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要旨
　バックライトユニット（BLU）は、液晶ディスプレイ（LCD）
の中心となる構成要素であり、特にノート型パソコン、
スマートフォン、ナビゲーション装置、薄型テレビ、公共
情報表示（PID）装置などで使用されている。LCDの光学
効率を高めるために、BLUでは高屈折率を有する光学フィ
ルムが使用されている。特に高屈折性材料が、BLUの光学
効率を高めるための最近では調査対象になっている。

　我々が調査した光学フィルムのプリズムシート上の高屈
折率を有する様々なモノマーおよびオリゴマーの効果を示す。

はじめに
　薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ（TFT-LCD）の最近の
技術動向としては、薄型化、軽量化、消費電力の低減および
コスト削減が挙げられる。特に低消費電力製品は、省エネ
意識の高まりのため世界的に需要が増えつつある。

　TFT-LCDの消費電力は、主にバックライトユニット（BLU）
によって決まる。輝度均一性と高輝度を確保するため、
BLUは、図1に示すように、光源、反射シート、導光板（LGP）、
拡散シート、プリズムシートおよびモールドフレームなど、
数種類の光学材料で構成されている。
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　従って高屈折性材料は、LCDの効率を決定する上で重要
な役割を果たしている。高度に集積された光学アプリケー
ションのため硫黄および臭素含有ポリマーが開発されている。
しかし、環境問題が増大しているため、ハロゲン化材料は
ハロゲンフリーの高屈折性材料への置き換えが行われている。

　最近まで、プリズムシートの構成樹脂として主に臭素含有
の高屈折率材料が主に使用されてきた。しかし、有害物質の
使用に関する規制の制限により、現在では使用が許可さ
れていない。これらの環境方針や制約に準拠した上で高屈
折率材料を実現するために、芳香族基を含有するモノマー
が開発された。
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図 1：LCDのバックライトユニット（LCD-BLU）の構造
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　LCDの光学効率を改善するため、LCDの BLUで使用
される屈折性材料の屈折率および機械的特性をさらに高める
ことに大きな関心が寄せられているが、現在は O-フェニル
フェノールエチルアクリレートおよびビスフェノールフルオ
レンジアクリレートが用いられている。

背景
　フラットパネルディスプレイ（FPD）産業は、2000年代
以降継続的に成長してきた。このような成長は、旧式の
表示装置である陰極線管（CRT）ディスプレイに代わって
FPDの使用が増加したことにより生じた。FPD技術が新しい
用途や市場（薄型テレビ、スマートフォン、タブレットなど）
の創出を可能にしたこと、および既存技術として CRTに
取って代わることのみに限定されないことに留意すべきで
ある。

　FPDの生産が需要を上回り、結果として市場における価格
が下がった。今後数年間にわたって、フラットパネルディス
プレイ産業の成長率は維持されると予測されている（表 1）。

　自発光式有機発光ダイオード（OLED）ディスプレイの成長
速度が上昇している。OLED技術は、LCD後の次のディス
プレイとして注目を集めている。ただし、数年間は LCDが
FPD業界で最大のシェアを占めることが予想される。次世代
ディスプレイ技術として注目を浴びている量子ドットディス

プレイにも BLUが必要である。従って、光学フィルムの
重要性も継続する。

　近年の業界動向を見ると、車載用ディスプレイに注目する
必要がある。

　車載情報通信および安全関連技術の継続的なイノベー
ションが引き金となり、車載用表示装置の世界的な売上は、
11％以上の年平均成長率（CAGR）で 2021年末までに
186億ドル（約 2兆 380億円 *）まで成長すると予測され
ている（図 2）。車載用ディスプレイは、ヘッドアップディス
プレイ、センターインフォメーションディスプレイ（センター
スタックディスプレイ）、インストルメントクラスタ、ルーム
ミラーディスプレイ、リアシートエンタテインメントに分類
される。これらの中で最も積極的に LCDを活用している
ディスプレイ区分は、インストルメントクラスタである（図
3）。2018年には、車載用インストルメントクラスタ向けの
LCDパネル出荷台数は、5000万台に達する見込みである。
同市場は、2015年の 40億ドル（約 4,382億円 *）から、
2021年までには 90億ドル（約 9,861億円 *）に拡大する
と予測されている。

