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1．はじめに
近年、液晶ディスプレイなどの表示デバイス
の軽量化や高性能化のために、位相差フィルム
の薄膜化や高機能性の向上が求められている。
特に、3Dディスプレイや有機 ELディスプレ
イ用としては、位相差フィルムの複屈折が波長
に比例する必要がある [1]。このような特性を
「逆波長分散性」と呼ぶ。例えば、非晶性高分
子であるポリメタクリル酸メチルやポリカーボ
ネートは透明性が極めて高く、光学フィルムと
して有用であるが、その複屈折は波長とともに
減少（正分散性）し、位相差フィルムにとって
理想的な特性を示さない。これは、単一の繰り
返し単位で構成される高分子では、理論上、複
屈折は正分散性となるためである。この問題を
解決するため、一般的には、フィルムの重ね合
わせや共重合、ブレンド法が用いられている。
（図 1）しかしながら、体積膨張率の差や耐熱性、
コスト、ブレンドの組み合わせの制限など、様々
な課題があるため、単一成分による材料設計が
求められている。

高分子材料が持つ複屈折Δ n は、配向
（Orientation）、ガラス（Glass）、形態（Form）
の 3つの複屈折で構成される。

特に、位相差フィルムに重要なものは配向複屈
折Δ nOであり、分子鎖の配向度 Fと固有複屈
折Δ n0 の積となる。

固有複屈折は繰り返し単位の分極率異方性で
決まるため、複屈折の符号は分子構造のみに依
存する。また、その波長依存性は個々の分子に
固有で、配向度に依存しない。すなわち、高分
子フィルムの延伸条件を変えても、複屈折の波
長依存性を制御することは困難である。
近年、我々はセルロースエステル（図 2）の
側鎖（エステル基）の種類を変えることで、複
屈折の波長依存性を制御できることを見出した
[2]。既に光学材料として利用されているが、セ
ルローストリアセテート（CTA）は負の配向複
屈折を示し、その波長依存性は正分散である。
一方、CTAのアセチル基の一部をプロピオニル
またはブチリル基に変化させると、正の複屈折
でかつ逆分散を示すようになる。これは、2種
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図 1．共重合法による複屈折制御．楕円は各
成分の繰り返し単位あたりの分極率異方性を
表す． 図 2．セルロースエステルの化学構造．



― 26 ―

類のエステル基が異なる符号の複屈折を示すた
めである。すなわち、エステル基の分率により、
複屈折の符号や波長依存性を制御できる可能性
がある。しかしながら、複屈折に対する主鎖の
影響や、エステル基の配向状態など、分子レベ
ルでの理解は不十分である。そこで本研究では、
セルロースエステルの複屈折に対するエステル
基の影響、および主鎖とエステル基の配向につ
いて検討を行った。また、ナノサイズの空隙（ボ
イド）による複屈折制御も試みた。

・セルロースエステルの配向複屈折
・延伸中の主鎖とエステル基の配向挙動
・ナノボイドによる複屈折制御

2．セルロースエステルの配向複屈折
これまで、セルロースエステルの側鎖をアセ
チル（Ac）、プロピオニル（Pr）、ブチリル（Bu）
と順に伸ばしていくことで、Tgは低下し、複屈
折は負から正へと転じることが判明している
[2]。この時、Acは主鎖に対して垂直、Prと Bu

は平行な分極率異方性を持つと考えられている
が、配向状態は把握されていない。そこで、溶
液キャストフィルムを用いて、各エステル基の
配向状態と複屈折の関係を検討した。
溶液キャストフィルムでは、溶媒蒸発過程で
分子鎖は平面内に配向する。セルロースエステ
ルの複屈折は側鎖であるエステル基により決定
されるため、厚み方向の複屈折を調べることで、
エステル基の配向状態を評価できる。

