げる前に多層フィルムを冷却するのが好ましい。さらに、巻き上げの際に多
層フィルムの張力を調節、たとえば低下させて、コアの上への巻き上げによって起きるカ
ールを抑制してもよい。
【０１０６】
　本発明の開示の一実施態様においては、方法Ｂと類似の方法で、共押出ししたノルボル
ネン系環状オレフィンフィルムと同時に多層フィルムを形成させる。少なくとも１層のノ
ルボルネン系環状オレフィン層を含むその多層フィルムを、たとえば、光学物体の材料の
個々のシートを加熱空気中で延伸させることによって、配向させることも可能である。た
とえば、国際公開第９９／３６８１２号パンフレット（発明の名称「アン・オプティカル
・フィルム・アンド・プロセス・フォア・マニュファクチャー・ゼアオブ（Ａｎ　Ｏｐｔ
ｉｃａｌ　Ｆｉｌｍ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　Ｔｈ
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ｅｒｅｏｆ）」）の教示にある具体的な方法と材料の記載に従って、光学フィルムを配向
させることができる（そのすべてを、参照により本明細書に援用する）。
【０１０７】
　ノルボルネン系環状オレフィンフィルム（すなわち、共押出しを加えていないもの）は
、ポストテンターで多層光学フィルムの上に貼り付けるのが好ましい。
【０１０８】
実施例Ｉ
　ＵＶ硬化性物質をノルボルネン系環状オレフィン基材に付着させた。ノルボルネン系環
状オレフィン基材には、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムと、光学物体の表面の上
のノルボルネン系環状オレフィン層とが含まれている。そのノルボルネン系環状オレフィ
ン基材を空気コロナを用いて処理し、直後に硬化性物質を用いてコーティングする。この
インライン表面処理を実施するには、図１０の代表的な配置で示したように、コロナ処理
システム５２が、セラミック管コロナ電極５４を、ナイフコーター５６のベッド上、コー
ティングナイフ５８よりは上流側に配置することにより、構成されている。コロナ処理シ
ステム５２の中、矢印６６の方向に未処理フィルム６０を連続的に供給する。未処理フィ
ルム６０を、コロナ電極５４のところでコロナ処理する。コロナ処理されたフィルム６２
が、続けてコーティング領域に流れ、そこで硬化性物質６４を塗布される。コーティング
ナイフ５８で硬化性物質６４を均してから、硬化させる。好ましい実施態様においては、
硬化性物質６４をコーティングしたコロナ処理フィルム６２を、続けてこのコロナ処理シ
ステムに隣接する硬化ステーション（図示せず）に通す。この配置にすることにより、フ
ィルム６０を空気コロナ処理させた直後に、そのフィルムをコーティング物質に接触させ
、硬化させることが可能となる。
【０１０９】
　７５％トパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）６０１３樹脂（Ｔｇ＝１４０℃）／２５％トパ
ス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）８００７樹脂（Ｔｇ＝８０℃）の組成を有するノルボルネン
系環状オレフィンブレンドを用いて製造された、ノルボルネン系環状オレフィンフィルム
が得られた。１００％トパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）６０１３からなるフィルムも製造
した。トパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）樹脂は、統計的にはランダムで、完全に非晶質な
ノルボルネンとエチレンとからのコポリマーである。Ｔｇが高いグレードは、Ｔｇが低い
グレードに比較すると、ノルボルネンモノマーのモルパーセントが高い。７５％トパス（
Ｔｏｐａｓ，登録商標）６０１３樹脂／２５％トパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）８００７
樹脂ブレンドは、適合性および混和性がある。
【０１１０】
　入力されるコロナ電極５４の有効長（ウェブ横断方向）は約１１ｃｍであり、コーティ
ングナイフ５８の上流側約４～１２ｃｍのところに位置させた。コロナ電極５４からナイ
フコーター５６のベッドまでのギャップは１．５ｍｍ（６０ミル）であった。２００Ｗの
コロナ出力を使用した。
【０１１１】
　コーティングされた材料を、コーティングの直ぐ後にＵＶ硬化源に暴露させた。コーテ
ィングされた硬化性物質を、窒素雰囲気下、５０フィート／分（ウェブ速度）、ヒュージ
ョン（Ｆｕｓｉｏｎ）Ｄ電球（Ｆ－６００）を１００％出力で使用して、ＵＶ硬化させた