　インストルメントクラスタ用ディスプレイの世界的な出荷は、
3インチおよび 4インチのディスプレイから 5インチ以上の
ディスプレイへと移行し、センタースタックディスプレイは
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表 1：FPDの年間総売上
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7インチ以上の大きさへと移行している。高級車や高級
ブランドの間では、8～ 10インチのセンタースタックディス
プレイがすでに一般的になっている。最高の成長率を有する
のはヘッドアップディスプレイである。ヘッドアップディスプ
レイは、2021年までに年間 600万台を上回り、65％の
増加が見込まれている。

　車載用ディスプレイの評価基準は高くなりつつある。
基本的に、ディスプレイ装置は実際の運転条件において
激しい振動、埃および温度変化に晒されるため、他のディス
プレイよりも高い安全要件が要求される。光学フィルムを
開発する際には、これらの要件を考慮する必要がある。

　光学フィルムの総生産量は維持される見込みだが、BLU

の光学フィルムの市場売上は 2014年以降減少している。
光学フィルムの価格下落に加えて、より薄いディスプレイ装置
を生産するために、BLUの光学フィルム数が減少している。

　TFT-LCDパネルは、ガラス基板、液晶、プラスチック
フレームおよび光学フィルムを含むいくつかの構成部品で
組み立てられている。光学フィルムは TFT-LCDモジュール
において、光およびコントラスト比の制御、拡散、輝度の
向上を補助するのに重要な役割を果たす。
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図 3：車載用ディスプレイタイプ

ヘッドアップディスプレイ

-　運転条件の表示、シンプルなナビゲーション情報

-　拡張現実と誤り防止

センターインフォメーションディスプレイ

-　車の情報、娯楽など

-　通信インフラストラクチャーなどの拡大による

　  アプリケーションの増加

ルームミラーディスプレイ

-　リアカメラが録画したイメージ表示

後部座席用エンターテイメント

-　運転条件の表示、シンプルなナビゲーション

　  情報

-　エンターテイメント

インストルメント・クラスタ

車載用ディスプレイ

-　運転条件の表示、操作情報

-　情報量の増加に伴う LCD表示

図 2：車載用ディスプレイの需要予測（左：　世界の車載用モニターディスプレイの出荷予測、右：　世界の車載用モニターディスプレイの売上予測）
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　一般にプリズムフィルムは、ソフトモールド法またはハード
モールド法によって製造される（図 6）。製造上のコスト
優位性、安定した歩留り、複雑または大きなパターンの実施
が容易であることから、多くの光学フィルム製造業者が
ソフトモールド法を採用している。一般にプリズムフィルムは、
型を使ってパターン形成する際の一次硬化によって製造さ
れる。その後、型から外され二次硬化される。最終段階では、
保護フィルムを取り付けられる。ただし、詳細な製造工程
や条件は、フィルム製造業者の設備や生産ラインによって
異なる。

実験および結果
高屈折率モノマーおよびオリゴマー
　屈折率は、材料の分極率によって決まる。従って、電磁場
によって誘起される単位体積当たりの双極子モーメントを
最大にすることが望ましい。より多くの分極性基（例えば、
臭素、ヨウ素、硫黄およびリン原子または芳香族環）を含有
する物質、または広い原子領域にわたって高い分極率を有
する物質は通常、フッ素、酸素またはアルキル基など、より
少ない分極性基もしくは強い電気陰性置換基を含有する
物質よりも高い屈折率を有する。
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図 5：BLUの構造 

　保護シート

　プリズムシート（垂直）

　プリズムシート（水平）

　光拡散シート

　導光板

　反射シート

　ランプ（LEDまたは CCFL)