試料
実験に用いたセルロースエステルの特性値を
表 1に示す。各セルロースエステルをジクロロ
メタンに溶解させ、溶液キャスト法によりフィ
ルム状の試験片を得た。

一軸延伸フィルムの配向複屈折
これまでの研究で、Ac基のみを置換基とし

て持つ CTAの複屈折は正分散性であるが、2
種類のエステル基を有するセルロースエステル
では逆分散性となることが判明している [2]。
図 3（A）に各セルロースエステルの複屈折の
波長依存性を示す。図中の数字はそれぞれのエ
ステル基の置換度を表している。ピラノース環
1 つあたりの最大の置換度は 3 であるため、
CTA以外は完全なエステル化ではなく、同程
度の割合で水酸基が残っている。CABに注目
すると、図 3（A）に示すように、Bu基の置換
度が大きくなるにつれて、複屈折が正に強く
なっている。また、図 3（B）で波長依存性を
比較すると、Bu基が多くなるにつれて、波長
分散性も系統的に変化していることがわかる。
セルロースエステルの主鎖のピラノース環は
球状であり、分極率異方性は小さいと考えられ
るため、複屈折は主鎖ではなく、側鎖であるエ
ステル基に由来する。したがって、波長λにお
ける CABの複屈折は 2 つの Ac基と Bu基の
配向によって決定される。

CTAは置換基が全て Ac基であるから、Ac基
由来の複屈折は負の正分散性であるとみなせ
る。CABの複屈折の波長依存性を再現するに
は、Bu基は正分散性で正の複屈折を示す必要
がある。CAPについても同様に考察すると、
Pr基の複屈折は Bu基と同じような波長依存
性になると考えられる。さらに、CAP0.2-2.6
は同じ置換度の CAB0.2-2.6 よりも複屈折が小
さいため、1置換基あたりの複屈折は Bu基 > 

Pr基である。また、CAPや CABが逆分散性
を示すため、波長依存性は Ac基の方が他の 2
つのエステル基よりも強いと判断できる。一方、

表 1．セルロースエステルの分子量と各置換
基の重量分率（置換度）．

)()()( BuAcCAB nnn  (3) 
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アセチル化度が低いセルロースジアセテート
（CDA）は水酸基を含むが、図 3 の結果より、
水酸基も Bu基と同様に、弱い正分散性の正の
複屈折として寄与していることがわかる。

以上の結果をまとめたものを図 4に示す。い
ずれの側鎖も複屈折は正分散性を有する、符号
の異なるエステル基が共存する場合は、逆分散
性の複屈折を示す。すなわち、エステル基分率
により、複屈折の波長依存性制御が可能である。

溶液キャスト中のエステル基の配向 [3]
溶液キャストフィルム中で、分子鎖はフィル
ム平面内に配向する。これは溶媒の蒸発にとも
ない、フィルム厚が急速に低下するためである。
平面内を x-y軸、厚み方向を z軸とすると、主
鎖は x-y方向に配向している。側鎖であるエス
テル基は主鎖に結合しているものの、主鎖の配
向と同一とは限らない。そこで、各方向の屈折
率から以下の式で定義される面外複屈折Δ nth

を測定し、エステル基の配向状態を評価した。

図 5に溶液キャストフィルムの面外複屈折Δ
nthを示す。CAPと CABについては、図 3の
配向複屈折の傾向と一致しているが、CTAは
符号が異なっている。単純に側鎖と主鎖の配向
相関が延伸フィルムと一致しているのであれ
ば、面外複屈折と配向複屈折の符号は一致する
はずである。すなわち、CTAの Ac基の配向が
変化している可能性がある。そこで、平面内の
エステル基の配向を調べるために、ATR法に
よる赤外分光測定を行った。図6に示すように、
主鎖内のピラノース環のエーテル結合と、エス
テル基の C=O結合とのピーク強度比は、溶媒
の揮発速度を変えても変化していない。すなわ
ち、溶媒の揮発速度が速いほど主鎖の配向は強
くなり、それに追従してエステル基の配向も強
くなっていることがわかる。本結果は Ac基が
主鎖に垂直に結合していることに合致しない。
また、他の CAPや CABについても同様に、
主鎖の配向が強くなるほど C=Oのピーク強度

図 3．置換基と置換度の異なるセルロースエ
ステルの複屈折と波長依存性の比較．（B）は
複屈折を 588 nmの値で規格化してある．
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図 4．セルロースエステルの複屈折と置換基
の関係．