。
【０１１２】
　使用した硬化性物質の一つを、「硬化性物質Ａ］と呼ぶこととする。硬化性物質Ａの配
合は以下のとおりであった：３０．０％（ｗ／ｗ）の臭素化エポキシジアクリレート（ジ
ョージア州スマーナ（Ｓｍｙｒｎａ，ＧＡ）のユー・シー・ビー・ラドキュア・インコー
ポレーテッド（ＵＣＢ　Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｉｎｃ．）により商品名ＲＤＸ５１０２７とし
て製造されているもの）、２０．０％（ｗ／ｗ）の６官能芳香族ウレタンアクリレートオ
リゴマー（これまた、ユー・シー・ビー・ラドキュア・インコーポレーテッド（ＵＣＢ　
Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｉｎｃ．）から商品名ＥＢ２２０として入手可能）、３７．５％（ｗ／
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ｗ）の２－（２，４，６－トリブロモフェノール）－１－エタノールアクリル酸エステル
（日本国（Ｊａｐａｎ）の第一工業製薬（株）（Ｄａｉｉｃｈｉ　Ｋｏｇｙｏ　Ｓｅｉｙ
ａｋｕ　Ｃｏ．）からＢＲ－３１（ＣＡＳ番号：７３４７－１９－５）として販売）、１
２．５％のアクリル酸２－フェノキシエチル（ペンシルバニア州アンブラー（Ａｍｂｌｅ
ｒ，Ｐａ）のヘンケル・コーポレーション（Ｈｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐ．）により、フォト
マー（Ｐｈｏｔｏｍｅｒ）４０３５として販売）、０．３ｐｐｈのフルオロ界面活性剤（
ミネソタ州セントポール（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）のスリー・エム・カンパニー（３Ｍ　
Ｃｏｍｐａｎｙ）によりＦＣ－４３０の商品名として販売）、１．０ｐｐｈの光重合開始
剤（ニューヨーク州タリータウン（Ｔａｒｒｙｔｏｗｎ，Ｎ．Ｙ．）のチバ・ガイギー（
Ｃｉｂａ　Ｇｅｉｇｙ）からの商品名ダロキュア（Ｄａｒｏｃｕｒｅ）１１７３）、およ
び１．０ｐｐｈの光重合開始剤（（ノースカロライナ州シャーロット（Ｃｈａｒｌｏｔｔ
ｅ，Ｎ．Ｃ．））のビー・エー・エス・エフ（ＢＡＳＦ）からの商品名ルシリン（Ｌｕｃ
ｉｒｉｎ，登録商標）ＴＰＯ）。未硬化の、硬化性物質Ａ配合は、１．５６の屈折率を有
している。
【０１１３】
　使用されるその他の硬化性物質を「硬化性物質Ｂ」と呼ぶこととする。硬化性物質Ｂの
配合は、硬化性物質Ａの配合と同じであるが、ただし、ルシリン（Ｌｕｃｉｒｉｎ，登録
商標）ＴＰＯをその配合に加えていない。未硬化の、硬化性物質Ｂ配合は、１．５６の屈
折率を有している。
【０１１４】
　使用した硬化性接着剤組成物を「硬化性物質Ｃ」と呼ぶこととする。硬化性物質Ｃの配
合は、重合性窒素含有アクリレートモノマーと、窒素非含有重合性アクリレートモノマー
とを含んでいると考えられる。
【０１１５】
　硬化性物質ＡおよびＣを、トパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）６０１３のフィルムの上に
、約１．５ミルの厚みでコーティングした。コーティングされた材料を、コーティングの
直ぐ後にＵＶ硬化源に暴露させた。コーティングされた材料を、窒素雰囲気下、ウェブ速
度５０フィート／分、ヒュージョン（Ｆｕｓｉｏｎ）Ｄ電球（Ｆ－６００）を出力１００
％の条件のＵＶ硬化源に、コーティングを向けて、ＵＶ硬化させた。
【０１１６】
　接着力は、ＡＳＴＭ　Ｄ３３５９－０２「スタンダード・テスト・メソッズ・フォア・
メジャリング・アドヒージョン・バイ・テープ・テスト・メソッド・Ｂ（Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ａｄｈｅｓｉｏｎ　ｂｙ
　Ｔａｐｅ　Ｔｅｓｔ，Ｍｅｔｈｏｄ　Ｂ）により試験した。接着性の測定は次のように
して実施した：鋭利なカミソリ刃を取り付けた碁盤目接着「カー（ｃａｒ）」を用いて硬
化させたコーティングに刻み目を入れ、スリー・エム（３Ｍ）＃６１０テープ（高タック
性、ゴム樹脂接着剤を用いたセロファンテープ）をその刻み目を入れた領域に碁盤目パタ
ーンに対して４５度の角度で貼り付け、プラスチックの刃でテープをこすりつけ、次いで
、テープを表面から引き剥がした。試験性能を評価するために使用した尺度を表２に示す
。５Ｂの評価は、優れた接着性に相当する。０Ｂの評価は、接着性が無いことに相当する
。
【０１１７】
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【０１１８】