　LEDまたは CCFLリフレクター

図 4： BLU光学フィルムの需要予測（左：　フィルム種別 BLUフィルム市場予測、エリア　/　右：　フィルム種別 BLUフィルム市場予測、売上）

図 6：ソフトモールド法とハードモールド法

ソフトモールド法 ハードモールド法

UV樹脂注入口

UVランプ

　UV樹脂注入口

モールド

（材質：PET基材）

モールド

（材質：金属）

UVランプ

　図 4は、BLU用光学フィルムのマーケティング情報を示す
ものである。高屈折率（RI）を必要とするプリズムシート
を重点的に説明する。

　プリズムフィルムとは、輝度向上のために LCDのバックラ
イトモジュール内に取り付けられた微細複製プリズム構造
フィルムである。BEF（輝度上昇フィルム）は、レンズフィ
ルムまたはプリズムシートとも呼ばれる。BEFは、3M社の
プリズムシートの販売名である。BEFのベースフィルムは
ポリエステル（PET）またはポリカーボネート（PC）である。
この製品は、内部屈折とそれに続く再反射を使い、ディス
プレイ前面にオフ角の光を向けている。1枚のプリズムフィ
ルムは、プリズムの配列に応じて、一方向のみ（水平また
は垂直方向）から来るオフ角の光を、ディスプレイを見て
いる人が見えるように向きを直すことができる。他の方向から
のオフ角の光はそれでもオフ角を通過する。

　これは図 5に示すように、1枚を水平方向の軸外光用、
もう1枚を垂直方向用とし、2枚のプリズムフィルムを積み
重ねることにより対処できる。多機能プリズム（複合シート）
の使用はさらに増加すると予想される。
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i)芳香族基
　嵩高い共役系置換基または芳香族置換基は、高い屈折率
を有する。従って、複数の芳香族環を含有する分子は、さらに
高い屈折率を有することが期待される。ビスフェノール -A

エポキシジアクリレートは、nD25 = 1.557の屈折率を有する。
この製品は比較的高い屈折率があるがその一方で、粘度は
比較的高く60℃で 4,500 cPsである。このような製品を
標準的なコーティング技術で塗布することはほとんど不可能
である。このため、単環構造を有する低粘度モノマーが開発
された。

ii)ハロゲン
　ハロゲン化は、高屈折率材料を設計するのによく用いら
れる手法である。1.70という非常に高い屈折率（nD20）を
有する典型的なハロゲン化分子は、ペンタブロモフェニル
メタクリレートである。しかし、この分子はハロゲン含有量
が非常に高いため、他の分子との相溶性／溶解性が低い。
ビスフェノール Aエポキシジアクリレートの臭素化されたもの
が開発されている。臭素化したものは、その他多くの UV

樹脂との良好な相溶性を有するとともに、比較的高い屈折
率 nD25 = 1.588を有する。世界的に環境に関する懸念が
高まっていることから、高屈折率を有するハロゲンフリー
材料に対する需要が急速に増大している。ハロゲン化材料
を用いらずに同等の屈折率を達成することは、大きな課題で
ある（表 2および表 3）。

iii)ヘテロまたは硫黄
　従来の多くの硫黄含有分子、特に硫黄含有芳香族分子は、
高光透過性、高誘電率、基材への良好な接着性および高屈
折率を特長とする。よく知られた一つの例としては、ビス（4-

メタクリロイルチオフェニル）スルフィド、または 1.66と
いう非常に高い屈折率（nD20）を有する 4,4'-チオジベン
ゼンジチオールジメタクリレートがある。ただし、これは
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表 2：高屈折率を有するモノマー
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室温で固体状態にあり、さらに重要なことには、他の UV

樹脂との溶解性／相溶性が非常に限られている。一連の
ヘテロ原子含有芳香族ウレタンアクリレートオリゴマーの
合成を可能にするための特許技術が開発されている。これら
のオリゴマーは nD25 = 1.58（液体）という高い屈折率
および優れた光透過性を有する。また、市販されている多く
の UV樹脂と相溶性があるため、配合が容易である。

　プリズムシート用の高屈折率の配合には、コーティング
できるように低粘度化も必要である。従って、希釈能が
高屈折率の配合には重要になると認識されている。

表 3：高屈折を有するオリゴマー
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　図 7では、各モノマーに O-3を 30％で混合した場合の
粘度化を得ることができる。ここでの O-3は二官能ウレタン
アクリレートに相当するものとする。最高の希釈能を示したのは
モノマー BAである。ただし BAの場合、テストフォーミュ
レーションの屈折率を低下させる傾向を示している。考慮
の際、最も重要になる点は屈折率を上げることである。