図 5．溶液キャスト後のセルロースエステル
フィルムの面外複屈折．
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は大きくなった。
上記の結果を説明するには、図 7に示すよう
なモデルが妥当である。まず溶媒が揮発する過
程で、主鎖は x-y平面内に配向する。Acの分
極率異方性は主鎖に対して垂直に大きく、Pr

と Buは平行に大きい。この時、主鎖とともに
いずれのエステル基も x-y平面内に配向するた
め、全てのセルロースエステルは正の面外複屈
折を示す。本結果は一軸延伸フィルムの場合と
大きく異なる。以上のように、フィルム調製条
件により、側鎖であるエステル基の配向状態が
面内に配向する。

3．多波長型複屈折測定装置の開発
複屈折には波長λ依存性があり、以下の

Sellmeierの式で表される。

ここでλabは吸収波長で、分子構造により決定
される。また、λabが長くなるほど、波長依存性
は強くなる。セルロースエステルの主鎖のピラ
ノース環と側鎖のエステル基を比べると、後者
は共役結合があるためにλabは長い。すなわち、
側鎖由来の複屈折の波長依存性は強くなるはず
である。この考えを踏まえると、延伸と同時に
複屈折の波長依存性を測定することで、主鎖と
側鎖の配向状態を別々に評価できると考えられ
る。そこで、井上ら [4]の方法を用いて、図8に
示す応力 -複屈折同時測定装置を開発した。

一例として、セルロースアセテートプロピオ
ネート（CAP）複屈折の波長依存性を図 9に示
す。ひずみが大きくなるほど、波長依存性が強
くなることがわかる。主鎖に比べて、Acや Pr

などの側鎖由来の複屈折は波長依存性が強いた
め、本結果は、延伸が進むほどエステル基の配
向が強くなることを示している。

図6．CTAフィルムのATR FT-IRスペクトル．
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図 8．本研究で開発した応力‐複屈折同時測
定装置の概略図とデータ解析イメージ．

図9．各ひずみでのCAPの複屈折の波長依存性。
ひずみが高くなるほど波長依存性は強くなる．
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一般に、応力は高分子の主鎖の配向のみを反
映する。そのため、複屈折の波長依存性と合わ
せて、応力も測定することで、主鎖と側鎖の配
向を分離することが可能である。今後は、延伸
中の側鎖の配向挙動を調べる予定である。

4．ナノボイドによる複屈折制御
式 1の形態複屈折Δ nFはマトリックス内に

異方的な粒子が分散している場合に生じる [5]。
ただし、透明性を損なわないためには、粒子サ
イズが可視光の波長以下である必要がある。ま
た、分散させる粒子はマトリックスと屈折率が
異なればよいので、固体である必要はなく、空
隙も有効であると考えられる。すなわち、ナノ
サイズのボイド（空隙）を形成させることで、
形態複屈折による複屈折制御が可能であると考
えられる。この仮定に基づき、ナノボイドによ
るセルロースエステルの複屈折制御を試みた。
セルロースエステルの一つである CTA中に
異方的なボイドを形成させる。相溶性の低い不
揮発性添加剤を CTAと溶液混合した後、溶液
キャスト法によりフィルムを得た。その後、フィ
ルムを加熱延伸することで相分離と添加剤の相
形状の制御を行った。さらに CTAに対する非
溶媒であるメタノールを用いて添加剤のみを抽
出し、多孔質延伸フィルムを得た。
延伸直後の CTAおよび CTA/添加剤フィル
ムの複屈折を図 10 に示す。どちらのフィルム
も同程度の負の複屈折を示しており、添加剤の
影響は確認されなかった。しかしながら、添加

剤を除去すると、複屈折は負から正へ大きく変
化した。さらに、波長依存性は正分散性から逆
分散性へと転じており、位相差フィルムに有用
な特性を示すことも判明した。

5．まとめ
本研究では、側鎖配向やナノサイズの空隙を
利用することで、セルロースエステルの複屈折
の波長依存性を制御することに成功した。
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図 10．CTAおよび CTA/DOA延伸フィルム
の複屈折の波長依存性．メタノール浸漬前を
四角で、浸漬後を丸で表す．
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