　少なくとも一つのノルボルネン系環状オレフィンフィルムまたは層と、少なくとも１層
の硬化性層とを有するいくつかの実施例材料を、上述の一般的な方法により調製した。材
料と条件は表３に示し、以下で説明する。ＵＶ硬化性物質の接着性は、ＡＳＴＭ　Ｄ３３
５９－０２「スタンダード・テスト・メソッズ・フォア・メジャリング・アドヒージョン
・バイ・テープ・テスト・メソッド・Ｂ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ
　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ａｄｈｅｓｉｏｎ　ｂｙ　Ｔａｐｅ　Ｔｅｓｔ，Ｍｅｔ
ｈｏｄ　Ｂ）を用いて試験した。多層フィルムを調製するための条件および接着力試験に
関する詳細は、表３に示されている。
【０１１９】
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【表３】

【０１２０】
　ノルボルネン系環状オレフィンフィルムのコロナ処理された部分は、未処理の領域では
接着性が示されないために、接着性試験によって容易に検出できた。処理された領域では
、処理したフィルムの幅１１ｃｍ全体で、明らかに接着性の改良が認められた。それとは
対照的に、処理されていないノルボルネン系環状オレフィンフィルムに対しては、硬化性
物質が接着性を与えなかった。さらに、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムをコロナ
処理してから、数時間ないしは数日放置してからコーティングした場合には、硬化性物質
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の接着性が認められなかった。
【０１２１】
　硬化された硬化性物質Ａの層は、コロナ処理と硬化性物質Ａのコーティングとの間の経
過時間が約６５秒未満であれば、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムに満足のいくレ
ベルで接着した。コロナ処理とコーティングとの間の経過時間を約１秒未満とするのが好
ましかった。硬化された硬化性物質Ａは、未処理のノルボルネン系環状オレフィンフィル
ムに対しては接着性が無かった。コロナ処理とコーティングとの間の経過時間が４分を超
えた場合も、硬化性物質のコロナ処理したノルボルネン系環状オレフィンフィルムに対す
る接着性が無かった。
【０１２２】
　硬化性物質Ｃの硬化性接着剤のノルボルネン系環状オレフィンフィルムに対する接着性
もまた、インライン空気コロナ処理により、処理と接着剤のコーティングとの間の経過時
間が約７０秒未満であれば、改良された。硬化性接着剤は、未処理のノルボルネン系環状
オレフィンフィルムに対する接着性は無かった。
【０１２３】
　上述の方法を使用して、さらなる実施例を作成した。それらの「プロトタイプ」につい
て以下に説明する。
【０１２４】
光学フィルムプロトタイプａ
　光学フィルムプロトタイプａには、ノルボルネン系環状オレフィン（７５％トパス（Ｔ
ｏｐａｓ，登録商標）６０１３樹脂／２５％トパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）８００７樹
脂）フィルムが含まれる。上述のプロセスを使用して、コーター５６のコーティングナイ
フ５８の上流側約５ｃｍのコロナ電極を用い、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムを
そのシステム５２に、高速たとえば約２０フィート／分で通過させた。インライン空気コ
ロナ処理の後、硬化性物質Ｂを０．００３～０．００４インチの厚みで塗布した。硬化性
物質をコーティングしたノルボルネン系環状オレフィンフィルムを、面を下に向けてネガ
ティブマスターの上に置くと、硬化させた後では、直線的なプリズム状の構造を有する、
プリズム面角度９０度で、ピーク間の間隔６５ミクロンを有する硬化層が生成する。その
ネガティブマスターは、表面ミクロ構造を与えるためのツールの一例である。そのフィル
ムをホットプレート上で１３０゜Ｆで保持されたネガティブマスターに対して、ローラー
として滑らかな金属棒を用いて積層させ、そのフィルムをＵＶ硬化源に向けて、上述の条
件でＵＶ硬化させた。硬化させた後、その構成物のコロナ処理した部分はそのツールから
きれいに剥がされたが、このことは、微細構造化された硬化層が、処理されたノルボルネ
ン系環状オレフィンフィルムに対して強い接着性を有していることを示している。ノルボ
ルネン系環状オレフィンフィルムの未処理領域にコーティングされた硬化性物質の場合に