　この点に関して、試験結果より、BPMAまたは OPPEA

を使用すると屈折率が上がることが明らかである。希釈能
と屈折率を考慮に入れると、商業的に望ましいモノマーは
OPPEAである。

　近年、さらに薄型のディスプレイと低コストに対する需要
が増加しつつある。これらの需要を満たすために、光学
フィルムの数を減らし、輝度を高めるためのさらなる努力

が行われている。これらの努力には、光学フィルムをその
まま使用し、光学フィルムの外側を覆う保護フィルムを除去
する試みが含まれる。プリズムシートのレンズの細部への
損傷を避けるために、硬度および耐擦傷性が改善された
製品を開発しなければならない。耐擦傷性を維持しながら
も屈折率を上げることは極めて困難である。

　この開発の過程において、高水準の屈折率を有するフッ素
含有分子に EOを添加することにより弾性が向上した製品が
得られた。フルオレン構造に対しEO添加処理を行う製品は、
M-4、M-5、M-6、M-7である（表 4）。

　もう一つの重要な要素は、光学フィルム塗膜の硬度で
ある。プリズムシート用に一般的に使用されている PET

フィルムに、テストフォーミュレーションをコーティングし
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図 7：モノマーの希釈能

表 5：高屈折を有するオリゴマーとモノマーのフィルム特性 - 硬度

表 4：高屈折を有するモノマー
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図 8：高屈折を有するモノマーのフィルム特性　–　黄変

フォーミュレーション： O-3 70種、希釈モノマー 30種
+ヒドロキシジメチルアセトフェノン 5種

装置： QUV耐候試験機、色度計：A6830

方法： ISO 4892 （温度：60℃）
基材： Kolon製 PET（188μm）
湿潤厚： 30μm

硬化： UV-B、Hgランプ、430mJ/cm
2

図 9：高屈折を有するオリゴマーのフィルム特性　–　黄変

フォーミュレーション：オリゴマーまたはモノマー 100種
+ヒドロキシジメチルアセトフェノン 5種

装置： QUV耐候試験機、色度計：A6830

方法： ISO 4892 （温度：60℃）
基材： Kolon製 PET（188μm）
湿潤厚： 30μm

硬化： UV-B、Hgランプ、430mJ/cm
2

鉛筆硬度および振り子硬度評価を行った。EO添加タイプの
製品は硬度が低いことが分かる。ただし、これは、弾性の
向上により、EO官能基がプリズムシートの細部を損なわずに
保つ役割を果たしているのであり、擦傷性が欠如している
ことを意味するものではない。M-7とM-4を比較すると、
前者は後者よりも多くの EOを含有し、その結果柔軟性が
向上している（表 5）。

　ほとんどの高屈折率材料には、多数の芳香族環を含有
するため黄変する傾向があることが分かる（図 8）。黄変を
最小限に抑えるために試験を行った（図 9）。ハロゲンまた
は硫黄構造を含む場合、黄変が著しく増加する。硫黄は
臭気の放出を伴い問題をさらに悪化させるため、これらの
構造は好まれない傾向がある。

　接着特性は、コーティングのアプリケーションでは最も
重要とみなされる。全ての製品が PETに対して優れた接着

表 6：高屈折を有するオリゴマーとモノマーのフィルム特性　–　接着剤

または良好な接着を示している（表 6）。分子量が比較的
高い場合であっても、EO添加タイプの接着性も優れている。

結論
　高屈折率と高性能を有した、特に環境に関する懸念が
高まっている背景からハロゲンフリーである新たな材料に
対する需要が急速に高まっている。ハロゲン化材料を使用
せずに同等の屈折率を達成することは大きな課題である。
屈折率についての広範な理解に基づき、ヘテロ原子含有
材料を含めた、この課題に取り組むための新たな技術が現在
開発されている。

本論文のより詳しい情報は www.miramer.comを参照
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