は、その硬化性物質は、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムよりもツールの方に付着
した。
【０１２５】
光学フィルムプロトタイプｂ
　同様の方法を用いて、微細構造化硬化層を、図３に見られる構造を有する光学フィルム
の上にコーティングして、図５に見られるような構造を有する光学物体を形成させた。こ
うして仕上がった光学物体を光学フィルムプロトタイプｂと名付けた。
【０１２６】
　図３に見られる構造を有する最初の光学フィルムは、多層ポリマー反射型偏光子フィル
ムのそれぞれの側にトパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）６０１３の厚さ５ミルのスキン層を
共押出しコーティングすることにより形成させた。その押出し加工可能な接着剤層は、ア
ドマー（Ａｄｍｅｒ，登録商標）ＳＥ８１０（日本国、三井化学（Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓ）製）の厚み１．５ミルの層であった。投入した多層ポリマー反射型偏光子
フィルムを「反射型偏光子フィルムＡ」と呼ぶことにする。反射型偏光子フィルムＡは、
ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）を含む第一の光学層と、ｃｏＰＥＮ（コポリエチレ
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ンナフタレート）を含む第二の光学層とから構成されていた。そのＰＥＮとｃｏＰＥＮは
、多層溶融マニフォルドとマルチプライヤーを通して共押出ししたもので、第一の光学層
と第二の光学層が交互に８２５層を形成していた。この多層光学フィルムはさらに、第二
の光学層として同じｃｏＰＥＮからなる２層の内側層と２層の外側スキン層とを含み、全
部で８２９層となっていた。反射型偏光子Ａの合計したフィルムの厚みは３．７ミルであ
った。
【０１２７】
　微細構造化硬化層をコーティングして、直線的なプリズム状微細構造が、反射型偏光子
Ａの偏光透過軸を持つように配列させた。この光学フィルム構成のために、硬化性物質Ａ
を使用した。
【０１２８】
光学フィルムプロトタイプｃ
　光学フィルムプロトタイプｃは構造的には、図３に示したものと類似している。光学フ
ィルムプロトタイプｃにおいては、光学フィルムを、２枚のノルボルネン系環状オレフィ
ンフィルム、特にトパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）６０１３の間に積層させる。ノルボル
ネン系環状オレフィンフィルムの二つの小片は、ヘイズが極端に少なく、最初に個々にコ
ロナ処理された。次いで、反射型偏光子Ａの小片を、コロナ処理されたノルボルネン系環
状オレフィンフィルムの２枚の小片の間に挿入した。次いで、硬化性接着剤組成物、樹脂
Ｃをフィルムの層の間（すなわち、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムのそれぞれの
小片の主面と光学フィルムの主面との間）に置いた。その５層「サンドイッチ」を、ギャ
ップコーター／ラミネーターを通して、フィルムの層の間に接着剤を均質に適用した。ノ
ルボルネン系環状オレフィンフィルムのコロナ処理と、コーティング（フィルムサンドイ
ッチをギャップコーターを通しての引き出し）との間の時間差は７８秒であった。積層す
る接着剤の目標厚みは、積層サンプルの側面あたり１．５ミルであった。次いでその５層
「サンドイッチ」を、二つの通過（ｐａｓｓ）プロセスで硬化させた。第一の通過では、
コーティングと硬化との間の時間は、２７秒であった。硬化性接着剤を確実に完全硬化さ
せるために、その５層「サンドイッチ」を、サンドイッチの反対側を通して、第二の時間
で硬化させた。
【０１２９】
ゲインの測定
　所定の光学フィルムの輝度ゲイン（すなわち「ゲイン」）とは、所定のバックライトま
たは光キャビティ（ｌｉｇｈｔ　ｃａｖｉｔｙ）たとえば照明されたテフロン（登録商標
）（Ｔｅｆｌｏｎ）ライトキューブ（ｌｉｇｈｔ　ｃｕｂｅ）の上に置いた光学フィルム
における透過光強度を、その光学フィルム無しの場合と比較した比率である。さらに詳し
くは、光学フィルムの透過光強度は、カリフォルニア州チャッツワース（Ｃｈａｔｓｗｏ
ｒｔｈ，ＣＡ）のフォト・リサーチ・インコーポレーテッド（Ｐｈｏｔｏ　Ｒｅｓｅａｒ
ｃｈ，Ｉｎｃ．）から入手可能な、スペクトラスキャン（ＳｐｅｃｔｒａＳｃａｎ，登録
商標）ＰＲ－６５０スペクトラカロリメーター（ＳｐｅｃｔｒａＣｏｌｏｒｉｍｅｔｅｒ
）を用いて測定する。吸収型偏光子はさらに、スペクトラスキャン（ＳｐｅｃｔｒａＳｃ
ａｎ，登録商標）ＰＲ－６５０スペクトラカロリメーター（ＳｐｅｃｔｒａＣｏｌｏｒｉ
ｍｅｔｅｒ）の前にも置く。次いで、所定の光学フィルムをテフロン（登録商標）（Ｔｅ
ｆｌｏｎ）ライトキューブの上に置く。そのライトキューブを、フォステック（Ｆｏｓｔ
ｅｃ）ＤＣＲＩＩ光源を用いて、ライトパイプを介して照明する。この構成を用いた場合
、ゲインは、光学フィルムありで測定した透過光強度の、光学フィルム無しの場合に対す
る比である。反射型偏光子を組み入れた光学フィルムでは、反射型偏光子の偏光通過軸を
、その吸収型偏光子の偏光通過軸に平行に配列させる。構成が光学フィルムプロトタイプ
ａと類似の光学フィルムの場合、直線的なプリズム状微細構造を、吸収型偏光子の偏光通
過軸に平行に配列させる。
【０１３０】
　光学フィルムプロトタイプのゲインを表４に示す。
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【０１３１】
【表４】

【０１３２】
　このゲイン測定から、これらの光学プロトタイプすべてが、ゲインを与えていることが
判る。これらのサンプルが最適からはほど遠いという訳ではないが、最適化した場合には
、特に光学プロトタイプａおよびｂでは、ゲインが改良されるであろうと期待できる。光
学プロトタイプｃのゲインが、投入した反射型偏光子Ａに近いということは、積層された
プロトタイプが、投入した反射型偏光子Ａからほとんど変化していないということを示し
ている。
【０１３３】
実施例ＩＩ
　ＵＶ硬化性物質をノルボルネン系環状オレフィン基材に付着させた。ノルボルネン系環
状オレフィン基材には、ノルボルネン系環状オレフィンフィルムと、光学物体の表面の上
のノルボルネン系環状オレフィン層とが含まれている。そのノルボルネン系環状オレフィ
ン基材を窒素コロナを用いて処理してから、硬化性物質を用いてコーティングする。この
表面処理を達成するためには、図１１の代表的な配置に示したように、調節した雰囲気を
封じ込めるためのハウジング７２の中に、シリコーンスリーブコロナ電極７０を搭載する
ことにより、コロナ処理システム６８を構成した。ハウジング７２は、ベッド７６に操作
可能に取り付けてある。未処理フィルム７８を、ハウジング７２の中へ矢印８０の方向に
連続的にフィードする。未処理フィルム７８を、コロナ電極７０のところでコロナ処理す
る。コロナ処理したフィルム８２は連続的に処理システム６８を通過する。一実施態様に
おいては、コロナ処理したフィルム８２は、コロナ処理システムに隣接したコーティング
および硬化ステーション（図示せず）へ続く。この方法についてのさらなる説明は、同一
出願人による、米国特許出願第１０／８８３２６３号明細書（出願日：２００４年７月１
日）に記載されている（この出願を、参照により本明細書に援用する）。
【０１３４】
　ノルボルネン系環状オレフィンフィルムを実施例Ｉの記載に従って製造した。入力され
るコロナ電極は、約３０ｃｍの有効長（ウェブ横断方向）を有していた。コロナ電極から
装置のベッドまでのギャップは１．５ｍｍ（６０ミル）であった。１．８Ｊ／ｃｍ２のコ
ロナエネルギーを使用した。窒素コロナ処理されたノルボルネン系環状オレフィンフィル
ムを、処理の約１２秒後にコーティングした。コーティングされた材料を、コーティング
の直ぐ後にＵＶ硬化源に暴露させた。コーティングされた硬化性物質を、窒素雰囲気下、
５０フィート／分（ウェブ速度）、ヒュージョン（Ｆｕｓｉｏｎ）Ｄ電球（Ｆ－６００）
を１００％出力で使用して、ＵＶ硬化させた。
【０１３５】
　上述の方法において使用するのに適した一つの硬化性物質が、硬化性物質Ｄである。硬
化性物質Ｄの相対的なモノマー比は、ＴＭＰＴＡ／テトラブロモビスフェノールＡグリシ
ジルエーテルおよび（メタ）アクリル酸／ＰＥＡが４８／３５／１７である。硬化性物質
Ｄは、下記の手順で作るのがよい。硬化性物質Ｄに類似の物質および関連の方法について
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のさらなる説明は、米国特許出願公開第２００５／０２０２２７８Ａ１号明細書（「ポリ
メライザブル・コンポジションズ・コンプライジング・ナノパーティクルズ（ＰＯＬＹＭ
ＥＲＩＺＡＢＬＥ　ＣＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮＳ　ＣＯＭＰＲＩＳＩＮＧ　ＮＡＮＯＰＡＲ
ＴＩＣＬＥＳ）」）（出願日：２００５年９月１５日）にある（この開示を、参照により
本明細書に援用する）。
【０１３６】
　ナルコ（Ｎａｌｃｏ）２３２７のコロイダルシリカ（４００ｇ）を、１クオートのジャ
ーに仕込む。１－メトキシ－２－プロパノール（４５０ｇ）、メタクリル酸３－（トリメ
トキシシリル）プロピル（ウィスコンシン州ミルウォーキー（Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ，ＷＩ
）のシグマ・アルドリッチ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）から商品名「シランＡ１７４
（Ｓｉｌａｎｅ　Ａ１７４）」として市販）（１８．９５ｇ）、シルクエスト（Ｓｉｌｑ
ｕｅｓｔ）Ａ１２３０（１２．７４ｇ）、およびヒンダードアミンニトロキシド禁止剤の
水中５％溶液（０．２ｇ）（ニューヨーク州タリータウン（Ｔａｒｒｙｔｏｗｎ，ＮＹ）
のチバ・スペシャルティ・ケミカル・インコーポレーテッド（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌ
ｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｃ．）から商品名「プロスタブ（Ｐｒｏｓｔａｂ）５１９
８」として販売）を調製し、撹拌しながらコロイダルシリカ分散体（イリノイ州ネイパー
ビル（Ｎａｐｅｒｖｉｌｌｅ，ＩＬ）のオンデオ・ナルコ・カンパニー（Ｏｎｄｅｏ－Ｎ
ａｌｃｏ　Ｃｏ．）から商品名「ナルコ（Ｎａｌｃｏ）２３２７」として市販）に添加す
る。ジャーを密閉し、８０℃で１６．５時間加熱する。この結果、変性シリカの明澄な低
粘度分散体が得られる。
【０１３７】
　１Ｌの（太首）丸底フラスコに、上述の変性ゾルと、４８／３５／１７のＴＭＰＴＡ／
テトラブロモビスフェノールＡグリシジルエーテルおよび（メタ）アクリル酸／ＰＥＡと
、プロスタブ（Ｐｒｏｓｔａｂ）５１９８の水中５％溶液とを仕込む。ロータリーエバポ
レーターを用いて水とアルコールを除去する。その配合物には、熱重量分析（ＴＧＡ）で
測定して約４６重量％のＳｉＯ２が含まれる。屈折率は１．５０である。１重量％のＴＰ
Ｏ－Ｌを添加する。
【０１３８】
　上述のＳｉＯ２含有樹脂を、４８／３５／１７のＴＭＰＴＡ／テトラブロモビスフェノ
ールＡグリシジルエーテルおよび（メタ）アクリル酸／ＰＥＡと混合すると、３８重量％
のＳｉＯ２を含む樹脂が得られる。１重量％のＴＰＯ－Ｌを添加する。
【０１３９】
　上述のような窒素コロナ処理に続けて、フィルムに硬化性樹脂Ｄをコーティングした。
次いで、硬化性物質をコーティングしたノルボルネン系環状オレフィンフィルムを、ネガ
ティブマスターに押し込むと、硬化させた後では、直線的なプリズム状の構造を有する、
プリズム面角度９０度で、ピーク間の間隔が６５ミクロンを有する硬化層が生成する。そ
のネガティブマスターは、表面ミクロ構造を与えるためのツールの一例である。そのコー
ティングされた硬化性物質をＵＶ硬化させた。硬化させた後、その構成物のコロナ処理し
た部分はそのツールからきれいに剥がされたが、このことは、微細構造化された硬化層が
、処理されたノルボルネン系環状オレフィンフィルムに対して強い接着性を有しているこ
とを示している。微細構造化硬化層の接着性は、実施例Ｉに記載したようなＡＳＴＭ　Ｄ
３３５９－０２を使用して、５Ｂであった。
【０１４０】
　また別の好適な硬化性樹脂は、硬化性物質Ｅである。硬化性物質Ｅの配合は、下記と類
似である。硬化性物質Ｅに類似の物質については、下記の特許にさらなる説明がある：米
国特許出願第１１／０７７，５９８号明細書「ポリメライザブル・コンポジション・コン
プライジング・ロウ・モレキュラー・ウェイト・オーガニック・コンポーネント（ＰＯＬ
ＹＭＥＲＩＺＡＢＬＥ　ＣＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮ　ＣＯＭＰＲＩＳＩＮＧ　ＬＯＷ　ＭＯ
ＬＥＣＵＬＡＲ　ＷＥＩＧＨＴ　ＯＲＧＡＮＩＣ　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ）」（出願日：２
００５年３月１１日）（その開示を参照により本明細書に援用する）。ＺｒＯ２ゾル（２
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００ｇ）、ＭＥＥＡＡ（８．８１ｇ）、ＢＣＥＡ（４．２２ｇ）、１－メトキシ－２－プ
ロパノール（２３０ｇ）、ＢＲ３１／ＰＥＡ／ＴＭＰＴＡの３８／５０／１２混合物（５
９．１ｇ）、およびプロスタブ（Ｐｒｏｓｔａｂ）５１９８の水中５％溶液（０．２４ｇ
）を丸底フラスコに仕込み、ロータリーエバポレーターを用いてアルコールと水を除去し
た。そのＺｒＯ２含有樹脂は、ＺｒＯ２含量５２．３１％で、１．６３８の屈折率を有し
ていた。そのＺｒＯ２充填樹脂（１１６ｇ）とＴＰＯ－Ｌ（０．５５ｇ）とを混ぜ合わせ
た。そのＺｒＯ２ゾルは、強度平均（ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ－ａｖｅｒａｇｅ）粒径が４２
．１、容積平均粒径が１７．５ｎｍであり、強度平均対容積平均の比が２．４１である。
【０１４１】
　窒素コロナ処理されたノルボルネン系環状オレフィン基材の上の、硬化性樹脂Ｅの硬化
させた微細構造化コーティングは、硬化性樹脂Ｄについて上述したのと同様の方法で製造
した。硬化性微細構造化層の接着力は強いものであった。
【０１４２】
実施例ＩＩＩ
　この実施例の方法を用いることにより、本発明の開示の方法において使用するのに適し
た、フィルム、光学物体または、光学物体の部分を形成させることができる。
【０１４３】
　多層反射型偏光子（たとえば、光学フィルム）を、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート
）を含む第一の光学層と、ｃｏＰＥＮ（コポリエチレンナフタレート）を含む第二の光学
層とを用いて構成した。そのＰＥＮとｃｏＰＥＮは、多層溶融マニフォルドとマルチプラ
イヤーを通して共押出ししたもので、第一の光学層と第二の光学層が交互に８２５層を形
成していた。この多層光学フィルムにさらに、追加の２層の内側層と、第二の光学層とし
て同じｃｏＰＥＮを含む２層の外側保護境界層が含まれ、全体で８２９層で、その厚みが
３．７ミルであった。この多層反射型偏光子フィルムを、「反射型偏光子Ａ」と呼ぶこと
にする。類似の反射型偏光子は、スリー・エム・カンパニー（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ）か
ら商品名ＤＢＥＦとして入手可能である。
【０１４４】
　トパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標）６０１３のノルボルネン系環状オレフィン層を、接着
剤層のアドマー（Ａｄｍｅｒ，登録商標）ＳＥ８１０と共に、多層光学フィルム、たとえ
ば、反射型偏光子Ａのそれぞれの側の上に共押出しコーティングして、光学物体を形成さ
せた。代表的な構造を図２に示している。共押出しされた層と光学フィルムを、ダイの出
口のところで、ゴムロールとパターン化ロールとの間ではさみつけた。代表的な押出しコ
ーティング装置については、図９を参照されたい。パターン化ロールを使用して、その光
学物体のノルボルネン系環状オレフィン層の上に表面模様をつけた。そのパターン化ロー
ルは、９０ミクロンの粗さＲａと、４．５％の光沢とを有していた。面の幅１４インチの
、そのパターン化ロールは、ウィスコンシン（Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ）のウルトラプレーテ
ィング（ＵｌｔｒａＰｌａｔｉｎｇ）で仕上げたものである。パターン化ロールは２１０
゜Ｆに加熱した。ニップ圧力は９０ｐｓｉであった。
【０１４５】
　上述の方法により製造することが可能な多層反射型偏光子の構成の一例を、図２に模式
的に示している。図３における光学物体２２、図４～８に示した光学物体の部分は、上述
の方法によって製造することも可能である。各種の厚みのトパス（Ｔｏｐａｓ，登録商標
）６０１３環状オレフィンコポリマーのノルボルネン系環状オレフィン層と、各種の接着
剤層とを、多層光学フィルム、反射型偏光子Ａの上に形成させた。ノルボルネン系環状オ
レフィン層を用いた多層光学フィルムの例示的構成の層の厚みを、表５に示す。共押出し
された接着剤ポリマーには以下のものが含まれる：アドマー（Ａｄｍｅｒ，登録商標）Ｓ
Ｅ８１０およびアドマー（Ａｄｍｅｒ，登録商標）ＳＥ８００接着剤ポリマー（三井化学
）；ロテイダー（Ｌｏｔａｄｅｒ，登録商標）、オレバック（Ｏｒｅｖａｃ，登録商標）
、およびロトリル（Ｌｏｔｒｙｌ，登録商標）（アトフィナ（Ａｔｏｆｉｎａ）から）；
およびバイネル（Ｂｙｎｅｌ，登録商標）およびフサボンド（Ｆｕｓａｂｏｎｄ，登録商
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標）（デュポン（Ｄｕｐｏｎｔ）から）。表５に示した光学物体は、良好な接着性を示し
、容易には剥がれなかった。
【０１４６】
【表５】

【０１４７】
　本発明の開示のノルボルネン系環状オレフィン層を含む各種の多層光学フィルムのシー
ト、たとえば光学物体を、ノートパソコン、モニター、テレビなどの、各種のバックライ
ト付きＬＣＤディスプレイに組み入れた。それらは、改良された輝度を示した。そのＬＣ
Ｄディスプレイは、少なくとも１層のノルボルネン系環状オレフィン層を含む光学フィル
ム、光源、ＬＣＤパネルを含んでおり、さらに、光ガイドおよび追加の光学フィルムを含
んでいてもよい。
【０１４８】
　６．０ミルのノルボルネン系環状オレフィン層の多層光学フィルムのサンプルの色を、
フォト・リサーチ（Ｐｈｏｔｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）からのスペクトラスキャン（Ｓｐｅ
ｃｔｒａＳｃａｎ，登録商標）ＰＲ６５０カラーメーターを用いて、０度（軸上）および
６０度（軸外）の角度で評価した。６．０ミルのノルボルネン系環状オレフィン層を有す
る多層光学フィルムのサンプルを、乾燥環境下、８５℃で１，０００時間エージングさせ
た。サンプルと対照のフィルムもまた、軸上ゲインを求めることにより評価した。それら
のサンプルについて、初期と、２５０、５００、および１，０００時間暴露後に評価した
。いずれのサンプルにおいても、色の変化は認められなかった。すべてのサンプルで、ゲ
インは実質的に一定を保った。６．０ミルのノルボルネン系環状オレフィン層を用いて多
層光学フィルムについて、ＵＶエージング試験も実施した。ＵＶエージングの後で試験サ
ンプルを肉眼で観察したところ、６．０ミルのノルボルネン系環状オレフィン層を有する
多層光学フィルムには黄変は認められなかった。
【０１４９】
　環状オレフィン層系のノルボルネンを含む各種多層光学フィルムのシートを、ノートパ
ソコン、モニター、テレビなどの、各種のバックライト付きＬＣＤディスプレイに組み入
れた。それらは、改良された輝度を示した。
【０１５０】
　好ましい実施態様を参照しながら本発明の開示を説明してきたが、当業者ならば、本発
明の開示の精神と範囲から外れることなく、形態および詳細に変化を加えることが可能で
あることは認識することであろう。
【０１５１】
　上述の詳細な説明、実施例、およびデータは、本発明の開示の組成物の製造および使用
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多くの実施態様を作ることが可能であるので、本発明は、先に添付された特許請求の範囲
に属するものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】本発明の開示の第一の実施に従って構築および配置された多層フィルムの側面図
であって、ノルボルネン系環状オレフィン層および硬化性層が示されている。
【図２】本発明の開示の第二の実施に従って構築および配置された光学物体の側面図であ
って、光学フィルム、ノルボルネン系環状オレフィン層、および接着剤層を有する光学物
体が示されている。
【図３】本発明の開示の第三の実施に従って構築および配置された光学物体の側面図であ
って、２層の接着剤層および２層のノルボルネン系環状オレフィン層を有する光学物体が
示されている。
【図４】本発明の開示の第四の実施に従って構築および配置された光学物体の側面図であ
って、光学フィルム、ノルボルネン系環状オレフィン層、接着剤層、および前記ノルボル
ネン系環状オレフィン層の上の硬化性層を有する光学物体が示されている。
【図５】本発明の開示の第五の実施に従って構築および配置された光学物体の側面図であ
って、光学フィルム、２層の接着剤層、２層のノルボルネン系環状オレフィン層、および
硬化性表面層を有する光学物体が示されている。
【図６】本発明の開示の第六の実施に従って構築および配置された光学物体の側面図であ
って、光学フィルム、２層の接着剤層、２層のノルボルネン系環状オレフィン層、および
前記ノルボルネン系環状オレフィン層の上の２層の硬化性層を有する光学物体が示されて
いる。
【図７】本発明の開示の第七の実施に従って構築および配置された光学物体の側面図であ
って、光学フィルム、ノルボルネン系環状オレフィン層、接着剤層、前記ノルボルネン系
環状オレフィン層の上の第一の硬化性層、および光学フィルムを有する光学物体の上の第
二の硬化性層を有する光学物体が示されている。
【図８】本発明の開示の第八の実施に従って構築および配置された光学物体の側面図であ
って、光学フィルム、接着剤層、ノルボルネン系環状オレフィン層、および２層の硬化性
表面層（その１層は、光学フィルムと組み合わされ、第二のものはノルボルネン系環状オ
レフィン層と組み合わされている）を有する光学物体が示されている。
【図９】本発明の開示の実施に従って光学物体を形成させるためのシステムの平面図であ
る。
【図１０】ナイフコーターのベッドの上、「ナイフ」エッジより上流側における、インラ
イン空気コロナ電極の代表的な配置を示す、模式的平面図である。
【図１１】フィルムを表面処理するための窒素コロナ電極の代表的な配置を示す、模式的
平面図である。
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